
6　令和5（2023）年1月20日 広報

【毎月30日は、たいとう食ハピＤａｙ】外食時には食べきれる量を注文するように心がけましょう。おいしく残さず全部食べれば、作ってくれた人もハッピーに。
できることから食品ロス削減に取り組みましょう。区ＨＰ等で、具体的な取り組みを紹介しています。	▷問合せ　清掃リサイクル課 TEL（5246）1018

福祉福祉
（高齢・障害等）（高齢・障害等）

家族介護慰労金を給付します

　介護サービスを使わずに重度の要介護状
態の方を在宅で介護している同居のご家族
に、慰労金を給付します。
▷対象　過去1年間、次の全てに該当してい

る家族　①介護される方が、要介護4ま
たは5の認定を受けている　②介護され
る方が、在宅で生活している（通算90日
以上入院していないこと）　③介護サービ
スの利用日数の合計が通算10日以内であ
る（福祉用具貸与・購入、住宅改修を除く）

　④介護する方・される方の世帯全員が、
住民税非課税　⑤申請日の時点で、介護
する方（40歳以上の場合）・される方とも
に介護保険料の滞納等がない
▷給付額　10万円
▷申込み・問合せ　介護保険課
　 TEL（5246）1249　

介護サービスの利用料の一部
が軽減されます（社会福祉法
人等による利用者負担額軽減）

　軽減制度に協力する事業所のサービスを
利用した場合、介護サービス費の利用者負
担および食費・居住費（滞在費）の4分の
１を軽減します。
▷対象　次の全てに該当し、区が生計困難

と認めた方　①世帯全員の住民税が非課
税　②世帯の前年の収入（仕送りや手当、
非課税年金等を含む）が、単身世帯で
150万円以下（世帯員が1人増えるごと
に50万円加算）　③世帯の預貯金等の額
が、単身世帯で350万円以下（世帯員
が1人増えるごとに100万円加算）  ④自
宅以外に活用できる資産（土地や家屋等）
がない　⑤負担能力のある親族等に扶
養されていない　⑥介護保険料を滞納

していない
▷対象サービス　訪問介護・通所介護・短

期入所生活介護、特別養護老人ホーム
における施設サービス等

※申請方法等詳しくは、下記へお問合せく
ださい。
▷問合せ　介護保険課
　 TEL（5246）1249

中等度難聴児の補聴器等購入
費用を助成します

　身体障害者手帳の交付対象とならない中
等度難聴児が補聴器および補聴システムを
購入する場合、費用の一部を助成します。
※助成を受けるには購入前の申請が必要

です。
▷対象　区内在住の18歳未満で次の全て

に該当する方　①両耳の聴力レベルが
おおむね30デシベル以上で、身体障害
者手帳（聴覚障害）の交付対象の聴力
に該当しない　②補聴器の装着により、
言語の習得等一定の効果が期待できる
と医師に判断された

※所得制限などにより対象とならない場合
があります。
▷助成額　1台あたり上限137,000円
※世帯の収入状況により自己負担（1割）

があります。
▷申込方法　申請書・所定様式の医師意見

書（下記問合せ先で配布）、補聴器の見
積書を持参

※詳しくは、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
　 FAX（5246）1179

民間緊急通報システムをご利
用ください
●民間緊急通報システム（高齢者）
　ボタンひとつで民間の警備会社へ通報で
きる、ペンダントと機器を貸与します。急
病時等には救急車両の要請等を行います。
▷対象　65歳以上の高齢者のみの世帯の

方で、慢性疾患等で常時注意の必要な方
▷月額利用料（税込）　住民税が課税世帯

の方は660円、住民税が非課税世帯の
方は330円

※利用者の身体介助は行えません。
▷申込み・問合せ　高齢福祉課（区役所2

階⑥番）TEL（5246）1222
●民間緊急通報システム（障害者）
　ボタンひとつで民間の警備会社へ通報で
きる、ペンダントと機器を貸与します。緊
急時には救急車両の要請等を行います。ま
た、希望者には火災センサーも貸与します。
▷対象　次の全てに該当する方　①区内在

住の18歳以上で、身体障害者手帳1・2
級または重度の難病患者の方　②ひと
り暮らしや障害者のみの世帯で緊急時
の対応が困難な方

※65歳以上で、上記高齢者用の同制度該
当者は除く
▷月額利用料（税込）　月330円
※住民税非課税世帯・生活保護世帯は免除
▷申込み・問合せ
　障害福祉課（区役所2階⑩番）
　 TEL（5246）1201
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

※救急搬送等のため、委託業者に鍵を預け
ていただきます。

金婚・ダイヤモンド婚おめで
とうございます
●金婚
・箕輪金次郎・登美子（元浅草1）
●ダイヤモンド婚　
・長谷川弘・有子（清川1）
・飯塚得生・裕子（浅草橋5）
　結婚50周年（ダイヤモンド婚は60周年）
を迎えるご夫婦で、11月までに申請した
方を掲載しています（申請順･敬称略）。掲
載を希望する方は、下記へご連絡ください。
▷申込み・問合せ　高齢福祉課（区役所2

階⑥番） TEL（5246）1221

環境環境
リサイクルリサイクル

ウミネコによる被害を防ぐた
めに事前の対策を

　4〜8月はウミネコの繁殖期です。鳴き

声やフンによる
被害を防止する
ため、早めの防
鳥対策を講じる
ことが大切で
す。詳しくは、
右記二次元コードをご覧く
ださい。
▷問合せ　環境課
　 TEL（5246）1283

