
住　ま　い

建築指導課指導係	 ☎5662-1105
■建築確認申請（建物を新築・増築・改築する前に）
家を建てるには、敷地・用途・建ぺい率・高さなど
いろいろな制限があり、工事を始める前に区または指
定確認検査機関で建築確認を受けることが義務付けら
れています。
■工事完了検査（工事が終了したら）
工事終了後、４日以内に区または指定確認検査機関
に工事完了検査申請書を提出してください。建物とそ
の敷地が建築基準法に適合しているか検査します。検
査に合格すると「検査済証」が交付され、建物を使用
することができます。
※３階建て以上の全ての建築物は、工事中に中間検査
が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

都市計画課都市計画係　☎5662-6369
敷地には、用途地域のほか、街路・公園・日影規
制・高度地区・地区計画の指定など、地区ごとに都市
計画上のいろいろな制限があります。建築プランを立

建築工事をするときは

建築プランは都市計画を調べて

てるときや住宅を購入するときは事前に都市計画を確
認してください。

都市計画課都市計画係　☎5662-6369
区役所・各事務所（➡P25）、各図書館（➡P124※）
で閲覧できます。土地を売買するときなどの参考にし
てください。
※篠崎子ども図書館・各コミュニティ図書館を除く。

都市計画課都市計画係　☎5662-6369
2000㎡以上の土地取り引きには国土利用計画法に

基づく届け出が必要です。詳しくはお問い合わせくだ
さい。

都市計画課都市計画係　☎5662-6369
一定規模以上の建築、宅地開発、外観の変更などを
行う場合、建築確認申請の前に、良好な景観形成にお
ける、形態や色彩などについて区との協議が必要です。

土地の公示価格・基準地価格の閲覧は

土地取り引き（2000㎡以上）の届け出

景観法に基づく届け出・協議制度

消　費　生　活

■消費者センター（グリーンパレス1階➡P27）
　☎5662-7637
◦消費生活相談
消費者と事業者との間に生じたトラブルに対し消費
生活相談員が解決のための助言やあっせんをします。
受付時間　月～金９時～16時（　 　・年末年始を除く）
※相談の内容により必要な書類を持参していただく場
合もあります。まずはお電話ください。
◦消費生活情報
ホームページ・えどがわメールニュース
消費者センターのホームページでは、暮らしに役立
つ情報、消費者被害未然防止の情報などを随時配信し
ています。また、えどがわメールニュースでは被害未
然防止の情報を登録者に直接配信しています。

消費生活で困ったら消費者センターへ

祝休

「みまもり・ねっと」の発行
熟年者を取りまく悪質な消費者被害に役立つ情報紙
を発行しています。
講師派遣制度
悪質商法による被害の未然防止や消費生活の知識に
関する勉強会などへ無料で講師を派遣しています。
消費者団体への支援
消費者センターに登録している団体に対し、活動支
援を行っています。
消費者教室
消費生活に関する最新の情報や暮らしに役立つ情報
をテーマに実施しています。
■消費者ホットライン　☎188（局番なし）
受付時間　10時～16時　※土 日 　 　は東京都消費生活
総合センターまたは国民生活センターにつながります。

祝休

くらし
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住宅課耐震化促進係　☎5662-6389
■耐震コンサルタント派遣制度
昭和56年５月31日以前に着工した、住宅（借家・
賃貸は木造のみ）を対象に建築士を派遣し、耐震に関
する相談やアドバイスを無料で行います。なお、木造
住宅は、派遣された建築士が耐震簡易診断を併せて無
料で行います。
■戸建住宅耐震改修設計等助成事業
区の耐震コンサルタント派遣を受けた住宅を対象と
して、精密診断、耐震設計などの費用を助成します。
内容　精密診断、耐震設計などの費用の80％（限度
額は木造30万円、非木造45万円）
■戸建住宅耐震改修工事助成事業
区の耐震改修設計助成を受けて耐震改修工事を行う
住宅を対象として、工事費用を助成します。
内容

※借家・賃貸住宅（木造限定）の場合は工事費の50
％（限度額100万～150万円）。
■老朽住宅除却助成事業
昭和56年５月31日以前に着工した木造住宅などを
対象として、住宅の除却費用を助成します。
内容　除却費用の50％（限度額50万円）

住宅課耐震化促進係　☎5662-6389
昭和56年５月31日以前に着工した分譲マンション
を対象に、耐震アドバイザー（建築士）を無料で派遣
します。
また、次の助成を行います。助成の申請にあたって
は、区分所有者の方々の合意が一定の割合で得られて
いることが必要です。
■分譲マンション耐震診断助成事業
地階を除き３階建て以上などの分譲マンションを対
象に、耐震診断費用を助成します。
内容　耐震診断費用の2/3（最大）
■分譲マンション耐震改修設計助成事業
耐震の基準値が不足している分譲マンションを対象
に、耐震改修設計費用を助成します。
内容　耐震改修設計費用の2/3（最大）
■分譲マンション耐震改修工事助成事業
耐震改修設計に基づいて行う耐震改修工事費用を助
成します。

戸建て住宅などの耐震化・除却の助成を受けるには

木造戸建て住宅 非木造戸建て住宅

世帯全員が住民税
非課税の世帯

工事費の2/3
（限度額150万円）

工事費の2/3
（限度額150万円）

その他の世帯 工事費の50%
（限度額100万円）

工事費の50%
（限度額150万円）

分譲マンションの耐震性が気がかりなときは

内容　耐震改修工事費用の50％（最大）ただし、一
戸あたりの限度額は100万円。
※緊急輸送道路沿道建築物、特定緊急輸送道路沿道建
築物に該当する場合は、当該耐震助成を適用します。
※助成率は変更になる場合があります。

住宅課耐震化促進係　☎5662-6389
昭和56年５月31日以前に着工した、船堀街道や千
葉街道などの緊急輸送道路沿道の建築物を対象に、耐
震アドバイザーを無料で派遣します。また、耐震診断
費用の4/5（最大）、耐震改修設計・耐震改修工事費
用の2/3（最大）を助成します（ただし、特定緊急輸
送道路沿道建築物の場合、助成内容が拡充されます）。
また、私立幼稚園・私立保育園の耐震診断、耐震改
修設計、耐震改修工事費用のそれぞれ2/3（最大）を
助成します。
※助成率は変更になる場合があります。
※特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断助成は平成
29年３月31日で終了しています。

保全課事業調整係　☎5662-1930
■ブロック塀などの倒壊危険物除去対策の助成事業
区内の一般に通行のある道路に面している高さ
1.2m以上のブロック塀の所有者を対象に、ブロック
塀の撤去費用などを助成します。助成額など詳しくは、
お問い合わせください。

住宅課相談係　☎5662-0517
65歳以上の熟年者のみの世帯などを対象に、区内

の大工さんたちのグループが、家具の転倒防止金具を
無料で取り付けます。設置箇所に制限があります。詳
しくは、お問い合わせください。

住宅課相談係　☎5662-0517
身近に頼める工務店がない方はご相談ください。区内
の建築組合を通して信頼のおける工務店を紹介します。

住宅課相談係　☎5662-0517
住宅リフォーム工事などに必要な資金融資について
取扱金融機関へあっせんします。資格審査があります
ので、工事着工前にご相談ください。
対象住宅　所有者が居住している区内の住宅

緊急輸送道路沿道建築物や
私立幼稚園・私立保育園の耐震助成は

ブロック塀などの倒壊が気がかりなときは

家具の転倒防止ボランティア

住まいの修繕・増改築などをしたいときは

住宅リフォーム資金融資のあっせん
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対象工事　関係法令に適合した住宅の修繕・模様替え・
増改築など
主な資格
①江戸川区民であること
②返済能力があること
③住民税を滞納していないことなど
融資限度額　500万円（ただし、工事見積額の80％
以内の額）
融資利率　年２％（耐震補強工事、バリアフリー化工
事、断熱改修工事などの場合は年1.5％）
返済期間　融資金額に応じて最長10年

