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問い合わせ︵申込︶先

大切なペットと

暮らしていくために

ホームページアドレス

犬や猫などを飼うときのルールとマナー
登録
（生涯１回）
と狂犬病予防注射（毎年）は飼い主の義務です
狂犬病予防注射は毎年必ず受けさせ、保健所で注射済票
の交付手続きをしてください。
しつけをしましょう
子犬の頃から人や他の犬にほえたりかんだりしないよ
うしつけましょう。
区では
「犬のしつけ方教室」も開催していますのでご活用ください。

マイクロチップ
情報の登録
６月１日から、ブリーダーやペットショ
ップなどから購入した犬や猫にはマイクロ
チップが装着されており、飼い主は環境省
のデータベースに飼い主の情報を登録する
必要があります。
また、すでに犬や猫を飼っている飼い主
については、マイクロチップの装着は義務
ではありませんが、犬や猫が逸走した時に
飼い主へ返還できる可能性が高まるなどの
利点もあるため、マイクロチ
ップの装着に努めてください。
詳しくは区ホームページを
ご確認ください。

「区のおしらせ

犬も猫も

・飼い始める前に最後まで責任を持って飼えるか、よく考えましょう。
・飼ってからは、動物の習性をよく理解し、愛情を持って終生飼育し
ましょう。

愛護動物の遺棄・虐待などは犯罪です
・みだりに殺し、または傷つけた者
→５年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます。
・虐待または遺棄した者
→１年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

このような行為を見かけた方は、直ちに警察へ連絡を！

ペットに関する相談支援
飼い主やこれからペットを飼うことを検討している
方が、身近な地域で相談ができ、支援を受けられるよ
うにするため、区と連携して動物愛護施策を推進して
いるボランティア団体
「動物と暮らしやすいまちづく
り会」
を相談窓口とする体制を新たに整備しました。

相談できる内容

・ペットを飼っている際に感じている困りご
と・不安
・飼い主の体調不良や施設入所により、ペッ
トを飼い続けることが難しくなりそうな場
合の対応方法
・ペットを飼う前に考えなければならないこと
・ペットの適正飼養に向けて気を付けること
など
◎「動物と暮らしやすいまちづくり会」では、
ペットの引き取りを行っていません。

逢・相談支援体制の整備について
中央区保健所生活衛生課生活衛生係
☎
（３５４１）
５９３６

相談方法

「動物と暮らしやすいまちづくり会」ホー
ムページの「個別相談フォーム」
からご相談
ください。
茜個別相談フォーム
https://www.hcfa.jp/
counseling-form
◎緊急時には電話相談も受け付けています。
逢動物と暮らしやすいまちづくり会
☎０５０
（５２１１）
８２６７
茜https://www.hcfa.jp/

ちゅうおう」
は毎月１日、11日、21日の月３回発行。次回３月11日号は新聞折り込みです。

(1)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため︑内容を変更または中止とする場合があります︒
最新の情報は区のホームページをご覧いただくか︑お問い合わせください︒

ふんや尿の後始末は飼い主の責任
子犬のときからトイレは済ませて散歩する習慣を付けましょう。散
歩中におしっこをしてしまったときは水で流しにおいが残らないよう
にし、ふんをしたときは必ず家に持ち帰ってください。
リードできちんとつなぎましょう
犬を守るためにもすぐに飼い主が抱き上げたり引
き寄せることができるようにリードは短くしておき
ましょう。またノーリードは禁止されています。

室内で飼いましょう
猫は犬ほどのたくさんの運動が必要な生き物ではあり
ません。交通事故や寄生虫の感染などを防止できます。
不妊・去勢手術を受けさせましょう
猫は繁殖力がとても高い生き物です。１匹のメス猫から１
年後に20匹、２年後に80匹に増えてしまうこともあります。

掲載のイベント
について

もし人をかんでしまったら
飼い主は24時間以内に保健所に届け出なくてはなりません。
また、48時間以内に狂犬病の疑いの有無について獣医師に犬を
検診してもらわなくてはなりません。

猫

Ｅメールアドレス

犬
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快適に過ごすことができる環境づくりのため、
光害の防止にご協力を
６月１日
（水）
から光害の防止に向けたルールが適用されます

問い合わせ︵申込︶先

区では、職員による指導や公表を行うなど、速やかな光害の解消を図っていきます。

光害とは

目

ホームページアドレス

周辺環境にそぐわな
い明るさや色で点灯す
る屋外照明の光が原因
で、健康や生活環境へ
の被害が生ずることを
いいます。

的

近年ＬＥＤ照明やデジタルサイネージを活用した屋外広告物などの普及により、区内で光害が
増加しています。
これらの屋外照明は光害の原因となる一方、経済活動の活性化に寄与するものであることから、
住宅地と商業地が隣接する本区の特性を踏まえ、生活環境との両立が求められています。
こうした中、区が主体となり屋外照明の設置および運用に関するルールを作ることで、区民の
皆さんが快適に暮らし、過ごせる環境確保の実現を図っていくことを目的としています。

屋外照明の設置および運用に関するルール

Ｅメールアドレス

対象地域
区内全域
対象物
屋外を照射する全ての照明
（既設を含む）
対象者
屋外照明
（既設を含む）の設置、
所有および管理をする事業者

屋外照明設置事業者
映像表示装置の使用

デジタルサイネージの設置および変更に関する手続き
・設置または変更の内容につい
て周辺地域に対して事前に周
知すること
・設置または変更の内容につい
て事前に区と協議すること

その他
詳しくは、フローチャートおよび
ホームページをご覧ください。
逢環境課生活環境係
☎（３５４６）５４０４

違反者への対応
光害が生じているときは、職員
による指導、勧告および公表を行
うなど、速やかにその解消を図っ
ていきます。
ルールの適用
令和４年６月１日

屋外照明の運用
・判定基準を順守して設置およ
び運用すること
・判定基準の範囲内であっても、
周辺環境に配慮して運用する
こと
・早朝や夜間などの時間帯につ
いては、減灯または消灯に努
めること

無

・設置または変更に関する届出
書を14日前までに提出するこ
と

有

届け出不要

デジタルサイネージなど
協

屋外デジタルサイネージ
デジタルサイネージなどの
映像表示装置は、それ自体
が発光することに加え、文
字や映像などが動く媒体で
あり光害を生じさせる可能
性が高いものです。

議
屋内デジタルサイネージなど
要綱判定基準を
明らかに超過して
いない場合の数値

要綱判定基準の
範囲内の数値
届け出必要

届け出不要

令和4年6月1日現在

緊 急 の 診 療 案 内
■ 内科・小児科診療

土・日曜日、祝日・休日の診療
診療時間

土曜日

午後5時～10時

○

○

☎（3561）5171

－

○

日本橋休日応急診療所 ☎（5640）2570

○

○

当

対

－

診 療 日

○

日本橋医師会 ☎
（3666）
0682

受付時間

■ 歯科診療
診療時間

施設名

土曜日

象

中央区医師会
（3531）1048
☎

日曜日、祝日・休日および年末年始

担

場

当

午後5時～10時

午前9時～午後5時

午後5時～10時

中央区休日応急歯科診療所 ☎
（3541）
5420

－

○

－

京橋歯科医師会 ☎
（3538）
2700

日本橋休日応急歯科診療所 ☎
（5640）
5256

－

○

－

（3661）
1565
お江戸日本橋歯科医師会 ☎

所

中学生まで（15歳以 下）
の急病患者
月～金曜日

（祝日・休日、年末年始は除く）

施設名

土曜日

日曜日、祝日・休日および年末年始

担

聖路加国際病院
小児総合医療センター
明石町10－1

☎
（5550）7040

午前9時～午後5時

午後5時～10時

中央区休日応急薬局 ☎（3533）5170

○

○

○

京 橋 薬 剤師 会 ☎
（3567）
5386

日本橋休日応急薬局 ☎（5640）9856

○

○

○

日本橋薬剤師会 ☎
（3666）
6554

日比谷線築地駅
有楽町線新富町駅
日比谷線築地駅 有楽町線新富町駅
3番出口徒歩7分 6番出口徒歩10分
3番出口徒歩7分
6番出口徒歩10分

中央区保健所

聖路加
国際病院
本館
入口

あかつき公園

日比谷線築地駅3番出口徒歩7分
有楽町線新富町駅6番出口徒歩10分

晴海通り↓

（中央区保健所内）

聖路加タワー

日比谷線・浅草線人形町駅
A4出口徒歩7分

←築地駅
築地川公園

日本橋久松町1-2

明石町
12- 1

築地川公園

金座通り

新大橋通り

←人形町駅

久松警察署

↑新富町駅

Ｎ
Ｔ
Ｔ
茅場兜

久松小学校
久松幼稚園

◎緊急の場合以外は、通常の診療時間内に各医療機関で診療を受けてください。定期的に受診することはできません。 ◎年末年始は、12月29日から1月3日までです。

(2)

←築地駅

東京都医療機関案内サービスひまわり ☎
（5272）0303
☎
東京消防庁救急相談センター
（3212）2323
（携帯電話・PHS・プッシュ回線からは#7119）
中央区休日応急歯科診療所

有楽町線新富町駅
2番出口徒歩4分

日本橋休日応急薬局

浅草線宝町駅
A1出口徒歩5分

（京橋プラザ内）

日本橋休日応急歯科診療所

京橋公園

銀座1-25-3

日本橋休日応急診療所

駅

↑ 宝町

昭和通
り

月島駅

佃2-17-8
有楽町線・
大江戸線月島駅
4番出口徒歩1分

京橋休日応急診療所

佃公園

佃大橋

中央区休日応急薬局

中央区休日応急診療所

清澄通り

新富町駅

←入口

毎日の診療案内（24時間）

当

午後5時～10時

小児総合医療センター

午後6時45分～9時45分

（診療開始は午後7時～）

■ 調剤薬局
診療時間

明石小学校

聖路加国際病院

午前9時～午後5時

○

担

築地川公園

午後5時～10時

中央区休日応急診療所 ☎（3533）3136
京橋休日応急診療所

平日準夜間の小児科診療

日曜日、祝日・休日および年末年始

↑新富町駅

施設名

●保険証と 乳 医療証（小学校就学前の方）、
子 医療証（小・中学校就学中の方）を必ずお持ちください。

区のおしらせ 6 月 1 日号

令和４年
（2022年）6月1日
（水曜日）

No.１５０３

第20回中央区ブーケ祭り
毒を行います。
主 催
中央区ブーケ祭り実行委員会、中央区
◎６月23日（木）〜25日（土）はブーケ祭り
のため女性センターの研修室などの利
用は休止します。
逢総務課男女共同参画係
☎（５５４３）０６５１

男女共同参画を推進する区の施策
男性と女性が、家庭で、学校で、
区では、男女一人一人の人権と個
職場で、地域で、それぞれの個性と
性が尊重され、みんなが能力を発揮
能力を発揮できる
「男女共同参画社
できる地域社会の実現を目指して、
会」を実現するためには、行政だけ
「中央区男女共同参画行動計画2018」
でなく、区民の皆さん一人一人の理
解と取り組みが必要です。私たちの
を平成30年３月に策定しました。
周りの男女のパートナーシップにつ
この計画に基づき講座・講演会な
いて、この機会に考えてみませんか。 どの開催や中央区男女共同参画ニュ
ー ス「Bouquet（ブ ー ケ）」の 発 行 を

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度
年金仮徴収
令和３年度における年金からの特
別徴収は、２月分まで行いました。
その後、年金特別徴収額の６分の１
の額を１回分として４・６・８月分
の徴収額とする仮徴収制度が始まっ
ています。
ただし、この金額はあくまでも仮
に設定されていますので、令和４年
度の住民税額を決定する６月に、決
定した税額との調整を行い、その上
で本徴収を実施します。

はじめ、女性相談事業、男女共同参
画を推進する団体への支援、またワ
ーク・ライフ・バランス推進企業認
定事業などを行っています。
なお、「中央区男女共同参画行動
計画2018」は、女性センターや区の
ホームぺージでご覧いただけます。
女性センター「ブーケ21」による情
報発信
女性センター「ブーケ21」のホーム
ページでは、上記の区の施策につい
て情報発信をしている他、中央区男
女 共 同 参 画 ニ ュ ー ス「Bouquet（ブ
ーケ）」もカラーでご覧いただけます。

