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防災に関する情報は、
台東区防災アプリ

「台東防災」をチェック！

▲Android用 ▲iPhone用

　避難所は、自宅の倒壊・焼失などで生活できない方を救援する施設です。
堅固な建物で、倒壊のおそれは限りなく低いというメリットがある一方、
感染症のリスクやプライベートの確保が困難などのデメリットがあります。
　自宅が安全な場合は、 在宅避難を検討してください。

　日常備蓄とは、普段使っている物を常に少し多めに備えることです。
在宅避難には備蓄が欠かせません。ぜひ日常備蓄を実践しましょう。

避難所へ行く？ 行かない？

日常備蓄のススメ

在宅避難のための備えを
3.11
東日本大震災
から12年

在宅避難とは、災害時に自宅が安全であれば、そのまま継続して自宅で生活を送ることです。
いつ起きるか分からない災害に備えて、在宅避難について考えてみましょう。
▷問合せ　危機・災害対策課 TEL 03−5246−1092

※乳幼児・高齢者・ペットがいる家庭は、それぞれ必要になる物を備えましょう。

おうちで確認！　主な備蓄品目チェックリスト！
●災害時に必要な物
　（被災地で重宝した物）
□ カセットコンロ・ボンベ
□ モバイルバッテリー
□ 懐中電灯
□ 乾電池
□ 充電式ラジオ
□ 簡易トイレ

＋

●日常使い
□ 水（1人1日 3L） □ ラップ
□ 無洗米 □ 救急箱
□ 乾麺・即席麺 □ マスク
□ 缶詰 □ 口内洗浄液
□ レトルト食品 □ 常備薬
□ お菓子 □ 生理用品
□ 栄養補助食品 □ ティッシュペーパー
□ ポリ袋 □ トイレットペーパー

発災時には、停電や断水により、自宅のトイレが
使用できなくなる恐れがあります。いざという
時に備え、簡易トイレも備蓄しましょう！

① 少し多く購入 ② 古いものから消費

④ 古いものから消費 ③ 減った分を補充
（常に少し多めの状態をキープ）最小限備えるべき品目・量最小限備えるべき品目・量

日常備蓄のイメージ日常備蓄のイメージ

避難のながれ

自宅が
安全

危険

在宅避難
避難所

避難場所へ
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【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】お早めに申請してください。　▷申請期限　国民健康保険料・介護保険料は3月31日㈮（必着）、後期高齢者医療保
険料は5月31日㈬（必着）　▷問合せ　国民健康保険課 TEL（5246）1252、介護保険課 TEL  （5246）1246・1242、国民健康保険課後期高齢者保険係 TEL  （5246）1491

2　令和5（2023）年3月5日 広報 区の世帯と人口 128,687世帯（前月比＋137世帯）世帯数 207,641人（前月比＋162人）人口  【2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

　　 　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

●引き続き、区内会場でワクチン接種を実施しています
・区内病院や診療所、北上野二丁目特設会場でワクチン接種を実施しています。詳しくは、右記二次元コード「区内接種会場

一覧」をご確認ください。
※北上野二丁目特設会場では、毎日予約なしで接種を実施しています。区内在勤（学）およびその同居家族の方も対象です。
・4月以降、接種会場を見直す場合がありますので、接種がまだお済みでない方は、早めの接種をお願いします。
●小児（5～11歳）のオミクロン株対応ワクチンについて
　小児（5～11歳）の3回目接種として、オミクロン株対応ワクチン（ファイザー社）が使用される予定です。詳細が決まり
次第、区HP（右記二次元コード）等でお知らせします。
●4月以降のワクチン接種について
　4月以降の1年間、特例臨時接種の実施期間を延長する方向で検討されています。詳細が決まり次第、区HP（右記二次元コー
ド）等でお知らせします。

新型コロナウイルス
ワクチンに関する
新着情報

区内接種会場一覧

令和5年第1回区議会定例会区長所信表明令和5年第1回区議会定例会区長所信表明《要旨》《要旨》

はじめに

　私が台東区長に就任してから、間もな
く2期8年が経ちます。区政運営の最高
指針である新たな基本構想を策定し、将
来像である「世界に輝く　ひと まち　
たいとう」を実現するため、常に区民や
事業者の皆様に寄り添いながら、台東区
の更なる発展に向け全力を尽くしてまい
りました。
　この間、我が国は「令和」という新た
な時代を迎え、本区にとって大きな飛躍
を遂げる時代が始まると考えていました
が、新型コロナウイルス感染症という未
曾有の危機は、私たちの生活を一変させ、
今なお暮らしや事業活動に影響を与えて
います。
　そのような状況の中、私は、区民の生
命と健康、そして生活を守り抜くため、
ワクチン接種をはじめとする感染症対策
に全庁をあげて取り組んできました。
　現在、ウクライナ情勢の影響による原
油価格や物価の高騰、さらには為替変動
により、我が国の社会経済は大変厳しい
状況にあります。
　これまで、区内公衆浴場に対する燃料
費支援や介護・障害福祉サービス等事業
者に対する光熱費及び燃料費支援をはじ
め、「こども商品券」の配布、学校給食
の食材調達の全面支援、幼稚園・こども
園・保育園などへの副食費等補助、子供
食堂等実施団体への支援による子育て世
帯への食の支援拡充も実施しました。
　未だ、幅広い分野で値上げの動きがみ
られることから、これらの対策に加え、
本区が将来にわたり、魅力にあふれ活力
に満ちた都市であり続けられるよう、全
力で区政運営に邁進してまいります。

今後の区政運営について

　新型コロナウイルス感染症の影響等、
本区を取り巻く社会経済状況は大きく変
化しています。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、区政運営の長期的指針で
ある長期総合計画の一部修正を進めてま

いりました。主な施策について、基本目
標ごとに申し上げます。　
（1）あらゆる世代が生涯にわたって成
長し輝くまちの実現
　妊産婦や子供、若者など一人ひとりに
応じた支援を推進するため、「こども家
庭センター」の機能を包含した「（仮称）
北上野二丁目福祉施設」の整備を進めて
まいります。
　「学びを止めない学校教育」を確立さ
せるため、ICT教育における「1人1台
端末」の配備を実現するとともに、「台
東区学校教育情報化推進計画」の策定に
より、児童・生徒の情報活用能力の育成
に努めています。変化の激しい予測困難
な今日において、世界に飛躍し未来を創
造する子供を育むため、教育委員会と連
携し、教育環境の更なる充実を図ってま
いります。
　また、人生100年時代の到来や「Society 
5.0」の実現に向けた取り組みが進む中、
生涯学習の重要性が一層高まっています。
そこで、ICTを活かした学習環境の充実
や図書館機能の拡充など、「台東区生涯
学習センター」の機能強化を行い、多様
なニーズや主体に対応した生涯学習環境
を整備してまいります。
（2）いつまでも健やかに自分らしく暮
らせるまちの実現
　新型コロナウイルス感染症などの健康
危機が発生した際に、区民の生命と健康
を守るためには、迅速かつ的確に対応で
きる体制の整備が重要です。
　計画的な資器材の備蓄や医師会をはじ
めとした関係機関との協議会の開催、感
染症の蔓延防止を図るための訓練の実施
など、感染症対応の経験を踏まえた対策
を進めており、今後もこうした取り組み
を継続し、健康危機管理を推進してまい
ります。
　本区の75歳以上の人口は増加傾向に
あり、要支援・要介護者や認知症高齢者
も増えていくことが予測される中、誰も
が住み慣れた地域で安心して暮らし続け
られるよう、福祉サービスの充実を図っ
ていく必要があります。
　そのため、「（仮称）竜泉二丁目福祉施
設」の整備を進め、区立特別養護老人ホ
ームの増床や障害者の高齢化を見据え共
生型のサービスを提供してまいります。
　また、本区の障害者施策の中核を担っ
てきた松が谷福祉会館について、機能充
実に向けた検討を重ねています。引き続
き、適切な相談支援とサービス提供体制
の整備に取り組み、一人ひとりに寄り添
った支援を行ってまいります。
（3）活力にあふれ多彩な魅力が輝くま
ちの実現
　我が国においては、生産年齢人口の減
少に伴う人手不足の深刻化に加え、新型
コロナウイルス感染症や、物価上昇等に

