定
※給与所得は、原則として特別徴
収による納税となります。皆さ
んのご理解・ご協力をお願いし
ます。
▽問合せ 税務課課税係
☎（５２４６）１１０３～５

年度住民税（特別区民
税・都 民 税 ）の課 税（ 非
課 税 ）証 明 書 の 発 行 を 開
始します
▽発行開始日
・住民税を給料から引かれている
方（特別徴収） ５月 日㈮
・銀行等で直接または口座振替で
納めている方（普通徴収） ６月
８日㈮
※特別徴収の方でも、給与以外に
収入があり、普通徴収で課税さ
れている場合は、６月８日㈮か
らの発行となります。
※課税されていない方でも、
「収
入がなかった」
「扶養家族だっ
た」等の申告をしないと、非課
税証明書を発行できませんので
ご注意ください。
※申告期限後に申告すると、証明
書発行に日数がかかる場合があ
ります。
※本人以外の方が課税（非課税）
証明書の申請をする場合は委任
状等が必要です。
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１０１

の免除制度があります。納期限ま
でに申請してください（該当基準
等、詳しくは左記へ）
。
▽問合せ 税務課税務係
☎（５２４６）１１０１

「こども 番」にご協力く
ださい
区 で は、
子供を犯罪
から守るた
め、
「こども
番 」へ の

江戸時代に
創業した
区内事業所を
募集します

普段は自由に見ることができな
い施設で、見学・販売会等を行い
ます。入居しているクリエイター

永年にわたって区内産業に貢献
のある区内事業所を顕彰します。
また、顕彰事業所を、さまざ

まな媒体やイベント等を活用し
て広く国内外に情報発信します。

▽応募締切日 ５月 日㈭
月１日㈭・２日㈮
台東区は、江戸以来の産業や
▽顕彰式
開催の台東区産業フェア内で
文化が大いに発展し、江戸の技、
江戸の粋を有する事業所が多数
所在しています。
平成 年は、江戸から明治へ
と時代が変わり 年の節目の年

にあたります。
協力をお願
そこで、江戸時代に創業し、
いしていま
す。 こ の 事
業は、登下校時の通学路をはじめ、
区 内で開 業 する デ ザイナ
放課後の一般道・公園等で子供た
ー・ク リエイ タ ー の 方へ
ちが「知らない人からの声かけ」
～ 家 賃の一部 を 助 成 しま
「痴漢」
「つきまとい行為」などの
す～
被害に遭った・遭いそうになるな
ど、身の危険を感じた場合に、助 ▽対象 区内に事業所や店舗を開
設する、ファッション雑貨関連
けを求める緊急避難場所を地域に
産業のデザイナー・クリエイタ
設けるものです。ご家族で、ステ
ー
ッカーが貼ってある場所を確認し
▽助成件数 ５件
てください。
▽助成額 家賃の２分の１（上限
「こども 番」の協力者（緊急
月額５万円）
避難場所提供者）になっていただ
けるご家庭や店舗、事業所の方は、 ▽助成期間 ３年間
左記問合せ先へご連絡ください。 ▽募集期間 ５月 日㈪～６月
日㈪
▽問合せ 学務課
※申込方法や条件等、詳しくは区
☎（５２４６）１４１２
ホームページをご覧になるか左
台 東 デ ザイナーズビレッ
記へお問合せください。
ジ施設公開
▽問合せ 産業振興課
☎（５２４６）１１４３

▲「こども110番」ステッカー

お知らせ
光化学スモッグにご注意

光化学スモッグは、自動車や工
場から排出された窒素酸化物や炭
化水素等が、太陽からの紫外線を
受けて化学反応を起こし発生しま
す。晴天で風が弱く、気温が高い
日に発生しやすいので、ご注意く
ださい。目がチカチカする・のど
が痛む等の症状が出たら室内に入
り、洗眼やうがいをし、症状が良
くならない場合は病院等で診察を
受けてください。
▽光化学スモッグ注意報 防災行
政無線等で放送
※午後５時以降は日差しが弱くな
り自然消滅するため、注意報解
除の放送はしません。
▽被害にあったときは
・台東保健所保健予防課（土・日
曜日・祝日を除く）
☎（３８４７）９４７１
・東京都保健医療情報センター
（自動音声による 時間医療機
関案内）
☎（５２７２）０３０３
▽光化学スモッグ情報
大気汚染情報テレホンサービス
☎（５６４０）６８８０
東京都環境局ホームページ
▽問合せ 台東区環境課
☎（５２４６）１２８３

軽自動車税の納期限は
５月 日㈭です

近 隣 型 商 店 街 に関 する 助
成

実施
※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
へお問合せください
▽問合せ 産業振興課
☎（５２４６）１４１５

１（上限 万円）
●空き店舗で開業する方へ～家賃
の一部を助成します～
▽対象 区内近隣型商店街の空き
店舗を借り上げて開業する中小
企業者等で、具体的な計画があ
る方
▽助成件数 ５件
▽助成額 家賃の２分の１（１年
目は月額上限５万円、２年目は
月額上限４万円、３年目は月額
上限３万円）
▽助成期間 ３年間
▽申込締切日 ６月１日㈮
◆以降、右記記事の共通項目◆
※申込方法等、詳しくは募集チラ
シ（区ホームページからダウン
ロード可）をご覧になるか左記

