広報

災 害 救 援 用 資 材 が配 備 さ
れました（ 年度配備）

日本赤十字社から、災害救援用
として、炊出釜１台が危機・災害

対策課に配備されました。
▽問合せ 区民課
☎（５２４６）１１２２

原 動 機 付 自 転 車 オリ ジ ナ
ル ナン バ ー プ レ ー ト の 希
望ナンバー選 択 が終 了し
ます
月から３種類の、原動機付自
転車のオリジナルナンバープレー
トを交付していますが、 年１月
からは、ナンバーの希望が出来な
くなります。変更等でナンバー選
択を希望する方は、お早めに申請
してください。
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１１７

確 定 申 告に 向けて、電子
証明 書の有 効 期限をご確
認ください
インターネットでの確定申告に
は、有効期限内の電子証明書が搭
載された住民基本台帳カードか、
マイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードは申請から

交付まで１か月半～２か月かかり
ます。確定申告で電子証明書が必
要な方は、お早めに申請してくだ
さい。
※申請方法等、詳しくは左記へ
▽問合せ 台東区マイナンバーコ
ールセンター（水曜日は午後７
時まで、第２日曜日は午前９時
～午後５時まで受付可）
☎０１２０‐００２３５１

コン ビニエンス ス ト ア で
の 住 民 票の写 し・印 鑑 登

▽所得税・住民税の申告時に必要
な書類
・初めて控除を受ける方 ①医療

▽対象 おおむね６か月以上寝た
きり状態の方のおむつ代

おむつ代も医療費控除の
対象となります

福祉

▽時間 午前 時 分～午後９時
（入場は午後８時 分まで）
▽休館日 火・木曜日、年末年始、 （高齢・障害）
その他学校行事で使用する日
▽対象 区内在住か在勤・在学の
方
▽費用（１時間） 大人（ 歳以
上） 円、
小人（小学生～ 歳）
円
※事前登録により、 歳以上の方
は 円で利用可、障害者無料
▽場所・問合せ 都立浅草高校温

※要介護１ ２で申込む場合は、
申込書裏面の「特例入所要件に

該当することの申請書」を記入
▽対象施設

※申込みの際は、家族やケアマネ
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）
。
▽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
ビス利用票別表
▽入所のご案内・申込書配布・申
込場所 区役所２階⑤番高齢福祉
課、地域包括支援センター
年２月 日㈬
▽申込締切日
▽問合せ 高齢福祉課
☎（５２４６）１２０５

介護サービス費の利用者
負担および食費・居住費
滞(在費）を軽減します

所得が低く生計が困難な方につ
いて、介護サービスを行う社会福
祉法人等が利用者負担を軽減しま
す。申請により、該当者には区か
ら軽減証を発行しますので、利用
時に事業所へ提示してください。
※利用する事業所が軽減制度を実
施している場合に限る

方
▽軽減内容

▽対象 次の全てに該当し、区が （２）生活保護受給者で、特別養
護老人ホームの個室を利用する

生計困難と認めた方
（１）①世帯全員の住民税が非課
税 ②世帯の収入（仕送りや手

☎（５２４６）１２４９

当、非課税年金等を含む）が、 （１）介護サービス費の利用者負
担および食費・居住費（滞在
単身世帯で 万円以下（世帯員
費 ） の４分の１（老齢福祉年
が１人増えるごとに 万円加
算） ③世帯の預貯金等の額が、 金受給者は２分の１）を軽減
単身世帯で 万円以下（世帯員 （２）特別養護老人ホームの個室
が１人増えるごとに 万円加
の居住費（滞在費）を全額免除
算） ④自宅以外に活用できる ▽対象サービス 訪問・通所・短
資産（土地や家屋等）がない
期入所生活介護、特別養護老人
⑤負担能力のある親族等に扶養
ホームにおける施設サービス等
されていない ⑥介護保険料を ▽問合せ 介護保険課

滞納していない
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区内の伝統工芸職
人が東京都優秀技
能者知事賞を受賞
しました

特別養護老人ホームの入
所申込みを受付けていま
す（ 年度第１回）

▽対象 区内在住で、在宅介護を
受けることが困難であり、原則
介護保険で要介護３以上と認定
された方（入院治療の必要な方、
すでに特別養護老人ホームに入
所中の方は除く）

150

11

30

▽申込方法 申込書（区ホームペ
ージからダウンロード可）に原
稿案を添えて郵送か持参
年１月 日㈮
▽申込締切日時
午後５時（必着）
▽問合せ 産業振興課（区役所９
階⑤番）
☎（５２４６）１４１５

