福祉
コード）から、メールアドレス
を登録（区ホームページからも
登録可）

フォン・携帯電話（左記２次元

燥・消毒サービスを行っています。 報などを配信しています。
▽登録方法 パソコンかスマート
▽対象 区内在住の、住民税非課

・一人暮らしで、病弱等の理由に
より、自力で布団を干すことが
できない

（高齢・障害）
高 齢 者 の 皆 さんに 公 衆 浴
場を無料開放します
・高齢者のみの世帯で寝たきり状
態の方が同居している
▽費用 実費の１割相当額

※本人（ 歳未満の場合は世帯主
等）の 年中の所得（総収入か
ら諸控除を差し引いた額）が左
表の限度額を超える方、生活保
護受給中の方、特定の施設に入
所中の方、 歳以上で重度の障
害になった方、後期高齢者医療
制度に加入し住民税が課税され
ている方は除く
▽所得限度額

用ください。経験者向きの求人も
随時募集しています。
▽対象 区内・隣接区の事業所
▽申込み・問合せ 産業振興課
☎（５２４６）１１５２

産 業 情 報 誌「 ネットワー
クたいとう 」に広 告 を掲
載しませんか

▽発行日
月 日㈬（予定）
▽発行部数 ５万９千部

優れた技術や新しいデザイン・
機能を取り入れた生活提案商品を
募集します。入賞者は、賞金と東
京ギフトショーに出品する権利が

得られます。
▽応募資格 ＴＡＳＫ５区（台東
・荒川・足立・墨田・葛飾）の

事業者（企業もしくは個人）が
主たる製作者である製品
年 月～ 年 月
▽対象製品
に開発した（試作・改良品も可）
生活提案商品
▽申込方法 応募用紙（下記問合
せ先で配布、ＴＡＳＫホームペ
ージからダウンロード可）に記

▽問合せ 産業振興課（区役所９

階⑤番）☎（５２４６）１４１５

住宅
まちづくり

住 居 表 示の戸 番 票 を お 渡
しします

法律により、建物
には住居表示を表示

することが義務付け
られています。戸番
票が破損・汚損等し
ている場合は、左記
へお問合せください。
戸番票を無償で送付
しますので、自身で
貼付してください（表札等により
表示している場合は、戸番票が貼
付されているものと同様の取り扱
いです）
。
▽対象 区内建物の所有者または
管理者、使用者
▽問合せ 建築課管理担当
☎（５２４６）１３３２

台 東区 住 宅 修 繕 資 金 融 資
あっせん制度

済していない

500

80

▽融資あっせん額 工事費の ％
以内で、 万円以上 万円以内
※返済期間は金額により異なる
年度契約利率０・ ％
▽利率
（本人負担０・ ％、区負担０・
％）
▽申込期限 工事着手１ヶ月前

45

「多重債務 番」を開設し
ます

（その他）

お知らせ

ページをご覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）☎（５２４６）１２１７

※工事着手後の申込不可
※詳しくは、左記問合せ先で配布
するパンフレットか、区ホーム

50

入し、製品（試作品可）の写真

を添えて郵送か持参
▽申込締切日
月７日㈫
（必着）

11

多重債務でお困りの方は、電話
か直接お越しの上、ご相談くださ
い。相談は無料、秘密は厳守しま
す。
▽日時 ９月４日㈪・５日㈫
午前９時～午後４時
▽場所・問合せ 消費生活センタ
ー（区役所９階⑦番）
☎（５２４６）１１３３

ふるさと交流ショップ
台東
出店自治体が変わります

▽出店自治体
北海道鹿追町

居住するための住宅で、居住部
（特定分野にお
分の床面積が 平方メートル以
ける連携に関
下の物
する協定
〈環境、
▽主な申込資格 ①区内に１年以
産業〉締結）
上住所を有する 歳以上の方で、 北海道十勝地方の西北部に位置
返済完了時の年齢が 歳未満
しており、自然が豊かで農業・
②世帯全員が住民税を滞納して
酪農が盛んです。
いない ③融資金の返済および ▽日程 ８月 日㈭～９月 日㈫
利子の支払いに十分な能力があ ▽場所 浅草４
５（千束通
り、金融機関の定める保証を受
商店街内）
ける 保証料は申込者負担）
▽
問
合せ 台東区都市交流課
(
④現在この制度で融資を受け返
☎（５２４６）１０１６

区が住宅リフォーム資金の融資
を指定の金融機関にあっせんし、
利子の一部を負担します。
▽対象住宅 区内にある、自身が

10

29

税世帯の 歳以上で、次のいず
れかに該当する方

▽無料開放日 老人の日・老人週
間（９月 ～ 日）を中心とし
た２日間
※登録は無料、通信料は利用者が
負担

▽配布方法 新聞折込（朝日・読
売・毎日・産経・東京・日本経
済）
、区内施設で配布
58

※浴場ごとに異なるため、各浴場
に掲示するポスターや区ホーム
ページでご確認ください。

環境
リサイクル

119

▽問合せ 介護予防・地域支援課
☎（５２４６）１２２５

※世帯状況等に応じて各
種控除が受けられる場
合があります。
※以前、
所得超過等で資
格がなくなり、
今回該当
する方は、
9月29日㈮ま
でに申請してください。