メールマガジンの登録を申し込む
と、こうした情報が指定のメールア
ドレスへ自動的に配信されます。
ホームページ左下の「メルマガ会
員募集中」からご登録ください。２
次元コードを読み取ると登録画面に
アクセスできます。
◎メールマガジンの登録は無
料ですが、接続料・通信
料などは利用者負担です。
◎詳しくはお問い合わせください。
逢総務課男女共同参画係
☎（５５４３）０６５１
茜http://bouquet21.genki365.net/

なお、税額の計算結果によっては
年金特別徴収を中止し、普通徴収に
変更をして納付書によって納めてい
ただく場合や、多く徴収している仮
徴収税額の一部または全部をお返し
する場合があります。
計算結果は、６月10日（金）に発送
する「特別区民税･都民税納税通知
書」に記載をしていますので、ご確
認ください。
納税通知書記載内容
納税通知書に記載をする内容は次
のとおりです。
・本年度特別徴収税額
（仮徴収分４・
６・ ８月 徴 収 分 と 本 徴 収 分10・

12・２月徴収分）
・翌年度仮徴収額（翌年４・６・８
月徴収分）
・普通徴収税額（公的年金に係る特
別徴収税額以外の普通徴収税額ま
たは年金特別徴収初年度の普通徴
収税額）
・給与から特別徴収される税額
◎令和４年度の住民税が仮徴収分を
下回っている場合は、別途還付通
知書をお送りしますので、ご了承
ください。
逢税務課課税係
☎（３５４６）５２７０

特別区民税･都民税納税通知書記載イメージ

年金特別徴収 令和3年度（初年度）
例 年税額 60,000円の場合

◎公的年金からの特別徴収は、公的年金受給者の納税の利便や市区町村
における徴収の効率化を図る観点から行われています。
普通徴収
期別

納期限

納付税額（円）

年金特別徴収（今年度徴収分）
回数
納期限
納付税額（円）
第1回 令和4年 4月分
10 000
第2回 令和4年 6月分
10 000
第3回 令和4年 8月分
10 000
第4回 令和4年10月分
2 000
第5回 令和4年12月分
2 000
第6回 令和5年 2月分
2 000
年金特別徴収（翌年度仮徴収分）
回数
納期限
納付税額（円）
第1回 令和5年 4月分
6 000
第2回 令和5年 6月分
6 000
第3回 令和5年 8月分
6 000

引き続き前年度から年金
特別徴収となる場合、納
付額はありません。他に
普通徴収税額がある場合
や年金特別徴収初年度の
場合は表示されます。
年金特別徴収のうち、4
月支給分以後の仮徴収金
額を表示しています。
年金特別徴収のうち、10
月支給分以後の本徴収税
額を表示しています。
翌年度に年金支給額から
仮徴収を行う金額を表示
しています。この金額は
前年度分の年金特別徴収
税額を6等分した額にな
ります。

納税通知書では左の図のように記載されます︒

年金特別徴収とは
公的年金を受けている方の納税の
便宜を図る目的で、公的年金を支給
する際に個人住民税
（特別区民税・
都民税）を差し引いて行う徴収のこ
とです。
対 象
個人住民税の納税義務者のうち、
前年中に公的年金などを受給してい
る方で、当該年度の初日
（４月１日）
に老齢基礎年金などを受給している
65歳以上の方
ただし、次に該当する方は対象に
なりません。
・年金収入のみの方
（65歳以上）で公
的年金所得だけでは非課税となる
方
（例えば単身の方は年金収入額
155万円以下、配偶者を扶養にし
ている方は、年金収入額211万円
以下の方）
・公的年金から差し引く住民税額が
老齢基礎年金額を超える方
・中央区で介護保険の特別徴収対象
被保険者でない方
・配当割控除額または株式等譲渡所
得割控除額が均等割額以上ある方
◎対象となる年金は老齢基礎年金な
どの老齢、または退職を支給事由
とする公的年金です。
◎特別徴収の対象税額は、前年中の
公的年金所得に係る個人住民税の
所得割額および均等割額となります。

団体名
アマービレ
（25日(土)のみ）
中央区消費者友の会
オスビーの会
中央区女性海外研修者の会
カトレアグループ
中央区女性史勉強会
かな書道を親しむ会
中央区女性ネットワーク
京橋防火女性の会
（25日(土)のみ）
中央区文化財サポーター協会
銀座育成婦人会
東京都下水道局桜橋第二ポンプ所
傾聴ボランティアグループうさぎの会 日本橋モラロジー事務所
曙光会
（24日(金)のみ）
人形教室みやび会
新婦人コーラスエーデルワイスの会
FLAPはばたき
（25日
（土）
のみ）
新婦人女性の地位向上委員会
レイ・ロケラニ（25日（土）のみ）
太極拳・気功・麟の会
（25日(土)のみ） 朗読の会（25日（土）のみ）
朗読ボランティアグループわかはや会
中央区環境保全ネットワーク
（24日（金）のみ）
中央区社会福祉協議会
◎展示や発表内容は女性センター「ブーケ21」のホームページへ掲載します。

普通徴収（個人納付）
6月

特別徴収（本徴収）

8月

10月

12月

2月

年金特別徴収税額の2分の
年金特別徴収税額の2分の1を
1を2回に分けて各納期ご
3回に分けて年金から特別徴収
とに個人納付
15,000円

15,000円

10,000円 10,000円 10,000円

年金特別徴収 令和4年度（次年度）
例 年税額 36,000円の場合
特別徴収（仮徴収）
4月

6月

8月

前年度分の年金特別徴収税額
の6分の1を1回分として4月、
6月、8月の3回で年金から特別
徴収

特別徴収（本徴収）
10月

12月

2月

年金特別徴収税額から仮徴
収を差し引いた残りを10
月、12月、2月 の3回 で 年
金から特別徴収

10,000円 10,000円 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円

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。

(3)

Ｅメールアドレス

「あなたらしい」
を築く、
「あたらしい」
社会へ

参加団体
（50音順）

ホームページアドレス

６月23日
（木）
〜29日
（水）
は
「男女共同参画週間」

別表

問い合わせ︵申込︶先

ブーケ祭りは、男女共同参画社会を推
進する拠点である女性センター ｢ブーケ
21｣を利用している登録団体で構成する
実行委員会と中央区の共催事業です。
今年は
「希望に向かって！」をテーマに
実施します。
日 時
６月24日
（金）
・25日
（土）
午前10時〜午後４時
会 場
女性センター｢ブーケ21｣
内 容
団体の紹介や活動内容を体験できるブ
ースの設置や、コーラス・ダンス・朗読
をはじめとして、団体の特長を生かした
発表を行います。
（別表参照）
その他
今回のブーケ祭りは、新型コロナ感染
症の拡大を防止するため、施設内での食
事を禁止し、入館者全員の検温・手指消

凡例

職場で、地域で、家庭で働く人たちへの応援歌

令和４年（2022年）
6月1日
（水曜日）

区のおしらせ 6 月 1 日号

中央区介護人材確保
支援事業
凡例

ワーク
ショップ
開催

マンションなどにおける
中央区災害時地域たすけあい
名簿の活用

問い合わせ︵申込︶先
ホームページアドレス
Ｅメールアドレス

15人
区では、「中央区災害時地域たす
選考方法
けあい名簿」を町会・自治会などに
書類選考および面談
提供し、災害時における高齢者や障
費 用
害のある方への支援に役立てていた
無料
だいています。多くの方々が住んで
申し込み方法
いるマンションの管理組合などでも
㈱シグマスタッフへ電話で申し込
支援体制づくりができるよう、事前
む。
◎申し込みは随時受け付けています。 に区と協定を締結したマンション管
理組合などに「中央区災害時地域た
逢・中央区介護人材確保支援事業へ
すけあい名簿」を提供しています。
の参加について
㈱シグマスタッフ
「中央区災害時地域たすけあい名簿」
とは
☎（６８０６）１２１１
区が災害時に地域や近隣住民など
・中央区介護人材確保支援事業につ
の支援を希望されている方の情報を
いて
町会・自治会などに提供し、災害時
介護保険課指導担当
の安否確認や避難支援などに活用し
☎（３５４６）５７４９
ていただいているものです。
ワークショップ
月 日（金）から
マンション管理組合などが名簿の
区役所本庁舎１階の戸籍係・住民記録係窓口で発行
提供を受けるまでに検討すべき事項
する証明書などの手数料の支払いで使える
や、名簿の提供を受けた後の活用方
法、高齢者や障害のある方の安否確
認や避難支援の方法などを専門家と
一緒に考えるワークショップを開催
取扱窓口
２次元コード
します。
PayPay・ ｄ 払 い・ 楽 天 ペ イ・
区役所本庁舎１階区民生活課戸籍
日 時
au PAY・メルペイ・A l i p a y・
係と住民記録係の窓口
６月25日（土）
WeChat Pay
◎日本橋・月島特別出張所の窓口で
午前10時〜正午
◎交通系電子マネー（Suica、Kitaca、
は取り扱っていません。
会 場
TOICA、ICOCA、SUGOCA、
対象となる手数料
区役所８階大会議室
PASMO、nimoca、manaca、
住民票の写し、印鑑登録証明書、
はやかけん）も引き続きご利用い
戸籍に関する証明書など
ただけます。
新たに使えるキャッシュレス決済
その他
電子マネー
iD・QUICPay・WAON・
・現金と併用での支払いはできませ
nanaco・楽天Edy
ん。
公道上に物（置き看板、商品、のぼ
クレジットカード
・区役所でのチャージはできません。
り旗、段差解消ブロックなど）を設
VISA・Mastercard・JCB・
逢区民生活課住民記録係
置することは、道路法、道路交通法
AMERICAN EXPRESS・
☎（３５４６）５３２０
などにより禁止されています。
Diners Club
道路に物が置か
れると、歩道や車
のぼり旗
の
に
道の幅を狭め、車
いすの利用者をは
の
じめ、歩行者の交
猶予期間
して、ファクスで逢へ申し出る。
通に支障をきたす
申出日から最長で１年間
◎支払猶予申出書は東京都水道局の
恐れがあります。
◎猶予期間は原則４カ月ごとに設定
ホームページからダウンロードす
誰もが安全に、
します。
ることができます。
安心して気持ちよ
受付期間
◎詳しくは東京都水道局のホームペ
く利用できる道路
植木鉢
９月30日
ージをご覧ください。
となるよう、公道
（金）
まで
逢水道局お客さまセンター
上には看板などを
対 象
☎（５３２６）１１０１
新型コロナウイルスの影響により
℻
（３３４４）２５３１
収入が減少している場合など、一時
茜東京都水道局
的に水道料金・下水道料金の支払い
の
https://www.waterworks.met
が困難になった方
ro.tokyo.lg.jp/tetsuduki/tetsu
申し出の方法
duki/tesuzuki̲yuuyo.html
建物の外壁や袖看板などは老朽化
電話または支払猶予申出書に記入
などにより破損し、落下する恐れが
あります。区内でも外壁タイルが落
下し、通行人が負傷するという事故
がありました。
電話相談
外壁のタイルやモルタル塗り、ス
保健師やソーシャル
月〜金曜日（祝日・休日、年末年
チール枠の窓ガラス、屋外広告物な
ワーカーなどの専門職
始を除く）
どは特に注意が必要です。日頃から
員が、認知症ではない
午前８時30分〜午後５時
の点検を心掛けてください。
かと思い悩んでいるご
外 壁
本人や、認知症の方を
費 用
・ひび割れや部分的な剥がれがない
介護されているご家族のさまざまな
無料
か
悩みについての相談を、電話でお受
相談専用電話
・膨らみや、浮いている部分がない
けします。匿名でも構いません。
☎（３５４６）５２８６
か
必要に応じて、自宅にお伺いする
逢介護保険課地域支援係
・たたいた時に、他の部分と比べて
こともできます。
☎（３５４６）５３７９
対

