広報

内容

指定を受けた「
（一社）東京都計
量協会」が事前に通知し、事業所
二級・木造建築士の方
▽定員 各 人（先着順）

13

10
23

500

・ 年度住民税非課税（課税）証
明書
・ 年度介護保険料納入決定通知
書の所得区分欄に「１～６」が

記載されたもの
・生活保護受給証明書（
「生活扶
助」の記載があるもの、本人確

29

29

年 月に
中学生になる
皆さんへ

―学校選択制度のご案内―

▽対象 区内に住民登録を有
し、 年４月に中学校へ入
学する児童とその保護者

12

▽選択できる学校 区立中学
校全７校
▽入学可能者数および学校公

学校公開（第２回）

10

30

10

認書類と兼用可）
※④の方は「更新申込書」があれ
ば所得確認書類は不要です。

※「介護保険料納入決定通知書」
は７月に区から送付済みです
（再発行はできません）
。
▽問合せ 一(社）東京バス協会・
シルバーパス専用電話（土・日

開 等 行事 の 日 程 下 表 の と
おり
※このほか、見学会や学校説
明会を開催する場合があり
ます。詳しくは各校へ。
月上旬に対象
▽選択方法
の方へ「学校選択票」を郵
送します。選択票に希望す
る中学校名等を記入し、返
送してください。
※選択者数が入学可能者数を
上回る見込みの学校は、
月上旬に抽選を実施します。
抽選の有無は教育委員会で
決定し、該当者には個別に
案内を郵送します。
▽選択状況 中間選択状況は
月上旬、最終選択状況は
月中旬に小学校を通じて
通知します。また、区ホー
11 11

建築士会内 東京都防災ボラン
ティア（被災建築物応急危険度
判定員）事務局

☎（３５３６）７７１１
▽問合せ 東京都都市整備局建築
企画課耐震化推進担当

曜日・祝日を除く午前９時～午
後５時）
☎（５３０８）６９５０

24

障害者虐待についてご相
談ください

区では、障害者虐待に関する通
報や相談の窓口を左記のとおり開
設しています。
障害者虐待を見かけた方は、ひ
とりで抱え込まず、まずはご相談
ください。
※個人情報は守られます。
▽相談窓口（ 時間対応）
・身体・知的障害の方は障害者支
援施設浅草ほうらい
☎（５８０８）００６７
（５８２４）５６３１
・精神障害・難病の方は精神障害

ムページや左記問合せ先で
公表します。
月上旬～
▽希望校の変更
中旬の期間内に限り変更可。
11

FAX

☎（５３８８）３３３９
台東区建築課
☎（５２４６）１３４０

30

28

FAX

以降の変更はできません。
▽学校案内冊子の配布 ７月
中旬に各小学校で配布済み
（区立小学校以外の方は、
区ホームページをご覧にな
るか左記へ）
▽問合せ 学務課学事係（区
役所６階②番）
☎（５２４６）１４１２
中学校名・問合せ 入学可能者数

125

者地域生活支援センターあさが
お
☎（５８２３）４２９８
（５８２３）４２９９
▽問合せ

・身体・知的障害の方の相談は台
東区障害福祉課総合相談
☎（５２４６）１２０３
（５２４６）１１７９
・精神障害・難病の方の相談は台
東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４０５
（３８４１）４３２５
FAX

28

29

東京都シルバーパス更新
手続きについて

のいずれかを提示

17

▽申込方法 申込書（東京都耐震
ポータルサイトホームページか
らダウンロード）に記入し、必

26

有効期限が９月 日㈯のシルバ
ーパスをお持ちの方には、
（一社）
東京バス協会から８月下旬に「シ
ルバーパス更新手続きのご案内」
が郵送されます。
更新を希望する場合は、指定さ
れた受付日・会場で、９月中に手
続きをしてください。
▽更新に必要な物
・シルバーパス更新申込書
・現在使用中のシルバーパス
・住所・氏名・生年月日が確認で
きる書類（健康保険証等）
年度の住民税が
▽費用
・①非課税の方は１千円
・課税の方のうち② 年中の合計
所得金額が 万円を超えている
方は２万 円 ③ 年中の合計
所得金額が 万円以下の方は
１千円 ④ 年度経過措置を受
けた方のうち、 年度住民税が
非課税だったことにより、１千
円でパスの発行を継続して受け
ている方は１千円
▽その他所得確認のために必要な
書類 右記①または③の方は、次
28 125