より、区内事業者にも大きな影響が及ん
でいます。
　そこで、経営力の向上を図り、新たな
挑戦・成長を後押しするため、ビジネス
支援ネットワークを通じて、専門相談員
による支援体制の強化や、新製品・新技
術の開発、販路開拓などを支援し、区内
中小企業の競争力を高めてまいります。
　また、観光客の意識・行動の変化など、
観光を取り巻く環境も著しく変化してい
ます。
　「台東区観光統計・マーケティング調
査」や民間企業が提供する人流データ等、
得られた情報を基に観光客の滞在時間や
回遊の行動パターンを分析することによ
り、効果的な観光施策を展開してまいり
ます。
（4）誰もが誇りや憧れを抱く安全安心
で快適なまちの実現
　都市の魅力を向上させ、まちなかにに
ぎわいを創出するためには、快適性・利
便性を高めながら、安全性・歩行者回遊
性に優れた空間形成や環境負荷に配慮し
たまちづくりを行っていく必要があります。
　現在、主に上野・浅草地区において、
歩行者中心のまちの形成に向けた検討を
進めており、今後、道路空間等を利活用
する社会実験や、ICTを活用した効果検
証を実施するなど、「居心地が良く歩き
たくなる」まちなかを形成してまいりま
す。
　また、地域主体のまちづくりを促進す
るため、まちづくりに係る諸制度を体系
化し、多様な主体が協働して実効性のあ
るまちづくりを進めることができるよ
う、「まちづくりに係る総合的な条例」
の制定を検討してまいります。
　東京都は、令和4年5月に首都直下地
震等による被害想定を10年ぶりに見直
しました。区の被害想定は、建物や人的
被害などの件数が減少する一方で、閉じ
込めにつながり得るエレベーター数は約
3倍に増加するなど、新たな課題が生じ
ています。
　そこで、「台東区地域防災計画」の修
正を行うとともに、集合住宅に対する防
災対策を推進し、防災力の更なる向上を
図ってまいります。
　世界では、脱炭素化の動きがさらに加
速しており、深刻化する地球温暖化に対
し、より積極的かつ具体的に行動してい
くことが求められています。
　引き続き、区有施設への省エネ設備の
導入や家庭・事業所に対する省エネルギ
ー化の普及啓発、使い捨てプラスチック
の使用量の削減に取り組むほか、環境基
本条例の制定に向けた検討を進めてまい
ります。　
（5）多様な主体と連携した区政運営の
推進
　新型コロナウイルス感染症の発生を契

機に、社会全体においてDX（デジタル・
トランスフォーメーション）が急速に進
展しています。本区も、社会状況の変化
に的確に対応し、デジタルの力によって
業務効率化と区民サービスの向上の一体
的な実現を目指す必要があります。
　そこで、新たな施策として「DXの推
進」を位置付け、デジタルに関する最先
端技術を活用した業務の効率化を推進
し、質の高い行政サービスを提供すると
ともに、障害の有無や年齢などに関わら
ず、誰もがICTを利活用出来る社会の実
現に向け、リテラシーの向上に取り組ん
でまいります。
　また、デジタル化への対応や脱炭素社
会の実現、将来的な区内人口の減少など
を背景に、区有施設に対し求められる機
能も変化しています。
　そのため、ファシリティマネジメント
の考え方を取り入れ、施設の再編等中長
期的な視点を持って効果的・効率的な施
設のあり方について検討してまいります。
　さらに、本庁舎は竣工から49年が経
過しており、将来的な改築も視野に検討
を進めています。
　今後、施設の老朽度や狭あいによる機
能の低下、災害対策本部としての機能強
化などの諸課題を整理し、公共サービス
の拠点施設としてのあり方を検討してま
いります。

令和5年度予算案について

　令和5年度予算案につきましては、4
月に区長選挙及び区議会議員選挙を控え
ていることから、政策的な新規・充実事
業の経費については、当初予算への計上
を原則として見送っています。しかしな
がら、物価高騰対策や安全安心を確保す
るための取り組みなど、緊急性や継続性
が求められる事業については、区民生活
に影響を及ぼすことがないよう必要な経
費を計上しております。
　学校給食の食材調達の全面支援など、
子育て世帯の食の支援をはじめ、区内公
衆浴場に対する燃料費支援や介護・障害
福祉サービス等事業者に対する光熱費及
び燃料費支援、区内事業者の資金繰りを
支援するための借換特別資金の再延長な
どを実施し、区民生活や事業活動を守り
支えてまいります。
　また、こどもクラブの待機児童が増加
していることから、「台東区こどもクラ
ブ待機児童対策緊急3か年プラン」に基
づき、待機児童解消に向け着実に進めて
まいります。
　さらに、施設の安全性や利便性・快適
性の向上を図るため、金曾木小学校や田
原小学校、東泉小学校、台東リバーサイ
ドスポーツセンター陸上競技場などの大
規模改修工事を進めてまいります。



【情報政策課会計年度任用職員募集】▷内容　デジタル活用支援業務（スマホの使い方やサービス利用に関する講座講師派遣や集合形式による講座講師など）▷雇用期間　5月1日
～6年3月31日　▷給与　月額125,761円（手当等あり）▷申込締切日時　3月31日㈮正午（必着）※詳しくは、区HPをご覧ください。▷問合せ　情報政策課 TEL （5246）9022

令和5（2023）年3月5日　3広報　　今回の1面の花は「スミレ」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！（2月20日号の答えは、区HPをご覧ください）

　

●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

●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）
　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。
　 TEL 050−3173−7834
▷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

　
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感染症 発熱等の症状がある場合の相談窓口

お知らせお知らせ

下町風俗資料館大規模改修工
事のお知らせ

　下町風俗資料館は、大規模改修工事によ
り、下記の期間休館します。
▷休館期間　4月～7年3月（予定） 
※今後の詳細は、下町風俗資料館HPでご

確認ください。
▷問合せ　文化振興課
　 TEL （5246）1146

台東一丁目区民館の一部休館
について

　台東一丁目区民館多目的ホールの天井耐
震改修工事に伴い、区民館地下1階（多目
的ホール、プレイルーム、トレーニング室）
の利用ができません。なお、2階の集会室
は通常通り利用できます。ご理解・ご協力
をお願いします。
▷休館期間　7月～6年3月末（予定） 　
▷問合せ　台東一丁目区民館
　 TEL （3834）4408
　区民課 TEL （5246）1123

