
子育て世帯の「食」を支援！子育て世帯の「食」を支援！

リフレッシュ等の理由によりベビーシッターを利用した方への
支援の対象を未就学児から小学3年生まで拡大します。

▷問合せ　子ども家庭支援センター TEL 03−6458−1566

※上記事業の実施については、令和4年第4回区議会定例会に提出している補正予算案の成立が前提となります。

給食食材・給食費の支援を
拡充します！（令和5年1月から当面の間）

子供食堂やフードパントリー（※）

事業を行う団体への支援を拡充
します！

食材や運搬費等に
かかる経費の一部
補助を拡充します。

▷問合せ　子育て・若者支援課
　 TEL 03−5246−1237

▷問合せ
　学務課
　 TEL 03−5246−1413
　児童保育課
　 TEL 03−5246−1309

区立小・中学校

保育所等 保護者等が負担する給食食材費相当分
（副食費・副食材料費・給食費）の支援
を拡充します（上限あり）。

子供の一時預かりをもっと利用しやす子供の一時預かりをもっと利用しやすく！く！

給食食材の調達を区が全面的に支援す
ることで、保護者負担がなくなります。

撮影時のみマスクを外しました。

撮影時のみマスクを外しました。

撮影協力：セカンドハーベスト・ジャパン撮影協力：セカンドハーベスト・ジャパン
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1212月月2020日日
SDGs（持続可能な開発目標）とは、

「誰一人取り残さない」持続可能で
多様性と包摂性のある社会の実現
を目指す国際目標です。
台東区はSDGsを支援しています。

▲区HP「リフレッシュ等を目的
としたベビーシッター利用支援

事業（一時預かり利用支援）」

▲区HP
「令和4年度台東区子
供育成活動支援事業」

▲区HP
「区立小中学校給食へ
の緊急支援について」

▲区HP
「保育所等における物価高
騰への緊急支援について」

（※）食に困ったときに無償で食の支援が受けられる場所（活動）

緊急経済対策を拡充します
令和5年1月から



2　令和4（2022）年12月20日 広報 区の世帯と人口 128,474世帯（前月比＋211世帯）世帯数 207,482人（前月比＋272人）人口  【12月1日現在】
※住民基本台帳による

広告

５年1月から、新型コロナワクチンの接種会場を縮小します 
～接種がお済みでない方は、早めの予約をお願いします～

▲オミクロン株
対応ワクチン接種

について

●乳幼児接種について
　乳幼児接種の接種回数は3回で1セットです。3月31日㈮までに

3回の接種を完了するには、1月13日㈮までに1回目の接種を受
ける必要があります。ご希望の場合は早めの予約をお願いします。

乳幼児接種▶
（生後6か月～
4歳）について

●1・2回目接種、小児接種も引き続き
　実施しています
　詳しくは、区HPをご確認ください。

ワクチンに関する▶
最新情報

　 台東区議会議員選挙・台東区長選挙（5年4月23日㈰）に関するお知らせ

接種会場　ファイザー会場　モデルナ会場 予約方法
台東病院（千束3－20－5） ●インターネット予約（18歳以上の方のみ）

右記二次元コードより予約

●電話予約（17歳以下はコールセンターのみ受付）
台東区コロナワクチン コールセンター
TEL 03－4332－7912（午前9時～午後6時、土・日曜日・祝日も対応）

永寿総合病院　西町公園内プレハブ （東上野2－23－3）
浅草病院 （今戸2－26－15）※病院内での接種となります。
浅草寺病院（浅草2－30－17）
北上野二丁目特設会場（北上野2－24）
診療所 各診療所に直接お問合せください

●若い世代の皆さんへ～自身の健康や大切な友人・家族・同僚を守るためにも、ワクチン接種をご検討ください～
　オミクロン株対応ワクチンの接種により、従来ワクチンを上回る重症化予防効果と、オミクロン株に対する感染・発症予防効果が期待されています。
　オミクロン株対応ワクチンの接種がまだお済みでない方は、ぜひご検討ください。

　「20年後のわたしたちの台東区」「花のあ
る風景」「わたしの好きな場所、年中行事」
というテーマで区立小学校の３年生から絵画
を募集したところ、1,170点の応募があり、
次の25人の作品が入選となりました。
▷入選者氏名（学校名・敬称略）
橋中英人(平成小）、梅村みれい（根岸小）、
伊藤春希（根岸小）、中井珠己（根岸小）、水
島紗良（根岸小）、古谷惟人（根岸小）、田辺
咲空（忍岡小）、高橋めぐ（忍岡小）、志村亮
平（忍岡小）、並木瑚夏（谷中小）、柏崎耕之
介（金曽木小）、荒川芽以（大正小）、大西愛
有美（大正小）、山口凌空（浅草小）、加藤翔
大（浅草小）、森野ひなた（台東育英小）、磯

野日和子（蔵前小）、渡邊月陽（蔵前小）、伊
藤星（蔵前小）、佐藤遥香（蔵前小）、吉岡静
香（富士小）、赤石愛矢梨（金竜小）、齊藤羽
麗（金竜小）、渡邉啓和（金竜小）、石河隆之
介（金竜小）　
▷問合せ　都市計画課 TEL（5246）1377

｢小学3年生まちなみ絵画コンクール」の表彰式を行いました

▲表彰式の様子（撮影時のみマスクを外しました）

●5年1月以降の接種会場について

　

　

●台東区　休日・夜間発熱相談センター（月～土曜日 午後6時～翌日午前6時、日曜日・祝日・年末年始〈12月29日～1月3日〉　午前6時～翌日午前6時）
　 TEL 050−3173−7834 休日や夜間に発熱等の症状が出た場合、看護師が対応し、必要に応じて診療につなげます。
　 ▷対象　区内在住の、65歳以上、小学⽣以下の子供、妊婦、症状の重い⽅

●台東区　発熱受診相談センター（月～金曜日 午前9時～午後5時）※祝日・年末年始（12月29日～1月3日）を除く
　看護師等が相談に応じ、医療機関の案内等を⾏います。　 TEL 03−3847−9402　 FAX 03−3841−4325（耳や言葉の不自由な方向け）

●東京都 発熱相談センター（24時間）
　 TEL 03−5320−4592、03−6258−5780
　　　 03−5320−4551、03−5320−4411
　 FAX 03−5388−1396（耳や言葉の不自由な方向け）

●東京都 消防庁救急相談センター（24時間）
　 TEL ♯7119、03−3212−2323
●東京都 子供の健康相談室（24時間）
　 TEL ♯8000、03−5285−8898

詳しくはこちら▶
（区HP）　　 　休⽇や夜間の相

談窓⼝はこちら
（24時間対応含む）

平⽇⽇中の相談
窓⼝はこちら

今、新型コロナウイルス感染症の感染者が増えています！
外出や⼈と接触する機会の増える年末年始も、感染対策をお願いします

冬も冬も節電節電にご協力くださいにご協力ください
使っていない照明を消すなど、無理のない範囲で
できる限りの節電にご協力ください。詳しくは、
区HPをご覧ください。

▷問合せ　環境課 TEL （5246）1281

お知らせお知らせ

自転車の保険加入と点検・整
備は行っていますか

　区内で自転車に乗る方には、自転車保険
への加入および、自転車の点検・整備が義
務付けられています。区内のTSマーク事
業協力店で、点検・整備をすると賠償責任
補償などの保険が付いているTSマークを
取得できます。区では取得費用について助
成金を交付（後日、銀行口座へ振込み）し
ています。ぜひご検討ください。
▷対象　区内在住で区内TSマーク取得助