象
区内介護サービス事業所での就労
を希望する方
（区内在住者に限りま
せん）
内 容
・介護職員初任者研修
（20日程度。
集合研修で実施します）
・職場見学・職場体験
・キャリアカウンセリング
・区内介護サービス事業所とのマッ
チング
（一人一人の希望に合った
事業所を紹介します。面接の支援
も行います）
・就業後の定着支援
◎本事業は、区が㈱シグマスタッフ
に事業委託をして実施します。
定 員

7 1

キャッシュレス決済の種類拡大

No.１５０３

対 象
・名簿の活用に関心のあるマンショ
ン管理組合などの方
・地域のマンションなどとの連携を
検討している町会・自治会の方な
ど
◎その他、参加を希望される方はお
問い合わせください。
内 容
・災害時における高齢者や障害のあ
る方への支援の必要性
・名簿の取り扱い
・災害時の安否確認やその準備のた
めの名簿活用
講 師
（株）社会安全研究所 福井敏夫
費 用
無料
申し込み方法
６月３日（金）から電話または申込
書に記入の上、区役所４階高齢者福
祉課に持参またはファクスで申し込
む。
◎申込書は高齢者福祉課で配布する
ほか、区のホームページからダウ
ンロードすることもできます。
逢高齢者福祉課高齢者福祉係
☎（３５４６）５３５４
℻（３２４８）１３２２

道路の正しい使い方

新型コロナウイルス感染症 拡大 伴う
水道料金・下水道料金 支払い猶予

設置せず、ご自身の敷地内に設置す
るようお願いします。
逢管理調整課土木監理係
☎（３５４６）５４１５
商品陳列
置き看板

灰

皿

落下防止 ために建物の点検を

知っていますか？認知症サポート電話

(4)

違う音がする部分がないか
窓ガラス
・ガラスがパテ留めとなっていない
か
屋外広告物など
・さびや劣化がないか
このようなことがありましたら、
専門家に相談し調査や改善を行って
ください。建物の点検や維持管理は
所有者、管理者の皆さんの責務です。
日頃から点検や維持管理を行い落
下物による事故を未然に防ぎましょ
う。
逢建築課建築監察係
☎（３５４６）５４５５

区のおしらせ 6 月 1 日号

令和４年
（2022年）6月1日
（水曜日）

第４回東京国際合唱

歌

！合唱

世界

会 場
ワークショップ
築地社会教育会館
コンクール鑑賞
第一生命ホール
（晴海１−８−９
晴海トリトンスクエア内）
対 象
区内在住・在学の小学生のお子
さんとその保護者

ハッピー買物券の取扱店募集
区では、中小小売店の顧客の増加
や消費の拡大を図るため、１万円で
１万2,000円分の買物ができる「中央
区内共通買物・食事券
（ハッピー買
物券）
」
を６月に販売します。
店舗面積が1,000平方メートルを
超える大規模小売店舗も登録いただ
けます。
買物券の利用促進のため、多くの
取扱店の登録をお願いします。

◎登録料、手数料などは一切かかり
ません。
◎新生児の誕生祝に新生児誕生祝買
物券、９月に敬老祝品として、75
歳以上の方に贈呈される敬老買物
券としても活用しています。
申し込み資格
区内に店舗がある民間事業者（小
売業、飲食業、洗濯、理美容、旅館、
医療などの各種サービス業および運

講 師
洗足学園音楽大学講師
武田直之 他
内 容
親子で合唱を体験し東京国際合
唱コンクールin HARUMIを鑑賞
することで、豊かな情操を育む機
会とするとともに、世界の文化に
触れ国際交流を図ります。
定 員
50人
（申し込み多数の場合は抽選）
費 用
無料
輸通信業（旅行業を含む））です。
ただし、次の事業所は登録できま
せん。
・「風俗営業等の規制および業務の
適正化等に関する法律」第２条の
適用を受けているもの
・業務の内容が公序良俗に反するもの
買物券の利用対象にならないもの
中央区内共通買物・食事券は、消
費の拡大を目的とした事業のため、
次の取引または商品は、利用対象に
はなりません。
・出資や債務の支払い（公共料金、

申し込み方法
６月６日
（月）午前９時〜22日
（水）
午後５時までにメールに①講座名
②電話番号③保護者氏名④お子さ
んの氏名⑤お子さんの学校名・学
年⑥区外の学校の場合は自宅住所
を記入して申し込む（申し込み多
数の場合は抽選）。
逢中央区地域家庭教育推進協議会
事務局（文化・生涯学習課内）
☎（３５４６）５５２６
絢kateikyouiku@city.chuo.
lg.jp
税金、振込代金、払込手数料など）
・有価証券、商品券、プリペイドカ
ード、チケット、切手、郵便はが
き、回数券・乗車券（江戸バスを
含む）、航空券、ごみ処理券など
の購入
・たばこ（加熱式などのたばこを含
む）の購入
・仕入れなどの事業資金
◎申し込み方法など詳しくは区のホ
ームページをご覧ください。
逢商工観光課中小企業振興係
☎（３５４６）５４８７

都市計画（案）の公告・縦覧

都市計画案の名称など
縦覧期間・意見書の
提出期間（※）

日本橋一丁目1・2番地区に関連する都市計画
（位置 日本橋一丁目1番2番の一部）
日本橋一丁目1・2番地区
住宅市街地の開発整備の方針
都市再生特別地区（日本橋一丁目 日本橋・東京駅前地区
第一種市街地再開発事業の決定 都市高速鉄道第3号線の変更 （対象区域：特別区、市、瑞穂町
1・2番地区）の変更（案）
地区計画の変更
（案）
（案）
および日の出町）
（案）
国家戦略都市計画建築物等整備事業に関する都市計画
（案）
6月9日
（木）
〜23日
（木）午前9時〜午後5時
（閉庁日を除く）

①都庁第二本庁舎12階北側
①都庁第二本庁舎12階北側
都市整備局都市づくり政策部都市計画課
区役所5階
都市整備局都市づくり政策部
地域整備課
都市計画課
②区役所5階管理調整課
②区役所5階都市計画課
②区役所5階地域整備課
意見書の提出先
東京圏国家戦略特別区域会議
都庁第二本庁舎12階北側
都庁第二本庁舎12階北側
都市整備局都市づくり政策部
区役所5階
意見書の
都市整備局都市づくり政策部
都市計画課
地域整備課
提出窓口
都市計画課
・中央区の住民および利害関係人の方は縦覧期間中に意見書を提出することができます。
・意見書は住所・氏名・電話番号を記入の上提出してください。
意見書に関する ・意見書を郵送で提出する場合は意見書提出期間最終日の消印有効となります。
・提出された意見書は、都市計画法にのっとり、意見書の要旨を都市計画審議会に提出します。
注意事項
・地区計画の変更および市街地再開発事業の決定については、意見書を電子申請で提出することもできます。
◎詳しくはホームページを参照してください。
都市計画（案）の詳細について
都市計画（案）の説明資料を配信します。詳しくはホームページをご覧ください。
（案）の詳細については、
は、東京都ホームページをご 都市計画
［配信期間（※）］
東京都ホームページをご覧くださ
覧ください。
6月9日（木）午前9時〜23日（木）午後5時
都市計画（案）の
茜https://www.toshiseibi. い。
◎説明動画をご覧いただけない場合は縦覧場所において資料を配布します。
説明資料について
m e t r o . t o k y o . l g . j p / 茜h t t p s : / / w w w . t o s h i s e i b i .
茜https://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/kokoku/̲user̲seibi̲
k e i k a k u / s h i n g i k a i / metro.tokyo.lg.jp/
time̲20220609.html
jouhou̲ichiran.htm
・縦覧および意見書の提出について
東京都都市整備局都市づくり政
策部都市計画課
東京都都市整備局都市づくり
東京都都市整備局都市づくり政策
☎（5388）3225
都市計画課都市計画係 地域整備課まちづくり推進担当
政策部都市計画課
問い合わせ先
部都市計画課
・住宅市街地の開発整備の方針に
☎
（3546）
5468
☎
（3546）
5472
☎
（5388）
3225
☎（5388）3225
ついて
東京都住宅政策本部住宅企画部
企画経理課
☎（5320）4938
（※）
変更となる可能性があります。詳しくはホームページをご覧ください。
縦覧場所

公告・縦覧

(5)
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日 時
声楽家によるワークショップ
７月３日
（日） 午後２時〜４時
コンクール鑑賞
７月30日
（土）
午後４時〜９時30分
◎このうち、２時間程度を鑑賞予
定です。
◎計２日。１日のみの申し込みは
できません。

出会

ホームページアドレス

親子

会場チケットの購入に関する問い
逢（一社）東京国際合唱機構事務局
ケット価格、出場合唱団など詳
合わせ先
絢ticc@icot.or.jp
しくは東京国際合唱コンクール
茜カンフェティ
のホームページをご覧ください。 茜東京国際合唱コンクー
https://www.confe
ルinHARUMI
◎区内商業施設でコンクール出場
tti-web.com/
https://www.ticctokyo.icot.
合唱団が歌声を披露する「まち
☎（０１２０）２４０５４０
or.jp/
かどコンサート」および一部公
（平日午前10時〜午後６時）
演に抽選により無料で招待する
案内については、「区のおしら
別表
せ ちゅうおう」６月21日号に
公 演
日 程
会 場
掲載する予定です。
東京国際合唱祭2022
7月28日（木）午後7時開演
日本橋公会堂
主 催
（オープニングコンサート）
（一社）東京国際合唱機構
第一生命ホール
共 催
コンクール本選
7月29日（金）〜31日（日）
（晴海1−8−9
晴海トリトンスクエア内）
中央区

問い合わせ︵申込︶先

家庭教育
学習会

in HARUMI
凡例

国内外の合唱団が、児童合唱、
シニアなど11部門のカテゴリーに
分かれ出場し、グランプリを目指
し熱演を繰り広げます。
コンクール開催の前日には、コ
ンクール出場合唱団による
「東京
国際合唱祭2022
（オープニングコ
ンサート）
」
が行われます。
日程・会場など
別表のとおり
◎会場チケットは６月５日（日）か
ら販売します
（ライブ配信チケ
ットは６月下旬販売予定）
。購
入方法、
部門のスケジュール、チ

No.１５０３

区のおしらせ 6 月 1 日号

令和４年（2022年）
6月1日
（水曜日）

若年期からの生活習慣病予防事業
凡例
問い合わせ︵申込︶先

30･35
（サンマル・サンＧＯ！）
健康チェック
生涯にわたり健康な生活を送るた
め、30歳と35歳の方を対象に、生活
習慣病予防の健康教育と健康診断を
併せて行う
「30･35
（サンマル・サン
ＧＯ！）
健康チェック」を実施してい
ます。対象の方には、個別に通知し
ます。
ママの健康チェック
産後の母親の健康維持やご家族の

健康づくりのため、生後４カ月から
１歳未満のお子さんを持つ母親を対
象に、健康教育と健康診断を併せて
行う「ママの健康チェック」を実施し
ています。
共 通
日時など
別表１・２のとおり
逢中央区保健所健康推進課予防係
☎（３５４１）５９３０

