広報

4月17日㈫

4月11日㈬
4月12日㈭

富士公園
午後1時30分 （浅草4－47－2）
～3時
防災広場「初音の森」
（谷中5－5）

650

550

4月18日㈬
4月19日㈭

診療時間・休診日

佐野動物病院
（浅草4－40－7）
☎（3876）9696

月曜日午前10時〜午後1時・3時〜5時、火・水・
木・土・日曜日・祝日午前10時～午後1時、3
時30分～7時（金曜日休診）

シンシアペットクリニック
月～土曜日午前10時～午後1時、3時～6時（水
（花川戸2－3－11）
曜日は予約診察のみ、日曜日･祝日休診）
☎（3847）6083

月・火・木・金・土・日曜日・祝日午前9時～
午後1時、3時～7時（水曜日休診）

トリトン動物病院
（寿2－8－4）
☎（3844）9007

月曜日午前9時～11時30分、火・水・金・土・
日曜日･祝日午前9時～11時30分、午後3時
～6時30分（木曜日休診）

まつもと動物病院
（竜泉3－23－7）
☎（5603）2950

月・火・木・金曜日午前9時～午後0時30分・
4時30分～7時、水・土曜日午前9時～午後0
時30分（日曜日･祝日休診）

児童手当・子ども医療費助成の申請（※1）（※4）

日
▽対象 平成 年４月２日～ 年
４月１日生まれの子供
なく、
風しん抗体検査や風しん・

31

24

25

⑫番

住民税課税（非課税）証明書・納税証明書の交付
※申告済みに限る
軽自動車税納税証明書の交付
原動機付自転車 (125cc以下のバイク) の登録・廃車
※ミニカー、小型特殊自動車、改造車両は除く（※4）
台東区循環バス「めぐりん」の1か月券・回数券・1
日券の販売
⑤番
母子健康手帳の交付
住民税・軽自動車税の納付・還付
※還付額は５万円未満に限る
国民健康保険の加入・喪失等の届出（※3）（※4）
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険
料の納付
住民税・軽自動車税・国民健康保険料・後期高齢者 ⑤番
医療保険料・介護保険料の納付相談（※2）
転入・転出・区内転居・世帯変更の届出（※4）
印鑑登録・廃止
通知カード、マイナンバーカードの券面変更・再交 ⑥番
付申請
特別永住者証明書の申請・交付

望する女性とそのパートナーで、
今まで風しんにかかったことが

麻しん風しん（ＭＲ）予防接種
を受けたことがない方

マイナンバーカードの交付（予約制）・申請

③番

住民票の写し等の交付
印鑑登録証明書の交付
戸籍証明（全部・個人事項証明書、身分証明書等）
の交付

⑧⑨
番

戸籍の届出（※4）

⑪番

問合せ
子育て・若者支援課
☎（5246）1232

区役所代表
☎（5246）1111 か
ら各担当へお問合せ
ください

収納課
☎（5246）1107
戸籍住民サービス課
☎（5246）1164
戸籍住民サービス課
☎ 0120-002351
戸籍住民サービス課
☎（5246）1163

戸籍住民サービス課
☎（5246）1162
（※1）月～金曜日は子育て・若者支援課（6階⑦番）で取り扱っています。
（※2）月～金曜日は収納課（3階⑨番）で取り扱っています。
（※3）月～金曜日は国民健康保険課（2階⑫番）で取り扱っています。
（※4）他の市区町村や関連機関に確認等が必要な業務は、取り扱いできない場合があ
ります。詳しくは、各担当課へお問合せください。

30
40

26
27

20

持ちの個人または法人 ②事業
継続者がいる ③計画地に抵当
権が設定されていないか、確実

−

道 路 愛 称 名 を 認 定 し まし
た

している区道に道路愛称名を付け
ています。
新たに１路線を認定したのでお
知らせします。
▽認定道路（区間）
おぎょう
まつ
・御行の松通り
～根岸４ ９）
（根岸３
▽問合せ 道路管理課
☎（５２４６）１３０２

健康

女性医師による女性のた
めの健康相談「婦人科」
（予約制）

▽日時 ４月３日㈫午後２時～４
時（１人 分程度）
宮田康子氏（寿１）
▽場所 台東保健所４階
▽対象 区内在住か在勤の女性で、 吉田泰樹氏（松が谷２）
該当する方は、左記へご連絡く
更年期や月経障害、不妊などで
ださい。
お困りの方
▽申込み・問合せ 台東保健所保

−
12

▷日時 第2日曜日午前9時～午後5時 ▷場所 区役所1階
取扱業務
窓口番号

▽予防接種対象者 区内在住で接

19

−

第２日曜日に区役所１階の窓口を開いています

▽接種回数 １回
区協力医療機関
▽実施場所
※予診票は４月１日㈰から有効

種日現在 歳以上の妊娠を希望
する女性とそのパートナーで、
抗体検査で風しん抗体価がＨＩ
法で 倍以下、ＥＩＡ法で８・
０未満の方
※詳しくは、左記へお問合せくだ
さい。
▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４７１
16

23

11

日曜開庁・窓口延長 のお知らせ

▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４０１

▽問合せ 台東保健所保健予防課
☎（３８４７）９４７１

４月１日から風しん抗体
検査・風しん予防接種費
用助成の対象者にパート
ナーが加わります

▽抗体検査対象者 区内在住で受
診日現在 歳以上の、妊娠を希

19

麻しん・風しん（ＭＲ）
定期予防接種第２期

対象の子供には、予防接種予診
票を送付します。
麻しんの流行は毎年５月頃から
本格化します。流行前の４～６月
頃までの接種をお勧めします。
▽接種期間 ４月１日～ 年３月

