
世界一の交通安全都市TOKYOをめ
ざして
春の全国交通安全運動

5月11日(土)～20日(月)に、春の全国交通安
全運動が実施されます。今年は ▼子どもと高齢者
の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防
止　 ▼自転車の安全利用の推進　 ▼全ての座席
のシートベルトとチャイルドシートの正しい着
用の徹底　 ▼飲酒運転の根絶　 ▼二輪車の交通
事故防止　 ▼放置自転車・放置二輪車の撲滅　
に重点を置き、運動を展開します。
　また、5月20日(月)は「交通事故死ゼロをめざ
す日」です。交通ルールを守り、交通事故のない
社会を築きましょう。
[問合せ] ▼ 土木管理課交通安全担当☎5608－
6203　 ▼本所警察署☎5637－0110　 ▼向島
警察署☎3616－0110

こどもの日は家族で「しょうぶ湯」を
ふれあい入浴デー

にこにこ入浴証をお持ちの方と、一緒に入場す
る家族が区内の公衆浴場を半額で利用できる「ふ
れあい入浴デー」。5月5日の「ふれあい入浴デー」は、
こどもの日にちなみ、「しょうぶ湯」が楽しめます。
[ところ]区内の公衆浴場 [対象]にこにこ入浴証
をお持ちの方および一緒に入場する家族 [費用(通
常の入浴料金の半額)] ▼ 中学生以上＝230円　

▼小学生＝90円　 ▼未就学児＝40円 [問合せ]
高齢者福祉課支援係☎5608－6168

ご活用ください
介護支援ボランティア・ポ
イント制度

介護支援ボランティアに登録後、区内の特別養
護老人ホーム等でボランティア活動を行うと、
1時間当たり1ポイント(上限は月20ポイント)
が付与され、そのポイントに応じた活動交付金(1ポ
イント100円で、上限額2万円)を年度ごとに受
け取ることができます。ぜひ、ご活用ください。
[対象]区内在住の65歳以上で、介護サービスを
受けていない方 [問合せ]介護保険課管理・計画
担当(区役所4階)☎5608－6924　＊チラシや
登録に必要な書類は、問合せ先で配布

手当額が改定されました
特別障害者手当等

消費者物価指数の変動により、4月から特別障
害者手当・障害児福祉手当・福祉手当(経過措置
分)の手当額が改定されました。なお、改定額の通
知は個別にお送りしませんので、ご了承ください。
また、 ▼住所・氏名・扶養義務者・振替口座に変
更があった　 ▼受給者が死亡または施設に入所し
た　 ▼3か月を超えて入院または介護老人保健施
設等に入所している(特別障害者手当受給者のみ)　
のいずれかに該当する方は届出が必要です。
[改定前・改定後の手当月額]下表のとおり [問
合 せ ]障害者福祉課障害者給付係☎5608－
6163

資源の有効活用にご協力を
古着・金属製調理器具など
の回収とフードドライブ

[回収日時／回収場所] ▼ 5月18日(土)／若宮公
園(本所2－2－19)　 ▼5月19日(日)／緑と花の
学習園(文花2－12－17)　＊いずれも午前9時～
午後2時 [対象]区内在住の方　＊事業者を除く
[回収品目] ▼洗濯済で汚損していない古着や布製
品(ぬれているものの回収は不可)　 ▼靴(泥・油・
シミ・カビ等の汚れがあるもの、穴が開いている
もの、長靴・ブーツ・下

げ
駄
た
・草履の回収は不可)　

▼ぬいぐるみ(着ぐるみ、ビニール製・プラスチッ
ク製の人形、穴が開いているもの、汚れがあるもの、
壊れているものは不可)　 ▼柄を除いた直径・一
辺の長さが30㎝未満の鍋・やかん・フライパンな
ど(土鍋、ホーロー鍋、包丁などの危険物の回収は
不可)　 ▼賞味期限まで1か月以上ある缶詰や乾麺
などの食料品(生ものやアルコール類の回収は不
可)[持込方法]古着、靴、ぬいぐるみ、金属製調理
器具、食料品を、それぞれ別の袋に入れて、当日直
接会場へ　＊車での来場は不可 [問合せ]すみだ
清掃事務所分室☎3613－2228　＊詳細は問い合
わせるか、区ホームページを参照

加熱不十分で食べると危険です
肉類の生食・バーベキュー
による食中毒

飲食店やバーベキューで生または生に近い状
態の肉を食べていませんか。新鮮でも、生肉には
下痢、発熱、おう吐等の症状を引き起こす細菌や
ウイルスが付着していることがあります。「鳥刺し」
など、鳥肉を生または生に近い状態で食べると、
食中毒症状だけではなく、重

