後 期 高 齢 者 医 療 制 度の 加
入 者へジェネ リック 医 薬
品差額通知を送付します

６月下旬または 月中旬に東京
都後期高齢者医療広域連合から送

て価格が安くなっていますが、
有効成分の含有量が同じで、有
効性や品質、安全性が同等の医
薬品です。
※国民健康保険の加入者には 年
３月に同様の通知を送付します。

年度の住民 税（特別区
民 税・都民 税 ）納 税 通 知
書 を６月 ９日 ㈮ に 郵 送 し
ます

住 民 税（ 特 別 区 民 税・都
民 税 ）第 １ 期 分 の 納 期 限
は６月 日㈮です
金融機関やコンビニエンススト

民生委員・児童委員が
変わりました

臨時福祉給付金の申請期限は
６月 日㈮です

▽氏名（担当）
遠藤孝一氏（谷中地区主任児童

ジャーと相談の上、希望施設を
事前に見学してください（見学
施設に要予約）
。

▽申込締切日 ６月 日㈮
※各施設の連絡先等、詳しくは入

所のご案内をご覧になるか左記
へ
▽問合せ 高齢福祉課施設担当
☎（５２４６）１２０５

止となります。

区民館併設の中央図書館浅草橋
分室の空調機更新工事に伴い、工
事期間中（ ～ 月）は騒音・振
動等の発生が予想されます。ご理

浅草橋区民館の利用につ
いて

▽問合せ 子育て・若者支援課給
付担当（区役所６階⑦番）
☎（５２４６）１２３２
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※申込みの際は、家族やケアマネ

解・ご協力をお願いします。
現況届は、受給資格を確認する ▽問合せ 工事については 中央
▽必要な物 介護保険証、過去３
か月分のサービス利用票・サー 大切な届です。手当を受給中の方
図書館☎（５２４６）５９１１
には届出用紙を送付しましたので、 区民館の利用については
ビス利用票別表
必要事項を記入し、６月 日㈮
▽入所のご案内・申込書配布・申
浅草橋区民館
込場所 区役所２階⑤番高齢福祉 （必着）までに返送してください。 ☎（３８５１）４６４６
下記問合せ先でも受付けています。 区民課区民施設係
課、地域包括支援センター
提出がない場合、手当の支給が停
☎（５２４６）１１２３

児童手当・児童育成手当
の現況届をお忘れなく

10

付します。現在処方されている薬
をジェネリック医薬品へ切り替え
た場合、自己負担額がどの程度軽

ア（バーコードが印字されている
委員）
は、左記コール
対象となる可能性がある方で、
ものに限る）
、区役所、区民事務 ▽問合せ 福祉課福祉振興係
センターへ
未申請の方には、世帯ごとに申請
所・同分室で納めてください。
☎（５２４６）１１７２
書を再送しました。給付金の給付
口座振替（自動払込）の方は、
は、今回限りとなり、今後の実施 ▽問合せ 台東区臨時福祉給付金
特 別 養 護 老 人 ホームの入
残高にご注意ください。一括納付
はありません。
コールセンター（土・日曜日・
所 申 込 み を 受 付 け てい ま
をご利用の方は、第１期から第４
▽給付対象 次の全てに該当する
祝日を除く午前８時 分～午後
す（ 年度第２回）
期までの全額が引き落しとなりま
方 ① 年１月１日時点で、台
５
時 分）
すので、
残高の確認をお願いします。 ▽対象 区内在住で、在宅介護を
東区に住民登録がある ② 年
☎（６９１０）２０２１
受けることが困難であり、原則、 度分の特別区民税（均等割）が
引き落しの確認については、預
※ 月 日㈫まで開設
介護保険で要介護３以上と認定
貯金通帳の記帳によりお願いしま
非課税 ③課税されている方の
された方（入院治療の必要な方、 扶養親族等でない ④生活保護
す。
●給付金の給付を装う「振り込め
特別養護老人ホームに入所中の
▽問合せ 税務課税務係
等を受給していない
詐欺」や「個人情報の詐取」にご
方は除く）
☎（５２４６）１１１４
※給付対象に該当し、申請書が手
注意ください
※要介護１ ２で申込む場合は、
元にない方は下記コールセンタ
住民税の納付は便利な口
区や東京都・厚生労働省が、Ａ
申込書裏面の「特養以外での生
ーへ
座振替をご利用ください
ＴＭの操作を求めることは絶対に
活が困難な理由記入書」を記入 ▽給付額 １人１万５千円
ありません。このような事で電話
▽対象施設
▽申請方法 原則、郵送申請
がかかってきたり、不審な郵便物
※区役所３階 会議室でも受付
が届いたら、迷わず最寄りの警察
（消印有効）
▽申請期限 ６月 日㈮
署や、警察相談専用電話（ ☎＃
※申請から支給まで１か月半～２
９１１０）にご連絡ください。
か月程度かかります。
▽問合せ 生活安全推進課
※ＤＶ被害者等、台東区内在住で、
☎（５２４６）１０４４
他の区市町村に住民票がある方
７月 日㈪までに申込むと、第
２期分から口座振替（自動払込）
ができます。
通帳・届出印をお持ちになり、
預金口座振替（自動払込）依頼書
で口座のある金融機関または区役
所３階⑩番税務課・区民事務所・
同分室へお申込みください。
納期眼（８月 日㈭）に指定の
口座から振替をします。
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１１４