成事業協力店でTSマークを取得した方
▷助成金　上限2,000円、新規は1,000円
▷申請方法　TSマーク付帯保険加入書、

申請書兼請求書（申請書、請求書）、領
収証、印鑑を右記申請先へ持参

※申請期限は、取得後1年以内
※協力店等、詳しくは区HPをご覧ください。
▷申請先　交通対策課（区役所5階②番）、

各区民事務所・分室
▷問合せ　交通対策課 TEL（5246）1288

弁護士による日曜法律相談を
開催します（予約制）

▷日時　5年2月12日㈰午後1時～4時　
（1人25分）

▷場所　区役所1階区民相談室　　　　　
▷対象　区内在住か在勤（学）の方
▷定員　10人（先着順）
▷相談方法　面談、電話またはオンライン
▷申込方法　電子申請か下記問合せ先へ　
※詳しくは、区HPをご確認ください。
▷申込期間　12月22日㈭～5年2月8日

㈬
▷問合せ　くらしの相談課

区民相談室　
　 TEL （5246）1025

問合せ
台東区選挙管理委員会事務局
TEL（5246）1461
FAX（5246）1459

●立候補予定者説明会
▷日時　5年1月31日㈫午前10時
▷場所　区役所10階会議室　
●「選挙公報」の点字版・音声版を郵送します
▷申込方法　希望する選挙公報の種類（点字版・音声版
〈CD〉）・住所・氏名・電話番号を電話かファクスで右
記問合せ先へ

※これまでに申込んでいる方は、申込不要です。
▷申込締切日　1月20日㈮
●身体が不自由なため投票所に行くことが困難な方へ
　郵便等による不在者投票ができます。

▷対象　身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで、障害
の程度が資格要件に該当する方、または介護保険の被
保険者証の区分が要介護5の方

※申請は年間を通じて受け付けています。
※詳しくは、右記へお問合せください。
●期日前投票立会人の登録者募集
　登録されると、4月23日㈰執行の台東区議会議員およ
び台東区長選挙において、期日前投票所の立会人として従
事していただくことができます。
▷期間　4月17日㈪～22日㈯　
▷時間　①午前8時30分～午後8時　②午前8時30分～午

後2時15分　③午後2時15分～8時
▷場所　区役所、谷中区民館、浅草橋区民館、
　台東リバーサイドスポーツセンター、
　生涯学習センター、金杉区民館　
▷対象　選挙権を有する30歳未満の方
▷報酬　 ①12,400円　②・③6,200円
▷申込方法　下記二次元コードより申込み

　　 　問合せ ●台東区コロナワクチン 相談専用ダイヤル
　（午前9時～午後6時、土・日曜日・祝日も対応） TEL 03−6834−7410

●厚生労働省新型コロナワクチン コールセンター
　（午前9時～午後9時、土・日曜日・祝日も対応） TEL 0120−761−770

●東京都臨時オンライン発熱診療センター
発熱等症状のある、都内在住の13～64歳の⽅
は、オンライン診療を受けられます。詳しくは、
都HPをご確認ください。

発熱など体調不良に
そなえた準備をしよう

必要な場面では
マスクをつけよう

こまめに手を洗おう定期的に換気をしよう 発熱など体調不良に
そなえた準備をしよう

必要な場面では
マスクをつけよう

こまめに手を洗おう定期的に換気をしよう

　オミクロン株対応ワクチン ※初回接種（1・2回目接種）が完了した12歳以上で、前回の接種から3か月以上経過した方



【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
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【台東区都市計画審議会の傍聴者を募集します】▷日時　5年1月13日㈮午後２時　▷場所　区議会第一会議室　▷定員　10人（先着順）　▷申込方法　住所・氏名・
電話番号を電話かファクスで右記問合せ先へ　▷申込締切日　1月12日㈭午後５時　▷申込み・問合せ　都市計画課 TEL（5246）1363

【広報「たいとう」掲載の各課等の電話番号について】　携帯電話・スマートフォンは、頭に〈03〉をつけておかけください。

財務書類財務書類の公表の公表

台東区の財政状況台東区の財政状況をお知らせしますをお知らせします

一般会計

歳出
予
算
現
額 
１
千
237
億
５
千
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万
円

決
算
額
　 
１
千
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億
２
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行
率
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％
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算
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１
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億
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千
812
万
円

収
入
率
　 

101
・
３
％

歳　出
一般会計決算の内訳

歳　入

諸収入
34億4,271万円
2.8%

繰越金 79億3,187万円 6.3%
地方消費税交付金
60億7,365万円 4.9%

繰入金
47億5,473万円
3.8%

教育費
237億
7,710万円
20.7%

教育費
237億
7,710万円
20.7%

総務費
１９６億
3,355万円
17.1%

総務費
１９６億
3,355万円
17.1%

諸支出金
85億6,633万円 7.5%

土木費
63億１，２２０万円
5.5%

文化観光費
11億4,689万円
1.0%

産業経済費
３７億2,190万円
3.2%

民生費
３８３億
９１１万円
33.4％

民生費
３８３億
９１１万円
33.4％

その他（※）
71億2,602万円
5.5%
議会費
6億2,914万円
0.6%

特別区交付金
311億
8,351万円
2４.９％

特別区交付金
311億
8,351万円
2４.９％

国庫支出金
３２２億
8,719万円
25.8％

国庫支出金
３２２億
8,719万円
25.8％

都支出金 8６億7,339万円 6.９％

特別区税
23８億
9,505万円
1９.１％

特別区税
23８億
9,505万円
1９.１％

（※）その他（使用料及び手数料、特別区債、分担金及び
負担金、株式等譲渡所得割交付金、配当割交付金、財産
収入、地方譲与税、寄附金、地方特例交付金、環境性能
割交付金、利子割交付金、交通安全対策特別交付金）

衛生費 126億2,903万円 11.0%

　区では従来の現金収支を中心とした決算に加え、企業会計（複式簿記・発生主義）の手法を取り入れた財務書類を作
成しています。一般会計と特別会計に、区と連携協力して行政サービスを実施する外郭団体や、特別区（東京23区）
が経費負担する一部事務組合、広域連合などを合算したものが連結ベースの財務書類です。
　連結貸借対照表からは、これまでに区が整備してきた資産と、将来返済しなければならない借入金などの負債や、す
でに税金等で負担済みの純資産が把握できます。また、連結行政コスト計算書は、1年間の行政活動のうち、人件費や
社会保障給付など行政サービスをコストという側面から把握し、行政活動の効率性やコスト構造を明らかにしています。

問合せ 会計課会計管理担当 TEL （5246）1381

　3年度の日本経済は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響下において持ち直し
の動きが見られましたが、感染症がもたらした生活様式の変化や外出行動の抑制は、
区内事業者や区民生活に引き続き大きな影響を及ぼしました。このような状況の中、
区は、「区民の生命と健康を守り抜く」「区民の生活や事業者をしっかり支える」「社
会変革を捉えた行政運営の推進と財政基盤の強化」「まちの活力を取り戻し、持続的
な発展につなげる」の4つの柱のもと、感染状況や経済への影響を注視しながら臨機
応変に必要な施策を行い、区政を推し進めてきました。
　区の財政状況は地方自治法および条例に基づき、毎年6月と12月に公表していま
す。詳しい台東区財政の現況は、区HPをご覧ください。