住宅課相談係　☎5662-0517
所得の低い世帯を対象とした低家賃の公営住宅で、
入居希望者は公募期間中に郵送で申し込みを行います。
入居者は、原則として抽選で決定されます。
■主な入居資格
①申込者が都内居住の20歳以上の方（20歳未満の
既婚者を含む）であること、②原則として、申し込み
のときに同居している親族と申し込むこと、③入居予
定者全員の合計年間所得が基準内であること、④住宅
に困っていること（自家所有者は原則不可）、⑤入居
予定者の中に暴力団員がいないこと
■都営住宅（定期募集）
５・８・11・２月の上旬に東京都住宅供給公社が
入居者の公募を行います。
申込書と募集案内のパンフレットは、区役所・各事
務所（➡P25）で配布します。配布期間は「広報えど
がわ」・「広報東京都」・東京都住宅供給公社（JKK東京）
のホームページなどでお知らせします。
ポイント方式公募への申し込み
８・２月上旬の公募への家族での申し込みは、抽選
によらず書類審査や実態調査で住宅に困っている度合
いの高い世帯を選考し、入居者を決定します（これを
ポイント方式といいます）。
ポイント方式公募への申し込みは、主な入居資格に
加え、都内に３年以上継続して居住している次のいず
れかに該当する世帯に限られます。
①ひとり親世帯（同居親族は20歳未満の子のみ）
②多子世帯（同居親族に18歳未満の方が３人以上）
③熟年者世帯（申込者が60歳以上で、同居親族には
必要要件あり）
④心身障害者世帯（入居者に、身体障害者手帳１～４
級・愛の手帳１～３度・精神障害者保健福祉手帳
１・２級などの方がいる）
⑤特に所得の低い一般世帯
単身者の申し込み
主な入居資格に加え、都内に継続して３年以上居住

し、自立した生活が可能である方で、次のいずれかに
該当する単身者に限られます。
①60歳以上の方
②身体障害者手帳１～４級の方
③愛の手帳１～４度の方
④精神障害者保健福祉手帳１～３級の方
⑤海外引揚者（引揚日から５年以内）
⑥ハンセン病療養所入所者など
⑦配偶者等暴力の被害者（保護などから５年以内）
⑧生活保護等受給者
シルバーピア
高齢者集合住宅で、８・２月の上旬に公募を行いま
す。この住宅には、緊急時の対応や関係機関への連絡
などのために、ワーデンと呼ばれる生活協力員が常駐
しています。
入居資格は、主な入居資格に加え、都内に継続して
３年以上居住している65歳以上の単身者または２人
世帯（配偶者は概

おおむ

ね60歳以上）です。
■都営住宅（毎月募集）抽せん方式
毎月中旬頃、主に若年夫婦・子育て世帯向に公募を
行います。
申込みできる世帯
主な入居資格に加え、次のいずれかに該当する世帯
が対象となります。
①若年夫婦・子育て世帯（ひとり親世帯も対象）
②都営住宅の定期使用許可日から５年が経過した世帯
③事業再建者世帯（５年間の期限付き）
④東日本大震災などの被災者世帯
申込方法
JKK東京ホームページ（https://www.to-kousya.

or.jp/）から申込書をダウンロードし、郵送で申し込
みを行います。
り災者の受け入れ
東京都では、火災などによるり災者に対し、都営住
宅へ一時的に受け入れを行っています。
※ 詳しくは、JKK東京都営住宅募集センター（☎
3498-8894）にお問い合わせください。

■区営住宅
小規模な都営住宅を都から移管を受け、区が管理す
る公営住宅です（全住戸数が65戸）。
空き家が発生した際、５月・11月上旬の都営住宅
の公募と同時期に区が入居者の公募を行います。
入居資格は、主な入居資格に加え、申込者が区内に
居住していることが必要となります。また、同性パー
トナー関係にある方も申込む事ができます。
■注意事項
入居資格などが改正されることがありますので、公
募時に配布される募集案内のパンフレットで、必ず内
容を確認してください。

都営住宅・区営住宅への入居は

9696

く
ら
し



住宅課相談係　☎5662-0517
民間事業者が建設する高齢者向けの賃貸住宅です。
バリアフリー構造の建物に緊急通報システムや安否確
認サービスなどを備えています。また、所得により月
額最大２万5600円の家賃補助が受けられます。
入居希望者は事業者へ直接申し込みを行います。
主な入居資格
①区内に３年以上居住する60歳以上の方で現に住宅
を必要としている方
②入居予定者全員の合計年間所得が基準内であること

区内の再開発事業は組合施行と東京都施行がありま
す。施行地区の範囲や事業年次など詳しくは、お問い
合わせください。
■組合施行
▷ 平井五丁目駅前地区に関すること 
まちづくり調整課まちづくり計画係　

  ☎5662-6438
▷ 南小岩六丁目地区・JR小岩駅北口地区に関する
こと
市街地開発課計画係  ☎5662-1102
▷ 南小岩七丁目地区に関すること
市街地開発課推進係  ☎5662-0804

■東京都施行
▷小松川防災拠点再開発事業に関すること
東京都第二市街地整備事務所
〒164-0001　中野区中野1-2-5  ☎5389-5167

都市計画課都市計画係	 ☎5662-6369
東京都都市整備局都市計画課都市計画相談係
	 ☎5388-3213
■事業中の路線についての問い合わせは
▷区が施行している事業
　街路橋梁課事業推進係  ☎5662-8423
▷東京都が施行している事業
　東京都第五建設事務所工事課工務担当
  ☎3692-4709

篠崎地区まちづくり事務所　区画整理課計画換地係
	 ☎5664-2619
区画整理課調整係　☎5662-1920
土地区画整理事業の事業計画が決定し公告されると、
その地区内は土地区画整理法第76条により、建築行
為などが制限されます。

高齢者向け賃貸住宅への入居は

再開発事業などのお問い合わせは

都市計画道路についての問い合わせは

区画整理事業地区での建築行為などの制限は

こうした地区内で建物などの新築や増改築を行う場
合は建築確認申請のほかに、この「土地区画整理法第
76条の許可」が必要になります。書式・手続きなど
詳しくは、お問い合わせください。

区画整理課調整係　☎5662-1920
区内の土地区画整理事業は江戸川区施行と東京都施
行があります。施行地区の範囲や事業年次など詳しく
は、お問い合わせください。
■江戸川区施行
▷施行中（篠崎駅西部地区・北小岩一丁目東部地区・
上篠崎一丁目北部地区）の事業に関すること
篠崎地区まちづくり事務所　北篠崎2-26-7
◦移転・造成工事について
　区画整理課移転造成係  ☎5664-2616
◦仮換地指定・換地処分について
　区画整理課計画換地係  ☎5664-2619
■東京都施行
▷完了した事業に関すること
　東京都第一市街地整備事務所
　〒104-0054　  中央区勝どき1-7-3 

勝どきサンスクェア9階 
事業課計画担当  ☎3534-3419

計画調整課庶務係　☎5662-8376
区内の都市計画道路や、土地区画整理の事業に伴い
移転が必要となった方が、再築される場合などに資金
をお貸しします。工事着工前にご相談ください。
〔資格〕
①移転補償契約の対象者であること
②返済に十分な収入があると認められること
③確実な連帯保証人がいること
④住民税を滞納していないこと

区画整理事業施行地区などの問い合わせは

街づくり移転資金の申し込みは

貸付限度額 利率 返済方法 返済期間

一般貸付金 
3000万円
（移転補償金
の1/2以内）

年２％
元利均等払い
ア	半年賦
イ	月賦
ウ	半年賦および
	 月賦の併用
上記ア・イ・ウ
から選択

10年
15年
20年
から選択特別貸付金

1000万円
（都施行事業
は除く）

年４％
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生 活 環 境

施設管理課道路監察係　☎5662-1884
■屋外広告物の掲出には原則、許可が必要です
屋外に出す広告物には条例に基づく許可が必要です。
広告物の大きさや種類により基準が異なりますので、
事前にご相談ください。
■道路や電柱などに立て看板などは出せません
道路上や電柱・街路樹・ガードレールなどに立て看
板・はり紙・のぼり旗などを掲出することは禁止され
ています。

