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【家庭の省エネヒント】電化製品の待機時消費電力は家庭で使う電力量の5.1％も占めています。主電源をオフにする、コンセントからプラグを抜く、スイッチ付きタッ
プを使うなどの工夫をして待機時消費電力を減らしましょう。（出典：東京都「家庭の省エネハンドブック」）▷問合せ　環境課 TEL （5246）1281

福祉福祉
（高齢・障害等）（高齢・障害等）

高齢者はつらつトレーニング

　トレーニングマシンを使用した運動教室
です。簡単な体操やストレッチも行います。

場所 日時
※祝祭日を除く

定員
（抽選）

上野区民館 5月17日～7月19日の水曜日
午前10時～11時30分頃 5人

金杉区民館 5月19日～7月21日の金曜日
午後2時～3時30分頃 3人

谷中区民館 5月19日～7月21日の金曜日
午前10時～11時30分頃 3人

浅草橋区民館 5月16日～7月18日の火曜日
午前10時～11時30分頃 4人

寿区民館 5月18日～7月20日の木曜日
午前10時～11時30分頃 5人

雷門区民館 5月16日～7月18日の火曜日
午後2時～3時30分頃 3人

上野健康増進センター 5月10日～7月12日の水曜日
午前10時～11時30分頃 3人

千束健康増進センター
（火曜日コース）

5月9日～7月11日の火曜日
午前10時～11時30分頃 6人

千束健康増進センター
（金曜日コース）

5月12日～7月14日の金曜日
午前10時～11時30分頃 6人

▷対象　区内在住の65歳以上の方で、要
介護認定を受けていない方（心疾患・高

血圧等の症状のある方は主治医要相談）
▷費用　300円（保険料・初回のみ）　
▷申込方法　はがきに高齢者はつらつトレ

ーニング希望、希望する場所（千束健康
増進センターの場合は火曜日または金曜
日コースのいずれかも記入）・住所・氏

ふり

名
がな

・年齢・電話番号を書いて下記問合せ
先か、下記二次元コードより電子申請

▷申込締切日　4月7日㈮（消印有効）　
▷問合せ　〒110−8615
　台東区役所介護予防・地

域支援課
　 TEL （5246）1295

環境環境
リサイクルリサイクル

資源回収拠点変更のお知らせ

　施設閉鎖に伴い、3月23日㈭をもって、
台東清掃事務所旧北上野分室（北上野2−
16−8）での拠点回収が全品目終了します。
それに伴い、3月24日㈮から台東清掃事
務所北上野分室（北上野1−11−6）で乾
電池およびインクカートリッジの回収を開
始します。

※古布、ビデオテープ類、廃食油の回収は
廃止となります。お近くの回収拠点に
お出しください。

※周辺の拠点の古布回収は第1・3木曜日、
廃食油回収は第4木曜日となります。

▷問合せ　清掃リサイクル課
　 TEL （5246）1291

「まちの美化里親制度」
新たに1団体を認定しました

▷認定団体　東京ヤクルト販売㈱
▷活動場所　台東二丁目、鳥越一丁目周辺
　この制度は、「大江戸清掃隊」として一
定期間の活動があり、特に活動が積極的

でまちの美化への貢献度が高い団体を、
区が「台東区まちの美化里親」に認定す
る制度です。
▷問合せ　環境課 TEL （5246）1292

子育て・教育子育て・教育

新しい保育施設が開設されます

▷開設日　4月1日㈯（予定）
所在地 対象 定員 運営主体

うれしい
保育園
仲御徒町駅前

（認可保育所）

台東3−
45−4

1～5
歳 94人 ㈱ケア21

にじいろ
保育園
蔵前

（認可保育所）

蔵前1−
3−25

1～5
歳 66人 ライク

キッズ㈱

※詳しくは、区HPをご覧になるか下記へ
▷問合せ　児童保育課
　 TEL （5246）1309

　募集する試験区分、採用予定数および受験資格等、詳しくは、各採用試験・選考告示日以降に発表する採用試験・選
考案内をご覧ください。
▷問合せ　特別区人事委員会事務局任用課採用係 TEL （5210）9787

令和5年度特別区職員採用試験・選考日程

項目 Ⅰ類採用試験
【一般方式】 Ⅲ類採用試験  経験者

採用試験・選考
 障害者を

対象とする採用選考 
就職氷河期世代を

対象とする採用試験 
告示 3月17日㈮ 6月22日㈭

申込受付 3月17日㈮〜4月3日㈪ 　6月22日㈭〜7月13日㈭
6月22日㈭〜7月13日㈭

※郵送申込みは
7月12日㈬（消印有効）

6月22日㈭〜7月13日㈭

第1次試験・選考 4月30日㈰ 9月10日㈰ 9月3日㈰ 9月10日㈰ 9月3日㈰
1次合格発表 6月23日㈮ 10月20日㈮ 10月11日㈬ 10月20日㈮

第2次試験・選考 7月9日㈰〜19日㈬ 11月2日㈭・6日㈪ 10月28日㈯・29日㈰、
11月4日㈯・5日㈰

10月30日㈪・31日㈫、
11月1日㈬ 11月3日㈷

最終合格発表 7月26日㈬（技術系）
8月3日㈭（技術系以外） 11月17日㈮

※技術系・・・土木造園（土木）・土木造園（造園）・建築・機械・電気　※第２次試験・選考日程については、変更となる場合があります。

令和5年度
区民交通傷害保険

申込期限は3月31日㈮です
（Web申込みは継続）

　区が加入窓口となり、少額の保険料
で加入できる保険です。加入方法等、
詳しくは区HP（下記二次元コード）
をご覧ください。　
▷引受保険会社　損害保険ジャパン㈱
　東京公務開発部
　営業開発課
　 TEL （3349）9666　
▷問合せ　区民課
　 TEL （5828）6446

