これまで以上に効果的な観光振興
事業およびＰＲ活動を実施する。
また、広域的に観光施策を展開す

所を円滑かつ早急に開設できる体
制や避難者による自主管理での運
営体制の強化を図る。

要な道具類や作業チェックリスト
などを収納した「避難所運営キッ
ト」を順次、作成・配備し、避難

●墨田区との連携推進
万円 ●区民の防災力向上 ２千 万円
互いの観光資源を有効に活用し、 発災時の避難所開設や運営に必

●（仮称）谷中子育て支援施設
１億１千 万円
「いっとき保育」および「ひろ

負担を軽減するため、授業料以外
の進学にかかる経費（入学金等）
の一部を奨学金として支給する。

●奨学給付金
２千 万円
高等学校等への進学の経済的な

花育成ボランティアである「花
の心フラワーサポーター」への支
援充実や、隅田公園などを花と緑

いきと安心して暮らし続けられる
ように、地域住民が主体となった
生活支援・介護予防サービスの充

●認知症総合支援
２千 万円
認知症の方やその家族に早期に
関わる「認知症初期集中支援チー
ム」を設置し、
認知症の早期診断・
早期対応に向けた支援体制を更に
充実する。
万円
●生活支援体制整備
高齢者が住み慣れた地域でいき

・ 年度保育所等施設整備数
認可保育所５か所、小規模保育
施設４か所、家庭的保育事業
１か所
・御徒町保育室（公設民営）
年４月から５年間、区有地を
暫定活用して保育施設を開設
する。

保育需要の高い傾向が続いている
ことなどから、子育て支援の充実
を図る。

備や、子育て家庭への支援などに
より、教育・保育環境の向上に努
めてきたが、就学前人口の増加や

９億３千 万円
これまで、教育・保育施設の整

●子育て支援の充実

暮らしやすいまち

●（仮称）障害者アーツ
万円
障害の有無にかかわらず、だれ

ることにより、地域の活性化を図
る。 年度は、ラグビーワールド
カップ２０１９の開催も視野に入

●花の心プロジェクト
６千 万円

いきいきとした
個性あるまち

もが文化に親しめる環境を整備す
るため、現在、区内で取り組まれ
ている文化芸術活動の実態を踏ま

れ、合同プロモーション等を実施
する。

ば事業」を実施する子育て支援施
設を新たに１施設整備し、子育て
世帯の一層の利便性向上を図る。

で彩るための調査を実施する。ま
た、新たに（仮称）駒形橋ポケッ
トパークに花壇を整備する。

538

●障害者スポーツ普及促進 万円
パラリンピッ
ク競技種目であ
るシッティング
バレーボールの
全国規模の大会
を日本パラバレ
ーボール協会と
共催し、区民に間近でハイレベル
な障害者スポーツ競技を観戦する
機会を創出する。

区民の活動と
区政の推進

●住宅宿泊事業事務
万円
民泊サービス（住宅を活用して
提供する宿泊サービス）の健全な
普及を図るため、住宅宿泊事業法
が 年６月 日に公布された。宿
泊者および区民の安全と安心を第
一に考え、住宅宿泊事業の適正な
運営を推進する。

問合せ：財政課☎（5246）1071

予算額の内訳は3面をご覧ください。詳しくは、区ホームページをご覧ください。

世 帯 数

116,219 （+61）
人

196,287（+153）
口

にぎわいと活力のまち

え、活動の活発化に向けた取り組
みの方向性を検討する。また、そ
の内容をシンポジウムにおいて広

●江戸下町伝統工芸館の
リニューアル
２億３千 万円

５月より江戸下町伝統工芸館のリ
ニューアル工事を実施する。

●特色ある公園の整備
２億９千 万円
歴史資源の活用や回遊性の向上

台東区が世界に誇る宝物である
伝統工芸品の魅力を、これまで以
上に区内外に発信するため、 年

※工事期間中は閉館
万円
●江戸創業事業所顕彰
台東区には、伝統的な工芸や匠

実を図り、地域全体で高齢者の生
活を支える体制づくりを進める。
●重症心身障害児（者）等
万円
在宅レスパイト
在宅生活を送っている医療的ケ
アの必要な重症心身障害児（者）
等をケアする家族の休息を目的と
して、訪問看護師が自宅等に出向
き、一定時間、家族の代わりに医

療的ケアを行う。

をコンセプトにした山谷堀公園の
改造工事に加え、大名屋敷庭園の
い
名残りを活かした御徒町公園の改
造工事を行う。また、区立駒形中
学校に隣接し、スポーツコーナー
がある山伏公園の改造工事に向け
た設計を行う。

318

872

466

613

974

30

264

435

678

251

200

の技、食文化など、数多くの魅力
ある、世界に誇れる「宝物」があ
る。そこで、伝統に根ざした技術
や産品等を有する区内事業所を顕
彰し、区のさまざまな媒体やイベ
ント等を活用して国内外にその
「宝物」を発信する。

16

く発信する。
●講演会シリーズ
万円
「江戸から学ぶ」
江戸から明治に時代が変わった
年の節目を迎え、台東区に今も
なお色濃く残る江戸文化に対する
理解を深め、その魅力を発信する
ため、江戸をテーマにした講座や
シンポジウム等を行う。
●旧東京音楽学校奏楽堂改修
３億５千 万円

国指定の重要文化財建造物であ
る旧東京音楽学校奏楽堂は、 年
度より経年劣化した箇所の補修と

耐震補強等の保存活用工事を行っ

オープンを目指す。

234

30

29

732

観光連携協定
締結時の様子

30

522

外観イメージ

30

164

391

915

◀︎2階音楽ホール
「奏楽堂」パイプオルガン

27
30

前月比
住民登録

広報

2/20

150

外観▶︎

ている。引続き工事を進め、 年
６月の竣工、 月のリニューアル
11

30年度の予算案が、2月9日から開会している平成30年第１回区議会定例会で審議されています。
予算総額は1,457億7,039万円で、前年度予算に比べて18億8,526万円（1.3％）の減になりました。
このうち、一般会計は1,006億円で、前年度に比べて18億円（1.8％）の増となっています。
下記のとおり、主な事業を紹介します（金額は千円単位を四捨五入）。

一般会計
予算案
1,006億円

区の世帯と人口（2月1日現在）
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平成30年度予算案がまとまりました

平成30（2018）年 2月20日

はじめに
平成という時代も 年の節目を
迎え、この間、日本は超高齢社会

つながり、台東区の未来を支える
力になるものと確信しています。
そこで本年を、
「江戸ルネサン

り組みが本区のさらなる活性化に
します。

ス元年」と位置付けて、本区の輝

を迎え、人口減少時代に突入しま かしい未来に向けた新たな始まり
した。
情報通信技術が急速に発展し、 の年とするため、江戸の文化をテ
さまざまな分野で加速度的にグロ ーマとしたトークショーや、昨年
月に観光分野における連携協定
ーバル化が進んでいます。東日本
大震災をはじめとする未曾有の自 を締結した墨田区と共同で、シン
然災害も相次いで発生しました。 ポジウムや史跡散歩を開催するな
国は、
「働き方改革」をはじめ ど、さまざまな事業を展開してい
とする新しい政策を次々と打ち出 きます。
さらに、台東区の地域資源を
し、
「一億総活躍社会」を創り上
げるため、取り組みを加速させて 「江戸ブランド」として一層魅力
あるものに磨き上げ、
「江戸ブラ
います。
い
このように、社会が大きく変革 ンド」を活かしたシティプロモー
する中にあっても、区民の生命と ションを展開し、本区のさらなる
暮らしを守り支えることが、基礎 活性化につなげてまいります。
的自治体の長である私の変わらぬ
おもてなし環境の
使命であります。私は、区民の生
整備について
活を第一に考え、区民の誰もが安
「花の心プロジェクト」では、
全で安心して健やかに暮らし続け
られるまちを築き上げるため、本 昨年 月、地域の皆様に「花の心
まい
年も全身全霊で区政に邁進してま フラワーサポーター」として、区
いります。

江戸の魅力の継承と
未来への発展について

10

機能トイレを整備します。あわせ
て、四季折々の花で飾られたポケ
ットパークを併設し、地域にうる

誰もが安心して快適に観光を楽
しめる環境の整備を進めるため、
駒形橋際公衆トイレを改築し、多

た「花の心」を大切に育て成長さ
せながら、引き続き、本プロジェ
クトを推進していきます。

道や公園の花壇で草花を育ててい
ただく取り組みをスタートさせま
した。来年度は、小中学校などに
ご協力をいただき、地域で育まれ

10

おいと安らぎを与える空間を創出

平成 年度
予算案について

江戸下町伝統工芸館のリニュー
アルにあたっては、タッチパネル
と大型モニターを設置し、伝統工
芸の製品と職人を紹介する情報を
配信するほか、展示の充実を図り、

一 元気な地域産業と商店
街の創造に向けた取り組み

的に予算配分を行いました。

ては、
「予算編成方針会議」を開
催し、全庁的な意識の共有化を経
て、必要な取り組みに対して重点

本区の財政状況は、歳入では、
特別区税や特別区交付金の増を見
込むものの、国の税制改正の大綱
に、地方消費税の清算基準の見直
しが盛り込まれるなど、今後の財
政運営への影響が懸念されます。
一方、歳出では、待機児童対策を
はじめとする子育て支援や、高齢
者・障害者へのサービス、低所得
者への支援、区有施設の長寿命化
への対応など、さまざまな行政需
要が増加傾向にあり、予断を許さ
ない状況です。予算編成にあたっ

30

30

台東区は、町人文化が大きく花
開いた江戸の中心にあり、洗練さ
れた美意識や生活文化は、幾多の
時代を超えて今に受け継がれ、な
みず みず
お瑞々しく活力に溢れています。
江戸からつながる伝統文化は、ま
さに、本区のアイデンティティー
であり、台東区を成長・発展させ
てきた活力の源です。
「江戸に学
び、未来を拓く。
」私は、この取

人観光客向けのガイドツアーを開
始するなど、観光客の満足度を高
める取り組みを推進し、さらなる
おもてなしの向上に努めてまいり
ます。

また、東京都とも連携して、観
光案内板を計画的に整備し、まち
なかの観光案内の充実を図り、観
光客の利便性向上に努めます。
加えて、谷中地区において外国

医療・介護等の専門職と医師で
構成する「認知症初期集中支援チ
ーム」を設置し、認知症または認

出産に臨めるよう、妊婦健康診査 に向けた検討を進め、障害のある
における超音波検査の助成回数を 方もともに楽しめる音楽会やシン
増やします。また、里帰り等によ ポジウムを開催するなど、障害の
り 区外の医療機関で定期予防接 有無にかかわらず、誰もが文化芸
種を受けた場合や、おたふくかぜ 術に親しめる機会の充実を図りま
の予防接種にかかる費用を助成し、 す。
月に予定される旧東京音楽学
妊産婦や乳幼児の疾病予防と健康
校奏楽堂のリニューアルオープン
管理の充実を図ります。

