ンギングバスケットを設置します。

絡ください。
▽問合せ 生活安全推進課
☎（５２４６）１０４４

第１回基本構想策定審議
会を開催します
区では、おおむね 年後の台東
区の将来像を描き、それを実現す

た優れた活動）
▽募集期間 ９月 日㈮まで
※応募方法等、詳しくは区ホーム
ページや募集チラシをご覧くだ
さい。
▽問合せ 建築課
☎（５２４６）１３４３

年度第１回区政サポー
ターアンケート調査の結
果がまとまりました
▽テーマ
・災害対策について
・障害福祉について
・消費生活センター及び区民相談
室の相談業務について
▽閲覧場所 区役所３階⑦番区政
情報コーナー、図書館のほか、
区ホームページ「区民の声」に
掲載
▽問合せ 広報課
☎（５２４６）１０２３

▽対象講座 厚生労働大臣指定の

が改定されました。次の衆議院
議員選挙から新しい選挙区で選
挙が行われます。台東区の小選

挙区の区域は上図のとおりです。

衆議院議員選挙の小選
挙区で投票する候補者
が変わります

住所地（選挙人名簿登録地）
によって、投票できる候補者が
異なります。また、期日前投票
の受付場所も異なります。期日
前投票を利用する際はご注意く
ださい。詳しくは、台東区選挙
管理委員会ホームページをご覧
ください。

▽問合せ 選挙管理委員会事務
局☎（５２４６）１４６１

①受講修了時給付金
▽支給時期 対象講座修了時
▽支給額 受講費用の ％（４千

する高等学校卒業程度認定試験
の対策講座（通信制も含む）

▽支給額 受講費用の ％（１万
２千円～ 万円）
●自立支援プログラム策定

▽支給時期 高卒認定試験の全科
目合格時
▽支給額 受講費用の ％（①と
の合計で最大 万円）
◆以降、右記記事の共通項目◆
▽問合せ 子育て・若者支援課給
付担当（区役所６階⑦番）
☎（５２４６）１２３２

円～ 万円）
②合格時給付金

専門の相談員がプログラムを策
定し、ハローワーク等関係機関と
連携して、自立・就労を支援しま
す。
●高等学校卒業程度認定取得支援
給付金
ひとり親家庭の学び直しを支援
するため、受講費用の一部を支給
。
します（ 歳未満の子供も対象）
▽対象講座 民間事業者等が実施

教育訓練講座

公職選挙法の一部改正により、
衆議院議員選挙小選挙区の区域

台東区の衆議院議員選挙の小選挙区が
２区と 区に分かれます

・歯科技工士・歯科衛生士
①修学費助成

柳橋

▽申込方法 本人確認書類（健康
保健証等）を貸出場所へ持参
※代理の方が申込む場合、申込者
本人と代理人の本人確認書類が
必要です。
▽問合せ 生活安全推進課
☎（５２４６）１０４４
るための、区政運営の最高指針と
なる基本構想を策定しています。
策定にあたり、第１回基本構想
策定審議会を開催します。
傍聴希望の方は、事前に左記へ
お申込みください。
※託児あり（１歳以上の未就学児
・５人まで）
▽日時 ８月 日㈪午後７時
▽場所 区役所 階１００１会議
室
▽申込締切日 ８月 日㈬
※託児は８月 日㈮
▽問合せ 企画課
☎（５２４６）１０１２

対象は、ひとり親家庭の父・母
で、児童扶養手当の支給を受けて
いるか、それと同等の所得水準の
方です。
※いずれも要事前相談
●高等職業訓練促進給付金
経済的自立に効果的な資格を取
得するため、１年以上養成機関等
で修学し、就業（育児）と修学の
両立が困難な場合に、生活費の負

▽支給期間 修学全期間（上限３
年）
▽支給額 住民税課税世帯は月額

ひとり親家庭の就業や学
び直しを支援します

担軽減として助成します。
▽対象資格 看護師（准看護師を
含む）
・介護福祉士・保育士・

▲
「選挙のめいすいくん」

「振り込め詐欺」等にご
注意ください
区役所の職員が、
「医療費や保
険料の還付金」や「給付金」
「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
金自動預払機）の操作を求める
・銀行口座等の個人情報を照会
・手数料等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、
迷わず最寄りの警察署や警察相談
専用電話（☎♯９１１０）にご連

