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令和４年（2022年）9月21日（水曜日） No.１５１４区のおしらせ 9 月 2 1 日号

区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

　名所・旧跡、画廊・美術館、水辺
の風景など区の豊かな文化的魅力を
体験していただく「中央区まるごと
ミュージアム2022」を開催します。
日　時
　11月13日（日）
　午前10時～午後４時
主　催
　中央区、中央区文化・国際交流振
興協会
事前募集イベント

　茜またはパンフレットをご覧の上、
イベント事業者に直接お申し込みく
ださい。
◎ イベントの詳細については「区の

おしらせ　ちゅうおう」11月１日
号に掲載する予定です。
パンフレット配布場所
　区役所、日本橋･月島特別出張所、
各図書館、各社会教育会館、各区民
館、観光情報センターなど
船の事前申し込み方法

　10月７日（必着）までに茜から直接
申し込む。もしくは、はがきまたは
ファクスで①氏名（最大４人まで）②

　令和４年度から新たに年金からの
特別徴収（差し引き）が開始となる方
には、住民税額の半分を、普通徴収

（個人納付）の第一期分（６月末）と第
二期分（８月末）に分けて納めていた
だいています。残りの半分について
は、10・12月および翌年２月の年金
支給額から特別徴収（差し引き）しま
す。
　また、翌年度の住民税については、
前年度の住民税額の半分を３等分し
た額を、４・６・８月から仮徴収し、
年金特別徴収税額が確定した後に、

仮徴収を差し引いた残りの税額を
10・12月および翌年２月の３回に分
けて本徴収します。
特別徴収の中止
　年の途中の他区市町村への転出や、
年金特別徴収税額の変更などの際は、
年金からの特別徴収を中止し、残り
の住民税について普通徴収の納付書
をお送りする場合もあります。また、
介護保険料の特別徴収が中止となっ
た場合も同様です。
逢税務課課税係
　☎（３５４６）５２７０

高齢者緊急通報システムとは
　区では、１人暮らし高齢者などの
安全を確保するため、ご自宅に緊急
通報機器を設置し、24時間365日体
制で次のサービスを実施しています。
・ 病気やけがなどの緊急時にボタン

を押すと、区が委託する事業者の
受信センターに通報され、警備会
社の現場派遣員と消防が救助活動
を行います。

・ 受信センターには看護師が常駐し、
健康に関する相談にも対応します。
対　象
　区内在住で65歳以上の１人暮らし
または高齢者のみの世帯の方
◎日中独居の方なども対象です。
◎ 身体の状態にかかわらず利用でき

ます。
費　用
　別表２のとおり
利用説明会
日　時

　10月26日（水）
　午後２時30分～３時30分
会　場
　区役所８階大会議室
対　象
　緊急通報システムを利用している
方、利用を検討している方など
内　容
　「機器の使い方が分からない」「１
人で暮らす家族が高齢で心配」とい
う方を対象に、緊急通報システムの
仕組みや機器の操作方法などを、実
演映像も織り交ぜて分かりやすく解
説します。
定　員
　50人（先着順）
費　用
　無料
申し込み方法
　９月26日（月）から10月24日（月）ま
でに電話で申し込む（受け付けは午
前９時～午後５時）。

◎ 説明会では緊急通報システムの申
し込みはできません。詳しくは区
のホームページをご覧ください。

逢高齢者福祉課高齢者サービス係
　☎（３５４６）５３５５

見守りキーホルダー
　外出先で突然倒れたり、徘

は い

徊
か い

によ
り保護され身元が確認できない場合
などに、あらかじめ登録された番号
をおとしより相談センターに問い合
わせることで、迅速に氏名・緊急連
絡先が確認できる「見守りキーホル
ダー」を配布しています。

対　象
　65歳以上の高齢者（40歳以上の要
支援・要介護認定者を含む）で外出
に不安などがある方
◎ 申込時に緊急連絡先（２人）を登録

していただきます。事前に連絡先
となる方の氏名・住所・電話番号
を確認の上、お越しください。

◎ キーホルダーを携帯することが困
難な場合、アイロンで衣類などに

接着できる布製ラベルも併せて希
望者に配布します。
救急医療情報キット

　自宅で倒れた時などに救急隊によ
る救急活動がより適切に行えるよう、
緊急連絡先や血液型などを記入して
冷蔵庫に保管しておく「救急医療情
報キット」を配布しています。
対　象
　65歳以上の高齢者のうち１人暮ら
しや高齢者のみの世帯の方などで緊