マイナポイントの申込期限が
5月31日㈬まで延長されました

▷対象　2月末までにマイナンバーカード
の申請をされた方

▷内容　①マイナポイントを申込み、キャ
ッシュレス決済でチャージまたは買い
物をした方には、最大5,000円相当分
を付与　②健康保険証としての利用申
込みを行った方には、7,500円相当分
を付与　③公金受取口座の登録を行っ

た方には、7,500円相当分を付与
▷必要な物　マイナンバーカード、数字4

桁の暗証番号（マイナンバーカード交付
時に設定したもの）、キャッシュレス決
済サービスが指定する決済サービスID・
セキュリティコード（IDなどは事前に
各決済サービスのコールセンター、マ
イナポイントHPなどをご確認くださ
い）、口座情報が分かる物

▷申込場所　戸籍住民サービス課（区役所
1階③番）

※パソコン（カードリーダー要）または、
スマートフォンをお持ちの方は、ご自
身でマイナポイントを申込むことがで
きます。

※そのほか、郵便局、コンビニ、携帯ショ
ップ等にも端末を設置していますので、
ご自身でマイナポイントを申込むこと
ができます。

※詳しくは、右記二次元コ
ードをご覧ください。

▷問合せ　マイナンバー総
合フリーダイヤル

　 TEL （0120）95−0178
　マイナポイントについては情報政策課
　 TEL （5246）9022
　マイナンバーカードに関しては戸籍住民

サービス課 TEL （5246）1164

戦没者等のご遺族の皆さんへ
～第11回特別弔慰金の請求期
間は3月31日㈮までです～

▷対象　戦没者等の死亡当時の遺族で、令
和2年4月1日において、「恩給法による
公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族
等援護法による遺族年金」等を受ける
方（戦没者等の妻や父母等）がいない
場合、次の順番による先順位の遺族1人

1．2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族
等援護法による弔慰金の受給権を取得
した方

2．戦没者等の子
3．戦没者等の①父母　②孫　③祖父母　

④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有して

いた等の要件により、順位が入れ替わ
ります。

4．1～3以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上

の生計関係を有していた方に限ります。
▷支給内容　額面25万円、5年償還の記

名国債
※請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金

を受けることができなくなりますので、
ご注意ください。

▷問合せ　福祉課 TEL （5246）1172

4月から軽自動車税（種別割）
のキャッシュレス決済方法が変
わります

　4月から、全国で軽自動車税（種別割）
の納付書に「地方税統一QRコード」が追
加されます。これにより、各種スマートフ
ォン決済アプリ等で「地方税統一QRコー
ド」を読み取り、納付手続きを行うことが
できます。詳しくは、5月に発送する軽自
動車税（種別割）納税通知書の同封ちらし
や、区HPをご覧ください。
　なお、軽自動車税（種別割）納付書のバ
ーコードを利用したキャッシュレス決済
は、4月1日㈯以降、利用できなくなりま
すのでご注意ください。
※「QRコード」は㈱デンソーウェーブの

登録商標です。
▷問合せ　税務課
　 TEL （5246）1114

台東区看護師修学資金等貸付
制度をご利用ください

　将来、区内で看護業務に従事しようとす
る方に、修学・就業に要する資金をお貸し
します。
●修学資金
▷対象　次の全てに該当する方　
①看護師・准看護師を養成する学校等に在

学中か入学が決定した　
②養成学校を卒業し、看護師・准看護師免

許取得後、区内の医療・福祉施設で引
き続き5年以上看護業務に従事する意思
がある　

③同種の資金の貸与・給付を受けていない
※上記以外にも資格要件があります。詳し

くは、下記へお問合せください。
●就業準備金
▷対象　次の全てに該当する方
①看護師・准看護師として、区内の医療・

福祉施設で看護業務に従事することが
決定し、引き続き3年以上勤務する意思
がある　

②過去に、この制度で就業準備金の貸付を
受けていない
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

種類 貸付限度額 
（※） 申請期間

修
学
資
金

入学準備金 20万円

4月3日㈪～
14日㈮修学金

看護師
月額5万円
准看護師
月額3万円

就業準備金 30万円
就職決定日か
ら就業後3か
月以内

※貸付額は限度額以内で必要経費を貸付

▷問合せ　福祉課
　 TEL （5246）1172

マスク着用は個人の判断が基本となります
個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

※事業者の判断でマスク着用を求められる場合や従業員がマスクを着用している場合があります。

3月13日㈪以降のマスクの着用について

　
ただし、重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、
以下のような場合では、マスクの着用を推奨します

〜自分と大切な人を守るため、引き続き、基本的な感染対策をお願いします〜
　

▶ ラッシュ時等、混雑した電車やバス
　 などに乗車する時

▶ 受診時や医療機関・高齢者施設
　 などを訪問する時

▶ 重症化リスクの高い方（高齢者や基礎疾患を有する方、 妊婦等）が、感染拡大時
 　に混雑した場所に行く時

　区では、従業員が仕事と
生活を両立しながら、いき
いきと働き続けられる職場
の実現に向けて、ワーク・
ライフ・バランスに取り組
む中小企業等を「ワーク・ライフ・バランス推
進企業」と認定し、認定企業のPRや中小企業融
資あっせんなどにより、その取り組みを応援し
ています。認定の対象は、仕事と子育ての両立
支援に取り組む「子育て支援分野」、長時間労
働の削減等、働きやすい職場づくりに取り組む

「働きやすい職場づくり分野」、仕事と介護の両
立支援に取り組む「介護支援分野」の3分野です。
問合せ 男女平等推進プラザ
TEL （5246）5816

令和4年度　台東区ワーク・ライフ・バランス推進企業を認定しました
令和4年度　台東区ワーク・ライフ・バランス推進認定企業一覧

●更新
認定企業名 業務内容 認定分野

㈱ジオテック情報システム ソフトウェア開発と保守運用、ネットワーク構築と運用管理、
情報処理技術者の育成 子・働

浅間商事㈱ OA機器販売・メンテナンス 働
㈱ネオマウント コンピューターシステム構築、アプリケーションパッケージ開発・販売 働
協栄化成㈱ 化成品(樹脂・機能材・改質剤)の卸売業 働

メトロ設計㈱ 地下鉄の鉄道設備を中心とした土木・建築設計、ライフライン
の調査・設計業務等 子・働

㈱インタープレジゼント システム開発、インフラ設計-運用、ネットワーク保守 子・働・介
㈲にしかわ弁慶 らーめん店経営 働
浅草建材リース販売㈱ 土木・建築用仮設材リース・販売、請負工事（地下仮設工事） 子・働・介
ティー・エヌ・エス㈱ システム開発およびデザイン制作 子・働・介
スリーピース㈱ ギアドモータ開発・製造・販売 子・働・介
㈱吉德 節句人形の卸・小売、ぬいぐるみ・雑貨等の企画・製造・販売 子・働・介

㈱ウィルド ITコンサルティング、Webシステム開発、地域活性コンサルティ
ング、ワークライフバランスコンサルティング 子・働

●新規
認定企業名 業務内容 認定分野

㈱キャリママ コールセンター、
営業代行 子・働・介

※ 認定分野の凡例（新規・更新ともに）　子 子育て支援　働 働きやすい職場づくり　介 介護支援
▲表彰式の様子

高齢者 基礎疾患を有する方 妊婦

慢性肝臓病
がん
心血管疾患など

高齢者

高齢者 基礎疾患を有する方 妊婦

慢性肝臓病
がん
心血管疾患など

基礎疾患を有する方 妊婦

高齢者 基礎疾患を有する方 妊婦

慢性肝臓病
がん
心血管疾患など 出典：厚生労働省HP

「令和5年3月13日以
降のマスク着用の考
え方について」
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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
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【4月1日㈯から粗大ごみ受付センターの電話番号が変わります】▷変更後電話番号 TEL （6747）5111
※システムメンテナンスのため、3月30日㈭午後7時～4月1日㈯午前8時は受付業務を休止します。 ▷問合せ　台東清掃事務所 TEL （3876）5771