ホームページアドレス

別表2 30・35健康チェックの通知時期と対象者
通知時期
35歳の対象者

30歳の対象者

前期

発送済み

昭和61年4月1日〜
昭和61年7月31日生

平成3年4月1日〜
平成3年7月31日生

中期

6月中旬

昭和61年8月1日〜
昭和61年11月30日生

平成3年8月1日〜
平成3年11月30日生

後期

9月下旬

昭和61年12月1日〜
昭和62年3月31日生

平成3年12月1日〜
平成4年3月31日生

Ｅメールアドレス

一時預かり保育事業
保護者の冠婚葬祭や育児疲れなど
の理由により、家庭での保育が一時
的に困難になったときに、お子さん
をお預かりします。
別表３

また、保護者の出産や緊急の入院
などにより、一時的に保育が困難に
なった場合に、原則２日以上30日以
内の範囲でお子さんをお預かりする

別表1

健康チェックの概要
30･35健康チェック
（サンマル・サンGO!健康チェ
ママの健康チェック
ック）
5月30日
（月）
、6月17日
（金）
、7月27日
（水）
、9月29日
（木）
、10月31日
実施日 （月）
、11月30日
（水）
、令和5年1月30日
（月）
、2月15日
（水）
、3月17日
（金）
◎30・35健康チェックは対象により実施時期が異なります。
①午前8時45分 ②午前9時
①午後1時
②午後1時15分
②午後1時30分 ④午後1時45分
受付時間 ③午前9時15分
◎所要時間は2時間30分程度です。
会 場
中央区保健所
生後4カ月から1歳未満のお子さんの母
対 象
別表2のとおり
親
（１年以内に健診を受けた方を除く）
健康教育（食生活、
お口の健康、 健康教育
（食生活、お口の健康、プレ
心の健康、運動の実技）
更年期、運動の実技）
内 容
問診・測定など
（身長、体重、腹囲、血圧、骨密度）
、
血液検査、尿検査
定 員
45人（先着順）
35人
（先着順）
①生後4カ月から1歳未満のお子さんは
託 児 託児付き（定員あり・予約制）
検査時のみ託児付き
②１歳以上のご兄姉
（定員あり・予約制）
費 用
無料
1,000円
電話で申し込む。
申し込み ◎［前期］は現在予約受付中です。
方法
◎［中期］は6月23日
（木）
から予約の受け付けを開始する予定です。
◎［後期］は9月29日
（木）
から予約の受け付けを開始する予定です。

緊急保育も実施しています。
利用日時・対象など
別表３のとおり
利用方法
利用する施設で事前登録の上、利
用日の前日までに利用申請書を提出
してください。登録の際は健康保険
証、乳幼児医療証、お子さんと送迎
される方の写真を持参してください。

子ども家庭支援センター
子ども家庭支援センター
日本橋分室
十思分室
利用日
月〜金曜日（祝日・年末年始を除く）
利用時間
午前9時から午後5時まで
利用対象
区内在住の生後57日目から6歳までの未就学児
生後57日目〜2歳未満 10人
8人
（ただし0歳は4人まで）
5人
定 員
（ただし0歳は4人まで）
2歳〜6歳
（未就学児） 10人
◎緊急保育は１人です。
◎緊急保育は１人です。
◎緊急保育は2人です。
1時間800円（緊急保育は1日2,000円）
利用料
◎緊急保育は所得要件に応じて利用料の減免制度があります。詳しくはお問い合わせください。
毎月15日
翌月分の予約
開始日
（土・日曜日、祝日の場合は次の平日）
◎
「きらら中央」では、翌月分の予約開始日のみオンラインによる整理券の発券を行っています。詳しくは区のホームページ
をご覧ください。
実施場所

子ども家庭支援センター
「きらら中央」
毎日
（祝日・年末年始を除く）

敬老入浴事業
65歳以上の区民の方に健康の保持
増進や地域の方との交流に役立てて
いただくため、
区内の全公衆浴場（別
表４のとおり）および他区協力浴場
（別表５のとおり）を１回100円で利
用できる
「敬老入浴証（カード）」を希
望により交付しています。
別表4

京

区内公衆浴場
浴場名
銀座湯
金春湯
橋
入船湯
湊 湯

日本橋
月

島

別表5

十思湯
日の出湯
月島温泉
勝どき湯

他区協力浴場
浴場名
稲荷湯
千代田区
於玉湯
弁天湯
台東区
帝国湯
鶴の湯

(6)

対

象
65歳以上の方
◎65歳となる誕生月（区内に転入さ
れた65歳以上の方は転入された翌
月）の初旬に敬老入浴証への引換
券を郵送しています。
◎特別養護老人ホーム入所者を除き

所在地
銀座1−12−2
銀座8−7−5
入船3−6−14
湊1−6−2
日本橋小伝馬町5−19
十思スクエア別館2階
佃1−6−7
月島3−4−5 2階
勝どき3−9−7

電話番号
（3561）2550
（3571）5469
（3206）0335
（3551）0667
（3532）1629
（3531）1126
（5560）1019

所在地
千代田区内神田1−7−3
千代田区岩本町2−2−14
台東区浅草橋1−33−6
台東区浅草橋5−23−8
台東区浅草橋5−27−2

電話番号
（3294）0670
（3866）2306
（3864）7100
（3851）2785
（3851）4569

（6264）9920

No.１５０３

ます。
◎引換券は黄色いはがきサイズのも
のです。「敬老入浴証（カード）の
引換券在中」と記載された封筒に
入れて郵送しています。
◎引換券が届かない、または引換券
を紛失されたなどで引換券をご希
望の方は、逢までご連絡ください。
引換場所
公衆浴場（別表４・５のとおり）、
区役所４階高齢者福祉課、シニアセ

区立こども園・認可保育所などの一
時預かり保育
晴海こども園、京橋こども園、ま
なびの森保育園銀座および阪本こど
も園でも一時預かり保育を実施して
います。利用方法など、詳しくは各
施設へお問い合わせください。
◎区のホームページで各施設の空き
状況を確認できます。
逢子ども家庭支援センター事業係
☎（３５３４）２１０３
子ども家庭支援センター日本橋分室
☎（３６６６）４２６７
子ども家庭支援センター十思分室
☎（３６６５）６５３０
晴海こども園
☎（３５３４）３５５３
京橋こども園
☎（３５６４）５５３２
まなびの森保育園銀座
☎（６２６４）４６５０
阪本こども園
☎（６６６１）９０８０
ンター、各いきいき館（敬老館）、日
本橋・月島特別出張所
敬老入浴証の再発行
敬老入浴証を紛失・破損された方
は、公衆浴場に住所・氏名・生年月
日を確認できるもの（健康保険証な
ど）を提示し、再交付申請書（公衆浴
場にあります）に必要事項を記入す
ると、500円で再交付されます。
逢高齢者福祉課高齢者福祉係
☎（３５４６）５３５４

中等度難聴児発達支援事業
（補聴器購入費助成）
身体障害者手帳（聴覚障害）の交付
対象とならない中等度難聴児に対し、
補聴器購入費用の一部を助成します。
対 象
区内在住の18歳未満の児童で、次
の要件を全て満たす方
・身体障害者手帳（聴覚障害）交付の
対象となる聴力ではない方
・両耳の聴力レベルがおおむね30デ
シベル以上であり、補聴器の装用
により、言語の習得などの一定の

効果が期待できると医師が判断す
る方
◎既に購入された商品については助
成対象となりませんのでご注意く
ださい。
◎所得要件があります。申し込み方
法など、詳しくはお問い合わせく
ださい。
逢障害者福祉課相談支援係
☎（３５４６）６０３２
℻（３５４４）０５０５

令和４年
（2022年）6月1日
（水曜日）

令和４年度

区のおしらせ 6 月 1 日号

国民健康保険料納入通知書の送付

交通事故で国民健康保険を使うときには
必ず届け出を
交通事故や傷害事件など、第三者
療機関などへ立て替えて支払い、後
（加害者）
から受けたけがの治療費は、 日加害者に立て替えた分を請求します。
原則として加害者が負担すべきもの
なお、次のようなときは、国民健
です。しかし、加害者がすぐに治療
康保険証は使えません。
費を払えないなど、やむを得ない場
・加害者から既に治療費を受け取っ
合は、
区に届け出
（第三者行為による
た、または示談を済ませたとき
傷病届）を行うと国民健康保険証を
・業務中や通勤中の事故のとき
使って治療を受けることができます。 ・被害者が飲酒運転や無免許運転な
国民健康保険証を使ったときは、
どの違法行為をしていたとき
治療費から一部負担金を除いた額を、 逢保険年金課給付係
国民健康保険が加害者の代わりに医
☎（３５４６）５３６０

中央区国民健康保険
「データヘルス計画」
保健事業
区では国民健康保険に加入してい
る方を対象に、健康寿命の延伸や生
活習慣病重症化予防対策として、レ
セプト
（診療報酬明細書）データと特
定健診結果などを分析し、健康に関
わる保健事業を実施しています。
◎委託先の保健師などから電話で参
加の案内、受診の確認などの連絡
をする場合があります。
生活習慣病治療中断者および健診異

常値放置者受診勧奨事業
生活習慣病の受診歴がある方で治
療中断が確認された対象の方には７
月に、健診結果に基準値を超える数
値があった方で医療機関未受診の方
には７月と９月に受診勧奨の案内を
郵送します。
糖尿病性腎症重症化予防事業
糖尿病で医療機関へ通院中の方に
対し、保健師、管理栄養士などの専

・督促状および催告書を送付
・電話で未納をお知らせ
・職員の直接訪問
・延滞金の加算
・保険給付を制限
・財産調査と差し押さえ（預貯金、
生命保険、不動産など）の実施
国民健康保険・後期高齢者医療保
険事業は、皆さんが納めていただく
保険料が一部財源となっており、保
険料を滞納すると、すでに完納され
た大多数の加入者との公平性を欠き、
医療費の支払いに大きな支障をきた
すことになります。一方、介護保険

後期高齢者医療制度
加入者へのジェネリック
医薬品差額通知の送付
この通知は、処方された先発医薬
品をジェネリック医薬品に切り替え
た場合の薬代が軽減される見込み額
をお知らせするものです。ジェネリ
ック医薬品を使うことで、医療の質
を落とすことなく、皆さんの薬代の
負担を軽くするとともに、後期高齢
者医療広域連合が負担する医療給付
門職が糖尿病の重症化を予防するた
めの相談支援を行います。６月に対
象の方へ郵送でご案内します。
受診行動適正化指導事業（訪問健康
相談）
１カ月に多数の医療機関を受診し
ている方、同じお薬を複数の医療機
関からもらっている方に対し、医療
機関のかかり方などについて、保健
師などの専門職が相談や助言を行い
ます。６月に対象の方へ郵送でご案
内します。
逢保険年金課給付係
☎（３５４６）５３６１

事業は、40歳以上の皆さんで、介護
が必要な方を支え合う制度となって
います。保険料を納めない状態が続
くと、滞納期間に応じて保険給付を
制限する措置が取られます。その結
果、介護が必要になったときに、ご
自身やご家族の金銭的負担が増大す
る場合があります。
◎保険料は納期限内に完納されるよ
うにお願いします。保険料の納付
が困難な場合は、そのままにせず
早めにご相談ください。
逢保険年金課収納係
（３５４６）５３６５
費も低く抑えることができます。皆
さんのご理解・ご協力をお願いします。
対 象
・主に生活習慣病などの医薬品が処
方されている方
・薬代が一定額以上軽減されると見
込まれる方
◎通知は６月下旬以降に送付します。
◎通知の受け取り後に特に手続きは
必要ありません。
◎ジェネリック医薬品を使うときは、
医師や薬剤師にご相談ください。
逢保険年金課給付係
☎（３５４６）５３６１

国民年金の年金額
令和４年４月分
（６月15日支払分）
か
らの年金額は、法律の規定により、
令和３年度から0.4％の減額となりま
す。
令和４年６月15日（水）の支払いに
向けて、令和４年６月初旬より、順
次日本年金機構から通知書を送付し
ます。
逢中央年金事務所お客様相談室
☎（３５４３）１４１１（代表）
音声案内①→②

(7)
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登録をお願いします。ただし、下記
の事情で口座振替ができない場合は、
納付書でお支払いをお願いします。
・納期限を過ぎた保険料を納付する
とき
・預金口座を保有していないとき
・口座振替の開始手続きが完了する
以前の納期分の保険料を納付する
とき
保険料を滞納している場合