急時に不安などがある方
共　通
費　用
　無料
申し込み方法
　区内のおとしより相談センターま
たは区役所４階介護保険課で申し込
む。
逢京橋おとしより相談センター
　☎（３５４５）１１０７
　日本橋おとしより相談センター
　☎（３６６５）３５４７
　人形町おとしより相談センター
　☎（５８４７）５５８０
　月島おとしより相談センター
　☎（３５３１）１００５
　勝どきおとしより相談センター
　☎（６２２８）２２０５
　介護保険課地域支援係
　☎（３５４６）５３７９

代表者の住所・郵便番号③年齢④緊
急連絡先⑤希望する便の記号（第１
～５希望まで）を記入して申し込む。
◎ ①・③・④は全員分のご記入をお

願いします。
◎ 第１～５希望以外で、コース、時

間を問わず乗船を希望される場合
は「どの便でも可」と併せて記載し
てください。
車いすをご利用の方へ

・ 別表１のうち、※が付いている便

にご乗船いただけます。車いすで
のご乗船を希望される場合は、備
考欄（余白でも可）に「車いす使用」
とご記入ください（当日、乗降の
際にスタッフがお手伝いします）。

・ 乗船できる車いすのサイズは、運
航する船の都合により、標準サイ
ズ（横幅70㎝）のみとなります。電
動式や特殊なサイズの車いすにつ
いては、乗船することができませ
んのでご了承ください。
抽選結果

　10月26日（水）までに当選者にのみ
郵送でお知らせします。抽選結果に
係るお問い合わせにはお答えできま
せんので、ご了承ください。

◎ 定員に満たない場合は、二次募集
として、10月27日（木）午前９時か
ら28日（金）午後５時まで、茜での
み応募を受け付けます。
申込先

　〒105－0014
　港区芝３－２－11－702
　 中央区まるごとミュージアム2022

事務局（（有）匠屋　内）
　☎（５４２７）５５８７
　ＦＡＸ（６６８５）４６０７
逢文化・生涯学習課文化振興係
　☎（３５４６）５３４５
茜中央区まるごとミュージアム
　 http://www.marugoto-chuo.

jp/

第15回中央区まるごとミュージアム2022
事前募集イベント

～めぐる　楽しむ　好きになる～

高齢者緊急通報システム
～サービスのご案内と説明会の開催～★

10月から住民税が公的年金から
特別徴収（差し引き）になる皆さんへ

「見守りキーホルダー」
「救急医療情報キット」の配布

▲見守りキーホルダー ▲見守りアイロンラベル ▲救急医療情報キット

別表2
機器類 住民税課税世帯の方（月額）住民税非課税世帯の方

緊急通報機器本体（ペンダント含む） 450円
無料火災センサー（希望者のみ） 各50円見守りセンサー (希望者のみ）

別表

日本橋周遊コース
（運航時間　20分）

明石町水辺ライン
周遊コース

（運航時間　35分）

朝潮→日本橋片道コース
（運航時間　30分）

※C－4、C－10は40分、
C－11は35分

日本橋→朝潮片道コース
（運航時間　30分）

A－1 A－2 A－3 A－4 B－1 B－2 B－3 C－1 C－2 D－1 D－2
10：00 10：10 10：30 10：40 10：00 10：25 10：55 10：10 10：30 10：20 10：50
A－5 A－6 A－7 A－8※ B－4 B－5 C－3 C－4 C－5 D－3 D－4

11：00 11：10 11：30 11：40 11：20 11：50 11：00 11：30 11：50 11：10 11：40
A－9 A－10※ B－6 D－5

12：00 12：10 12：15 12：20
A－11 A－12 B－7※ B－8※ C－6※ C－7 D－6
13：45 13：55 13：20 13：45 13：30 13：55 13：30
A－13 A－14 A－15 A－16※ B－9 B－10 C－8 C－9 D－7※ D－8 D－9
14：15 14：25 14：45 14：55 14：15 14：40 14：10 14：50 14：10 14：35 14：50
A－17 A－18※ A－19 A－20 B－11 B－12 C－10 C－11 D－10
15：15 15：25 15：45 15：55 15：10 15：35 15：15 15：30 15：30