「広徳児童遊園」の名称
が「 広 徳 公 園 」 に 変 わ り
ました
区役所東側にある広徳児童遊園
は、７月１日から広徳公園に名称
が変わりました。
園内には、
「花の心プロジェク
ト」の一環として、四季折々の花
があるほか、
「ぐるーりめぐりん」
の待合スペースなどがあります。
▽問合せ 公園課
☎（５２４６）１３２１

第２回台東区景観まちづ
くり賞を募集します

理学療法士・作業療法士・保健
師・助産師・理容師・美容師・
柔道整復師・あん摩マッサージ

能訓練士・調理師・製菓衛生師

・一級建築士・社会福祉士・精
神保健福祉士・言語聴覚士・視

指圧師・はり師・きゅう師・二
級建築士・木造建築士・栄養士

７万 円、非課税世帯は月額
万円
②修了支援給付金
▽支給額 住民税課税世帯は２万
５千円、非課税世帯は５万円
●自立支援教育訓練給付金
適職に就くために必要であると
認められる、区が指定した教育訓
練講座の受講料等の一部を給付し
ます。

JR総武線

蔵前

鳥越

2区

秋葉原

三筋

小島

台東

駒形

元浅草

浅草駅

29

・義肢装具士・臨床工学技士・
臨床検査技師・診療放射線技師

▲2次元コード

30

70

上野公園

西浅草1

花川戸

浅草
1・2

2区

浅草
3〜7

北上野

池之端

松が谷 西浅草
2・3

東上野
6

池之端

今戸
入谷

29

14

東浅草
上野桜木

千束
下谷

橋場
根岸

日本堤

20

23

清川
竜泉
谷中

28

振り込め詐欺の被害を防
止するための自動通話録
音機を無料で貸出してい
ます

浅草の雷門通りを中心に、朝顔や色とりどりの花を飾るハ

10

自動通話録音
機 は、警 告 メ ッ

に花でまちを彩る手法を検証するため、東京都と協働し、

なにが
変わる？

20

浅草警察署
☎（3871）0110
（浅草4−47−11）

セージと録音機
能 に よ り、犯 人
に通話を断念さ
せ、詐欺等の被害を未然に防ぐこ

ク・パラリンピック競技大会に向けて、暑さの厳しい時期

浅草橋

60

下谷警察署
☎（5806）0110
（北上野2−24−14）

す。プロジェクトの一環として、2020年東京オリンピッ

寿

上野

20

吾妻橋
雷門

とができます。
▽貸出場所

育むことを目指し「花の心プロジェクト」を推進していま

雷門

東上野
1〜5

20

上野警察署
☎（3847）0110
（東上野4−2−4）

区では、まちを花で彩り、おもてなしの心・慈しみの心を

14区

三ノ輪

500

隅田川

※写真はイメージです。

仲見世

設置場所

☎（5246）1044
生活安全推進課
（区役所4階⑥番）

65

雷門通りをハンギングバスケットで彩ります

18

区では、情緒あふれるまち並み
を支える建築物や活動を「台東区
景観まちづくり賞」として、
募集・
表彰します。
▽募集内容 建築部門（優れた景
観を創出した新しい建築物）
、
リノベーション部門（優れた景
観を創出した建築物の改修）
、
活動部門（景観の形成に貢献し

30

場所 下図のとおり

電話番号
場所

▽対象 区内在住で、原則として
歳以上の方のみの世帯

平成29（2017）年 7月20日

14区
15

環境課花の心・まちの美化
担当☎（5246）1292
問合せ

並木通り

雷門通り

浅草寺
ハンギングバスケット

☎（3864）0110
蔵前警察署
（蔵前1−3−24）
期間 7月下旬～9月下旬

第 1185 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〉

