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令和５年（2023年）1月11日（水曜日） No.１５２５区のおしらせ 1 月 1 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。

永遠の平和を願って
第35回 平和の都

ま

市
ち

の楽しい集い
～音楽でつながる未来へ～

　現行の定期利用期間が令和５年５
月31日（水）で終了となりますので、
別表３のとおり募集します。

◎詳しくはお問い合わせください。
逢交通課交通施設係
　☎（３５４６）５４４３

　中央区敬老入浴事業は、65歳以上
の区民の方に健康の保持増進や近所
の方々との交流の機会に役立ててい
ただくため、敬老入浴証（カード）を
提示することで公衆浴場を１回100
円で利用できる事業です。
更新手続きが必要な方
　有効期限が「2023年３月31日」の敬
老入浴証をお持ちの方
◎�１月下旬に「更新手続きのご案内」
を郵送します。
◎�有効期限が「2026年３月31日」の入
浴証をすでにお持ちの方は、今回
更新の必要はありません。

更新期間
　１月24日（火）～３月31日（金）
更新場所
　区内公衆浴場（別表１）、他区協力

浴場（別表２）、区役所４階高齢者福
祉課高齢者福祉係、日本橋・月島特
別出張所、シニアセンター、各いき
いき館（敬老館）
◎�期間内であれば、必ず更新できま
す（先着順ではありません）。

費　用
　無料
持ち物
　「更新手続きのご案内」をご覧くだ
さい
その他
　65歳以上の区民の方で、新たに敬
老入浴証の交付を希望される場合は、
お問い合わせください。
逢高齢者福祉課高齢者福祉係
　☎（３５４６）５３５４

　要介護者が居宅で自立した日常生
活を営めるよう、ホームヘルパーの
派遣により自宅での身体介護を提供
する介護保険のサービスです。
　介護保険のケアプランに組み込ん
で利用できますので、担当のケアマ
ネジャーにご相談ください。
対　象
　区内にお住まいの要介護１～５に

認定された方で、寝たきりなど日常
生活に支障がある方
内　容
①24時間巡回型ホームヘルプサービス
　�定期巡回による30分未満の身体介
護を行います。事前に訪問の日時
を設定し、毎週同じ曜日、同じ時
間帯に伺います。
　�利用例：おむつ交換、体位変換、

　今回は、テノール歌手の秋川雅史
さん、バイオリニストの川井郁子さ
ん、シャンソン歌手のクミコさんを
お迎えします。各ジャンルで活躍す
る３人の魅力が織りなす特別なひと
ときをお楽しみください。
日　時
　３月15日（水）
　午後６時～８時（午後５時開場）
会　場
　銀座ブロッサム（中央会館）ホール
応募資格
　区内在住・在勤・在学者（就学前
のお子さんの入場はできません）
入場券販売枚数
　880枚（全席指定）
◎�販売枚数を変更する場合があります。
入場料
　１枚当たり2,000円
◎�入場料は「中央区平和基金」に積み
立てます。

申し込み方法
　１月20日（必着）までに区のホーム
ページの電子申請から申し込むか往
復はがき（１人１枚限り）に①応募種
別（在住・在勤・在学から選択）②郵
便番号③住所（在勤・在学者の場合
は事業所・学校所在地および名称も
記入）④氏名・ふりがな⑤電話番号
⑥入場券の希望枚数（４枚まで）⑦観
覧希望場所（前方席・後方席・２階
席のうち、第３希望までを記入、希
望しない席については記入しない）
⑧車いすを使用される方の人数（当
選された場合、観覧希望場所にかか
わらず優先席（前方席）へのご案内と
なります）を記入の上、逢へ郵送する。
◎�消せるペンは使用できません。
結果のお知らせ
　応募者多数の場合は、区内在住者
を優先の上、抽選で当選者を決定し、
２月上旬までにＥメール（往復はが
きで申し込んだ場合は郵送）で応募

者全員に結果をお知らせします。併
せて、当選者にのみ入場券引換通知
をＥメール（往復はがきで申し込ん
だ場合は郵送）でお知らせします。
◎�当選者は、２月13日（月）～18日（土）
の期間で、区役所または日本橋・
月島特別出張所にて入場券の引き

換えを行う必要があります。引き
換えの詳細などについては、区の
ホームページをご覧ください。

逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　地域振興課地域事業係
　☎（３５４６）５３３８

服薬援助、水分補給、トイレ・移
動等介助、身体清

せい

拭
しき

、口
こう

腔
く う

ケアなど
②�ナイトサポート（夜間対応型訪問
介護）
　�夜間の定期的な訪問の他、緊急時
には通報により随時対応します。
ボタン一つでオペレーターにつな
がるコール機を固定電話の電話回
線に設置し、介護福祉士などが健
康面での相談などを受け付け、「ト
イレに行きたくなった」「転んで
起き上がれない」など、身体介助
が必要な場合にはヘルパーがご自
宅へお伺いします（相談は無料）。

