区のおしらせ 10 月 21 日号

平成28年（2016年）10月21日
（金曜日）

会場
対象
内容
定員
費用
申し込み方法
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

バー）
制度の運用
の一部を公園用地として国か

(4)

日時

年度の一般会計およ

補正予算のあらまし

ら購入しますが︑土地価格の

28

８億７︑
５７６万４千円を増額補正

上昇などのため︑購入経費を

平成

３２、４０３千円

増額します︒

社 会 保 障・ 税 番 号
︵マ イ ナ

ン バ ー︶制 度 関 連 事 務 の 一 部

日本橋船着場周辺の水辺環境

び介護保険事業会計補正予算

議会定例会で可決されました︒

を委任している︑地方公共団

改善事業

が︑９月に開かれた第３回区

２会計合わせた補正額は︑

体情報システム機構に支払う

２、０００千円

交付金の額を増額します︒

日本橋船着場周辺において︑

８億７５７６万４千円の増額

私立認可保育所の開設準備経

︒
です︵別表２のとおり︶

主な内容

環境改善機能に優れた石炭灰

造粒物
︵火 力 発 電 所 か ら 発 生

を河岸に設置し︑水辺環境の

４５５、６０６千円

改善を図ります︒

費補助

るため︑新たに私立認可保育

築地魚河岸用駐車場・荷下ろ

本の森ちゅうおう
（仮称）
整備

所を開設する事業者に対して

計画見直しに伴う八丁堀駅周

８、６４０千円

開設準備経費の一部を補助す

し た 石 炭 灰 を 造 粒 し た も の︶

本の森ちゅうおう
︵仮称︶
整

し場の運営

保育所待機児童の解消を図

備計画の推進に当たり︑施設

るとともに︑認証保育所から

辺施設の再編

内容や規模などについて見直

認可保育所に移行し定員拡大
２３、８７４千円

しを行うとともに︑八丁堀駅

中央卸売市場築地市場の閉場

築地魚河岸の開設に合わせ︑

を図る事業者に対して移行準

駐車場・荷下ろし場として運

営します︒

中央区
財政白書の発行

備経費の一部を補助します︒

２３、６００千円

保育所などにおける保育士

の業務負担軽減や事故防止な

どの体制強化を図るため︑保

育業務支援システムの導入や

別区平均との比較や︑区の年

区財政の現状を︑全国・特

間経費を１万円に置き換えた

カメラの設置に必要な費用の

一部を補助します︒

場合の目的別の使われ方など

予防接種
３４、５９８千円

を示しながら︑分かりやすく

区財政への理解を深めてい

解説しています︒

ただくため︑ぜひお読みくだ

定期予防接種の対象疾病に

年 月１日から

10

Ｂ型肝炎が追加されることを

さい︒

受け︑平成

◎区役所１階情報公開コーナ

Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種

を実施します︒

ーで有償頒布するほか︑区

28

周辺における既存公共施設の

1,040億2,163万2千円

再編も含めた検討を行います︒

8億7,576万4千円

坂本町公園用地の取得

１９０、０００千円

ただけます︒

逢企画財政課財政主査

のホームページでもご覧い

校・阪本小学校の仮校舎を建

☎
︵３５４６︶
５２５５

坂本町公園内に城東小学

計

設するに当たり︑阪本小学校

のプールを解体し︑その敷地

合

後︑その土地の一部を都から

80億2677万7千円

月島西仲
月島清澄通り
中洲
勝どき駅前
まちづくり支援用施設 まちづくり支援用施設 まちづくり支援用施設 まちづくり支援用施設
所 在 地
月島1-9-15
月島3-13-13
日本橋中洲12-10
勝どき1-8-1
施設種類
仮 住 宅
間 取 り
3LDK
2LDK
3DK
1DK
面
積
68.5㎡
60.5㎡
65.5㎡
36.37㎡
使用料月額
132,240円
128,260円
135,910円
101,900円
募集戸数
2戸
2戸
1戸
1戸
募集期間
11月1日（火）～30日（水）
使用決定
12月6日（火）
使用開始
平成29年1月5日（木）～6月30日（金）
施設名