　３年度決算における区の健全化判断比率は下表
のとおり、いずれも国が定める基準の範囲内とな
りました。

指標 実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来負担
比率

台東区 － － △2.7％ －

早期健全
化基準 11.25％ 16.25% 25.0％ 350.0％

財政再生
基準 20.00％ 30.00％ 35.0％

※上記基準は台東区の標準財政規模の場合の数値
です。

健全化判断比率

会計名 歳入歳出予算額 歳入決算額 収入率 歳出決算額 執行率

国民健康保険事業会計 232億7,052万円 226億2,122万円 97.2％ 223億1,131万円 95.9％

後期高齢者医療会計 53億1,866万円 50億6,059万円 95.1％ 49億150万円 92.2％

介護保険会計 179億2,144万円 173億3,723万円 96.7％ 168億1,221万円 93.8％

老人保健施設会計 1億6,300万円 1億5,084万円 92.5％ 1億5,084万円 92.5％

病院施設会計 3億418万円 2億6,955万円 88.6％ ２億6,955万円 88.6％

特別会計

令 和 3 年 度 決 算 の あ ら ま し
　9月12日～10月26日に開かれた令和4年第3回台東区議会定例会において、3年度の一
般会計および特別会計の歳入歳出決算が認定されました。
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問合せ 財政課 TEL （5246）1071

連結貸借対照表 〔4年3月31日現在〕

3年度末時点において、区と関係団体が行政サービスを提供するために保有する
資産と負債の一覧 ※（　）は前年度の額

1．資産 2,959億円 （2,879億円）
現在、区・関係団体が保有する財産の総額

【内訳】
●有形固定資産 2,086億円 （2,063億円）
　・庁舎、道路、学校、図書館、公園、保育園、
　  病院、特別養護老人ホーム、地下駐車場など
●投資その他の資産等 506億円 （525億円）
　・公共施設建設基金や外郭団体の基本財産など
 392億円
　・公有財産として管理されている出資金など
 99億円
　・税金、保険料などの 1年を経過した未収金など
 15億円
●流動資産 367億円 （291億円）
　・現金
　・年度間の財源調整のための財政調整基金
　・特別区債の元利償還に要する費用にあてる
　　減債基金など

2．負債 359億円 （339億円）
地方債（借金）の返済など、将来負担する額
　・区と関係団体の地方債 194億円
　・将来発生する職員の退職手当引当金 112億円
　・賞与引当金、未払金など 53億円

3．純資産 2,600億円 （2,540億円）
資産から負債を差し引いた額
　・税金
　・国、都補助金
　・その他

　計　　　　　　　2,959億円 （2,879億円） 　計　　　　　　2,959億円 （2,879億円）

連結貸借対照表からわかること
前年度に比べ、資産が80億円、負債が20億円それぞれ増加した結果、純資産が60億円増加しています。
資産の主な増減要因
・有形固定資産　23億円増（減価償却費よりも土地の取得や施設整備費が大きかったことなどによる増）
・ 投資その他の資産等　19億円減 （減債基金のうち固定資産と流動資産になるものの区分の見直しなど
　による減）
・ 流動資産 76億円増 （歳入と歳出の差額である歳計現金等の増加による増）
負債の主な増減要因
・地方債　8億円増 （施設整備に伴う地方債の増加による増） 
・その他　12億円増 （退職手当引当金等の増加による増）

一般会計等 一般会計、病院施設会計

特別会計 国民健康保険事業会計、後期高齢者医療会計、介護保険会計、老人
保健施設会計

外郭団体等 (公財)台東区芸術文化財団、(福)台東区社会福祉事業団、(公財)台東
区産業振興事業団、  (福)台東つばさ福祉会、台東区土地開発公社

一部事務組合 特別区競馬組合、特別区人事･厚生事務組合、東京二十三区清掃一
部事務組合

広域連合 東京都後期高齢者医療広域連合

台東区の資産・負債とコスト構造
●特徴1　区民1人当たりの資産145万円、負債18万円 　
●特徴2　区民1人当たりの行政コスト74万円
●特徴3　土地、建物等の社会資本（有形固定資産）を将来世代が負担する割合 9％

 ※この割合は低い方が健全ですが、社会資本（有形固定資産）は将来世代も利用するため、
世代間の均衡を踏まえた負担割合が望ましいとされています。

●連結対象

連結行政コスト計算書 （3年4月1日～4年3月31日）

人件費や社会保障給付費などの行政サービスにかかる、区と関係団体の経常
的なコストを、その受益者の負担額とともに表したもの ※（　）は前年度の額

1．経常費用 1,676億円 （1,775億円）
人件費や物件費、社会保障給付など資産形成を伴わない経常的な行政活動に要
する費用

【内訳】
●人件費 230億円 （221億円）
　・職員給与、報酬など
●物件費等 321億円 （302億円）
　・物件費　　　　 240億円 … 光熱水費、物品購入費、業務委託料など
　・減価償却費　　　54億円 … 一年間の償却資産価値の減少額
　・維持補修費等　　28億円 … 施設設備の原状回復のための修繕費等
●移転費用 1,032億円 （1,165億円）
　・社会保障給付 　347億円 … 社会保障制度の一環として各種法令に基づき
　　給付する生活保護費、保険給付費など
　・補助金等　　　 671億円
　・その他　　　　　14億円
●その他の業務費用 93億円 （87億円）
　　地方債の利子など
2．経常収益  159億円 （153億円）
　　行政サービスの利用に応じた使用料・手数料など
3．純経常行政コスト  1,517億円  （1,622億円）
　　経常費用から経常収益を引いた純粋な行政コスト

連結行政コスト計算書からわかること
　前年度に比べ、経常費用が99億円減少した結果、純経常行政コストが105
億円減少しています。
　経常費用の主な減少理由は、補助金等の減少により、移転費用が133億円
の減となったことによります。
　経常費用と経常収益の差額である純経常行政コスト1,517億円は、税金など
で賄われています。
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【開発等の問合せ・相談】近隣の開発の状況等について、知りたい事や心配事がありましたら、何でもご相談ください。
▷問合せ　都市計画課 TEL（5246）1363

広報「たいとう」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

子育て・教育子育て・教育

「Zoomであつまれ！ふたごちゃ
ん・みつごちゃん！」のお知らせ

▷日時　5年2月6日㈪午後2時～3時
▷定員　5組（先着順）
▷対象　区内在住の多胎児（就学前まで）

の親子または多胎児を妊娠している方
とパートナー

▷申込方法　区HP（下記二次元コード）よ
り申込み

▷申込期間　12月26日㈪～5年1月30日㈪
▷問合せ　浅草保健相談センター
　 TEL （3844）8172
　台東保健所保健サービ

ス課
　 TEL （3847）9497

子育て心理相談（予約制）

▷日程　①5年1月18日㈬　②24日㈫
▷時間　午前9時30分～11時（1人30分

程度）

▷対象　区内在住で就学前の子供を育てて
いる方

▷場所・申込み・問合せ　①浅草保健相談
センター TEL （3844）8172

　②台東保健所保健サービス課
　 TEL （3847）9497

福祉福祉
（高齢・障害等）（高齢・障害等）

5年度高齢者ふれあい入浴券の
新規申込みを受け付けます

▷対象　区内在住の65歳以上で、次のい
ずれかに該当する方（特別養護老人ホ
ーム入所者は除く）　①ひとり暮らし　
②世帯全員が65歳以上　③自宅に風呂
がない

▷配付枚数　年間20枚（申請月により異
なる）　

▷配付時期・方法　5年3月下旬・簡易書
留郵便で送付　

▷利用方法　区内の公衆浴場で1回につき、
入浴券1枚と50円を支払い　

▷利用期間　5年4月1日㈯～6年3月31
日㈰

▷申込方法
・4年度「高齢者ふれあい入浴券」を受け

取った方　
　申込みの必要はありません
・初めて申込む方　
　区HPから申込むか、本人確認書類（健

康保険証等）を下記問合せ先へ持参
▷申込開始日　5年1月4日㈬
※電子申請の申込み期限は2月10日㈮
▷問合せ　高齢福祉課（区役所2階⑥番）
　 TEL （5246）1222