介護分保険料（40〜64歳の方が納める保険料）
限度額は
均等割額 1人当たり 16,600円×第2号被保険者数（※）
世帯で
＋
170,000円
所得割額 第2号被保険者全員の賦課のもととなる所得金額×0.0198
（※）第2号被保険者：40〜64歳の方
なお、65歳以上の方の介護保険料は、国民健康保険料とは別に納めていただきま
す。
◎賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式･長期(短
期)譲渡所得金額などの合計から、基礎控除430,000円を控除した額(雑損失の繰越控除は適用
しません）を指します。
別表２
以下に該当する場合、保険料の均等割額が軽減になります。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
軽減割合
世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が
7割
430,000円＋（給与所得者等の数−1）×100,000円以下
世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が
430,000円＋（給与所得者等の数−1）×100,000円
5割
＋（285,000円×被保険者数）以下
世帯主と加入者全員の総所得金額等の合計が
430,000円＋（給与所得者等の数−1）×100,000円
2割
＋（520,000円×被保険者数）以下
◎加入者には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方を含みます。
◎軽減判定は、令和4年4月1日（令和4年4月2日以降に新規加入した世帯は、資格取得日）時点の
世帯状況により行います。
◎給与所得者等とは、世帯内の給与所得者および公的年金所得者を指します。
◎給与所得者とは、給与などの収入金額が550,000円を超える方を指します。
◎公的年金所得者とは、年齢65歳未満で当該公的年金の金額が600,000円を超える方または年
齢65歳以上で当該公的年金の金額が1,100,000円を超える方を指します。
◎国保に加入している未就学児の保険料の均等割額について2分の1が減額されます(未就学児均
等割額減額後の保険料額が賦課限度額を超えている場合は、
賦課限度額が保険料額となります)。
なお、上記の所得に応じた保険料均等割額の軽減が適用される場合は、軽減適用後の金額に
ついて2分の1に減額されます。

ホームページアドレス

令和４年４月以降に賦課された保
険料を納期限後に納付した場合は、
納期限の翌日から納付までの日数に
応じた延滞金が保険料額に加算され
ます。保険料は必ず納期限までに納
めましょう。
保険料
（普通徴収）
の納め方
年金からの天引き
（特別徴収）以外
の方は原則、口座振替になります。
口座登録がまだの方は、早めに口座

限度額は
世帯で
200,000円

問い合わせ︵申込︶先

国民健康保険料・介護保険料・
後期高齢者医療保険料は納期限内に納付を

後期高齢者支援金分保険料（加入者全員の方が納める保険料)
均等割額 1人当たり 13,200円×加入者数
＋
所得割額 加入者全員の賦課のもととなる所得金額×0.0228

限度額は
世帯で
650,000円

凡例

険料の合算額が年金受給額の２分
の１以下
口座振替による納付方法への変更
年金からの天引きとなる世帯も、
申請により口座振替による納付に変
更することができます。
会社などの健康保険に加入していた
方の旧被扶養者への保険料負担軽減
措置
会社などの健康保険に加入してい
た方が後期高齢者医療制度に移行す
ることに伴い、その方の扶養となっ
ていた方（旧被扶養者）が新たに国民
健康保険へ加入された場合には、申
請により保険料の所得割額を免除し、
均等割額を資格取得月以後２年を経
過する月まで半額にする減免措置が
あります。
◎65歳以上の方に限ります。
所得申告
一定の所得以下の世帯では、保険
料が減額になる場合もありますので、
世帯の中で令和３年中の所得の申告
をしていない方がいる場合は、収入
の有無にかかわらず、お早めに所得
の申告をしてください。
逢保険年金課資格係
☎（３５４６）５３６２

別表1
基礎分保険料（加入者全員の方が納める保険料）
均等割額 1人当たり 42,100円×加入者数
＋
所得割額 加入者全員の賦課のもととなる所得金額×0.0716

合計額が1年間の保険料

令和４年度国民健康保険料の納入
通知書を６月中旬に全加入世帯へ郵
送します。
保険料は、確定した令和３年中の
所得を基に計算します
（別表１のと
おり）
。
均等割額軽減制度
世帯の所得が一定以下の場合、ま
たは国保に加入している未就学児が
いる場合、保険料の均等割額が軽減
されます
（別表２のとおり）。
納付方法
保険料の支払いは、６月から翌年
３月までの10回割です。
通知書には、各月納期分の納付書
と、１年間分の全納用納付書を付け
ています。一括で納付できる方は、
ご協力ください。
◎コンビニエンスストアでも納付で
きます。
納付方法が年金からの天引きの方
２カ月に一度の年金受給月に保険
料を天引きします。対象は、次の条
件を全て満たす世帯です。
・世帯主が国保被保険者
・世帯全員が65歳〜74歳
・世帯主が年間18万円以上の年金を
受給し、国民健康保険料と介護保

No.１５０３

区のおしらせ 6 月 1 日号

令和４年（2022年）
6月1日
（水曜日）

障害者スポーツ体験会

障害者の虐待通報・相談窓口
凡例

障害者虐待の未然防止、早期発見、
迅速な対応、その後の切れ目ない支
援を行うため、虐待通報・相談窓口
別表1

問い合わせ︵申込︶先

施設名

を設けています（別表１参照）。介護
者の急な病気など、緊急時の短期入
所についてもご相談ください。

窓口および電話の受付日時

障害者福祉課相談支援係

月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
◎電話による通報・緊急時の連絡は夜間、土・ （3546）5634
日曜日、祝日も受け付けます。

福祉センター
（基幹相談支援センター）
中央区保健所健康推進課
（保健担当）

電話番号

午前9時〜午後6時
月〜金曜日

日本橋保健センター（保健担当）

（6264）3957
（3541）5963

午前8時30分〜午後5時15分

ホームページアドレス

月島保健センター（保健担当）

（3661）5071
（5560）0765

各種無料相談

Ｅメールアドレス

行政書士相談
日 程
毎月第３水曜日
内 容
各種届け出、遺言相続などの相談
主 催
東京都行政書士会中央支部
不動産取引相談
日 程
毎月第３月曜日
内 容
土地建物の売買・賃貸などの相談
主 催
（公社）
全日本不動産協会東京都本
部中央支部
土地家屋調査測量・表示登記相談
日 程
毎月第４木曜日
内 容
建物の新築・増築・取り壊しに伴
う表示登記、土地測量（境界確定）分
筆などの相談
主 催
東京土地家屋調査士会千代田
・中央支部
司法書士相談
日 程
毎月第１・３火曜日

内

容
相続、遺言、不動産登記、会社登
記などの相談
◎
「成年後見相談」を毎月第３火曜日
に行っています。
主 催
東京司法書士会中央支部
遺言・公証相談
日 程
毎月第１水曜日
内 容
公正証書作成や遺言などの相談
主 催
区内各公証役場
共 通
時 間
午後１時〜４時
会 場
区役所１階区民相談室
費 用
無料
◎電話予約が必要です（空きがあれ
ば当日受け付け可能です）。
◎祝日、年末年始は相談を行ってい
ません。
◎詳しくはお問い合わせください。
逢まごころステーション（区民相談）
☎（３５４６）９５９０

相談案内
◎切り取ってご活用ください︒

相談案内
区民相談
法律相談
人権擁護相談
国の行政相談
行政書士相談
司法書士相談
成年後見・司法書士相談
遺言・公証相談
年金相談
税務相談
分譲マンション管理相談
不動産取引相談
土地家屋調査測量・表示
登記相談
建築物の耐震相談
住宅住み替え相談
高齢者のための住み替え相談
高齢者の保健福祉・介護
保険の相談
「シルバーワーク中央」
おおむね55歳以上の方の
無料職業紹介・相談
「ブーケ21」女性相談

(8)

◎相談日
当

祝日・休日
場合 変更
。

令和４年
6月11日現在

日 時
会 場
予約・相談先
予約不要
月〜金曜日
午前8時30分〜午後5時 まごころステーション
毎週金曜日
区民相談室
毎月第2・4水曜日
日本橋特別出張所 ☎（3546）9590
毎月第1・3月曜日
月島特別出張所
毎月第3木曜日

予約不要

毎月第3水曜日
毎月第1火曜日
午後1時〜4時
毎月第3火曜日
毎月第1水曜日
偶数月の第4水曜日
毎月第2・4水曜日
毎月第2・4月曜日
毎月第3月曜日
毎月第4木曜日
月〜金曜日
毎月第1月曜日
毎月第2・4火曜日
月〜金曜日
月〜土曜日
月〜金曜日

区民相談室

予約不要
☎（3546）5266
京橋プラザ区民館 ☎（3561）5191

区民相談室

午前8時30分〜午後5時 建築課
午後1時〜4時

☎（3546）9590

区民相談室

午前8時30分〜午後5時 介護保険課
午前9時〜午後6時 各おとしより相談センター
シルバーワーク
午前9時〜午後4時
中央

毎月第1･5水、第4火曜日 午前10時〜午後4時 女性センター
毎月第2火、第3水曜日 午後3時30分〜8時30分「ブーケ21」

☎（3546）9590
☎（3546）5459
☎（3546）5466
☎（3546）5355
予約不要
☎（3551）9200
☎（5543）0653

No.１５０３

〜みんなで気軽にスポーツを体験してみませんか〜
日

時
７月２日（土） 午前10時〜正午
会 場
総合スポーツセンター主競技場
対 象
区内在住・在勤・在学者で障害の
ある方
◎介助が必要な方はご家族の方など
の同伴をお願いします（同伴者も
一緒に楽しむことができます）。
内 容
別表２のとおり
◎当日は指導員がルールや競技方法
などを説明します。
◎内容は変更となる場合があります。
定 員
100人（先着順、同伴者含む）
費 用
別表2
コーナー（実施種目）

無料
持ち物
運動しやすい服装、室内用運動靴
申し込み方法
６月２日（木）から15日（水）までに
電話またはファクスに①障害者スポ
ーツ体験会②氏名・ふりがな③郵便
番号・住所④電話番号⑤年齢⑥障害
の程度、種類⑦同伴者の人数、氏名・
ふりがなを記入して申し込む（電子
申請も可）。
◎運動制限を受けている方は主治医
に相談の上、ご参加ください。
◎当日は手話通訳者・要約筆記者を
配置します。
◎傷害保険は区が加入します。
逢スポーツ課スポーツ事業係
☎（３５４６）５５３１
℻（３５４６）９５６１

内 容
軽くてグリップの短いラケットとスポンジボールを使うため、スピード
ラケットテニス
が落ち、ラリーが続きやすくなっています。
ストラックアウト、フープディスゲッター：9つの的や大きな穴をめが
ストラックアウト、
けて投げるゲームです（ドッヂビーを使用）。
フープディスゲッター、
ラダーゲッター：ひもでつながっている2個のボールをラダー（はしご）
ラダーゲッター、
に向かって投げます。
バッゴー
バッゴー：ビーンバッグを穴の開いたボードに向かって投げます。
ボッチャ：ボールを投げ、目標物にどれだけ近づけられるかを競います
ボッチャ
（補助具あり）。
ユニカール：「陸のカーリング」と呼ばれ、滑りやすい専用カーペットの
ユニカール、
上で、取っ手のついたストーンを投げます。
ハンドアーチェリー
ハンドアーチェリー：的を狙い、ピンを当てるゲームです（補助具あり）。

行政相談のご利用を
国の仕事などに関する苦情や要望
を行政相談委員が受け付けています。
日 時
毎月第３木曜日 午後１時〜４時
会 場
区役所１階区民相談室
行政相談委員
・平賀孝男
・赤熊弥生
・牛嶋智春
◎行政相談委員は、総務大臣から委
嘱を受け、ボランティアで、国民
の皆さんの身近な相談相手として
活動している方です。

相談案内
女性相談
ひとり親家庭相談
月〜金曜日
家庭相談
保育園入園相談
子どもと子育て家庭の総合相談 日〜土曜日
来所教育相談
月〜土曜日
こどもの発達相談
月〜金曜日
障害のある方の相談全般

日

費

用
無料
逢まごころステーション（区民相談）
☎（３５４６）９５９０
総務省での相談受け付け
電話による相談
「行政苦情110番」行政相談センタ
ー「きくみみ」
☎（０５７０）０９０１１０
インターネットによる相談
茜https://www.soumu.go.jp/
main̲sosiki/hyouka/
soudan.html

