する骨髄バンク事業で、骨髄・
末梢血幹細胞の提供を完了し、

近所で気になる人がいるなど、
地域のお困りごとがあればご相談

日 本・デンマーク 外 交 関
係樹立 周年交流推進事
業として「めぐりん」の前
面をパネルで装飾します

区では、昭和 年５月 日以前
に建築確認を受けた分譲・賃貸マ
ンションの耐震診断、耐震補強設
計、耐震改修工事に対する助成を
行っています。今年度からは、耐
震改修工事のための借入金に対す
る一部利子補給を開始しました。
▽利子補給率 最大１ ０％
▽利子補給期間 ７年
▽対象融資限度額 ５千万円
※その他要件あり、詳しくは左記へ
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩
番）☎（５２４６）１４６８

マン ション 耐 震 化への 利
子補給を開始しました

☎（５２４６）１１９３

ンしたパネルで装飾します。
▽期間 ４月 日㈫～６月 日㈮
▽問合せ 都市交流課
30

台東区循環バス「めぐりん」の
前面を、 周年公式ロゴをデザイ

150
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31

・

今年 月に自動交付機の
稼働が終了します

56

※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
・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
15

部を助成します～
▽対象 区内近隣型商店街の店舗
兼住宅の所有者
▽助成件数 ４件
▽助成額 店舗と住宅の共用部分
の分離に必要な改修費の２分の
１（上限 万円）
●空き店舗で開業する方へ～家賃
の一部を助成します～
▽対象 区内近隣型商店街の空き
店舗を借り上げて開業する中小
企業者等で、具体的な計画があ
る方
▽助成件数 ５件
▽助成額 家賃の２分の１（１年
目は月額上限５万円、２年目は
月額上限４万円、３年目は月額
上限３万円）
▽助成期間 ３年間
▽申込締切日 ６月９日㈮
◆以降、右記記事の共通項目◆

●店舗兼住宅の所有者の方へ～店
舗部分貸出しのための改修費の一

近隣型商店街に関する助
成

前９時～午後５時）
☎０１２０ ０
- ０２３５１

30

「原 動 機 付 自 転 車オリ ジ
ナ ル ナン バ ー プ レ ー ト 」
デザイン投票を行います

今後も、両区は各分野における交流と協力を深め、地域の活性化を図っていき

自動交付機の稼働は今年 月で
終了します。来年１月以降、区民

へ

シ（区ホームページからダウン
ロード可）をご覧になるか左記

※申込方法等、詳しくは募集チラ

カードと印鑑登録証兼区民カード

は、自動交付機では利用できませ
▽問合せ 産業振興課商店街担当
んので、ご注意ください。
☎（５２４６）１１４２
現在、マイナンバーカードを使
地 域 のまち づく り を 進 め
用して全国の主なコンビニエンス
るた めに 専 門 家 を 派 遣 し
ストアで住民票の写しや印鑑登録
ています
証明書を取得することができます。
区内で建築物の共同化やまちづ
自動交付機の稼働終了間際は、マ
イナンバーカードの交付に時間が くりルールの作成など、市街地整
かかることが予想されます。早め 備の取り組みを行う団体に対し、
専門家（まちづくり相談員）を派

12

抽選受付期間 5月1日㈪～7日㈰

員の氏名・年齢・性別・代表者の住所・

申込方法 台東区公共施設予約システムか

電話番号（昼間）
・
「日帰り」か「宿泊」

ら申込み。詳しくは右記へ。

の希望、宿泊の場合は希望宿泊施設（山
・8月分の抽選申込みが始まります 豊

宿泊料は下表参照※交通費は各自負担
かな自然の中で、夏の思い出を作りませ

申込方法 往復はがきに希望日・参加者全

んか。

申込締切日 5月15日㈪（必着）

日程 6月10日㈯・11日㈰※手打ちそば

記問合せ先へ※往復はがきでないものは

教室は2日目に開催、
日帰り参加も可（11

無効

日の午前9時30分に現地集合、休憩料

〒110−8615 台東区教
問合せ 育委員会学務課校外施設
係☎（5246）1422

第｢１回台東区景観まちづ
くり賞」の表彰式を行い

▽問合せ まちづくり推進課
☎（５２４６）１３６８

▽日程 ４月 日㈫～５月７日㈰
▽場所 生涯学習センター１階ア

・景観まちづくり賞受賞建築物・
活動パネル写真展示会

※区ホームページで、表彰式の様
遣しています。また、まちづくり
子をご覧になれます。
活動を始める初動期の取り組み
（勉強会、地域の課題・目的の整理、
団体の活動方針の決定など）に対
する派遣も行っています。
▽対象 まちづくりを目的として、
複数の区民で設置されたまちづ
くり団体
※この他、まちづくり活動推進団
体に対する助成、マンション耐
震アドバイザー派遣に対する助
成あり。詳しくは左記へ

あわ野山荘からのお知らせ

トリウム
ました
▽問合せ 建築課
台東区景観まちづくり賞は、台
☎（５２４６）１３４３
東区らしい景観に貢献している建
都営住宅入居者募集
築物や活動を表彰し、景観に対す
（東京都公募）
る意識を高めるとともにより良い
まちづくりに繋げていくことを目 ▽募集住宅 家族向・単身者向等
的としています。建築部門 件、 ▽申込書配布期間 ５月８日㈪～
日㈫（閉庁日を除く）
活動部門４件の応募がありました。