特別支援教育支援員募集

スポーツ推進委員（台東区教育
委員会非常勤職員）募集

250

）
水プール（今戸１ ８
費控除に関する明細書（おむつ
録証明 書の交 付サービス
☎（３８７４）３０１９
代の領収書でも可） ②医師の
を停止します
▽問合せ 台東区スポーツ振興課
証明を受けたおむつ使用証明書
定期点検のため、左記の日程で
☎（５２４６）５８５３
・継続して２年目以降控除を受け
停止します。
る方 ①医療費控除に関する明細
月 日㈷終日
▽日程
書（おむつ代の領収書でも可）
民 生 委 員・児 童 委 員 が変
▽問合せ 戸籍住民サービス課
②医師の証明を受けたおむつ使
わ
り
ま
し
た
☎（５２４６）１１６４
用証明書または介護保険課が発
▽新任委員（担当区域）
行する「確認書」
（要介護認定
・名古屋敦子氏（馬道地区主任児
時の主治医意見書の内容を区が
自 動 交 付 機（ 台 ）の稼
童委員）
確認したもの）
働が終了します
▽問合せ 福祉課
※条件に該当しない場合
「確認書」
自動交付機稼働終了後の住民票
☎（５２４６）１１７２
を発行できない場合あり
の写し・印鑑登録証明書は、区役
※おむつ使用証明書の用紙は、区
産 業 情 報 誌「 ネットワー
所、区民事務所・同分室の窓口か、
ホームページ「便利情報」内
クたいとう 」の広 告 を募
マイナンバーカードを使用して全
「申請書ダウンロード」の「高
集します
国の主なコンビニエンンスストア
齢福祉課」からダウンロード可
▽発行日
年３月 日㈬（予定） ▽問合せ おむつ使用証明書の用
で取得してください。
▽対象機設置場所 区民事務所・ ▽発行部数 ５万９千部
紙交付は高齢福祉課 区(役所２
階⑤番 ☎)（５２４６）１２２２
▽配布方法 新聞折込（朝日・読
同分室、地区センター、生涯学
「確認書」の交付は介護保険課
売・日本経済・東京・産経・毎
習センター
月 日㈭午後
（区役所２階④番）
日）
、区内公共施設で配布
▽稼働終了日時
９時
☎（５２４６）１２４５
▽規格・掲載料 １号縦 ×横
ミリメートル（４色カラー）
・
※区役所本庁舎設置の自動交付機
住民税に関する問合せは税務課
４万円、２号縦 ×横 ミリメ
は 年５月まで稼働
課税係（区役所３階⑪〜⑬番）
▽問合せ 台東区マイナンバーコ
ートル（４色カラー）
・８万円、 ☎（５２４６）１１０３〜５
５号縦 ×横 ミリメートル
（白黒）
・１万円
ールセンター（水曜日は午後
時まで、第２日曜日は午前９時
～午後５時まで受付可）
☎０１２０‐００２３５１

都 立 浅 草 高 校 温 水 プー ル
の区民開放が始まります
▽期間
月 日㈮～ 年５月
日㈬（予定）
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職種
非常勤支援員（幼稚園、小・中学校）
非常勤支援員（保育園）
業務内容
特別な配慮を要する園児・児童・生徒への支援
対象
特別支援教育に理解があり、心身ともに健康で意欲的な方（資格不問・大学等に在学中の方も可）
30年4月1日～31年3月31日※学校・幼稚
雇用期間
30年4月1日～31年3月31日
園が休みの期間（夏・冬休み等）は勤務なし
原則月～金曜日（週4日以内かつ月17日 原則月～土曜日（週4日以内かつ
・午前9時～午後5
勤務形態 以内）午前8時30分～午後3時30分（1日 月17日以内）
6時間）※土・日曜日に勤務の場合あり 時（1日7時間）
区立幼稚園、石浜橋場こども
勤務地
区立保育園、石浜橋場こども園
園、区立小・中学校
募集人数
20人程度
6,060円※29年度給与額
7,070円※29年度給与額
30年度は給与額が変更になる場合あり、別途交通費（上限月額2万円）
給与
週3・4日勤務は雇用保険加入
（日額）
週4日勤務の場合は雇用保険加入 週3日勤務の一部および週4日勤務
は、健康保険・厚生年金等に加入
書類選考の上、1月中旬～下旬に面接※採用が決定した場合、過去
選考方法
6か月以内の胸部Ｘ線診断書の提出が必要（自己負担）
履歴書（顔写真貼付）を下記問合せ先へ郵送か持参※希望職種（両方選択可）、勤
申込方法
務可能日・希望勤務日時を記入※詳しくは区ホームページをご覧になるか下記へ
申込締切日
30年1月12日㈮（必着）
問合せ 〒111−8621 生涯学習センター5階 教育支援館☎（5246）5921
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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

30 30
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−
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区のスポーツ行事への協力や、
業務内容 地域の皆さんが楽しみながら行
うスポーツ事業の企画運営等
区内在住か在勤の30年4月1日
現在満25歳以上65歳未満で、
対象
区民のスポーツ推進のための行
事・事業・会議（主に夜間、土・
日曜日）に出席・協力できる方
30年4月1日～32年3月
任期
31日（2年間）
募集人数
10人程度
報酬
月額8,000円
選考方法
書類選考の上、面接
スポーツ振興課（生涯学習セ
ンター5階）、台東リバーサイ
募集要項
ドスポーツセンター、社会教
配布場所
育センター、柳北スポーツプ
ラザ、たなかスポーツプラザ
30年1月19日㈮午後5時
申込締切日時
（必着）
スポーツ振興課
問合せ
☎（5246）5853
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東京都優秀技能者（東京マイ
スター）とは、都内に勤務する
技能者のうち、極めて優れた技
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30
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30

23

15

29

−

12

12
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能を持ち、他の技能者の模範と
認められる方々を優秀な技術者
として東京都知事が認定するも
のです。
▽受賞者 荒井信夫氏
（東扇堂・
雷門２ ３ ５）
▽問合せ 産業振興課
☎（５２４６）１１３１
−
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【借上げ住宅（中堅所得者向）あき家入居登録者募集中】 ▷募集住宅 区内の特定優良賃貸住宅 ▷主な申込資格 同居親族がいる、所得が定められた基準内である等
▷募集案内・申込書配布場所 区役所5階⑩番住宅課（区ホームページからダウンロード可）※申込資格・住宅の概要等、詳しくは右記へ〈台東区住宅課☎5246−1213〉

