浅 草 北 部 地域での建替え
支援事業を実施します

イモバイル含む）
等が提供する
「緊
急速報メール」で、荒川の洪水に
関する注意・発生情報を、携帯電

ンター、防災広場「初音の森」
▽問合せ 道路管理課
☎（５２４６）１３０２

話やスマートフォンに配信します。
区では、浅草北部地域の防災性
橋 場 公 園 がリニューアル
テレビやラジオ・防災無線等か
の向上のため、次の建替え支援事
オープンしました
らの情報に加え、緊急時の迅速な
業を実施します。各制度内容等、
避難に役立ててください。
改修工事が完了し、公園が新し
詳しくは区ホームページをご覧に
くなりました。ぜひご利用くださ
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）１０９２
い。
・木造建築物不燃化建替え助成

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◆

☎（５２４６）１１４２

※申込方法等、詳しくは募集チラ
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
へ
▽問合せ 産業振興課

開催日時・場所（※）

名称（連携医療機関）

特 別 整理のため図 書 館 が
休館します

たいとう地域包括支援センター 台東1－25－5・☎（5846）4510
ほうらい地域包括支援センター 清川2－14－7・☎（5824）5626

木造建築物を耐火・準耐火建築
物に建て替える場合、費用の一

医療機関と地域包括支援センターで連携した認知症
カフェを、区内5か所で開催します。認知症の方と家
族・認知症に関心のある方など、誰でも参加でき、専

門家や同じ立場の方と気軽に話ができます。
※詳しくは地域包括支援センターへ。内容により実費
負担あり。
▷申込方法 電話で下記問合せ先へ

認知症カフェを始めました

区内で開業するデザイ
ナ ー・クリエイ タ ーの 方
へ～ 家 賃 の一部 を 助 成 し
ます～

まつがや地域包括支援センター 松が谷4－4－3・☎（3845）6505

担当地域

名称

る場合は前々年）の世帯の総所
得金額の合計が 万円以下であ
り、小学生以下の子供または、

る「かんぽの宿 伊豆高原」の
変更等
子 育て世 帯 住 宅リフォー
▽助成額 助成対象工事費（消費 「小人・幼児」の料金を、夏季の
ム支援
期間限定で値下げします。
税等を除く）の３分の１（上限
▽期間 ７月 日㈯～８月 日㈭
万円）
子供や妊娠中の方が安全に過ご
すための住宅リフォームに対して、 ※工事着手前に申込みが必要です。 のうち指定する日
工事費用の一部を助成します。
▽対象 前年（５～６月に申請す

認知症は特別な病気ではなく、誰でもなる可能性の
ある、脳の病気です。今後、高齢化の進展に伴い、認
知症になる方の増加が見込まれます。
区では、認知症に関する啓発や相談・支援体制の充
実を図るため、各地域包括支援センターに「認知症地
域支援推進員」を配置しました。認知症に関すること

部を助成します（要件等、詳し
くは左記へ）
。
▽対象区域 東浅草２丁目、橋場
２丁目、日本堤１ ２丁目
▽場所・期間・問合せ
・石浜図書館
５月 日㈪～６月１日㈭
☎（３８７６）０８５４
・根岸図書館
６月５日㈪～８日㈭
☎（３８７６）２１０１
・中央図書館（池波正太郎記念文
庫を含む）
６月 日㈪～ 日㈭
☎（５２４６）５９１１
・中央図書館浅草橋分室
６月 日㈪～ 日㈬
☎（３８６３）００８２
・中央図書館谷中分室
６月 日㈪～ 日㈬
☎（３８２４）４０４１

普段は自由に見ることができな
い施設を公開し、入居クリエイタ
ーのアトリエ公開や商品の展示・
販売、卒業企業による販売など、

台 東 デ ザイナー ズ ビレッ
ジ施設公開

▽対象 区内に事業所や店舗を開
設する、ファッションザッカ関
連産業のデザイナー・クリエイ
ター
▽所在地 橋場２
７
▽助成件数 ５件
▽主な設備 ブランコ、すべり台、 ▽助成額 家賃の２分の１（上限
ジャングルジム、シーソー、健
月額５万円）
康遊具、スポーツコーナー、ト ▽助成期間 ３年間
イレ
▽募集期間 ５月 日㈪～６月
日㈫
▽問合せ 公園課
※申込方法等、詳しくは区ホーム
☎（５２４６）１３２１
ページをご覧になるか左記へ
▽問合せ 産業振興課
☎（５２４６）１１４３
●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
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

近 隣 型 商 店 街 に 関 する 助
成

５月の水防月間に合わせ、区と
区内三消防署の合同で、水防訓練
を実施します。
消防署・消防団による「積土の

▽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）

水 防 訓 練・防 災 科 学 実 験
ショー を 見 学 してみ ま せ
んか

う工法」のほか、家庭にある段ボ
ール箱などを使用した「住宅浸水
防止対策」なども行います。

認知症地域支援推進員を配置しました

問合せ 介護予防・地域支援課☎（5246）1225

認知症でお悩みの方へ

出産前で母子健康手帳の交付を
受けた方がいる世帯等
▽助成対象工事 対象世帯が居住

する区内の住宅（マンション等
の共同住宅の場合は専有部分の
み）の、手すりの取り付け・段

差の解消・滑り防止の床材への

※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ペ
ージをご覧ください。
▽問合せ 住宅課（区役所５階⑩

