
ご加入ください
平成31年度区民交通傷害
保険

区民交通傷害保険は、区が窓口となり、車両に
よる交通事故でケガをしたときに、入院や通院の
治療期間・治療実日数に応じて保険金をお支払
いする制度です。
［保険料（年間）］1000円・1700円・2900円の3
コース　＊自転車または身体障がい者用車いす
の所有・使用・管理において法律上の損害賠償
責任を負った場合に補償される特約「自転車賠償
責任プラン」は各コースの保険料に400円を加算
［保険期間］4月1日午前0時～平成32年（2020年）
3月31日午後12時［対象］区内在住在勤の方［申
込場所等］下表のとおり［引受保険会社］損害保険
ジャパン日本興亜株式会社東京公務開発部営業
開発課（新宿区西新宿1－26－1） 3349－
9666（月曜日～金曜日の午前9時～午後5時）［問
合せ］地域活動推進課地域活動推進担当 5608
－6196　＊保険内容等の詳細は問い合わせるか、
区ホームページを参照
区分 申込書の配布・受付場所 受付日
出張
受付
（個人・
団体）

緑出張所（緑3－7－3） 2月14日（木）・
15日（金）

横川出張所（横川5－10
－1－111）

2月18日（月）・
19日（火）

東向島出張所（東向島2
－38－7）

2月21日（木）・
22日（金）

文花出張所（文花1－32
－1－102）

2月25日（月）・
26日（火）

墨田二丁目出張所（墨田
2－36－11－2階）

2月28日（木）・
3月1日（金）

団体 地域活動推進課（区役所
14階）、各出張所

3月8日（金）まで

個人 郵便局・金融機関　＊申
込書の配布は区内のみ、
申込みは区外でも可

3月22日（金）ま
で

地域活動推進課（区役所
14階）、各出張所

3月29日（金）ま
で

注  加入は1人1コースのみで、保険料は掛け捨てです。
注  受付日以外の申込みはできません。
（募集文書承認番号SJNK18-10186・2019年1月22日承認）

加入団体へ申請してください
家内労働者労災保険特別
加入促進補助金

区では、特定の作業に従事する家内労働者に対
し、労災保険への特別加入に必要な保険料の一部
を補助しています。対象となる家内労働者の特別
加入団体には、一括して必要書類を送付していま
すので、2月20日までに直接、加入団体へ申請し
てください。
［対象］区内在住の家内労働者で、労災保険に特別
加入している方［補助率］保険料の1/10［問合せ］
経営支援課経営支援担当 5608－6184

取扱事業者を募集します
生ごみ処理機・生ごみ処理
容器

区では、家庭から出る生ごみのリサイクルと減
量を目的として、生ごみ処理機・生ごみ処理容器
（コンポスト化容器など）をあっせんしています。
この生ごみ処理機等を低価格で提供する事業
者を募集します。詳細はお問い合わせください。
［申込み］2月12日までに、すみだ清掃事務所分室
（東向島5－9－11） 3613－2229へ

ご意見をお聞かせください
とうきょうスカイツリー駅
北側主要生活道路（墨田区画
街路第12号線）の都市計画案

押上・とうきょうスカイツリー駅周辺地区に
おける市街地の防災性の向上や地域の賑

にぎ
わい創

出のために、主要生活道路を都市計画で定め、整
備することを検討しています。
この都市計画案を閲覧できるほか、案に利害関
係がある方は、意見書を提出できます。
併せて、この案についての説明会を行います。
■案の閲覧・意見書の提出
［案の閲覧期間／閲覧場所］2月14日（木）～28日
（木）　＊土・日曜日を除く／都市計画課（区役所
9階）［意見書の提出方法］ご意見（A4用紙1枚程度
で書式自由）と、住所・氏名（団体名）・電話番号を、
直接または郵送、ファクス、Eメールで2月28日（必
着）までに、〒130－8640都市計画課都市計画・開
発調整担当 5608－6265・ 5608－6409・
TOSHIKEIKAKU@city.sumida.lg.jpへ

■案の説明会
［とき］ ▼ 2月17日（日）午前10時半～11時半　

▼2月18日（月）午後7時～8時　＊両日とも同一
内容、開場は30分前［ところ］すみだ女性センター
（押上2－12－7－111）［申込み］当日直接会場へ
［問合せ］拠点整備課拠点整備担当 5608－6262

