区のおしらせ 12 月 1 日号

平成26年（2014年）
12月1日
（月曜日）
情 報コーナー （６頁からのつづき）

凡例
日時
会場
対象

唖12月12日
（金）・26日（金）
◎12月12日はポインセチアの湯
娃中央区内公衆浴場
挨100円
（敬老入浴証持参者と小
学生以下は無料）
逢地域振興課区民施設係
☎
（３５４６）５６２３

定員
費用

内容

中学校３年生、高校３年生のお子
さんがいる、一定所得以下の世帯を
対象に、学習塾などの費用や、高校
・大学などの受験料の貸し付けを行
うことにより、お子さんの進学を支
援します。高校、大学などに入学し
た場合、一定の手続きにより返済が
免除されます。
亜・世帯の生計中心者（20歳以上）で
あること
・課税所得または総収入金額が一
定基準以下であること（別表１
参照）
・世帯の預貯金など資産の保有額
が600万円以下であること
・現在居住している場所以外に土
地、建物を所有していないこと
・都内に引き続き１年以上在住
（住民登録）
していること
・生活保護世帯でないこと
・暴力団員が属する世帯の構成員
でないこと
◎借入申込みにあたっては、連帯保

申込方法
問合せ︵申込︶
先

区営築地川第二・第三駐車場の定
期利用者を別表２のとおり募集します。
現行の定期利用期間が平成27年３
月31日で終了となります。新たな期
間は平成27年４月１日から平成29年
３月31日まで（２年間）の利用募集で
す。
別表２

築地川第二駐車場
築地川第三駐車場
（築地本願寺裏）
明石町1−32
（築地川公園北隣り）
築地7−5−15
25台
44台
区民割当
区民割当
募集予定台数
事業所等割当
事業所等割当
10台
6台
京橋地域の区民または事業所などの代表者の方
ただし、申込みは1人（事業所）当たり1台です。
申込資格 また、築地川第二・第三駐車場の両方を申込むことはできません。
◎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、新川です。
12月8日（月）〜25日（木）
申込書配布期
・区役所7階環境政策課交通対策係（午前9時〜午後5時、土・日曜日、祝日を除く）
間および場所
・築地川第二・第三駐車場管理室（午前8時〜午後9時）
12月10日（水）〜25日（木）
（土・日曜日、祝日を除く）
受付期間 午前9時〜午後5時（郵送不可）
および場所 区役所7階環境政策課交通対策係
◎駐車場での申込みはできません。
〔区民・事業所など共通〕
定期駐車利用申込書および自動車検査証の写し
提出書類
〔事業所など〕
（法人登記簿謄本の写しなど）
事業所などの所在地、代表者を確認できる書類
利用期間 平成27年4月1日〜平成29年3月31日
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
定期駐車使用料 月額40,000円
対象車両は駐車料金が月6,000円（電気自動車は10,000円）割引となります。
申込者が定数を超えた場合、優遇車を優先して割り当てます。
優遇制度
◎優先とは、区民割当・事業所等割当内での優先とし、優遇車以外との抽選倍率
が優遇されることです。
対象車種は国土交通省認定の低排出ガス車（4つ星マーク車）・天然ガス自動車・
優遇制度 ハイブリット車（4つ星マーク車)・電気自動車・メタノール自動車に該当し、かつ、
対象車両 平成22年度燃費基準達成車以上(平成27年度燃費基準達成車を含む)に該当する自
動車です。
・申込みできる車両は、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。
・申込多数の場合は、公開抽選となります。
その他
・駐車場の利用は申込みをした車両のみに限定します。
・入庫・出庫は定期券(パスカード)により24時間可能です。
・定期駐車使用料は、前月末までに築地川第二駐車場管理室で現金による支払い
となります。
駐車場名
所在地

都市計画（案）の縦覧などについて
次の案について東京都に対して意
見書を提出することができます。
［都市計画案］
・東京都市計画都市再開発の方針
・東京都市計画住宅市街地の開発整
備の方針
縦 覧
唖12月 １日（月）〜15日（月）
（閉 庁 日
を除く）
午前９時〜午後５時（正午〜午後
１時を除く）
娃・都庁第二本庁舎21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階都市計画課
意見書の提出
［提出方法］
12月15日（必着）までに郵送または
持参で提出する。

