広報

住宅
まちづくり

11

第 1191 号

都営住宅入居者募 集
（東京都公募）

10

▽募集住宅 家族向（ポイント方
式）
・単身者向等

※申込みできる世帯が限定されて
います。詳しくは左記へお問合
せください。
月１日㈬～
▽申込書配布期間
日㈮
▽申込書配布場所 区役所１階戸

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

環境
リサイクル

省エネナビの無料貸出し
を行っています

家庭での電気使
用量をリアルタイ
ムで確認でき、効

率的な省エネに役
立ちます。また、貸出期間中の電
気使用量のデータをグラフ化し、

省エネのアドバイスを記載した省
エネ結果表を差し上げます。
▽貸出期間 最長６か月（取り付
け取り外しは区で行います）

ダウンロード可）を郵送か持参

▽対象 区内在住の方
▽申込方法 申請書（下記問合せ
先で配布、区ホームページから

（3） 平成29（2017）年 10月20日

▲省エネナビ

※台数には限りがあります。

▽問合せ 環境課（区役所６階③

▽必要な物 キャッシュカード
（生体認証ＩＣキャッシュカー

ド等、一部利用できないカード
あり）
、健康保険証
▽受付場所 区役所２階⑪番国民
健康保険課保険料係
※利用できる金融機関については、
左記へお問合せください。
※クレジットカード納付ではあり
ません。
▽問合せ 国民健康保険課保険料
係☎（５２４６）１２５６

業務内容

勤務時間

火～日曜日（週4日）午前10時～
午後6時（休憩1時間）

雇用期間

6か月以内

給与

時給1,000円
（交通費含む）

選考方法

書類選考

申込方法

事前に下記問合せ先へ電話の
上、履歴書（顔写真貼付）を下記
へ持参

申込締切日

11月21日㈫

勤務地
問合せ

環境ふれあい館ひまわり
蔵前4−14−6☎（3866）8098

リサイクルやごみの問題から地球温暖化といった自然環境問題まで、さ
まざまなイベント・企画が今年も目白押しです。楽しみながらこれから
の環境について考えてみませんか。家族や友達と一緒に、ぜひお越しく
ださい。 日時 11月11日㈯・12日㈰午前10時～午後4時※都合により
内容が変更になる場合があります。 場所 生涯学習センター、金竜公園
※車での来場はご遠慮ください。

ホールイベント
●地球の叫びを音で感じて！！
日程 11月11日㈯
内容・時間 長唄三味線・和太鼓演奏（都立白鷗高校・
附属中学校）
・正午、童謡・演歌・午後1時30分、オペラ・午後2時30分
●花の心フォトコンテスト表彰式、
「環境・ごみ減量・リサイクル・花の
心」ポスター・標語コンクール表彰式、環境MVP表彰式
日時 11月12日㈰午前10時
●ふしぎの森のエコバレエ 日時 11月12日㈰午後2時 出演 エコバレエ
プロジェクト

その他のイベント
●アトリウムイベント
エコの樹、復
興支援企画、
フードドライ
ブなどを実施

エコの樹▶︎

▲自転車タクシー

番）☎（５２４６）１２８１

職種

事務補助、来館者対応※登録を
した方に対して、必要に応じて
仕事依頼の連絡をします（登録
制であり、採用を約束するもの
ではありません）。

福祉（保育士）
・Ⅱ類
平成10年4月1日までに生まれ、保
育士の資格を有し、都道府県知事の
日本国籍を有し、平成12年
対象
登録を受けている、または平成30年
4月1日までに生まれた方
3月31日までに取得し、都道府県知
事の登録を受ける見込みの方
採用日
平成30年4月1日以降
区立保育園、子ども家庭支援セン
勤務地
区役所、地区センター等
ター、石浜橋場こども園、身体障害
児施設等
募集人数
13人程度
若干名
給与
約175,300円
約191,900円
（月額）
（地域手当を含む）
（地域手当を含む）
1次選考 11月26日㈰
選考日
2次選考 12月中旬～下旬予定（1次選考合格者対象）
選考方法
1次選考 作文
2次選考 個別面接
申込書（下記問合せ先で配布）に記入し、持参または簡易書留
申込方法 で郵送※電子申請の場合は、区ホームページの「電子申請」か
ら利用（事前にインターネット上での利用登録が必要）
申込締切日時
11月17日㈮午後5時（必着・受信有効）
〒110−8615 台東区役所人事課人事係 （区役所4階⑤番）
問合せ
☎（5246）
1061