印鑑登録証をご確認ください
劣化した印鑑登録証
（カード）の交換

平成12年4月～20年9月に交付した印鑑登録
証（カード）の中には、年数の経過等で劣化し、破
損しやすくなっているものがあります。劣化した
印鑑登録証は、新しい印鑑登録証と無料で交換し
ますので、受付窓口までお持ちください。
［受付窓口］窓口課（区役所1階）、各出張所［持ち
物］劣化した印鑑登録証（カード）、登録している
印鑑、写真付きの身分証明書（運転免許証等、官
公署発行で有効期限内のもの）　＊代理人が手続
をする場合は委任状が必要［問合せ］窓口課住民
異動係 5608－6102

ご注意ください
にせ税理士・にせ税理士法人

税理士資格のない者が税務相談や税務書類の
作成、税務代理をすることは、法律で禁じられて
います。さらに、専門的知識が欠けている等の理
由から、納税者が不測の損害を被るおそれもあり
ます。税理士は税理士証票を携帯し、税理士バッ
ジを着用しています。「にせ税理士」「にせ税理士
法人」にはご注意ください。
税理士の制度および業務については東京税理

士会のホームページをご覧ください。
［問合せ］ ▼ 東京税理士会本所支部 3626－
1148　 ▼ 東京税理士会向島支部 3614－
8528　 ▼税務課税務係 5608－6008

今号8面に掲載しています
「私の好きな すみだ」写真募集
［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテー
マに区内で撮影した写真と、作品名・撮影
場所・コーナー名・住所・氏名・電話番号を、
直接または郵送、Eメールで、〒130－8640
広報広聴担当（区役所6階） 5608－6223・
OSHIRASE@city.sumida.lg.jpへ　＊写

真は ▼直接・郵送＝A4以下の紙に印刷する
か、jpeg形式でCD-Rに保存 ▼ Eメール＝
jpeg形式で添付（1通あたり3MB以内）［注
意事項］ ▼人物が含まれる写真は、肖像権侵
害等の防止のため、本人（未成年の場合は親
権者）の了承が必要　 ▼氏名も掲載　 ▼応募
写真は他媒体で使用する場合あり　 ▼応募
写真は一部手直しをする場合あり

毎月1日は
墨田区防災の日
2月1日の点検項目
必需品
　　身近なところに
　　　　　　　　用意して

毎月5日は
すみだ環境の日
2月のエコしぐさ
買物は
　　マイバッグ持ち
　　　　　　　ノーレジ袋

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

毎日、午前9時、正午、午後4時・8時か
ら地上デジタル11チャンネルで放送し
ています（各15分間）。なお、放送終了後、
区ホームページでもご覧いただけます。
［問合せ］広報広聴担当 5608－6220

月の番組表

区政情報番組

キャスター
大久保 涼香さん

区＝こんにちは、区長です 知＝すみだのそこが知りたい 特＝特集 ス＝スキスミニュース
き＝きらっとすみだモダン　レ＝レッツスポーツ in すみだ　葛＝葛飾ふとめ・ぎょろめのスキスミダ！

放映日 午前9時 正午 午後4時 午後8時
2月3日（日）～
9日（土）

区シティプロモーション振り返り
知国技館5000人の第九コンサート

2月10日（日）～
16日（土）

特東京2020オリン
ピック・パラリン
ピック競技大会 in 
すみだ

区 シティプロモー
ション振り返り
知国技館5000人の
第九コンサート

特東京2020オリン
ピック・パラリン
ピック競技大会 in 
すみだ

区 シティプロモー
ション振り返り
知国技館5000人の
第九コンサート

2月17日（日）～
23日（土）

ス1月下旬～2月上旬の「SUKI SUMI」投稿について紹介
レ墨田リトルリーグ

2月24日（日）～
3月2日（土）

ス1月下旬～2月上
旬の「SUKI SUMI」
投稿について紹介
レ墨田リトルリーグ

特東京2020オリン
ピック・パラリン
ピック競技大会 in 
すみだ

ス1月下旬～2月上
旬の「SUKI SUMI」
投稿について紹介
レ墨田リトルリーグ

特東京2020オリン
ピック・パラリン
ピック競技大会 in 
すみだ

＊内容が一部変更になる場合があります。ご了承ください。
＊ケーブルテレビへの加入・問合せは、（株）J: COM東京すみだ・台東 0120－999－000へ

広告 J:COM モバイルのスマートフォンなら月額980円（税別）から！詳しくは専用ダイヤルまで 0120－938－362（9:00～18：00）
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子育て 　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HPぽけっと
（区主催以外）