ていることから︑就業会員︑
会費

シルバー人材センターで
一緒に働きませんか

センターの目的

年千円

就業の仕組み

社︑商店︑家庭︑区役所など

とりわけ男性の人手不足が顕

から︑さまざまな仕事を引き

著になってきています︒

歳以上の健康な区民で︑

受け︑依頼主と契約を結びま

自らの能力を生かしながら

働くことや社会奉仕活動に意

自分なりの働き方で社会参加

業の機会を提供することによ

欲があり︑
﹁自主・自立︑共働・

センターが︑主に区内の会

り︑生きがいや生活の充実を

す︒

入会資格

図ることを目的としています︒

共 助﹂の 目 的 を 理 解 し て 働 け

60

をしたい高齢者に︑多様な就

センターでの働き方

どを考慮して会員に割り振り︑

その仕事を︑知識・経験な

会員が遂行する仕組みです︒

る方

入会説明会

一人ひとりが︑豊富な知識

・開催日時

仕事の内容

自転車整理︑パソコン入力︑

家事手伝い︑育児サービス︑

事務︑宛名書き︑翻訳・通訳︑

と経験を生かしつつ︑お互い

時

10

日
︵土・ 日 曜 日︑ 祝

13

に協力し︑仕事を分かち合い

毎月

〜︒定刻に開始します︒

日 の 場 合 は 前 日︶の 午 前

ながら働く仕組みです︒

具体的には︑一週間当たり

12

時間以内の臨時的・短期的

年４月からの継続的

27

簡単な介助︑ビル清掃︑受付

袋詰め︑チラシ配布︑ポスタ

12

日
︵金︶
です︒

ー張り︑障子張り︑草取り︑

20

月は

な就業に関する手続きが始

◎

まる時期ですので︑入会を

または軽易な仕事です︒

多くのセンターで仕事の受

簡単な大工仕事など

◎平成

注が減少傾向にある中︑本セ

希望される方は︑できるだ

配分金

センターの状況

ンターでは契約件数・契約額

け今回の説明会にご参加く

働いた仕事に応じてセンタ

ださい︒

ーから配分金が支払われます︒

◎詳しくは︑ホームページを

ご覧ください︒

逢 シルバー人材センター

☎
︵３５５１︶
２７００

http://www.chuo-sc.or.jp

ともに伸び続けており︑会員

・会場

センター２階会議室

住所・年齢が分かる公的書

・持参するもの

類
︵健康保険証など︶︑印鑑︑

茜

ョン

数も６００人に達しています︒

しかし一方では︑定年延長

や継続雇用制度の実施などに

より︑男性の入会者が減少傾

向に転じてきています︒

そういった状況において︑

基調講演

会費︑筆記具

報告の内容をお知らせします︒

﹁高 齢 者 の 社 会 参 加 と 介 護

仕事発注の問合せは増え続け

時

第１部

２００名︵先着順︶

定 員

費 用

月 日
︵日︶

中央区高齢者施策推

和気康太

無料

◎直接会場へお越しください︒

逢 介護保険課介護支援係

予防﹂

分

30

後﹂

講師

進委員会委員長

業量見込み﹂

・
﹁第 ６期 介 護 保 険 事 業 の 事

中央区福祉保健部

☎
︵３５４６︶
５６４１

・
﹁介 護 保 険 の あ ら ま し と 今

21

なお、低排出ガス車（４つ星マー
ク車）などの低公害車で、かつ、平
成22年度燃費基準達成車以上（平成
27年度燃費基準達成車を含む）に該
当する車両は、優遇制度があります
ので、書類提出時に申し出てくださ
い。
◎詳しくはお問合せください。
逢環境政策課交通対策係
☎（３５４６）５６６７

築地川第二・第三駐車場の
定期利用者募集

扶養人数
総収入（年間）
1人
260万円以下
2人
320万円以下
3人
380万円以下
4人
440万円以下
◎営業所得など、給与収入以外の所得がある
場合には、課税所得で確認します。

高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画シンポジウム

日
午後２時〜４時

場

容

区役所８階大会議室

会

内

年度を計画期間とする高齢

年度から平成

説明者

現在︑平成

者保健福祉計画・第６期介護

生田淳

パネルディスカッシ

介護保険課長

第２部

保険事業計画を策定中です︒

Ｅメールアドレス

今回︑区民の皆さんに中間

ホームページアドレス

(5)

27

12

部都市計画課
☎（５３８８）３２２５
茜http://www.toshiseibi.metro.
tokyo.jp

［問合せ（提出）先］
〒163−8001
新宿区西新宿２−８−１
東京都都市整備局都市づくり政策

別表１

受験生チャレンジ支援貸付事
業のご案内

29

証人が１名必要です。
［貸付内容］
①学習塾等受講料貸付金
貸付限度額 200,000円
②受験料貸付金
・高校受験料（４校（回）分まで）
貸付限度額 27,400円
・大学等受験料
（３校
（回）
分まで）
貸付限度額 105,000円
◎支払済みの場合でも申請可能です。
［申込期限］
平成27年２月10日（火）
◎詳しくはお問合せください。
逢中央区社会福祉協議会管理部
☎（３２０６）０５０６

No. １２３３

