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廃車等の手続をお忘れなく
原動機付自転車等

　原動機付自転車等の譲渡や処分をした際は、
必ず廃車等の手続を行ってください。軽自動車
税(種別割)は、4月1日現在の所有者(割賦販売
契約等で所有権が売主などにある場合は使用
者)に課税され、月割りの制度がありません。
期限までに手続を行わないと、1年分の軽自動
車税(種別割)が課税されますので、ご注意くだ
さい(「軽自動車税」は令和元年10月1日から「軽
自動車税(種別割)」に名称が変わりました)。
[廃車手続]4月1日（消印有効)までに ▼125cc以
下の原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車
(フォークリフト等)＝直接または郵送で、〒130－
8640税務課税務係 (区役所2階 ) ☎5608－
6134へ　 ▼125ccを超える二輪車＝足立自動
車検査登録事務所 (足立区南花畑5－12－1)
☎050－5540－2031へ　 ▼軽四(三)輪自動車
＝軽自動車検査協会足立支所(足立区宮城1－
24－20)☎050－3816－3102へ　＊必要書類
等の詳細は、各手続先に問い合わせるか、各手
続先のホームページを参照

始まります
防災行政無線の時差放送

　区内74か所に設置している防災行政無線の音声
を聞き取りやすくするため、隣接するスピーカー
の音声に時間差をつける時差放送を、3月16日から
実施します。なお、緊急地震速報など特に緊急性の
高い情報は、これまでどおり一斉放送を行います。
[問合せ]防災課防災係☎5608－6206

愛犬のためにお忘れなく
令和2年度狂犬病予防注射

　犬を飼っている方は、毎年4月～6月末に、飼
い犬に狂犬病予防注射を受けさせてください。
令和2年度の集合注射は下表のとおり実施を予
定しています。ただし、新型コロナウイルスの
感染拡大に伴い、延期する場合があります。各
会場での実施については、当日午前11時以降に
お問い合わせください(4月12日は午前9時～正
午に問い合わせ)。
[費用／申込み]3750円(集合注射会場での注射
料金、注射済票交付手数料)／期間中、直接会場
へ　＊動物病院では、それぞれ独自に料金を設
定　＊飼い犬の登録を行っていない場合は、別途、
登録事務手数料3000円が必要[問合せ]生活衛生
課生活環境係☎5608－6939

とき ところ
4月6日(月 )午後1時
半～3時　＊荒天時は
4月13日(月）に延期

立川第二児童遊園（立川3－
15－6）

4月7日(火 )午後1時
半～3時　＊荒天時は
4月14日(火）に延期

錦糸公園（錦糸4－15－1）
内テニスコート西側

4月8日(水 )午後1時
半～3時　＊荒天時は
4月15日(水）に延期

京島西公園（京島1－22－
3）

4月9日(木 )午後1時
半～3時　＊荒天時は
4月16日(木）に延期

業平公園(業平2－3－2)
吾嬬西公園（八広6－53－
16）

4月10日(金)午後1時
半～3時　＊荒天時は
4月17日(金）に延期

たちばな仲よし公園（立花
5－19－2）

4月12日(日)午前10
時～正午　＊雨天決行

隅田川緑道公園（堤通1－
19・白鬚橋下流側高架下）

4月12日 (日 )午後2
時～3時半 ＊雨天決行

吾妻橋公園（吾妻橋1－12－
1・吾妻橋下流側高架下)

口座振替が便利です
特別区民税・都民税の納付

　特別区民税・都民税(普通徴収分)の納付は、
納期日に預貯金口座から自動で引き落とされる
口座振替が便利です。ぜひ、ご利用ください。
[申込み] ▼ 専用はがきを直接または郵送で5月
8日(消印有効)までに　 ▼銀行等のキャッシュ
カードを持って直接6月11日までに　税務課税
務係(区役所2階)☎5608－6133へ　＊キャッ
シュカードでの申込みは口座名義人本人のみ可
(一部、取扱いできない金融機関あり)　＊専用
はがきは申込先と各出張所で配布　＊区内の各
金融機関でも手続可

結果をお知らせします
すみだ１ウィーク・ウォーク 
ウォーキングチャレンジ
プログラム

　区では、区民の皆さんに〝楽しく歩いて健康
づくり〞を実践していただくため、令和元年11
月17日～12月14日に「すみだ１ウィーク・
ウォーク ウォーキングチャレンジプログラム」
と題し、日常の歩数を計測していただきました。
　その結果、平成29年度から計測を開始して初
めて、男性、女性ともに、成人(20歳～64歳)の
１日の目標歩数(男性が9000歩、女性が8500歩)
を超えました。今後も、区民の皆さんの日常歩数
の向上のために、様々な取組を継続していきます。
[参加者数]1439人 [1日の平均歩数(成人)]9920
歩　＊男性1万982歩、女性8826歩 [問合せ]保
健計画課健康推進担当☎5608－8514