へお問合せください。
▽問合せ 産業振興課商店街担当
☎（５２４６）１１４２

特 別 整 理の た め 図 書 館 が
休館します

伊豆高原
☎０５５７（５１）４４００
・利用方法については、区民課区
民施設係
☎（５２４６）１１２３

▽予約開始日 利用日の３か月前
※利用料金等、詳しくは区ホーム
ページまたは、区民事務所等で
配布している案内チラシをご覧
になるか、左記へお問合せくだ
さい。
▽問合せ
・予約については、かんぽの宿

６月 日㈪～ 日㈭
☎（５２４６）５９１１
・中央図書館浅草橋分室
６月 日㈪～ 日㈬
※６月 日㈰は休館日
☎（３８６３）００８２
・中央図書館谷中分室
６月 日㈪～ 日㈬
☎（３８２４）４０４１

庫を含む）

自転車安全利用五則

31

指 定 保 養 施設「かんぽの
宿 伊豆 高原 」の「 小 人
・幼 児 」の利用 料 金を値
下げします

う工法」のほか、家庭にある段ボ
ール箱などを使用した「住宅浸水
防止対策」なども行います。
▽日時 ５月 日㈬
午前９時 分～ 時 分
▽場所 隅田公園山谷堀広場
▽問合せ 道路管理課 占用担当

５月の水防月間に合わせ、区と
区内三消防署の合同で、水防訓練
を実施します。
消防署・消防団による「積土の

水防訓練の見学者募集

21

問合せ 交通対策課（区役所5階②番）☎（5246）1288

▽場所・期間・問合せ
・石浜図書館
５月 日㈪～ 日㈭
☎（３８７６）０８５４
・根岸図書館
６月４日㈪～７日㈭
※６月３日㈰は休館日
☎（３８７６）２１０１

13

☎（５２４６）１３０２

30

11
●店舗兼住宅の所有者の方へ～店
舗部分貸出しのための改修費の一
部を助成します～
▽対象 区内近隣型商店街の店舗
兼住宅の所有者
▽助成件数 ４件
※予定件数に達し次第終了
▽助成額 店舗と住宅の共用部分

27

11

23

110

がどんな仕事をしているのか、直
接交流しながらご覧ください。
▽日時 ５月 日㈮～ 日㈰
午前 時～午後６時
▽場所 台東デザイナーズビレッ
ジ（モノづくりをテーマにした
イベント「第 回モノマチ」同
時開催）
▽問合せ 産業振興課

18

～交通ルールを守り、安全に走行しましょう～

・中央図書館（池波正太郎記念文

10 11

150

14

11

区で保養施設として指定してい
る「かんぽの宿 伊豆高原」の「小
人・幼児」の料金を、夏季の期間
限定で値下げします。
▽期間 ７月 日㈯～８月 日㈮
のうち指定する日

①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行 ③歩道は歩行
者優先で、車道寄りを徐行 ④安全
ルールを守る（飲酒運転・二人乗り・
並進の禁止、夜間はライト点灯、交
差点での信号遵守と一時停止、安全
確認） ⑤子供はヘルメットを着用
●自転車走行空間の整備 自転車を
安全に利用できる環境を整えるた
め、区道の金杉通り、千束通り、地
方橋通り、奥浅草寺町通りに自転車

30

11

ナビマーク・ナビラインによる自転
車走行空間の整備を進めていきます。
●TSマークの取得費用助成 TSマ
ークとは自転車安全整備士が点検・
整備した安全な自転車に貼るシール
で、1年間有効な賠償責任保険・傷
害保険が付帯されています。
対象 区内のTSマーク取得助成事業協
力店で、TSマークを取得した区内
在住の方で取得後1年以内
助成額 取得費用の全額
（上限2,000円、
新車は1,000円） 申請方法 TSマーク
付帯保険加入書、申請書、請求書、
領収書、印鑑を上記問合せ先へ持参
※審査後、銀行口座へ振込み
※協力店等、詳しくは区ホームペー
ジをご覧になるか、上記へお問合せ
ください。

昨年台東区内の交通事故発生件数
は、 一 昨 年 よ り44件 増 加 し、702
件でした。うち自転車が関係する事
故は305件と全体の4割を超えてい
ます。

31

25

5月は自転車月間

28

30

の分離に必要な改修費の２分の

31

110

☎（５２４６）１１４３

27

100

14

年度住民税（特別区民
税・都民 税 ）の納 税 通 知
書等を発送します

31

軽自動車税は、４月１日現在、
軽自動車やバイクなどを所有して
いる方に課税されます。
５月１日に納税通知書を送付し
ましたので、お近くの金融機関、
コンビニエンスストア（通知書裏
面記載）
、区役所、区民事務所・
同分室で、５月 日㈭までに納め
てください。
障害のある方には、軽自動車税

10

31

24

税通知書を６月８日㈮に発送予

11

110

25

10

30

・住民税を給料から引かれている
方（特別徴収） 決定通知書を５
月 日㈮に発送
・銀行等で直接または口座振替で
納めている方（普通徴収）および
年金から差し引かれている方 納

平成30（2018）年 5月5日
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第 1204 号 （2）
広報

【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〉