貼ってください。
▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１２９１

241

▽申込方法 対象者の印鑑（朱肉
で押せる物）
、身分証明書（介
護保険証等）を左記問合せ先へ
持参

認 知 症 高 齢 者 等早 期 発見
ステッカーの配布

398万4千円

▽規格・掲載料
・１号 縦 ×横 ミリメートル
（４色カラー）４万円
▽問合せ 障害福祉課給付担当
・２号 縦 ×横 ミリメートル
☎（５２４６）１２０１
（４色カラー）８万円
・５号 縦 ×横 ミリメートル
（白黒）１万円
▽申込方法 申込書（左記問合せ
先で配布、区ホームページから
一斗缶（ リットル缶）は
ダウンロード可）に原稿案を添
燃 や さ ない ご み の 収 集 日
えて郵送か持参
に
▽申込締切日 ９月 日㈮（消印
有効）
一斗缶を捨てる際は、燃やさな
いごみの収集日に出してください。 ▽問合せ 産業振興課（区役所９
階⑤番）
会社や店舗で使用したものを出
☎（５２４６）１４１５
す場合は有料になりますので「有
料ごみ処理券」を貼ってください。
「ＴＡＳＫものづくり大賞」
※１缶（潰したものは５缶）につ
製品募集
き、 リットル
のごみ処理券を
1人

産業

60

22

▽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
認知症で行方不明になるおそれ
のある区内在住の高齢者へ、靴に
貼る「通し番号入りステッカー」
を配布しています。警察等に保護
された際、すぐに身元を確認する
ことができます。
▽申込方法 対象者の介護保険証
等本人確認できる物・本人の写
真（できるかぎり）を左記申込
場所へ持参
※申込みの際、体の特徴や緊急連
絡先等を記入します。
※申込内容は、地域包括支援セン
ター、区内警察で情報共有しま
すので、ご了承ください。
▽申込場所 区役所２階⑥番介護
予防・地域支援課、地域包括支
援センター
▽問合せ 介護予防・地域支援課
☎（５２４６）１２２５

360万4千円

引続き該当する方には、８月末
にお送りします。申請は不要です。
内 職の 求 人 事 業 者 を 募 集
▽対象 区内在住で、身体障害者
しています
手帳１ ２級（内部機能障害の
現在、未経験でもできる仕事や
方は３級も含む）
、または愛の
手帳１ ２度で、国民健康保険 高年齢の方向けの仕事が不足して
や社会保険、後期高齢者医療制 います。簡易な作業の求人を希望
している事業者の方は、ぜひご利
度に加入している方

11

心身障害者医療証（○
障医
療証）を更新します

扶養人数 所得限度額

95

26

15

65

2人目以降
38万円加算
1人につき

18

高 齢 者見 守りメールマガ
ジン

利用できる
サービス

29

280

20

11

28 20

0人

10

▽対象 区内在住の 歳以上の方
▽利用方法 住所・年齢を証明で

調査員による訪問調査の実施 ・ 医師による主治医意見書

60

12

高齢者等が行方不明になった際
の捜索協力依頼情報、見守りや認
知症に関する講座やイベントの情

サービスの
申込みや
相談

（※1）非該当の方も、身体状況等を確認する基本チェックリストの判定結果によって、介護予防・
生活支援サービス事業を利用することが可能です。（※2）要介護度によっては利用できないサー
ビスがありますので、区・地域包括支援センター・ケアマネジャーにご相談ください。

きるものを公衆浴場に提示
▽問合せ 高齢福祉課
☎（５２４６）１２２２

介護保険の要介護（要支援）認定の申請から、サービス利用までの流れは原則下図のとおり
です。詳しくは右記へご相談ください。 問合せ 介護保険課介護認定担当（区役所2階④番）
☎（5246）1245 地域包括支援センター あさくさ☎（3873）8088
やなか☎（3822）1556 みのわ☎（3874）9861 くらまえ☎（3862）2175
まつがや☎（3845）6505 たいとう☎（5846）4510 ほうらい☎（5824）5626

10

28

介護保険（※2）
介護予防サービス
介護サービス
施設サービス
訪問介護・訪問看護・通所介護・ショー 特別養護老人ホーム、
トステイ・福祉用具購入費支給・住宅改 老人保健施設、介護
修費支給・地域密着型サービス（例グルー 療養型医療施設
プホーム）など
総合事業
一般介護予防 介護予防・生
事業
活支援サービ
ス事業
詳しくは、地域包括支援セ
ンターにご相談ください。

21

高 齢 者の寝具 乾 燥・消 毒
を実施しています

介護保険サービスの利用手続きをご存じですか

▲2次元コード

65

一人ひとりに合ったケアプラン
（※1）

居宅介護支援事業所
（ケアマネジャー）に相談
地域包括支援センター
（区内7か所）に相談

65

本人・家族などによる申請
（区または地域包括支援センターで受付）

申請から
要介護認定まで

75

介護認定審査会で要介護（支援）度を判定
要支援 1・2
要介護 1 〜 5
非該当

15

布団を自力で干すことが困難な
高齢者に対し、月１回、寝具の乾

平成29（2017）年 8月20日

110

24

－
36
－

・

・

第 1187 号 （4）
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〉

