
【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

2　令和5（2023）年2月5日 広報 区の世帯と人口 128,550世帯（前月比＋76世帯）世帯数 207,479人（前月比−3人）人口  【1月1日現在】
※住民基本台帳による

新型コロナワクチン　あなたやあなたの大切な方を守るため、早めの接種をお願いします

会場名（住所）

12歳以上の方
小児接種	

（5～11歳の方）
乳幼児接種	

（生後6か月～4歳の方） 予約方法オミクロン株対応
ワクチン接種	
※1回のみ

初回
（1・2回目）
接種

台東病院（千束3−20−5） ○ ○ ○ ○ ●病院・集団接種会場の予約
▷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歳以下の方はコールセンター
　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）
●診療所の予約	
　各診療所に直接お問合せください。

永寿総合病院　西町公園内プレハブ
（東上野2−23−3） ○ ─ ○

（病院内小児科での接種）
○

（病院内小児科での接種）

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） ○ ─ ○ ○
区内診療所 ○ ─ ○ ○
北上野二丁目特設会場（北上野2−24） ○ ─ ─ ─

ファイザー会場 モデルナ会場

●北上野二丁目特設会場は、予約なしで毎日接種ができます。ぜひご利用ください。
●永寿総合健診・予防医療センター（東上野3−3−3　プラチナビル2階）で、
　ノババックスワクチンの接種を実施しています。

　

●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

　

●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 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
　 ▷実施期間　3月31日㈮まで

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

新型コロナウイルスの感染にご注意ください！
今一度、感染対策の徹底をお願いします！

●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。

必要な場面
でのマスク
着用

こまめな
手洗い

定期的な
換気

ワクチン
接種

　　 　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

会場によりワクチンの種類が異なります。下表を確認のうえ、予約をお願いします。

区内接種会場一覧▶ ワクチンに関する情報▶

●交通規制にご協力を

春日通り

浅草通り

中
央
通
り

蔵前橋通り

大会当日、コースとコース周辺道路は、交通
規制が行われます。交通規制や迂回（うかい）
については、現場の警察官等の指示に従って
ください。競技状況等で、規制時間を変更す
ることがあります。
台東区内の交通規制日時 3月5日㈰午前8時50
分～午後2時15分（予定）　場所上図のとお
り　車両利用コースおよびコース直近の道路
は、5時間程度車両の通行が禁止されます。
コース方向への車両の利用はご遠慮くださ
い。車両を利用する場合は、通行推奨ルート

（ ）、主な通行可能ルート（ ）等をご
利用ください。 自転車・歩行者コース横断が
規制されます。歩行者は、歩道橋、地下鉄出
入口等をご利用ください。 問合せ（一財）東
京マラソン財団 TEL（5500）6677　台東
区スポーツ振興課 TEL（5246）5853　
●違反屋外広告物を除去します　
開催日前に、コース沿道での違反屋外広告物

（のぼり旗・立看板・貼り紙等）の除去作業
を予定しています。 問合せ 台東区道路管理
課監察担当 TEL（5246)1304
●「めぐりん」が迂回します　

「東西めぐりん」はバス停31～35（雷門通
り～浅草消防署）、「ぐるーりめぐりん」はバ
ス停16−2～18（花川戸～雷門通り）、「南

めぐりん」はバス停10、11（柳橋中央通り～
柳橋分院入口）には停車しません。また、交
通規制による遅れが見込まれますので、時間
に余裕をもってご利用ください。ご理解をお
願いします。　迂回日時 3月5日㈰　東西・ぐ
るーりめぐりんは始発～午後0時45分（予
定）、南めぐりんは始発～午後2時30分（予定）
問合せ 南・東西めぐりんは日立自動車交通㈱
TEL（5682）1122　
ぐるーりめぐりんは京成バス㈱奥戸営業所
TEL（3691）0935　台東区交通対策課
公共交通・駐車場担当 TEL（5246)1361
●雷門地下駐車場への入出庫ができなくなり
ます　
雷門地下駐車場の周辺道路が交通規制区域と
なるため、交通規制時間帯は入出庫ができな
くなります。ご注意ください。詳しくは、区
HPをご確認ください。 問合せ 雷門地下駐車
場 TEL（5827）5660　
台東区交通対策課公共交通・駐車場担当
TEL（5246）1361　
●自転車を放置しないでください　
コース周辺地域に放置された自転車は、保管
所に移送・撤去されます。