510

へ伺い検査を行います。
▽期間 ９月５日㈫～ 月 日㈪
（土・日曜日・祝日を除く）

10

▽問合せ 台東区くらしの相談課
消費者担当
☎（５２４６）１１４４

※携帯電話・PHSからは不可。霧ヶ峰学園ホームページからも申込可。
問合せ 少年自然の家霧ヶ峰学園☎0266（52）0257
学務課校外施設係☎（5246）1422

要書類を添えて左記申込先へ
▽申込締切日（必着） ①９月８
日㈮ ② 月 日㈮
▽申込み・問合せ （一社）東京

申込専用ダイヤル ☎︎0120－665246

FAX

15

40

東京都計量検定所検査課
☎（５６１７）６６３８

※利用取消料等、詳しくは霧ヶ峰学園へお問合せください。

応急危険度判定員養成講
習会
～防災ボランティアの登
録にご協力ください～

応急危険度判定は、余震等によ
る二次災害を防止するため、地震
発生後早期に建築物の被災状況を
調査し、使用の可否を判定するも
のです。
▽日程 ①９月 日㈮ ② 月
日㈭
▽時間 午後１時 分～５時
▽場所 都庁第一本庁舎５階大会
議場
▽対象 区内在住か在勤で一級・

申込み（抽選）
※申込時に、利用代表者の住所（在勤の方は勤務先名・所
9月1日㈮～7日㈭
在地）
・氏名・電話番号・利用人数・利用日・利用泊数・
希望部屋タイプ・部屋数が必要。部屋の指定は不可。
9月11日㈪～17日㈰ 申込者に抽選結果を電話で連絡
9月18日㈷～利用日の 申込み（先着順）
前日
※抽選後に空室がある場合
霧ヶ峰学園で利用申請書・利用者名簿（利用者全員の住所
利用開始日
・氏名・年齢・性別）を提出
利用終了日
霧ヶ峰学園で利用料金を支払い

