
ご覧になれます
「東京における都市計画道路
の在り方に関する基本方針」
の策定

都と特別区および26市2町は、優先整備路線
等を除く未着手の都市計画道路について、協働
で調査検討を進め、都市計画道路の見直しに関
する検討手法や個々の路線の計画変更等の対応
方針を示した「東京における都市計画道路の在
り方に関する基本方針」を取りまとめました。
この基本方針は、以下の場所で閲覧できます。
[ 基本方針 の 閲覧場所 ] 都市計画課（区役所9
階）　＊都都市整備局のホームページでも閲
覧可 [ 問合せ ] ▼ 都都市整備局都市基盤部街路
計画課☎5388－3379　 ▼ 都市計画課都市計
画・開発調整担当☎5608－6265

納期内の納税にご協力をお願いします
オール東京滞納STOP強化
月間

区では、都や他の区市町村と連携し、12月を
「オール東京滞納STOP強化月間」と位置付け、滞
納者への催告などによる特別区民税・都民税等
の徴収対策に取り組むとともに、新たな滞納の
発生抑止を図っています。税収の安定性と納税
の公平性を確保するため、納期内
の納税にご協力をお願いします。

［問合せ］税務課納税係☎5608－
6142

各期限にご注意ください
すみだプレミアム付商品券

すみだプレミアム付商品券の申請・販売・
利用期限は下表のとおりです。早めに申請・
購入のうえ、期限までにご利用ください。
[購入できる方] ▼ 住民税が非課税（ほかにも要
件あり ) で、購入引換券の交付を申請し、交付
された方　 ▼ 平成28年4月2日～令和元年9月
30日に生まれ、墨田区に住民登録がある子の
属する世帯の世帯主の方（申請不要）　＊購入
引換券の交付申請書や購入引換券が届かない
場合は、墨田区プレミアム付商品券専用ダイヤ
ルへ [ すみだプレミアム付商品券の内容 ]500
円券×10枚で1セット4000円　＊最大5セッ
トまで、複数回に分けて購入可 [問合せ] ▼ 墨田
区プレミアム付商品券専用ダイヤル☎6667－
6547　 ▼ 産業振興課産業振興担当☎5608－
6187　＊対象要件や申請・購入方法等の詳細
は、区ホームページを参照

区分 期間 場所
申請・
相談

令 和 2 年 1 月
31日（金）まで

区役所会議室62（6階）

販売 2年2月28日
(金)まで

区内郵便局

2年2月29日
（土）まで

墨田区商店街振興組合連合
会事務局（区役所1階）

利用 墨田区商店街振興組合連合
会のホームページを参照

　 販売時間は、月曜日～金曜日（祝日を除く）の午前9時～
    午後5時です。（一部の郵便局で例外あり）
　 12月22日（日）は区役所１階区民相談コーナーで臨時販
 　売を行います。

早い時期からの回収・収集にご協力ください
年末年始の資源物・ごみの収集日

年末は、大掃除等で資源物・ごみの排出量が
増えますので、早い時期から出してください。
年末年始の地域別収集日は、下表のとおりです。
また、資源物・ごみは前日に出さずに、収集日
当日の朝８時までに出してください。

なお、車両火災防止のため、スプレー缶・ラ
イター・カセット式ボンベは、中身を使い切っ
てから、ほかの燃やさないごみとは別の袋に入れ、

「ボンベ等危険」と表示して出すなど、出し方と
分別のルールを守るよう、ご協力をお願いします。

対象地域
資源物の回収日 燃やすごみの収集日 燃やさないごみの収集日

12月の 
最後

1月の 
最初

12月の 
最後

1月の 
最初

12月の 
最後

1月の 
最初

両国、亀沢、石原、横網 24日（火） 7日（火） 30日（月） 6日（月） 21日（土） 4日（土）
千歳、緑、立川 28日（土） 11日（土）
太平、横川 27日（金） 10日（金） 18日（水） 15日（水）
菊川、江東橋、錦糸 25日（水） 8日（水）
本所一・二丁目、東駒形一・二丁目、
吾妻橋、向島一丁目～三丁目