じゅう
篤
とく
な神経疾患を引き

起こす可能性があります。また、生や加熱不十分
な牛レバーと豚肉は、店舗での提供が禁止されて
います。牛肉・馬肉には生食用の基準があります
が、子どもや高齢者など、抵抗力の弱い方が食べ
ると非常に危険です。自分で調理する場合も、肉
類は中心部まで十分に加熱しましょう。
[バーベキューをする際の注意点] ▼生肉・生魚
は他の食品を汚染しないように別々のビニール
袋などに入れる　 ▼冷蔵が必要な食品は保冷材
の入ったクーラーボックスで保管する　 ▼調理
前や生肉・生魚等に触れた後は十分に手を洗う　

▼加熱する食品と加熱しない食品で、別々のまな
板や包丁を使う　 ▼加熱前と加熱後の食品をつ
かむ箸やトングはそれぞれ別に用意する　 ▼残っ
た食品は廃棄する [問合せ]生活衛生課食品衛生
係☎5608－6943

ご存じですか
骨髄移植ドナー支援事業

日本では、骨髄移植や末
まっ
梢
しょう
血幹細胞移植を必

要としている人が、毎年2000人いると言われて
います。区では、骨髄等の提供希望者の増加と、
骨髄等の移植の推進を図ることを目的に、骨髄・
末梢血幹細胞提供者(ドナー)とドナーが勤務す
る事業所に助成金を交付する「墨田区骨髄移植ド
ナー支援事業」を実施しています。
[助成内容]骨髄等の提供のための通院または入
院1日当たり ▼提供者(ドナー)＝2万円　 ▼ド
ナーが勤務する事業所＝ドナー1人につき1万円　
＊いずれも上限７日間 [申請期間]骨髄等の提供
が完了した日から1年以内 [問合せ]保健計画課
保健計画担当☎5608－6189

毎月5日は
すみだ環境の日
5月のエコしぐさ
クールビズ
　　涼しく素

す
敵
てき
に

　　　　　着こなして
� 墨田区環境キャラクター

　��「地球くん」

手当の種別 手当月額 振込月
特別障害者手当 ［改定前］2万6940円

［改定後］2万7200円
5月

障害児福祉手当、
福祉手当（経過
措置分）

［改定前］1万4650円
［改定後］1万4790円

家庭でも再生土が作れます
「土の再生キット」の貸出し

[キットの内容]ふるい、園芸シート、スコップ、
酸度計(希望者のみ)、説明書 [対象]区内在住在
勤の方 [費用]無料 [申込み]�事前に環境保全課緑
化推進担当(区役所12階)☎5608－6208へ [貸
出場所]環境保全課(区役所12階)、緑と花の学
習園(文花2－12－17)、すみだ清掃事務所分室
(東向島5－9－11)　＊緑と花の学習園、すみだ
清掃事務所分室は午前9時～午後4時

おもてなしの心でごみのないまちへ
クリーンキャンペーン(区
内一斉清掃活動)

区では、5月30日の「ごみゼロデー」にちなみ、
毎年、町会・自治会や老人クラブ、事業者等の協
力により、クリーンキャンペーン(区内一斉清掃
活動)を行っています。この度、新たに活動して
くださる団体や事業者等を募集します。
[とき]5月19日(日)[申込み]電話で5月13日ま
でに、すみだ清掃事務所分室☎3613－2229へ　
＊参加する団体・事業者等には、ごみ収集袋を事
前に配付

ご協力ください
国民生活基礎調査

厚生労働省では毎年、国民生活基礎調査を全国
一斉に実施しています。対象世帯には、調査員証
を携行した調査員が訪問し、調査票の配付・回収
を行いますので、ご協力ください。
[調査日] ▼世帯・健康・介護調査＝6月6日(木)

▼所得調査＝7月11日(木)　＊内容説明のため
調査日前までに調査員が訪問 [問合せ] ▼ 世帯・
健康・介護調査＝保健計画課保健計画担当
☎5608－6189　 ▼所得調査＝都福祉保健局総
務部総務課統計調査担当☎5321－1111(代表)

