排気量
図柄A
図柄B
図柄C
50CC以下
「A･･･1」～「A･･･9」
「B･･･1」～「B･･･9」
「C･･･1」～「C･･･9」
（各375枚）366日の日付に相当するナンバー※ 366日の日付に相当するナンバー※ 366日の日付に相当するナンバー※
90CC以下
「D･･･1」～「D･･25」
「E･･･1」～「E･･25」
「F･･･1」～「F･･25」
（各25枚）
125CC以下
「G･･･1」～「G･100」
「H･･･1」～「H･100」
「J･･･1」～「J･100」
（各100枚）
※例…1月1日「A・101」
、12月31日「A1231」

●希望できるナンバー

▲125cc以下

▲125cc以下

49円

月１日㈰から事業系有
料ごみ処理券の料金が変
わります

５時
▽交換場所・問合せ 台東清掃事
務所（日曜日・年末年始を除く）
☎（３８７６）５７７１
清掃リサイクル課（区役所６階
⑥番）
☎（５２４６）１０１８

粗大ごみ処理手数料が
月１日㈰受付分から変更
になります

「夏祭り」を通して東京２
０２０大会に向けた機運
を盛り上げましょう

地域で行われる夏祭りを組織委
員会に申請し、認証を受ければ、

「オリンピック」「パラリンピック」
「東京２０２０大会」等の文言の
使用（タイトルへの使用は不可）
や、
「東京２０２０応援マーク」

部のコーナーが利用できなくなり

ます。ご理解・ご協力をお願いし
ます。
▽問合せ 台東子ども家庭支援セ

ンター☎（３８３４ ４
) ５７７

マンションの 防 災 資 器 材
購 入 費 用 の一部 を 補 助 し

しの確認は、預貯金通帳の記帳に
よりお願いします。

▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１１４

「振り込め詐欺」等にご
注意ください

毎月２回、５日と 日に発行し
ている区の広報「たいとう」の内
容をカセットテープに録音して、
区内在住の目の不自由な方に郵送
で貸出しします（無料）
。
▽申込み・問合せ 広報課（区役

「声の広報」を貸出しし
ます

する
・手数料などの振り込みを求める
このほか、息子や孫などを装っ
た「オレオレ詐欺」の電話にもご
注意ください。
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ま
た は 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

金自動預払機）の操作を求める
・銀行口座などの個人情報を照会

区役所などの職員が、
「医療費
ます
や保険料の還付金」や「給付金」
集合住宅の管理組合等が自主的 「マイナンバー」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

をチラシ・ポスター等に使用でき に防災資器材を購入する際に、費
９月 日㈯までに申込みを完了 るようになります。
用の一部を助成します。
した分は現行料金が適用されます。 東京２０２０大会に向けて、地 ※必ず購入前に申請してください。
※現在販売している粗大ごみ処理 域の機運を盛り上げましょう。
▽対象 次の全てに該当する区内
券の額面金額等に変更はありま ▽対象 原則、９月までに実施さ
の集合住宅の管理組合等 ①管
せん。
理組合が町会に加入している
れる夏祭り
▽粗大ごみ処理手数料
②総戸数 戸以上 ③新耐震基
▽申請締切日 ９月 日㈮
※申請から認証まで、２週間程度
準を満たしている ④台東区マ
かかります。
ンション管理組合登録制度に登
※認証要件等、詳しくは東京２０
録している
２０組織委員会ホームページの ▽対象資器材 スタンドパイプ、
「東京２０２０応援プログラム
リヤカー、スコップ、ハンマー、
夏祭りガイドライン」をご覧に
のこぎり、ジャッキ、救急セッ
なるか左記へお問合せください。 ト、担架、ＡＥＤ、毛布、トラ
▽問合せ 東京オリンピック・パ
ンシーバー、投光器、発電機、
ラリンピック担当
テント、ブルーシート、災害時
☎（５２４６）１２５９
用トイレ ほか
※食料品・飲料水は対象外
台 東 リ バ ー サ イ ドス ポ ー
▽助成額 費用の２分の１（上限
ツセンター野 球 場の利用
万円〈総戸数 戸以上 戸未
を休止します
満〉または 万円〈総戸数 戸
以上〉
）
年２月 日㈬まで
▽申込期間
※申請方法等、詳しくは区ホーム

人工芝張替工事のため、左記の
期間、利用できなくなります。ご
理解・ご協力をお願いします。
月末～ 年１月末（予

▽期間
定）

ページをご覧になるか、左記へ
お問合せください。
▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９４

住 民 税（ 特 別 区 民 税・都
民 税 ）第 ２ 期 分 の 納 期 限
は８月 日㈭です

▽問合せ スポーツ振興課
☎（５２４６）５８５３

28

台 東子 ども家庭 支 援セン
タ ー「 わ く わ く ひろ ば 」
の拡張工事を実施します

☎（５２４６）１０２１

ツイッターを利用し、イベント
などの区の情報や、緊急情報など
の発信を行っています。
区ホームページ内「台東区公式
Ｔｗｉｔｔｅｒ」からご覧になれ
ます。
▽問合せ 広報課