福祉タクシー券を追加交付しま
す

　タクシー運賃の改定に伴い、12月分よ
り福祉タクシー券の交付額を下記のとおり
改定します。現在受給されている方には、
増額分のタクシー券を、事前に登録されて
いる受取方法で追加交付します。
▷改定額　現行3,500円／月、改定後
　4,000円／月　
▷交付額　2,000円分（500円×4か月分）
▷発送日　5年1月下旬（予定）　
▷窓口配布開始日　12月26日㈪　
▷必要な物（窓口受取の場合）　身体障害

者手帳または愛の手帳

※本人や家族以外が受け取りにくる場合は、
事前に下記へお問合せください。

▷問合せ　障害福祉課(区役所２階⑩番）
　 TEL （5246）1201

おむつ代も医療費控除の対象
となります

▷対象　おおむね６か月以上寝たきり状態
の方のおむつ代

▷所得税・住民税の申告時に必要な書類
　①医療費控除の明細書　②医師が発行し

た「おむつ使用証明書」(継続して２年
目以降控除を受ける方は介護保険課が発
行する「確認書」）

※「確認書」の交付は下記へお申込みくだ
さい。条件に該当しない場合、「確認書」
を発行できない場合があります。

▷問合せ　「確認書」の交付は介護保険課
（区役所2階④番）　TEL（5246）1245

　おむつ使用証明書の用紙配布は高齢福祉
課（区役所2階⑥番）

※区HPからダウンロード可　
　 TEL （5246）1222
　住民税に関する問合せは税務課（区役所

3階⑪～⑬番）
　 TEL （5246）1102～05

歳入 歳出

予算現額 収入済額（収入率）・支出済額（執行率）

予算現額1,099億 6,353 万円
収入済額　 529億 2,412 万円

収入率48.1%

※その他 （繰入金、使用料及び手数料、諸収入など） 

※4年9月30日現在、一般会計については他会計等から一時的な資金の運用を行っています。

※その他（土木費、産業経済費、文化観光費など）

予算現額 1,099 億 6,353 万円
支出済額 　451億 2,916 万円
執行率41.0%

民生費

特別区税 衛生費

その他 その他

56億 1,340 万円

34億 6,026 万円（61.6%）

56億 1,340 万円

34億 6,026 万円（61.6%）

235億 9,641 億円235億 9,641 億円

99億 7,731 万円（42.3%）99億 7,731 万円（42.3%）

168億 1,244 万円168億 1,244 万円

392億 6,864 万円392億 6,864 万円

212億 8,122 万円212億 8,122 万円

99億 6,096 万円（46.8%）99億 6,096 万円（46.8%）154億 5,637 万円（91.9%）154億 5,637 万円（91.9%）

178億 5,693 万円（45.5%）178億 5,693 万円（45.5%）

129億 3,294 万円129億 3,294 万円

36億 5,282 万円（28.2%）36億 5,282 万円（28.2%）

国・都
支出金

352億 4,128 万円352億 4,128 万円

118億 2,415 万円（33.6%）118億 2,415 万円（33.6%）

特別区
交付金

地方
消費税
交付金

287億円287億円

122億 603万円（42.5%）122億 603万円（42.5%）
教育費

92億 68万円（38.1%）92億 68万円（38.1%）

241億 3,553 万円241億 3,553 万円

総務費
123億 4,520 万円123億 4,520 万円

44億 5,777 万円（36.1%）44億 5,777 万円（36.1%）

　一時借入金は、予定した収入が確保できない場合などに、資金を一時的に借り
入れて、支出にあてるものです。4年9月30日現在、一時借入金はありません。

会計 歳入歳出予算現額 歳入収入済額 収入率 歳出支出済額 執行率
国民健康保険事業会計 235億1,783万円 98億2,436万円 41.8% 81億343万円 34.5% 
後期高齢者医療会計 53億8,100万円 25億7,302万円 47.8% 16億9,756万円 31.6% 
介護保険会計 176億3,600万円 89億461万円 50.5% 70億3,956万円 39.9% 
老人保健施設会計 1億5,380万円 1億4,352万円 93.3% 5,955万円 38.7% 
病院施設会計 2億8,256万円 2億5,361万円 89.8% 1億563万円 37.4% 

申込み・問合せ 浅草保健相談センター TEL （3844）8172
台東保健所保健サービス課 TEL （3847）9497

●1～3か月児の育児相談
日時 場所

5年1月17日㈫午後1時30分～3時10分 浅草保健相談センター
1月18日㈬午後1時30分～3時10分 台東保健所
●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）

日時 場所
1月5日㈭午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
1月10日㈫午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター谷中分室
1月11日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
1月13日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
1月17日㈫午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター
1月18日㈬午前9時30分～11時10分 台東保健所
●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）

日時 場所
1月18日㈬午前9時30分～11時 浅草保健相談センター
1月24日㈫午前9時30分～11時10分 台東保健所

新型コロナウイルス感染症対策のため、個別相談のみ実施して
おります。詳しくは、区HPをご覧ください。

育児相談育児相談（予約制）（予約制）

令和４年度予算上半期執行状況（4年9月30日現在）

一般会計

特別会計予算の執行状況

一時借入金

4年3月31日現在高 169億799万円

4年4～9月の増減額
発行額 5億8,000万円
償還額 4億4,053万円

4年9月30日現在高 170億4,746万円

4年9月30日現在の特別区民税総額は、228億
6,546万円で、これを区民の皆さんの1人あたり、
1世帯あたりの負担額として計算すると、次のよ
うになります。
1人あたり負担額 11万1千円 人口 206,857人
1世帯あたり負担額 17万9千円 世帯 127,864世帯
※人口・世帯数は外国人を含めた数値です。

区民負担の概要

特別区債現在高

種類 数量 価格
土地
※道路敷を含まず

440,944.01
平方メートル 1,135億7,086万円

建物 471,918.42
平方メートル 1,182億7,074万円

工作物及び立木竹 ―  91億3,570万円
基金 ― 483億2,602万円
出資による権利
※4年3月31日現在 ― 108億6,698万円

動産
※4年3月31日現在 ― 108億6,667万円

合計 ― 3,110億3,697万円

区有財産の状況

お気軽にご相談
ください！

5年4月より子ども医療費助成制度の5年4月より子ども医療費助成制度の
対象を高校生等に拡大します対象を高校生等に拡大します青青

対象 15歳到達後最初の4月１日から18歳到達後の最初の3月31日までの区内在住
の子ども（高校在学中か否かは問いません）  申請者 対象者を養育する方、高校生等
が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請者となることができます。
助成対象 健康保険適用分の医療費の自己負担額、入院時の食事療養標準負担額
申請方法

案内時期 対象者の保護者宛に12月20日以降に郵便で案内文等を送ります。
申請期間 5年1月16日㈪～2月15日㈬※医療証の発行は5年3月下旬
予定。※詳しくは、区HPをご覧ください。
申込み・問合せ 〒110－8615　台東区役所子育て・若者支援課