台東芸能文庫の新作の貸
出を開始しました
演劇・落語・漫才・浪曲・レビ
ューなど大衆芸能の中心地である
台東区では、
シリーズ「台
東芸能文庫」を制作し、芸能文化
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31

減できるかが分かります。
▽対象 生活習慣病等の医薬品が
処方されていて、薬代が一定額
以上軽減されると見込まれる方
※ジェネリック医薬品とは、先発
医薬品の特許期間終了後に製造
されるため、先発医薬品と比べ

区議会 議長・副議長、監 査 委
員が決まりました

30

の記録・保存・活用を図っていま
す。今回は、其の十四「浪曲師
国本武春」
、其の十五「落語家
柳家さん喬」を制作し、中央図書
館で貸し出しを開始しました。ぜ
ひご覧ください。
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次の方は送付されません。①
▽問合せ
住民税の全額が給与から引き落と
・通知については、ジェネリック
される方（特別徴収） ② 前年の
医薬品通知サポートデスク（６
月下旬～７月 日㈪、 月中旬 合計所得金額が 万円以下の障害
～ 年１月 日㈬の土・日曜日・ 者・ 未 成 年 者・ 寡 婦・ 寡 夫 ③
祝日を除く午前９時～午後５時） 前年の合計所得金額が次の金額以
下の方
☎０１２０ ５２７９８４
・その他については、台東区国民 ・扶養親族のいない方
万円
万円×人
健康保険課後期高齢者医療係
・扶養親族のいる方
数（控除対象配偶者＋扶養親族
☎（５２４６）１２５４
＋１）＋ 万円
▽納期限 第１期は６月 日㈮、
第２期は８月 日㈭、第３期は
月 日㈫、第４期は 年１月
５月 日に開かれた区議会臨
日㈬
時会で、議長・副議長の選出と
▽
納
付場所 金融機関、コンビニ
議会選出の監査委員の選任同意
エンスストア（納付書にバーコ
が行われ、次のとおり決まりま
ードがついている場合）
、区役
した（敬称略）
。
所、区民事務所・同分室
▽議長
▽納税相談 特別な事情で納期限
歳
河野純之佐
までに納められないときは、お
（たいとうフロンティア）
早めにご相談ください。
蔵前２ ８
▽
減
免申請 生活保護を受けてい
▽副議長
る、災害に遭ったなど特別な事
歳
望月元美
由で納税が困難となり、減免を
（台東区議会自由民主党）
希望する方は、納期限の７日前
鳥越２ ８ ９
までに申請してください。
▽年金からの特別徴収 ４月１日
現在 歳以上で、前年に公的年
金等所得がある方は、老齢基礎

下谷２

10

▽問合せ 文化振興課
☎（５２４６）１３２８
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区外契約特別養護老人ホーム
区立特別養護老人ホーム
施設名
所在地
施設名
所在地
浅草
浅草4－26－2
白楽荘
多摩市
谷中
谷中2－17－20
みずほ園
西多摩郡
三ノ輪
三ノ輪1－27－11
瑞穂町
良友園
蔵前
蔵前2－11－7
ひのでホーム
西多摩郡
台東
台東1－25－5
清快園 （新清快園） 日の出町
千束
千束3－28－13
第2カントリービラ青梅
民間特別養護老人ホーム
青梅愛弘園
青梅市
施設名
所在地
成蹊園
浅草ほうらい 清川2－14－7
福楽園
あきる野
フレスコ浅草 浅草5－33－7
市
和敬園
橋場すみれ園 橋場1－1－10
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☎（５２４６）１１０７〜９

11

21

年金等から住民税が控除されま
す。
※地方税の臨時特例法により、平
成 年度までは、住民税の均等
割額は４千円（特別区民税３千
円、都民税１千円）から５千円
（特別区民税３千 円、都民税
１千 円）になります。
▽問合せ 税務課課税係
☎（５２４６）１１０３～５
納税の相談は収納課
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▽監査委員
歳
松尾伸子
（台東区議会公明党）
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31
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10
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－
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５月 日に開かれた同臨時会
で、丸山幸秀委員の退任に伴う
選任同意が行われ、区監査委員
に新たに就任しました
（敬称略）
。
▽区監査委員
歳（新任）
大場賢一
大場賢一 区監査委員
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35
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区監査委員が決まりました

平成29（2017）年 6月5日

河野純之佐 議長
望月元美 副議長
松尾伸子 監査委員

第 1182 号 （2）
広報

【家庭の省エネヒント】エアコンは「30分運転・5分停止」（間欠運転）を5回繰り返した場合、連続運転した場合よりも、消費電力量が約3割多くなります。電
源の頻繁なオンオフを控え、省エネに繋げましょう。（出典 東京都「家庭の省エネハンドブック」）〈台東区環境課☎5246−1281〉

