
【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5月7日㈰まで延長されました】　対象・要件等詳しくは、区HPをご確認ください。▷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

2　令和5（2023）年3月20日 広報 区の世帯と人口 129,002世帯（前月比＋315世帯）世帯数 207,848人（前月比＋207人）人口  【3月1日現在】
※住民基本台帳による

お知らせお知らせ

区役所の組織およびレイアウト
が一部変わります

①（仮称）北上野二丁目福祉施設整備担当
の新設
　旧上野忍岡高校跡地に建設予定の（仮称）
北上野二丁目福祉施設について、施設の整
備に向けた検討を推し進めるために、区民
部に「（仮称）北上野二丁目福祉施設整備
担当」を新設します。
▷組織名・電話番号　（仮称）北上野二丁

目福祉施設整備担当（区役所9階⑨番）
　 TEL （5246）1307
②介護予防・地域支援課の高齢福祉課への
統合および介護予防担当の新設
　高齢者福祉施策を一体的・総合的に推し
進め、高齢者支援の一層の充実を図るため、
介護予防・地域支援課を高齢福祉課に統合
し、介護予防担当を新設します。
▷組織名・電話番号　高齢福祉課（区役所

2階⑤番）・介護予防担当（区役所2階⑥
番） TEL （5246）1221
♦　以降、上記記事の共通項目　♦

▷変更後のレイアウトでの業務開始日
　4月3日㈪
▷問合せ　企画課 TEL （5246）1012

区では斎場を借上げています

　区民斎場は葬儀（通夜・告別式）専用の
施設です。
▷施設名（所在地）　①徳雲会館（東上野

4－1－4　徳雲院内）　②千松閣（清川
1－1－2　本性寺内）

▷利用料金（本人負担額）　①20万円　②
8万円

▷利用できる方　死亡日に区内に住所を有
していた方の葬儀を行う方か、区内に
住所を有する喪主

▷問合せ　区民課 TEL （5246）1123

金杉区民館下谷分館外壁工事
に伴う利用について

　4月1日㈯～9月末で金杉区民館下谷分
館の外壁工事を予定しています。工事期間
中は、足場を組み立てて作業を実施します。
　また、騒音・振動・臭い等の発生の可能
性がありますので、利用に差し支える場合
は他区民館の利用もご検討ください。ご迷
惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をよ

ろしくお願いします。
▷問合せ　金杉区民館下谷分館
　 TEL （3873）1731
　区民課
　 TEL （5246）1123

国立西洋美術館再開の
お知らせ

　館内整備が完了し、3月18日㈯より常
設展を再開します。
▷開館時間　午前9時30分～午後5時30

分（金・土曜日は午後8時まで）
※入館は閉館の30分前まで
▷休館日　毎週月曜日
※月曜日が祝休日の場合は、翌平日が休館
▷常設展観覧料　一般500円
　大学生250円
※高校生以下・18歳未満・65歳以上・心

身に障害のある方と付き添い者1人は無
料（入館の際に学生証または年齢確認
できる物、障害者手帳を提示）

●企画展「憧憬の地ブルターニュ　―モネ、
ゴーガン、黒田清輝らが見た異郷」、小企
画展「橋本コレクション展―指輪よりど
りみどり」のご案内
▷期間　6月11日㈰まで
※詳しくは、右記二次元コードよりご確認

ください。
▷場所・問合せ　国立西洋

美術館（台東区上野公園
7－7）

　 TEL 050（5541）8600
　（ハローダイヤル）
▷問合せ　都市交流課
　 TEL （5246）1193 

旧坂本小学校跡地暫定広場が
オープンします

　旧坂本小学校の跡地（下谷1－12－8）
に、暫定広場がオープンします。広場内に
は、小さな子供とその保護者等が、ボール
で遊ぶことができる簡易なスペースも設け
ます。詳しくは、区HP（下記二次元コード）
をご確認ください。
▷オープン日　4月1日㈯
▷問合せ　経理課
　 TEL （5246）1081

　

●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

　
休日や夜間の
相談窓⼝

（24時間対応含む）

　平日日中の相談窓⼝

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はこちら

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。

　
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、マスクの着用が推奨されています

～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

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

〈症状のある場合など〉
症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方、同居する家族に陽
性となった方がいる方は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。
通院などでやむを得ず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

　　 　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

●4年秋から実施しているオミクロン株対応ワクチン接種は、5月7日㈰で終了となります
・12～64歳で基礎疾患を有する方等以外の方は、5月8日㈪～8月まで接種することができませんのでご注意ください。
※5～11歳の方については、8月まで接種することができます。
●5年度の接種スケジュールについて　5年度も、自己負担なしでワクチンを接種できます。

●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）の追加接種（3・4回目）
として、オミクロン株対応ワクチンの接種を
開始しました。接種券が届き次第予約ができ
ますので、下記予約方法をご確認ください。
▷接種券発送日（予定）
・2回目接種を2月7日までに終えた方は3月

15日に発送済み
・3回目接種を2月7日までに終えた方は3月

24日㈮

厚生労働省HP
「マスクの着用

について」

　

新型コロナウイルス感染
症に限らず、「救急車を
呼ぶべきか」、「すぐに病
院に行くべきか」など、
判断に迷う場合に、医
師や看護師等の専門家
に相談できる窓口です。

●3・4月の接種会場

5月8日㈪～8月
（令和5年春開始接種）

9月～
（令和5年秋開始接種）

初回接種
（1・2 回目）を終了

した方のうち

65歳以上の高齢者
医療機関や高齢者施設等の従事者 ○ ○

5～64歳 基礎疾患を有する方等 ○ ○
上記以外の方 － ○

※○のついている時期に接種できます。
※初回接種（乳幼児、小児、12歳以上の方）についても、現在の接種を継続して行います。接種会場は下表をご確認ください。

会場（住所）
※すべてファイザーワクチン会場

となります

12歳以上の方 小児（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

初回接種
（1・2回目）

オミクロン株対応
ワクチン接種

初回接種
（1・2回目）

台東病院（千束3－20－5） ○ ○ ー ○ ○ ●病院・集団接種会場の予約
▷インターネット予約
　（18歳以上の方のみ受付）
　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） ○ ー ○

（病院内小児科での接種）
○

（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）
※院内での接種 ○ ー ー ー ー

浅草寺病院（浅草2－30－17） ○ ー ○ ー ○
区内診療所 ○ ー ○ ○ ○

北上野二丁目特設会場
（北上野2－24） ○

3月31日㈮で終了となります。
※予約なしでの接種、区内在勤（学）およびその同居家族の方も接種ができます。

まだお済みでない方は、早めの接種をお願いします。

▲予約サイト︎

▲接種会場一覧

出典：厚生労働省HP「マスクの着用の考え方について」
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