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2カラスのヒナに近づかないで
　7月にかけて、カラスのヒナ（姿・大きさは親
ガラスと変わりません）は巣立ちの時期を迎える
ため、親ガラスの威嚇・攻撃が激しくなることが
あります。地面に落下したヒナを見かけても近づ
かないで下さい。ヒナのもがくようなしぐさは、
羽ばたきの練習です。半日から一日程度でヒナも
親ガラスも飛び立つため、様子を見て下さい。
　ヒナが飛び立たず、親ガラスの攻撃が続く時は、
ヒナの捕獲が必要な場合もあるので、ご相談下さい。

問 環境保全課☎6432-7137 FAX 6432-7981、
総合支所地域振興課（世田谷☎5432-2818 FAX

5432-3031、 北 沢 ☎5478-8038 FAX 5478-
8004、玉川☎3702-1134 FAX 3702-0942、砧
☎3482-1324 FAX 3482-1655、烏山☎3326-
1207 FAX 3326-1050）

シロアリの羽アリが発生する時期です
　4月下旬から5月上旬は、シロアリの
羽アリが巣から一斉に出てくる時期で、
室内に大量発生することがあります。
　シロアリの羽アリは黒っぽく、体より長
い4枚の羽を持っています。アリとの違い、
被害の予防方法等はご相談下さい。
問 世田谷保健所生活保健課
☎5432-2903 FAX 5432-3054

税理士会による税の無料相談

担当＝課税課
備 要予約。相談時間は1回30分。1回のみ無料。

令和4年度の課税・納税証明書（住民税）の発行
　住民税を勤務先で毎月の給与から差し引かれ
ている方（特別徴収）は5月18日から、個人で
金融機関等にて直接納めている方（普通徴収）
は6月10日から発行します。
　証明書を窓口で申請する際は、本人確認でき
る書類をお持ちのうえ、ご本人がお越し下さい。
代理申請は、委任状と代理人の本人確認ができ
る書類が必要です。
　郵送でも申請できます。詳しくは、区のホーム
ページをご覧下さい。
問 納税課 ☎5432-2197 FAX 5432-3012

世田谷で働こう！ ～若年者就職応援プログラム
（オンライン）

対 区内企業への正社員就職を希望する、5年3月
31日時点で40歳未満の方（5年3月卒業予定の
学生、転職活動やアルバイト中の方も可）
日 参加説明会＝5月25日㈬午前10時～11時、
午後2時～3時、午後6時～7時
就職力アップ研修＝6月2日㈭・3日㈮・6日㈪い
ずれも午前10時～正午、午後1時～3時
合同企業説明会＝6月8日㈬・9日㈭いずれも午

国民健康保険料の支払いは
原則口座振替でお願いします
　年金から天引き（特別徴収）されている方を除
き、原則口座振替をお願いしています。口座振
替は、窓口で支払う手間が省け、納め忘れの心
配がありません。また、還付金が発生した際も、
自動的に口座に振り込まれるので安心です。口
座振替（自動払込）依頼書がお手元にない場合
はご請求下さい。
　区のホームページからも口座振替のお申込み
ができます。詳しくは、お問い合わせ下さい。
問 保険料収納課
☎5432-2339 FAX 5432-3038

6月の胃がん検診(エックス線撮影法)
対 区内在住で40歳以上の方（1年以内の受診者、
胃・十二指腸を切除または治療・観察中の方、
妊婦、心臓ペースメーカーを使用している方、腸
閉塞・腸捻転になったことがある方を除く）

検診は午前中を予定（受付時間はご案内をご確
認下さい）。所要時間は1時間程度。
費 1000円（自己負担金）
備 随時受付の大腸がん検診(便潜血検査、自己
負担金200円)も同時に申込可（ハガキに連記可）。
申5月13日（必着）までに電話、ファクシミリ、
ハガキ（記入例参照。性別、生年月日、実施日、
会場（第2希望まで）も明記）またはホームページ
で世田谷区がん検診受付センター（〒156-0043 
松原6-37-10 ☎6265-7573 FAX 6265-7559 HP

https://www.setagaya-kenshin.com）へ
抽選各日12～20人（申込者全員にご案内を郵送）
※保健センターでは、6・13・16・24・30日以
外の月・木・金曜も実施。10日前までに要予約、
先着順。

人と動物との共生推進に関する活動への
支援（助成金）説明会
　区と協働して多頭飼育崩壊等に対するボラン
ティア活動をしていただける方へ、区の考え、助
成要件について説明します。
日 5月28日㈯午後2時から
場 上馬ま ち

づくりセンターまたはオンライン
備 申込方法等詳しくは、区のホームページをご
覧下さい。
問 世田谷保健所生活保健課
☎5432-2908 FAX 5432-3054