区立学校等での医療的ケアを必
要とする子供を支援します

　医療的ケアを必要とする子供が安心して
学校等での生活ができるよう、看護師配置
等の支援を実施します。
▷内容　①喀痰(かくたん)の吸引　②胃ろ

う等の経管栄養注入および衛生管理　
③導尿　④その他教育委員会が実施可
能と判断した行為

※詳しくは、区HP（右記
二次元コード）をご確認
ください。

▷問合せ　（施設により問合せ先が異なり
ます）

　区立小中学校および幼稚園・石浜橋場こ
ども園（短時間）は学務課

　 TEL （5246）1416　
　認可保育所は児童保育課
　 TEL （5246）1233　
　こどもクラブおよび放課後子供教室は児

童保育課放課後対策担当
　 TEL （5246）1235

健康健康

献血にご協力を

　病気やけがで血液を必要とする多くの方
のために、献血への温かいご理解とご協力
をお願いします。　
▷日時　3月23日㈭午前10時～午後4時
▷場所　生涯学習センター　　
▷問合せ　台東保健所生活衛生課
　 TEL （3847）9401

あなたの体の健康度、チェッ
クしてみませんか？（予約制）

▷日時　4月20日㈭午前9時30分、10時、
10時30分、11時（1回30分程度）　

▷場所　台東保健所
▷対象　国民健康保険か後期高齢者医療制

度の加入者　
▷定員　各6人(先着順）　
▷内容　血圧、握力、骨密度（素足で測定）、

血管年齢、物忘れ度の測定およびその
結果説明と助言　

▷申込開始日時　3月24日㈮午前10時　
▷申込み・問合せ　国民健康保険課
　 TEL （5246）1251

高齢者用肺炎球菌予防接種は
お済みですか

　今年度の定期予防接種の対象の方は、3
月31日㈮を過ぎると、公費負担での接種
は原則できなくなります。
▷実施場所　23区協力医療機関
▷対象　区内在住で、次のいずれかに該当

する方　
①4年度に65・70・75・80・85・90・

95・100歳になる　
②接種日現在満60歳以上65歳未満で心

臓・腎臓・呼吸器障害またはヒト免疫不
全ウイルスによる免疫機能障害で、身体
障害者手帳1級を持っている

※接種したことがある方を除く
▷自己負担　1,500円（生活保護・非課

税世帯は無料）
※予診票がお手元にない場合は、再発行し

ますので電子申請または下記問合せ先
へ

▷問合せ　台東保健所
　保健予防課
　 TEL （3847）9471

笑って元気教室
「漫才と体操」

▷日時　4月12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　ミーナ、あさかぜ　
▷申込方法　往復はがきに「4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　3月24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

区民のための健康教室　
講演会「歯を悪くする意外な
原因」

▷日時　3月27日㈪午後1時30分～2時
30分　

▷対象　区内在住か在勤の方　
▷講師　田中昌一氏（田中歯科医院　院長）
※専門医による「医療なんでも相談」は、

今回ありません。
▷場所・問合せ　浅草保健相談センター
　 TEL （3844）8171

　新型コロナウイルス感染症対策として、時間を分けてのご来院をお願いする場合
や専門の医療機関をご案内する場合があるため、台東区準夜間・休日こどもクリニッ
クおよび夜間・休日診療を受診される際は、必ず、事前に電話してください。
　都合により、当番を変更することがあります。当番医、台東区夜間・休日診療案内
電話等にご確認のうえ、受診してください。

「台東区夜間・休日診療案内電話」 TEL 03−5246−1277

3・4月分の夜間・休日診療当番医・当番薬局

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」で都内の医療機関の診療案内や診療時間
などを診療科目別・地域別に調べることができます。毎日24時間
TEL  （5272） 0303　 URL https://www.himawari.metro.tokyo.jp/
東京消防庁救急相談センター　毎日24時間
TEL ＃7119（プッシュ回線）ダイヤル回線からは TEL （3212）2323

医 療
情 報

台東区準夜間・休日こどもクリニック
場所 永寿総合病院内　東上野2−23−16　 TEL  （3833）8381

※1階救急外来受付にお越しください。
診療対象 小児科（15歳以下の子供）　※小児科医が診療を行います。
診療日

受付時間
月～土曜日午後6時45分～9時45分（日曜日・祝日・年末年始・お盆を除く)　
日曜日・祝日午前8時45分～午後9時45分

ご利用に
あたって

※こどもクリニック診療時間外に永寿総合病院の小児科を受診する場合は、別途　 
　「選定療養費」の負担が生じることがあります。
※治療すれば帰宅できるような子供を対象としています。
※薬は原則1日分の処方です。翌日には｢かかりつけ医」の診療を受けてください。

月日 当番医・薬局 所在地 電話番号

3
月
5
日

内科 小川こどもクリニック 浅草橋1−25−5　小川ハイム201 （3861）2429
内科 上野浅草通りクリニック 東上野5−1−3　2階 （5830）3112
歯科 加藤歯科医院 浅草橋3−3−2 （3851）3074
薬局 マザーズファーマシー 浅草橋1−25−5 （5809）3698

3
月
12
日

内科 浅草のもとクリニック 浅草3−7−7 （5603）8808
内科 飯山医院 入谷1−7−7 （3872）7873
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4−1−28 （3874）6433
薬局 富士薬局 浅草3−27−10 （3875）1193

3
月
19
日

内科 くろす内科クリニック 清川2−8−11 （3872）0298
内科 上野医院 上野2−11−10　小島ビル4階 （3832）0076
歯科 柳沢歯科 浅草橋1−4−6　遠藤ビル3階 （3862）4141
薬局 清川薬局 清川2−8−10 （6240）6801

3
月
21
日

内科 山田英明下町クリニック 西浅草3−16−6 （5806）3077
内科 武内クリニック 根岸5−16−8 （3873）1202
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4−1−28 （3874）6433
薬局 西浅草調剤薬局 西浅草3−2−7 （3841）5816
薬局 平和堂薬局 根岸5−22−11 （3874）4750

3
月
26
日

内科 梅澤医院 千束2−20−2 （3872）8230
内科 サンライズクリニック 東上野1−7−2　2階 （3836）3321
歯科 須田歯科クリニック 浅草橋1−24−3　杉木立ビル2階 （3865）0708
薬局 はるか薬局 千束2−19−2 （5824）8921
薬局 フカイチ薬局　東上野店 東上野1−7−2　冨田ビル１階奥 （5817）8580

4
月
2
日

内科 おのだ医院 今戸1−3−13　さくらコーポ201 （3876）3818
内科 みのわ駅前クリニック 三ノ輪1−28−12　プラザM3階 301室 （3873）1234
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所 根岸4−1−28 （3874）6433
薬局 メディカルファーマシー・ヒロ 今戸1−3−13 （3872）6676

