
【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）】パートナーとの関係で悩んでいませんか？DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにご相談く
ださい。▷日時　月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時　▷相談専用電話	 TEL 	0120（288）322
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お知らせお知らせ

電力・ガス・食料品等価格高騰緊
急支援給付金（5万円）の提出期
限は1月31日㈫（消印有効）です
●4年度	住民税非課税世帯向け
　対象世帯および対象となる可能性がある
世帯へ、すでにご案内を送っています。提
出期限までに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
とができませんのでご注意ください。
●家計急変世帯向け
　世帯全員が予期せず4年1〜12月に家計
が急変し、それぞれの年間収入額が、住民
税非課税水準相当額以下となった世帯が対
象となります。詳しくは区HPをご確認く
ださい。該当すると思われる世帯は、提出
期限までに申請してください。
▷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

令和5年第1回台東区議会定例
会が始まります

　本会議や委員会は、どなたでも傍聴する
ことができます。ぜひ、傍聴にお越しくだ
さい。
▷日程　2月16日㈭〜3月15日㈬
※会議予定等、詳しくは区議会HPをご覧

ください。
※本会議・各委員会の審議は、
　YouTube等で視聴でき

ます。
▷問合せ　区議会事務局　
　 TEL（5246）1473

衆議院議員選挙の小選挙区は
台東区全域が第2区になります

　公職選挙法の一部改正により、衆議院議
員選挙小選挙区の区域が改定されました。
　これまで台東区は、東京都第2区と第
14区に分かれていましたが、改正後は台
東区全域が東京都第2区になります。
　第2区は、これまで台東区、中央区、文
京区、港区で構成されていましたが、改正
後は、台東区と中央区で構
成されます。次の衆議院議
員総選挙から新しい選挙区
で選挙が行われます。
※詳しくは、区HPをご覧ください。
▷問合せ　選挙管理委員会事務局 
　 TEL（5246）1461

令和5・6年度区政サポーター
募集

　区政に関するアンケートに対し年4回郵
便またはメールで回答していただきます。
▷任期　5・6年度（2年間）
▷対象　区内在住で、5年4月1日現在、

中学生以上の方
※メールによるサポーターを希望する方

は、スマートフォンや自宅にパソコン
等があり、インターネットを閲覧でき、
自分のアドレスをお持ちで、日本語で
のやりとりができる方
▷募集人数　200人（抽選）
※地域や年齢構成等を考慮して選考
▷謝礼　アンケート1回の回答につき500

円分の図書カード
▷申込方法　郵便によるサポーターを希望

する方は、住所・氏
ふりがな

名・生年月日・性別・

電話番号・職業・応募動機・区政サポ
ーター経験の有無を書いて、はがき、
封書、ファクスのいずれかで下記問合
せ先へ。メールによるサポーターを希
望する方は、下記二次元コード（区HP

「区民の声」）から申込み。
▷申込期間　1月20日㈮〜2月17日㈮（必

着）
▷問合せ　〒110−8615
　台東区役所広報課 
　 TEL（5246）1023
　 FAX（5246）1029

国立西洋美術館全館休館の
お知らせ

　館内整備に伴い、下記の期間、全館休館
となります。
▷期間（予定）　1月23日㈪〜3月17日㈮
▷問合せ　都市交流課　
　 TEL（5246）1193

シルバー人材センターが
仮移転します
▷移転期間　2月20日㈪〜9年夏頃（予定）
▷仮移転先　東上野1−28−5　1・2階
▷移転先電話番号　 TEL（5817）4919
▷問合せ　高齢福祉課　
　 TEL（5246）1221

図書等の宅配サービスの利用
要件が変わりました

　要介護1〜4の方もご利用いただけるよ
うになりました。
▷対象　区内在住で、①②のいずれかに該

当する方
①身体障害者手帳をお持ちの方で、次の等

級に該当する方　下肢・体幹・移動機
能障害1〜2級、心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸機能障害1・3級、
免疫・肝臓機能障害1〜3級

②介護保険被保険者証をお持ちの方で、要
介護１〜５の方
▷利用できる資料（貸出点数）　図書・雑

誌（7冊まで）、CD（2
点まで）、DVD・ビデ
オ（1点まで）
▷問合せ　中央図書館　
　 TEL（5246）5911

オンラインによる転出および
転入（転居）予約サービスの
開始について

　2月6日㈪より、マイナポータルを通じ
たオンラインによる転出および転入（転居）
予約が可能となります。
▷対象　マイナンバーカード所有者
※本サービス利用時は、マイナンバーカー

