広報

高反射率塗料施工

11

不妊治療費助成承認決定通知書（原本） ④当該治
療の領収書 ⑤戸籍謄本等（配偶者の住民登録が区
外の場合等）を下記問合せ先へ郵送か持参※詳しく
は下記へ

申込締切日 東京都の助成承認決定日か

ら6か月以内 問合せ 〒110−0015 台東区東上
野4−22−8 台東保健所保健サービス課
☎（3847）9447

住所

人間ドック（日帰り）受
診者に検査料金の一部を
補助します

療費助成事業受診等証明書（写し） ③東京都特定

☎（５２４６）１２５１

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 ５月１日㈫午後２時～４
時（１人 分程度）
▽場所 台東保健所４階
▽対象 区内在住か在勤の女性で、
更年期や月経障害・不妊などで
お困りの方
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎（３８４７）９４９７
20

記へお問合せください） 申込方法 ①台東区特定不
妊治療費助成申請書兼請求書 ②東京都特定不妊治

35

25

的な活動を行っている方
※出展団体は実行委員としても活
動、出展は企画内容を実行委員

引いた額に対し最大5万円（助成回数については下

29

会で検討して決定

未満である 助成額 治療1回につき都助成額を差し

▽申込締切日 ５月 日㈭
※詳しくは、区ホームページをご

けていない ⑤治療開始日時点の妻の年齢が43歳

医療機関名

31

▽対象 台東区の国民健康保険ま
たは後期高齢者医療制度の加入
者で、申込日現在 歳以上であ
り、 年度分までの保険料を完
納した方（妊娠中の方を除く）

ある ④他の区市町村から特定不妊治療費助成を受

覧になるか左記へ
▽申込み・問合せ 環境課
☎（５２４６）１２８４

業の承認を受けた ③申請時に台東区に住民登録が

▽受診場所 区内の契約医療機関
（下表）
※利用者が、契約医療機関へ予約

治療を始めている ②東京都特定不妊治療費助成事

健康

①24年4月1日以降に

▽補助額 契約検査料金（医療機
関によって異なる。おおむね４
～５万円）のうち２万円（年度

対象 次の全てに該当する方

▽申込み・問合せ 国民健康保険
課庶務係（区役所２階⑬番）

台東区特定不妊治療費助成制度
をご利用ください

内１回）
※受診の２週間前までに申込みが
必要です。詳しくは下記へ。

で、
「寝たきり」は予防できます。
地域の身近な施設で、転倒予防
体操や健康ミニ講座・交流など、
健康に過ごすために役立つ教室を
毎月実施しています。ぜひご参加
ください。

▽対象 区内在住の 歳以上の方
※広報「たいとう」３月 日号で
お知らせした、健康ミニ講座に
ついて、ケアハウス松が谷の日
程が５月８日㈫に変更になりま
した。
▽問合せ 介護予防・地域支援課

☎（５２４６）１２９５

場所
日時
ケアハウス松が谷
第2火曜日午後2時～3時30分（※1）
台東一丁目区民館
第2水曜日午後1時30分～3時
特別養護老人ホーム浅草 第2金曜日午後1時30分～3時
根岸社会教育館
第3月曜日午後1時30分～3時（※2）
環境ふれあい館ひまわり 第3木曜日午後1時30分～3時（※3）
谷中区民館
第3金曜日午後1時30分～3時
65 福祉プラザ台東清峰会 第4金曜日午後1時30分～3時（※4）
（※1）8月は第1火曜日
20
（※2）7月は第4月曜日、9月は第2月曜日
（※3）31年3月は第2木曜日
（※4）11月は第5金曜日

骨髄移植ドナーとドナー
が従事する事業所等へ助
成金を交付しています

【 ドナーが従事している国内の
事業所等 】ドナー（個人事業
1日1万円
主を除く）が従事している国内
（7日以内）
の事業所等（国および地方公
共団体・独立行政法人を除く）

こつずい まっしょうけつ

助成額

骨髄・末梢血幹細胞提供者（ド
ナー）の負担軽減と、移植および
ドナー登録の拡大を推進するため、
ドナーとドナーが従事する事業所
等に対し、ドナーが通院（検査）
や入院に要した日数に応じて助成
金を交付します。

※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

※ドナー登録や骨髄移植について
は、日本骨髄バンクホームペー
ジをご覧ください。
▽問合せ 台東保健所生活衛生課
☎（３８４７）９４０１

ふれあい介護予防教室に
参加してみませんか

体をよく動かし、きちんと食事

をし、人に出会って交流すること

対象

【 ドナー 】日本骨髄バンクが
実施する骨髄バンク事業で、骨
髄・末梢血幹細胞の提供を完 1日2万円
了し、証明書類の交付を受け、（7日以内）
提供時または申請時、区内に住
民登録がある方

▲ふれあい介護予防教室

10

購入する前に、設置予定場所の
写真を持って、必ず左記問合せ
先へご連絡ください。

15

※予算が無くなり次第終了
▽問合せ 環境課（区役所６階③
番）☎（５２４６）１３２３

（※1）空調機器や照明器具等、幅広い電化製品が対象。詳しくは右
記へお問合せください。
（※2）緑化の助成金を複数受ける場合、上限は50万円。台東区みど
りの条例の適用を受ける緑化計画届出範囲内の工事は対象外
（※3）プランター等容器・花苗・土・肥料の購入費等が対象