11 31

第 1186 号

児 童 扶 養 手 当・ 特 別 児 童
扶養手当の現況届をお忘
れなく

日程

手当を受給している方に、現況
届の案内通知を発送しました。現

受付内容 12月利用分（30年1月3日宿泊分まで）※12月29日～30年1月3日の
期間は、3泊4日まで予約可
利用の流れ 下表のとおり

601

況届は、今後１年間の手当の支給
可否を判定する大切な届です。
児童扶養手当は８月 日㈭、特
別児童扶養手当は９月 日㈪まで
に手続きをしてください。

対象 区内在住か在勤の2人以上のグループ

▽届出場所 児童扶養手当は区役
所６階 会議室、特別児童扶養
手当は区役所６階⑦番子育て・

～年末年始の利用の抽選申込みを受付けます～

若者支援課
▽問合せ 子育て・若者支援課給
付担当
☎（５２４６）１２３２

霧ヶ峰学園から

はかりの定期検査

商店や事業所での取引や学校・
医院等での証明に使用する「はか
り」は、２年に１度の検査を受け
ることになっています。
対象の事業所には、東京都から

（3） 平成29（2017）年 8月5日
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学校説明会

見学のできる学校行事（※）
土 曜 公開授 業（9月2日、10月21日、11月18日、30年1月20日、2月
御徒町台東
9月11日㈪～16日㈯
9月16日㈯
148人
17日の土曜日午前8時30分～正午）
、文化祭 （10月28日㈯午前8時
（台東4－13－16）
午前8時30分～午後5時30分
午後2時～2時45分
（4学級）
30分～午後3時30分）
、道徳授業地区公開講座（12月2日㈯午前8時
☎（3831）3787
※16日は午後4時まで
※説明会終了後、部活動体験会
30分～正午）
、立志のつどい（2月3日㈯午前8時30分～正午）
柏葉
9月11日㈪・12日㈫・14日㈭～16日㈯
土曜公開授業（9月2日・16日、12月2日、30年2月17日の土曜日午
148人
9月16日㈯
（下谷3－1－29）
午前8時40分～午後5時
前8時40分～11時30分）
、道徳授業地区公開講座（10月21日㈯午前
（4学級）
午前11時～正午
☎（3876）3341
※16日は午前11時まで
8時40分～11時30分）
、文化祭（10月28日㈯午前9時～午後4時）
9月14日㈭～16日㈯･19日㈫･20日㈬
9月14日㈭・15日㈮・19日㈫
土曜公開授業（9月2日、10月21日、12月2日・16日、30年2月3日・
上野
148人 午前8時40分～午後5時
午後3時30分～4時
17日の土曜日午前8時40分～11時30分）
、上中音楽祭（10月27日
（上野桜木1－14－55）
（4学級） ※16日は午後4時30分まで※20日は午後2時30分まで 9月16日㈯
㈮午前10時30分～午後3時）
、立志式（30年1月13日㈯午前9時40
☎（3828）5458
※14～16･19日は部活動体験可（予約不要）
午後2時30分～3時
分～11時30分）
土曜公開授業（9月2日・16日、11月18日、12月2日、30年2月3日、
9月4日㈪～8日㈮
忍岡
3月3日の土曜日午前9時～11時35分※2月3日㈯は午前10時～11時ご
185人 午前9時～午後3時20分
9月4日㈪・7日㈭・8日㈮
（上野公園18－20）
ろまで立志式公演会のみ見学可）
、日曜授業参観（9月24日㈰午前9時
（5学級） ※5･6日は午後2時20分まで
午後3時40分～4時40分
☎（3828）7241
～午後3時20分）
、学習発表会（10月28日㈯午前9時～午後3時10分、
※4･7･8日は部活動見学可（予約不要）
29日㈰午前10時15分～11時15分）
9月12日㈫～16日㈯
9月12日㈫・14日㈭・15日㈮
土曜公開授業（9月2日、11月25日、12月2日、30年2月3日・17日、
浅草
午前9時～午後5時
午後4時15分～4時45分
3月3日の土曜日午前8時45分～11時35分）、道徳授業地区公開講座
185人
（蔵前1－3－4）
※13日は午後0時30分まで
9月16日㈯午後2時30分～3時15分 （10月7日㈯午前9時45分～11時30分）
、文化祭（10月21日㈯午前
（5学級）
☎（3866）5169
※16日は午後4時30分まで
※16日は午後3時20分より部活動 8時35分～午後2時20分）、合唱コンクール（30年3月8日㈭午前9
※部活動見学は随時可
体験会
時～午後0時30分（予定））
土曜公開授業（9月16日・30日、11月18日、12月2日・16日、30
9月12日㈫～16日㈯
桜橋
年1月20日の土曜日午前8時50分～11時40分※9月30日㈯は午前8
148人 午前8時50分～午後3時25分
9月16日㈯
（今戸2－1－8）
時50分～9時40分、11月18日㈯は午前8時50分～正午）、文化祭（10
（4学級） ※13日は午後2時25分まで
午前11時～午後0時30分
☎（3876）2277
月28日㈯午前8時50分～午後3時25分）、道徳授業地区公開講座（11
※16日は午前11時40分まで
月18日㈯午前8時50分～正午）
9月11日㈪～16日㈯午前8時45分～午後5時30分 9月12日㈫･14日㈭
土 曜 公 開 授 業（9月2日・16日、10月21日、30年1月20日、2月17
駒形
148人 ※13日は午後4時30分まで※16日は午後3時まで 午後4時～4時30分
日の土曜日午前8時45分～11時35分）
、道徳授業地区公開講座（9月
（北上野2－15－1）
（4学級） ※16日は体験授業実施、部活動体験可（予約不要） 9月16日㈯
2日㈯午前9時45分～11時35分）
、ふれあいコンサート（10月21日
☎（3844）2089
※部活動見学は随時可
午前10時～10時40分
㈯午後2時～3時30分）
、
文化祭（10月28日㈯午前8時30分～午後4時）
（※）一部行事の時間および上記以外の見学のできる行事については、学校案内冊子や区ホームページをご覧になるか各校へお問合せください。

【借上げ住宅（中堅所得者向）あき家入居登録者募集中】▷募集住宅 区内の特定優良賃貸住宅 ▷主な申込資格 同居親族がいる、所得が定められた基準内である等
▷募集案内・申込書配布場所 区役所5階⑩番住宅課（区ホームページからダウンロード可）※申込資格・住宅の概要等、詳しくは右記へ〈台東区住宅課☎5246－1213〉