（区役所6階⑥番） TEL （5246）1175（土・日曜日・祝日・12月
29日～1月3日を除く午前9時～午後5時）

対象 申請

●❶ 現在、中学3年生の子ども（平成19年4
月2日～20年4月1日生まれ） 不要 台東区の子ども医療費助成を受け

ている場合、資格継続

●❷
現在、高校1年生相当年齢の子ども（平
成18年4月2日～19年4月1日生まれ）
および高校2年生相当年齢の子ども

（17年4月2日～18年4月1日生まれ）
要 電子申請か郵送で下記へお申込み

ください

※子どもが次の状況にある時は、医療費助成の対象になりません。
・住民登録が区外にある　・国民健康保険や健康保険などに加入していない
・生活保護を受けている　・児童福祉施設等に措置入所している
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【はがきでの申込みについて】●台東区役所と生涯学習センターのみ、郵便番号を記載すれば住所を省略できます。台東区役所は「〒110－8615」、生涯学習センター
（中央図書館ほか）は「〒111－8621」です。（例）〒110－8615　台東区役所○○課　●往復はがきでの申込みは返信表面に住所・氏名を書いてください。

催しもの催しものなどなど催しもの催しものなどなど

友好都市南会津町より「会津高
原だいくらスキー場ふれあいス
キーツアー」

時 5年2月11日㈷～12日㈰　対 区内在住か
在勤（学）の方　定 60人（先着順）  費 一
般21,500円、小学生13,500円、未就学
児11,500円※宿泊代（1泊2食）、交通費、
リフト券（2日分）、保険料含む※詳しくは、
区HPか区役所1階ロビー、9階①番都市交
流課、区民事務所・同分室等で配布するチ
ラシをご覧ください。 申込期間 12月22
日㈭午前9時～5年1月20日㈮午後5時　
申・問 みなみあいづ観光
TEL 0120（915）221
FAX 0241（62）7788
台東区都市交流課
TEL （5246）1028

台東アートギャラリー等の展示
作品をご覧ください

時（予定）5年1月10日㈫ま
で　場 区役所1階台東アー
トギャラリー　展示作品 壁
画模写作品「法隆寺金堂壁
画3号壁 観音菩薩」（武井
好之作）、「法隆寺金堂壁画
5号壁 半跏菩薩」（小野田
尚之作）、「法隆寺金堂壁画
6号壁 観音菩薩」（藁谷実作）
問 文化振興課
TEL （5246）1153

第5回江戸まちたいとう芸楽祭
演劇連携公演

①No day but today in act「粋息吹
～芽生え伽噺～」　
時 5年2月1日㈬午後7時、2日㈭～4日㈯
2時・7時、5日㈰正午・4
時※内容・購入方法・販売
開始日等詳しくは、右記二
次元コードをご覧ください。
場 上野ストアハウス（北上野1－6－11－
B1）
②マグマ ∞

フォーエヴァー
「南四局は終わらない」　

時 2月1日㈬午後7時、2日㈭～6日㈪2時、
7日㈫7時、8日㈬・9日㈭2時、10日㈮7
時、11日㈷・12日㈰2時
※内容・購入方法等詳しく
は、右記二次元コードをご
覧ください。
場 浅草九劇（浅草2－16－2－2階）　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆

区内在住か在勤（学）の方を抽選で
各日4人ご招待

区民招待日時 ①2月1日㈬～4日㈯午後7
時、5日㈰正午　②4日㈯～6日㈪2時、7
日㈫7時　申 下記二次元コードから申込む
か、はがきに公演名・希望日時・希望人数

（2人まで）・記入例1～4、在勤（学）の場
合は67を書いて下記問合せ先へ　
締 1月13日㈮（必着）   問 〒110－8615
江戸まちたいとう芸楽祭実
行委員会事務局（台東区役
所文化振興課内）
TEL （5246）1328

台東区芸術文化支援制度対象企
画 「稽古場の空気展vol.1」

時 5年1月11日㈬～22日㈰午前8時30分
～10時30分、正午～午後8時（13日㈮・
20日㈮は5時まで）※詳しくは、下記二
次元コードをご確認ください。 
場 HAGISO（谷中3－10－
25）   問 秋山きらら
Eメール basicresearch.
tokyo@gmail.com 
台東区文化振興課 TEL （5246）1328

江戸たいとう伝統工芸館
「匠の逸品！入札会」
時 12月28日㈬～5年1月23日㈪（1月10
日㈫を除く）午前10時～午後6時　場 江
戸たいとう伝統工芸館　 参加方法 入札対
象品で購入を希望する場合は、所定の参加
用紙に必要事項を記入し、参加箱へ入れて
ください。 商品の引渡し（予定）2月下旬
問 産業振興課 TEL （5246）1131

朝倉彫塑館から

展示替えのため臨時休館します。 時 5年1
月16日㈪～20日㈮　問 朝倉彫塑館
TEL （3821）4549

くずし字解読講座「変体仮名に
親しむ−古典文学をよみとこう
−」（初心者向け）

時（全4回）5年2月11日～3月4日の土曜日
午後1時30分（2時間程度）　定 20人程度

（抽選）　講 山口恭子氏（法政大学兼任講

師）　費 4,000円（4回分・資料代含む・
各当日支払い）　申 往復はがき（1人1枚）
に記入例1～5を書いて下記問合せ先へ
※複数名の記入、往復はがきでないものは
無効　締 1月23日㈪（必着）　
場・問 〒110－0012　台東区竜泉3－18
－4　一葉記念館 TEL （3873）0004

講演会（動画配信）
「発達障害を学ぶ」(児童期）
時 5年1月18日㈬～2月16日㈭　対 発達
に心配のある子供の保護者・家族・関係
者、発達障害に関心のある方　講 竹谷志
保子氏（うめだ・あけぼの学園発達支援部
補佐役〈臨床発達心理士〉）　申 下記二次
元コードから申込み　
締 2月13日㈪　
問 松が谷福祉会館
TEL （3842）2673

リサイクル

●リサイクル活動室出前講座「ハンカチ・
バンダナを使った巾着づくり」　時 5年1月
14日㈯午後2時～4時　場 馬道区民館
定 7人（先着順）　費 200円（材料費）　
締 1月6日㈮　 申・問 清掃リサイクル課
TEL （5246）1018
●子供用品限定 ひまわりフリーマーケット
出店者募集　時 2月26日㈰午前10時～午
後2時　場 環境ふれあい館ひまわり7階　
出店数 20店（抽選）　申 区HPひまわりフ
リーマーケットのページから申込み※電話
での申込不可、営業関係の方の出店不可　
締 1月20日㈮※出店決定者にのみ出店票を
送付、当日持参　問 清掃リサイクル課
TEL （5246）1018
●リサイクル情報交換コーナー　環境ふれ
あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換
コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ 
ずります」｢ゆずってください｣の情報をパ
ネルに掲示しています。ご利用ください。
ゆずります　テーブル、棚、ドレッサー、
コーヒーメーカー
ゆずってください　ラタン製のソファとい
す、ブルーレイハードディスク
※上記の情報は12月7日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。　
問 環境ふれあい館ひまわり3階生活家電ご
み持込窓口 TEL （3866）8361

1 講座（催しもの）名　 2 郵便番号・住所　 3 氏名（ふりがな）　 4 電話（FAX）番号
5 年齢　 6 勤務先（学校）名　 7 勤務先（学校）の住所　 8 勤務先（学校）の電話番号申込みの記入例

●区主催事業については、台東区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに沿って、実施しています。
●掲載のイベント等については、新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期となる場合があります。
●区有施設等の利用時には、咳エチケットの徹底や適切なマスクの着用等、ご協力をお願いします。
●区主催イベントの実施状況については、右記二次元コードよりご確認ください。

催し名 日時 対象（保護者同伴） 定員 申込開始日 場所・申込み・問合せ

ピアノ連弾による
世界紀行

5年1月20日㈮
午前10時45分～11時30分

区内在住の8か月までの
子供

18組
(先着順)