ご意見ありがとうございました
令和2年度墨田区食品衛生
監視指導計画案

　皆さんからお寄せいただいたご意見等の概要
と区の考え方を閲覧できます。
[閲覧期間／閲覧場所]3月31日(火)まで／生
活衛生課(区役所5階)、区民情報コーナー(区
役所1階)　＊土・日曜日、祝日は区民情報コー
ナーのみ　＊区ホームページでも閲覧可 [問合
せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

利子の一部を補助しています
小規模事業者経営改善資金
（マル経融資)

　「小規模事業者経営改善資金（マル経融資）」
は、小規模事業者の経営を支援するための国
の融資です。無担保・無保証人(保証協会の保
証も不要)で融資を受けられるほか、区が利子
の一部を補助します。詳細はお問い合わせく
ださい。
[ 融資限度額 ]2000万円 [利率 ]1.21％ (2月3
日時点 )[ 返済期間 ] ▼ 運転資金＝7年以内　
＊据置期間 (12か月以内 )を含む　 ▼ 設備資
金＝10年以内　＊据置期間 (24か月以内 )を
含む [ 区の補助額 ]支払利子の30％に相当す
る額　＊融資実行から36回目の返済分まで
[ 申込み ]随時、東京商工会議所墨田支部 (江
東橋3－9－10) ☎3635－4343へ　＊申込
みには東京商工会議所墨田支部の経営指導を
受ける必要あり [ 問合せ ]経営支援課経営支
援担当☎5608－6183

ぜひご活用ください
子育て世帯定住促進支援事業

　子育て世帯の方が墨田区に長く住み続けられるよう、住宅の購入費や民間賃貸住宅への転居費を
助成しています。利用する場合は、転居・転入後3か月以内(転居・転入時点で第一子妊娠中の場合
は1年以内)の申請が必要となるなど、要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
[問合せ]住宅課計画担当☎5608－6215
制度名 対象 助成内容 助成金額等
三世代同
居・近居
住宅取得
支援

中学生以
下の子ど
もを扶養
する世帯

区内在住の親世帯と新たに同居または近
居するために、区内に住宅を取得した場
合の購入費の一部　＊この支援を受けた
場合、区と独立行政法人住宅金融支援機
構との事業協力連携により「フラット35
子育て支援型」の利用が可能

▼新築住宅購入＝50万円　 ▼中古住宅購入
＝30万円　＊「フラット35子育て支援型」
を利用した場合、借入開始後5年間、フラッ
ト35の借入金利から0.25%（年利）引下げ

民間賃貸
住宅転居・
転入支援

未就学児
を扶養す
る世帯

区内で転居する場合や、区内在住の親世
帯と同居または近居するために、区外か
ら転入した場合の転居費の一部

▼引越し費用　 ▼賃貸借契約に伴う仲介手
数料　 ▼賃貸借契約に伴う礼金　のいずれ
も12万円を限度とし、最大36万円

注 上記のほかにも要件があります（詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照）。

トリフォニーホール
おすすめ公演情報

トリフォニーホールチケットセンター
☎5608－1212・錦糸1－2－3

小さなお子様が楽しめるコンサート！
■ ファミリーコンサート2020 宮川彬良×新日本フィルハーモニー交響楽団 オケパンV「ショ
ウほど素

すて き
敵な商売はニャー‼ 」0歳からのパントマイム オーケストラ

　「オケパン」は、「オーケストラ」の音楽に「パ
ントマイム」が加わったユニークな演奏会です。
さらに演奏会をかき回す2匹の猫も登場。思わ
ず体が動き出しそうになる音楽とダンスは、
大人も子どもも楽しめます。
[とき／対象]4月3日（金） ▼第1回＝午前11時開
演／0歳以上の方　 ▼第2回＝午後2時開演／4歳
以上の方　＊いずれも1時間程度[ところ]すみ
だトリフォニーホール(錦糸1－2－3)[曲目]フ
ニクリ・フニクラ、トランペット吹きの休日、ラ
ジオ体操、ショウほど素敵な商売はない　ほか

[出演]宮川彬良(指揮・ピアノ)、miyacawa 
Ari(出演・振付)、吉岡朋子（出演)、新日本フィ
ルハーモニー交響楽団[入場料] ▼一般＝2000
円　 ▼ひざ上親子席(第
1回のみ、大人1人と2歳
以下の子ども1人)＝
2500円　 ＊全席指定　
＊区内在住在勤在学の方
は各500円引き[申込み]
事前にトリフォニーホー
ルチケットセンターへ 宮川彬良

広告 J:COMサービスにガスと電力まとめておトク！詳しくは専用ダイヤルまで ☎0120－848－816(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）