環境保全課から
1カラスやハトにエサを与えないで
　区では条例に基づき、野鳥へのエサやりを区
内全域で禁止しています。エサを与えると、人を
恐れなくなり住宅街に集まるようになります。そ
の結果、鳴き声による騒音、ふん尿による悪臭
や汚れ、生ごみの散乱等、周辺住民の生活環境
に被害をもたらします。エサを与えず、自然のま
ま見守って下さい。

前10時～午後3時（休憩あり）
備 申込方法等詳しくは、ホームページ（ HP https://
w-setagaya.jp/）をご覧いただくか、お問い合わせ下さい。
担当＝工業・ものづくり・雇用促進課
問 世田谷で働こう！事務局
☎6734-1303 FAX 6740-7940

第1期世田谷ITカレッジ
　IT系職種での正社員就職を支援するため、区
内企業と連携してITスキル習得講座を実施します

（㈱セックとの官民連携事業）。講座受講後は、
区内中小企業等への就職活動をサポートします。
対 区内在住で次の全てに該当する方①5年3月
31日時点で30歳未満（学生の方は除く）②求職
中または非正規雇用で就業中③IT関連業務の経
験がない、または少ない④PC（Windows10、
メモリ16GB以上、SSDの環境を推奨）と安定し
た通信環境がある（通信料は自己負担）
申込期間／ 5月9日～6月17日 ※先着順で適性
検査を実施。適性検査の合格者が10人に達し次
第、募集を終了します。
備 申込方法等詳しくは、ホームページ（HPhttps://
w-setagaya.jp/customer/itcollege.html）をご
覧いただくか、お問い合わせ下さい。
担当＝工業・ものづくり・雇用促進課
問 世田谷で働こう！事務局
☎6734-1303 FAX 6740-7940

区内事業者の方へ
～総合経営相談をご利用下さい
相談事例／事業復活支援金の事前確認、資金繰
り、融資あっせん相談、業態転換、事業多角化、
人事労務制度見直し、各種支援制度の活用等
備 申込方法等詳しくは、お問い合わせ下さい。
問（公財）世田谷区産業振興公社
☎3411-6608 FAX 3412-2340

三茶おしごとカフェから
1自分らしさを上手に伝える面接対策講座（オンライン）
対 55歳以上で求職中の方
日 6月7日㈫午後2時～4時
講 神谷敏康（産業カウンセラー）
2就職を勝ち取る好印象の髪型
対 求職中の方
日 6月8日㈬午後2時～4時
場 三茶おしごとカフェ
講 幸田友道（㈱WORK WADAビューティーカウンセラー）

申 1 は5月9日、 2 は5月10日 い ず れ も 午 前9
時 か ら、 予 約 サ イト（ HP https://reserva.be/
sanchaoshigotocafe/）へ　先着150人214人
問 三茶おしごとカフェ
☎3411-6604 FAX 3411-6690

6月1日から民間建築物の
アスベスト含有調査費を助成します
対 アスベストを含有する吹付け材が施工されているお
それがある区内の民間建築物の所有者または管理組合
助成限度額／ 1棟25万円
備 詳しくは、募集案内（環境保全課、区のホー
ムページにあり）をご覧下さい。
申事前相談のうえ、申請書（区のホームページ
にあり）を持参で環境保全課（☎6432-7137 
FAX 6432-7981）へ　先着順

世田谷区マンション交流会セミナー
対 分譲マンション居住者、管理組合理事等
日 5月14日㈯午後1時30分～3時30分
場 三茶しゃれなあどホール
申5月2～10日に、電話またはファクシミリ（記
入例参照）で居住支援課（☎5432-2504 FAX

5432-3040）へ　先着50人
6面へつづく【住まい・街づくり】

健康・衛生

実施日 会場

6日㈪、11日㈯、13日㈪、
16日㈭、24日㈮、30日㈭

保健センター
（松原6-37-10）

2日㈭、10日㈮、21日㈫、
29日㈬ 玉川せせらぎホール

1日㈬、13日㈪、23日㈭、
28日㈫ 砧総合支所

3日㈮、8日㈬、16日㈭ 烏山区民センター

国保・高齢者医療

●本紙の掲載内容は、新型コロナウイルス感染症の影響等により変更する場合がありますので、事前に区のホームページをご覧いただくか、担当課へお問い合わせ下さい。
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対象地域 開催日時 会場・申込先

世田谷
税務署
管内

5月21日㈯
午後1時30分
～4時

東京税理士会世田谷支部
（若林4-31-7ベルジェ102）
☎5481-0770
FAX5481-0771

北沢
税務署
管内

5月9日㈪
午後1時～4時

東京税理士会北沢支部
（松原6-1-10アイリン
マンション3階）
☎3322-7894
FAX3323-3571

玉川
税務署
管内

5月13日㈮
午後1時～4時

【相続税専用】
毎週火・木曜
午前10時～
午後4時

東京税理士会玉川支部
（玉川2-4-4玉川酒販会
館3階）
☎3700-0562
FAX3708-5131