ドの2種類の電子証明書機能が必要です。
※詳しくは、区HPをご覧ください。
▷問合せ　戸籍住民サービス課　
　 TEL（5246）1164

災害救援用資材が配備されま
した

　日本赤十字社から、災害救援用（4年度
配備）として、LED投光器2台が危機・災
害対策課に、自動ラップ式トイレ1台が上
野地区センターに配備されました。
▷問合せ　区民課 TEL（5246）1122

免許証を返納した方に記念品
を差し上げます

　区内在住の満65歳以上の方で、運転免
許証を1年以内に自主返納した方に、台東
区循環バス「めぐりん」専用回数券（11
回分の乗車券）を差し上げています。
▷申請方法　東京都公安委員会発行の「運

転免許証の取消通知書」または「運転
経歴証明書」を下記へ持参または電子
申請
▷問合せ　交通対策課（区役所5階②番）
　 TEL（5246）1288

保険・年金保険・年金

新型コロナウイルス感染症にか
かる傷病手当金の適用期間が
3月31日㈮まで延長されました
▷対象　国民健康保険・後期高齢者医療制

度の加入者で、新型コロナウイルス感
染症に感染、または発熱などの症状が
あり感染が疑われ、療養のために就労
できなかった方

※給与等の支払いを受けている方に限る
▷支給対象となる日数　就労できなかった

期間のうち、初めの3日間を除いた4日
目以降の就労を予定していた日数
▷支給額　直近の継続した3か月の給与収

入の合計額÷就労日数×3分の2×支給
対象となる日数

▷適用期間　2年1月1日〜5年3月31日
※入院が継続する場合は最長1年6か月ま

で
▷問合せ　国民健康保険課
　 TEL（5246）1253
　後期高齢者医療「広域連合お問合せセン

ター」
　 TEL  0570（086）519

医療費通知を送付します

●国民健康保険・後期高齢者医療制度
　保険診療にかかる医療費等を記載してい
ます。受診内容等の確認や、健康管理、医
療費管理にご活用ください。
　国民健康保険に加入の方は2月上旬、後
期高齢者医療制度に加入の方は1月下旬に
送付します。
▷問合せ　国民健康保険課給付係
　 TEL（5246)1253
　国民健康保険課後期高齢者医療係
　 TEL（5246)1254

20歳になったら「国民年金」

　日本に住む20歳から60歳未満の全ての
方は、就職して厚生年金・共済年金に加入
している方を除き、国民年金に加入し、保
険料を納めることになっています。
　国民年金は老後の生活の保障だけでな
く、万が一、病気やけがで障害が残ったと
きの障害基礎年金や、一家の働き手が亡く
なったときの遺族基礎年金など、あなたや
家族を守ってくれます。
　学生や収入が少なく納付が困難な方は、

「学生納付特例」や「納付猶予」などの保
険料の支払いを猶予する制度がありますの
で、年金の保険料の支払いが難しい方はご
相談ください。免除手続きが遅れたり、保
険料の納め忘れがあると障害基礎年金や遺
族基礎年金が受けられなくなったり、将来
の老齢基礎年金の額が少なくなります。詳
しくは、下記へお問合せください。
▷問合せ　区民課国民年金係
　 TEL（5246）1262

教育委員会委員が
決まりました

選挙管理委員が決まりました

データを活用して地域の課題を解決！
東日本電信電話㈱とＤＸ推進に関する連携協定を締結しました

　12月20日に開催された令和4年第
4回区議会定例会の本会議において、
浦井祥子氏の教育委員会委員選任につ
いて同意がなされ、12月25日付で就
任しました。
●教育委員会委員（敬称略）

　浦
うら

井
い

祥
さち

子
こ
（新任）

　12月20日に開催された令和4年第4回区議会定例会の本会議で、選挙管理委員が選
ばれました。
　なお、12月26日に開催された選挙管理委員会で、伊豫永直一委員は委員長に、寺
井康芳委員は委員長職務代理者に選任されました。
▷問合せ　選挙管理委員会事務局 
　 TEL（5246）1461
●選挙管理委員（敬称略）

　ＤＸを推進し、地域社会の課題を解決する
とともに、区民サービスの向上や地域の活性
化等を図るため、12月23日に区役所で、東
日本電信電話(株)と相互に連携・協力する協
定を締結しました。今後は本協定に基づき、
両者でDX研究会を開催していきます。
▷問合せ　情報政策課
　 TEL（5246）9022
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