広報

池之端児童館の大規模 改
修工事について

●工事に伴い、乾電池の資源回収
拠点を休止します
休止期間中は、左記の回収場所
にお持ちください。
▽期間 ６月１日㈭～ 年３月末

ある場所をぜひ確認してください。
なくなります。ご理解・ご協力を
「こども 番」の協力者（緊急避
お願いします。
▽問合せ 台東子ども家庭支援セ 難場所提供者）になっていただけ
ンター
☎（３８３４ ４
) ５７７
台東一丁目区民館
☎（３８３４）４４０８
区民課区民施設係
☎（５２４６）１１２３

～ 地 震 に 備 えて ～ 家 具 転
倒 防 止器 具の取 り 付 けを
助成します

るご家庭や店舗、事業所の方は、
左記問合せ先へご連絡ください。
▽問合せ 学務課
☎（５２４６）１４１２

平 成 年第２回台東区議
会定例会が始まります
本会議や委員会は、どなたでも
傍聴することができます。
ぜひ、議会の傍聴にお越しくだ
さい。
▽日程 ６月５日㈪～ 日㈬
※会議予定等、詳しくは区議会ホ
ームページをご覧ください。委
員会の生中継や録画中継を見る
こともできます。

求 職 者 向 け 説 明 会＆施 設
めぐりん

高齢施設、児童施設での勤務に
従事する方を募集します。
▽日時
・施設見学・法人説明会 ６月
日㈯、 日㈯午前 時～正午
・採用説明会 ７月５日㈬午前９
時～ 時
▽対象 中途採用者、 年４月１
日採用の新卒者
▽申込方法 希望日・氏名・電話
番号を電話か電子メールで左記
問合せ先へ
▽申込締切日 各開催日の２日前

▽場所・問合せ 台東区社会福祉
事業団☎（５６０３）２２２８

メール
taitojd-somu@bz
03.plala.or.jp

受 験 生チャレンジ支 援 貸
付事業

れます。
▽対象 区内在住で次の要件に該

当する世帯 ① 年４月１日現
在、中学３年生か高校３年生、
それらに準ずる子供（高卒認定
合格者等）を養育している ②
世帯の課税所得または総収入金
額の合計額が一定基準以下
※この他に要件あり、詳しくは左
記へ
▽貸付限度額 学習塾等受講料
万円、高校受験料２万７千
円、大学等受験料８万円
▽申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会生活支援室
☎（５８２８）７５４７

【日曜開庁】毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。

６月 日㈯から 年３月中旬ま
で、大規模改修工事のため、児童

台東子ども家庭支援センターの
拡張工事に伴い、９月から 月
（予定）まで一部施設を利用でき

台東子ども家庭支援セン
ターの拡張工事について

館の施設利用ができなくなります。 （予定）
▽回収場所 上野地区センター等
これに伴い、一部事業を縮小（日
最寄りの拠点回収場所
曜開放は休止）し、近隣の公共施
設等を活用して、事業を行います。 ▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１２９１
※池之端こどもクラブは忍岡小学
校内に仮移転します。
※詳しくは左記問合せ先へ
▽問合せ 児童保育課放課後対策
担当☎（５２４６）１２３５
行事等については、池之端児童
館
☎（３８２３）６６４４

▽対象 次のいずれかに該当し、
初めて助成を受ける区内在住の
方 ① 歳以上の高齢者のみの
世帯 ② 歳以上の高齢者が在
宅で生活し、世帯全員の住民税
が非課税の世帯
▽内容 家具転倒防止器具を無料
で１世帯３点まで取り付け（１
回限り）
▽申込み・問合せ 高齢福祉課総
合相談・給付担当（区役所２階
⑤番）
☎（５２４６）１２２２

イド」から「税金と保険・年金」
の「介護保険」内「事業者情報（区
民の方へ）
」に「介護サービス事
▽問合せ 区議会事務局
業者の求人情報」を掲載していま
☎（５２４６）１４７３
す。
※仕事内容・採用等、詳しくは各
介 護 相 談員を派 遣してい
事業者にお問合せください。
ます
▽問合せ 介護保険課事業者担当
介護相談員とは、利用者や家族
☎（５２４６）１２４３
からのサービスに対する要望など
年度「区長と語る会」
の相談に応じ、事業者との橋渡し
結果報告書がまとまりま
の役割を担う専門の相談員です。
した
区では、介護相談員を区内の特
別養護老人ホームや老人保健施設、 「区長と語る会」は、区の広聴
活動の一環として、区長が直接区
民の皆さんからご意見・ご要望等
をお聴きし、区政に反映させるこ
デイサービスなどに派遣し、利用
者とコミュニケーションを図り、
また、事業者のサービスの質の向
上につなげるよう努めています。

介護相談員を受け入れている施
設では、ポスター等を掲示してい
ます。気軽にご相談ください。
▽問合せ 介護保険課事業者担当
☎（５２４６）１２４４

400

「こども 番」にご協力く
ださい
近年、登下
校時の子供が
狙われる痛ま
しい事件が連
続して発生し
ています。

区では、子
供を犯罪から
守るため、
「こども 番」への協
力をお願いしています。この事業

は、登下校時の通学路をはじめ、
放課後の一般道・公園等で子供た
ちが「知らない人からの声かけ」
「痴漢」
「つきまとい行為」などの
被害に遭った・遭いそうになるな
ど、身の危険を感じた場合に、助