江戸川保健所生活衛生課　☎3658-3177
民泊事業を始めたい方は必ず事前にご相談ください。

環境推進課相談係　☎5662-1996
空き地の雑草などを放置したままにすると、ごみの
不法投棄や害虫発生などの原因となります。所有者・
管理者は空き地を適正に管理してください。簡単に扱
える小型草刈機を、環境推進課相談係と各事務所（➡
P25）の地域サービス係で貸し出します（無料）。
また、除草委託（有料）のあっせんも行います。

環境推進課調査係　☎5662-6745
晴天で風が弱く、大気中のオキシダント濃度が継続
して0.12ppm以上検出されたときは「注意報」、
0.24ppmに達したときは「警報」、さらに0.4ppm
以上になったときは「重大緊急報」が、各地域ごとに
出されます。また、気象条件から光化学スモッグの出
やすい状態になると予想されるときは、「予報」が出
されます。そのときは次のことを守ってください。
▷なるべく外に出ない
▷野外運動はやめて屋内に入る
▷自動車はできるだけ運転しない
▷目やのどに刺激を感じたら、すぐに洗眼・うがい
をする
▷洗眼やうがいをしても様子が変わらないときや、
胸が苦しくなったときは、医師の診察を受ける

■光化学スモッグの当日情報を知りたいとき
大気汚染テレホンサービス　☎5640-6880
東京都光化学スモッグ情報
http://www.ox.kankyo.metro.tokyo.jp/

屋外広告物について

住宅宿泊事業法（民泊）の届け出は

空き地はきれいに

光化学スモッグの注意報・警報など

アスベストの繊維はきわめて細く、軽いため飛散し
やすく、吸い込むと肺がんや悪性中皮腫、アスベスト
肺などの健康被害を引き起こすおそれがあります。
現在、アスベスト含有製品の製造などは法令で禁止
されていますが、かつて吹き付けアスベストなどが使
用された建築物の解体（改修）時におけるアスベスト
飛散防止対策の徹底が必要となっています。
アスベストによる健康被害の救済制度
　⇨江戸川保健所保健予防課医療給付係　☎5661-2464
建築物の解体・飛散性アスベスト除去工事などの届け
出、吹き付け材のアスベスト含有調査費助成に関する
こと
　⇨環境推進課指導係　☎5662-1995
民間建築物アスベスト除去工事助成に関すること
　⇨建築指導課調査係　☎5662-1104
家庭ごみに関すること
⇨清掃課清掃事業係　☎5662-8434
建設リサイクル法に基づく解体などの届け出
⇨建築指導課調査係　☎5662-1104
アスベスト除去などの改修工事の融資
▷住宅リフォーム資金融資あっせん制度（区民の住
宅対象）⇨住宅課相談係　☎5662-0517
▷中小企業振興事業資金融資制度（中小企業対象）
　⇨産業振興課相談係　☎5662-0538

騒音・悪臭などでお困りのときや騒音計を利用したい
とき　環境推進課相談係　☎5662-1996
河川で大量の死魚や油を発見したとき
環境推進課調査係　　　☎5662-6745
東京都環境局水環境課　☎5388-3569
区内の環境状況を知りたいとき
⇨区ホームページ（➡P118）の「環境情報・調査」
をご覧ください。

江戸川保健所生活衛生課　☎3658-3177
受水槽を通した、水道水などの飲み水の検査を行っ
ています（有料）。

江戸川保健所生活衛生課　☎3658-3177
24時間風呂や冷却塔水などの、レジオネラ属菌の

水質検査を行っています（有料・予約制）。

石綿（アスベスト）情報と相談窓口

公害については

飲み水の検査は

レジオネラ属菌の水質検査は

9898

く
ら
し



生活衛生課・各健康サポートセンター（➡P55）
区役所区民課・各事務所（➡P25）
生後91日以上の飼い犬は必ず登録し、狂犬病予防
注射を受け、つないで飼うことになっています。犬の
登録（犬鑑札の交付）は一生に１回です。狂犬病の予
防注射は毎年１回行い、注射済票の交付を受けてくだ
さい。区ホームページに掲載されている交付委託動物
病院では、注射と同時に犬鑑札と注射済票の交付手続
きができます。手数料は飼い犬の登録 3030円、注
射済票交付 550円です。犬鑑札・注射済票の交付手
続きは、生活衛生課・各健康サポートセンター、区役
所区民課・各事務所でも行っています。その際は、動
物病院で発行された注射済証明書を窓口にお持ちくだ
さい。
区では、狂犬病予防集合注射を毎年４月に実施して
います。注射会場は、「広報えどがわ」や町会回覧、区
ホームページなどでお知らせします。
犬が死亡したときは鑑札を添えて届け出てください。
なお、譲渡・転居などで変更事項が生じたときは、鑑
札を持参の上、変更の届け出をしてください。区外に
転出する場合は、新住所地で新しい鑑札と交換してく
ださい（無料）。

江戸川区獣医師会　☎5666-5601
春江町2-48-14（二條動物病院内）

江戸川保健所生活衛生課　☎3658-3177
野犬や放し飼いの犬を見つけたら、生活衛生課へご
連絡ください。
犬の捕獲と収容は、東京都動物愛護相談センター（☎
3302-3507　〒156-0056　世田谷区八幡山2-9-11）
が担当しています。収容した犬は７日間管理していま
す。飼い犬を探している方は、生活衛生課または東京
都動物愛護相談センターへお問い合わせください。

①家庭で飼われていたものは
飼い主の届け出により清掃事務所が有料で引き取り
ます（25kg未満）。手数料は2800円です。管轄の清
掃事務所（➡P107）までご連絡ください。
②飼い主がいないか、不明のものは
⑴私有地の場合は、管理者（所有者・占有者）の責
任で上記①と同様に有料で引き取ります。
⑵道路上（公道）の動物死体は、道路管理者が処理

�犬を飼うには
登録・狂犬病予防注射

動物の健康相談は

野犬や放し飼いの犬を見つけたら

犬・猫などの動物死体処理は

します。管轄の清掃事務所（➡P107）までご連
絡ください。

水とみどりの課
　　みどりサービス第一係　☎5662-5543
	 （新大橋通り以北・新中川以西地域）
　　みどりサービス第二係　☎5662-1934
	 （新大橋通り以南地域）
　　みどりサービス第三係　☎5662-0321
	 （新中川以東地域）

水とみどりの課調整係　☎5662-0320
区立公園などに、遊具・ベンチなどの公園施設や、
樹木の寄付を受ける制度「あなたの思いを形に　公園
キラリ」をご利用ください。寄付できる公園、申し込
み方法など詳しくは、お問い合わせください。

水とみどりの課推進係　☎5662-8393
引っ越しや改築のため、ご家庭で育てられなくなっ
た樹木を相談の上、区で引き取り、公園や区の施設な
どで活用させていただきます（掘り取り費用は負担し
ていただきます）。なお、鉢物や小さな樹木は、ご近
所で活用してください。

道路や公園など身近な環境を自分たちで積極的に清
掃や花壇の手入れなどをしてくださるボランティアの
団体・個人を募集しています。
水とみどりの課調整係　☎5662-0320
■公園ボランティア
　公園・児童遊園等での花壇の手入れ、清掃など
■緑のボランティア
　街路樹の草花の手入れや水やり、清掃など
■水辺のボランティア
　河川敷での清掃や環境学習など
保全課事業調整係　☎5662-1930
■まちかどボランティア
　道路の清掃や点検など

公園・児童遊園内の樹木・遊具などの問い合わせは

あなたの思いを形に　公園キラリ
公園施設寄付受け入れ事業

寄贈樹木の受け入れ

道路・公園などのボランティアの募集
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区内11駅の駐輪場で「レンタサイクル」を行って
います（➡P102）。受付窓口は京成小岩駅北２号・
平井駅北口・小岩駅西１号・東大島駅・船堀駅中央・
一之江駅西口・瑞江駅南口・篠崎駅西口・西葛西駅南
口・葛西駅西口・葛西臨海公園駅東駐輪場になります。
駐輪場を利用される際は料金がかかります。利用申
し込みや空き状況などは、各駐輪場へ直接お問い合わ
せください。

