区のおしらせ 10 月 21 日号

平成27年（2015年）10月21日
（水曜日）

34歳以下の若年者対象
若年者合同就職面接会

学校を長く休んでいるお子さ
んの保護者の皆さんへ

祝日のごみ収集

別表1

月島二丁目
まちづくり
支援用施設

所在地

月島1-9-15

月島3-13-13

勝どき3-13-2

月島2-10-1

仮

住

宅

間取り

3LDK

2LDK

2LDK

1DK

2DK

3LDK

面積

68.5㎡

60.5㎡

84.58㎡

38.93㎡

49.30㎡

73.31㎡

使用料月額

132,240円

128,260円

174,000円

募集戸数

1戸

1戸

1戸

109,100円 138,100円 205,300円
1戸

1戸

11月2日（月）～30日（月）

使用決定

12月3日（木）

使用開始

平成28年1月5日（火）～6月30日（木）

年度の一般会計およ

たグリーン化特例
（軽課）
の導

年度課税分

補助を行います。

（４２、８２８千円）

アレルギー児対応等補助

(4)

Ｅメールアドレス

入に伴い、平成

補正予算のあらまし

より本改正に適応させるため、

アレルギー児対応や育児困

７億７、００９万９千円を
増額補正

び介護保険事業会計補正予算

平成

が、９月に開かれた第３回区
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難家庭への支援など、多様な

軽自動車税システムの改修を

行います。

保育ニーズに対応した取り組

みを行っている事業者に対し、

（３５、０００千円）

社 会 保 障・ 税 番 号 制 度 の 導

入・運用

連事務の一部について、地方

議会定例会で可決されました。

のとおり）
。

２会計合わせた補正額は、

です
（別表

７億７００９万９千円の増額

（６、６６１千円）

コミュニティサイクルの本



補助を行います。

格導入に向け、円滑に実証実

（２４、３１８千円）

公共団体情報システム機構に

験を開始するため、運営事業



委任するための額が決定した

者に対して初期経費の一部を

主な内容

急激な人口増加や２０２０

ため、委任に要する交付金の

コミュニティサイクルの導入

年東京オリンピック・パラリ

額を増額します。

社会保障・税番号制度の関

ンピック競技大会など、本区

補助します。

新たな基本構想の策定

を取り巻く状況は大きく変容

私立認可保育所の開設準備経



しており、新たな基本構想の

駐輪場の一時利用の実施

（５０、０８５千円）

利用者の利便性の向上およ



費補助

2

1戸

ホームページアドレス

募集期間

策定に向け、今後を見据えた

（２７０、７６４千円）

保育所待機児童の解消を図

び放置自転車の抑制を図るた



るため、新たに私立認可保育

将来像の検討を行います。

（１０、５４０千円）

め、区立駐輪場の一時利用を
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軽自動車税システムの改修



実施します。

中央区財政白書を
発行しました

別区平均との比較や、区の年

所を開設する事業者に対して

備経費の一部を補助します。

間経費を１万円に置き換えた

（５、４００千円）

区財政の現状を、全国・特

保育士の就業継続および離

場合の目的別の使われ方など

保育支援者雇用に対する補助

職防止を図るため、私立認可

を示しながら、分かりやすく



保育所において保育支援者を

区財政へのご理解を深めて

解説しています。

ださい。

雇用した場合、事業者に対し

補助を実施します。

◎区役所１階情報公開コーナ

（１３０、５８２千円）

いただくため、ぜひお読みく

保育士などが保育の専門性

ーで有償頒布するほか、区

保育士等キャリアアップ事業

を高めながら、やりがいを持

のホームページでもご覧い



って長く働くことができるよ

ただけます。

☎
（３５４６）
５２５５

逢企画財政課財政主査



う保育士などのキャリアアッ

プ
（賃金改善）
に向けた取り組

みを行っている事業者に対し、

開設準備経費の一部を補助す

1,000億825万7千円

年

7億7,009万9千円

計
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年度および平成

合

平成

80億5,159万4千円

度の税制改正による軽自動車

1億9,392万1千円

るとともに、認証保育所から

介護保険
事業会計

税の税率改定、経年車重課お

919億5,666万3千円

認可保育所に移行し定員拡大

5億7,617万8千円

よび一定の環境性能を有する

一般会計

を図る事業者に対して移行準

補正後の予算額

軽四輪などの燃費性能に応じ

補正予算額

勝どき
まちづくり
支援用施設

問合せ（申込）
先

近所への騒音が心配な方に騒音計
を貸し出していますのでご利用くだ
さい。
この機会にテレビやエアコンの室
外機などの音が、隣近所に迷惑を掛
けていないかを調べてみませんか。
一人一人が気を付けて、住みよい