時
午前8時30分〜午後5時

会

場

子育て支援課

予約・相談先
☎（3546）5350

予約不要
保育課
子ども家庭支援センター ☎（3534）2255
☎（3545）9200
午前9時〜午後5時 教育センター
子ども発達支援センター ☎（3545）9844
予約不要
午前8時30分〜午後5時 障害者福祉課
午前9時〜午後6時 基幹相談支援センター ☎（6264）3957
月・水・木曜日
午前9時〜午後7時
精神に障害のある方の一
障害者地域活動支援セ
☎（3541）1021
土・日曜日、祝日
般相談
午前9時〜午後6時 ンター「ポケット中央」
（火・金曜日を除く）
予約不要
保健福祉相談
保健所・保健センター
くらしとしごとの相談 月〜金曜日
午前8時30分〜午後5時 生活支援課（自立相談支援機関）
☎（3546）5496
生活保護の相談
生活支援課（福祉事務所）
福祉サービス
①午前10時〜正午
福祉サービス苦情・相談 毎月第1・3水曜日
苦情・相談窓口（福 ☎（3546）8373
②午後1時〜3時
祉保健部管理課内）
☎（3546）5330
商工相談
午前9時〜午後5時 商工観光課
☎（3543）0084
月〜金曜日
消費生活相談
午前9時〜午後4時 消費生活センター
☎（3546）5727
交通事故相談
午前8時30分〜午後4時 中央交通事故相談所 ☎（3206）0507

電話相談（予約不要）
「ブーケ21」
毎週月曜日
電話女性相談
認知症サポート電話相談
月〜金曜日
電話医療相談
電話教育相談、こども
月〜土曜日
電話相談

女性センター
午前10時〜午後4時
「ブーケ21」
午前8時30分〜午後5時 介護保険課
午前9時〜午後4時 中央区保健所
午前9時〜午後5時 教育センター

☎（5543）0653
☎（3546）5286
☎（3545）1875
☎（3545）9203

区のおしらせ 6 月 1 日号

令和４年
（2022年）6月1日
（水曜日）
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◎問に〒・住所が記載されていない場合の宛先は
〒104-8404
築地1−1−1中央区役所
３ 〒・住所
○○課○○係（問の宛名）
４ 電話番号
５ 年齢
◎「電子申請も可」と記載されているものは
６ その他必要事項
区のホームページの電子申請から申し込みも可能
１ 講座名など

記入例（はがき・ファクス） ２ 氏名・ふりがな
１人１枚
限り

往復はがきの場合は
返信用の宛名に〒・
住所・氏名を記入

保健・医療・福祉

9時～11時

1人

午後

1時～3時

1人

場

東京都予防医学協会（市ヶ谷駅下車）
新宿区市谷砂土原町1－2

映画鑑賞会

水曜イブニングトーク

「地方メディアからみた中央区」
唖
７月６日
（水）
午後６時30分～８時
娃
女性センター
「ブーケ21」
亜
どなたでも
［テーマ］
うちなんちゅうがちむどんどんす
る時
［ゲスト］
沖縄タイムス東京支社報道部長
照屋剛志
愛
30人程度
（先着順）
挨
無料
姶
６月３日
（金）
から電話・ファクス
に①～②
（９面記入例参照）③電話
番号を記入して申し込む（電子申
請も可）
。
◎本講座は
「中央区民カレッジ連携
講座」のため、区民カレッジの単
位となります。
逢
女性センター
「ブーケ21」
総務課男女共同参画係
☎
（５５４３）
０６５１
℻
（５５４３）
０６５２

中高年齢者のための「エイジ
ングケア・ストレッチ教室」
初級編
唖７月６日（水）・13日（水）
午後１時30分～３時
◎いずれの回も同じ内容です。
娃
佃区民館４階５・６号和室
亜
50歳以上の区内在住・在勤者

アレルギー講演会

知っておきたい乳幼児のアレルギー
（オンライン同時開催）
唖７月１日（金）
午後２時～４時
娃①日本橋保健センター４階講堂
②オンライン（Webexを使用）
◎申し込み時に受講方法を選択して
ください（重複申し込み不可）。オ
ンライン接続環境はご自身で準備
してください。
亜区内在住の妊婦、乳幼児の保護者
阿乳幼児期に発症の多い、食物アレ
ルギーやアトピー性皮膚炎の発症
予防や対応について分かりやすく
お話しします。
［講師］
昭和大学小児科学講座 岡田祐樹
愛各12人（先着順）
挨無料
姶６月３日（金）から17日（金）までに
電話で申し込む。
逢日本橋保健センター健康係
☎（３６６１）５０７１

(9)

Ｅメールアドレス

女性センター
「ブーケ21」

唖６月18日（土）
午後２時～（午後１時30分開場）
［上映作品］
『ミツバチのささやき』
（洋画、99
分）
娃日本橋図書館６階図書館ホール
亜小学生以上
愛
20人（先着順）
挨無料
姶６月５日（日）から12日（日）までに
電話で申し込む。
◎１回の申し込みで２人分まで申し
込みができます。
◎申し込みの際は、申込者全員の氏
名と代表者の連絡先が必要です。
◎作品の概要については、お問い合
わせください。
逢
日本橋図書館
☎（３６６９）６２０７

ホームページアドレス

1人

午前

問い合わせ
︵申込︶
先

会

土曜日
（祝日、第2・4土曜日を除く）

唖７月５日（火）から９月27日（火）ま
で毎週火曜日
午前11時～正午
娃いきいき勝どき大広間
阿アタマとカラダを一緒に動かして
脳の筋力アップを目指しましょう。
脳力、体力の衰えを感じている方
向けの一番軽い運動講座です。
愛
30人（申し込み多数の場合は抽選）
挨無料
姶６月21日（火）までに館内窓口で申
し込む（電話申し込み不可）。
逢いきいき勝どき（勝どき敬老館）
☎（３５３１）３２５８

申し込み方法

員

月～金曜日
（祝日・休日を除く）

脳力あっぷ体操

費用

定

程

初めてのオンラインミーティング
コース
唖７月12日（火）～13日（水）
計２回
午前９時30分～11時30分
阿Web会議サービス「Zoom」の機
能説明から、アプリを使ったミー
ティングの参加や主催まで、体験
を通して基本的な使い方を学びま
す。
愛５人（申し込み多数の場合は抽選）
挨
2,000円
◎テキスト代は別で、インプレス「世
界一やさしいZoom｣（528円）を使
用します。
Wordを使ってみよう
唖
７月19日
（火）
～21日
（木）
・26日
（火）
～28日（木） 計６回
午前９時30分～11時30分
阿文書作成ソフト「Word2016」を使
って、簡単な文書の作成、美しく
飾る技法など、基本と活用を学び
ます。
愛10人（申し込み多数の場合は抽選）
挨
6,000円
◎テキスト代は別で、FOM出版｢初
心 者 の た め のWord2016｣（1,320
円）を使用します。
共 通
娃シルバー人材センター２階パソコ
ン研修室
亜原則60歳以上で、簡単な文字入力
のできる方
［講師］
シルバー人材センターの会員
姶６月10日（必着）までに往復はがき
に①コース名②～⑤（９面記入例
参照）⑥普段使っているパソコン
の機種名⑦申し込み理由を記入し
て申し込む。
◎１枚のはがきで両コースの申し込
みができます。
◎以前に受講された方も申し込むこ
とができます。
◎当選者は、当選はがきで指定され
た口座に受講料をお振り込みくだ
さい。期日を過ぎた場合は、補欠
の方に受講の資格が移ります。
◎本講座は「中央区民カレッジ連携

定員

日

8月1日（月）～12月28日
（水）

～ゆっくり楽しくチャレンジ～

唖６月29日（水）
午後２時開演（午後１時30分開場）
亜
60歳以上の区内在住者（いきいき
館の利用者証が必要）
阿
「緑のワルツ」「鈴懸の径」「クラ
リネットポルカ」など
愛大広間：24人（先着順）
教養室
（ライブビュー）：12人（先
着順）
挨無料
姶６月３日（金）から館内窓口で申し
込む（電話申し込み不可）。
逢いきいき浜町（浜町敬老館）
☎（３６６９）３３８５

内容

別表

高齢者向けパソコン教室

マリンバ＆クラリネット
デュオコンサート

対象

［日時など］
別表のとおり
◎受付時間は指定されます。日時の
変更は受診券到着後に検査機関に
直接ご連絡ください。
亜
① 区内在住の36歳以上
（昭和62年
３月31日以前に生まれた方）の女
性で４月１日から令和５年３月31
日の間に誕生日に達して偶数歳に
なる方②昨年度受診されていない
奇数歳の方
阿
問診・視触診・マンモグラフィ（乳
房エックス線）
検査
愛
別表のとおり
（先着順）
挨
無料
（精密検査および検診内容以
外の検査は受診者負担）
姶
６月１日
（水）午前８時30分から受
講希望月の前々月までに、福祉保
健部管理課保健係に電話で申し込
む。
［申し込み上の注意］
次の方は検診ができませんので、
ご注意ください。
・妊娠中または妊娠している可能性

講座」のため、区民カレッジの単
位となります。区民カレッジ生（コ
ース生）は申し込みはがきにカレ
ッジ生であることを記載してくだ
さい。
◎パソコンのＯＳはWindows10で
す。
逢〒104－0032
中央区八丁堀３－17－９京華スク
エア１階
中央区シルバー人材センター
☎（３５５１）２７００

会場

東京都予防医学協会での
乳がん検診

阿腰痛や膝痛でお悩み
の方にお勧めです。
音楽を聴きながら行
います。
愛各 回10人（申 し 込 み
多数の場合は抽選）
挨各回500円
［持ち物］
タオル、飲み物
◎当日は運動のできる服装でお越し
ください。
姶６月３日（金）から13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）。
◎当選者には６月16日（木）までに電
話で連絡します。
逢佃区民館
☎（３５３３）６９５１

日時

がある方
・授乳中または断乳後、半年未満の
方
・乳がんで治療中または経過観察中
の方
・豊胸手術をした方
・腰痛などのため、立って体を反ら
すことが難しい方
次の方は問診・視触診の結果によ
っては、マンモグラフィ検査ができ
ない場合があります。
・乳腺のはりが強い方
・心臓ペースメーカーを使用してい
る方
・マンモグラフィ検査ができないと
医師が判断した方
次の方は、検診ではなく医療機関
での診療をお勧めします。
・乳腺の病気がある方
・しこりや乳頭分泌など、いつもと
違う症状がある方
閉経前の方が検診を受ける時は、
月経が終わって１週間くらいの時期
に検査を受けると、検査時の圧迫に
よる痛みが緩和されます。
◎乳がん検診は区内医療機関でも実
施しています。
逢福祉保健部管理課保健係
☎（３５４６）５３９７

凡例

◎新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止のため、講座などに参加する際は事前
の検温や手洗い、マスクの着用などに、
ご協力をお願いします。

区のおしらせ 6 月 1 日号

令和４年（2022年）
6月1日
（水曜日）

中央区学校保健会講演会
凡例

唖７月14日
（木）
午後３時20分～４時20分
娃教育センター５階視聴覚ホール
亜どなたでも
阿
いつまでも健康で、若々しくいる
ためには、生活習慣の改善が大切
です。
本講演会では、学校医としての専
門的な立場から、食事や運動をは
じめとした、誰もが実践しやすい
健康対策についてお伝えします。
［講師］
日本橋中学校学校医 海渡一夫
［テーマ］
生活習慣の改善とアンチエイジン
グ
愛50人
（先着順）
挨無料
姶
６月３日
（金）から７月13日（水）ま
でに電話で申し込む。
◎車でのご来場はお控えください。
逢学務課保健給食係
☎
（３５４６）
５５１７

日時

会場

対象
内容
定員
費用
申し込み方法

友好都市山形県東根市
「果樹王国ひがしね
さくらんぼキャンペーン」

問い合わせ
︵申込︶
先
ホームページアドレス
Ｅメールアドレス

中央区と友好都市提携を結んでい
る山形県東根市が、中央区で「さく
らんぼキャンペーン」
を開催します。さくら
んぼをはじめとする特
産品の販売と、ポスタ
ーなどでの観光ＰＲを
行います。
物産展
唖６月10日
（金）・11日（土）
午前11時～午後６時
◎販売状況により終了時刻が変更と
なる場合があります。
阿
さくらんぼや特産品（麩、焼菓子、
乾麺など）
の販売
観光ＰＲ
唖６月12日
（日）～16日（木）
午前10時～午後８時
阿
観光ポスターの掲出や観光パンフ
レットなどの設置
会 場
東京メトロ銀座駅構内Ｂ２出入口
付近
逢
地域振興課地域事業係
☎
（３５４６）
５３３９
ふ