4
月
9
日

内科 浅草二天門クリニック 浅草2−34−7　グレイプス浅草2階 （5830）0121
内科 上野医院 上野2−11−10　小島ビル4階 （3832）0076
歯科 柳川歯科医院 浅草橋1−36−4 （3866）0002
薬局 たから薬局　浅草店 浅草2−34−7　グレイプス浅草1階 （5827）0365

診療対象 内科、歯科の患者 診療時間 内科 午前9時～午後10時  歯科 午前9時～午後5時

4月の千束健康増進センターの運動教室参加者募集
実施会場

事業名 台東保健所 浅草保健相談センター

2歳児歯科健康診査
（予約制）

14日午後1時～2時
TEL  （3847）9449

発達相談 （予約制）

11日（個別）
午前8時45分～正午
25日（個別）
午前9時30分～11時
TEL  （3847) 9497

19日（個別）
午前9時30分～11時
13日（グループ）
午前9時30分～11時
TEL  （3844) 8172

産婦歯科健康診査
（予約制）

5日午前9時～10時
TEL  （3847） 9449

歯科衛生相談
区内在住の方 （予約制）

4･26日午後1時30分～2時30分
TEL  (3847) 9449

6･20日午後1時30分～2時30分
※予約は左記へ

こころの健康相談
区内在住・在勤の方
(予約制・前日までに)

18日午後1時30分～3時
25日午後2時30分～4時
28日午前9時30分～11時
TEL  （3847) 9405

4日午前9時30分～11時
17日午後1時～2時30分
TEL  （3844) 8172

発達障害個別相談 
（成人向け・予約制）

11･27日午後1時30分～3時30分
13日午前9時30分～11時30分
TEL  (3847) 9405

HIV即日検査
（予約制）

12･26日午後1時～2時30分
TEL  (3843) 5751

栄養相談 （予約制）
11日午前10時～正午
20･24日午前10時～午後3時30分
TEL  (3847) 9440

ハローベビー学級
（両親学級 ・ 予約制）

日程等は区HPをご覧ください。
浅草保健相談センター TEL  （3844） 8177

4月の保健所・保健相談センターの事業案内
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4回）
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4回）
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5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5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5回）

午後1時～1時45分 7人

やさしい太極拳 毎週日曜日（全5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5回）

午後2時30分～3時15分 13人

※4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5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5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①4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、3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。

健康たいとう21推進協議会の公募委員募集
対象 区内在住の18歳以上で、健康づくりに関する本区の施策に理解・関心のある方
募集人数 1人　 任期 7年3月まで　 会議開催回数 年3回程度　応募方法 作文（題名「こ
れからの健康づくりに必要なこと」800字程度）、住所・氏名・生年月日・電話番号
を書いて、下記問合せ先へ郵送か持参　選考方法 作文　 申込締切日 4月7日㈮(必着)
問合せ 〒110−8615　台東区役所健康課（区役所3階④番）　
TEL （5246）1178
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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
第35回桜橋花まつり～桜満開！
やっとみんなに会える春～

時・内 3月25日
㈯園児や生徒・地
元の皆さんによる
歌・踊り・楽器演
奏等、3月26日㈰
桜橋花のステージ（入場制限あり）　
場 隅田公園山谷堀広場※小雨決行　
出演 堀内孝雄ほか　問 桜橋花まつり実行
委員会（北部区民事務所清川分室）
TEL （3876）3566

VR体験・はしご車で防災を身近
に感じよう

時 3月11日㈯午前10時～午後4時、12日
㈰午前10時～午後3時　場 生涯学習セン

ター1階アトリウム、金竜公園
※詳しくは、区HPをご覧
ください。
問 危機・災害対策課
TEL （5246）1092

台東区優秀技能者パネル展

4年度に受賞された7人について、パネル
でご紹介します。　時 3月15日㈬～27日
㈪　場 江戸たいとう伝統工芸館　
問 産業振興課 TEL （5246）1131

Zoomを体験してみよう！

自分のパソコンやスマートフォンで、Zoom
が利用できるよう講師が使い方を説明しま
す。　時 ①4月6日㈭　②10日㈪　③13日
㈭　④14日㈮　②④午前10時～11時　
①③午後2時～3時　場 ①谷中区民館　②
区役所10階会議室　③清川区民館　④台

東一丁目区民館　対 区内在住のおおむね
65歳以上の方　定 各10人程度（抽選）　
講 街のITボランティアの会　締 3月27日
㈪　 申・問 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1295　

企画展
「樋口一葉と和歌―かなの美―」
時 3月18日㈯～5月21日㈰　
●ワークショップ 一葉の和歌を鉛筆で書い
てみよう！　時 3月25日㈯午前9時30分～
午後3時30分（事前申込み不要、要入館料）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
入館料 一般300円、小中高生100円　
問・場 一葉記念館 TEL （3873）0004 

6年台東区二十歳の集い
実行委員募集

6年1月8日㈷に開催する二十歳の集いの
企画・司会進行・運営等を行う実行委員を
募集します。成人の日の思い出に、実行委
員になってみませんか。　対 区内在住の平
成15年4月2日～16年4月1日生まれの方
企画内容 記念品の選定、企画内容検討、式
典運営等　 会議日程 月1～2回程度（4月
下旬開始予定・水または木曜日を中心に夜
間の会議）　申 電話か下記
二次元コードから申込み　
締 3月27日㈪　
問 子育て・若者支援課
TEL（5246）1341

台東アートギャラリーの展示作
品をご覧ください

時（予定）3月12日㈰～4月4日㈫　場 区
役所1階台東アートギャラリー　展示作品
平成17年度台東区長賞受賞作品「抱かれ
てンのは確かにわたしだが、抱いてるわた
しは一体誰だろう？」（小池真奈美作）、平
成18年度台東区長賞受賞
作品「道」（岡地習子作）　
問 文化振興課
TEL （5246）1153

「ジェイソンから見た日本」
～外国人しか知らないニホン～

第1部 観光とカルチャー（外国人旅行者
と日本の文化、マナー、表現等の違い）
第2部 おもてなし英語（旅行者が話しかけ
られたらうれしい英会話の練習）　時 3月

16日㈭午後2時30分
～4時15分　場 ①浅
草文化観光センター
6階多目的スペース　
②オンライン配信　
定 ①30人　②300
人　講 ジェイソン・
ハンコック（俳優・タレント） 申 下記二
次元コードから申込むか記入例134を
電話かファクスで下記問合せ先へ　
締 3月15日㈬午後5時　問 観光課
TEL （5246）1447
FAX（5246）1515

食の多様性対応セミナー
オンライン配信（Zoom）

時 3月20日㈪午後2
時～3時30分　
対 飲食・宿泊事業者
向け　定 300人
講 山下春幸氏（HAL 
YAMASHITAオー
ナー兼エグゼクティ
ブシェフ）　申 下記二次元コードから申込
むか記入例134を電話かファクスで下
記問合せ先へ　締 3月19日
㈰午後5時　問 観光課
TEL （5246）1447　
FAX（5246）1515

台東区地域猫講演会「動物の福
祉と虐待事案への対応」

区では、平成17年度に地域猫の取り組み
を開始してから、区内の野良猫の数は大幅
に減少し、平成27年度から6年連続で子
猫の殺処分数0を達成しました。　時 3月
21日㈷午後1時～3時30分　場 台東保健
所　講 田中亜紀氏（日本獣医生命科学大
学獣医学部准教授）　問 台東保健所生活衛
生課 TEL （3847）9437