経済状況に左右されず、安心して
学習に取り組めるよう、入学金や

制服代などの進学費用の一部を給

歴史と文化が薫る、魅

付する制度を創設します。

五

てまいります。

の住民への事前周知、苦情等に迅
速に対応できる体制の確保などを
定め、事業者等への指導を徹底し

地域住民の安全で快適な生活環境
と宿泊者の安全・安心を守るため、
提供する住宅の管理形態による実
施期間の制限をはじめ、周辺地域

の確保を目的とした「東京都台東
区住宅宿泊事業の運営に関する条
例」を本定例会に提出しています。

クールソーシャルワーカーを増員
し、相談・支援体制の強化を図り、 「住宅宿泊事業法」が６月に施
学校や家庭、関係機関との連絡調 行されることを受け、本区におい
ても、住宅宿泊事業の適正な運営

整をより円滑に進め、子供が抱え
る問題の早期解決と未然防止に取

り組んでいきます。
さらに、高等学校等へ進学する

断・早期対応に向けた支援体制を
強化します。
また、人工呼吸器や痰の吸引な
どの医療的ケアを必要とする障害

知症の疑いのある方のご家庭を訪
問するなど、適切な医療や介護サ
ービスにつなげ、認知症の早期診
したことがない方でも避難所の開
設や運営に携わることができるよ
う、
「避難所運営キット」を順次

のある方のご自宅等に看護師を派
遣し、日々介護にあたる家族が少
しでも休息をとれるよう、負担の

意欲のある生徒が、家庭の環境や

避難所に配備し、地域の防災力を
高める取り組みを強化します。
また、通電火災の抑止に効果的

定期的に健診を受診し、安心して

軽減を図ります。
力ある国際文化観光都市の
出産年齢の上昇などにより、妊
創造に向けた取り組み
婦の健康管理の重要性が高まる中、
障害者の文化芸術活動の活性化
部の一部地域にも拡大し、普及啓

11

発を促進します。
浅草保健相談センターの新施設 に際しては、演奏会などのさまざ
さらに、防災行政無線のデジタ 整備にあたっては、
「母子健康包 まな記念事業を展開し、区民の皆
ル化を計画的に進め、高性能スピ 括支援センター」の機能を拡充し、 様に文化芸術に親しむ機会を提供
ーカーの導入やメール配信機能と 妊娠期から子育て期までの切れ目 するとともに、国の重要文化財で
の連携強化により、迅速かつ確実 のない支援を行ってまいります。 もある奏楽堂の歴史や価値を広く
な情報発信体制の整備に努めてま
発信していきます。
四 家庭の絆を大切に、子
いります。
また、本区の文化芸術を支える
供の豊かな未来の創造に向
無電柱化の推進は、都市防災機
未来の担い手の支援・育成をより
け
た
取
り
組
み
能の強化、安全で快適な歩行空間
一層充実させるため、新たに、東
の確保、良好な都市景観の創出を
認可保育所や緊急保育室、小規 京藝術大学の音楽分野で学ぶ優秀
進めるうえで、重要な課題です。 模保育施設などを整備し、引き続 な卒業生や修了生に、台東区長賞
本区においても、東京都の補助制 き待機児童の解消に取り組んでい を授与します。
度を活用し、谷中と浅草の一部地 きます。
「たいとう文化発信プログラム」
域を対象に、今後の事業化に向け
全ての児童が安全・安心に過ご では、３月に、専用のウェブサイ
た検討調査を行っています。来年 せる放課後の居場所づくりを進め トを開設し、ロゴマークの活用と
度は、整備手法等を検討するため、 るため、大正小学校に放課後子供教 あわせて、一体感のあるＰＲを展
両地域で調査を継続し、無電柱化 室を、石浜小学校にこどもクラブ 開していきます。この取り組みを
の実現に取り組んでまいります。 を開設します。現在改築工事中の 進め、本区が持つ多彩な文化の魅
蔵前小学校については、新校舎に 力を次代へ継承し、さらなる文化
移転後、高学年障害児保育にも対 振興を目指してまいります。
応するこどもクラブを開設します。
住宅宿泊事業について
また、教育支援館に配置するス

三 人情あふれる福祉と健
やかな暮らしの創造に向け
た取り組み

23

な、感震ブレーカーの設置助成お
よび簡易型感震ブレーカーの無償
配布の対象地域を、根岸と浅草北

大規模災害の発生時には、地域
の皆様の自主的な管理により、避
難所の運営を行っていただく必要
があります。そこで、訓練に参加

二 快適で安全・安心なま
ちの創造に向けた取り組み

に、伝統工芸の技術や品質の確か
さを身近に感じ、愛着を持っても
らえるよう、より親しみやすい施
設としてまいります。
また、商店街からの相談にきめ
細かに対応するため、商店街にア
ドバイザーを派遣し、専門的見地
から実情に即した助言や、積極的
な情報提供を行うことで、各種支
援制度の活用を促進します。
さらに、区民に個店の魅力を知
ってもらうため、
「まちゼミ」を
実施する商店街を支援します。加
えて、各店の自慢の逸品やサービ
スを紹介する冊子を作成し、効果
的に情報発信することで、近隣型
商店街の活力向上を支えます。

区の伝統工芸の高い技術力と優れ
た製品を後世に継承し、さらに発
展させていくため、より多くの方

多言語対応やＩＣＴを活用して、
ガイダンス機能を強化します。本

平成三十年第一回区議会定例会
区長所信表明（要旨）
第 1199 号 （2）

広報

【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。ひとりで悩まずにまずはご相談く
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☎3847−3611〉

広報

平成 年度予算編成に
あたって

区の財政状況は、歳入では、特別区税 それらを踏まえ、江戸を引き継ぐ歴史
や特別区交付金の増を見込むものの、国 と文化の発信やおもてなしのまちづくり、

健康

麻しん・風しん（ＭＲ）
定期予防接種第２期はお
済みですか

いご理解・ご協力をお願いします。 ▽申込方法 受診チケット裏面に
記載の医療機関へ電話で申込み
また、白血病等の血液難病者へ
※検診車の日程等、詳しくは受診
の骨髄等提供のため、骨髄バンク
への登録にご協力をお願いします。 チケット裏面をご覧ください。
▽受診期限 ３月 日㈯
▽問合せ 台東保健所保健サービ

▽日時 ３月 日㈮
午前 時～午後４時
▽場所 区役所正面玄関前

たばこの講演会・健康漫
才「たばこと健康～今か
らでも遅くない！禁煙大
作戦 」

ス課☎（３８４７）９４８１
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▽日時 ３月 日㈭午後３時
▽場所 台東病院２階会議室

台東区の国民健康保険加入の方
に年２回、保険診療にかかる医療
費等（柔道整復師・針きゅう師・
マッサージ師等の施術費用を含
む）を通知します。皆さんの健康
管理、医療費の管理にご活用くだ
さい。今年度第２回目の医療費通
知は３月上旬に送付します。
▽問合せ 国民健康保険課給付係
☎（５２４６）１２５３

医 療 費 通 知を送 付してい
ます

保険・年金

▽講師 児玉崇志氏（台東病院医
師）
、宮田陽・昇（漫才師）
・おいしい空気おもてなし店（禁
煙・分煙協力店）をご存じですか
受動喫煙防止
のため、区内飲
食店の申請によ
り「 禁 煙・ 分 煙
協力店」を
登録し、区
ホームペー
ジ等で紹介
しています。
登録店舗・
要件等、詳しくは左記へ
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４０６
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▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４０１

女性医師による女性のた
めの健康相談「婦人科」
（予約制）

▽日時 ３月 日㈬午後２時 分
～４時 分（１人 分程度）
▽場所 台東保健所４階
▽対象 区内在住か在勤の女性で
更年期や月経障害、不妊などで
お困りの方
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎（３８４７）９４９７

対象者には、受診チケットを送
付しました。
▽対象 今年度、偶数年齢になる
歳以上の女性
▽検診内容 問診およびマンモグ
ラフィ
▽受診場所 永寿総合健診・予防
医療センター、鶯谷健診センタ
ー、浅草病院、検診車（区役所
正面玄関前、台東リバーサイド
スポーツセンター前）

乳がん検診を受けましょ
う

区施設４か所（区役所・台東保
健所・浅草保健相談センター・生
涯学習センター）で、展示とリー
フレット等の配布を行います。ぜ
ひお立ち寄りください。
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４９７
浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１

３月１～８日は「女性の
健康週間」です

30

今年度の接種期限は３月 日㈯
です。接種が済んでいない子供は、

早めに接種しましょう。予防接種
予診票が手元にない場合は、左記
へお問合せください。
▽対象 平成 年４月２日～ 年
４月１日生まれの子供

▽接種回数 １回
区内協力医療機関
▽実施場所
▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４７１

街かど健康教室

▽日時 ３月７日㈬
午後３時～４時
▽講師 相田依里奈（診療部）
▽テーマ 風邪について
▽場所・問合せ 台東病院
☎（３８７６）１００１㈹

パーキンソン病患者さん
のための体操教室

▽日時 ３月 日㈭
午後１時 分～３時 分
▽場所 台東保健所３階大会議室

情報交換会
▽持ち物 運動できる服装、飲み
物
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健予防課
☎（３８４７）９４０５

献血と骨髄バンクへの登
録にご協力を

20

‼

23

14

31

平成 年度は、区政運営の最高指針と
なる基本構想を策定し、本区の明るい未

5.5%

10

30

の税制改正の大綱に、地方消費税の清算 誰もが安心して暮らせるまちづくり、障
基準の見直しが盛り込まれるなど、今後 害者の文化・芸術・スポーツ活動の推進
「躍進台東 新しい台東区」の実現
の財政運営への影響が懸念されます。 など、
一方、歳出では、待機児童対策を始め を力強く押し進めるとともに、これまで
とする子育て支援や、高齢者・障害者へ 取り組んできた各施策を着実に実施でき
のサービス、低所得者への支援、区有施 るよう、予算配分を行っています。

