広報

年６月１日現在で工業統計調
査を実施します。この調査は、国

工 業 統 計 調 査 にご 協 力 く
ださい
な人道的事業に使われています。
皆さんのご理解とご協力をお願

十字ボランティアの育成・支援、
看護師等の育成、献血等の血液事
業、社会福祉事業など、さまざま
▽放送内容 チャイム＋「これは、
Ｊアラートのテストです。
」
（３

真のあるマイナンバーカード）
か、通知カードおよび本人確認
できる顔写真付きの物（運転免

身体障害者手帳か愛の手帳（障
害のある方、診断書が必要な場
合あり） ⑤個人番号カード
（写

③印鑑（朱肉で押せる物） ④

への登録制）の隊員を募集して
います。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。

現に向けてご協力をお願いします。
※大江戸清掃隊（ボランティアで
まちの清掃を行っている方、区

ごみのない、きれいなまちの実

▽問合せ 環境課
☎（５２４６）１２９２

高 齢 者ふれあい入 浴 券の
新規申込みを受付けます

▽対象 ４月１日現在、区内在住
の 歳以上（昭和 年４月１日
以前生まれ）で、次のいずれか

に該当する方（特別養護老人ホ
ーム入所者は除く） ①ひとり
暮らし ②世帯全員が 歳以上
③自宅に風呂がない
▽配付枚数 年間 枚
▽配付時期・方法 ６月下旬・簡

28

易書留郵便で送付
▽利用方法 区内の公衆浴場で１
回につき、ふれあい入浴券１枚
と 円を支払い
▽利用期間 ７月１日㈰～ 年３
月 日㈰
▽申込方法

20

回繰り返し）
「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
許証等）の２種類
※この他、住民票や民生委員の証
明書などが必要になる場合があ

福祉
（高齢・障害）

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点まで給付・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）を左記問合せ先へ持参
▽問合せ 高齢福祉課（区役所２
階⑤番高齢者総合相談窓口）
☎（５２４６）１２２２

●昨年度
「高齢者ふれあい入浴券」

を受け取った方
申込みの必要はありません。

●初めて申込む方（次のいずれか
の方法で申込み）
①申請用はがき（区民事務所・同
分室、地区センター、地域包括

支援センター、老人福祉センタ
ー、老人福祉館、公衆浴場で配

布）に記入し、 円切手を貼っ
て左記問合せ先へ郵送

②左記問合せ先へ本人確認書類
（保険証等）を持参のうえ、直
接申込み
▽申込締切日 ５月 日㈪（消印
有効）
▽問合せ 高齢福祉課（区役所２
階⑤番高齢者総合相談窓口）
☎（５２４６）１２２２
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ります。
※戸籍関係の証明書は発行後１か
月以内、その他の証明書は発行
後３か月以内の物

介 護 相 談員 を派 遣してい
ます

専門の研修を受けた介護相談員
を区内の介護施設（現在 か所）
に派遣しています。介護相談員は
利用者や家族の日常的な疑問や不
安などに耳を傾け、相談に応じて
います。
介護サービスを利用する方の身
近な相談者として、気軽にご相談
ください。
▽問合せ 介護保険課事業者担当
☎（５２４６）１２４４

▽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

～ 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

34
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●第1回ペットコミュニティエリア適正利用講 申込方法 区ホームページから申込むか、電話で
習会 ペットコミュニティエリアを利用するに 下記問合せ先へ 申込期間 5月7日㈪～21日㈪
は事前に講習会の受講が必要です。 日時 5月 ●犬のしつけ方教室～褒めるしつけで楽しい
27日㈰午前9時30分～正午 対象 次の全てを ドッグライフ♪～ 「玄関のベルが鳴るたび
「散歩中に引っ張る」など愛犬の
満たすこと①飼い主が区内在住で、台東区で に吠える」
問題行動に悩んでいませんか。愛犬も飼い主
登録をしている小・中型犬（背中～地面まで
約40センチメートル以内） ②今年度の狂犬 も楽しく学べる「褒めるしつけ方」を学びます。
病予防注射および原則1年以内に混合ワクチン 愛犬と共にご参加ください。 日時 6月3日～
を接種している ③犬の健康状態に問題なく 24日の日曜日（全4回）初回は午後1時～3時
（内・外部寄生虫、伝染性疾病等にかかってい 30分、2回目以降は午前9時30分～午後2時
ない）
、他の人や犬に対して過剰に吠えたり、 30分のうち1時間 対象 台東区で登録済の狂
威嚇したり、咬傷事故を起こしたことがない
犬病予防注射・混合ワクチンを接種している
④エリアを利用する家族全員で参加できる
健康な犬を飼っていて、全日程参加できる方
定員 15頭分（先着順） 内容 エリア内でのマナ （2回目から犬を連れての参加） 定員 30頭分
ーや知識の講習、愛犬と一緒にエリアの模擬 （先着順） 講師 家庭犬訓練士 費用 2,000円
練習
（講習中は施設内で愛犬をお預かりします） （4回分） 申込方法 電話で下記問合せ先へ
受講中の注意 ①中学生以下は保護者同伴 ②3
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
歳以下の乳幼児は入場・受講不可 ③犬1頭 場所 DOGLY愛犬E－SCHOOL（根岸3－1－
につき1人以上の犬を制御できる飼い主が参加 10） 問合せ 台東保健所生活衛生課愛護動物
（1人で複数頭連れてくることはできません）
管理担当☎（3847）9437