31

健サービス課
☎（３８４７）９４９７

50

善意の献血ありがとうご
ざいます

区内在住で献血回数が 回に達
した方、以後 回ごとの回数に達
した方に献血功労者として、感謝
状と記念品を贈呈しています。今

回、次の方に贈呈しました。

50

20

40

200

備、洗面設備、浴室、緊急通報
システム等を設ける ⑤国、都、
区の建設基準に適合する

相愛動物病院
（雷門1－15－11）
☎（3845）0011

動物病院でも
注射ができます

月・火・水・金・土曜日午前9時～正午、午
後4時～7時、木曜日午前9時～正午（日曜日･
祝日休診）

区では、町会などの申請に基づ
はがきがないと注射できません。
き、区民生活に重要な役割を果た
また、注射を伴わない注射済票

すずきペットクリニック
（三筋1－9－4）
☎（3865）1988

650

シルバーピアを新築または改修
する建設等事業者を募集します。

名称（所在地）
電話番号

▽募集戸数 １棟（ 戸程度）
▽建設の主な基準 ①１戸あたり

（表2）協定動物病院

に抹消できる
▽申込受付日 ４月 日㈭・ 日
㈮

4月21日㈯

▽借上げ賃料 近隣の同種家賃と
台東区財産価格審議会答申額を
もとに決定

台東保健所
（東上野4－22－8）

の面積が ～ 平方メートル程
度 ②３階以上の耐火構造 ③

4月14日㈯

▽問合せ 住宅課
☎（５２４６）１２１３

4月20日㈮

▽申込みの主な条件 ①土地の所
有権（共有）または借地権をお

石浜公園
（清川1－14－21）

敷地面積が 平方メートル程度
④各住戸に台所、便所、収納設

4月13日㈮

住宅
まちづくり

柳北公園
（浅草橋5－1－35）

100

第 1201 号 （6）

高 齢 者 向け借 上住 宅（シ
ル バーピア）の建設 等 事
業者（オーナー）募集

4月10日㈫

録犬は６千 円
※おつりのないようにご用意くだ

4月16日㈪

犬の飼い主には、狂犬病予防法
により、犬の登録と狂犬病予防注

4月 9日㈪

さい。
の交付や、鑑札のみの発行はで
※病気・老齢等で注射できない場
きません。
合は、動物病院が発行する「注 ・犬の体質や体調により、まれに
射猶予認定書」を保健所に提出
注射による副反応を示すことが
してください。
あります。注射後の犬の様子を
●公園会場での注意事項
よく観察し、異常があれば獣医
・しっかりと犬を抑えられる方が
師に申し出てください。
連れてきてください。
・雨天の場合、公園会場の日程を
・車での来場はご遠慮ください。
振替えます。当日午前 時の気
象庁発表の天気予報（☎０３
・海外へ犬を連れて行く予定のあ
る方は、
公園では注射できません。 １７７）で、東京地方の午後の
降水確率が ％以上の場合、振
動物病院で注射してください。
替えとなります。
・協定動物病院では５月以降も注
射できますが、料金は各病院の ▽問合せ 台東保健所生活衛生課
愛護動物管理担当
通常料金となります。
☎（３８４７）９４３７
※動物病院では登録済みの犬は、

雨天の際の振替日

防災広場「根岸の里」
（根岸 3－12）

射を受けさせること、鑑札・注射
済票を犬に装着することが義務付
けられています。
４月中は、公園会場（表１）と
同一料金で協定動物病院（表２）
でも注射できます。犬の体調に不
安がある場合は、できるだけ動物
病院で注射してください。登録済
みの犬には、問診票はがきを郵送
します。署名をして公園会場へお
持ちください。
まだ登録が済んでいない犬は、
公園でも動物病院でも登録と注射
ができます。
▽費用 ３千 円（注射料金３千
円・注射済票 円）
、新規登

（表1）狂犬病予防集合注射会場（公園会場）
日程
時間
場所

犬の狂犬病予防集合注射が始まります

平成30（2018）年 3月20日

毎週水曜日に一部の窓口
時間を延長しています

▷日時 毎週水曜日午後7時ま
で（祝日・年末年始を除く）
▷場所
・区役所
1階 戸籍住民サービス課
国民健康保険課（後期
高齢者医療制度担当を
2階 含む）
、高齢福祉課、介
護予防・地域支援課、介
護保険課、障害福祉課
区民課（国民年金係）
、
3階
税務課、収納課
児童保育課、子育て・若
6階 者支援課（給付担当）
、
放課後対策担当

・区民事務所
西部区民
☎（3876）2651
事務所
北部区民
☎（3876）2284
事務所
南部区民
☎（3842）2651
事務所
※取扱業務等、詳しくは区役所
代表電話☎ (5246) 1111か
ら担当課へお問合せください。
ご注意ください
※水曜窓口時間延長時と第2
日曜日では、取扱業務が
異なります。
※他の市区町村や関係機関
に確認等が必要な業務は、
取り扱いできない場合が
あります。詳しくは、各
担当課・区民事務所へお
問合せください。

【電子申請】窓口や郵送で行っていた申請等がインターネットに接続したパソコンからできる「電子申請」サービスをご利用ください。〈台東区情報システム課
☎5246−1031〉