12月27日
㈫

日本堤子ども家庭支援セン
ター「にこにこひろば」
TEL （5824）2535

Enjoy English!
1月24日㈫
①午前10時30分～11時
②11時15分～11時45分

区内在住の
①9か月～1歳5か月の子供
②1歳6か月～3歳の子供

各15組
(先着順)

12月27日
㈫

台東子ども家庭支援セン
ター「わくわくひろば」
TEL （3834）4577

子どもと楽しむ絵本
の世界

1月28日㈯
午前11時～11時45分 区内在住の3歳までの子供 12組

(先着順)
12月27日

㈫
寿子ども家庭支援センター

「のびのびひろば」
TEL （3841）4631

卒乳講座～実践編～ 1月25日㈬
午前11時～11時45分

区内在住の生後8か月
（離乳食中期）以降の子供

6組
(先着順)

12月27日
㈫

日本堤子ども家庭支援セン
ター谷中分室「ぽかぽかひ
ろば」 TEL （3824）5532

①開運！図書館福袋　中が見えない福袋と
して貸し出します。 時 5年1月4日㈬・5
日㈭　場 根岸図書館　対 図書館利用登録
のある方　定 20人（先着順） 
②こども古本市　
図書館で古くなった絵本や児童書など、子
供向けの本を無料で配布します。 時 1月6
日㈮～18日㈬　場 根岸図書館特設コーナー

◆　以降、①②記事の共通項目　◆
※なくなり次第終了　問 根岸図書館
TEL （3876）2101
③図書館のこども室から　あかちゃんえほ
んタイム参加者募集　時 1月27日㈮午前
11時　対 区内在住の令和3年7月27日～
4年7月26日生まれの子供と保護者　定 6
組※参加は子供1人につき1回まで。 申 直

接下記問合せ先カウンターまたは電話で申
込み　 申込開始日 1月13日㈮※申込みは
保護者に限る。中央図書館では受付しませ
ん。 場・問 中央図書館浅草橋分室
TEL （3863）0082
④中央図書館 実験教室「おっと音の実験
だ～おどるヘビくんをつくろう」　いろい
ろな物の音の出方の実験と紙コップの上で
おどるヘビくんを作ります。 時 1月28日
㈯午後2時～4時　対 小学生とその保護者

（保護者は1人まで）  定 20組40人（先着
順）  申 電話で右記問合せ先へ※家族単位
での申込み。子供のみの参加不可。未就学
児入場不可。申込みは保護者に限る。
申込開始日 12月20日㈫
⑤「スマホで簡単！図書館活用講座」　
時 5年2月3日㈮午後2時～3時30分　
対 スマホを使った検索・予約に不慣れな方
定 10人（先着順）　持 自分のスマホ　

申 直接下記問合せ先カウンターまたは電話
で申込み　締 1月27日㈮　
⑥企画展「日記が語る台東区9　饗

あえ

庭
ば

篁
こう

村
そん

と馬琴日記」　記念講演会「饗庭篁村と根
岸党」　時 2月18日㈯午後2時～4時　
定 50人（抽選）　講 出口智之氏（東京大
学大学院総合文化研究科准教授）　申 図書
館HPから申込むか往復はがき（1人1枚）
に記入例1～4を書いて下記問合せ先へ
締 1月31日㈫午後5時（必着）

◆　以降、④⑤⑥記事の共通項目　◆
場 生涯学習センター　問 〒111－8621
中央図書館 TEL（5246）5911
⑦【池波正太郎生誕100年記念】池波正太
郎ゆかりの地を訪ねる公式バスツアー　
時 3月5日㈰・16日㈭午前10時～午後5時
30分　対 区内在住の方　定 各25人（抽
選）　費 ツアー料金9,900円（振込手数料
がかかる場合あり）・保険料100円　内 コ

ース（一部省略）上野出発
→待乳山聖天→今戸橋→駒
形堂→龍宝寺（鯉寺）→昼
食（江戸料理・櫻田）→池
波正太郎記念文庫（講座・
文庫解説・見学）→石川島
灯台→池上本門寺→目黒不
動尊→上野※記念品等のプ
レゼントあり　申 上記二次元コードから申
込むか往復はがき（1人1枚）に記入例1
～4・希望日を書いて下記問合せ先へ　
締 2月5日㈰（必着）
⑧【池波正太郎生誕100年記念】自筆絵画
と写真展「池波正太郎が描いた東京の情景」
時 3月15日㈬まで　場 中央図書館池波正
太郎記念文庫

◆　以降、⑦⑧記事の共通項目　◆
問 〒111－8621　中央図書館池波正太
郎記念文庫 TEL （5246）5915

図書館から

▲武井好之作
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【「はたちの献血」キャンペーン】献血者が減少しがちな冬期に安全な血液製剤を安定的に確保するため、新成人を中心に広く献血に関する理解と協力を呼びかけています。
キャンペーンメッセージは「きっと誰かが、だったら私が はたちの献血」　▷問合せ　台東保健所生活衛生課 TEL（3847）9401

家庭介護講座　
①「家庭でできる介護の基本」
②「コロナの時代の家庭介護」

（録画配信）
時 5年1月10日㈫～3月31日㈮　対 区内
在住か在勤の方　内 ①ムリをしない適切
な介護のコツ　②悩み、不安、喜びを共に
講 ①元松敏彦氏　②相田里香氏　申 下記
二次元コードか電話で申込
み　締 3月15日㈬　
問 台東区社会福祉事業団
TEL （5603）2228

認知症サポーター養成講座

認知症の原因や行動を理解し、対応方法を
考えます。 時 5年1月25日㈬午後2時～3
時30分　場 区役所10階会議室　対 区内
在住か在勤（学）の方　定 40人（先着順）
講 地域包括支援センター職員　
申・問 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1225

成年後見制度連続講座

時・内 ①5年1月27日㈮・生きるための遺
言状　②2月10日㈮・公証役場と任意後見
③2月17日㈮・法定後見①～③午後2時～
4時　対 区内在住か在勤の方　講 ①大友康
生氏（行政書士）　②澤野芳夫氏（公証人）
③宇髙亘氏（司法書士）　定 各30人（先着
順）　
場・申・問 台東区社会福祉協議会
TEL （5828）7507

無料建築相談

時 5年2月2日㈭午後1時～4時　
場・問 住宅課（区役所5階⑩番）
TEL（5246）1468

清島温水プール 水泳教室

①初心者水泳教室　 時（全6回）5年2月2日
～3月16日の木曜日（2月23日㈷を除く）
午後2時～4時（1時間レッスン後1時間自
由遊泳）　対 区内在住か在勤（学）の高校
生以上の方　定 50人（抽選）　費 500円（保
険料・利用料含む）　締 1月10日㈫（必着）
②第6期ジュニア水泳教室　時（全8回）2月
2日～3月30日の木曜日（2月23日㈷を除
く）Aクラスは午後4時30分～5時30分、 
Bクラスは5時30分～6時30分　対 区内
在住か在学の年長～小学生　定 各40人

時 日時・期間　場 場所・会場　対 対象　定 定員　内 内容　講 講師
費 費用・会費・参加料・金額　持 持ち物　申 申込方法・申込み　締 申込締切日　問 問合せ凡例

シニアボッチャ体験会

時 5年1月28日㈯午前9時30分～11時30
分　場 台東リバーサイドスポーツセンタ
ー　対 区内在住か在勤の60歳以上の方
定 30人（先着順）　持 運動できる服装、
室内用運動靴　申 電子申請か電話で下記
問合せ先へ　申込期間 12月
23日㈮～5年1月20日㈮午
後5時　問 スポーツ振興課
TEL （5246）5853