31

愛犬のための講習会

▽申込み・問合せ 子育て・若者
支援課（区役所６階⑦番）
☎（５２４６）１２３２

ふたごちゃん、みつごちゃ
ん集まれ！～交流会～
▽日時 ５月 日㈪
午前 時～正午
▽場所 台東保健所
▽対象 区内在住の就学前の多胎
児と保護者、多胎児を妊娠して
いる方とその家族
組（先着順）
▽定員
▽申込開始日時 ５月７日㈪
午前９時
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４９７

環境
リサイクル
区内一斉清掃にご協力を
お願いします
区では、ポイ捨て行為の防止に
関する条例で、５月 日を「環境
美化の日」と定めています。そこ
で、５月 日㈰に区内一斉清掃を
実施します。皆さんも住居や店舗
・会社の周りを掃除して、きれい
にしましょう。
また、大江戸清掃隊による、ま
ちの美化啓発を呼びかけるキャン
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28

ペーンも行います。

30

28年度

10

内の製造業に属する事業所の実態
を明らかにするため、経済産業省
が毎年実施するものです。

20,000

子育て・教育

※社会保険料相当額（8万円）を加算済

いします。
▽申込場所 区民事務所・同分室
・地区センターか左記問合せ先
▽問合せ 区民課区民係（区役所

482万4千円未満

３階③番）
☎（５２４６）１１２２

3人

調査対象の製造事業所には、５
月中旬以降に東京都知事から任命
された調査員が伺いますので、ご

20,000

15

27

40,000

30,000

児 童育 成 手 当をご存じで
すか

444万4千円未満

全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）全国一斉試
験放送を実施します

2人

18

4人目以降 1人につき38万円ずつ加算

・育成手当
父または母が、離婚・死亡・行
方不明（１年以上）
・裁判所か
らＤＶ保護命令を受けた・重度
の障害などの状態にある、 歳
到達後最初の年度末までの児童
を養育している方に支給します。
▽手当月額 児童１人につき１万
３千 円
・障害手当
歳未満で心身に障害のある児
童を養育している方に支給しま
す。
▽障害の程度 身体障害者手帳
１・２級程度、愛の手帳１～３
度程度、脳性マヒ、進行性筋萎
縮症
▽手当月額 児童１人につき１万
５千 円
※育成手当、障害手当とも所得制
限があります。

406万4千円未満

▽必要な物 ①申請者 （保護者）
および児童の戸籍謄本 ②申請
者名義の預金口座の分かる物

1人

協力をお願いします。
▽問合せ 総務課調査統計係
☎（５２４６）１４６２

60,000

500

368万4千円未満

５月 は 赤 十 字 会 員 増 強 運
動月間です

90,000

61,310

60,000

51,194

27年度

単位：kg
28年度
27年度

単位：kg
28年度
27年度

500

0人

屋外に設置している防災行政無
線（屋外スピーカー）から全国瞬
時警報システム（Ｊアラート）の
起動確認のため、試験放送を行い
ます。
▽日時 ５月 日㈬午前 時頃

123,941

20

平成29年中の所得

５月は赤十字会員と活動資金の
募集運動が実施されています。
寄せられた募金は、災害救護事
業、講習普及事業、国際活動、赤

10,000
30,000

51,194
50,000
120,000

52,952

61,310

台東環境マネジメントシステム
（Ｔ Ｅ-ＭＳ）
の平成 年度実績報告をします

実績値 ※目標値は、T-EMS環境負荷低減目標一覧表で年度目標を設定。
目標値

区の環境マネジメントシステ
現を目指していくものです。
ム（Ｔ‐ＥＭＳ）では、ＩＳＯ
▽問合せ 環境課庶務担当
１４００１の運用実績を生かし、
☎（５２４６）１２８４
区の職員が一丸となった環境へ
の取り組みを推進しています。
全ての区の事業で、環境配慮を
実施し、区の温室効果ガス排出
量の削減や省エネルギー化を進
め、環境保全・低炭素社会の実

ガス使用量

28年度
0

0

単位：㎥

2,000,000

80,000

用紙類使用量
60,000
150,000

1,922,388
10,000

60,716

40,000

93,508
94,453

0

0

1,000,000
5,000

1,958,509 1,938,924
14,008

27年度

単位：kWh
28年度
0

27年度

単位：㎥

3,000,000
20,000

ごみ排出量

28

14,389
14,950
15,000

扶養人数

11

30

電気使用量
4,000,000

水道使用量
25,000

所得制限額（申請者本人）

16
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（3） 平成30（2018）年 5月5日

【クールビズ】区役所・区施設では5月1日㈫～10月31日㈬の期間、クールビズを実施しています。職員のノーネクタイなど、軽装での執務にご理解・ご協力をお願
いします。
〈台東区環境課☎5246−1284〉