28日（土） 4日（土） 27日（金） 5日（日）
＊ 通 常 と
曜日 が 異
なるため、
収 集 日 に
注意

16日（月） 6日（月）

向島四・五丁目、東向島一丁目～
三丁目、堤通一丁目

23日（月） 13日（祝）

押上、京島 25日（水） 8日（水） 19日（木） 16日（木）
本所三・四丁目、東駒形三・四丁目、
業平、文花一丁目

26日（木） 9日（木）

堤通二丁目、東向島四丁目、墨田
一・二・五丁目

26日（木） 9日（木） 28日（土） 4日（土） 17日（火） 7日（火）

東向島五・六丁目、墨田三・四丁目、
八広六丁目

24日（火） 14日（火）

立花、東墨田 23日（月） 6日（月） 20日（金） 17日（金）
文花二・三丁目、八広一丁目～五
丁目

27日（金） 10日（金）

注  12月29日（日）～令和2年1月3日（金）は粗大ごみの収集をお休みします。年内の受け付け終了日時と年始の受け付け開
始日時は ▼電話での申込み＝12月28日（土）午後7時で終了し、2年1月4日（土）午前8時から開始　 ▼ホームページからの
申込み＝12月28日（土）午後11時59分で終了し、2年1月4日（土）午前0時から開始　となりますので、ご注意ください。

■粗大ごみの申込み
年末 は、粗大 ご み 受付 セ ン タ ー ☎5296－

7000への電話がつながりにくくなりますので、
粗大ごみ受付センターのホームページからの申
込みをお勧めします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
［問合 せ］す み だ 清掃事務所分室
☎3613－2228　＊右のコードを
読み取ることでも粗大ごみ受付セ
ンターのホームページに接続可

注 

注 

受章者をお知らせします
秋の叙勲・褒章

令和元年秋の叙勲・褒章が発表され、墨田区で
は次の9人の方が受章されました。(順不同・敬
称略)なお、［　］内は、功労概要と主要経歴です。
■旭日小綬章
瀧　良仁[地方自治功労／元 墨田区議会議員]
■瑞宝小綬章
雨宮武士[郵政事業功労／元 千歳郵便局長]
杉浦邦雄[総務省行政事務功労／元 日本郵政公
社中国支社人事部長]
■瑞宝双光章
塚本宏一[国土交通業務功労／元 独立行政法人 
海技教育機構青雲丸事務長]
丸岡宏和[警察功労／元 警視庁警部]
山田 修[警察功労／元 警視正]
■瑞宝単光章
金田頌子[警察功労／元 警視庁警部補]
斜森 誠[郵政業務功労／元 日本郵政公社職員]
■藍綬褒章
氏家 賢[更生保護功績／現 保護司]

明るい選挙の実現をめざして
寄附禁止のルールを守りま
しょう

■政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内の人に ▼歳暮・病気見舞い　

▼入学祝い・卒業祝い・就職祝い　 ▼葬式・落
成式・開店祝いの花輪　 ▼スポーツ大会や町内
会の催しへの差し入れ、寸志等　のような金品
を贈ることは、いかなる名義であっても禁止さ
れており、罰則の対象となります。ただし、本人
が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜
における香典は、罰則の対象とはなりません。
■後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体が、選挙区内で花輪・祝儀・
香典などを出すことは禁止されています。ただ
し、後援団体の設立目的による行事等への寄附
は除かれます。
■政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧め
たり、要求したりすることは禁止されています。
■挨拶状などの禁止

答礼のための自筆によるものを除き、政治家
が、選挙区内の人に年賀状等の挨拶状を出すこ
とは禁止されています。また、選挙区内の人へ
の挨拶を目的として、新聞・雑誌などに有料の
広告（名刺広告など）を出すと処罰されます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
［問合せ］選挙管理委員会事務局☎5608－6320

12月4日(水)に行います
全国一斉情報伝達試験

国が人工衛星を通じて、国民に緊急情報を伝
達する「全国瞬時警報システム ( Ｊアラート )」
による全国一斉情報伝達試験を実施します。区
内各所に設置している防災行政無線 ( 屋外ス
ピーカー等)から試験放送が3回流れるとともに、
すみだ安全・安心メール、区公式ツイッター・
フェイスブックなどにより文字情報を配信する
予定です。なお、放送終了後1時間以内であれば、
放送内容を電話応答サービス☎5608－6274
でも確認できます。
[ とき ]12月4日 ( 水 ) 午前11時　＊全国の災害
等の発生状況により、中止となる場合あり [問
合せ]安全支援課安全支援係☎5608－6199

コード

広告 【お昼のツキイチ落語会】12/24(火)13時半開場・14時開演 江戸東京博物館小ホール 木戸銭2000円 三遊亭遊馬☎090－6542－1647
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詳しく知ることができます
羽田空港機能強化

