お知らせ
月 に 自 動 交 付 機の

策定にあたり、第１ ２回基本
構想策定審議会小委員会を開催し
ます。
小委員会では、審議会での議論
を踏まえ、基本構想中間のまとめ

都市間交流事業助成
～ 文 化・ス ポーツ 等の 地
方の団 体と交 流 を考 えて
いる方へ～
平 成 年第４回台東区議
会定例会が始まります
本会議や委員会は、どなたでも
傍聴することができます。

▽申込締切日
月１日㈮
▽問合せ 観光課
☎（５２４６）１４４７
（５２４６）１５１５

福祉
（高齢・障害）

申込受付日
申込書
配布場所

～地震に備えて～家具転
倒防止器具の給付・取り
付けをします

▽対象 次のいずれかに該当し、
初めて助成を受ける区内在住の
方 ① 歳以上の高齢者のみの
世帯 ② 歳以上の高齢者が在
宅で生活し、世帯全員の住民税
が非課税の世帯
▽内容 家具転倒防止器具を無料
で１世帯３点まで取り付け（１
回限り）
▽申込方法 本人確認書類（介護
保険被保険者証等）
、印鑑、家
主の承諾書（賃貸住宅の場合の
み）を持参し、左記の窓口へ申
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

認知症高齢者の専門相談
（予約制）

認知症でお悩みの方や家族の方
の相談に、精神科医師が応じます。
▽日時 第２ ４金曜日午後２時
～４時（１人 分程度）
▽定員 各２人（先着順）

▽申込締切日 相談日の前々日
▽申込み・問合せ 介護予防・地
域支援課
☎（５２４６）１２２５

申込方法

今年

☎（５２４６）１４７３

平 成 年台東区観光カレ
ンダーを販売します
区内の観光名所を描いた浮世絵
のカレンダーです。
月 日㈫
▽販売開始日
▽販売場所 区役所１階「ＳＨＯ
Ｐたいとう」
、浅草文化観光セ
ンター、
朝倉彫塑
館、下町
風俗資料
館ほか
▽規格 縦 ×横 センチメート
ル
▽価格 １千円
▽問合せ 観光課
☎（５２４６）１１５１

「スターの手型」
パンフレッ
ト に 広 告 を 掲 載 し ま せん
か
▽パンフレット配布場所 浅草公
会堂、区役所９階③番観光課

選考方法

納付・相談窓口開設
●水曜窓口時間延長 日時 毎週水曜日午後7時ま
、国民健
で 場所 介護保険課（区役所2階①番）
康保険課保険料係（区役所2階⑪番）
、同・後期
高齢者保険係(区役所2階⑮番）
、収納課（区役所
3階⑨番）
●日曜開庁 日時 毎月第2日曜日午前9時～午後5
時 場所 戸籍住民サービス課（区役所1階⑤番）
●土曜開庁 日時 平成30年1月27日㈯午前9時～
、
午後5時 場所 国民健康保険課（区役所2階⑪番）
収納課（区役所3階⑨番）

勤務地

※差押物件の主なものには、預貯金・不動産・生命保険等があります。

区民主体の交流を促進し、さら
ぜひ、議会の傍聴にお越しくだ
案について検討を行います。
稼働が終了します
小委員会は、分野ごとに、①子 なる地域の活性化を図るため、区 さい。
月 日㈮～ 月 日㈫
自動交付機稼働終了後、住民票
育て、教育、生涯学習、パートナ 内団体が行う姉妹・友好都市以外 ▽日程
の写しと印鑑登録証明書は、区役
ーシップ分野 ②まちづくり、防 の都市との交流事業にかかる経費 ※会議予定等、詳
しくは区議会ホ
所、区民事務所・同分室の窓口か、 災防犯、健康、福祉分野 ③産業、 の一部を助成します。
ームページをご
マイナンバーカードを使用して全
観光、文化、環境分野の３委員会 ※ 年１月１日～３月 日に実施
する事業で、その都市が行政と
覧ください。委
国の主なコンビニエンスストアで
して推進している事業に限りま
員会の生中継や録画中継を見る
す。
こともできます。
※台東区の姉妹友好都市（墨田区、 ▽問合せ 区議会事務局
宮城県大崎市、長野県諏訪市、
栃木県日光市、福島県南会津町
・会津美里町、大分県豊後大野
市、山形県村山市、オーストラ
リアノーザンビーチ市、オース
トリアウィーン市第１区イネレ
シュタット、デンマークグラズ
サックセ市）との交流事業は対
象外です。
※申込方法等、詳しくは区ホーム
ページをご覧になるか左記へ
▽助成額 費用の２分の１（上限
万円）
月 日㈭
▽申込締切日
▽問合せ 都市交流課
☎（５２４６）１０１６

台東区総合観光ガイド
ブック（ 日 本 語 版 ）に 広
告を掲載しませんか
▽配布日（予定） 年３月下旬
▽配布場所 区役所９階③番観光
課、浅草文化観光センター、東
京都観光情報センター（都庁・
羽田空港、京成上野駅）
、ＫＩ
ＴＴＥ、区内外ホテルほか

4,493

538,405

を組織します。
傍聴希望の方は、電話で左記へ
お申込みください。
※託児あり（１歳以上の未就学児

台 東 区シル バー人 材セン
タ ー ～ 大 掃 除の 依 頼 を 受
付けています～

難病患者福祉手当をご存
じですか

難病医療費助成制度（国および
都疾病）の対象者で、 歳未満の
方、小児慢性特定疾病医療費助成
制度の対象者で、手当の対象疾病

5,116

19

▽配布部数 ５千部
▽規格 縦７×横８センチメート
ル
▽募集数 ６枠（抽選）
▽掲載料 １枠５千円
▽申込方法 申込用紙を電話かフ
ァックスで下記問合せ先へ請求
して申込み