⑫産業経 地域産業の振興、消費者保護にか
済費
かる費用

来を切り拓いて行くための、新たなスタ
ートを切る年です。
国は、経済見通しについて、海外経済

まちづくりの推進、道路・公園の
整備にかかる費用

の回復が続く下、雇用・所得環境の改善
が続き、経済の好循環が更に進展する中
で、
「民需を中心とした景気回復が見込

⑪土木費

24

▽対象 区内在住か在勤の方
人（先着順）
▽定員
▽内容 マットを使用した体操、

30

健康づくり、環境の保全、清掃事
業にかかる費用

23

23

15

30

見直し額

設の長寿命化への対応など、さまざまな 私は、これらの予算を着実に執行し、
行政需要が増加傾向にあり、予断を許さ 区民の生活と地域の活力を一層高める
よう、全力で取り組んでいきます。区
ない状況です。
平成 年度予算は、編成に先立ち「予 民の皆様のご理解とご協力をお願いい
算編成方針会議」を開催し、区政の課題 たします。

学校・保育園の整備・運営、生涯
⑧教育費
学習の振興にかかる費用

台東区長

1,457億7,039万円

⑤地方消 地方消費税を財源として、人口と
費税交付 従業者数に応じて交付される交付
金
金

や財政状況などについて全庁的な意識の
共有化と庁内議論を深めました。

合計

④都支出 区が行う事業に対して都から支出
金
される負担金や補助金など

まれる」とする一方、
「海外経済の不確
実性や金融資本市場の変動の影響等に留
意する必要がある」との認識を示してい
ます。

2億7,718万円

15

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

40

歳出

1億2,021万円

病院施設会計

管理的経費等の見直し
3億4,200万円の減
1.0% （委託など）
△3万円 △0.0% 使用料・手数料改定お 3,700万円の歳入増
△4,223万円 △13.2% よび歳入確保
見直し総額
5億8,500万円
△18億8,526万円 △1.3%
老人保健施設会計

1億5,300万円

159億4,200万円
介護保険会計

2億5,000万円

48億1,400万円
後期高齢者医療会計

③特別区 区民の皆さんに納めていただいて
税
いる特別区民税など

30

高齢者や児童、障害のある方、生
⑦民生費 活に困っている方への給付にかか
る費用

歳入

240億1,700万円
国民健康保険事業会計

区議会の運営、特別会計への繰出
金、特別区債の償還にかかる費用
⑭その他

区の施設の使用料、各種証明発行
手数料、貸付金の返還金など
⑥その他

2億600万円の減
△40億4,600万円 △14.4%

事務事業等の見直し
（16事業）
1.8%
18億円
1,006億円
一般会計

前年度比較での見直し内容
30年度予算の見直し区分
伸び率
前年度比
30年度予算規模
会計別予算の規模
会計名

⑩衛生費

⑪土木費
69億7,286万円
6.9%

災害対策、区民館等の運営にかか
る費用

⑬文化観光費
20億2,271万円
2.0%

②国庫支 区が行う事業に対して国から支出
出金
される負担金や補助金など

②国庫支出金
⑧教育費
221億6,792万円
234億2,469万円
③特別区税 22.1%
23.3%
⑨総務費
214億
103億
4,587万円
7,173万円
①特別区
⑦民生費
21.3%
交付金
10.3%
366億
287億円
1,700万円
28.5%
36.4%

⑬文化観 文化・観光事業の振興にかかる費
光費
用

⑫産業経済費
34億7,761万円
3.5%
⑭その他
89億7,505万円
8.9%
⑥その他
157億8,908万円
15.7%

歳出

30

30

市町村税である固定資産税等を都
①特別区
が徴収し、都区の事務分担に応じ
交付金
て分配する交付金

一般会計予算 1,006 億円の内訳

⑨総務費

⑤地方消費税
交付金
47億4,628万円
4.7%

歳入

財政課☎（5246）1071
問合せ

⑩衛生費
87億
3,835万円
8.7%

④都支出金
77億
5,085万円
7.7%

台東区の各会計予算案がまとまりました
平成30年度

第 1199 号
（3） 平成30（2018）年 2月20日

【子供の安全・安心】子供の防犯ブザーの音が聞こえたら、現場に駆けつけたり、安全を確認していただくなど、区民の皆さんのご協力をお願いします。

広報

平成30（2018）年 2月20日

第 1199 号 （4）

皆さんからの寄附金は、大切に活用しています

～表中（

）内は寄附申込者名で敬称略。金額の単位は万円。

区では、ご厚意による寄附金のうち、 東條社会福祉基金（東條四郎）
名取教育振興基金（名取正勝）
100
200 ●台東区社会福祉基金（交通安全基金）
100万円以上のものを対象に、福祉や教育 德井身体障害者福祉基金（德井隆司） 100 大都交通安全基金（株式会社大都）
100 新津教育振興基金（新津秀雄）
450
などに役立てるため基金を設置していま 鳥居社会福祉基金（鳥居初子、昴）
小林児童交通安全基金（小林茂）
100
橋詰喜惠教育振興基金（橋詰広太）
100
600
す。また、基金以外にも、ご希望に応じて 長岡身体障害者福祉基金（長岡商事
野口児童交通安全基金（野口義雄）
300 舟和本店教育振興基金
500
1,000
さまざまなご寄附をいただいています。
松村交通安全基金（松村菊治）
100 （株式会社舟和本店）
株式会社、長岡清吉、長岡信男）
平成29年12月31日現在の基金の積み立 ナガホリ社会福祉基金
300
湯本児童交通安全基金（湯本雅郎）
100 松原教育振興基金（松原文子）
100
て状況等は、表のとおりです。このほか、 （株式会社ナガホリ）
松本徽章教育振興基金
2,100
●台東区社会福祉基金（交通遺児援護基金等）（松本徽章工業株式会社）
台東区社会福祉協議会、台東区社会福祉 長森身体障害者福祉基金（原島優子） 300
越路交通遺児援護基金
500
事業団、台東つばさ福祉会でも、多くのご 奈良社会福祉基金（奈良誠一）
100 松屋教育振興基金（株式会社松屋）
100 （株式会社越路モータース）
寄附をいただき、各団体で有効に活用して 野中社会福祉基金（野中濱）
100
100 逆藤交通遺児援護基金（逆藤松太郎） 900 森教育振興基金（森角三郎）
います。皆さんのご厚意に深く感謝し、今 信井社会福祉基金（信井斉蔵）
森口教育振興基金（森口政二郎）
100
100 坂本母子福祉基金（坂本一夫）
200
後とも、ご寄附の趣旨を踏まえた、基金等 長谷川社会福祉基金（長谷川榮次郎） 1,000
吉永教育振興基金（吉永茂雄、雅明） 150
佐久間交通遺児援護基金
の活用を図っていきます。
300
問合せ

財政課☎（5246）1071

●台東区奨学基金
上原奨学基金（上原勉、貴子）※
200
桜井奨学基金（桜井虎三郎）
1,000
堀内奨学基金（堀内重太郎）
100
村田奨学基金（村田啓一）
500
※平成30年第1回定例会に、基金積み増し条例
案を提案中

服部社会福祉基金（服部徳松）

100 （佐久間文次郎）

春木社会福祉基金（春木義男）

200 舘林交通遺児援護基金
300 （株式会社バンビ）

平岡社会福祉基金（平岡泰夫）

●台東区教育振興基金（社会体育振興基金）
雨宮社会体育振興基金
400
1,510
（雨宮久子、凡代）

1,500 藤田交通遺児福祉基金（藤田美屋野） 1,900 鈴光社会体育振興基金
100
（株式会社鈴光商店）
増井社会福祉基金（増井定生）
150 松本児童福祉基金（故松本てる子）※ 83,331
松下徽章社会体育振興基金
800
松橋身体障害者福祉基金（松橋常夫） 100 水野交通遺児援護基金（水野冨久司） 1,700 （松下徽章株式会社）
※平成30年第1回定例会に、基金設置条例案を
村田社会福祉基金（村田啓一）
250
三井信託社会体育振興基金
提案中
500
（現三井住友信託銀行上野支店）
村奈嘉社会福祉基金（村奈嘉興三）
200
●台東区社会福祉基金（環境衛生基金）
安田社会福祉基金（安田貞夫）
100
●台東区教育振興基金（社会教育振興基金）
熊木環境衛生基金（熊木壽夫）
500
山﨑社会福祉基金（山﨑文蔵）
5,000
●台東区社会福祉基金（社会福祉基金）
内山少年少女音楽振興基金
300
浅岡社会福祉基金（浅岡うち）
200 横谷社会福祉基金（横谷傳次郎）
（内山榮一）
100 ●台東区教育振興基金（教育振興基金）