あなたの寄付が、地域のまちづくり
活動を育てます
すみだの力応援基金

「すみだの力応援基金」は、皆さんからの寄付を
財源として積み立て、地域のまちづくり活動に助
成を行うものです。平成30年度は基金に対して約
170万円、プロジェクト支援に対して3376万円
の寄付をいただきました。ご協力ありがとうござ
いました。地域の課題解決や活性化につながる活
動を応援するため、引き続き基金への寄付を受け
付けています。詳細はお問い合わせください。
■助成事業実施報告会
基金を活用した助成事業である「すみだの力応

援助成事業」と「すみだの夢応援助成事業」につ
いて、30年度に助成を受けた団体による報告会
を開催します。ぜひ、ご参加ください。
[とき]5月19日(日)午後1時～ [ところ]区役所
会議室131(13階)[申込み]当日直接会場へ [問
合せ ]地域活動推進課まなび担当☎5608－
6202

広告 福祉用具の展示会　5月25日（土）10時～16時半 両国ＫＦＣホール3Ｆ 参加無料！抽選会開催！☎06－7739－8610 介援隊
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魅力的なお店へのレベルアップをお
考えの方へ
商店魅力アップ支援事業

区内の商店を対象に、店舗の魅力を高める経営
プランの作成を支援します。さらに、作成した経
営プランに基づく事業(新商品の開発やPR強化
等)に対して、費用の一部を補助します。この機
会にお店の魅力アップに挑戦してみませんか。
[補助対象]区内で引き続き1年以上営業してい
る小売業・飲食業・サービス業等の店舗で、経営
プランを作成し、それに基づき、事業を改善する
商店　＊話題性・集客性が高く、今後も継続的か
つ安定した経営・更なる発展が見込め、さらに地
域の商業空間の活性化に向けて、けん引役となり
うる店舗を優先 [補助対象経費]作成した経営プ
ランに基づく改善事業に必要な経費の1／2(商
店会加盟店舗は2／3)　＊審査あり　＊限度額は
50万円 [申込み]申込書と必要書類を、直接また
は郵送で5月13日～31日(必着)に、〒130－
8640産業振興課産業振興担当(区役所14階 )
☎5608－6187へ　＊申込書は申込先で配布し
ているほか、区ホームページからも出力可　＊申
込方法等の詳細は区ホームページを参照

ご協力ください
工業統計調査

総務省・経済産業省では毎年、全国の製造事業
所を対象に、工業統計調査を行っています。この調
査では、5月中旬から調査員が訪問し、従業者数と
製造品目の聞き取りを行います。さらに、従業者数
4人以上の事業所には、調査票を配付しますので、
調査員への提出または政府統計オンライン調査総
合窓口のホームページでの回答をお願いします。
[調査基準日]6月1日[調査対象]全ての製造業の事
業所[問合せ]総務課統計係☎5608－6204

ご理解をお願いします
クールビズ

区では、夏季の省エネルギー対策の一環として、
職員のクールビズを実施しています。
[期間]10月31日まで [問合せ]総務課庶務係
☎5608－6242

個人住民税の証明書を発行します
平成31年度特別区民税・
都民税の「課税(非課税)証
明書」「納税証明書」

[発行開始日] ▼課税(非課税)証明書＝6月10日
(月)　＊給与特別徴収のみの方は、5月13日(月)�
＊マイナンバーカードによるコンビニでの交付
は全て6月10日(月)　＊申告日当日の証明書発
行は不可　＊無収入の方は、その旨の申告が必
要な場合あり　 ▼納税証明書＝平成31年度の納
税の確認ができた日　＊マイナンバーカードに
よるコンビニ交付は不可 [発行場所]税務課(区
役所2階)、各出張所 [手数料]1通300円　＊マ
イナンバーカードによるコンビニ交付は1通
200円 [持ち物]身分証明書(運転免許証、健康
保険証等)　＊代理人による申請の場合は、委任
状と代理人の身分証明書が必要 [問合せ]税務課
税務係☎5608－6008

活用してみませんか
シティプロモーションロゴ
マーク

区のシティプロモーションロゴマークのデー
タを区ホームページで公開しています。ポスター
やチラシ、ノベルティグッズ等、様々な場面でご
活用ください。なお、使用には申請が必要です。
ロゴマークの使用方法や申請書等の詳細につ
いては、すみだの魅力発信サイト「SUKI� SUMI」
をご覧ください。
[ 問合せ ]広報広聴担当
☎5608－6220　 ＊下
のコードを読み取ること
でも、すみだの魅力発信
サイト「SUKI� SUMI」に
接続可

区＝こんにちは、区長です　レ＝レッツスポーツ�in�すみだ　オ＝オリパラ気運醸成番組　特＝特集　
ス＝スキスミニュース　知＝すみだのそこが知りたい　き＝きらっと�すみだモダン