環 境フェスタたいとう 2017

ハイブリッド清掃車や燃料電池車
等を展示します。

福祉

環境ふれあい館ひまわり環境学習室 台東区育児休業代替任期付職員（事務および福祉）募集
（短期）アルバイト登録者募集

コ

正面広場

（高齢・障害）

65

高齢者位置確認システム
をご利用ください

800

高齢者に端末機を携帯してもら
はいかい
い、徘徊により所在不明となった
場合に、居場所を電話またはイン

ターネットで案内します（端末機
には、電話やメール機能等はつい
ていません）
。
▽対象 認知症により徘徊のある
区内在住の 歳以上の高齢者を
日常的に介護し、居場所を確認
した後、迎えに行ける方
▽費用 月額 円（消費税別）
▽申込み・問合せ 高齢福祉課総
合相談・給付担当（区役所２階
⑤番）☎（５２４６）１２２２

保険・年金

国 民 健 康 保 険 料の 納 め 忘
れはありませんか

を送付します。確定申告や年末調

整の際にも大変便利です。
・口座振替依頼書での申込み
▽必要な物 預貯金通帳、通帳届

出印、健康保険証
▽受付場所 区役所２階⑪番国民
健康保険課保険料係、区民事務
所・同分室、金融機関（ゆうち
ょ銀行含む）
※郵送申込可。希望する方は下記
へ。
・キャッシュカードでの申込み
エ

国民健康保険料の納期限は、毎
月末日です（金融機関の休業日の
場合は、翌営業日）
。事情により
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遅れてしまった場合は、早めにご
相談ください。保険料の滞納が続
くと、有効期限の短い保険証また

は医療機関での自己負担が 割負
担となる「被保険者資格証明書」

を交付することとなります。
また、保険給付の一部を保険料
へ充当するなどの措置や財産の差
し押さえを行うこともあります。
●口座振替をご利用ください
毎月末日に自動的に振り替える
ので、納め忘れがありません。
また、 月下旬に、１年間の納
付額を記載した「収納額確認票」
12

●スタンプラリー
スタンプを全部集めた方には記念
品を差し上げます。

一般事務・Ⅲ類

～見直そう あたりまえ、
「○○○にありがとう」
～
問合せ

環境課☎（5246）1284

企画一覧
見直そう あたりまえ、
『◯◯◯』にありがとう
復興支援企画・
「和」RING-PROJECT
社会実験「フードドライブ」
手話の普及
食品ロスとリユース食器
スタンプラリーゴール
トレイの回収、まちがっていませんか？
「環境・ごみ減量・リサイクル・花の心」ポス
ター・標語コンクール作品展示
環境MVP花とみどりの部門写真展示
まわるんのぷちエコ体験〜コースター作りとエ
コクイズ〜
隅田川の水質を調べてみよう
清掃工場を見比べてみよう
ごみと資源の分け方出し方
花の心フォトコンテスト入賞作品展示
ホールイベント
思い出を作ってみよう
にゃんそーじと一緒にゴミの分別について学ぼう
パネル展示とゲーム
LRTでエコタウンを
税と環境
けいそう粘土でアクセサリーを作ろう！
体験コーナー 端布や毛糸を利用してのものづ
くり
プロジェクトパワーアップたいとう
こども環境委員会 環境フェスタに出陣！
おもちゃ交換所＆地域通貨ゆっくり
紙すき体験
あなたも乗ってみよう！自転車シュミレーター

「環境」×「おもてなし」
「女性に対する暴力をなくす運動」期間パネル
展示
プロの清掃技術教えます
油・断・快適下水道～下水道に油を流さないで～
当社リサイクル事業と浅草事業系ごみの夜間収
集事業の紹介
環境にいいことしよう～自宅で発電！
環境の悪い商店街にはお客様は来ない
自転車タクシーに乗ってみよう
リユースびんの使用拡大を宣伝する展示とゲー
ムコーナー
リユース瓶の展示、国産果汁使用のリユース瓶
ジュース試飲
ロックウール住宅断熱材で「快適な住まい」
「省
エネ・遮音・吸音効果の確認」
燃料電池自動車の展示
ハイブリッド清掃車の展示
花の心プロジェクト～花でまちを飾りましょう
～花苗の無料配布等
身近なエコを考えよう（11日のみ）
家庭から出る園芸用土の回収
友好都市物産展
リユース食器を使った模擬店でごみ削減
アンデスを楽しもう「聞く・造る・見る・買う・
飲む・食べる」
甘酒茶屋
清掃車のしくみを見てみよう
リユース食器回収コーナー
無農薬米・野菜の販売
TOKYO 太陽エネルギーフェア
工作コーナー「ごみと環境を考えよう」

【日曜開庁】毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。