荒川信用金庫社会福祉基金
（現城北信用金庫）

100

飯村恵一社会福祉基金（飯村泰子）

1,000

石鍋社会福祉基金（石鍋菊造）

100

今西社会福祉基金（今西ブン）

300

小川社会福祉基金（小川清保）

100

北村冨男社会福祉基金（北村冨男）

1,000

木村心身障害者福祉基金（木村金吾）

100

倉島社会福祉基金（倉島欣ニ）

450

小尻社会福祉基金（小尻倉一、博）

250

小平社会福祉基金（小平毅）

440

小林身体障害者福祉基金（小林茂）

250

小宮社会福祉基金（小宮サキ）

200

近藤身体障害者福祉基金（近藤泰）

3,000

坂巻社会福祉基金（坂巻成浩、光子）

600

桜社会福祉基金（匿名）

4,300

佐藤社会福祉基金（佐藤フジエ）

2,900

更科社会福祉基金（更科光江）

100

澤口社会福祉基金（澤口源作、千代）

250

菅身体障害者福祉基金（菅泰祐）

150

鈴木社会福祉基金（鈴木光五郎）

100

鈴木寛治社会福祉基金（鈴木キク子）

200

関本社会福祉基金（関本市）

400

善意基金（浅草を愛する芸能人の会）

100

高氏社会福祉基金（高氏茂二）

1,000

政木社会福祉基金（政木喜三郎）

400
1,200 倉島文化振興基金（倉島欣ニ）
500 青木教育振興基金（青木章郎）
100
200 桑山文化振興基金（桑山征洋）
1,900 石井教育振興基金（石井多可子）
吉田社会教育振興基金
上原教育振興基金（上原義信）
100
100
●台東区社会福祉基金（老人福祉基金）
内田信四郎教育振興基金
（内田信四郎） 100 （株式会社大泉）
浅岡老人福祉基金（浅岡うち）
200
19,700
内田ふさ教育振興基金（内田ふさ）
100 社会教育振興基金（匿名）
永老人福祉基金（永登代）
100
中村不折文化振興基金（匿名）
500
大野教育振興基金（大野喜八）
100
遠藤老人福祉基金（遠藤正造）
100
岡崎教育振興基金（岡崎重代）
1,000 ●台東区教育振興基金（生涯学習振興基金）
岡本老人福祉基金（岡本照子）
1,000
岡田教育振興基金
（橋場鉄工株式会社） 1,000 飯村恵一生涯学習振興基金
1,000
織田老人福祉基金（織田とし）
500
（飯村泰子）
尾崎教育振興基金（有限会社オザキ
350
木鋪老人福祉基金（木鋪冨夫）
200 建装、尾崎亮二、晴彦）
小根山生涯学習振興基金（小根山茂） 100
越路老人福祉基金
瀉沼教育振興基金
（株式会社カタヌマ）
100
100
●台東区国際交流親善基金（国際交流親善基
（株式会社越路モータース）
金沢教育振興基金（金沢琴）
100 金のうち寄附金を原資とするもの）
小林老人福祉基金（小林幸和）
500
江口国際交流親善基金（江口弘一）
500
上條教育振興基金
200
柴田老人福祉基金（柴田喜一）
100 （上條貢胸像建設発起人会）
●台東区緑化推進基金
舘林老人福祉基金（舘林精之助）
100 川田教育振興基金（川田元成）
100
東京浅草中央ロータリークラブ緑化
中島むぎとろ老人福祉基金
1,700 推進基金（東京浅草中央ロータリー
100
800 上林教育振興基金（上林弘明）
（株式会社中島むぎとろ）
北島教育振興基金（北島健一）
200 クラブ）
南雲老人福祉基金（南雲 る）
10,000 木鋪教育振興基金（木鋪冨夫）
1,000
300 林緑化推進基金（林信江）
ハヤミズ老人福祉基金（株式会社ハ
桑山教育振興基金（桑山征洋）
1,000
200
●基金以外の寄附金（直近10年間における
ヤミズ、有限会社リックジャパン）
佐久間教育振興基金（佐久間英樹） 1,000 100万円以上の資金を掲載）
平野老人福祉基金（平野照子）
1,000
280
桜井教育振興基金（桜井虎三郎）
100 社会福祉（吉野秀行）
峰川老人福祉基金（峰川恵美子）
100
100
佐々木教育振興基金（佐々木武志）
100 高齢者福祉（故金子和子）
宮岡老人福祉基金（宮岡幸子）
200
（遠藤眞理、
眞実） 200
佐藤莊教育振興基金（佐藤莊）
100 松が谷福祉会館事業
宮沢老人福祉基金（宮沢きよ）
1,000
松が谷福祉会館事業（匿名）
100
佐藤長八教育振興基金
5,000
宗意老人福祉基金（宗意操）
1,000 （佐藤長八、フジエ、敏彦）
環境保全（濱澤法生）
400
矢嶋老人福祉基金（矢嶋止）
200 佐藤博道教育振興基金（佐藤博道） 1,850
幼児育成（故上原正雄、かね子）
200
山田老人福祉基金（山田淑治）
100 清水教育振興基金（清水忠）
100 教育・防災（同善会）
1,268
吉永社会福祉基金
（吉永通雄、
とみ枝）
心身障害者福祉基金（匿名）

舘林社会福祉基金
（舘林ビル株式会社）

200

建部社会福祉基金（建部安代）

120 吉池老人福祉基金（株式会社吉池）

田中社会福祉基金（田中快昌）

100 吉羽老人福祉基金（吉羽末吉）

塚原社会福祉基金（塚原正良）

300 若山老人福祉基金（若山光次郎）

月岡社会福祉基金（月岡朝太郎）

200 老人福祉基金（匿名）

1,000 津崎教育振興基金（津崎治郎）
100 永瀬教育振興基金（永瀬なか）

100 社会福祉振興（今井トメ子）

300

100 一般寄附（遺贈）

685

【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。

クやミニカー）やオートバイ、四
輪の軽自動車、小型特殊自動車を
所有している方に課税されます。

軽自動車検査協会東京主管事務所足立支所
三輪・四輪の軽自動車
（足立区宮城1−24−20）
（660cc以下）
☎050（3816）3102

お知らせ

東京運輸支局足立自動車検査登録事務所
125ccを超えるバイク （足立区南花畑5−12−1）
☎050（5540）2031

廃棄や譲渡・盗難等で現在所有
していない場合は、廃車の届出を
行ってください。警察署に盗難届

原動機付自転車
小型特殊自動車

を出していても、廃車の届出は必
要です。
※盗難の場合、廃車日は警察署へ

届出場所
区役所1階⑤番戸籍住民サービス課・3階⑩
番税務課税務係
※小型特殊自動車・ミニカーは税務課税務
係のみで受付
税務課税務係☎（5246）1101

の届出日にさかのぼります。
▽廃車届出場所

▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１０１

種別

「台東区屋外広告物景観
ガイドライン」
（案）への
ご意見を募集します
（パブリックコメント）

20

150

▽閲覧・意見提出用紙配布場所
区役所５階⑤番都市計画課・同

28

200 青少年の交流・育成・教育、建築・
100 防災等（メガネ・コンタクト369+）

３階⑦番区政情報コーナー、区
民事務所・同分室、地区センタ
ー

▽応募方法 意見提出用紙に記入
し、配布場所へ提出するか、左
記問合せ先へ郵送かファックス
または持参
※区ホームページ「パブリックコ
メント」から閲覧・応募可
※口頭や電話での受付けはできま
せん。
※個別の回答は行いません。
▽募集期間 ２月 日㈬～３月
日㈫（必着）
▽問合せ 都市計画課
☎（５２４６）１３６４

全国瞬時警報システム（Ｊ
アラ ー ト ） 全 国一斉 試 験
放送を実施します

50

浅 草 公 会 堂前のオレンジ
通 りに「スタ ーの 手 型 」
を設置します

29

11

屋外に設置している防災行政無
線（屋外スピーカー）からＪアラ
ートの起動確認のため、試験放送

☎（５２４６）１４４７

ーター）
・神田紅（講談師）
・鳥羽屋里長（歌舞伎長唄 唄方）
・中村又五郎（ 代目・歌舞伎役
者）
・吉幾三（歌手・作詞家・作曲家）
※３月中旬に設置予定
▽問合せ 観光課
3

を行います。
今年度の被顕彰者は次の５人の
▽日時 ３月 日㈬午前 時頃
。
▽放送内容 チャイム＋「これは、 方です（ 音順・敬称略）
▽ 年度被顕彰者
・いとうせいこう（作家・クリエ

Ｊアラートのテストです。
」
（３
回繰り返し）
「こちらは、ぼう
さいたいとうです。
」＋チャイ
ム

▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９２

バイクなどの廃 車 手 続き
はお早めに

軽自動車税は、４月１日現在、
原動機付自転車（ ㏄までのバイ

125

14

100 鈴木教育振興基金（鈴木秋雄）
150 田中教育振興基金（田中信義）

広報

「振り込め詐欺」等にご注
意ください

区役所などの職員が、
「医療費
や保険料の還付金」
「給付金」
「マ

供を育てている方
▽申込み・問合せ
①浅草保健相談センター

も行っています（利用条件あり）
。 （１人 分程度）
・依頼会員入会説明会（予約制）
▽対象 区内在住で、就学前の子
▽日時 ３月４日㈰・４月 日㈪
午前９時 分～ 時 分
・提供会員入会説明会・登録時講
☎（３８４４）８１７１
②台東保健所保健サービス課
☎（３８４７）９４９７

幼児用ヘルメットの申込
みはお済みですか
ヘルメットのサイズ
はＳ・Ｍ、色は赤・青
の中から選べます。
▽対象 区内在住で、
平成 年４月２日～
年４月１日生まれ
の子供
（必着）
▽申込締切日 ３月 日㈮
▽問合せ 生活安全推進課
☎（５２４６）１０４４

福祉
（高齢・障害）
難 病 患者 福 祉 手 当をご存
じですか

▽発送日 ３月 日㈮
▽窓口配布開始日 ３月 日㈭
※ 年度分のタクシー券は、４月
１日㈰から使用できます。
▽対象 身体障害者手帳の上肢１
級、下肢・体幹・内部機能の１～
３級、視覚１ ２級、愛の手帳
１ ２度のいずれかに該当し、
年中の所得額が限度額以内の方
※燃料費助成との同時受給は不可

齢者で、次のいずれかに該当す
る方 ①ひとり暮らし ②高齢
者のみの世帯 ③１日のうち、

ひとりになる時間帯がある（施
設等に入所中の方を除く）
▽申込方法 本人確認できる物（健

康保険証、介護保険証等）を左
記問合せ先か地域包括支援セン
ターへ持参

▽問合せ 介護予防・地域支援課
（区役所２階⑥番）
☎（５２４６）１２２５

「はつらつサービス」有償
ボランティア募集

高齢者や障害者の日常生活を支
▽必要な物（窓口受取の場合）
「はつらつサービス」の
身体障害者手帳または愛の手帳、 援する、
ボランティア活動にはポイントが
印鑑
※本人や家族以外が受け取りにく つき、クオカードと交換できます。
▽登録時研修日時（要予約）
る場合は、事前に左記へ
第１ ３金曜日午後２時～４時
▽問合せ 障害福祉課給付担当
▽場所・申込み・問合せ 台東区
（区役所２階⑩番）
社会福祉協議会
☎（５２４６）１２０１
☎（５８２８）７５４１

高 齢 者 ふれあい入 浴 券・
マッサージサービス利用券
～ 利用 期 限にご注 意 くだ
さい～

難病医療費助成制度（国および
平成 年度高齢者ふれあい入浴
都疾病）の対象者で、 歳未満の
券（ピンク色）
、マッサージサー
方、小児慢性特定疾病医療費助成
ビス利用券（黄色）の利用期限は、
制度の対象者で、手当の対象疾病
３月 日㈯です。期限を過ぎると
にり患している方は申請できます。 使用できなくなりますので、お早
対象の疾病は区ホームページで めにご利用ください。
▽問合せ 高齢福祉課
確認できます。
☎（５２４６）１２２２

ちょっとした困りごとをお
手 伝いします「 身の回 り
応援サービス」

電球の交換など、 分以内でで
きるちょっとした困りごとを、協
力会員がお手伝いします。
▽対象 ① 歳以上の高齢者のみ
の世帯か１人暮らし ②障害者
のみの世帯か１人暮らし
分 円
▽費用
▽問合せ 台東区社会福祉協議会
☎（５８２８）７５４１

