広報

お知らせ

▽記念品交換場所 浅草文化観光
センター、産業観光プラザすみ
だまち処（墨田区押上１ １
２）
、吾妻橋観光案内所（墨田
区役所２階）
※全 作品を撮影した方には、台
東区立文化施設４館（下町風俗

で、マッサージ（ 分程度）
・はり
・きゅういずれかの施術を受けら

れる利用券を差し上げます。
▽対象 ９月 日現在、区内在住
の 歳以上（昭和 年９月 日
以前生まれ）の方
▽配布枚数 １人年間２枚

歳以上高齢者世帯生活
調査を実施します

給付担当（区役所２階⑤番）
☎（５２４６）１２２２

（健康保険証等）
、印鑑を左記問
合せ先へ持参
▽問合せ 高齢福祉課総合相談・

資料館・一葉記念館・朝倉彫塑 ▽利用場所 台東区三療師連合会
に所属する利用券取扱場所
館・書道博物館）共通入館券と
年 月 日㈯
墨田区の循環バス１日乗車券 ▽利用期限
（先着 人）
もプレゼントします。 ▽申込方法 本人確認できる物
※詳しくは、区役所１階台東アー
トギャラリー、浅草文化観光セ
ンター、区民事務所・同分室、
地区センター、図書館等で配布
するチラシかＧＴＳ観光アート
プロジェクトホームページをご
覧になるか左記へお問合せくだ
さい。
▽問合せ 文化振興課
☎（５２４６）１１５３

高齢運転手の皆様へ
～ 免 許 返 納を考えてみま
せんか～

高齢者が住み慣れた地域で安心
して暮らし続けられるよう、３年
に１回、民生委員の協力により実
態調査を行っています。
調査結果は、個人情報として秘
密を厳守し、高齢者福祉施策推進
の目的以外に利用することはあり
ません。調査へのご協力をお願い
します。
月〜 年２月
▽調査期間
歳以上で介護サービス
▽対象
を利用していない方
▽調査方法 担当地区の民生委員
が訪問か電話で、生活状況や緊
急連絡先等を調査
▽問合せ 介護予防・地域支援課
地域支援担当
☎（５２４６）１２２５

介護サービスの利用料の
一部が軽減されます

住費（滞在費）を全額免除します。 ▽対象 区内在住でストマ用装具
▽対象 次の全てに該当し、区が
を使用している方
生計困難と認めた方 ①世帯全 ▽費用
年度の特別区民税の所
得割額に応じて自己負担あり。

員の住民税が非課税 ②世帯の
前年の収入（仕送りや手当、非
課税年金等を含む）が、単身世

帯で 万円以下（世帯員が１人

増えるごとに 万円加算） ③
世帯の預貯金等の額が、単身世

帯で 万円以下（世帯員が１人
増えるごとに 万円加算） ④
自宅以外に活用できる資産（土

地や家屋等）がない ⑤負担能
力のある親族等に扶養されてい
ない ⑥介護保険料を滞納して

いない
▽対象サービス 訪問介護・通所
介護・短期入所生活介護、特別
養護老人ホームにおける施設サ
ービス等
▽申込み・問合せ 介護保険課給
付担当（区役所２階③番）
☎（５２４６）１２４９

介 護 慰 労マッサー ジ券 ま
たは食 事 券 を支 給してい
ます

▽対象 区内在住で、要介護４ま
たは５の寝たきりの高齢者を、
常時在宅で介護している家族等
▽支給内容 マッサージ券、食事
券（いずれも３千円相当、どち
らかを選択）
▽申込方法 介護保険証を左記問
合せ先へ持参
※支給は年度に１回

▽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

非課税世帯は無料。
※前年度所得超過で助成を受けて
いない方でも、 年度の税額に
より対象となる場合があります。

※障害者紙おむつ購入補助券の更
新申請は 月から受付けます。
▽申請方法 身体障害者手帳、印

鑑を左記問合せ先へ持参
▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）

☎（５２４６）１２０１

心身 障 害 者 福 祉タクシー
券・燃料費（ガソリン代）
助成をご利用ください

▽対象 身体障害者手帳上肢１級、
下肢・体幹・内部機能障害１～
３級、視覚１ ２級、愛の手帳
１ ２度の方
▽所得限度額 左表のとおり（
歳以上の方は本人所得、 歳未
満の方は扶養義務者の所得）

※現在、所得超過でタクシー券、
燃料費助成を受けていない方は、
年中の所得が限度額以内であ
れば、 月から申請できます。
▽助成額 タクシー券は月額３千

円、燃料費は月額２千 円
（タクシー券か燃料費のどちら
かを選択）

▽申込方法 障害者手帳、印鑑を
左記問合せ先へ持参
※燃料費助成は必要書類が複数あ
るため、事前に左記へお問合せ
ください。
▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）

☎（５２４６）１２０３

【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。

清水充子氏
☎（３８３１）７５９８
・特設行政相談所を開設します

～４時（受付は３時まで）

中央図書館浅草橋分室か
らのお知らせ
空調機改修工事に伴い左記の期
間は、図書館３階の立入りができ
なくなります。工事期間中は騒音
や振動で、ご不便をおかけします
が、ご理解・ご協力をお願いしま
す。
※詳細が決まり次第、図書館ホー
ムページでお知らせします。
月上旬～ 月中旬
▽期間
▽問合せ 中央図書館分室担当
☎（５２４６）５９１１