番）
☎（５２４６）１３６７

指 定 保 養 施設「かんぽの
宿 伊豆 高原 」の「 小 人
・幼 児 」の利用 料 金を値
下げします

区で保養施設として指定してい

施設係
☎（５２４６）１１２３

るか、左記へお問合せください。
▽問合せ
・予約については、かんぽの宿
伊豆高原
☎０５５７（５１）４４００
・利用方法については区民課区民

▽予約開始日 利用日の３か月前
※利用料金等、詳しくは区ホーム
ページか、区民事務所等で配布
している案内チラシをご覧にな

31

▽助成額
万円
※「三世代住宅助成（ 万円）
」
との併用可
・建替え相談会 建替えに関する
疑問などの相談に、建築士やフ
ァイナンシャルプランナーなど
の専門家が応じます。
※日程等、決定次第、区ホームペ
ージ等でお知らせします。
・専門家派遣 木造建築物の建替
え等にあたり、建築に関するこ
とや権利関係の調整等の相談に
応じるため、建築士・弁護士な
どの専門家を派遣します。
▽対象区域 竜泉３丁目、浅草５
丁目、千束３ ４丁目、今戸２
丁目、東浅草１ ２丁目、橋場
１ ２丁目、清川１ ２丁目、
日本堤１ ２丁目
▽問合せ 地区整備課
☎（５２４６）１３６５

荒 川の 洪 水 情 報 に関 する
緊 急 速 報 メール を配 信 し
ます

●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

問合せ（上記参照）
永寿総合病院認知症疾患医療セ
オレンジカフェ（永寿総 奇数月（要予約）※5月は30日㈫午後3時～4時30分・ ンター☎（3833）8381㈹
合病院）
永寿総合病院多目的ホール（東上野2−23−16）
たいとう地域包括支援センター
まつがや地域包括支援センター
毎月第3土曜日※5月は20日㈯午後2時～3時30分・ あさくさ地域包括支援センター
喫茶Y・O・U（台東病院）
台東病院
みのわ地域包括支援センター
偶数月※6月は14日㈬午後5時30分～7時・
カフェやなか（土田病院）
やなか地域包括支援センター
土田病院（上野桜木1−12−12）
奇数月の第3水曜日※5月は17日㈬午後2時30分～4時
あさがおカフェ（浅草病院）
ほうらい地域包括支援センター
30分・浅草ほうらい1階地域交流スペース
くらまえカフェ（東京トー 毎月第3水曜日※5月は17日㈬午後1時30分～3時30分・
くらまえ地域包括支援センター
タルライフクリニック） くらまえ地域包括支援センター
（※）開催日時・場所は変更の場合あり。事前に各地域包括支援センターへお問合せください。
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浅草・千束・花川戸
池之端・上野公園・上野桜木・谷中
下谷（3丁目）
・日本堤・根岸（4・5丁目）
・三ノ輪・竜泉
浅草橋・雷門・蔵前・小島・寿・駒形・鳥越・三筋・柳橋
入谷・北上野・下谷（1・2丁目）
・西浅草・根岸（1～3
丁目）
・松が谷
秋葉原・上野・台東・東上野・元浅草
今戸・清川・橋場・東浅草

所在地・電話番号
浅草4－26－2・☎（3873）8088
谷中2－17－20・☎（3822）1556
三ノ輪1－27－11・☎（3874）9861
蔵前2－11－3・☎（3862）2175

あさくさ地域包括支援センター
やなか地域包括支援センター
みのわ地域包括支援センター
くらまえ地域包括支援センター

20

−
19
−

また、小中学生向けに、防災科
学技術研究所の ナダレンジャー
による「防災科学実験ショー」も

100

・

120

・

でお悩みの方はご相談ください。
▷主な活動内容
・認知症の方や家族の相談支援（訪問可）
・認知症の理解に向けた啓発活動（認知症サポーター
養成講座の開催等）
・認知症で医療機関の受診が難しい方への受診の支援
・認知症カフェを医療機関と連携して実施

800

15

Dr.
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29

さまざまなイベントを行います。
▽日時 ５月 日㈮～ 日㈰
午前 時～午後６時
▽場所 台東デザイナーズビレッ
ジ
※「モノづくりのマチづくり」を
テーマにした地域イベント「第
９回モノマチ」も同時開催
▽問合せ 産業振興課
☎（５２４６）１１４３
28

21

▽助成件数 ５件
▽助成額 家賃の２分の１（１年

26

28

29

12

11 27

・

・

19

10

240

・

・

26

開催します（当日会場で午前９時
分から受付）
。
▽日時 ５月 日㈯
午前 時～ 時 分
▽場所 谷中防災コミュニティセ
30

・

近年、記録的な豪雨により、全
国的に大規模な水害等が頻発して
おり、今後も洪水の発生頻度が高
まることが予想されています。
そのため、５月１日から区内全
域で、㈱ＮＴＴドコモが提供する
緊急速報「エリアメール」および
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【電子申請】今まで窓口や郵送で行っていた申請等がインターネットに接続したパソコンからできる「電子申請」サービスをご利用ください。〈台東区情報シス
テム課☎5246－1031〉