歳末たすけあい運動へのご
協 力 あり がとうございま
した

皆さんから、総額 万３千 円
の募金が寄せられました。
高齢者や障害者への在宅福祉サ
ービスや、子育て家庭への支援な
ど、有効に使わせていただきます。
▽問合せ 台東区社会福祉協議会

台東保健所保健予防課
☎（3847）9405

☎（3847）9497

ⓒBANDAI

なっています。平成24～28年の台東区の

－こころのSOS（一例）－

ください。また、可能であれば自殺をしな

専門家（弁護士・ハローワーク職員・生活

自殺者数の推移は、男女別にみると、いず

①自分を責める ②原因不明の身体の不調

い約束をしてください。自殺予防に有効で

保護相談員・保健師）が相談に応じます。

れも男性が多い傾向にあります。年齢別に

が長引く ③酒量が増す ④仕事の負担が

す。 ③相談機関へつなげる ひとりで不

日時 3月8日㈭・9日㈮午後1時～5時（受

みると、男性は60代、女性は30代が多く

急に増える、大きな失敗をする、職を失う

安や心配事を抱え込まずに、相談できる窓

付は4時30分まで） 場所 台東保健所3階

なっています。また、原因・動機をみると、

⑤重症の身体の病気にかかる ⑥自殺を

口があることを伝えてください。さまざま

大会議室

健康問題、経済・生活問題の順に多くなっ

口にする ⑦自殺未遂に及ぶ ほか（
「新

な専門の相談機関があります。

ており、職業別に見ると無職の方が一番多

訂増補 自殺の危険」高橋祥友〈金剛出版

●１人で抱え込まず相談を「相談窓口」

くなっています。

2006〉より）

こころの健康相談（精神科医による相談）

●こころのSOS 自殺者の多くは、自殺す

●こころのSOSに気付いたら ①声をか

・台東保健所保健サービス課

る前にSOSを出しています。
「死んでしま

ける 周りの友人や家族・同僚の悩みがあ

いたい」と深く悩んでいると同時に「助け

りそうな様子に気付いたら、体調のこと等

・浅草保健相談センター☎（3844）8171

てほしい」と周囲に訴えている場合があり

を切り口に、一言声をかけてみましょう

・東京いのちの電話☎（3264）4343

問合せ

28

※世帯状況等に応じて
各種控除が受けられ
る場合あり

習会（予約制）
▽日時 ３月４日㈰・４月 日㈪
午前９時 分～午後０時 分
▽場所 生涯学習センター３階
研修室（車での来場不可）
※託児あり（要予約）
▽申込締切日 各開催日の前日
（土・日曜日を除く）
▽申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会
☎（５８２８）７５４８

育 児 相 談・ と こ と こ 育 児
相談

▽内容 身体計測・保健師等によ
る相談

1人 398万4千円

イナンバー」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・コンビニ等の現
金自動預払機）の操作を求める
・銀行口座などの個人情報の照会
・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、
迷わず区役所や最寄りの警察署・
警察相談専用電話（☎♯９１１０）
にご連絡ください。
▽問合せ 生活安全推進課
☎（５２４６）１０４４

台 東区シル バー人 材セン
タ ーで は 大 掃 除 の 依 頼 を
受付けています
個人宅の台所や換気扇・窓・網
戸の掃除、床のワックスがけ等の、
大掃除の依頼を受付けています。
▽問合せ 台東区シルバー人材セ
ンター☎（３８６４）３３３８

子育て・教育
フ ァ ミ リ ー・ サ ポ ー ト ・
センター会員募集
子供を預けたい方（依頼会員）
と預かってくださる方
（提供会員）
を登録し、依頼に応じて提供会員

0人 360万4千円

救 急医 療 情 報 キットを無
償配布しています

65

300

☎（５８２８）７５４５

899

※手当の受給には、所得制限等の
支給要件があります。詳しくは
左記へお問合せください。

・

30

29

☎（5155）5028

●台東区民の自殺の状況 台東区では、

ます。家族や職場の同僚など、身近な人は

②話をよく聴く 本人を責めたり、励まし

・東京自殺防止センター☎（5286）9090

年間40～50人の大切な命が失われていま

こころのSOSに気付いていることも多く、

たり、世間一般の常識を押し付けたりする

・東京都夜間こころの電話相談

す。警視庁の統計によると、台東区の平成

この気付きが自殺防止の第一歩です。下記

ことは避けましょう。今まで何とか乗り切

28年の人口10万人あたりの自殺死亡率は

の様子に多く当てはまる場合は注意が必要

ろうと頑張ってきた人です。相手の話を受

●暮らしとこころの総合相談会 さまざま

19.3で、東京都の16.58と比較しても高く

です。早めに医療機関等へ相談しましょう。 け止めて、思いやりの気持ちを伝えてみて

な生活面の問題やこころの健康について、

30

▽問合せ 障害福祉課
かかりつけ医や緊急連絡先など
☎（５２４６）１２０１
の救急情報を専用の用紙に記入し、
福 祉 タクシー券 を利用し
筒状の容器に入れて冷蔵庫に保管
ている方へ
しておくことで、緊急時、救急隊
福祉タクシー券の受給者に、
に必要な情報を伝える助けとなり
年度分のタクシー券を交付します。 ます。すでにキットをお持ちの方
事前に登録している受取方法（郵 は、シートの情報が変わっていな
送か窓口受取）でお渡ししますの いか確認してください。
で、不明な方はお問合せください。 ▽対象 区内在住の 歳以上の高

30

763

▽持ち物 母子健康手帳
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４９７
浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１

子育て心理相談（予約制）
▽日程・場所 ①３月 日㈬・浅
草保健相談センター ②３月
日㈫・台東保健所
▽時間 午前９時 分～ 時 分

3月は東京都の自殺対策強化月間です

30

・

所得限度額
（平成28年分所得）
扶養
所得限度額
人数

31

全国で毎年2万人以上の方が自殺で亡くなっています。これは、交通事故死亡者の5
倍以上に相当します。自殺は個人的な問題ではなく、健康・家庭・経済・生活問題など
さまざまな要因が複雑に絡み合った末に起こると言われています。自殺は、本人が発す
るサインに気付き適切な対応をとれば、防ぐことができます。

「気づく・つなぐ・支え合う」

16

・

22

2人目 1人につき
以降 38万円加算

65

を紹介しています。活動終了後、
依頼会員から提供会員に謝礼と実
費が支払われます。

▽活動内容 保育施設・習い事へ
の送迎、提供会員宅での預かり
※会員同士で相談の上、子ども家
庭支援センター・児童館・生涯
学習センターこども室（一般開
放日のみ）などの児童関係施設
を利用することもできます。

※お泊りサポート（宿泊預かり）

30

301

27

30

23

30 23

30

65

30

14

11

27

11

30

28

45

45

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
3月1日㈭午後1時30分～2時30分 生涯学習センター4階（はばたき21）
3月6日㈫午前10時～11時 谷中区民館
3月9日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
3月14日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
3月15日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
3月16日㈮午前10時～11時 今戸児童館
●とことこ育児相談（対象は１歳6か月以上の子供）
日時（受付は午前10時〜10時15分）
場所
3月14日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
3月27日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

第 1199 号
（5） 平成30（2018）年 2月20日

【電子申請】窓口や郵送で行っていた申請等がインターネットに接続したパソコンからできる「電子申請」サービスをご利用ください。
〈台東区情報システム課☎5246−1031〉

広報

（7） 平成30（2018）年 2月20日

第 1199 号
後5時

催 し も の など

場所・問合せ 江戸下町伝統工芸館

☎（3842）1990
☎（5246）1131

特別区職員技術職採用フォーラ
ム（申込不要）

勤の方は勤務先名・所在地を書いて下記問

下町風俗資料館から

問合せ 産業振興課

～来て、見て、体験～
台東区の伝統工芸

合せ先へ

申込締切日 3月29日㈭（必着）

●開館時間延長のお知らせ 期間 3月3日

●基礎英会話教室

㈯～10月31日㈬

28日の火曜日（全20回）午後6時30分～

開館時間 午前9時30分

日時 4月10日～8月

～午後5時30分（入館は午後5時まで）

8時30分 対象 区内在住か在勤・在学の方

入館料 一般300円、小中高生100円

定員 20人（抽選） 費用 6,000円（20回

日時 3月25日㈰午後0時30分～4時（予定）

・伝統工芸品展示 江戸べっ甲や東京彫金

休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）

分・教材費別途・初日に支払）

場所 テレコムセンタービル西棟8階（江東

など、6業種の工芸品を展示します。

問合せ 下町風俗資料館☎（3823）7451

申込方法 往復はがきに教室名･住所・氏名

区青海2－5－10） 対象 30年度以降の特

日時 3月3日㈯正午～午後6時、4日㈰午前

別区職員採用試験受験希望者で、技術職

10時～午後4時

（土木造園〈土木〉
・土木造園〈造園〉
・建築

・年代・電話番号、在勤（学）の方は勤務

～花の心プロジェクト～
花と緑のふれあい広場

・ものづくり体験 ①すだれのコースター

ふりがな

先（学校）名・所在地を書いて下記問合せ
先へ

申込締切日 3月20日㈫（必着）

・機械・電気）の受験を希望している方

②革のキーホルダー ③黄銅製ペン立て

グリーン・リーダーが中心となって開催す

●第1回トレーニング教室 やさしい筋力

※受験資格等、詳しくは特別区人事委員会

日時 3月3日㈯正午～午後2時（受付は1時

る花と緑に親しむイベントです。園芸用品

アップトレーニングで、体幹のバランスを

ホームページ等をご覧ください。 定員 500

30分まで）
、午後3時～6時（受付は5時30

人程度（先着順） 内容 基調講演、職員に

分まで）
、3月4日㈰午前10時～正午（受付

の当たる抽選会も行います。 日時 3月10
日㈯・11日㈰午前10時～午後3時 場所 富

整えましょう（トレーニングマシンは使い
ません）
。 日時 4月10日～7月31日の火

よる仕事紹介と質問会

は11時30分まで）
、午後1時～4時（受付は

士公園（富士小学校隣）
・花の寄せ植えをしよう 時間 午前10時

曜日（全15回）午後1時30分～3時

定員 100人（先着順）
・丸太切りをやってみよう 時間 午前10

選） 費用 4,000円（15回分・初日に支払）

時※材料が無くなり次第終了

氏名・年代･電話番号、在勤の方は勤務先

・種や木の実を使って小物を作ろう

名・所在地を書いて下記問合せ先へ

問合せ 特別区人

事委員会事務局任用課☎（5210）9787

3時30分まで）※①②は順次受付、③は当

台東区人事課☎（5246）1061

日会場で整理券を配布

防災フェア

れ、材料が無くなり次第終了

日時 3月10日㈯・11日㈰午前10時～午後4

時 (最終日は3時まで)
ター

場所 生涯学習セン

内容 防災に関するパネルや区の備蓄

品の展示

問合せ 危機・災害対策課

☎（5246）1094

台東区芸術文化支援制度対象企
画「
『路上生活の身体から生まれ
るダンス、ソケリッサ！東京路上
パフォーマンスツアー』～路上に
て生まれる景色と未来の行方～」
路上生活経験者らを集めたダンスグループ
「新人Ｈソケリッサ！」の活動10周年を記
念して、東京近郊の公園や路上などを中心
に展開しているダンスパフォーマンスツ
アーを行います。