山荘隣の市営日帰り温泉（前日光つつじの湯交流館）が利用でき
ます（一般500円、小中学生300円）
。※毎週火曜日は休館（祝日
の場合は翌日）

７月２日㈰執行予定の東京都議
会議員選挙（台東区選挙区）の立
候補予定者説明会を開催します。
▽日時 ５月 日㈮午前 時
▽場所 区役所 階１００１会議
室
▽問合せ 台東区選挙管理委員会

東京都議会 議員選挙（台
東区選挙区）
立候補予定者説明会

籍住民サービス課 同
･ ５階⑩番
住宅課、区民事務所・同分室、
地区センター（東京都住宅供給
公社のホームページからダウン
ロード可）
▽申込み・問合せ 東京都住宅供
給公社都営住宅募集センター
☎（３４９８）８８９４
▽問合せ テレホンサービス
☎（６４１８）５５７１
台東区住宅課
☎（５２４６）１３６７

▽申込書配布場所 区役所１階戸

温泉

事務局☎（５２４６）１４６１

10

ください。
▽問合せ 台東区社会福祉協議会
☎（５８２８）７５５６

提携事業として架橋された隅田川唯一の歩行者専用橋で、
友好の象徴となっています。

150

12

の申請をご検討ください。

19

証明書類の交付を受け、提供時
または申請時、区内に住民登録
がある方 ②ドナー（本人が代
表者である場合を除く）が従事

ようになるなど、ますます密接な

台東区自然の村「あわ野山荘」
栃木県鹿沼市入粟野991
東武日光線新鹿沼駅からバスで約60分（途中乗り換えあり）
交通 東北自動車道栃木インターから約55分、東北自動車道鹿沼イン
ターから約50分
対象
区内在住か在勤の2人以上のグループ
山荘（8畳4人定員）5室
1室1泊5,000円
A棟 8人定員
1棟1泊8,000円
ログハウス（3棟） B棟 7人定員
1棟1泊7,000円
C棟 6人定員
1棟1泊6,000円
施設概要
テント
1張1泊1,000円
料金
テニスコート（3面）
1面1時間350円
野外炊飯施設は利用料無料。調理道具あり。炭と材料をご用意く
ださい。
朝食
400円 ログハウスは原則自炊、ミニキッ
夕食
900円 チン付き

10

▽期間 ５月下旬～６月中旬
▽投票場所 区役所３階⑩番税務

にはさらに多くの観光客が訪れる

施設名
場所

25

している国内の事業所等（国お
よび地方公共団体、独立行政法
人を除く）

田川で開催される早慶レガッタな

費用 1人1,800円（夕・朝食・そば代込）
、

課・同１階⑤番戸籍住民サービ
ス課、区民事務所・同分室、地
区センター

どを通して、交流を深めてきまし

大人100円・3歳～中学生50円・そば代
500円） 対象 区内在住か在勤の方

16

▽助成額 ①１日２万円（７日以
内） ②１日１万円（７日以内）
※ドナー登録や骨髄移植について

物詩である隅田川花火大会や、両

・手打ちそば教室を開催します（要申込） 荘和室、ログハウスA～C）を書いて下

21

※詳しくは、決定次第区ホームペ
ージでお知らせします。
▽問合せ 税務課税務係

区民が参加するスポーツ大会、隅

は、日本骨髄バンクのホームペ
ージをご覧ください。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課

た。平成24年5月に墨田区に東京

☎（５２４６）１１０１

台東区と墨田区は、昭和52年

☎（３８４７）９４０１

問合せ 都市交流課☎（5246）1016
ます。

こつずい まっしょうけつ

4月10日に姉妹区提携し、夏の風

台 東区 社 会 福 祉 協 議 会に
地 域 福 祉 コ ー デ ィネ ー タ
ーを設置しました

スカイツリー®が開設され、両区

４月 か ら 骨 髄 移 植 ド ナ ー
支援事業を始めました

台東区と墨田区が
姉妹区提携40周年を迎えました

福祉課題を抱えている方が孤立
しないよう、地域で支え合う仕組
みを皆さんと一緒に考え、問題解
決に向けて取り組む地域福祉コー
ディネーターを設置しました。

桜橋は、昭和60年4月に姉妹区

▲左から、太田雅久 台東区議会議長、服部征夫 台東区長、
山本亨 墨田区長、坂下修 墨田区議会議長（桜橋 平山郁
夫原画 双鶴飛天の図前にて）

つながりが生まれています。

骨髄・末梢血幹細胞提供者（ド
ナー）の負担軽減と、移植および
ドナー登録の拡大を推進するため、
ドナー①とドナーが従事する事業
所等②に対し、ドナーが通院（検
査）や入院に要した日数に応じて
助成金を交付します。
※申込方法等、詳しくは下記へ
▽対象 ①日本骨髄バンクが実施

平成29（2017）年 4月20日
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第 1179 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〉