とを目的に開催しています。
▽実施団体 地区町会連合会（
地区）
、町会連合会女性部、区
内中学生、
区内団体（女性会員）
、
青年団体
▽閲覧場所 区役所３階⑦番区政
情報コーナー、図書館のほか、
区ホームページ「区民の声」に
掲載
▽問合せ 広報課広聴担当

10

学習塾・通信講座等の受講料、
高校・大学等の受験費用を無利子
で貸付しています。
高校や大学等に入学した場合は、
申請により貸付金の返済が免除さ

※1事業者につき1年に1回のみの申込みとなります。なお、不実行
の場合は、この限りではありません。
※「夏季特別資金」に代わる制度です。
▷問合せ 産業振興課融資担当（小島2−9−18 中小企業振興セ
ンター内）☎（5829）4128

29

国民健康保険加入者の皆さんへ

ん）でも申込可（区役所２階
⑪番国民健康保険課保険料係

所・同分室、金融機関、区指
● 年度分（４月～ 年３月）
定のコンビニエンスストア
の国民健康保険料納入通知書を
（納付書にバーコードがつい
発送します
ている場合）
１年分の保険料を支払う回数
は、６月～ 年３月の 回です。※口座振替の世帯は、原則とし
て月末に指定口座から引き落
年度の国民健康保険料は、被
とします（一括の場合は６月
保険者の 年中の所得をもとに
計算します。詳しくは通知書を
末に引き落とし）
。
ご覧ください。
・特別徴収（年金からの引き落
・普通徴収（納付書または口座 し） ７月中旬に特別徴収決定
振替で支払い） ６月 日㈭に
通知書を発送
納入通知書を発送
▽問合せ 国民健康保険課資格
▽納付場所 区役所、区民事務
係☎（５２４６）１２５２
●国民健康保険料のお支払いは
金融機関の口座振替が便利です

▽申込方法
のみ）
・口座のある金融機関または区 ※利用できる金融機関について
役所２階⑪番国民健康保険課
は左記へお問合せください。
※生体認証ＩＣキャッシュカー
ド等、一部利用できないカー
ドがあります。
※必ず口座名義人の方がお越し
ください。
※詳しくは左記へ
▽問合せ 国民健康保険課保険

パソコンで区 内 介 護 サー
ビス事業者の求人情報が
見られます

☎（５２４６）１０２３

30

必要書類

20

信用保証

10

基本的要
件

110

区ホームページの「暮らしのガ

この下は広告欄です。内容については各広告主にお問合せください。

融資金額
資金使途
貸付期間
貸付金利

24

申込期間

30

保険料係、区民事務所・同分
室へ国民健康保険証・通帳・
届出印を持参
※郵送でも申込可。口座振替依
頼書の郵送を希望の場合は下
記問合せ先へ
・通帳・届出印の代わりに金融

けを求める緊急避難場所を地域に
設けるものです。
ご家族で、ステッカーが貼って

11

11

28

▲2次元コード

通年
次の全てに該当する法人または個人事業者
・法人は台東区内に営業の本拠かつ本店登記を、個人は
台東区内に主たる売上のある事業所を有し、同一事業
を同一場所で1年以上営み、今後も区内で営業を続ける
・申込みする日までに納付すべき法人税（所得税）、事業
税および住民税を完納している
・東京信用保証協会の定める保証対象業種を営む中小企
業者であり、許認可を必要とする業種については許認
可を受けている
・中小企業信用保険法に定める中小企業者
・個人は収入金額の過半数を当該事業から得ている（給
与所得者の副業と認められるものは対象外）
500万円以内
運転資金
1年以内（うち据置期間は3か月以内）
1.5％以内（区補助1.2％以内、本人負担0.3％）
原則として、東京信用保証協会の信用保証が必要。信用
保証料は、区が全額補助。
前回あっ旋日から5年経過した場合、初回申込と同じ書類
が必要（証明書は発行日から3か月以内のもの）
・融資あっ旋申込書
・法人は法人税申告書・決算書・勘定科目内訳明細書等控
一式、個人は確定申告書・青色申告決算書等控一式（申
告書控には税務署受付印または電子申告受信通知が必要）
・法人は法人税（その1）または法人事業税の納税証明書、
個人は所得税（その1）または個人事業税の納税証明書
・営業地の不動産建物謄本（所有）
、賃貸借契約書（賃貸）等
※無償貸借は要問合せ
・許認可証・届出書・登録証
・実印（法人は法人実印）
・初回（5年経過）申込・変更のある方は商業登記簿謄本、
印鑑証明書、不動産建物謄本（所有）
、賃貸借契約書（賃
貸）
、許認可証、情報提供に関する同意書等

E

「台東区中小企業短期運転資金」
融資あっ旋をご利用ください
28

11

29

30

料係
☎（５２４６）１２５６

▲「こども110番」ステッカー
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機関のキャッシュカード（ク
レジットカードではありませ
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