費用（材料費）①

1,000円 ②500円 ③1,600円※それぞ
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所 国立科学博物館日本館2階講堂（上野

時間 午前10時※材料が無くなり次第終了

公園7－20） 入館料 620円（高校生以下、

・どんぐりで「やじろべえ」
「ストラップ」

65歳以上の方は無料） 問合せ 産業振興課

を作ろう

☎（5246）1131

60分） 定員 各25人（先着順）

時間 午前10時、午後1時（各

・サシェ（匂い袋）を作ろう

ひなまつりイベント

定員 20人（抽

申込方法 往復はがきに教室名・住所・

ふりがな

申込締切日 3月20日㈫（必着）

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
場所・問合せ 〒111－0023 台東区橋場1

－36－2 産業研修センター
時間 午前

11時、午後2時（各60分） 定員 各25人

ひなまつりを通した日本文化の紹介等を行

対象 区内在住か在勤の方

（先着順）

☎（3872）6780

FAX （3871）9525

リサイクル

います。

・苗木配布 日時 3月10日㈯午後2時

●リサイクル活動室出前講座「パッチワー

①おひなさま7段飾りの展示 期間 2月28

定員 80人（先着順）

クをやってみよう」 日時 3月28日㈬午前

日㈬～3月3日㈯ 時間 午前9時～午後6時

・花苗配布 日時 3月11日㈰午後2時

10時～正午 場所 馬道区民館第2集会室

定員 80人（先着順）

対象 小学3年生以上の方

問合せ 環境課☎（5246）1323

順） 費用 100円（材料費） 問合せ 環境

（最終日は正午まで）
②ミニおひなさま作り 日時 3月3日㈯午
後1時、3時

定員 各20人（先着順）

ふれあい館ひまわり☎（3866）8050

産業研修センターの催し

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆

定員 7人（先着

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ

場所 浅草文化観光センター①2階情報コー

●ファッション・マーケティング講座

あい館ひまわりの3階リサイクル情報交換

ナー ②3階旅行団体支援スペース

日程 ①3月8日㈭

時間 午後6

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

参加アーティスト アオキ裕キ、新人Hソケリ

問合せ 浅草文化観光センター

時30分～8時 対象 区内在住か在勤・在学

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

ッサ！、
寺尾紗穂※雨天時は、
ソケリッサ！

☎（3842）5566

の方 定員 各30人（先着順） 内容 ①2018

パネルに掲示しています。

秋冬シューズマーケットの行方とヨーロッ

ゆずります ベビーカー、組立式パイプイ

パ見本市の傾向

ス、電動小型ファンヒーター

日時 3月9日㈮午後6

時～8時15分頃 場所 玉姫公園

ダンスのみの開催※詳しくは、区ホーム
ページをご覧になるか下記問合せ先へ
問合せ （一社）アオキカク 青木

☎0426（59）3171

台東子ども家庭支援センター
「パパも一緒にぐんぐんタイム」
日時 3月17日㈯午前10時～午後4時

Eメール aokikaku@me.com

台東区文化振興課☎（5246）1328

「東京・春・音楽祭－東京のオペラ
の森2018－」ミニ・コンサート
3月16日㈮～4月15日㈰に、上野の音楽

②28日㈬

②2018ー19年 秋 冬

ニューヨークコレクション報告とニュー

ゆずってください 電子ピアノ、自転車

ヨーク、ヨーロッパのグッズトレンド速報

※上記の情報は2月1日現在の内容です。
詳しくは、下記へお問合せください。

対象 0～3歳の子供と保護者※詳しくは、

講師 ①大谷知子氏（靴ジャーナリスト)

区ホームページをご覧になるか下記問合せ

布矢千春氏（ファッションジャーナリスト）
、

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク

先へ

鈴木雅子氏（ファッショングッズディレク

ルショップ☎（3866）8361

ター） 費用 各1,000円※②のみ別途資料代

●フリーマーケット出店者募集 日程 ①3

300円程度

月18日㈰ ②25日㈰

場所・問合せ 台東子ども家庭支援

センター☎（3834）4577
や ぶ さ め

第36回浅草流鏑馬

②

ふりがな

申込方法 講座名・住所・氏名・

年代・電話番号、在勤（学）の方は勤務先
（学校）名・所在地をはがきかファックス

時間 ①午前9時～

午後4時 ②午前9時～午後5時

場所 花

川戸公園※車での来場不可、天候により中

ホール・美術館などで音楽祭が開催されま

日時 4月21日㈯午後1時～2時30分（荒天

す。関連イベントとして、区の施設で無料

中止）※草鹿は隅田公園山谷堀広場で午前

で右記問合せ先へ

のミニ・コンサートを行います。 日時 3

11時45分～午後0時45分に実施

月1日㈭ ②3月22日㈭

20店

た区内在住の方は1,500円) ②1,500円

くさじし

場所 隅

申込締切日（必着）①3

止の場合あり

出店数（予定）①40店 ②

出店料 ①2,000円（事前支払いし

田公園特設会場※会場内は混雑が予想され

●太極拳教室

るため、入場規制を行います。

の土曜日（全15回）午後3時～5時

申込み・問合せ（土・日曜日・祝日を除く） ①

②生涯学習センター1階アトリウム

・間近でご覧になれる観覧券（記念品付き）
を販売します 観覧券 1席3,000円

対象 区内在住か在勤の方 定員 20人（抽
選） 費用 4,000円（15回分・初日に支払）

リサイクル推進友の会（午前9時～午後4

出演 林はるか氏（チェロ）
、田中葵氏（電

申込方法 往復はがきに教室名・住所・氏名

ル倶楽部（午前10時～午後7時）

月13日㈫①午前11時15分 ②午後2時
（各20分程度） 場所 ①区役所1階ロビー

子ピアノ） 問合せ 東京・春・音楽祭実行

販売開始日 3月1日㈭

販売場所 区役所9階

日時 4月14日～8月25日

ふりがな

時）☎（3412）6857 ②里彩くるカエ

委員会☎（5205）6497

③番観光課、浅草文化観光センター

・年代・電話番号、在勤の方は勤務先名・

☎090（3068）3534

台東区文化振興課☎（5246）1153

問合せ 観光課☎（5246）1447

所在地を書いて右記問合せ先へ

●日程変更のお知らせ

江戸下町伝統工芸館の催し

第21回朗読会「一葉の想い出」

申込締切日 3月20日㈫（必着）

●革工芸教室 日時 4月19日～31年2月21

2月5日号7面に掲載の「フリーマーケット
出店者募集」の日程に変更がありました。

入館料のみでお楽しみいただけます。

日の木曜日（全30回）午後1時30分～4

【変更前】①3月4日㈰ ②10日㈯

月3日㈯・4日㈰高山金之助（草木染め）
、10

日時 3月11日㈰午後1時30分（60分程度）

時30分 対象 区内在住か在勤の方

【変更後】①3月4日㈰ ②11日㈰

日㈯・11日㈰藤井直行（袋物）
、24日㈯・25
日㈰田中耕太朗（江戸すだれ）
、31日㈯坂井

定員 60人
（先着順） 講師 津田千代子氏
（朗
読家） 入館料 一般300円、小中高生100円

定員 30人（抽選） 費用 18,000円（30回
分・初日に支払） 申込方法 往復はがきに

智雄（看板彫刻） 実演時間 午前11時～午

場所・問合せ 一葉記念館☎（3873）0004

教室名・住所・氏名・年代･電話番号、在

●職人による実演

日程・実演者（業種） 3

ふりがな

子ども家庭支援センターの催し
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
3月16日㈮
区内在住の①1歳4か月～2 ①20組
親子で体育遊び
日本堤子ども家庭支援センター「に
①午前10時15分～11時
歳4か月 ②2歳5か月～3 ②15組 2月27日㈫
１. ２. ３!
こにこひろば」☎（5824）2535
②午前11時15分～正午
歳の子供
（先着順）
ラクラク・スト 3月23日㈮
区内在住の8か月までの子 25組
台東子ども家庭支援センター「わ
2月27日㈫
レッチ
午前10時45分～11時30分 供
（先着順）
くわくひろば」☎（3834）4577
3月13日 ㈫ ① 午 前10時15 区 内 在 住 の ①1歳2か 月
おうたであそぼ
各20組
寿子ども家庭支援センター「のび
分～10時45分 ②午前11 ～ 2歳0か 月 ②2歳1か
2月27日㈫
う
（先着順）
のびひろば」☎（3841）4631
時～11時30分
月～3歳の子供

