
【第4回台東区地域福祉計画策定委員会を開催します】傍聴を希望される方は、5年1月30日㈪まで、託児を希望される方は、1月19日㈭までにお申込みください。
▷実施日時　2月1日㈬午後2時　▷場所　区役所4階庁議室　▷申込み・問合せ　福祉課 TEL （5246）1173

令和4（2022）年12月20日　3広報　　今回の1面の花は「シンビジウム」です
1面に台東区の形 が３つ隠れています。探してみてください！（12月5日号の答えは、区HPをご覧ください）

2月の千束健康増進センターの運動教室参加者募集
申込み・問合せ

〒110－0015　台東区東上野4－22－8
上野健康増進センター TEL（3847） 9475

〒111－0031　台東区千束3－28－13
千束健康増進センター TEL（5603） 0085

教室名 日時 定員 教室名 日時 定員
初めての
エアロビクス

毎週火曜日（全4回）
午後1時～1時45分 15人 火曜エアロビクス 毎週火曜日（全4回）

午後2時15分～3時 7人

火曜リズム体操 毎週火曜日（全4回）
午後3時30分～4時15分 10人 リズムボディー 毎週火曜日（全4回）

午後7時30分～8時15分 7人
シェイプ ･ THE ･
ボディ

毎週火曜日（全4回）
午後6時15分～7時 8人 ゆったりヨガ 毎週水曜日（全4回）

午後7時15分～8時 7人

水曜リズム体操 毎週水曜日（全4回）
午後1時30分～2時15分 10人 さわやか

リズム体操
毎週木曜日（全4回）
午後2時15分～3時 8人

高齢者のための
足腰元気体操

毎週木曜日（全4回）
午後1時～1時45分 15人 やさしい

エアロビクス
毎週木曜日（全3回、2月23日を除く）
午後7時30分～8時15分 8人

フラダンス 毎週木曜日（全4回）
午後3時30分～4時15分 8人 生き生き

リフレッシュ体操
毎週金曜日（全4回）
午後2時30分～3時15分 8人

エンジョイエアロ 毎週木曜日（全3回、2月23日を除く）
午後6時15分～7時 8人 ボディーバランス 毎週金曜日（全4回）

午後7時15分～8時 8人

金曜リズム体操 毎週金曜日（全4回）
午後1時15分～2時 15人 パワーアップ

スリム
毎週土曜日（全4回）
午前10時30分～11時15分 5人

土曜リズム体操 毎週土曜日（全4回）
午前11時45分～午後0時30分 10人 たのしいヨガ 毎週土曜日（全4回）

午後1時～1時45分 7人

やさしい太極拳 毎週日曜日（全4回）
午前11時45分～午後0時30分 10人 熟年体操 毎週土曜日（全4回）

午後2時30分～3時15分 13人

※2月の運動教室は、全て「千束健康増進センター」
で実施します。

高齢者のための
足腰元気体操

毎週日曜日（全4回）
午前10時30分～11時15分 17人

日曜エアロビクス 毎週日曜日（全4回）
午後2時～2時45分 5人

対象 区内在住か在勤の18歳以上の方　費用1回300円　 申込方法 往復はがきに①2月の○○教室希望　②住
所　③氏名（ふりがな）　④年齢　⑤性別　⑥教室参加歴の有無　⑦電話番号を書いて、5年1月20日㈮（必着）
までに各センターへ（1人1教室につき1枚の応募･抽選）

健康増進センターについて プール、更衣室、シャワー室は、引き続き使用できません。
※教室の実施時間等について最新情報は区HPをご覧になるか、上記へお問合せください。

▷応募方法　意見提出用紙に記入し、配布場所に提出する
（閉庁日を除く）か、郵送またはファクスで各問合せ先へ
（区HPからも応募可）※口頭や電話での意見の受付はでき
ません。※個別の回答は行いません。
▷応募締切日　5年1月6日㈮（必着）