檜原村自然体験ツアー
魚と一緒に清流で遊ぼう！

地球温暖化の防止や生物多様性の
保全など、森林が持つ多面的機能を
楽しみながら学べる、環境学習事業
「檜原村自然体験ツアー」を実施して
います。
唖
７月９日
（土）
・出発 午前７時30分 区役所前
・解散 午後６時（予定）
［行き先］
東京都西多摩郡檜原村
亜
区内在住・在学の小学生と保護者
◎保護者１人につき小学生は２人ま
で参加可能です。
阿
川に入って、生き物の観察や魚の
つかみ取りを体験します。
◎天候や交通状況により内容が変更
になる場合があります。
愛
40人
（申し込み多数の場合は抽選。
10人未満の場合は中止）

挨
2,500円（昼 食 代
含む）
姶６月19日（日）ま
でに、
（株）エイ
チ・アイ・エス
ホームページか
ら申し込む。
［申込先］
（株）エイチ・アイ・エス
☎０５０（１７４２）３９５５
茜
https://www.his-j.com/corp/
cs/entertainment/product/
chuoshizen/index_20220709.
html
逢環境課環境啓発係
☎（６２７８）８２４３

総合環境講座
唖別表のとおり
娃環境情報センター
亜18歳以上の区内在住・在勤・在学
者
阿
「環境問題、SDGｓとビジネス・
生活・世の中！」をテーマに、最
新の環境問題や、企
業で行われている環
境への取り組みなど
を全９回の連続講座
で学びます。
愛
30人（申し込み多数の場合は抽選）
挨無料
姶６月15日（水）までに、電話または
ホームページから申し込む。
◎詳しくは環境情報センターのホー
ムページをご覧いただくかお問い
合わせください。
逢環境情報センター
☎（６２２５）２４３３
茜https://eic-chuo.jp/
別表

日 時
6月22日
（水）
7月13日
（水）
8月3日
（水）
9月21日
（水）
午後6時30分～8時30分
10月12日
（水）
19日
（水）
11月9日
（水）
16日
（水）
12月7日
（水）
午後2時～4時
（屋外学習）
◎日程は都合により変更する場合があり
ます。

発展的天文講座
月面名所めぐり
～望遠鏡で楽しむ月の世界～
唖６月12日（日）
午後４時～４時50分（途中入退場
不可）
娃タイムドーム明石プラネタリウム
ホール
亜どなたでも
阿望遠鏡で観察できる
月の特徴的な地形に
ついて、当館プラネ
タリウム解説員がお
話します。
愛
80人（先着）
挨無料
◎入場券を当日午前10時から６階受
付で配布します。
◎やさしい天文講座および発展的天
文講座（異なる回）のチケットを５
枚集めて受付で提示した方には、
記念品を差し上げます。
逢郷土天文館「タイムドーム明石」
☎（３５４６）５５３７

ひとり親家庭日帰りバス研修
唖７月31日（日）
◎荒天など中止による振替日は８月
21日（日）です。
・集合 午前８時30分 区役所前
・解散 午後６時（予定）
娃千葉県富津市・木更津市
亜次の要件を全て満たす世帯
・区内在住のひとり親家庭で子ども
が４歳（平成31年４月１日以前生
まれ）から中学生までの世帯
・振替日に参加可能な世帯
阿マ ザー牧場（ブルーベリージャム
作り体験、昼食、参加者交流イベ
ントなど）、海ほたるパーキング
エリア（買い物など）
◎時間・内容は都合により変更にな
る場合があります。
愛
80人（変更の可能性あり、申し込
み多数の場合は抽選）
◎過去に参加していない世帯を優先
します。
挨１世帯2,000円（入園料など）
姶ホームページをご覧いただき、参
加に当たっての注意事項をご確認
の上、お申し込みください。
逢中央区社会福祉協議会在宅福祉サ
ービス部推進課
☎（３２０６）０１２０
茜h ttps://www.shakyo-chuocity.jp
絢family@shakyo-chuo-city.jp

東京湾サンセットクルーズ
唖７月31日（日）
・集合 午後４時
日の出ふ頭シンフォニー乗り場
（港区海岸２－７－104）
・出航 午後４時20分（約２時間の
クルージング）
亜中小企業に勤務する区内在住・在
勤者と同居家族
阿ク ルージングレストラン「シンフ
ォニー号」の部屋をスペースチャ
ーターしてのクルージングとコー
ス料理（ワンドリンク付き）
愛50人（申し込み多数の場合は抽選）

タイムドーム明石
プラネタリウム
夏の一般投影
［投影期間］
６月４日（土）～８月31日（水）
［投影内容など］
別表のとおり
◎講座などのため、一部投影の休止
日があります。詳しくはホームペ
ージをご覧ください。
［休館日］
毎週月曜日（祝日・休日の場合は

No.１５０３
挨・大人 7,200円
・小人（小学生） 5,800円
◎一 般 料 金 は 大 人9,000円、 小 人
7,300円（乗船料・料理代を含む）
です。
姶６月17日（必着）までにはがき（１
グループ４人まで、１枚限り）に
「サンセットクルーズ」と明記し、
①希望日②申し込み代表者の氏
名・住所・電話番号・勤務先（名称・
所在地・電話番号）③参加人数と
全員の氏名・年齢を記入して申し
込む。
［旅行実施］
（株）五島トラベル（東京都知事登
録旅行業２－1858号）
◎本クルーズはレッツ中央の助成事
業です。
逢〒104－0033
中央区新川２－12－13
松下ビル６階
（株）五島トラベル「レッツ中央担
当」
☎（５５４２）３９１１
（平日午前９時30分～午後６時）

健康セミナー
「女性のための
ピラティス教室」
唖７月６日～27日の毎週水曜日 計
４回 午後６時30分～８時30分
娃築地社会教育会館３階第３和室
亜中小企業に勤務する方および区内
在住者（女性限定）
阿・正しい姿勢を身につける
・身体の柔軟性を高める
・全身をバランス良く鍛える など
愛25人（申し込み多数の場合は抽選）
挨
1,000円
姶６月15日（必着）までに往復はがき
に①～⑤（9面記入例参照）を記入
して申し込む。
逢〒104－0061
中央区銀座４－９－８ＮＭＦ銀座
四丁目ビル２階
レッツ中央（中央区勤労者サービ
ス公社）
☎（３５４６）８６１０
開館、翌平日休館）
娃タイムドーム明石プラネタリウム
ホール
亜どなたでも
挨
300円（未就学児無料、区内小中学
生は「中央区立スポーツ施設等子
ども無料利用者証」提示により無
料）
◎チケットは毎日10時から発売しま
す（事前予約は行っていません）。
逢郷土天文館「タイムドーム明石」
☎（３５４６）５５３７

別表

番組名など
名探偵コナン 灼熱の銀河鉄道
リラックマのプラネタリウム
プラネタリウム はなかっぱ 花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行
「星空教室」
当日の星空に加え、毎月異なるテーマを設けて、宇宙や天文の話題を分かりやすくお届
けします。
「ヒーリングプラネタリウム」
第1・3・5週はアロマの香りに包まれて、第2・4週はヨガで1週間の疲れを癒やしませんか？
星空の解説もあります。
「親子でプラネタリウム」
小さなお子さんやプラネタリウムが初めての方への解説員による星空のお話です。（第2
土曜日のみ）
Seasons ～星と光に包まれて～ ◎7月20日（水）から28日（木）までです。
Seasons ～星降る水面～ ◎8月2日（火）から10日（水）までです。
Seasons ～星の広がる高原～ ◎8月16日
（火）から31日（水）までです。

（10分番組）
（月～金曜日 AM10：30 ～ 10：40 PM3：00 ～ 3：10 PM9：30 ～ 9：40 祝日・休
(10) 中央エフエム・ラジオシティ「中央区からのお知らせ」
日、年末年始を除く）、企画番組「ウィークリー声の架け橋」
（20分番組）
（月～金曜日 AM10：40 ～ 11：00 PM3：10 ～ 3：30 PM9：40 ～ 10：00 土・
日曜日 AM10：00 ～ 10：20 PM3：00 ～ 3：20 PM9：40 ～ 10：00）はFMラジオ84.0MHzで放送しています。

令和４年
（2022年）6月1日
（水曜日）

スポーツ
キンボールスポーツ大会

中学生以上の方で構
成されたチーム

税
中央都税事務所からのお知らせ

６月は固定資産税・都市計画税
第１期分の納期
納税通知書は、６月１日（水）に発
送します。お近くの金融機関・郵便
局、指定のコンビニエンスストアな
どで、６月30日
（木）までに納めてく
ださい。
また、クレジットカードやスマー
トフォン決済アプリ、口座振替、金
融機関・郵便局のペイジー対応のＡ
ＴＭ、インターネットバンキング、
モバイルバンキングでも納付できま

テレビ広報番組「こんにちは 中央区です」
（15分番組）は、東京ベイネットワークのケーブルテレビ111チャンネル（毎日AM10：00・PM0：00・PM8：00）、
東京ケーブルネットワークのケーブルテレビ111チャンネル（毎日AM9：30・PM0：00・PM7：30）で放送しています。

(11)

Ｅメールアドレス

中学生以上

ホームページアドレス

小学校５・６年生で
構成されたチーム

唖６月21日（火） 午後１時～４時
・１部 午後１時～２時20分
・２部 午後２時40分～４時
（受付開始は１部・２部とも20分
前からです）
娃産業会館２階展示室
亜就職を希望するおおむね55歳以上
の方
阿希望する企業と面接ができます。
◎履歴書（写真貼付のもの）を複数枚
ご用意ください。
◎参加企業は８社程度です。求人情
報は開催日の１週間前までにシル
バーワーク中央および東京しごと
センターのホームページに掲載し
ます。
挨無料
姶６月３日（金）から電話で申し込む
（先着順。受け付けは祝日を除く
月～金曜日の午前９時から午後５
時）。
逢中央区社会福祉協議会シルバーワ
ーク中央
☎（３５５１）９２００
茜http://sw-chuo.com
茜東京しごとセンター
https://www.tokyoshigoto.jp

問い合わせ
（申込）
先

小学５・６年生

令和４年度第１回
高年齢者就職面接会

申し込み方法

小学校３・４年生で
構成されたチーム

唖６月 ６日（月）～20日（月）
（閉 庁 日
を除く）
午前９時30分～午後４時30分
娃・区役所７階環境課
・日本橋・月島特別出張所
・京橋・日本橋・月島図書館
・都庁第二本庁舎19階環境局総務部
環境政策課
逢東京都環境局総務部環境政策課
☎（５３８８）３４０６

費用

競技部門

小学３・４年生

「（仮称）内幸町一丁目街区開
発計画（北地区・中地区・南
地区）」に係る環境影響評価書
の縦覧・閲覧

定員

参加対象

小学校１・２年生で
小学１・２年生
構成されたチーム

その他

これからの時期、都内では暴走族
の活動が活発になり、道路交通秩序
や周辺住民の生活環境に大きな影響
を及ぼします。
区では、東京都・警視庁をはじめ
教育委員会や区内４警察署などの関
係機関・団体と連携し、暴走族の不
法行為の防止や青少年の健全育成、
二輪車などの交通事故防止を図るこ
とを目的に、「暴走族追放強化期間」
を設けて、区民の皆さんとともに暴
走族追放の活動を推進します。
推進重点
・暴走族追放に向けた気運の醸成と
環境づくり
・暴走族および車両の不法改造業者
に対する指導・取り締まりの強化
・暴走族への加入阻止と暴走族から
の離脱・立ち直り支援対策
・暴走行為追放の呼び掛けを通じた
交通安全意識の向上
・青少年への声掛け・対話を通じた
健全育成および非行防止活動
逢交通課交通対策係
☎（６２７８）８１７１