広報「たいとう」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

問合せ 台東区清掃リサイクル課

☎（5246）1291

ことぶき教室（前期）
期間 4月～9月（全10回） 対象 区内在住

の60歳以上の方※体操教室を受講する方
で、健康状態に不安のある場合は事前にご
相談ください。 費用 実費（教材費）
申込方法 老人福祉センター・各老人福祉館

で配布する申込用紙に記入し各開催場所へ
提出（1人1教室・抽選） 必要な物 本人確
認できる物（老人福祉施設使用登録証、健

広報

平成30（2018）年 2月20日
康保険証等）
、82円切手
申込締切日 3月17日㈯

場所・問合せ 教室名 定員
日時
（※）
茶道
20人 2・4木曜日 午後
シャンソン 30人 1・3水曜日 午後
麻雀
24人 2・4木曜日 午前
カラオケ 30人 1・3土曜日 午前
老人福祉
ヨガ
20人 2・4水曜日 午前
センター
☎（3833）背骨コンディ 20人 1・3木曜日 午前
ショニング
6541
フラワーアレ
20人 2・4水曜日 午後
ンジメント
民謡
30人 1・3金曜日 午後
書道
20人 1・3木曜日 午後
スマート
20人 1・3土曜日 午前
フォン
入谷老人 フラワーアレ 20人 2・4木曜日 午後
ンジメント
福祉館
☎
（3873）新フラダ
20人 2・4土曜日 午前
9036
ンス
ヨガ
16人 2・4木曜日 午前
麻雀
20人 1・3木曜日 午後
カラオケ 30人 2・4土曜日 午前
橋場老人 ストレッチ 20人 1・3木曜日 午前
福祉館
麻雀
20人 2・4木曜日 午後
☎
（3876）フォーク
30人 1・3土曜日 午前
2365
ダンス
コーラス 24人 2・4木曜日 午前
新舞踊 20人 1・3火曜日 午前
書道
20人 1・3土曜日 午前
三筋老人
福祉館
麻雀
20人 1・3木曜日 午前
☎
（3866）絵手紙 20人 2・4木曜日 午後
2417
スマート
20人 2・4土曜日 午前
フォン
（※）日時の午前は午前10時～正午、午後は
午後1時30分～3時30分

第 1199 号 （6）

保険料含む）※レッスン前後の利用は延長

㈭午前11時 対象 区内在住の平成28年9月

組45分程度、先着順） 相談員 弁護士か一

料金が必要

22日～29年9月21日生まれの子供と保護

級建築士

申込方法 往復はがき（1人1

枚）に教室名・希望クラス（AかB）
・住所

者 定員 15組（先着順）※子供1人につき

場所・申込み・問合せ 住宅課（区役所5階⑩

・氏名・年齢・電話番号・泳力レベルを書

1回まで

番）☎（5246）1468

いて下記問合せ先へ※往復はがき返信後、

保護者に限る。中央図書館では受付しませ
ん。 場所・申込み・問合せ すこやかとしょ

来館手続きあり

申込締切日 3月9日㈮（必

着） 場所・問合せ 〒110－0015 台東
区東上野6－16－8 清島温水プール
☎（3842）5353

小学1・2年生のための泳力向上
教室、小学3年生からの泳力向上
教室第1期
日程 4月7日～5月26日の土曜日（全8回）
時間 Aクラスは午後2時～3時、Bクラス

は午後3時～4時、Cクラスは午後4時30
分～5時30分 対象 A・Bクラスは小学1・
2年生、Ｃクラスは小学3年生以上の方
定員 各30人（抽選） 講師 野村不動産ライ

フ＆スポーツ 費用 7,000円（8回分・保

少年リーダー研修会のメンバーと、ゲーム
や工作を行います。 日時 3月11日㈰午前
10時～午後3時 場所 生涯学習センター

総合研究機構 ほか、第2部は「地域資源の

㈬（必着） 問合せ 台東区社会福祉事業団

日㈪（必着） 場所・問合せ 〒110－0015

活用とまちづくり」
・濱口智明氏（㈱エンジョ

総務課☎（5603）2228

台東区東上野6－16－8 清島温水プール

イワークス）
、清水貴仁氏（㈱ジェクトワン）

申込締切日 3月19

申込方法 住所・氏名・電話番号・参加人数を

アスリートから学ぶ
Let's Enjoyスポーツ
陸上競技やラグビー、

26日～4月8日（予定）

図書館のこども室から

草橋区民館4階多目的ホール 対象 小学校

日本民謡協会「津軽三味線全国大会」係

低学年以下の子供と保護者

定員 各70人

（先着順） 問合せ 中央図書館
☎（5246）5911
●あかちゃんえほんタイム 日時 3月22日

期間
時間
場所

初級

昼の部

中級

投扇興のつどい
桜橋花まつり

協働事業提案制度

～区と共に実施する協働事業の提案を募集します～
地域活動団体等から提案事業を募集し、

ホームページからダウンロード可）

区と協働で実施することで、公共サービ

応募方法 事前に区と打合せをした上で、

スの充実や地域の課題解決を図ります。

必要書類を提出

対象 営利を目的としない地域活動団体等

・募集説明会（要申込）

募集する事業 ①区設定テーマ「さまざま

日時 3月9日㈮午後7時、12日㈪午後2時

な国の人たちとコミュニケーション！」へ

場所 台東区社会福祉協議会

の提案 ②団体の専門性や自由な発想を

ホームページから申込むか電話で下記問

生かした自由提案
度中

事業の実施期間 31年

募集案内配布場所 区役所3階③番

合せ先へ

申込方法 区

申込締切日 3月8日㈭

※詳しくは、区ホームページか募集案内

区民課、台東区社会福祉協議会台東ボラ

をご覧ください。 問合せ 区民課協働・

ンティア・地域活動サポートセンター
（区

多文化共生係☎（5246）1126

平成30年度 手話講習会
初級

夜の部

中級

5月～31年3月の火曜日（全40回）
午後2時～4時

うえの桜まつり

（上野公園）
31日・4月1日

定員 6組（1

隅田公園桜まつり

（隅田公園）

対象 区内のマンション所有者

日時 3月11日㈰正午～午後4時30分

0004 品川区南品川6－8－20 （公財）

フ＆スポーツ 費用 各3,750円（3回分・

20日～4月8日（予定）

パラリンピック競技を体験しませんか。

30分前開場、5分前までに入場） 場所 浅

定員 各30人（抽選） 講師 野村不動産ライ

浅草観音示現会・金龍の舞
（浅草寺）

31日

問合せ 〒140－

1・2年生、Bクラスは小学3年生以上の方

18日

日時 3月15日㈭午後1時30分～4時15分

日時 3月3日㈯午前10時30分、午後2時（各

は午前10時～11時 対象 Aクラスは小学

<3月>

FAX （5246）1359

マンションのトラブル・管理・
修繕についての無料よろず相談
室（予約制）

謡協会ホームページをご覧ください。

時間 Aクラスは午前9時～10時、Bクラス

問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

☎（5246）1468

アスリートの迫力を体感し、オリンピック・

部
クラス

申込締切日 3月28日

電話かファックスで下記問合せ先へ

●春のこども映画会「長靴をはいたねこ」

日程 3月27日㈫～29日㈭（全3回）

加可能な方※区内在住か在勤の方優先

後、来館手続きあり

を書いて下記問合せ先へ※詳しくは日本民

清島温水プール
春の短期水泳教室第3期

対象 全日程参

し）とともに提出

☎（5246）5853

バレーボール
ダンススポーツ
（一般）
日程
3月24日㈯
3月25日㈰
場所 台東リバーサイドスポーツセンター
3,000円
参加費
1,000円
（1チーム）
3月6日㈫
当日
午後5時（必着） ※台東区ダンス
申込締
※台東区バレー
スポーツ連盟
切日時
ボール連盟へ
へ現地で申込
申込み
み

場所 三ノ輪福祉センター

学民協働まちづくり～」
・東京大学高齢社会

区内在住か在勤（学）の方を抽選で10組20人ご招待

種目

午後6時30分～
7時30分

修了式 7月17日㈫

を書いて下記問合せ先へ※往復はがき返信

か在勤・在学の方 問合せ スポーツ振興課

問合せ スポーツ振興課☎（5246）5853

空き家からまちづくりを考える
セミナー

午前8時30分～
午後5時30分

できる物（運転免許証・健康保険証等の写

自由席2,500円

ジからダウンロード可）をご覧ください。

講 座・相 談 会 など

申込書を下記問合せ先へ請求し、本人確認

上競技場※雨天時は体育館 対象 区内在住

大会要項
（下記問合せ先で配布、
区ホームペー

図書館郷土担当☎（5246）5911

時間
午後6時30分～9
時30分（8時30
分の日もあり）

くり～Aging in Place－長寿時代の産官

場所 浅草公会堂

対象 区内在住か在勤・在学の方※詳しくは、

場所・問合せ 中央

日程
4月12日㈭～7月
講義
12日㈭のうち44
演習
日間
6月18日㈪～7月
実習 3日㈫のうち指定
する日

住所・氏名・年齢・電話番号・泳力レベル

場所 台東リバーサイドスポーツセンター陸

区民体育祭

月16日㈮～6月17日㈰

内容

ラス）に教室名・希望クラス（Ａ～Ｃ）
・

日時 4月1日㈰午前9時30分開場、10時開演

台東区生涯学習課☎（5246）5815

文化財資料の優品を展示します。 期間 3

ちテキスト代6,900円） 申込方法 電話で

ラ高跳び等、トップ

☎（3471）8888

介護職員初任者研修

桜をテーマに浮世絵・絵はがき・写真資料・

テーマ・講師 第1部は「長寿時代のまちづ

問合せ 生涯学習課☎（5246）5821

申込締切日 3月15日㈭

☎（5246）1468

場所 区役所10階1002会議室

申込方法 往復はがき（1人1ク

ボルダリング、車い

号、在勤（学）の方は勤務先（学校名）

場所・問合せ 住宅課（区役所5階⑩番）

金が必要

すソフトボール、パ

はがき（1組1通）に住所・氏名・電話番

企画展「郷土・資料調査室って
どんなところ？Ⅱ」

日時 3月1日㈭・4月5日㈭午後1時～4時

定員 24人（先着順） 費用 78,900円（う

動報告、研修会参加希望者相談・申込受付

入場券 指定席3,500円、

しつ（台東保健所3階）☎（3847）3087

無料建築相談室

日時 3月13日㈫午後1時30分～4時30分

内容 ゲーム、工作、少年リーダー研修会活

第21回津軽三味線コンクール
全国大会

申込開始日 3月8日㈭※申込みは

険料含む）※レッスン前後の利用は延長料

☎（3842）5353

リー研フェスタ

申込締切日 3月12日㈪

午後6時45分～8時45分

松が谷福祉会館※変更の場合あり

部
クラス
期間
時間

区内在住か在勤 ･ 在学の16歳以上で、下記に該当し、
場所
全日程受講できる方
初級を修了か 原則、手話経 初級を修了か
定員
対象
同程度（手話 験のない方 同程度（手話
原則、手話経
（手話講習会 経験1年以内）
経験1年以内）
験のない方
費用
の技術を持つ 入門コース受 の技術を持つ
講の方も可） 方
方
定員（抽選）
40人
30人
40人
30人
選考試験
費用
各3,000円程度（テキスト代等）
受験対象
往復はがきに、住所・氏名（ふりがな）
・年齢・性別・
電話番号・希望の部・クラス・手話講習会の受講歴（カ
申込方法
ルチャースクール等含む）
、
在勤（学）の方は勤務先（学
選考試験
校）名・所在地・電話番号を書いて下記問合せ先へ
日時 ・ 場所
申込締切日
4月6日㈮（必着）
選考試験
〒110－0004 台東区下谷
内容
〒110－8615 台東区役所
1－2－11 台東区社会福祉
障害福祉課「手話講習会」
協議会台東ボランティア・ 申込方法
問合せ
担当
地域活動サポートセンター
☎（5246）1058
申込期間
☎（3847）7065
※昼の部と夜の部の同時申込はできません。受講者には4月下旬までに案内
を送付します。