台東学びのひろば

●デジタルスキル講座 つながりを諦めな
い！初心者のためのZoom講座
時 5年2月1日㈬・8日㈬　 内・時間 ①ス
マホ・タブレットコース 午後1時～3時　
②パソコンコース 3時30分～5時30分 
場 生涯学習センター　対 区内在住か在勤
の16歳以上で自身のデバイスを持ってい
る（メールを送受信できる）方　定 12人

（抽選）　講 ㈲フォーティー　申 下記二次
元コードから申込み　締 1
月18日㈬※各コース応募
は1回まで　問 ㈲フォーテ
ィ TEL （3842）6453　
台東区生涯学習課 TEL （5246）5811

令和4年度　台東区児童館合同
行事　下町こどもステージ

時 5年2月5日㈰午後1時～4時　場 生涯
学習センターミレニアムホール　定 300
人（先着順）  内 ダンス、大縄、ハンドベ
ル等　申 各児童館でチケット配布　問 台
東区社会福祉事業団 TEL（5603）2229

文化の香りを下駄履きで
春よ、来い!! マリンバ＆ピアノ
お楽しみコンサート

時 5年2月4日㈯午後1時30分（1時間程
度）　場 入谷区民館（かがやき長寿ひろば
入谷）　対 区内在住の60歳以上の方　
定 20人（先着順） 申込開始日時 1月4日
㈬午前9時30分　申 電話または直接下記
問合せ先で申込み　問 かがやき長寿ひろ
ば入谷（老人福祉センター内専用電話）
TEL （3834）6370

講座講座・・相談会相談会などなど講座講座・・相談会相談会などなど

スマートフォン講習会
時（全4回）5年2～3月※日程等詳しくは、

チラシまたは老人福祉センターHPをご覧
ください。 時間 ①月曜日午後3時～4時
②金曜日午前10時～11時　③水曜日午前
11時～正午　④金曜日午後1時30分～2
時30分　場 ①②入谷区民館（かがやき長
寿ひろば入谷）　③老人福祉センター　④
橋場老人福祉館　対 区内在住の60歳以上
の方　定 各10人（抽選）　講 NPO法人竹
箒の会　申 老人福祉センター、かがやき
長寿ひろば入谷、各老人福祉館ほかで配布
する申込用紙に記入し直接提出（下記問合
せ先へ郵送も可）※申込書は老人福祉セン
ターHPからダウンロード可。 締 1月20
日㈮（必着）　直接提出時の持ち物 本人確
認できる物（老人福祉施設使用登録証等）
問 〒110－0015　台東区東上野2－25
－14　老人福祉センター
TEL （3833）6541

地域で暮らす外国人をサポート
する！日本語ボランティア講座

時（全6回）5年1月24日～2月28日の火曜
日午前10時～正午　場 区役所10階会議
室※オンライン開催に変更の場合あり　
対 区内在住か在勤（学）または区内で日
本語ボランティアをしている方　定 20人

（先着順）　申 右記二次元コ
ードか電話で申込み　
問 人権・多様性推進課
TEL （5246）1116

日常のグリーフ（悲嘆）に寄り添
う講座「音楽とグリーフケア～音
楽の癒し効果を実例に学ぶ～」

時 5年2月12日㈰午後2時～4時　場 生涯
学習センター　定 30人（先着順）  講 四
野見和敏氏（指揮者、音楽の架け橋代表）
申 電話または直接下記問合せ先へ※託児
あり（1歳以上の未就学児）希望の方は子
供の35を2月4日㈯までに下記問合せ先
へ　問 男女平等推進プラザ（生涯学習セ
ンター4階） TEL （5246）5816

ファッション・マーケティング講
座「23ー24年秋冬トレンド・カ
ラー＆レザー」

時 5年1月25日㈬午後6時30分～8時　対
区内在住か在勤（学）の方　定 30人（先
着順）  講 池田正晴氏（㈱ジャルフィック
代表）　費 1,000円　申 記入例1～4、在
勤（学）の方は67をはがきかファクスで
下記問合せ先へ　 締 1月18日㈬（必着）  
場・問 〒111－0023　台東区橋場1－36
－2　産業研修センター TEL （3872）
6780　 FAX （3871）9525

（抽選）　費 8,500円（保険料・利用料含
む）　締 1月8日㈰午後9時
③第6期ベビースイミング　 時（全6回）2
月19日～3月26日の日曜日、Cクラス（4
か月～1歳未満）は午後0時10分～0時50
分、 Bクラス（1～2歳未満）は0時25分～
1時10分、 Aクラス（2～3歳）は0時40分
～1時25分　対 区内在住か在勤の方※子
供1人に保護者1人の参加
定 各8組（抽選）　費 7,000円（保険料・
利用料含む）　締 1月25日㈬午後9時

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
講 野村不動産ライフ＆スポーツ㈱　申 ①
は往復はがき(1人1枚1教室)に記入例1
～4・泳力レベルを書いて下記問合せ先
へ※往復はがき返信後に来館手続きあり
②③は清島温水プールHPから申込み※定
員に満たない場合は、締切日以降もフロン
トで受付　
場・問 〒110－0015　台東区東上野6－
16－8　清島温水プール
TEL （3842）5353※各教室の詳細は、
清島温水プールHPをご覧ください。

スポーツひろば　初心者教室

種目 場所
バスケットボール 柏葉中学校
バレーボール 浅草中学校
バウンドテニス 御徒町台東中学校

卓球
大正小学校
田原小学校

バドミントン
根岸小学校
富士小学校

ソフトテニス
金竜小学校

フットサル
テコンドー 谷中小学校
テニス 上野小学校

※日時等詳しくは、区HPをご確認くださ
い。 対 区内在住か在勤(学)の中学生以上
の初心者　問 スポーツ振興課（生涯学習
センター5階・土・日曜日・
祝日を除く午前9時～午後
5時）
 TEL （5246）5853

小・中学生向け発明教室
「知的財産ってなんだろう？」

ち 　てき ざい さん

時 5年2月11日㈷午後2時～4時　場 生涯
学習センター　対 区内在住か在学の小中学
生　定 36人（抽選）申 電
子申請　締 1月20日㈮午後
5時　問 生涯学習課
TEL （5246）5815

「ふるさと交流ショップ 台東」「ふるさと交流ショップ 台東」
12～1月出店自治体をご紹介します！12～1月出店自治体をご紹介します！

●ふるさと交流ショップ 台東とは
　全国各地の自治体が1週間単位で入れ替わり、各地の魅力を発信する新しい形の
アンテナショップです。毎週新鮮で珍しい特産品がそろい、懐かしいふるさとの魅
力に出会えます。
時 午前10時～午後7時　（水曜日定休）　場 台東区浅草4－36－5　（千束通商店街内）

問 ふるさと交流ショップ TEL （3874）8827　都市交流課 TEL （5246）1016

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、出店の中止または営業時間の変更にな
る場合があります。

※マイバッグの持参にご協力をお願いします。

●出店自治体スケジュール
日程 出店自治体

12月22日㈭～27日㈫ 山口県長門市
5年1月5日㈭～10日㈫ 青森県黒石市
1月12日㈭～17日㈫ 鹿児島県鹿児島市
1月19日㈭～24日㈫ 埼玉県越生町

▲過去のショップの様子（鹿児島市）

第39回浅草芸能大賞授賞式第39回浅草芸能大賞授賞式

▲大賞　
ナイツ（漫才師）

▲奨励賞　
劇団ひとり

（お笑いタレント・監督）

▲新人賞　
桂宮治（落語家）

時 5年3月4日㈯午後3時　場 浅草公会堂
※4歳未満入場不可　 プログラム ①浅草
名人会　②「スターの手型」顕彰式　③
浅草芸能大賞授賞式　桂宮治（落語家）、
劇団ひとり（お笑いタレント・監督）、ナ
イツ（漫才師）　④受賞記念公演　