内容

門

［勤務期間］
７月21日（木）～８月31日（水）
次のいずれかの方法で特別区民
税・都民税を納めてください。
［勤務時間］
・退職時に特別徴収により、まとめ
①午前９時～午後５時15分
て納める
②午前９時～午後１時
・普通徴収により納める
③午前11時15分～午後５時15分
・転職した場合で、転職先の会社の
［勤務場所］
給与から引き続き特別徴収により
築地児童館、浜町児童館、月島児
納める
童館
◎退職した場合は、特別徴収義務者
［応募資格］
（給与支払者）から異動届出書の提
18歳以上の方（高校生不可。①お
出が必要です。
よび②は保育士資格の有無は不問。
逢税務課課税係
③は保育士資格取得者）
☎（３５４６）５２７０
［募集人数］
８人程度
特別区民税・
［賃金］
都民税の減免申請
①日額8,616円②日額5,370円③日
生活保護を受けているときなどは、 額7,130円
減免の制度があります。
◎交通費は別途支給します。
申請期限などがありますので、詳
姶６月15日（水）までに写真付きの履
しくはお問い合わせください。
歴書を持参または郵送する。
逢税務課課税係
◎履歴書の備考欄には勤務期間中の
☎（３５４６）５２７０
勤務可能な日を記入してください。
［採用結果］
特別区民税・都民税（普通徴
面接の上、７月初旬ごろまでに連
収分）第１期分の納期
絡します。
逢〒104－0054
特別区民税・都民税（普通徴収分）
の納税通知書および納付書を６月10
中央区勝どき１－４－１
子ども家庭支援センター事業係
日（金）に郵送します。
☎（３５３４）２１０３
第 １期 分 の 納 期 限 は、 ６月30日
（木）です。
コミュニティふれあい銭湯
金融機関、郵便局、コンビニエン
スストア・スマートフォンアプリ（納
唖６月８日（水）・22日（水）
付書に記載された額が300,000円以
◎６月８日はアジサイの湯です。
娃区内公衆浴場（銭湯）
下のバーコードのあるもの）または
挨
区役所２階税務課、日本橋・月島特
100円（敬老入浴証持参者と小学生
別出張所で納めてください。
以下は無料）
逢税務課収納係
◎区内在住・在
☎（３５４６）５２７７
勤であること
が確認できる
も の（運 転 免
許証、健康保
険証、社員証など）を必ず持参し
保育園の夏季期間における会
てください。本人の住所・勤務場
計年度任用職員（保育所支援
所が確認できない場合は一般料金
員）の募集
となります。
◎入浴時以外はマスクを着用してく
［勤務期間］
ださい。また、浴場内での会話は
８月上旬ごろから９月上旬ごろま
控えてください。
で
◎体調不良の場合は利用を控えてく
◎７月中の勤務もできます。勤務開
ださい。
始時期は相談してください。
逢地域振興課区民施設係
［勤務時間］
☎（３５４６）５６２３
午前８時45分から午後５時（休憩
１時間）
６月は
［応募資格］
外国人労働者問題啓発月間
18歳以上の方（高校生不可。保育
士資格の有無は不問）
外国人労働者の雇用管理の改善は
［募集人数］
事業主の努力義務です。
また、外国人労働者の雇い入れ・
20人程度
離職の際には、その氏名、在留資格
［賃金］
などについて、管轄のハローワーク
日額8,616円
へ届け出る必要があります。
◎交通費は別途支給します。
◎詳しくはお問い合わせください。
姶写真付きの履歴書を区役所６階子
育て支援課に持参または郵送する。 逢飯田橋公共職業安定所事業所第二
部門
募集人員に達するまで募集します。
☎（３８１２）８６０９
（おおむね７月中旬ごろまで）
（部門コード32＃）
◎履歴書の備考欄には勤務期間中の

～暴走族の追放は、まず家庭から・
そして地域から～

対象

部

夏季期間における
児童館会計年度任用職員
（保育補助）の募集

暴走族追放強化期間
６月１日（水）～30日（木）

会場

別表

給与所得者が年の途中で退職
した場合の特別区民税・都民
税の納付方法

勤務可能な日を記入してください。
［採用結果］
随時面接を行い、決定します。
逢子育て支援課公立保育園係
☎（３５４６）５３４４

日時

唖
７月17日
（日） 午前９時30分～
娃
総合スポーツセンター主競技場
亜
区内在住・在学・在勤者
［部門］
別表のとおり
［試合形式］
全競技部門１試合１ピリオド７分
で、予選・準決勝・決勝を行う予定
です。
日本キンボールスポーツ連盟のル
ールを基に、中央区独自の申し合わ
せ事項を採用します。
愛
全 部門40チーム
（１チーム４～６
人）
（先着順）
挨
小学生：１人につき300円
中学生以上：１人につき500円
◎参加費は当日、受付でチームごと
に集金します。
［審判講習会および代表者会議］
審判として大会をサポートしてい
ただける方を募集中です。
審判講習会・代表者会議の詳細は
中央区キンボールスポーツ連盟のホ
ームページに掲載します。
◎代表者会議に出席しないチームは
棄権と見なします。
姶
６月３日
（金）から17日
（金）までに
中央区体育協会のホームページで
所定の参加申込書をダウンロード
し、必要事項を入力の上、Eメー
ルに添付し中央区キンボールスポ
ーツ連盟へ申し込む。
◎申し込みの際、メールの件名は「R
４区民体育大会参加申し込み」と
してください。
◎参加決定通知は後日メールでお知
らせします。
逢
中央区体育協会事務局
☎
（３５４６）
５７２９
茜
https://www.chuo-taikyo.jp/
中央区キンボールスポーツ連盟
https://chuokinball.wixsite.
com/pcsite
絢chuo.kinball@gmail.com

す。
逢
中央都税事務所
☎（３５５３）２１５１
・口座振替の申し込み方法など
東京都主税局徴収部納税推進課
☎（３２５２）０９５５

No.１５０３

凡例

春季区民体育大会

区のおしらせ 6 月 1 日号

区のおしらせ 6 月 1 日号

令和４年（2022年）
6月1日
（水曜日）

再入荷

280MHz新型緊急告知
ラジオの頒布・交換会

凡例
問い合わせ︵申込︶先
ホームページアドレス
Ｅメールアドレス

頒布・交換の予定数量
合計2,000台
（申し込み多数の場合
は抽選）
費 用
緊急告知ラジオをお持ちでなく、新
たに購入を希望する方（頒布）
・区民 2,000円
・区内事業所 21,450円
現在お持ちの緊急告知ラジオと交換
を希望する方
（交換）
・区民 1,000円
◎１世帯
（１事業所）１台までです。
◎区内事業所は頒布のみです。
申し込み方法
６月１日
（水）から24日（必着）まで
に区のホームページの電子申請また
は往復はがき
（１世帯１枚限り）に①
応募種別
（頒布・交換から選択）②郵
便番号・住所③氏名・ふりがな（事
業所は事業所名）④電話番号⑤希望
受取場所
（頒布・交換場所から選択）
⑥頒布・交換期間のうち、希望日（第
４希望まで記入）もしくは「いつでも

事前
申込制

可」の旨を記入して郵送で申し込む。
◎申し込みは１世帯１回限りです。
◎記入漏れがある場合は無効です。
当選のお知らせ
当選者に、電子申請で申し込みの
場合はEメールで、往復はがきの場
合ははがきで「頒布・交換の引き換
え（当選）通知」を７月15日（金）まで
に送付します。
◎感染症対策のため当日の大まかな
受取時間帯は区で指定させていた
だきます。
◎落選された場合の通知はありませ
ん。
頒布・交換期間
７月26日（火）〜８月１日（月）
午前９時〜午後５時
頒布・交換場所
・区役所本庁舎１階会議室
・日本橋特別出張所
・月島区民センター
頒布・交換場所への持ち物
・引き換え（当選）通知（電子申請の

「オリジナルポストカード」
新作の販売

５月12日 の「民 生 委 員・ 児
童委員の日」に岸田文雄内閣
総理大臣と後藤茂之厚生労働
大臣が新川児童館を訪れ、中
央区民生・児童委員などの方
々と車座で対話し、新型コロ
ナウイルス禍でより多様化、
複雑化する地域住民のニーズ
に対する支援について意見交
換を行いました。また、子育
て交流サロン「あかちゃん天
国」における民生・児童委員
の相談・支援活動を視察しま
した。
方はEメール画面）
・頒布・交換代金
・住所が確認できる身分証明書（運
転免許証・保険証・マイナンバー
販売場所
・中央区観光協会（銀座１−25−３
京橋プラザ３階）
・中央区観光情報センター（京橋２
−２−１京橋エドグラン内地下１
階）

ょうしょく＝みんなで一緒に食卓を囲んで、共
に食べること）の推進を図るため、共食推進運
動「共食っていいね！〜家族そろっていただき
ます〜」を重点的に実施しています。共食は、
食育の原点であり、共食を通じて、食の楽しさ
を実感するだけでなく、食や生活に関する基礎
を習得する機会にもなります。日頃の食生活を
見直したり、家族そろって楽しく食卓を囲むな
ど、できることから食育を始めてみませんか。

共食 は食について学べる機会となります〜日本の食文化を親から子へ〜
旬

作り方

マナー

副菜

主菜

いただきます
ごちそうさまでした

主食

汁物

和食の配膳の基本
「一汁三菜」

区のホームページ「食育ガイド」で共食
レシピや食育情報を紹介しています。

◀桜咲く中央大橋

で食べる力を育もう
食べる力を育

さまざまな経験を通じて、「食」に関する知識とバランスの良い「食」
を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むこと。

行事

作品名
「満月出ずる」「未来への架け橋」
「ライトアップの共演」
「つつまれて」
「桜咲く中央大橋」
逢中央区観光協会
☎（６２２８）７９０７

新型コロナワクチン追加
（3回目）接種における
接種間隔の変更

6月は食育月間

食べることは生涯にわたって続く基本的な営
みなので、子どもはもちろん、大人になっても
食育を通じて、「食べる力」を育むことは重要で
す。毎年６月の食育月間では、国、地方公共団
体、関係団体などが協力して、食育推進運動を
重点的かつ効果的に実施し、食育の一層の浸透
を図ることとしています。
区では、食育月間に日常生活の基盤である家
庭において、家族一緒に楽しく食べる 共食（き

カードなど）
逢危機管理課危機管理担当
☎（３５４６）５０８７

◀つつまれて

◀未来への架け橋

区の公式
ＳＮＳなど

食育

岸田内閣総理大臣が
新川児童館を訪問

◀ライトアップの共演

◀満月出ずる

区のおしらせ
ちゅうおう

れた方には、１セット（５枚入り・
広告付き）を区役所、日本橋・月島
特別出張所の窓口で７月１日（金）か
ら無償配布します。
販売開始日
６月１日（水）

観光協会では、令和３年度
「観光
写真コンクール」入賞作品の中から
厳選した５点を
「オリジナルポスト
カード」にして、１枚55円（税込）で
販売します。
また、中央区に転入の手続きをさ

No.１５０３

逢中央区保健所健康推進課栄養担当
☎（３５４１）４２６０

ファイザー社またはモデルナ社のワクチンを用い
て３回目接種を行う場合、１・２回目接種完了から
の接種間隔が６カ月以上から５カ月以上に変更とな
りました。３回目接種の対象の方には、接種間隔の
変更に伴い適宜接種券を発送します。
逢中央区新型コロナワクチンコールセンター
☎（０１２０）４２１０６２
茜中央区新型コロナワクチン接種特設サイト
https://vaccine-chuocity.jp/

区公式インスタグラム
区では、情報発信ツールとして
区公式インスタグラムを開設して
います。区内の見どころ、季節ご
との風景や地域のイベントなど区
内にあるさまざまな魅力を広く発
信しています。皆さんからの「い
いね！」をお待ちしています。
公式アカウント名
tokyochuo.city
逢広報課広報係
☎（３５４６）５２１８
茜https://www.instagram.com/tokyochuo.city/

ちゅうおう」は区役所、特別出張所、区民館などの区施設、コミュニティバス、区内公衆浴場、一部金融機関、百貨店、ファミリーマート（一
(12) 「区のおしらせ
部店舗を除く）、都営地下鉄の駅（東銀座・宝町・築地市場・日本橋・人形町・東日本橋・馬喰横山・浜町・勝どき・月島）、東京メトロの駅（京橋・銀座・東
銀座・新富町・築地・八丁堀・三越前・日本橋・人形町・茅場町・小伝馬町・水天宮前・月島）、ＪＲの駅（新日本橋・馬喰町）、文化堂でも配布しています。