問合せ

昼の部

上級

夜の部

5月～31年3月の水曜日
（全40回）
午後2時～4時

夜の部
養成
5月～31年2月の月曜日
（全30回）

午後6時45分
午後6時45分～8時45分
～8時45分

松が谷福祉会館※変更の場合あり
各20人程度
15人程度
※いずれも選考試験合格者
各6,000円程度
無料
（テキスト代等）
区内在住か在勤 ･ 在学
区内在住か在勤 ･ 在学で、手
で、手話講習会上級を
話講習会中級を修了か同程度
修了か同程度の技術を
の技術を持ち、手話通訳者を
持ち、受講後に手話通
目指す方（台東区 ･ 他自治体
訳者として区内で活動
で上級を修了した方を除く）
できる方
4月15日㈰午後1時
4月21日㈯午後1時
松が谷福祉会館
松が谷福祉会館
手話による面接
手話表現･読み取り
※途中退室不可
※途中退室不可
申請書（下記問合せ先へ請求）に記入し郵送か持参
※中級・上級を受講中の方は講習時に申請書を配布
3月1日㈭～15日㈭
〒110−8615 台東区役所障害福祉課「手話講習
会」担当（区役所2階⑩番）☎（5246）1058

【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。

子氏が東京大空襲の惨禍を後世に
残すため建立した平和の母子像
「時忘れじの塔」記念式典

●消防体験フェア

方

税通知等による納税のお知らせ
の送付はしていません。

３月 日㈭まで、東京上野税務署
に開設します。相談は午前９時
分～午後５時（受付は午前８時
分から）です。
会場が混雑している場合は、受

しょう

ちゅう

じょう

きゅう

ぎょう

ちゅう

にゅうきゅう

しゅう

きゅう

りょう

しゅう

じゅう

万円を超えている方が課税事業者
となり、期限までに申告書の提出

・浅草税務署には申告書作成会場 と納税が必要です。
はありません
新たに課税事業者となる方は
台東区の方の申告書作成会場を 「消費税課税事業者届出書」を忘

●「和扇会」新舞踊・古典舞踊
▽日時 毎週水曜日

付を早めに締め切ることがありま
すので、なるべく午後４時までに
お越しください。

会 員 募 集

地震・火事・家族の「もし」に ▽定員
人（先着順）
備えて体験フェアで学びませんか。 ▽問合せ 台東区歯科医師会
▽日時 ３月３日㈯
☎（３８７４）６４３３
午前 時～午後３時
▽場所 御徒町南口駅前広場
（おかちまちパンダ広場）
▽問合せ 上野消防署
☎（３８４１）０１１９㈹
●消防署一日公開「浅草消防署に
おいでよ。
」
▽日時 ３月４日㈰
午後１時～５時
▽場所 浅草公会堂ほか
▽会費 月額３千円

ちゅう

▽問合せ ワセン
・申告書の作成は、国税庁ホーム
☎（３６５３）００１０
ページの「確定申告書等作成コー
●親子で剣道「黒門剣友会」
（初 ナー」をご利用ください
心者・親子歓迎、見学可）
税務署に出向くことなく所得税
▽日時 毎週日曜日
及び復興特別所得税、贈与税、個
午前９時 分～午後０時 分
人事業者の消費税及び地方消費税
▽場所 黒門小学校体育館ほか
の申告書等を作成できます。作成
▽会費 月額１千円
した申告書は、印刷して郵便等で
入会金１千円
提出するほか、ｅ Ｔ-ａｘ（国税電
子申告・納税システム）で、自宅
▽問合せ 田中
☎０９０（４５３９）８２３６ 等から送信することもできます
（事前手続きが必要です）
。
※詳しくは、国税庁ホームページ
をご覧ください（
「イータック
ス」で検索）
。
が っこ う や か んが っ
せい と ぼ
・郵便等で提出の方
確定申告書等の控用（手書き作
成）に税務署の受付印が必要な場
合は、控用にも署名・押印の上、
返信用封筒（切手貼付）を同封し
てください。
※申告書等にマイナンバーを記載
するほか、本人確認書類の写し
ぎょうりょう

ちゅう

れずに提出してください。
▽問合せ 東京上野税務署
☎（３８２１）９００１㈹

浅草税務署
☎（３８６２）７１１１㈹

【は～い赤ちゃん】掲載依頼書は、区ホームページの「広報たいとう」からダウンロードできます。

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。
台東区公式ホームページ上の「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、詳しくは左記へお問合せください。
▽問合
 せ 台東区役所広報課
（５２４６）１０２９
☎（５２４６）１０２１

台東区町会連合会（黒田収会長）
の定例会が２月１日に開催され、

（どなたでも参加できます）
午前 時～午後２時
▽内容 消防服着装体験、防火防
▽日程 ３月９日㈮
※時間は左記へお問合せください。 災体験、お楽しみコーナーほか
▽場所・問合せ 浅草消防署（駒
▽場所 上野公園いこいの広場
形１ ５ ８）
▽内容等 海老名香葉子氏のあい
☎（３８４７）０１１９㈹
さつ、台東初音幼稚園園児・根
岸小学校児童・忍岡中学校生徒 ●東京大空襲資料展（無料）
▽日時 ３月９日㈮～ 日㈪
による合唱等
午前 時～午後５時
※林家正蔵氏・三平氏ほか参加予
▽場所 浅草公会堂展示ホール
定
※ 日㈯午後１時から、東京大空
▽問合せ 時忘れじの集いの会
襲犠牲者追悼碑前（言問橋）で
☎（３８７３）０７６０
追悼集会を行います。
▽問合せ 東京大空襲犠牲者追
悼・記念資料展実行委員会
☎（３８７６）４８５８
●第 回区民のためのやさしい健
康教室「健康寿命～その前に、そ
の後に～」
（予約不要・費用無料）
▽日時 ３月 日㈪
午後１時 分～２時５分
※講演会終了後、個別医療相談を
実施します。
▽場所 台東保健所３階大会議室
※医療相談は台東保健所６階
▽講師 蒲野俊雄氏（
（医）全仁

−
22

12

会上野病院長）
▽問合せ 下谷医師会
☎（３８３１）００７７

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。

90

●中学校夜間学級生徒募集
がっこ う そ つ
かた
小・中学校を卒業していない方
しょ じ
がっこ う
ぶん
や、諸事情により中学校で十分に
まな
かた
そうだん
おう
学べなかった方の入級の相談に応
さい
こ
かた
じます。 歳を超えた方であれば、
ね ん れ い こくせき
せいげん
年齢・国籍に制限はありません。
に ほん ご
とく
かた
また、日本語を習得していない方
に ほん ご がっ
かいせつ
のために、日本語学級も開設して
じゅ
む
います。授業料は無料です。
といあわ
すみ だ く りつぶん か
がっこう
▽問合せ 墨田区立文花中学校
すみ だ く ぶん か
ご ご
（墨田区文花１
７ 午後
じ い こう
２時以降）
☎（３６１７）１５６２
●確定申告書の提出はお早めに
平成 年分所得税及び復興特別
所得税、贈与税の申告書の提出お
よび納税の期限は、３月 日㈭ま
でです。申告書は自身で作成して
早めに提出してください。

29

110

−

−

−

30 15

を添付してください。
※浅草税務署管内の方は、左記送
付先へ送付してください。
８６５５ 台東
▽送付先 〒
区池之端１ ２
上野合同庁舎税務署事務処理セ
ンター
・消費税の申告と納税もお早めに
年分の個人事業者の消費税及
び地方消費税の申告書の提出及び
納税は４月２日㈪までです。 年
分は、 年分の課税売上高が１千
27

11

10

15

29

次の件について区役所の担当課か
ら説明があり、協力していくこと
になりました。
全国瞬時警報システムの全国一
斉情報伝達訓練に伴う試験放送の
実施について ほか２件

11ch

30

･
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FAX

3月4～10日
特別編成 16日 再 17日 午後1時～5時
Ａ ●台東区議会 平成30年 第1回定例会
●こんにちは区長です（5分）
●ニュースたいとう（15分）
午前9時5分 一般質問
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
18～24日
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から ●老人クラブの名称が変わります（14分） B
●浅草・うた散歩ファイナル（20分）
のお知らせ
B
午前9時34分
●第12回 中学生サミット（14分）
●こども環境委員会 活動紹介（20分）
●住民主体の通いの場づくり 事業の紹介（6
午前9時34分 分）
午前9時54分
●東京都・台東区合同帰宅困難者対策訓練
（6分） 25～31日
午前9時54分 ●ふれあいコンサートおとあそび♪親子音楽会
B
（20分）
11～31日
C
Ａ ●シニアボッチャ体験会（14分）
●ニュースたいとう（20分）
●台東区の伝統工芸⑤（6分） 午前9時54分
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁から 特別編成 31日 正午～午後7時
●台東区議会 平成30年 予算特別委員会
のお知らせ
総括質問
11～17日
●第28回 ザッカデザイン画コンペティション ○放送時間のご案内
B
（14分）
A 午前9時 B 午前9時20分
●台東区児童館合同行事 第7回「下町こども C 午前9時40分 《再放送》同じ日のそれ
ステージ」
（20分）
午前9時34分 ぞれ午後1時台と午後5時台と午後9時台
●旧作品 台東区の伝統工芸②（6分）
◇番組に対するご要望・ご感想をお待ちしています。
午前9時54分 ▷問合せ 広報課CATV担当☎（5246）1041

30

※申告書の提出後に、納付書や納

−
22
−

催しものなど
3月の区役所 制作番組案内

●ねぎし三平堂堂守の海老名香葉

平成30（2018）年 2月20日

−

10

●区民向け講演会「新たな生活習
さんしょく し
慣病・酸蝕歯にご用心」
▽日時 ３月 日㈯
午後２時～３時
※歯ブラシグッズプレゼント
▽場所 生涯学習センター３階
▽対象 区内在住か在勤（学）の
24
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