　区では、下記のようなさまざまな計画等を作成していま
す。皆さんのご意見をお寄せください。
▷対象　区内在住か在勤（学）の方、区内に事務所または
事業所を有する個人または法人その他団体、計画等に利
害関係を有する個人または法人その他団体

★閲覧・意見提出用紙配布場所　各問合
せ先のほか、区役所3階⑦番区政情報
コーナー、区民事務所・同分室、地区セ
ンター、生涯学習センター1階受付ほか

　地域共生社会の実現に向けて、多様な主
体が連携・協働して地域福祉を推進してい
くために策定する計画です。計画期間は5
〜11年度の7か年とします。
▷問合せ　〒110－8615　
　台東区役所福祉課（区役所3階⑤番）
　 TEL （5246）1173
　 FAX（5246）1059

台東区地域福祉計画

台東区公共施設保全計画

台東区スポーツ振興基本計画
　台東区のスポーツ振興に関する総合的
な計画です。今回は、東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会の終了
など、社会情勢の変化を踏まえ、現行計
画の一部を見直します。
▷問合せ　〒111－8621
　生涯学習センター5階
　スポーツ振興課
　 TEL （5246）5853
　 FAX（5246）5814

台東区長期総合計画・台東区行政計画
　区政運営の長期的指針である長期総合計
画について、社会経済状況の変
化を的確に捉え、効果的・効率
的に施策を展開していく必要が
あることから、一部修正を行い
ます。あわせて、実行計画であ
る行政計画を策定します。
▷問合せ　〒110－8615
　台東区役所企画課（区役所4
　階①番）TEL（5246）1012
　 FAX（5246）1019

台東区バリアフリー特定事業計画（前期） （仮称）台東区まちづくり誘導方針
　台東区バリアフリー基本構想で設定し
た特定事業の実現に向けて、具体的な事
業の内容や事業量、事業実施予定期間等
を示し、事業の実施状況を把握することを
目的に策定します。計画期間は4〜8年度
の5か年とします。
▷問合せ　〒110－8615
　台東区役所都市計画課
　（区役所5階⑧番）
　 TEL （5246）1364
　 FAX（5246）1359

　台東区都市計画マスタープランに示す
将来像の実現に向け、公民連携により地
域特性に応じたひと中心のまちづくりを
誘導・推進するための方向性を示すもの
です。
▷問合せ　〒110－8615
　台東区役所都市計画課
　（区役所5階⑧番）
　 TEL （5246）1364
　 FAX（5246）1359

計画等について、詳しくは各二次元コードをご覧ください。計画等について、詳しくは各二次元コードをご覧ください。ご意見を募集していますご意見を募集しています（計画中間のまとめパブリックコメント）（計画中間のまとめパブリックコメント）

　本区公共施設の予防保全型管理および計
画的な施設更新を推進する「台東区公共施
設保全計画」を平成28年3月に策定しました。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響等
により計画の見直しが必要となったため、「台
東区公共施設保全計画」を改定します。
▷問合せ　〒110－8615
　台東区役所施設課
　（区役所5階⑨番）
　 TEL （5246）1353
　 FAX（5246）1359

（仮称）台東区生涯学習推進計画
　台東区の生涯学習を推進するために、
「（仮称）台東区生涯学習推進計画」を策
定します。計画期間は5〜9年度の5か
年とします。
▷問合せ　〒111－8621
　生涯学習センター5階　生涯学習課
　 TEL （5246）5815
　 FAX（5246）5814

学びのキャンパス台東アクションプラン
　台東区の「教育振興のための施策に関する
基本的な計画」として位置付けている「学校教
育ビジョン」の具体的な行動計画です。昨今の
社会情勢の変化等を反映させ、着実に学校教
育を推進していくために、新たな計画を策定し
ます。計画期間は5〜7年度の3か年とします。
▷問合せ　〒110－8615
　台東区役所指導課（区役所6
階①番）TEL（5246）1454