環境ふれあい館ひまわり環境学
習室　うきうき♪春のエコス
クール2023

催し名 ①春の植物で遊
んでみよう！

②レザーを活用☆
ネームプレートづくり

日時 3月25日㈯
午後2時～3時

3月30日㈭
午後2時～3時30分

場所 精華公園
ビオトープ

環境ふれあい館
ひまわり7階

対象
区内在住（学・園）
の5歳～小学2年
生※未就学児は
保護者同伴

区内在住（学）の
小学3年生以上
※針と糸を用いて
裁縫を行います。

定員 
（先着順） 10人 15人

※保護者の同伴は1人まで　費 ②のみ200
円　申 上記二次元コードから申込むか電話
で下記問合せ先へ　 受付開始日時 3月8日
㈬午前10時（電子申請の締切は前日午後5
時まで）※詳しくは、区HPのまわるん通
信をご確認ください。　
問 〒111−0051　台東区蔵前4−14−6
環境ふれあい館ひまわり環境学習室
TEL （3866）2011

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

コンサート
リーディング

4月13日㈭
①午前10時15分～11時
②11時15分～正午

区内在住の
①6か月までの子供
②7～11か月の子供

各8組
(先着順)

3月20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

くびれストレッチ 4月18日㈫
午前10時30分～11時15分

区内在住の8か月までの
子供

25組
(先着順)

3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

英語でスキンシップ
4月11日㈫
①午前10時15分～10時45分
②11時～11時30分

区内在住の
①1歳4か月～1歳11か月の
子供　②2～3歳の子供

各10組
(先着順)

3月20日
㈪

寿子ども家庭支援センター
「のびのびひろば」

TEL （3841）4631

ぽかぽかフラダンス♪ 4月24日㈪
午前11時～11時45分 区内在住の3歳までの子供 8組

(先着順)
3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

令和5年度　台東区児童館幼児タイム
　児童館の幼児タイムでは平日の午前中、乳幼児親子を対
象に「手遊び」や「体操」、季節の行事など親子で楽しめ
るプログラムを行っています。
　さまざまな活動を通して、親子のふれあいやお友達づく
りをしませんか。
時 午前10時30分～11時30分　申 実施日の前日午前9時
30分～午後5時に電話または直接各児童館に予約　
問 各児童館か台東区社会福祉事業団児童課
TEL （5603）2229
※詳しくは、右記二次元コードよりご確認ください。

児童館・問合せ クラス 曜日 対象 新年度開始日

千束児童館
（千束3−20−6）
TEL （3874）1714

よちよち 木 0～1歳 4月13日
ぐんぐん 金 2～3歳 4月14日

（出前児童館事業）
すくすく下谷

※金杉区民館下谷分館
木 0～3歳 4月13日

玉姫児童館
（清川2−22−13）
TEL （3874）6571

プチたま 水 0～3歳 4月12日

台東児童館
（台東1−11−5）
TEL （3832）8493

ぴよぴよ 水 ０歳 4月12日
のびのび 火 １～3歳 4月11日

（出前児童館事業）
すくすく

※浅草橋区民館
木 0～3歳 4月13日

池之端児童館
（池之端2−3−3）
TEL （3823）6644

スマイルベイビー 水 0～１歳 4月12日
ハッピーキッズ　 金 2～3歳 4月14日

松が谷児童館
（松が谷4−15−11）

TEL （3841）6734

りんご 水 0歳 4月12日
バナナ 金 1歳 4月14日
ぶどう 木 2～3歳 4月13日

今戸児童館
（今戸1−3−6）

TEL （3876）1656

ぷちてく 金 0歳 4月14日
てくてく 金 1歳 4月14日
とことこ 木 2～3歳 4月13日

寿児童館
（寿1−4−5）

TEL （3844）8602

ラッコ 水 0歳 4月12日
コアラ 木 1歳 4月13日
ひよこ 金 2～3歳 4月14日

（出前児童館事業）
サンサン

※小島公園
水 0～3歳 4月12日

谷中児童館
（谷中5−6−5）

TEL （3824）4043

いちご 金 0歳 4月14日
うさぎ 木 1歳 4月13日
パンダ 水 2～3歳 4月12日

▲観覧申込 ▲生配信申込

①▶︎ ②▶︎
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勤（学）の方は67、会員の方は会員番
号を書いて下記問合せ先へ　締 4月5日㈬

（必着）　問 〒111−0056　台東区小島2
−9−18　台東区産業振興事業団勤労者
サービスセンター TEL （5829）4123

おうちから参加！
いきいきZoomで体操教室　
※事前にZoom体験会を実施

（申込制）
時 4月18日㈫、5月29日㈪、6月28日㈬、
7月18日㈫、8月31日㈭、9月29日㈮、
10月23日㈪午後2時～3時※10月のみ午
前10時～11時　対 区内在住のおおむね
65歳以上の方　定 20人（抽選）　内 転倒
予防体操と健康ミニ講座　
申 下記二次元コードから申込み※Zoom
体験会を希望の方は電話で
下記問合せ先へ　
締 3月27日㈪
問 介護予防・地域支援課
TEL （5246）1295

脳の健康教室

東北大学の川島隆太教授の研究成果を活用
した学習教室です。簡単な読み・書き・計
算を行います。 時（全20回）5月10日～9
月27日の水曜日午前9時30分～正午のう
ち40分程度　場 三筋老人福祉館　対 区内
在住の65歳以上で毎日10分程度の自宅学
習が可能な方　定 30人（抽選・1クラス
10人程度)　費 月額1,500円（計7.500
円）　申 老人福祉センター、かがやき長寿
ひろば入谷、各老人福祉館等で配布する申
込用紙に記入し提出。下記問合せ先に郵送
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 3月30日㈭（必着）
※持参で申込みの際は、本人確認できる物

（老人福祉施設使用登録証、　国民健康保険
証等）、返信用の84円切手を持参してくだ
さい。　問 〒110−0015　台東区東上野
2−25−14　老人福祉センター
TEL （3833）6541

下谷青年学級 学級生募集

知的障害のある青年男女が、学習講座やバ
スハイク・スポーツなどの活動を通して交
流や生活に必要な学習を行います。　時 4
月～6年3月日曜日（月1回）　場 柏葉中学
校または生涯学習センター　対 次のいず
れかに該当する高校生年代以上で知的障害
がある方　①区内在住か在勤（学）　②区
立中学校特別支援学級の卒業生　費 年間
1,500円（教材費）※活動内容により、別
途（施設入場料・交通費等）実費負担あり
※詳しくは、下記問合せ先へ　締 3月31
日㈮　 申・問 生涯学習課
TEL （5246）5821

スポーツ少年団初心者教室
「サッカー」
時（全3回）4月9日・16日・23日の日曜日
午前10時～11時（受付は9時30分から）
場 台東リバーサイドスポーツセンター陸
上競技場　対 区内在住の平成29年4月2
日～31年4月1日生まれの子供　費 800
円（3回分・保険料含む）※運動できる服
装で参加、保護者同伴　申 電話かメール

（yoshihisakosaka@ybb.ne.jp）で申込
み、ブルーファイターズサッカークラブス
ポーツ少年団・小坂 TEL 090（2337）
7636　申込期間 3月10日㈮～4月3日㈪
問 スポーツ振興課 TEL （5246）5853