ＧＴＳ 観 光 ア ー ト ラ イ ン
を 巡 る フォト ラ リ ー ２ ０
１７

区内在住の満 歳以上で、運転
免許証を自主返納した方に、左記
の記念品を差し上げます。
▽記念品
・台東区循環バス「めぐりん」専
用回数券（ 回分の乗車券）
・区立文化施設４館共通入館券
▽申請方法 東京都公安委員会発
行の「申請による運転免許の取
消通知書」か「運転経歴証明書」
を左記問合せ先へ持参
▽問合せ 交通対策課（区役所５
階②番）
☎（５２４６）１２８８

ス トマ 用 装 具（ 蓄 便 袋・
蓄 尿 袋・紙 おむつ）給 付
券の更 新 申 請 を 受 付 けま
す

月～ 年３月分の申請を９月
下旬から受付けます。
継続して利用する方は、申請が

29

東京五輪音頭 ２０２０
の 楽 曲 Ｃ Ｄ を 貸 出 し てい
ます

０大会に向けて機運を醸成でき
る団体等
▽貸出しする物 楽曲ＣＤ（歌詞

▽対象 地域のお祭り、イベント
等でＣＤを活用し、東京２０２

おおむね 年後の台東区の将来
像を描き、区政運営の最高指針と
カード含）
、振り付けシート
▽申込方法 ＣＤ貸出し希望申込
書（区ホームページからダウン

「協働事業提案制度」
公開プレゼンテーション

▽対象 区内在住か在勤の方
・定例行政相談
▽日時 第２ ４木曜日午後１時

なる基本構想を策定しています。
策定にあたり、第２ ３回基本
構想策定審議会を開催します。

▽問合せ 東京オリンピック・パ
ラリンピック担当
☎（５２４６）１２５９
（５２４６）１０１９

傍聴希望の方は、電話で左記へ
お申込みください。
※託児あり（１歳以上の未就学児

台 東区 基本 構 想 策 定 審 議
会を開催します

▽日時
月 日㈮・ 日㈯午前
時～午後４時（ 日は３時
分まで）
▽場所 区役所 階会議室（消費
生活展会場内）
30

▽場所 区役所１階区民相談室
ロード可）に必要事項を記入の
※東京行政評価事務所「行政苦情
上、ファックスで左記問合せ先
番」でも相談に応じます。
へ
※貸出し枚数には限りがあります。 ☎０５７０（０９）０１１０
▽問合せ くらしの相談課区民相
談室☎（５２４６）１０２５

・各５人）
▽日時 ①第２回 月 日㈮午後
７時 ②第３回 月 日㈬午後
７時
▽場所 ①生涯学習センター 研
修室 ②台東保健所３階大会議
室
▽申込締切日 ① 月 日㈬（託

月 日㈪～ 日㈰は行
政相談週間です

年金・保険・福祉など、国や特
殊法人の仕事に関する苦情や意見
は、行政相談委員にご相談くださ

福祉
（高齢・障害）

生活保護受給者で特別養護老人

軽減制度に協力する事業所のサ
ービスを利用した場合、介護サー
ビス費の利用者負担および食費・
居住費（滞在費）の４分の１（老
齢福祉年金受給者は２分の１）を
軽減します。

20

−

高 齢 者マッサー ジサー ビ
ス 利 用 券の 申 込みを 受 付
けています

20

※世帯状況に応じて各
種控除が受けられる
場合があります。

200

（託
児は 日㈮） ② 月 日㈪
地域活動団体等から協働事業の
児は 日㈫）
提案を募集し、提案団体によるプ
▽申込み・問合せ 企画課
レゼンテーションを開催します。
☎（５２４６）１０１２
見学希望の方は、左記問合せ先へ
お申込み（区ホームページからも
今年 月に自動交付機の
申込可）ください。
稼働が終了します
月 日㈬午後１時 分
▽日時
自動交付機稼働終了後、住民票 ▽場所 台東区社会福祉協議会
の写しと印鑑登録証明書は、区役 ▽定員
人（先着順）
所、区民事務所・同分室の窓口か、 ▽問合せ 区民課協働・多文化共
マイナンバーカードを使用して全
生係☎（５２４６）１１２６
国の主なコンビニエンスストアで
取得できます。特に土・日曜日や
夜間のご利用が見込まれる方は、
コンビニエンスストアでの取得が
便利です。ぜひマイナンバーカー
ドの申請をご検討ください。

※申請方法等、詳しくは左記へ
▽問合せ 台東区マイナンバーコ
ールセンター（通話料無料、土

い。
・行政相談委員
麻生勝重氏
☎（３８３１）３２９４
安井高明氏
☎（３８３１）８８５８
深井喜代子氏

必要です。

398万4千円

15

ホームの個室を利用する方は、居

1人

・

2人目以降
38万円加算
1人につき

−

利用券１枚につき１千円の負担

360万4千円

31

29

10

0人

10

50

100

30

19

3

30

150

15

30

10

10

東京スカイツリーと浅草を環境
アート作品で結ぶ「ＧＴＳ（藝大
・台東・墨田）観光アートライ
ン」を巡り、 作品のうち４作品
以上を撮影した方に、藝大デザイ
ンオリジナルランチトートバッグ
をプレゼント（先着１千人）しま
す。
月７日㈯～ 月５日㈰
▽期間
午前 時～午後５時
※ランチトートバッグがなくなり
次第終了

扶養人数 所得限度額

・

28

500

75

10

110

73

75

−

30

350

30

301

12

−

22

☎（３８２１）５３１９

10

20

65

11

13

10

14

14

11

11

18

1 20

・

12

10

11 10

10 10
30 18

15

10

10

10

FAX

10

・

20

−

16

24 13

12

・日曜日・祝日を除く午前８時
分～午後５時 分、水曜日は
午後７時まで、第２日曜日は午
前９時～午後５時）
☎０１２０ ００２３５１
30

100
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