台東区公式ツイッターで
情報を発信しています

所３階⑧番）
☎（５２４６）１０２１

20

70リットル券 2,415円
2,660円
（1セット5枚） （黄緑色） （緑色）

▽新しいごみ処理券の販売開始日
月１日㈰
※販売場所等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか下記へお
問合せください。
※現在のごみ処理券は、９月 日
㈯までに使い切る範囲で購入し
てください。使い切れないごみ
処理券は 月 日㈫まで使用で
きます。
▽期限までに使い切れないごみ処
理券の取り扱い 現在販売してい
るごみ処理券は、 月１日㈬以
降使用できません。使い切れな
いごみ処理券は、差額負担の上、
新しいごみ処理券と交換します。
※交換は 月２日㈪から受付しま
す。

▽粗大ごみの申込み
・粗大ごみ受付センター

10

金融機関やコンビニエンススト
ア（バーコードが印字されている
ものに限る）
、区役所、区民事務
所・同分室で納めてください。
口座振替（自動払込）の方は、
残高にご注意ください。引き落と

31

32円

10

現行料金 改定後料金 差額料金
（色）
（色） ※1枚あたり

▽古い事業系ごみ処理券は残って
いませんか 現在使用できるごみ
処理券は「平成 年 月改定」
と記載があるものです。それ以

10

工事期間は、９月から 月末の
予定です。
工事期間中も
「わくわくひろば」
は通常通り開館し、各種イベント
や講座も行います。
騒音・振動が発生するほか、一

字のみ ̲H 10× W 240̲ ドコモショップ独自広告 ̲ 浅草橋店 ̲ 広報たいとう

10

☎（５２９６）７０００（月～
土曜日午前８時～午後７時）
※粗大ごみ受付センターホームペ
ージから申込可
▽問合せ 清掃リサイクル課
☎（５２４６）１０１８
台東清掃事務所

12

3,420円
（水色）

30

30

主な品目
布団、椅子（ソファーを除く）
、座椅子、衣装箱、掃除機、照明
300円 400円
器具、扇風機、ビデオデッキ、スーツケース、電子レンジ等
敷物(1畳を超えるもの）、自転車（16インチ以上）、ソファー
700円 800円
（1人用）、ベビーベッド（ベッドマットは別料金）等
ベッドマット、シングルベッド（ベッドマットは別料金）、
1,000円 1,200円
ソファー（2人用）等
1,400円 1,600円 セミダブルベッド（ベッドマットは別料金）
ソファー(3人以上用) 、ダブルベッド（ベッドマットは別料金）
1,800円 2,000円
等
2,100円 2,400円 マッサージチェア、オルガン
両そで机、箱物家具特大（たんす・戸棚など、幅と高さの合計
2,500円 2,800円
が360センチメートル以上のもの）※大きさにより料金が異なる

☎（３８７６）５７７１

50

50

10

20

30

15

30

45リットル券 3,100円
（1セット10枚） （青色）

10

10

14円

11

30

現行料金 改定後料金

20リットル券 1,380円
1,520円
（ピンク色）（薄桃色）
（1セット10枚）

31

10

午後５時・区役所３階⑩番税務
●デザイン投票へのご協力ありが
課税務係
とうございました
投票の結果、左記の３つのデザ ※土・日曜日・祝日を除く
※プレートの引き渡し・交換は
インに決まりました。
月２日㈪以降
オリジナルデザインのナンバー
プレートは、 月２日㈪から交付 ▽必要な物 車台番号などが分か
る物（標識交付証明書等）
、本
します。

▲125cc以下

人確認できる物（ 運転免許証
また、デザインとナンバーは選
等）
、印鑑（朱肉で押せる物）
ぶことができます。
●希望ナンバーの事前受付を行い ※所有者が法人の場合は右記の他、
社員であることが分かる物（名
ます（先着順）
刺等）
、法人の代表者印が必要
▽対象 台東区ナンバーの原動機
付自転車をお持ちの方、新規登 ※代理人が手続きする場合は右記
の他、委任状が必要
録する予定の方
※事前受付は、１所有者３台まで
▽受付日時・場所
・９月 日㈫午前９時～午後５ ▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１１７
時・区役所３階 会議室
・９月 日㈬～ 日㈮午前９時～

▲90cc以下

7円

10

10

※サイズは縦 ×横 センチメートル

▲90cc以下

券種

前の券（改定年月の記載のない
台東区発行のもの）は、清掃リ
サイクル課・台東清掃事務所で
差額交換できます。また、事業
の廃止などで還付ができる場合
もあります。詳しくは下記へお
問合せください。
▽交換時間 午前８時 分～午後

広告

▲90cc以下

301

20

19

20

10リットル券
690円
760円
（1セット10枚）
（オレンジ色） （黄色）

25

図柄C
図柄B
図柄A

ごみ処理券の料金

10

「原動機付自転車オリジナルナンバープレート」
の
デザインが決まりました

平成29（2017）年 8月5日

29

▲50cc以下
▲50cc以下
▲50cc以下

10

10

第 1186 号 （2）
広報