放映日 午前9時 正午 午後4時 午後8時
5月5日（祝）～
11日（土）

知すみここ総集編

5月12日（日）～
18日（土）

特すべての世代に魅力ある
公園へ＂憩いと遊び�すみだの
公園づくり＂

知すみここ
総集編

特すべての世代に魅力ある
公園へ＂憩いと遊び� すみだ
の公園づくり＂

知すみここ
総集編

5月19日（日）～
25日（土）

ス3月下旬～5月上旬の「SUKI�SUMI」投稿について紹介
きすみだモダン2018発表会・認証式�/�Doshin腕時計発表会・スペシャルトーク

5月26日（日）～
6月1日（土）

ス 3月下旬 ～5月上旬 の
「SUKI� SUMI」投稿について
紹介
き すみだモダン2018発表
会・認証式�/�Doshin腕時計
発表会・スペシャルトーク

特すべての
世代に魅力
ある公園へ
＂憩いと遊び�
すみだの公
園づくり＂

ス 3月下旬 ～5月上旬 の
「SUKI� SUMI」投稿について
紹介
き すみだモダン2018発表
会・認証式�/�Doshin腕時計
発表会・スペシャルトーク

特すべての
世代に魅力
ある公園へ
〝憩いと遊び�
すみだの公
園づくり＂

＊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

5月の番組表

区政情報番組

キャスター
大久保�涼香さん

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

毎月1日は
墨田区防災の日
5月1日の点検項目
話し合い
　　わが家で確認　
　　　　　　　避難場所

会場 申込可能
口数

協賛金額
（1口あたり）

招待人数
（1口あたり） 総募集口数

ア　墨田区側両国親水テラス 4口まで 6000円 1人 1850口程度
イ　台東リバーサイドスポーツセンター野球場 1口のみ 10000円 5人 1550口程度
ウ　台東リバーサイドスポーツセンター少年野球場 1口のみ 10000円 5人 500口程度
エ　台東リバーサイドスポーツセンター野球場（団体席）1口のみ 50000円 22人 100口程度
注会場アは、第2打上会場を観覧するパイプ椅子席、会場イ・ウ・エは、第１打上会場を観覧するビニールシート席です。�
注人数には申込代表者を含みます。大会当日時点で1歳以上の子どもは1人として数えます。

7月27日(土)に開催予定(荒天等の場合は翌
日に延期)の隅田川花火大会の市民協賛者(個
人)を募集します。協賛いただいた方は、特設
観覧席へ招待します。なお、大会が延期・中止
の場合でも協賛金は返還しません。
[会場・募集口数等]下表のとおり [申込み]希
望会場(ア～エの1か所のみ)・協賛口数(会場
アのみ)、代表者の氏名(ふりがな)・郵便番号・

住所・電話番号を、はがき(1グループ1枚のみ)
で5月15日(消印有効)までに、隅田川花火大会
実行委員会市民協賛受付墨田事務局(〒130－
8640吾妻橋1－23－20・墨田区役所内 )
☎5608－1111へ　＊詳細は隅田川花火大会
のホームページを参照　＊申込多数の場合は抽
選　＊当選者には6月10日までに振込用紙を送
付(落選の場合の通知はなし)

募集します
第42回隅田川花火大会の市民協賛者

[とき]7月21日(日 )～8月31日(土 )　＊区の
事業等により、利用できない日および一部の部
屋のみの利用となる日あり [ところ]栃木県鹿
沼市上粕尾1041　＊東武日光線新鹿沼駅から
バスで約80分 [対象]区内在住在勤者を含む3
人以上の団体 [利用日数]3泊4日以内 [利用料
(１泊)] ▼ 大人＝660円　 ▼3歳～中学生＝160
円　 ▼ 2歳以下＝無料　＊食事付きのみ(食事
代は別途自己負担)　＊詳細は問合せ先へ [申
込み] ▼ 子ども会等＝5月10日午前8時半～9時
に直接、区役所会議室91(9階)へ　＊受け付け
後、午前9時から抽選 ( 抽選は各団体1人 )　

▼ その他の団体＝5月13日から直接、学務課事
務担当(区役所11階)☎5608－6303へ

夏季利用の申込みを受け付けます
あわの自然学園

コード

広告 新しい「令和」が始まりました。畳の事、お電話下さい。ＨＰでも・・・。あなたの町の（有）たたみ工房さいとう 緑四　☎03－3631－9591

3墨田区のお知らせ

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

2019年（令和元年）5月1日