区では、本区を広く紹介するため、
最新のデータをもとに本区の施策と
事務事業の大要をまとめた区政年鑑
を発行しています。
[価格]1,280円
[販売場所]区役所１階情報公開コー
ナー
逢広報課広報係
☎（３５４６）５２１６

各会計の補正額と合計予算額

月島清澄通り
まちづくり
支援用施設

申込方法

騒音計の無料貸し出し

別表2

月島西仲
まちづくり
支援用施設

施設種類

平成27年版区政年鑑を
販売しています

「生活騒音」
あなたも自主点検してみましょう

施設名

費用

小学校の行事が開催されるため、
資源の拠点回収を一部中止します。
ご不便をお掛けしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
［中止する学校と日程］
月島第三小学校 11月14日
（土）
逢中央清掃事務所清掃事業係
☎
（３５６２）
１５２３

定員

小学校の拠点回収が一部中止
になります

内容

教育センター内に、不登校やその
傾向にある子どもたちのための教室
「わくわく21」があります。心の触れ
合いや新たな活力を見いだしていけ
るよう、子どもの興味・関心に応じ
て、学習やスポーツなどの活動を行
っています。
ぜひご相談ください。
唖月～金曜日（祝日、年末年始を除
く）
午前９時～午後５時
娃教育センター内
亜学校を長く休んでいる区内在住・
在学の小・中学生
逢教育センター内「わくわく21」
☎
（３５４５）１０２１

対象

11月３日
（祝）
「文化の日」は、火曜
日の収集地域で通常どおり、燃やす
ごみ・燃やさないごみ、資源および
プラスチック製容器包装の収集を行
います。
逢中央清掃事務所作業係
☎
（３５６２）
１５２１

会場

区内にお住まいの方が安心して住
み続けられるまちづくりなどを行う
場合、その建て替え工事期間中に利
用できる仮住宅の使用者を募集しま
す。
［募集期間・施設内容］
別表１のとおり
［申込資格］
対象事業の区域内に居住している
方で建設工事期間中、ほかに仮住宅
を求めることが難しく、事業施行後
も引き続き居住をする方、またはそ
れらの方が加わって構成された建て
替えのための団体
［対象事業］
次の①～④のいずれかに該当し、
別表1の使用開始期間内に仮住宅の
使用が開始できる事業
①地区計画区域内の建て替え
②公共事業に協力するための建て替

え
③住宅の供給に寄与する小規模共同
化建築物の建て替え
・住宅
住宅部分の床面積は総床面積のお
おむね20％以上
・敷地面積
おおむね165平方メートル以上
・施行者など
２つ以上の敷地の共同化を行う方
④災害による建築物の建て替え
◎申込みが募集戸数を超えた場合は、
対象事業の①～④の順を優先順位
として決定し、優先順位が同じ事
業の場合は抽選により決定します。
［使用期間］
原則として２年以内
姶11月30日（月）までに区役所５階地
域整備課の窓口で配布している申
込書で申込む。
逢地域整備課まちづくり推進主査
☎（３５４６）５４７２

日時

唖11月６日
（金）
午後１時30分～４時30分
（受付は午後４時まで）
娃東京しごとセンター地下２階講堂
（千代田区飯田橋３－10－３）
逢ハローワーク飯田橋U－35
☎
（５２１２）
８６０９

仮住宅使用者の募集
建て替えをご計画の方へ

凡例

環境づくりに努めましょう。
亜区内在住者、区内に事業所がある
方
［台数］
１回１台
［期間］
１週間以内
挨無料
姶電話で予約する。
逢環境推進課環境指導係
☎
（３５４６）５４０４

情 報コーナー （５頁からのつづき）

No. １２６５