施設管理課駐輪対策係　☎5662-1997
駅周辺の放置自転車を解消するため、収容台数
9400台と日本最大級の規模を誇る葛西駅地下駐輪場
（東口・西口）をはじめ、11駅に駐輪場を設置してい
ます。また、駅周辺を自転車放置禁止区域に指定し、
放置自転車の撤去を行っています（撤去・集積所➡
P102）。

駐輪場

荒
川

中
川

旧
江
戸
川

荒
川

船
堀
街
道

本八
幡→

本八
幡→

本八幡→
本八幡→

船堀
駅

新川地下駐車場
（船堀6-11地先）

←新宿←新宿
←新宿←新宿

←新木場←新木場

舞浜→舞浜→

舞浜大橋舞浜大橋

船堀橋
船堀橋

新大橋通り
新大橋通り

国道357号国道357号
高速湾岸線高速湾岸線

新小岩↑新小岩↑

新川新川

都営新宿線都営新宿線

都営新宿線

都営新宿線

タワーホール船堀タワーホール船堀

一
之
江
境
川
親
水
公
園

一
之
江
境
川
親
水
公
園 環

七
通
り

環
七
通
り

西葛西↓西葛西↓ 葛西臨海公園葛西臨海公園
JR京葉線JR京葉線

富士公園富士公園
南葛西会館南葛西会館

なぎさ公園なぎさ公園 都立大島小松川公園
（自由の広場）
都立大島小松川公園
（自由の広場）

都立大島小松川公園
（風の広場）
都立大島小松川公園
（風の広場）

なぎさ
ニュータウン
なぎさ
ニュータウン

葛西二中葛西二中

宇喜田橋宇喜田橋

船堀小船堀小

新渡橋新渡橋

葛西臨海公園駅

なぎさ南駐車場
（南葛西6-3地先）

東大島駅駐車場
（小松川1-5地先）

東大島駅

▶指定管理者・野里電気工業㈱
　☎3458-3588
新川地下駐車場
■時間貸し
入　庫　７時～翌日１時　　出　庫　24時間可能
料　金　①８時～24時　１時間⇨200円（30分以内

は無料）１時間超⇨30分ごと100円
　　　　②24時～８時　１時間⇨100円（30分以内

は無料）１時間超⇨60分ごと100円
※打ち切り料金（12時間ごと）は最大1000円。
■定期貸し（申し込みが必要です）
入出庫　24時間可能
料　金　２万500円／月額
　　　　自動二輪車　8500円／月額

なぎさ南駐車場
■時間貸し
入出庫　24時間可能
料　金　①８時～24時　１時間⇨200円（30分以内

は無料）１時間超⇨30分ごと100円
　　　　②24時～８時　１時間⇨100円（30分以内

は無料）１時間超⇨60分ごと100円
※打ち切り料金（６時間ごと）は最大500円。

区駐車場をご利用ください

　　　　③自動二輪車　12時間ごと⇨100円
■定期貸し（申し込みが必要です）
入出庫　24時間可能
料　金　１万8500円／月額
　　　　自動二輪車　3500円／月額

東大島駅駐車場
■時間貸し
入出庫　24時間可能
料　金　①８時～24時　１時間⇨200円（30分以内

は無料）１時間超⇨30分ごと100円
　　　　②24時～８時　１時間⇨100円（30分以内

は無料）１時間超⇨60分ごと100円
※打ち切り料金（12時間ごと）は最大1000円。
■定期貸し（申し込みが必要です）
入出庫　24時間可能
料　金　１万5500円／月額
◎駐車場を利用できる自動車の大きさが各駐車場で異
なります。
◎新川地下駐車場となぎさ南駐車場で使用できるお得
な回数券もあります。
　詳しくは、指定管理者にお問い合わせください。
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駐　輪　場　名 利用時間
当日利用 定期利用

自転車 原付※ 自動二輪 自転車 原付※

京成小岩駅

北

４時30分～翌４時30分

○ ○ ○ ○ ○
北２号１階、２階（露天) ○ － － ○ －
南、東 ○ － － ○ －
南２号 － － － ○ －

平井駅

北口

４時30分～翌１時30分

○ － － ○ －
南口 － － － ○ －
東 ○ ○ ○ － －
西 － － － － ○

ＪＲ小岩駅

西１号
４時30分～翌４時30分

○ － － ○ －
西２号 － － － ○ －
西３号 ○ ○ ○ ○ ○
東 ４時30分～翌１時30分 ○ － － ○ －

東大島駅 ４時30分～翌１時 ○ ○ ○ ○ ○

船堀駅

中央

４時30分～翌１時

－ － － ○ －
東１号、西１号 － － － ○ ○
東２号 ○ ○ － ○ ○
西２号 ○ ○ ○ ○ ○

一之江駅

西口
４時30分～翌１時

○ － － ○ －
東口 － － － ○ －

北口
１階

４時30分～翌４時30分
○ ○ ○ ○ ○

２階（露天） ○ － － ○ －

瑞江駅

北

４時30分～翌４時30分

○ － － ○ －
南２号 ○ － － － －
東１号１階、２階（露天） － － － ○ －
東４号 － － － ○ ○
東５号 ○ ○ ○ － －
南口 ４時30分～翌１時 ○ － － ○ －

篠崎駅
西口

４時30分～翌１時
○ － － ○ －

東
１階 － ○ ○ ○ ○
２階（露天） － － － ○ －

西葛西駅

南口

４時30分～翌１時

○ － － ○ －
北口 ○ － － ○ －
東 － － － ○ ○
東２号 ○ ○ ○ － －
西 ○ ○ ○ ○ ○

葛西駅
西口

４時30分～翌１時
○ － － ○ －

東口 ○ － － ○ －
東２号 ○ ○ ○ ○ ○

葛西臨海公園駅
東

４時30分～翌１時
○ ○ ○ ○ ○

西 ○ ○ ○ ○ ○

駐輪場料金

車　種 当日
利用

定期利用
１カ月 ３カ月

一般 学生 一般 学生

自転車 100円
（50円）

1880円
（940円）

1050円
（530円）

5130円
（2570円）

2830円
（1420円）

原動機付自転車
（50ccまで） 210円 3770円 3150円 1万270円 8380円

自動二輪 320円 － － － －
※	２階で露天の場合、および瑞江駅東５号駐輪場はカッコ内の金
額となります。

駐輪場連絡先
エリア 駐輪場名 電　話

京成小岩駅周辺 京成小岩駅北2号駐輪場 ☎5622-7265
平井駅周辺 平井駅北口駐輪場 ☎5247-4461
ＪＲ小岩駅周辺 小岩駅西1号駐輪場 ☎5693-0560
東大島駅周辺 東大島駅駐輪場 ☎3636-7623
船堀駅周辺 船堀駅中央駐輪場 ☎5675-2250	
一之江駅周辺 一之江駅西口駐輪場 ☎3674-5400
瑞江駅周辺 瑞江駅南口駐輪場 ☎3676-7738
篠崎駅周辺 篠崎駅西口駐輪場 ☎3677-4101
西葛西駅周辺 西葛西駅北口駐輪場 ☎3877-9051
葛西駅周辺 葛西駅東口駐輪場 ☎3804-2038	
葛西臨海公園駅周辺 葛西臨海公園駅東駐輪場 ☎5675-1810

利用時間・利用可能車種	 ※「原付」は原動機付自転車（50ccまで）を指します。
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撤去した場所 返還場所 電　話 所在地