　国土交通省は、令和2年3月29日から羽田空
港において新飛行経路の運用を開始し、国際線
を増便します。これに伴い、新飛行経路の運用
方法や環境対策等について知ることができる説
明用の機器・パネルを区役所1階アトリウムに
設置します。
[ 設置期間 ]12月8日（日）～12日（木）の午前9
時～午後4時　＊初日は午前10時～ [ 設置場
所 ] 区役所1階アトリウム [ 問合せ ] 環境保全
課指導調査担当☎5608－6210

資源の有効活用にご協力を
古着・水銀体温計等の回収
とフードドライブ

ご家庭で不要になった古着や金属製調理器
具、水銀体温計 な ど を 回収 し ま す。同時 に、
ご家庭で余っている食料品等を回収するフー
ドドライブを実施します。
[ 回収日時／回収場所 ]12月22日（日）午前９
時～午後２時／すみだ清掃事務所（業平5－6－
2）[ 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　 ▼ 靴（泥・ シミ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 た
駄等

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、壊れているもの
などは不可）　 ▼ 柄の長さを除いた直径・一
辺の長さが30cm 未満の鍋・やかん・フライ
パンなどの金属製調理器具（土鍋、ホーロー鍋、
包丁などの危険物は不可）　 ▼ 賞味期限まで
1か月以上の缶詰や乾麺などの食料品（生も
のやアルコール類は不可）　 ▼ 水銀製品（体温
計・温度計・血圧計）　＊水銀製品以外の回
収は、12月21日（土）午前9時～午後2時に白
鬚公園（墨田1－4－42）でも実施 [ 持込方法 ]
当日直接会場 へ　 ＊古着、靴、ぬ い ぐ る み、
金属製調理器具、食料品は、それぞれ別の袋
に入れる　＊水銀製品は、破損しないよう、
ケースに入れるか新聞紙等で包む　＊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

毎月5日は
すみだ環境の日
12月のエコしぐさ
買物上手
　　　料理上手で
　　　　　　無駄もなし

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

毎月1日は
墨田区防災の日
12月1日の点検項目
見直そう
　　　家具の転倒
　　　　　　　　防止策

ビジネスに役立つ情報が満載！

すみだ産業情報ナビ

コード

すみだ産業情報ナビ
いますぐ検索！

今年度末で終了します
通学路に面するブロック塀
等撤去助成

　通学路に面する民間ブロック塀等の撤去工
事費助成事業は、今年度末で終了します。対
象となる方でブロック塀等の撤去を検討して
いる方は、早めに申請してください。
[ 助成対象者 ] 区立小学校 の 通学路 に 面 す る
民間ブロック塀等の所有者で、撤去に係る費
用を支出する方　＊要件あり ( 撤去工事を業
者へ依頼する前に問合せ先へ申請が必要 )[ 補
助金額 ] ブロック塀等の長さ1.0ｍあたり1万
円 ( 限度額は40万円 )　＊工事費が補助金額
未満 の 場合 は 当該工事費 を 補助 [ 実施期間 ]
令和2年3月31日まで　＊年度内に手続が完
了したものに限る
■ブロック塀等の安全点検・専門家の派遣等

ブロック塀の倒壊による事故を防ぐため、
ブロック塀の所有者・管理者は、速やかに安
全点検を実施し、必要に応じて専門家等へ相
談するなど、適切な維持管理に努めましょう。
点検項目は下図のとおりです。区では、専門
家の派遣等についての相談を受け付けてい
ます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ 問合せ ] ▼ 撤去工事費助成事業について＝防
災まちづくり課不燃化・耐震化担当☎5608－
6269　 ▼ ブロック塀の安全点検・専門家の
派遣等について＝建築指導課調査・監察担当
☎5608－6270

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

日常備蓄
まずは3日分！

地震後の2～3日はコンビニに水や食料がほ
とんどなくて困りました。（60代／熊本地震）　

食料

トイレは長蛇の列。配布された
成人用おむつに用を足しました。
（40代／熊本地震）

生活用品

災害対策は、人によって様々だと思い
ます。私は在宅避難も考え、缶詰など
の食料や水、トイレットペーパー等を
常にローリングストックしています。
賞味期限が近くなった食料を使ってレ
シピを考えることも楽しんでいます。
外出時は、水や携帯用トイレ、お菓子な
どをバッグに入れています。また、災
害時に手話で支援できることを示すこ
のバンダナも持ち歩いています。