11

コ

プランター設置（玄関先
①1平方メートルあたり3万円×助成対象面積
や店先に花や緑を植えた
②助成対象経費（※3）
（消費税を除く）×
プランターを置く場合）
50％※①と②のいずれか低い額（上限5万円）
（※3）

10

エ

民間貸駐車場緑化（駐車 ①1平方メートルあたり1万円×助成対象面
場に植込地を作り、樹木 積 ②工事費用（消費税を除く）×50％
を植える場合）
（※2）
※①と②のいずれか低い額（上限10万円）

環境フェスタたいとう２
０ １ ８ の 実 行 委 員（ 出 展
団体）を募集します

▽開催日時
月 日㈯・ 日㈰
午前 時～午後４時
▽場所 生涯学習センター、金竜
公園
▽対象 高校生（ 歳）以上の個
人・団体で、区内で環境保全・
清掃・リサイクルに関する自主

▽問合せ 環境課
☎（５２４６）１２８１

地先緑化（建物の周り等 ①1メートルあたり1万円×助成対象緑化延
に植込地を作り、樹木を 長 ②工事費用（消費税を除く）×50％
植える場合）
（※2）
※①と②のいずれか低い額（上限10万円）

表面積の合計は０・ 平方メー
トル以上（新聞紙１面以上の広

壁面緑化（建物の壁面に
①1平方メートルあたり5千円×助成対象面
ネット等を取付け、つる
積 ②工事費用（消費税を除く）×50％
性 植 物 等 で 緑 化 する 場
※①と②のいずれか低い額（上限15万円）
合）
（※2）

ん。
▽問合せ 清掃リサイクル課

①1平方メートルあたり2万円×助成対象面
屋上緑化（建物の屋上を
積 ②工事費用（消費税を除く）×50％
緑化する場合）
（※2）
※①と②のいずれか低い額（上限30万円）

☎（５２４６）１０１８

本体・付属機器の購入費および設置費用の
合計（消費税を除く）×50％（１台の上限
５万円、2台まで申請可）

さ）になること
※プランターの大きさ・植える植
物には条件があります。材料を

雨水タンク設置

〜花の心プロジェクト〜
玄 関 先 や 店 先 を、 花 と 緑
で 飾 り ま し ょ う（ プ ラ ン
ター設置費用助成）

窓、外壁等の遮熱・断熱 工事費用（消費税を除く）×20％（上限15
改修
万円）

10

玄関先や店先に、花を中心とし
たプランターを置く場合、かかっ
た費用を助成します。
▽助成対象 自らの敷地内で、道
路に面した場所に設置するプラ
ンター・花苗等の購入費用
※新たに設置するプランター等の

①1平方メートルあたり2千円×助成対象塗
布面積 ②工事費用（消費税を除く）×
50％※①と②のいずれか低い額
（上限15万円）

20

環境
リサイクル

出力1キロワットあたり5万円（戸建住宅は
太陽光発電システム設置 上限20万円、共同住宅共用部・事業所は上
限50万円）

家庭から出る園芸用土を
回収しています

省エネ効果が認められる 工事費用（消費税を除く）×20％（上限30
機器への入れ替え（※1） 万円）※事業所のみ

第 1203 号 （4）

家庭で不要になった鉢植え等の
園芸用土を、半透明のビニール袋

共同住宅共用部用LED照 工事費用（消費税を除く）×20％（上限30
明改修
万円）※共同住宅のみ

等に入れて、左記の回収場所へお
持ちください。
▽回収日時 第４土曜日午前 時
～正午

家庭用燃料電池（エネフ
14万円（1台まで）※家庭のみ
ァーム）設置

▽回収場所 偶数月は旧下谷小学
校校庭（区役所裏）
、奇数月は
環境ふれあい館ひまわり
※１度に出せる量は リットル袋
１つまで。
枯れた植物の枝や根・
石などは取り除いてください。
※事業所のものや、砂・泥・肥料・
木くず等の園芸用土でないもの、
鉢・プランターは回収できませ

助成額

省エネ機器等の導 入 に 対 し て 助 成 を 行 っ て い ま す

助成対象

住宅や事業所へ省エネ効果のあ ※申請方法等、詳しくは区ホーム
る機器等を導入する場合、助成を
ページをご覧になるか下記へ
行っています。機器をお得に導入
▽期間 通年受付（予算が無くな
し、省エネに取り組みましょう。
り次第、受付終了）
※必ず工事前に申請してください。 ▽対象 区内の建物に導入する方

平成30（2018）年 4月20日

電話番号

愛誠病院上野クリニック 東上野2−18−6 （3834）3518
永寿総合健診・予防医療 東上野3−3−3
（3833）7351
センター
プラチナビル2階
三倉クリニック

上野1−16−16

（5807）8171

オリエンタル上野健診セ
上野1−20−11
ンター

（5816）0720

鶯谷健診センター

根岸2−19−19

（3873）9161

田村胃腸科外科

竜泉3−42−11

（3874）9981

東京トータルライフクリ 雷門2−6−3
（5806）9871
ニック
ユニカ雷門ビル2階
あさくさ雷門前クリニック 雷門2−11−8

（5827）2700

浅草寺病院

浅草2−30−17

（3841）3330

浅草クリニック

浅草4−11−6

（3876）3600

台東区立台東病院

千束3−20−5

（5824）3540

哺育会浅草病院

今戸2−26−15

（3876）1711

浅草橋1－30－9
医の森クリニック浅草橋
ヒューリック浅草橋（5809）3601
健診センター
江戸通り4階

【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。