放置場所 保管場所

浅草駅周辺 千束保管所
（千束3−28−13）

蔵前駅周辺 今戸保管所
(今戸2−26−11）浅草橋駅周辺

御徒町駅周辺 清川保管所
（清川2−24−26）

※保管期間は1か月、移送料は5,000円です。
返還の受付日時千束・今戸保管所は午後2時
30分～6時30分、清川保管所は午後1時～7
時（月曜日を除く）　
問合せ 台東区交通対策課自転車対策担当
TEL（5246）1305

 東京マラソン 2023
●保険料の減免制度（国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料）
　申請期限は3月31日㈮（必着）です。お早めに申請してください。

●傷病手当金（国民健康保険・後期高齢者医療制度）　対象 給与などの支払いを受けている
方で、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　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（ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで）  問合せ 国民健康保険課給付係
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

対象・要件

① 新型コロナウイルス感染症により、主たる⽣計維持者※1が死亡または重篤な
傷病を負った世帯※2

② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる⽣計維持者※1の事業収入・
不動産収入・山林収入または給与収入（以下「事業収入等」）が減少し、次の
㋐㋑㋒すべて（介護保険料は㋐㋒）を満たす世帯※2

主たる生計維持者について
　㋐事業収入等のいずれかの減少額※3が前年※4の当該事業収入等の額の10分の３

以上
　㋑前年※4の合計所得金額が1,000万円以下
　㋒当該事業収入等に係る所得以外の前年※4所得の合計額が400万円以下
※1、2…後期高齢者医療保険料、介護保険料は、※1を「その者の属する世帯の
主たる生計維持者」、※2を「被保険者」と読み替えてください。
※3…保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額
※4…前年とは、4年度分の保険料の場合は3年1月1日～3年12月31日の1年間、
3年度相当分の保険料の場合は2年1月1日～2年12月31日の1年間を指します。

減免される額 全部または一部（条件によります）

対象となる
保険料

4年度分の保険料で、4年4月1日～5年3月31日に普通徴収の納期限（特別徴収
の場合は特別徴収対象年金給付の支払日）が設定されているもの
※3年度相当分の保険料の一部についても対象となる場合あり

申請方法 申請書等は区HPよりダウンロード可。ダウンロードできない場合は、郵送し
ますので各問合せ先へご連絡ください。

問合せ
・国民健康保険料は国民健康保険課資格係 TEL （5246）1252
・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
・介護保険料は介護保険課資格・保険料担当 TEL （5246）1246・1242

新型コロナウイルス感染症の影響による
保険料の減免制度・傷病手当金の支給

年金支給月は特にご注意を!! 「ストップ! 特殊詐欺」
　区職員が、「医療費や保険料の還付金」「給付金」などの
手続きのために、次のような電話をすることはありません。
●ATM（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）の操作
を求める

●取引銀行や口座番号などの個人情報を照会する
●手数料などの振り込みを求める　
　不審な電話がかかってきたら、迷わず110番または、
最寄りの警察署や区役所にご連絡ください。
▷問合せ　生活安全推進課 TEL（5246)1044

※YouTube台東区公式チャンネルで配信中です。
ぜひご覧ください。

漫才コンビ　
U字工事▶

区内診療所や各会場の
詳細は、こちらをご確
認ください。

コロナワクチン接種に関
する最新情報は、こちら
をご確認ください。

▲予約サイト