京成小岩駅周辺撤去分 京成小岩集積所 ☎3673-4657 北小岩6-32-3

平井駅・東大島駅周辺撤去分 小松川集積所 ☎5628-1411 小松川1-7先

JR小岩駅周辺撤去分 小岩集積所 ☎3672-2333 南小岩6-16-1

船堀駅周辺撤去分 船堀集積所 ☎3877-4832 西葛西2-17先

一之江駅・瑞江駅周辺撤去分 一之江・瑞江集積所 ☎3653-2097 西瑞江4-11先

篠崎駅周辺撤去分 篠崎集積所 ☎3676-0209 篠崎町3-10

西葛西駅北口周辺撤去分 西葛西集積所
☎3688-5610

西葛西6-1

西葛西駅南口周辺撤去分 西葛西第二集積所 清新町1-5先

葛西駅周辺撤去分 葛西集積所 ☎3804-9091 東葛西6-19

葛西臨海公園駅周辺撤去分 臨海集積所 ☎5675-1830 臨海町6-3

自転車は駐輪場に 　　施設管理課駐輪対策係　☎5662-1997

■集積所
駅周辺の放置禁止区域内に放置された自転車は、集積所に保管しています。引き取りには、撤去手数料（自転
車3000円、原付3500円）・身分証明書（運転免許証・健康保険証など）・自転車の鍵が必要です。
盗難された自転車が撤去された場合でも、引き取りには撤去手数料がかかります（ただし、撤去または移送の
日時までに盗難届が警察署に受理されている場合を除く）。
※撤去の際に切断したチェーン代などは弁償しません。
※長期にわたり引き取りがない場合は、自転車を処分することがあります。
※返還時間は10時～20時（夜間撤去実施日は22時まで・12月29日～１月３日を除く）です。

施設管理課駐輪対策係　☎5662-1997
区では、放置自転車ゼロのまちの実現のため、総合
自転車対策を進めるとともに、快適な走行環境の実現
を目指しています。自転車は環境に優しく、健康増進
にも役立つ身近な乗り物です。
そのため、自転車を都市交通手段の一つとして、誰
もが安全・安心・快適に利用していただくため、「江戸
川区レンタサイクル（ｅサイクル）」を実施しています。
詳しくは、お問い合わせください。
利用対象　中学生以上の方
※26インチの自転車を使用するため、安全面などを
考慮して対象を設定しています。
受付時間　 ４時30分～翌日１時 

（平井駅・JR小岩駅は翌日１時30分まで）
貸出車種　普通車：定期利用・当日利用
　　　　　電動車：定期利用・当日利用
利用方法
　定期利用… 申し込みをした駅で、貸し出し・返却し

ます。
当日利用… 貸し出しをした駅にかかわらず、右記の

駐輪場であればどこでも返却できます。

江戸川区のレンタサイクル 利用料金
・普通車　 定期利用…  6280円／３カ月 

　　　　　  2100円／１カ月 
当日利用…    210円／１日(24時間内)

・電動車　 定期利用…1万3140円／３カ月 
　　　　　  4380円／１カ月 
当日利用…    340円／１日(24時間内)

必要なもの　氏名と、顔写真または現住所が確認でき
る公的機関などが発行した身分証明書（運転免許
証・健康保険証・マイナンバーカードなど）それ以
外の物は２点の組合せ（会社の身分証明書、税金の
支払通知書など）、本人に連絡可能な電話番号２種
類
申し込み・貸し出し・返却場所

場所
京成小岩駅 北２号駐輪場
平井駅 北口駐輪場
JR小岩駅 西１号駐輪場
東大島駅 東大島駅駐輪場
船堀駅 中央駐輪場
一之江駅 西口駐輪場
瑞江駅 南口駐輪場
篠崎駅 西口駐輪場
西葛西駅 南口駐輪場
葛西駅 西口駐輪場
葛西臨海公園駅 東駐輪場
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生　　活

区役所区民課・各事務所（➡P25）の庶務係	
突然の出費で生活費が、一時的に不足した方の生活
の安定を図るため、１世帯30万円以内（病気、入園・
入学支度、結婚、葬祭、区内転居、契約更新、災害に
限り50万円以内）の資金を年利1.5%でお貸しします
（連帯保証人が必要）。生活保護を受けている方、勤務
先から生活資金を借りられる方は対象となりません。
償還は貸付の翌月から毎月末26回（元金25回・利子
１回）になります。繰上償還も可能です。貸付の相談・
申し込みは、区役所区民課・各事務所（➡P25）の庶
務係へ。償還の相談は、地域振興課生活就労支援係（☎
5662-0516）へ。

社会福祉協議会　☎5662-5587
所得の少ない世帯や障害者、介護を要する高齢者の
いる世帯（収入基準があります）に、教育支援資金・
福祉資金（技能習得・生業・住宅・災害）などの使途
目的別の資金の貸し付けと相談支援を行い、その世帯
の生活の安定と経済的自立を目的とする制度です。利
子は教育支援資金および連帯保証人を立てた場合は無
利子、立てられない場合は年1.5％です。返済期間は
資金種類により異なります。
ほかにも、緊急かつ、一時的に生計の維持が困難に
なった場合（突然の医療費の出費、給与などの盗難な
ど）に緊急小口資金をお貸しします。限度額は10万
円以内の必要額です。相談は民生・児童委員または社
会福祉協議会へ。

社会福祉協議会　☎5662-5587
失業者など、日常生活全般に困難を抱えており、生
活の建て直しのために継続的な相談支援（就労支援、
家計指導など）や生活費および一時的な資金を必要と
し、貸し付けを行うことにより自立が見込まれる世帯
に資金をお貸しします。この資金を利用するには、詳
細な要件があります。
詳しくは、社会福祉協議会にご相談ください。

生活費が一時的に不足した方に
生活一時資金

所得の少ない世帯などに
生活福祉資金

離職や減収などでお困りの世帯に
総合支援資金

生活保護に至る前の段階からの支援を充実させるた
め仕事や住居・家族などで生活に不安を感じている方
はご相談ください。
■ 区民課（下記※の住所を除く）・小松川事務所管内
にお住まいの方
くらしごと相談室中央　☎5662-0085
中央1-3-17　江戸川区役所分庁舎（生活援護第一課内）
■小岩・東部・鹿骨事務所管内にお住まいの方
くらしごと相談室小岩　☎5876-7730
東小岩6-9-14　小岩区民館２階（生活援護第二課内）
■ 区民課の一部（下記※の住所）・葛西事務所管内に
お住まいの方
くらしごと相談室葛西　☎5659-6626
東葛西7-12-6（生活援護第三課内）
※東小松川３・４丁目、江戸川４丁目15～ 25番地、
西瑞江４丁目１・２・10～27番地、春江町４丁目、
一之江２～４、６～８丁目、松江４～７丁目

病気や失業などのため、生活に困り、ほかの方法な
どがないときは生活保護法による保護が受けられる場
合があります。ご心配の方はご相談ください。
■ 区民課（下記※の住所を除く）・小松川事務所管内
にお住まいの方
生活援護第一課相談係　☎5662-8169
中央1-3-17（江戸川区役所分庁舎内）
■小岩・東部・鹿骨事務所管内にお住まいの方
生活援護第二課相談係　☎3657-7855
東小岩6-9-14（小岩区民館２階）
■ 区民課の一部（下記※の住所）・葛西事務所管内に
お住まいの方
生活援護第三課相談係　☎5659-6610
東葛西7-12-6
※東小松川３・４丁目、江戸川４丁目15～ 25番地、
西瑞江４丁目１・２・10～27番地、春江町４丁目、
一之江２～４、６～８丁目、松江４～７丁目

生活援護第一課自立支援係中国残留邦人等
支援給付担当　☎5662-0796
　「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる中国残留
邦人等と、その特定配偶者の方で、世帯の収入が一定
の基準に満たない方への給付制度です。

暮らし、仕事、住居がないなどお困りの方は
生活困窮者自立支援

資産・収入が足りず生活にお困りの方は
生活保護

中国残留邦人等への生活支援給付
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福祉推進課庶務係　☎5662-0031
区では、国籍要件などにより国民年金に加入できな
かった在日外国人等に対し、給付金を支給しています。

法テラス東京　☎0570-078301
（IP電話からは）　☎050-3383-5300
〒160-0023　新宿区西新宿1-24-1
　　　　　　エステック情報ビル13階
月～金９時～17時（祝 休、年末年始を除く）
※法律相談は月～土に実施しています。事前に電話で
の予約（月～金に予約してください）が必要です。
収入などが一定額以下の方が対象です。詳しくは、
お問い合わせください。