保育所などにおける業務効率

1億504万3千円

介護保険事業会計

別表1

本検討に伴い︑限られた敷地

959億9,485万5千円

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
建て替えをご計画の方へ
・住宅
住宅部分の床面積は総床面積のお
区内にお住まいの方が安心して住み
おむね20％以上
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
・敷地面積
できる仮住宅の使用者を募集します。
おおむね165平方メートル以上
［募集期間・施設内容］
・施行者など
別表１のとおり
２つ以上の敷地の共同化を行う方
［申し込み資格］
④災害による建築物の建て替え
対象事業の区域内に居住している
◎申し込みが募集戸数を超えた場合
方で建設工事期間中、他に仮住宅を
は、対象事業の①～④の順を優先
求めることが難しく、事業施行後も
順位として決定し、優先順位が同
引き続き居住をする方、またはそれ
じ事業の場合は抽選により決定し
らの方が加わって構成された建て替
ます。
えのための団体
［使用期間］
［対象事業］
原則として２年以内
次の①～④のいずれかに該当し、
姶11月30日（水）までに区役所５階地
別表１の使用開始期間内に仮住宅の
域整備課窓口で配布している申込
使用が開始できる事業
書に記入の上、申し込む。
①地区計画区域内の建て替え
逢地域整備課まちづくり推進主査
②公共事業に協力するための建て替え
☎（３５４６）５４７２

仮住宅使用者の募集

借り受け︑施設利用者などの

7億7,072万1千円

土地・建物、会社・法人の登記事
項証明書の手数料は、書面請求の場
合には600円ですが、インターネッ
ト請求の場合には、窓口受け取りが
480円、郵送受け取りが500円（送料

化推進事業

一般会計

補正後の予算額

込み）となります。
申請方法など詳しくは、法務局の
ホームページをご覧ください。
逢東京法務局民事行政部不動産登記
部門総括係
☎（５２１３）１２３４
茜法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/
homu/static/index.html

登記事項証明書などの手数料
はインターネット請求がお得

の中で最適な再編の実現を目

補正予算額

指すため︑アドバイザリー委

各会計の補正額と合計予算額

託を実施します︒

社 会 保 障・ 税 番 号
（マ イ ナ ン

別表2

☎（３６１５）２３４１
FAX（３６４６）５８９３

（5面からのつづき）

凡例

・環境美化活動
空き缶やびん、ペットボトルなど
平成28年版
の資源回収や町内清掃などを通じて
中央区政年鑑の販売
地域美化に努めています。
区では、本区を広く紹介するため、 ・親睦活動
盆踊り大会や餅つき大会など、誰
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
でも参加でき、地域の幅広い世代の
を発行しています。
方たちと触れ合うことができるイベ
［販売価格］
ントを実施しています。
町会・自治会の活動やお知らせな
1,170円
どは、「中央区町会・自治会ネット」
［販売場所］
ホームページでご覧いただけます。
区役所１階情報公開コーナー
［事業主の皆さんへ］
逢広報課広報係
町会・自治会に加入し、区の商工
☎
（３５４６）
５２１７
業融資を利用した場合、借受人負担
町会・自治会に
利率を優遇します。
加入しましょう
逢・京橋地域
地域振興課自治振興係
町会・自治会は、地域に住み働く
☎（３５４６）５３３６
人たちが、住民同士の交流や地域行
・日本橋地域
事、防犯・防災などの地域活動に取
日本橋特別出張所地域活動係
り組んでいる地縁による自主的な団
☎（３６６６）４２５１
体です。中央区には、現在175の町
・月島地域
会・自治会があります。
月島特別出張所地域活動係
ぜひ、町会・自治会に加入し、豊
☎（３５３１）１１５１
かで住みよいまちづくりにご参加く
茜中央区町会・自治会ネット
ださい。
なお、居住地域の町会長・自治会
http://chokai-jichikai.genki365.
長を紹介しますので、お問い合わせ
net/
ください。
都立江東特別支援学校公開
［主な活動内容］
・情報交換
唖11月22日(火)
区や関係行政機関などからのお知
午前９時30分～11時50分
（受け付け
らせを回覧・配布することにより、
は９時15分～）
皆さんの生活に役立つさまざまな情
娃都立江東特別支援学校（江東区東
報を提供しています。
陽４－11－45）
・防災活動
阿特別支援教育への理解を深めてい
日頃から、もしもの災害に備えた
ただくため、平常の授業をご覧い
防災訓練を実施するとともに、災害
ただく学校公開を行います。
用資器材の配備などを行っています。 ◎都立江東特別支援学校は、中央区
・防犯・交通安全活動
全域を学区域としています。
防犯パトロールや春秋の交通安全
姶11月15日(火)までにファクスで申
運動など、地域の安全安心のための
し込む（予約制)。
活動を行っています。
逢都立江東特別支援学校
情 報コーナー

No. １３０１