サービスの特色
・�②は①と組み合わせることで24時
間365日対応可能（年末年始も休ま
ず営業）

・�要介護度が変わっても訪問１回当
たりの料金は変わらないので安心
してご利用いただけます（ナイト
サポートのみ基本料金がかかります）。

費　用
　基準単価の１～３割
◎�申し込み方法など詳しくはお問い
合わせください。

逢新川訪問介護ステーション
　☎（３５５２）５６７０

銀座地下駐車場・晴海一丁目
駐車場の定期利用者募集中央区敬老入浴証の更新

別表3
 駐車場名 銀座地下駐車場 晴海一丁目駐車場
所在地 銀座7－17－12 晴海1－7－3

利用期間 6月1日（木）～令和7年5月31日（土）

募集台数
・区民割り当て　48台（機械式36台
　自走式12台）　　
・�事業所など割り当て　5台（機械
式4台自走式1台）

36台（区民割り当てのみ）

駐車できる車
普通自動車・小型自動車・軽自動車（二輪車を除く）で

全長5ｍ以下・幅2ｍ以下
高さ2.1ｍ（機械式は1.55ｍ）以下

申し込み資格

京橋地域の区民
または事業所などの代表者の方 月島地域の区民の方

◎申し込みは1世帯（1事業所など）当たり1台とします。
◎�京橋地域とは、八重洲二丁目、京
橋、銀座、新富、入船、湊、明石
町、築地、浜離宮庭園、八丁堀、
新川になります。

◎�月島地域とは、勝どき、月島、佃、
豊海町、晴海になります。

使用料

・機械式　月額45,000円
・自走式　月額50,000円
◎�定期駐車使用料は、前月末までに
駐車場管理室で現金による支払い
となります。

月額33,000円
◎�駐車場の管理は、無人管理となり
ます。定期駐車使用料は、区より
送付する納付書により納期限まで
に銀行・ゆうちょ銀行での支払い
となります。

 定期駐車
利用申込書
配布期間

および場所

1月24日（火）～2月10日（金）
区役所5階環境土木部交通課交通施設係
（土・日曜日を除く、午前9時～午後5時）

区ホームページでもダウンロード可能です。銀座地下駐車場の申込書は、
駐車場内管理室（午前8時～午後9時）でも配布します。

受付期間 
および場所

1月30日（月）～2月10日（金）（土・日曜日を除く）午前9時～午後5時
区役所5階環境土木部交通課交通施設係（郵送不可）
◎駐車場への持参および郵送では受け付けません。

提出書類

【区民・事業所など共通】
・�定期駐車利用申込書、自動車検査
証の写し

【区民の方】
・�運転免許証など住所が確認できる
書類の写し（有効期間内のもの）

【事業所など】
・�事業所などの所在地、代表者を確
認できる書類（発行から3カ月以
内のもの）�
（例）法人登記簿謄本の写しなど

【区民の方のみ】
・�定期駐車利用申込書、自動車検査
証の写し

・�運転免許証など住所が確認できる
書類の写し

　（有効期間内のもの）

低公害車 
使用料 

減額制度

内
容
低公害車車両は駐車料金が月6,000円（電気自動車、燃料電池自動車
は月10,000円）割引となります。

対
象
車
両

1．天然ガス車、電気自動車、燃料電池自動車
2．�低排出ガス車、低排出ハイブリット車のうち①②ともに該当する
自動車

　��①�平成17年度以降基準排出ガス75％低減レベル車（検査証｢型式｣
欄が、D、H、R、6のいずれかで始まる車両）

　��②平成22年度以降燃費基準以上達成自動車

 その他

・�申し込みできる車両は、原則申込者の所有または使用の車両（車検証
に記載あるもの）に限ります。

・申し込み多数の場合は、公開抽選となります。
・�駐車場の利用は申込時に申請をした車両のみに限定します。車両の変
更に当たりましては、車両変更届の提出が必要です。

・�入庫・出庫は定期券（パスカード）により24時間可能です。パスカード
紛失などの場合は、有償での再発行になります。

・�定期駐車使用料は、前月末までに駐車場管理室で現金（初回は区役所）
による支払いとなります。晴海一丁目駐車場は納付書での支払いとな
ります。使用料の延滞がある場合は、利用承認が取り消しとなります。

・未納駐車場使用料がある場合は、申し込みができません。

別表1
更新場所 所在地 電話番号
銀座湯 銀座1－12－2 （3561）2550
金春湯 銀座8－7－5 （3571）5469
入船湯 入船3－6－14 （3206）0335
湊　湯 湊1－6－2 （3551）0667

十思湯
日本橋小伝馬町

5－19
十思スクエア
別館2階

（6264）9920

日の出湯 佃1－6－7 （3532）1629
月島温泉 月島3－4－5－2階（3531）1126
勝どき湯 勝どき3－9－7 （5560）1019

別表2
更新場所 所在地 電話番号

稲荷湯 千代田区内神田
1－7－3 （3294）0670

於玉湯 千代田区岩本町
2－2－14 （3866）2306

弁天湯 台東区浅草橋
1－33－6 （3864）7100

帝国湯 台東区浅草橋
5－23－8 （3851）2785

鶴の湯 台東区浅草橋
5－27－2 （3851）4569

P P

24時間巡回型ホームヘルプサービス
およびナイトサポートのご案内

▲電子申請