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

フリーマーケット出店者募集

時 ①4月2日㈰午前10時～午後3時　②9
日㈰午前10時～午後4時　場 花川戸公園
※車での来場不可、天候や実施団体の判断
により中止の場合あり　 出店数（予定）①②
各30店　出店料 ①②各2,000円
申・問（土・日曜日・祝日を除く）①フリーマー
ケット推進ネットワーク（午前9時～午後6
時） TEL 048（268）8711　②タイム
マシーンカンパニー（午前10時～午後6時）
TEL 050（3616）3300　
問 台東区清掃リサイクル課
TEL （5246）1018

たなかスポーツプラザ「ちびっこ
スポーツアカデミー（第1期）」

時（全6回）①4月13日・27日、5月11日・
25日、6月8日・22日の木曜日 3・4歳コ
ースは午後2時30分～3時20分、5歳コー
スは3時40分～4時30分　②4月6日・20
日、5月18日、6月1日・15日・29日 の
木曜日 3～5歳コースは3時30分～4時30
分　場 たなかスポーツプラザ　対 区内在
住の平成29年4月2日～令和2年4月1日生
まれの子供　定（抽選）①各10人　②30人
申 電子申請　締 3月21日㈷
※詳しくは、区HPをご覧く
ださい。
問 スポーツ振興課
TEL （5246）5853

区民体育祭

●ダンススポーツ大会　時 3月19日㈰　
場 台東リバーサイドスポーツセンター　
費 500円　締 3月19日㈰午後2時※申込
方法等詳しくは、区HPをご覧ください。
問 スポーツ振興課 TEL （5246）5853

中央図書館　企画展
「貴重資料から見る台東区の道」
時 3月17日㈮～ 6月11日㈰
●ギャラリー・トーク　時 4月16日㈰午
後4時15分～45分　定 8人（先着順）　
申 事前に直接来館または電話で申込み　

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場・問 中央図書館郷土担当
TEL （5246）5911

【池波正太郎生誕100年記念】
ポスター展・講座

●ポスター展　時 3月7日㈫午後1時～22
日㈬午後3時　場 つくばエクスプレス浅草
駅地下1階浅草ギャラリー

●「下町っ子、池波正太郎という生き方」
時 4月22日㈯午後1時30分開場、2時開演
場 生涯学習センター　定 100人（抽選）　
講 川本三郎氏（文藝評論家）　申 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（電子申請可）　
締 4月4日㈫（必着）　

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

根岸図書館 えいがとおはなし会
「レオ・レオニ　5つの名作集」
時 3月22日㈬午前10時30分～11時15

分、午後3時30分～4時15分　場 根岸社
会教育館ホール　対 幼児～小学生
定 10組（家族単位・先着順）※直接会場
へお越しください。　問 根岸図書館
TEL （3876）2101

石浜図書館　こどもえいが会

時 3月11日㈯午前10時～10時30分、11
時10分～11時45分　対 幼児～小学生
※未就学児は保護者同伴　
定 30人（先着順）　
内 くまのがっこう　ほか
場・問 石浜図書館
TEL （3876）0854

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

産業研修センターの催し

●工作機械等個別技術講習　時 日曜日午
後1時30分～4時30分、第2・4水曜日午
後6時～9時　対 区内在住か在勤で工作機
械の経験のある方　定 各12人（先着順）
講 稲川實氏（皮革産業資料館館長）　
費 600円（1回）　
申 電話で下記問合せ先へ
●中国語教室（初級）　時（全20回）4月21
日～7月5日の水・金曜日午後6時30分～
8時30分　対 区内在住か在勤（学）の方
定 20人（抽選）　費 6,000円（20回分）、
別途テキスト代　申 往復はがきに記入例1
～4・年代、在勤（学）の方は6～8を書
いて下記問合せ先へ　締 3月31日㈮（必着）

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
場・問 〒111−0023　台東区橋場1−36
−2　産業研修センター
TEL （3872）6780　

シルバー人材センターの催し

●パソコン講座　内・時（全3回）①「初めて
のパソコン」4月5日㈬・7日㈮・12日㈬　
②「Windows10の基本」4月10日㈪・
13日㈭・17日㈪①②午前10時～正午※パ
ソコン持参　定 各6人（抽選）　費 各3,000
円（3回分）　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
●パソコン「無料なんでも相談会」　時 4月
14日㈮・24日㈪午前10時～11時、11
時～正午　定 各5人（抽選）　申 往復はが
き（1人1枚）に記入例1～5・希望日時・
相談内容を書いて下記問合せ先へ

◆　以降、上記記事の共通項目　◆
対 区内在住の60歳以上の方　締 3月20
日㈪（必着）※募集数に達しない場合、
22日㈬以降電話で受付　
場・問 〒111−0015　台東区東上野1−
28−5　台東区シルバー人材センター
TEL （5817）4919

勤労者サービスセンターの催し

●パソコン講座「Excel2016データベー
ス活用講座」　 時（全5回）5月17日～6月
14日の水曜日午後6時30分～8時30分　
場 生涯学習センター　対 区内在住か在勤

（学）の方、勤労者サービスセンター会員
とその家族で、Excel2016の基本操作が
できる方　定 12人（抽選）　講 フォーテ
ィネットパソコンスクール　費 4,000円

（受講料5回分・サービスセンター会員と
その家族は別料金）、1,500円（教材費）
申 はがき（1人1枚）に記入例1～5、在

柳北スポーツプラザ
「幼児運動教室（第1期）」
時（全5回）4月9日・16日、5月7日・21日・
28日の日曜日、3歳コースは午前9時20
分～10時、4歳コースは10時20分～11
時、5歳コースは11時20分～正午　場 柳
北スポーツプラザ　対 区内在住の平成29
年4月2日～令和2年4月1日生まれの子供
定 各30人 (抽選)　 申 電子申請　
締 3月21日㈷※詳しくは、
区HPをご覧ください。
問 スポーツ振興課
TEL （5246）5853　

たなかクラブ教室（ヨガ、キッズ・
チアダンス、フラダンス）

①ヨガ教室　 時（全4回）4月6日・20日、
6月15日・29日の木曜日午後3時～4時
30分　費 4,000円（保険料含む）　　
②キッズ・チアダンス教室　時（全5回）4月
7日・21日、5月19日、6月16日・30日の
金曜日午後5時30分～6時30分　
費 3,000円（保険料含む）

③フラダンス教室　 時（全6回）4月14日・
28日、5月12日・26日、6月9日・23日
の金曜日午後6時～7時30分　費 6,000円

（保険料含む）
◆　以降、上記記事の共通項目　◆

場 たなかスポーツプラザ　対 ①③区内在
住か在勤（学）の方　②区内在住か在学（園）
の4～10歳の子供　定 ①～③各20人（先
着順）　申 たなかクラブ（たなかスポーツ
プラザ内）に参加費を添えて直接申込み　
申込日時 ①③3月9日～30日の木曜日午後
1時～4時30分、10日・24日の金曜日午
後5時～6時30分　②3月9日～30日の木
曜日午後1時～4時30分、3日～31日の金
曜日午後5時～6時30分　
問 たなかクラブ
TEL （3875）2860　
台東区スポーツ振興課
TEL （5246）5853