江戸川保健所生活衛生課　☎3658-3177

■消防テレホンサービス
東京消防庁救急相談センター（24時間　年中無休）
☎＃7119（携帯電話・PHS・プッシュ回線）
☎	3212-2323（上記がつながらないとき）
受診などの判断・応急手当に関するアドバイスや医
療機関の案内を行っています。
※医療機関案内は各消防署・消防出張所でも行ってい
ます。
災害情報案内・消防相談　☎3212-2119

消防署・消防出張所（➡P130）
り災申告書（不動産・動産など）を火災調査時にお
渡ししますので、７日以内に提出してください。ま
た、り災証明書は焼け跡のごみなどの廃棄処理、保険
金の請求などの各種届け出などをするときに必要とな
るもので、管轄の消防署で発行します。

区役所区民課・各事務所（➡P25）の地域サービス係
火災・風水害・地震などの災害に遭われた方に災害
見舞金を世帯単位で差し上げます。見舞金は被害の程
度に応じて１万～２万円です。ほかに日本赤十字社、
共同募金会から見舞品などが支給されます。申し込み
は区役所区民課・各事務所（➡P25）へ。

■水道
　水道局お客さまセンター
  転居・契約変更  ☎5326-1100
  上記以外のこと  ☎5326-1101
■電気
　東京電力パワーグリッド
  停電・設備関係のこと  ☎0120-995-007
■都市ガス
東京ガスお客さまセンター  ☎0570-002211
（IP電話・海外からは）  ☎03-3344-9100
※東京ガスのサービス店（➡P130）

下記管理者へご連絡ください。また、私道にある防
犯灯は町会・自治会、商店街灯は商店会の管理者へ。
区道…保全課街路灯係  ☎5662-1935
都道…東京都第五建設事務所補修課道路維持担当
  ☎3692-4427
国道…国土交通省東京国道事務所  ☎3512-9090
　　　国道14号（京葉道路一之江橋以西）
  ⇨亀有出張所  ☎3600-5541
　　　国道357号 ⇨品川出張所　  ☎3799-6315

突き出し看板、建築用足場などで、やむを得ず道路
に出すときは、申請を行い、許可を受けることが必要
です。
また、車両の出入りのため、Ｌ形溝や歩道の切り下
げなどをしようとする場合は、道路管理者の承認を得
て、自らの費用で施工することになります。その場合
には、道路工事承認申請（自費工事）の届け出が必要
です。
区道…施設管理課占用係  ☎5662-1880
都道…東京都第五建設事務所管理課占用担当
  ☎3692-4364
国道…国道14号（京葉道路一之江橋以西）
  ⇨亀有出張所  ☎3600-5541
　　　国道357号 ⇨品川出張所  ☎3799-6315

区道…施設管理課施設係
　　　（幅員・道路台帳閲覧）  ☎5662-8367
　　　（境界）  ☎5662-8394
都道…東京都第五建設事務所管理課道路台帳担当
　　　（千葉街道を含む）  ☎3692-4353

国籍要件により、国民年金に加入できなかった方に
特別永住者等福祉給付金など

無料法律相談や弁護士費用などの立て替えは

食品の衛生についての相談・問い合わせは

救急の相談、医療機関・災害情報の案内は

火災に遭ったとき

災害に遭われた方に

落とし物の問い合わせは水道・電気・ガスの相談は

街路灯・照明灯の故障を見つけたら

道路の占用許可・道路工事承認申請は

道路の幅員・境界に関する問い合わせは
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国道…国道14号（京葉道路新中川以西）
　　　　⇨国土交通省亀有出張所  ☎3600-5541
　　　国道14号（京葉道路新中川以東）
　　　　⇨東日本高速道路㈱  ☎043-259-5221
　　　国道357号（湾岸線）
　　　　⇨国土交通省品川出張所  ☎3799-6315

区道…水とみどりの課
　　　　みどりサービス第一係　☎5662-5543
  （新大橋通り以北・新中川以西地域）
　　　　みどりサービス第二係　☎5662-1934
  （新大橋通り以南地域）
　　　　みどりサービス第三係　☎5662-0321
  （新中川以東地域）
都道…東京都第五建設事務所補修課街路樹担当
  ☎3692-4504
国道…国土交通省東京国道事務所  ☎3512-9090
　　　　国道14号（京葉道路一之江橋以西）
  ⇨亀有出張所  ☎3600-5541
  国道357号⇨品川出張所　  ☎3799-6315

街路樹についての相談は

上 下 水 道

東京都水道局お客さまセンター
　転居、契約変更	 ☎5326-1100　
　料金、漏水修繕、その他の用件	 ☎5326-1101　
受付時間　月～土（　 　を除く）
　　　　　８時30分～20時
■水道設備の新設・改造工事などに関することは
　東京水道㈱江戸川給水管工事事務所
　☎3653-4191
受付時間　  月～金（　 　を除く） 

８時30分～17時15分 
（12時～13時は除く）

■家庭内の水漏れなどの故障・水道器具交換の工事店
紹介は
東京都管工事工業協同組合・総合設備メンテナンス
センター
☎0120-850-195
☎03-3585-0195（携帯電話・PHSから）
※年中無休で、24時間受け付けています。

東京都水道局江戸川営業所　☎5661-5085
大地震などにより断水になったときは、次の場所で

水道に関する問い合わせは

祝休

祝休

水道局職員を装った訪問販売にご注意を災害時の応急給水は

給水を受けられます。

東京都下水道局東部第二下水道事務所
お客さまサービス課　☎5680-1354
宅地内の下水道（排水設備）の詰まりや悪臭などで
困ったときは、下水道局の協力店や東京都指定排水設
備工事事業者（以下、指定業者）へご相談ください。
協力店や指定事業者は東京都下水道局ホームページで
確認できます。
https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/
上記の下水道局東部第二下水道事務所でもご相談を
受け付けます。

西瑞江給水所 東瑞江1-26-2
葛西給水所 北葛西3-9
篠崎公園 上篠崎1-25
宇喜田中央公園 北葛西4-15
小岩公園 北小岩6-43
大島小松川公園 小松川1-7
葛西南高校 南葛西1-11-1

（仮称）一之江五丁目公園 一之江5-14
新小岩公園 葛飾区西新小岩1-1-3

排水設備の相談
排水なんでも相談所

区道…保全課保全サービス係  ☎5662-1945
都道… 東京都第五建設事務所補修課道路維持担当
  ☎3692-4427
国道…国土交通省東京国道事務所  ☎3512-9090
　　　　国道14号（京葉道路一之江橋以西）
  ⇨亀有出張所  ☎3600-5541
  国道357号⇨品川出張所　  ☎3799-6315

福祉推進課庶務係　☎5662-0031
毎年、８月１日現在で区内在住の原爆被爆者の方に
２万円の見舞金を支給します。

区役所区民課・各事務所（➡P25）の戸籍住民係
指定した葬祭業者が行う、祭壇などの料金をあらか
じめ決めている制度です。ご利用の場合は、区役所区
民課・各事務所の戸籍住民係で区民葬儀券を請求し、
区民葬儀取り扱い店でお申し込みください。

道路や橋の補修については

原爆被爆者の方へ
見舞金

パスポート（旅券）の手続きについては万一のときご利用ください
区民葬儀制度
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故障などの箇所を確認の上、ご連絡ください。
■宅地内の水まわり修繕は
トイレ・台所・お風呂の修理、下水の詰まり、水漏
れ修理、水道器具交換は東京都指定の上下水道工事店
の組合が運営する東京都管工事工業協同組合メンテナ
ンスセンター☎0120-850-195／ 03-3585-0195
（携帯電話・PHSから）へ。年中無休で、24時間受け
付けています。
■公道内の下水道管や「汚水ます」が詰まったときは
　東京都下水道局東部第二下水道事務所江戸川出張所
　☎5658-4481
■公道内の「雨水ます」が詰まったときは

東京都下水道局東部第二下水道事務所
お客さまサービス課　☎5680-1392
下水排除基準に適合しない排水を下水道に流すこと
はできません。基準値を超える排水が発生する工場・
事業場では、除害施設などの設置が必要です。法令で
指定された特定施設を設置する場合は、事前に届け出
が必要となります。詳しくは、お問い合わせいただく
か、東京都下水道局ホームページ（https://www.
gesui.metro.tokyo.lg.jp/）をご覧ください。