45

問合せ

収納課☎（5246）1107

問合せ

21

合計

2,593

後期高齢者医療保険料

※手当の受給には、所得制限等の

にり患している方は申請できます。 支給要件があります。詳しくは
左記へお問合せください。
※対象の疾病は、区ホームページ
▽問合せ 障害福祉課給付担当
で確認できます。
☎（５２４６）１２０１

区ではこれらの貴重な財源を確保するため、区民
の皆さんに公平に負担してもらうよう全力で取り
組んでいます。納期内の納付をお願いします。
納付のご案内
バーコード付の納付書は、金融
機関だけでなくコンビニエンスストアでも納付で
きます。また、便利な口座振替をご利用ください
（申込用紙は区役所、区民事務所・同分室で配布）
。
病気・災害・事業での損失
納付が困難な方へ
等の理由で生活が困窮し、納付が困難な場合はす
ぐにご相談ください。分割納付等の相談を受付け
ています。
納期限を過ぎると督促状を送付
滞納した方へ
します。その後10日を経過しても納付がない場合
は、法律にもとづき、預貯金・給与・不動産・生
命保険等の財産を調査し、差押等の滞納処分を行
う場合があります。

253,868

対象

274,928

889

介護保険料

1,638

国民健康保険料

人数

金額（千円）

臨時的任用教員（幼稚園）
幼稚園教諭普通免許状をお持ちで、国公私
立幼稚園の正規任用教員として1年以上、
または国公私立幼保連携型認定こども園で
満3歳以上を担当する正規任用保育教諭と
して1年以上、もしくは特別区の区立幼稚
園の臨時的任用教員・学級を専任する非常
勤講師として通算1年以上の勤務実績があ
り、昭和32年4月2日以降に生まれた方
23区の区立幼稚園（大田区・足立区を除く）
書類選考、面接※面接は、新規応募者・特
別区立幼稚園の臨時的任用教員として最
近5年間に勤務実績のない方のみ実施
所定の書類（募集案内を参照）を本人が持参
※更新者で過去5年間に区立幼稚園の臨時的任
用教員として勤務実績のある方のみ、郵送によ
る受付可（11月1日㈬～24日㈮〈消印有効〉）
12月4日㈪・5日㈫
各区教育委員会事務局（台東区は区役
所6階①番指導課）か下記問合せ先
特別区人事・厚生事務組合教育委員会事
務局人事企画課（千代田区飯田橋3－5－1
東京区政会館17階）☎（5210）9857

住民税

12

21

35

16,982件

24

11

職種

差押等の内訳
種類

●住民税は、子育て・教育・まちづくりなど、区
民の皆さんにさまざまな行政サービスを提供
するために欠かせない財源です。
●国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介
護保険料は病気やけがをしたときや、介護を
要するときの保険給付に使われています。

29

11

30

51

取得できます。特に土・日曜日や
夜間の利用が見込まれる方は、コ
ンビニエンスストアでの取得が便
利です。ぜひマイナンバーカード
・各５人）
の申請をご検討ください。
▽日時
※申請方法等、詳しくは左記へ
・第１回 ① 月１日㈮午後７時
▽問合せ 台東区マイナンバーコ
② 日㈪午後７時 ③ 日㈪午
ールセンター（通話料無料、土
前 時
・日曜日・祝日を除く午前８時 ・第２回 ① 月 日㈮午前 時
分～午後５時 分、水曜日は
② 日㈬午後７時 ③ 年１月
午後７時まで、第２日曜日は午
日㈪午前 時
前９時～午後５時）
▽場所 区役所 階会議室
☎０１２０ ０
※ 月 日㈮は台東保健所３階大
- ０２３５１
会議室
全国瞬時警報システム（Ｊ
▽申込締切日
アラ ー ト ） 全 国一斉 試 験
・第１回
放送を実施します
① 月 日㈬（託児は 日㈪）
屋外に設置している防災行政無
② 月７日㈭（託児は４日㈪）
線（屋外スピーカー）から全国瞬
③ 日㈭（託児は 日㈪）
時警報システム（Ｊアラート）の ・第２回
起動確認のため、試験放送を行い
① 月 日㈬（託児は８日㈮）
ます。
② 日㈪（託児は 日㈬）
月 日㈫
▽日時
③ 年１月 日㈭ （託児は５
午前 時ごろ
日㈮）
▽放送内容 チャイム＋「これは、 ▽申込み・問合せ 企画課
☎（５２４６）１０１２
Ｊアラートのテストです。
」
（×
３回）
「こちらは、ぼうさいた
いとうです。
」＋チャイム
▽問合せ 危機・災害対策課
☎（５２４６）１０９２

基本 構 想 策 定 審 議 会 小 委
員会を開催します

10

FAX

・
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27

12

12

特別区立幼稚園妊娠出産休暇・育児
休業補助教員採用候補者の募集

調査の実績
預貯金・給与等の調査件数

31

30

30

●調査・差押等の実績（平成28年度）

ストップ滞納

30

20

▽配布部数 ２万部
▽規格（１枠あたり） 縦６ ５
×横８ ５センチメートル
▽掲載料 １枠１万円（最大６枠）
月６日㈪～ 日㈭
▽募集期間
▽問合せ 観光課
☎（５２４６）１１５１

広告

15

12

・

30

29

年末に向けて、個人のお宅の台
所やフローリングの床、窓・網戸
の掃除等の大掃除の依頼を受付け
ています。
▽問合せ 台東区シルバー人材セ
ンター☎（３８６４）３３３８
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おおむね 年後の台東区の将来
像を描き、区政運営の最高指針と
なる基本構想を策定しています。
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