　 FAX（5246）1409

令和4年度第3回区政サポー
ターアンケート調査の結果がま
とまりました

▷テーマ　「公共施設について」、「広報『た
いとう』について」

▷閲覧場所　区役所3階⑦番区政情報コー
ナー、図書館のほか、区HP「区民の声」
に掲載

▷問合せ　広報課
　 TEL （5246）1023

保険・年金保険・年金

保険料納付済額のお知らせを
送ります

　4年1月1日～12月31日に納めた介護保
険料・後期高齢者医療保険料のお知らせを
5年1月下旬に発送予定です。
　確定申告等の際に社会保険料控除の対象
になりますので、申告の際にご利用くださ
い。
▷問合せ　介護保険料は介護保険課資格・

保険料担当
　 TEL（5246）1246　
　後期高齢者医療保険料は国民健康保険課

後期高齢者保険係
　 TEL（5246）1491

下記の世帯は支給対象となる可能性があります
・修正申告等により、世帯全員の住民税均等割が非課税となった世帯
・基準日以前にさかのぼり、転入手続きをされた世帯
該当と思われる方や給付金の対象となるかご不明な方はお問合せください。

　

　

問合せ
台東区住民税非課税世帯等

臨時特別給付金コールセンター
TEL 0120−000−573

家計急変世帯向け

●給付金判定方法のイメージ
予期せず4年1～12月の収入が減少

↓
4年1～12月の間にて、減収した任意の1か月を選択

↓
年収換算（×12か月） 

▷対象　住民税非課税世帯以外の世帯のうち、予期せず4年1～12月まで
の間に家計が急変したことにより、世帯全員の収入が住民税非課税相当
となった世帯（詳しくは、区HP〈右記二次元コード〉をご確認ください）

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（1世帯当たり5万円）の提出期限は、 5年1月31日㈫です

確認書が未提出の世帯へ、勧奨通知を発送しています。
お手続きがない場合は、受給を辞退したとみなし、給付金を受け取ることができ
ません。

令和4年度 住民税均等割非課税世帯向け

≦

家族構成例 非課税相当限度額
収入額ベース 所得額ベース

単身または扶養親族がいない 100.0万円 45.0万円
配偶者・扶養親族（計1人）を扶養している 156.0万円 101.0万円
配偶者・扶養親族（計2人）を扶養している 205.7万円 136.0万円
配偶者・扶養親族（計3人）を扶養している 255.7万円 171.0万円
配偶者・扶養親族（計4人）を扶養している 305.7万円 206.0万円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親
※2人以上扶養している場合は、上記の限
度額を適用します。

204.3万円 135.0万円

健康健康

たいとうヘルスアップ講座～健
診結果を活かして健康づくり～
（予約制）
▷日時　5年2月2日㈭午後2時～3時30分
▷場所　台東保健所8階　
▷対象　区内在住か在勤のおおむね75歳

未満で糖尿病等の治療をしていない方
▷定員　18人（先着順）
※飲み物持参・動きやすい服装で参加　
▷申込開始日時　12月20日㈫午前9時
▷申込み・問合せ　台東保健所保健サービ

ス課
　 TEL （3847）9440

女性医師による女性のための
健康相談「婦人科」(予約制)

▷日時　5年1月19日㈭午前10時～正午
　（1人20分程度）
▷場所　台東保健所4階　
▷対象　区内在住か在勤で、更年期や月経

障害、不妊でお悩みの女性
※医師とはオンライン相談です。
▷申込み・問合せ　台東保健所保健サービ

ス課
　 TEL （3847）9497

笑って元気教室「漫才と体操」

▷日時　5年2月8日㈬午後2時～3時10分
▷対象　区内在住か在勤の40歳以上の方
▷定員　15人（抽選）
▷出演　左利き、ぽ～くちょっぷ

▷申込方法　往復はがきに「2月の笑って
元気教室希望」・住所・氏

ふりがな
名・年齢・電

話番号を書いて、下記問合せ先へ　
▷申込締切日　1月25日㈬（必着）　
▷場所・問合せ　〒111－0031　台東区

千束3－28－13　千束健康増進センタ
ー TEL （5603）0085

▲長期総合計画

▲行政計画