令和4年度 花とみどりのコンテスト受賞者が決まりました！
　花とみどりのコンテストは、地域緑化の推進や、地域の環境保全活
動へ積極的に取り組み、その結果が特に優秀な方を表彰する事業です。
今年度の各部門の受賞者は下記の方々に決定しました。（敬称略）

【みどりのカーテン部門】
●最優秀賞　田中詩子
●優秀賞　三浦与志恵、水島未来、江本智充（池之端児童館）
●努力賞　大上セツ子、田中文雄、家庭的保育室ふわふわ、
　藤田麻美（玉姫児童館）、志賀実（千束児童館）

【地先園芸部門】
●最優秀賞　田中詩子
●優秀賞　家庭的保育室ふわふわ、三上喜代子、志賀実（千束児童館）
●努力賞　後藤信子、杉本一、渋川昌宏、中村尚子、日野ちはる
▷問合せ　環境課 TEL （5246）1323

みどりのカーテン部門▶
　最優秀賞　

地先園芸部門▶
最優秀賞　

地域福祉の向上のためボランティア活動や寄付活動を
続けてこられた方々へ感謝状と記念品を贈呈しました
1月28日に開催した第25回台東区福祉大会において、下記の方へ贈呈しました。
(敬称略、順不同)　問合せ 福祉課 TEL （5246）1172

台東区社会福祉事業団 新施設オープンに向けた介護職員募集
●特別養護老人ホーム勤務
①常勤介護職　募集人数 8人　 給与（基本給+諸手当）資格・経験により決定、専門
学校卒例 月額212,500円～、大卒例 月額220,500円～　 賞与 年間約4.1か月　
勤務形態 シフト勤務・夜勤あり
②準職員週5日勤務型介護職　募集人数 3人　 給与（月額）216,900円～228,500円

（資格により決定）　 賞与 年間0.3か月　 勤務形態 シフト制・夜勤なし　 雇用期間 4
月1日～6年3月31日（勤務実績により1年ごとの更新あり）
③準職員週4日勤務型介護職　 募集人数 3人　 給与（月額）174,500円（別途夜勤手
当あり）　 賞与 年間0.3か月　 勤務形態 シフト制・夜勤あり　 雇用期間 4月1日～6
年3月31日（勤務実績により１年ごとの更新あり）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
職務内容 入居者の身体介護を基本に、日々の生活のサポート　交通費 別途支給（月
額35,000円まで）　申込方法 履歴書と資格者証のコピーを下記問合せ先に郵送また
は持参　 申込締切日 3月24日㈮（必着）　問合せ 〒110−0011　台東区三ノ輪1−
27−11　台東区社会福祉事業団採用担当 TEL （5603）2228

ボランティア活動

澤間佳子 中島かづ子 萩原映子
坂本照代 福田治士 大塚良子
岡田幸子 吉川一喜 米倉富美子
濵田瑞江 長澤律子 誓教寺
大桃秀之 田中文雄
榎本明子 武石咲江

寄付活動

ボーイスカウト台東第七団カブスカウト隊
浅草防犯健全協力会
浅草倶楽部
花川戸はきだおれ市実行委員会
東京防犯健全協力会

（公社）東京都台東区歯科医師会 出産・子育て応援ギフトの申請が始まりました
　妊娠から出産、子育てまでのさまざまな相談に応じながら経済
的な支援を行うため、出産・子育て応援ギフトを交付します。
▷対象・ギフトの内容

区分 出産応援ギフト
（妊婦1人あたり、5万円相当のWebカタログギフト）

子育て応援ギフト
（子1人あたり、5万円相当のWebカタログギフト）

・申請時点で台東区に住民票のある方
・他自治体で、出産・子育て応援事業による出産応援ギフトや子育て応援ギフトとして、
　それぞれ5万円相当の給付（現金・クーポン等）を受け取っていない方

A 4年4月1日～5年2月28日に生まれた子を養育する母親（※） 

B 4年4月1日～5年2月28日に妊娠届出を
した妊婦 5年3月1日以降に生まれた子を養育する

母親で、区が実施する乳児家庭全戸訪問
を受けた方（※）C

5年3月1日以降に妊娠の届出をした妊婦
で、台東区が実施するゆりかご・たいと
う面接を受けた方

※出生後に母親が養育していない場合などについては、養育者に交付できる場合があります。
▷申請方法
・AまたはBに該当する方　区より申請のご案内を送付予定です（3月下旬頃予定）。
・Cに該当する方　区が実施するゆりかご・たいとう面接、乳児家庭全戸訪問の際に、

電子申請について、ご案内します。　
▷問合せ　浅草保健相談センター TEL （3844）8171