東京都水道局江戸川営業所　☎5661-5085
給水契約の名義人で、次の①～④のいずれかに該当
する方は、申請により、以下の料金が減免になります。
対象
①生活保護法による生活扶助・教育扶助・住宅扶助・
医療扶助・介護扶助を受給されている方
②児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給されてい
る方
③中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰
国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支
援に関する法律による生活支援給付・住宅支援給

下水道管や水洗トイレが故障したら

区道
保全課保全サービス係 ☎5662-1945
都道（千葉街道・船堀街道など）

東京都建設局
第五建設事務所

今井街道以南 南工区 ☎3680-8481
今井街道以北 北工区 ☎3654-8141

国道　国土交通省東京国道事務所
国道14号
（京葉道路一之江橋以西） 亀有出張所 ☎3600-5541

国道357号 品川出張所 ☎3799-6315

下水道に流してはいけない下水があります

水道・下水道料金の減免

付・医療支援給付・介護支援給付を受給されてい
る方
④老齢福祉年金（みどり色の手帳の国民年金証書）
を受給されている方（下水道料金のみ減免となり
ます）

減免内容
水　道⇨ 基本料金と10㎥（１月あたり）までの従

量料金の合計額
下水道⇨８㎥（１月あたり）までの料金
※そのほか、申請により料金の減免を受けることがで
きるのは、公衆浴場営業・社会福祉施設・用水型皮
革関連企業・めっき業などです。詳しくは、お問い
合わせください。

東京都下水道局東部第二下水道事務所
お客さまサービス課　☎5680-1354
排水設備を新設・増設・改築するときは、事前に

「排水設備計画届出書」を提出してください。

保全課事業調整係　☎5662-1930
私道排水設備の改築を行う場合に、工事費の一部を
助成します。助成条件など詳しくは、お問い合わせく
ださい。

トイレの水洗化を行う場合は、東京都下水道局東部
第二下水道事務所（☎5680-1354）に届け出をして
ください。

東京都下水道局東部第二下水道事務所
お客さまサービス課　☎5680-1354
東京都下水道局では、くみ取りトイレを水洗トイレ
に改造する場合に一定の条件で費用を助成しています。
申請は下水道局の各下水道事務所で受け付けていま
す。

私道・宅地内の排水設備計画届出書

私道排水設備の助成

水洗トイレで快適なくらしを

くみ取りトイレの改造に助成金制度

助成金が受けられる方 助成額 申請期限

▷生活保護を受けている方
▷	住民税が非課税で、生活に
困っていると認められる方

▷	中国残留邦人等支援給付を
受けている方

38万円以内 工事着工前に申請
してください

※浄化槽をご使用の方は、対象となりません。
※家屋の新築工事については、対象となりません。
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ごみ・リサイクル
ごみの減量のため、日頃からしっかりと分別し、 
限りある資源を大切にしましょう。

小松川清掃分室（小松川事務所・区民課管内）
平井1-8-8	 ☎3684-6060
小岩清掃事務所（小岩・東部・鹿骨事務所管内）
東小岩1-7-7	 ☎3673-2551
葛西清掃事務所（葛西事務所管内）
臨海町4-1-2	 ☎3687-3896
清掃課清掃事業係	 ☎5662-8434
清掃課ごみ減量係	 ☎5662-1689

ごみ・リサイクルの問い合わせや相談

ごみ減量と
リサイクルを推進！

「くるん」

「地球」をイメー
ジしてデザインさ
れました

①決められた曜日の当日の朝８時までに集積所に出し
てください。
②引越しや庭木の刈り込みなどで、大量に出るごみは
有料です（➡P110）。
③ ガスボンベ、揮発油（ガソリン、塗料など）、廃油、
火薬、バッテリー、ボタン電池、消火器、金庫、薬
品類、自動車、オートバイ、タイヤ、土、石、砂、
ブロックなどは、区では収集できません。購入店ま
たは専門業者に処分を依頼してください。
④お店や事務所などの事業系ごみ・資源の収集は有料
です（➡P110）。
■資源（週１回　回収）
資源となる容器包装プラスチック、ペットボトル、
びん、缶、新聞、雑誌・雑がみ、段ボール、紙パック
などを資源として回収し、リサイクルします。きちん
とリサイクルするために、ルールを守って出してくだ
さい。

資源とごみの出し方

容
器
包
装
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

プラマークは、食品や衣料品、日用品などの商品が入っている
プラスチック製の容器や袋についています。

◎出し方

▶	ごみ容器または透明・半
透明の中身の見える袋に
入れて出してください

◎	資源となる容器包装プラ
スチック

▶	　プラマークがあるもの
▶	洗って汚れ（中身）が取
れているもの

　※	洗った後は、水切りを
してください。

▶銀色の部分がないもの
　※	汚れが取れないものや
銀色の部分があるもの
は、リサイクルしにく
いので燃やすごみとし
て出してください。

　※	商標ラベルや値札シー
ルは付いたままでもか
まいません。

■資源となる容器包装プラスチック

食品などのトレイ
※	色物、柄物を含む。

ペットボトル
やインスタン
トコーヒーな
どのキャップ

シャンプー・洗剤など
のボトル容器
※	ペットボトルは緑色
の回収ネット袋へ。

発泡スチロールなどの
保護材
※	保護材はプラマーク
がないものもありま
すが、リサイクルで
きます。

ヨーグルト・プリン
などのカップ容器

レジ袋・外袋・
ペットボトルの
ラベルなど（き
れいなもの）

卵・イチゴなど
のパック容器
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ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

緑色の回収ネット袋

ペットマークの付いている
ジュース、お茶、スポーツ
ドリンク、酒、しょう油、
つゆ、みりんなどのペット
ボトル

◎出し方
▶	キャップ・ラベルを取って軽くすすぎ、つぶし
てから緑色の回収ネット袋に入れてください

▶	キャップ・ラベルは資源となる容器包装プラス
チックとして出してください

び
ん

黄色のコンテナ

ジュース、お酒、ワインな
どの飲料用びん
ジャム、調味料などの食料
用びん

◎出し方
▶	キャップを取って、軽くすすいでから黄色のコ
ンテナに入れてください

　※飲食用ガラスびんに限ります

缶

青色のコンテナ

ジュース、ビールなどの飲
料用缶
缶詰、クッキー、お茶、の
りなどの食料用缶

◎出し方
▶	軽くすすいでから青色のコンテナに入れてくだ
さい

　※飲食用アルミ缶・スチール缶に限ります

新
聞　

雑
誌
・
雑
が
み

段
ボ
ー
ル　

紙
パ
ッ
ク

新聞

段ボール 紙パック

雑誌・雑がみ

※	雑がみは雑誌に
はさむ（菓子箱
などはつぶす）。

◎出し方
▶	新聞（チラシを含む）、雑誌・雑がみ（カタログ・
本・ノート・包装紙・封筒・菓子箱など）、段ボー
ル、紙パックを種類別にひもで縛って出してく
ださい

▶	紙パックとは、500mℓ以上の牛乳などの紙パック
で内側が白色のものです。水ですすいで切り開き、
乾かして出してください。また、プラスチック製の
口が付いている場所は切り取って出してください
▶	発泡スチロールが付いている段ボールは燃やすご
みへ出してください

■ペットボトル、びん、缶、新聞、雑誌・雑がみ、段ボール、紙パック

◎出し方

▶	ごみ容器または透明・半透
明の中身の見えるごみ袋に
入れて出してください

▶	生ごみは、よく水を切って
ください

▶	カラスなどによるごみの散
乱防止のため、生ごみは外
側から見えないよう、紙な
どで包んで出してください

▶	焼き鳥の串などは、紙など
で包み、突き出ないように
してください

▶	食用油は、紙や布などにし
み込ませて、飛び散らない
ようにしてください

▶	紙おむつは、汚物を取り除
いてください

■燃やすごみ（週２回　収集）

生ごみ　貝殻
卵の殻
※	水切りをする。 紙くず

紙おむつ
※汚物を取り除く。

食用油
※	紙や布にしみ込ませる
か固める。

ゴム・皮革製品衣類・布類
※	リサイクル回収も行って	
います（➡P110）。

燃やすごみとなるプラスチック
※	プラマークがついていても汚
れが取れないものや銀色の部
分があるもの。

木の枝
※	30㎝程度の長さ
に切って束ねる。
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■粗大ごみ（家庭で使用したもの）※有料。
概
おおむ