食品ロスおよびCO2排出削減
の推進に関する連携協定を
ZERO㈱と結びました

　食品ロス削減のための無人販売機fuubo
（フーボ）を開発したZERO㈱と区が協定
を結びました。4月にはfuuboを区役所に
設置し、賞味期限間近などの未利用品の有
効活用の購入促進を図ります。
　fuuboに商品を入れたい区内事業者を
募集します。関心がある方は、下記へお問
合せください。
▷問合せ　清掃リサイクル課
　 TEL（5246）1018

住宅住宅
まちづくりまちづくり

都営住宅入居者募集
（東京都公募）
▷募集住宅　家族向（ポイント方式）、単

身者向・シルバーピア（抽せん方式）
※申込みできる世帯が限定されています。

詳しくは、下記へお問合せください。
▷申込書配布期間　2月1日㈬〜9日㈭（閉

庁日を除く）
▷申込書配布場所　区役所1階戸籍住民サ

ービス課・5階⑩番住宅課、区民事務所・
同分室、地区センター

※東京都住宅供給公社HPからダウンロー
ド可
▷申込み・問合せ　東京都住宅供給公社都

営住宅募集センター
　 TEL（3498）8894
▷問合せ　テレホンサービス
　 TEL（6418）5571
　台東区住宅課
　 TEL（5246）1367

①介助員（重症心身障害者対象）
▷職務内容　重症心身障害者の日中活動

支援・日常生活介助（移乗介助を含む）
▷募集人数　1人
▷給与（月額）　225,540円
②言語聴覚士（重症心身障害者対象）
▷職務内容　重症心身障害者に対する嚥

えん

下
げ

訓練・言語機能訓練・相談・指導
▷募集人数　1人
▷給与（月額）　19,388円
③看護師（重症心身障害者対象）
▷職務内容　重症心身障害者の健康管

理・介助・喀痰吸引・経管栄養・導
尿等の医療的ケア
▷募集人数　1人
▷給与（月額）　261,128円
④言語聴覚士（幼児療育）
▷職務内容　心身の発達に心配のある子

供・障害のある子供への評価・指導、
保護者支援
▷募集人数　1人
▷給与（月額）　11,632円
⑤言語聴覚士（幼児療育）
▷職務内容　心身の発達に心配のある子

供・障害のある子供への評価・指導、
保護者支援、地域支援
▷募集人数　1人
▷給与（月額）　269,238円
⑥保育士（幼児療育）
▷職務内容　心身の発達に心配のある子

供・障害のある子供への指導（集団・
個別）、保護者支援、地域支援
▷募集人数　1人
▷給与（月額）　206,913円
⑦臨床（発達）心理士（幼児療育）
▷職務内容　心身の発達に心配のある子

供・障害のある子供への心理相談・
発達評価・指導（集団・個別）、保護
者支援、地域支援
▷募集人数　2人
▷給与（月額）　269,238円
◆　以降、上記記事の共通項目　◆
▷雇用期間　4月1日〜6年3月31日（勤

務実績等に応じて再度の任用あり）
※別途交通費支給、②④を除く
※勤務形態や対象等詳しくは、区HPを

ご確認ください。
▷申込方法　封書に希望職種を朱書き

し、履歴書（写真貼付）、返信用封筒（長
形3号、94円切手貼付）、志望動機（④
〜⑦の職種のみ）、資格証明書の写し
を下記問合せ先へ郵送か持参
▷申込締切日　2月17日㈮（必着）
※書類選考合格者のみ面接選考実施。
※詳しくは、会館HPをご覧になるか下

記へお問合せください。
▷勤務地・問合せ　〒111−0036　
　台東区松が谷1−4−12
　松が谷福祉会館 
　 TEL（3842）2671

▷利用期間　4月〜6年3月末
▷利用手数料　年3,000円
▷申込方法　往復はがきの「往信」の裏

面に希望置場名（①〜⑬）・住所・氏
名・電話番号・区内に在勤（学）の
方は、勤務先（学校）名・所在地・
区主催の自転車安全利用講習会受講
の有無、「返信」の表面に住所・氏名
を書いて右記問合せ先へ（抽選・電
子申請可）

※法人は不可。1人1か所。往復はがき
以外・重複申込み・記入不備は無効。
記入不備についての問合せはお受け
しません。

※区内在住の方は優先、区主催の自転車
安全利用講習会受講者は、抽選が優
遇されます。

※必要に応じて本人確認書類等で住所の
確認を行う場合があります。
▷申込締切日　2月1日㈬（当日受信、

消印有効）　
※4月以降も空きがあれば、随時受付。

※利用できるのは申込者本人のみであ
り、他者への譲渡、売却、貸与等は
不可（家族を含む）。
▷当落選通知発送日（予定）　3月1日㈬
▷名称（所在地）
①日暮里駅西口谷中霊園口(谷中7−16

先および21先）
②日暮里駅西口（谷中7−15地先）
③日暮里駅おもいやり自転車置場（JR日

暮里駅構内）
※65歳以上の高齢者および親子自転車

利用者限定
④三ノ輪（三ノ輪2−15地先）
⑤厩橋（駒形2−1地先）
⑥隅田公園（花川戸1−1）
⑦上野駅中央口前（上野7−1地先）
⑧上野駅浅草口前（上野7−3地先）
⑨上野駅地下鉄本社前(東上野3−19地

先）
⑩上野駅南(上野6−7地先）
⑪池之端(池之端1−1）
⑫上野駅西(上野6−16地先）
⑬上野駅東(東上野3−18地先）
▷問合せ　〒110−8615
　台東区役所交通対策課
　 TEL（5246）1305

令和5年度
自転車置場利用者募集

松が谷福祉会館  会計年度任用職員募集