清島温水プール 水泳教室

①子供のためのワンポイントレッスン　水
慣れからクロールのレベル別レッスンで
す。 時（全4回）4月2日～23日の日曜日午
前9時10分、9時35分、10時、10時30
分　対 区内在住か在学の3歳～小学3年生
定 各6人程度　費 利用料のみ
②GW短期水泳教室　泳力・学年別の短
期集中型の水泳教室です。　時（全3回）5月
3日～5日の水・木・金曜日Aクラスは午
前9時～10時、Bクラスは10時～11時、 
Cクラスは11時30分～午後0時30分　
対 区内在住か在学の子供でAクラスは3～
6歳の未就学児、 Bクラスは小学1・2年生、
Cクラスは小学3～6年生　定 各24人（抽
選）  費 4,000円（保険料・利用料含む）
締 4月8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
は当日午前9時より、プールサイドで申込
み　②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 清島温水プール
TEL （3842）5353
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催しものなど催しものなど
●第31回「墨英会」・第9回「墨友会」水墨
画合同展
▷日時　3月25日㈯～29日㈬午前10時～

午後5時（最終日は3時まで）
▷場所　隅田公園リバーサイドギャラリー
▷問合せ　牧野 TEL 090（5498）0075
●皮革手芸教室（4月生）募集
▷日時　4～9月の火・土曜日午後0時30

分～3時30分
▷場所　サクライビル2階（蔵前2−2−5）
▷定員（先着順）　火曜日30人、土曜日20

人
▷内容　小銭入れ、キーホルダー、小物入

れ等の創作
▷費用　月額5,000円（共用費）
※材料・工具代は実費
▷申込方法　皮革振興会HPから申込むか

電話で下記問合せ先へ
▷問合せ　全国皮革振興会
　 TEL （3865）7457
●遺言・相続110番（弁護士による遺言・
相続関係の無料電話相談会）
▷日時　3月16日㈭午前10時～午後3時
▷問合せ　第一東京弁護士会　遺言センタ

ー TEL （3594）1154
●浅草公会堂ワークショップ「殺陣を体験
しよう」
▷日時　3月21日㈷　①親子クラス（小

学生の子供と保護者）は午前11時～午
後0時10分　②Kidsクラス（小学生）
は午後2時～3時

▷場所　浅草公会堂第3集会室
▷定員（先着順）　①5組　②10人
▷講師　井上謙一郎氏（殺陣師）

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 催しものなど▶︎ 会員募集▶︎

の ひ ろ ば民区

▷費用　①保護者1人・子供1人の場合
　4,000円、保護者1人･子供2人の場合

5,500円　②2,000円
▷申込期間　3月11日㈯午前9時～20日

㈪午後2時
▷申込み・問合せ　浅草公会堂
　 TEL （3844）7491
●泣き相撲出場者募集
▷日時　4月22日㈯（予備日は23日㈰）

午前11時
▷場所　浅草寺本堂裏広場「暫像」前（浅

草2−3−1）
▷対象　令和4年生まれの子供（希望があ

れば3年生まれの子供も可）
▷申込方法　往復はがきに住所・子供の氏

ふり

名
がな

・生年月日・性別・保護者の氏
ふり

名
がな

・
電話番号・メールアドレスを書いて下
記問合せ先へ

▷申込締切日　3月31日㈮（必着）
▷問合せ　〒111−0032　台東区浅草1

ー34ー7　井上ビル3階　浅草観光連盟
　 TEL （3844）1221
●初心者向けスマートフォン・パソコン相
談会（抽選）
▷日時　①4月8日㈯　②5月13日㈯　③

6月10日㈯午前10時、11時（約50分）
▷場所　生涯学習センター
▷対象　スマートフォン・パソコンの利用

方法がわからない初心者の方
▷定員　各6人（抽選）
▷申込方法　往復はがきまたはメールで氏

名・電話番号・希望日時（①～③）・や
りたい事を書いて下記申込先へ

▷申込締切日（必着）　①3月22日㈬　
　②4月26日㈬　③5月24日㈬
▷申込み　〒162−0823　新宿区神楽河

岸１ー1　10階　東京ボランティアセン

ターメールボックスNo.78　ITボランテ
ィア虹の会 メール itniji@yahoo.co.jp

▷問合せ　ITボランティア虹の会 中村　
TEL 050（3635）0414

●ヴァイオリンとピアノで贈る音楽の花束
「だれでもコンサート」
▷日時　3月21日㈷午前10時開場、10時

30分開演
▷場所　生涯学習センターミレニアムホー

ル
▷定員　300人（先着順）
▷費用　500円  
▷申込方法　メールに氏名、人数、子供の

人数と年齢、車椅子の有無を入力して
下記問合せ先へ 

▷申込締切日　3月20日㈪
▷問合せ　柏谷 TEL 090（4715）9019
　メール daredemoconcert@gmail.com

会員募集会員募集
●俳句「四季の会」（初心者歓迎）
▷日時　第4土曜日午後1時30分～3時30

分
▷場所　生涯学習センターほか
▷会費　月額500円
▷問合せ　梅原 TEL 090（5132）3147

官公署だより官公署だより
●所得税及

およ

び復興特別所得税・消費税及び
地方消費税・贈与税の申告と納税はお済み
ですか
　4年分の所得税及び復興特別所得税、贈
与税の申告・納税は3月15日㈬までです。
・浅草税務署内に申告書作成会場はありま
せん
　台東区の方の確定申告書作成会場は、3
月15日㈬まで、上野合同庁舎（東京上野
税務署〈池之端1−2−22〉）に開設して
います。会場受付は午後4時までです。会
場内の混雑緩和のため、会場への入場には

「入場整理券」が必要です。入場整理券の
配付状況に応じて、後日の来場をお願いす
る場合もありますので、なるべく早めにお
越しください。
　特に、期限間際になると会場は大変な混

雑が予想されますので、申告書は早めに提
出してください。納税には振替納税などの
キャッシュレス納付をご利用ください。
※入場整理券については、LINEアプリを

通じたオンライン事前発行も可能です。
詳しくは、国税庁HPをご覧ください。

・申告書を作成するときは
　国税庁HPの「確定申告書等作成コーナ
ー」を利用すると、税額などが自動計算さ
れ、所得税及び復興特別所得税、個人事業
者の消費税及び地方消費税、贈与税の申告
書の作成ができます。作成した申告書はマ
イナンバーカード等を利用して、ご自宅か
らｅ−Taxで送信できます。また、印刷し
て郵送等で提出することもできます。
▷申告書等の送付先　〒110−8655
　池之端1−2−22　上野合同庁舎
　「東京国税局業務センター」宛
▷問合せ　東京上野税務署
　 TEL （3821）9001㈹
　浅草税務署 TEL （3862）7111㈹
●上野労働基準監督署から～中小企業の事
業主の皆さんへ～
　4月1日㈯から月60時間を超える時間外
労働の割増賃金率が引上げられます。
▷問合せ　上野労働基準監督署
　 TEL （6872）1230
●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　3月8日㈬・22日㈬
　午後2時～午後3時30分
・面接対策セミナー　3月15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#

▷対象　4年度住民税均等割非課税世帯
と家計急変世帯

※電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支
援給付金（1世帯5万円）の対象世帯

▷申込方法　①対象世帯へ東京都から４
月末までにクーポンを郵送予定　②
クーポンに同封された申込用はがき
または専用サイトから申込み

▷問合せ　東京おこめクーポン事業コー
ルセンター TEL （5249）3553

東京おこめクーポン事業を実施します