ね一辺が30㎝以上のもの（家具、電化製品、自
転車、ふとん、ストーブなど）が粗大ごみです。収集
を依頼するか、自身で持ち込むかの２つの方法があり
ます。
なお、いずれの場合も、粗大ごみ受付センターへ事
前に申し込みが必要です。インターネットまたは電話
でお申し込みください（年末年始を除く）。
ホームページ　https://sodai.tokyokankyo.or.jp/
　　　　　　　24時間受け付け
粗大ごみ受付センター　☎5296-7000
受付時間　月～土８時～19時
収集を依頼した場合
　指定日の朝８時までに、玄関前または指定された場
所に粗大ごみ処理券を貼って出してください。
自身で持ち込む場合
　指定日の９時～15時30分に、粗大ごみ処理券を
貼って、申し込み時に指定された粗大ごみ持込施設
へ持ち込んでください（持ち込むことで料金が無料
になる粗大ごみは、処理券を貼る必要はありませ
ん）。
※自身で持ち込む場合は、収集を依頼した場合より料
金が割安になります。
北部粗大ごみ持込施設　篠崎町2-62-17
南部粗大ごみ持込施設　西葛西1-10-16
※申し込みをせずに直接、持込施設へ持ち込まないよ
うにしてください。

エアコン、テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）、
洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫は、家電リサイ
クル法対象商品ですので、販売店などに処分を依頼し
てください。処分するにはリサイクル料金および収集
運搬料金がかかります（料金は、品目・メーカーに
よって異なります）。処分の依頼先が不明なときは、
家電リサイクル受付センターに依頼してください。
家電リサイクル受付センター　☎5296-7200
受付時間　月～土８時～17時（年末年始を除く）
※家電リサイクル法対象商品については、自身で持ち
込むことができます（収集運搬料金がかかりませ
ん）。持ち込み先は、家電リサイクル券センター　
☎0120-319640までお問い合わせください。

■メーカーに依頼する場合
購入したパソコンメーカーにお申し込みください。
メーカーが不明なもの、自作パソコンは一般社団法
人パソコン3R推進協会（☎5282-7685）へお問い
合わせください。
ホームページ　http://www.pc3r.jp/
■協力会社に依頼する場合
小型家電リサイクル法認定事業者のリネットジャパ
ンが宅配便で回収します。
ホームページ　https://www.renet.jp

家電リサイクル法対象商品を処分するときは

パソコンを処分するときは

◎出し方

▶	ごみ容器または透明・半透明の中身の見えるごみ袋
に入れて出してください

▶	ガラス・刃物などの鋭利なものは、新聞紙などに包
んで「危険」と表示してください

▶	電球・蛍光灯は、紙のケースに入れて出してください
▶	スプレー缶などは、中身が残っていると火災の原因
となります。必ず中身を使い切って、ほかの燃やさ
ないごみとは別に、中身の見える袋に分けて出して
ください。穴をあける必要はありません

▶	ボタン電池などは、回収協力店に出してください。回
収協力店については、以下のホームページをご覧く
ださい

　《ボタン電池》一般社団法人電池工業会　ボタン電池	
回収推進センター
http://www.botankaishu.jp
☎0120-266-205

　《充電式電池》一般社団法人JBRC
http://	www.jbrc.com/
☎6403-5673

■燃やさないごみ（月２回　第１・３または第２・４の指定曜日に収集）

スプレー缶・ライター・
カセットボンベ
※�必ず中身を使い切っ
て、ほかのごみとは
別の袋に入れて出す。

30㎝未満の
小型家電

プラスチック部分が
はずせない金属製品

ガラス・陶磁器・刃物類
※	新聞紙などに包んで
「危険」と表示する。

電球・蛍光灯
※	紙のケースに
入れる。

水銀体温計
他のごみとは別に透明もしくは半透明
の袋に入れて「水銀体温計」と表示し
て出す。
※	区役所清掃課・清掃事務所へ持ち込
み可。

金属類・乾電池
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資源となる容器包装プラスチックの飛散やカラス被
害防止のために、集積所用ネットを貸し出していま
す。貸し出しには条件がありますので、管轄の清掃事
務所（➡P107）にお問い合わせください。

家庭から出るごみを集積所に出す際は、一度に45
ℓ袋３袋までです。引っ越し、植木の刈込みなどで臨
時的に大量にごみを出す場合は有料です。詳しくは清
掃事務所にご相談ください（45ℓ袋⇨１袋300円、
70ℓ袋⇨１袋500円）。

ご自身でごみ・資源を集積所に出すことが困難な次
の方に、ご自宅まで職員が収集に伺います。管轄の清
掃事務所（➡P107）にお問い合わせください。
▶65歳以上のひとり暮らし、または世帯全員が65歳
以上の世帯
▶身体障害者のみの世帯

清掃課ごみ減量係　☎5662-1689
家庭から出る古紙やアルミ缶などの資源は、地域の

集積所の飛散防止・カラス被害防止

大量に出るごみは有料です

ごみ出しでお困りの方へ

集団回収にご協力を

皆さんで行う集団回収（町会・自治会、子ども会、Ｐ
ＴＡなどが実施）に出しましょう。区では、回収量１
kgに対し６円の報奨金などを支給し、集団回収を積
極的に支援しています。
※集団回収の区の支援対象は、家庭から出る資源に限
ります。事業系の資源は対象となりません。

清掃課ごみ減量係　☎5662-1689
家庭で不用となった古着・古布のリサイクルを実施
しています。決められた日時と場所（区ホームページ
などに掲載）に、透明・半透明の中身の見える袋に入
れぬれないようにしてお持ちください。専用車で回収
します。また、常設回収（葛西清掃事務所、小松川清
掃分室）も実施していますのでご利用ください。回収
された古着・古布は、中古衣料や繊維原料などに生ま
れ変わります。

清掃課ごみ減量係　☎5662-1689
家庭で使わなくなった家具や家電などをごみにしな
いで、有効に再活用することを目的に運営していま
す。「譲ります」「譲ってください」の登録情報を区ホー
ムページなどで提供しています。

古着・古布リサイクル回収

リサイクルバンク

燃やすごみ・燃やさないごみ 資源

▶袋で出すときは、袋の大きさと同じ容量のごみ処理
券を貼ってください
▶容器で出すときは、ごみの量に応じたごみ処理券を
貼ってください
▶一斗缶は、１個につき10ℓのごみ処理券を貼ってく
ださい

▶新聞（A4判程度にたたむ）、雑誌・雑がみ、段ボー
ルは縛って、新聞、雑誌・雑がみは高さ10cm、
段ボールは２枚につき10ℓのごみ処理券を貼って
ください

▶容器包装プラスチック、ペットボトル、びん、缶は、
それぞれ分けて袋に入れ、袋の大きさと同じ容量
のごみ処理券を貼ってください

事業所のごみ・資源は、自己処理または許可を受けた廃棄物処理業者に委託してください。ただし、自己処理
または業者委託できない少量のごみ・資源は、家庭ごみの収集に支障がない範囲で区が収集を行っています。
次のルールを守って、ごみ・資源を出してください。
▶事業系有料ごみ処理券を適正に貼ってください。また、ごみ処理券には必ず、事業所の名称・屋号を記載して
ください。
▶家庭ごみと同じ分別をしてください（分別方法は➡P107～ 109）。正しく分別していないときは、ごみ処理
券が貼ってあっても収集できません。
▶事業所の粗大ごみは、区では収集しません。廃棄物処理業者に依頼してください。

■事業系有料ごみ処理券の貼付方法

事業系ごみ・資源を出すには
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