日頃、どんなことを心掛けていますか？

錦糸公園（錦糸4－15－1）
区役所1階アトリウム

防災フェア
9月2日（月）～5日（木）
午前8時半～午後5時

9月29日（日）午前10時～午後3時

[申込み]電話で防災まちづくり課不燃
化・耐震化担当☎5608－6269へ

建物の耐震性

　区の無料耐震相談では、専門家によ
る現地調査・質疑応答・報告を実施し
ています。耐震診断や耐震改修等に対
する助成事業のご相談も可能です。建
物の耐震性に不安がある方は、ぜひ、ご
相談ください。

無料耐震相談
傾きやひび割れ
はないか？鉄筋が入って

いるか？

高さは2.2m以下か？

厚さは10㎝ 以上あるか？

控え壁はあるか？

基礎はあるか？

✓
✓

✓

✓

✓

✓

今すぐ
点検

今すぐ
確認

家具の
転倒防止

 部屋のドアが移動した家具にふ
さがれて、開かなくなりました。
（40代／東日本大震災）

今すぐ
確認

今すぐ
相談
建物の耐震性に不安がある方へ

民生委員・児童委員
防災士　倉友利江さん

【出典】東京くらし防災（東京都発行）

【出典】東京くらし防災（東京都発行）

【出典】東京くらし防災（東京都発行）

 ローリングストックとは、日用品等を多め
に買い置き、消費したら買い足すことです。

煙を体験！

倒壊した家屋からの負傷者救出
訓練や消火訓練などを見学。ま
た、誰でも参加できる体験コー
ナーもあるよ！災害から命を守るための知識を身に付

けよう！

訓練・体験エリア 防災・学習エリア

毎年お子さんに大人気！
一緒に写真も撮れるよ。
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区公式
SNS等

フェイス
ブック ツイッター インスタ

グラム ユーチューブ

2019年（令和元年）9月1日

2019 年　9/1（令和元年）NO.1937

↓2桁月の発行日はここから
　（X：143.35mm）

↓1桁月の発行日はここから
　（X：151.35mm）

放映日 午前9時 正午 午後4時 午後8時
12月1日（日）～
7日（土）

レ ひがしん ブルーラビッツ
ス 11月の「SUKI SUMI」投稿について紹介

12月8日（日）～
14日（土）

特 私たちの仕
事と自主生産
品の販売

レ ひがしん ブルーラビッツ
ス11月の「SUKI SUMI」投
稿について紹介

特 私たちの仕
事と自主生産
品の販売

レ ひがしん ブルーラビッツ
ス11月の「SUKI SUMI」投
稿について紹介

12月15日（日）～
21日（土）

知 2019年振り返り

12月22日(日)～
31日(火)

知 2019年振り
返り

特 私たちの仕事と自主生
産品の販売

知 2019年振り
返り

特 私たちの仕事と自主生
産品の販売

＊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、株式会社J: COM東京すみだ・台東☎0120－999－000へ

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
12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 レ ＝レッツスポーツ in すみだ　オ ＝2020目前！熱血オールすみだ 特 ＝特集
ス ＝スキスミニュース　知 ＝すみだのそこが知りたい　子 ＝子育て応援・すくすく すみだ

受け付け開始時間が変わります
司法書士による法律(登記
等)相談

　すみだ区民相談室 ( 区役所1階 ) で行ってい
る法律 ( 登記等 ) 相談の受け付け開始時間を
12月実施分から変更します。
[ 相談日時 ] 毎週木曜日 の 午後2時 ～4時 ( 祝
日・年末年始を除く )[ 受け付け開始時間 ] 午
後1時～　＊整理券を配布 [ 費用 ] 無料 [ 問合
せ ] すみだ区民相談室☎5608－1616

ご注意ください
すみだ女性センターの臨時
休館

　すみだ女性センター（押上2－12－7－111）
は館内設備の整備のため、臨時休館します。
[ 休館日 ]12月19日（木）[ 問合せ ] すみだ女性
センター☎5608－1771

ご注意ください
区立図書館等の臨時休館

　各区立図書館・コミュニティ会館図書室、す
みだ女性センター情報資料コーナー ( 押上2－
12－7－111) は、図書館システムおよび機器
の更新等のため、12月19日 ( 木 ) ～令和2年1
月4日 ( 土 ) の間、休館します。
[ 問合せ ] ひきふね図書館☎5655－2350

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　＊詳細は問
い合わせるか、区ホームページ
を参照 ( 右のコードを読み取る
ことでも接続可) コード

広告 「新年を新しい畳で迎えませんか？」 畳のことなら…。 あなたの町の（有）たたみ工房さいとう  緑四  ☎03－3631－9591
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暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業・教育

文化・
スポーツ

税金
 トンベイ保国・

区政
その他

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）