申 はがき（1人1通）に記入例1～5・
希望人数（2人まで）を書いて下記問合
せ先へ　締 2月2日㈭　
問 〒110－0004　台東区下谷1－2－
11　台東区芸術文化財団「浅草芸能大
賞」担当
TEL （5828）7591抽選で300組600人をご招待



8　令和4（2022）年12月20日 第1315号　
広報

【離乳食講習会開催中（予約制）】離乳中期（7～8か月頃）・後期（9～11か月頃）の離乳食のポイントをお話しします（保護者のみ試食あり）。 ▷対象　区内在住で6～8か月
頃の子供の保護者（原則第1子）  ▷日時　生まれ月で参加回が異なります。詳しくは、区HPをご確認ください。 ▷問合せ　台東保健所保健サービス課 TEL （3847）9440

町会連合会だより町会連合会だより
　台東区町会連合会（政木喜三郎会長）の
定例会が12月1日に開催され、次の件に
ついて区役所の担当課から説明があり、協
力していくことになりました。
　新型コロナワクチン接種スケジュール等
について　ほか２件

催しものなど催しものなど
●馬道地区健康推進委員主催新春ウォーキ
ング（予約不要）
▷日時　5年1月29日㈰午前9時30分受

付、10時出発
▷場所　千束公園～神田明神（千代田区外

神田2－16－2）
※雨天時や感染症の状況によっては中止。
※飲み物持参、動きやすい服装・履きなれ

た靴・マスク着用でご参加ください。
▷問合せ　馬道地区健康推進委員リーダー

堀内 TEL 090（3570）0070 

官公署だより官公署だより
●ハローワーク上野就職支援セミナー参加
者募集（予約制）　
▷講座名・日時
・書類作成セミナー　5年1月11日㈬・25

日㈬午後2時～3時30分

・面接対策セミナー　1月18日㈬午後2時
～3時30分

▷場所・申込み・問合せ　ハローワーク上
野 TEL （3847）8609　41#

●使用者向けセミナー“新しい日常”にお
ける労働時間管理の留意点～今求められる
適切な労働時間管理とは？～（予約制）
▷日時　5年2月3日㈮・9日㈭午後2時～

4時
▷場所　台東区民会館
▷対象　使用者、人事労務担当者、テーマ

に関心のある方
▷定員　各45人（先着順）
▷講師　大西綾子氏（特定社会保険労務士）
▷申込方法　電話かTOKYOはたらくネ

ットHPから申込み
▷申込み・問合せ　東京都労働相談情報セ

ンター亀戸事務所
　 TEL （3682）6321

年 中 行 事年 中 行 事
〈1月〉

1日 　初詣（浅草寺ほか）
1日～上旬 　七福神詣（谷中、下谷、浅草
名所七福神） 
1日～2月下旬 　冬ぼたん（上野東照宮ぼ
たん苑）
8日 　とんど焼き（鳥越神社）
12日 　まないた開き（坂東報恩寺）
25日 　うそかえの神事（五條天神社）

この欄の掲載記事は、区が主催する事業ではありません。内容については、当事者間で
責任を持っていただきます。区HP上の「広報たいとう」にも掲載しますので、ご了承
ください（了承いただけない場合は、掲載することができません）。
※掲載基準等、詳しくは下記へお問合せください。
▷ 問合せ　広報課
　 TEL （5246）1021
　 FAX （5246）1029

電子申請でもお申込み
できます。

（右記二次元コードより） ▲催しものなど ▲会員募集

の ひ ろ ば民区

この下は広告欄です。内容については各広告主にお問合せください。

1・２月の区役所制作番組案内
▷問合せ　広報課CATV担当
　 TEL （5246）1041

◀YouTube 台東区公式
チャンネルからご覧い
ただけます。

1月22～28日
●第5回台東区長賞記念演奏会（14分） B
●台東区長賞ギャラリートーク第4回 平
成16年度台東区長賞受賞作品「ナファス」 
松岡歩（6分）午前9時34分
●第15回 ジュニア駅伝大会（14分） C
●旧作品 竜泉寺町遺跡（旧竜泉中学校跡
地点）（6分）午前9時54分
1月29日～2月4日
●台東第九 再始動！～「下町で第九」ブ
ラッシュアップセミナー開催～（14分） B
●令和4年度 第41回 台東区善行青少年表
彰 表彰式（6分）午前9時34分
●旧作品 簡単！おうちで体力測定＆筋トレ体
操～あなたの体力どのくらい？～（20分） C

台東区の時間 下町 You・Iチャンネル　地デジ　 ch11

1月1～3日
●新春特番「区長 新春対談」ほか（60分） Ａ
1月4～7日
●こんにちは区長です（5分） Ａ
●ニュースたいとう（15分）　午前9時5分
●第26回 下町大音楽市（上野浅草フィル
ハーモニー管弦楽団）（20分） B
●旧作品 たいとうタイムトラベルPart⑧ 
浅草猿若町（20分） C
1月8日～2月4日
●ニュースたいとう（20分） Ａ
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁
からのお知らせ
1月8～14日

●令和4年度 台東区立小学校連合音楽会
（40分） B

1月15～21日
●みんなで歌おう！ピアノDEコンサート（20分） B
●旧作品「生誕100年 時代小説家 池波正太
郎の世界」～読んで、見て、歩いて知る作品
の魅力～（20分） C

※状況により、番組内容が変更になる場合があ
ります。

○放送時間のご案内
A午前9時　B午前9時20分　C午前9時40分
《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台と
　　　　　 午後5時台と午後9時台

問合せ 中央図書館池波正太郎記念文庫 TEL （5246）5915

池波正太郎 生誕100年企画
「時代を翔ける池波正太郎の魅力」

新連載が始まります！毎月20日号で約1年間、台東区出身の日本を代表す
る時代小説作家「池波正太郎」とその作品の魅力をお伝えしていきます！

　時代小説の人気作を多数執筆した
作家・池波正太郎は、大正12年1月 
25日に旧・浅草区聖天町61番地

（現・台東区浅草7−3）で生まれま
した。生家は待乳山聖天・本龍院
の南側にありました。平成2年に逝
去し、その後、平成19年に区立待
乳山聖天公園内に、生誕地碑が建
立されました。
　代表作『鬼平犯科帳』『剣客商売』

『仕掛人・藤枝梅安』はおよそ半世

紀前に発表された小説ですが、その
文庫本は途切れることなく版を重
ね、令和5年に生誕100年を迎える
今日まで、多くの読者に読み継がれ
ています。
　江戸を舞台とした多くの池波作品、
その特徴といえば、台東区の下町の人々
を代表するような、庶民的な視点で作
品を構築したことです。その親しみ易
さが、多くの方を引き付ける作品の魅
力なのだと思います。

▲生誕地碑 ▲池波正太郎記念文庫

松山恭助選手（東京オリン
ピック代表、台東区出身、
徳風幼稚園・金竜小学校・
駒形中学校卒）が11月12
日、ドイツのボンで開催さ
れたフェンシングワールド
カップ・男子フルーレ個人で、初優勝を遂げました。
また、12月11日東京で行われた高円宮ワールドカップ
の団体戦でも主将としてチームを導き準優勝しました。

㊗松山恭助選手がフェンシング
ワールドカップで優勝しました！

FIE撮影


