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自転車保険に加入しましょう
　たとえ万全の注意を払っていても、
いつどこで交通事故に巻き込まれる
かは分かりません。事故により多額
の費用を請求されるケースもあります。
　こうした予期できないトラブルに
備え、日頃から自転車の点検整備を
行いましょう。
ＴＳマーク取得費用の助成
　ＴＳマークとは、自転車安全整備
士が点検および整備した普通自転車
に貼付されるもので、このマークに
は別表１のとおり付帯保険が付いて
います。
◎	普通自転車の点検および整備は有
料となり、自転車の状態や整備店
により金額は異なります。
◎	助成は先着順で行い、予算がなく
なり次第終了となります。
対　象
　区内の自転車安全整備店（別表２）
でＴＳマークを取得した区内在住者
助成額
　1,000円
申請方法
　以下の①～④を受付場所に持参ま
たは逢に郵送する。
①	ＴＳマーク付帯保険加入書（控え）
のコピー
②	中央区ＴＳマーク取得費用助成金

交付申請書
③	中央区ＴＳマーク交付請求書兼口
座振替依頼書
④	口座情報を確認できるもの（通帳
のコピーなど）
◎	②・③は別表２の各店舗および各
受付場所で配布しています。
受付場所
・区役所５階交通課交通対策係
・	駐輪場管理室（築地市場駅地下、
浜町公園地下、月島駅地下、勝ど
き駅地下、人形町二丁目地下の５
カ所）
申請期限
　ＴＳマーク加入書に記載の点検整
備の日から１年間
逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　交通課交通対策係
　☎（６２７８）８１７１

　現行の定期利用期間は、令和５年
３月31日（金）で終了しますので、別
表３のとおり募集します。

◎詳しくはお問い合わせください。
逢交通課交通施設係
　☎（３５４６）５４４３

　友好都市である山形県東根市の小
学生と区内の小学生が交流し、友好
を深めるため、それぞれの地域を交
互に訪問する「中央区・東根市児童
交歓会」を行います。
　今年度は中央区の小学生が東根市
を訪問します。
期　間
　令和５年１月28日（土）・29（日）の
１泊２日
◎宿泊時は親子別室となります。
場　所
　山形県東根市
対　象
　次の①・②の要件を満たす方
①	区内在住の小学校３～５年生と保
護者（２人１組で参加できる方）
◎	次の場合は保護者１人につき児童
２人まで参加可能です。
・	どちらも小学校３～５年生の兄弟
姉妹が一緒に参加する場合
・	友達同士の児童を一方の保護者が
引率して参加する場合
②	令和５年８月５日（土）・６日（日）
に東根市の小学生を中央区に迎え
て行う児童交歓会（都内・区内見
学など）に参加できる方
内　容

・	１月28日（土）
　雪遊び体験、交流レクリエーショ
ンなど
・１月29日（日）
　焼き麩作り体験、ボウリング交流
会など
利用交通機関
　山形新幹線
定　員
　20組40人（申し込み多数の場合は
抽選）
費　用
　参加者１組20,000円（児童２人を保
護者１人が引率する場合は、28,000円）
◎	その他に保護者交流会費用として
費用がかかる場合があります。
申し込み方法
　11月21日（必着）までにはがきまた
は区立小学校で配布する申込書に①
住所②児童・保護者の氏名（ふりが
な）・性別③電話番号④児童の在学
校名・学年⑤保護者の「児童との関
係」を記入して、逢へ郵送または持
参して申し込む。
逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　地域振興課地域事業係
　☎（３５４６）５３３８

自転車は車の仲間です
　自転車は、原則として次の場合を
除き車道を走らなければなりません。
・	道路標識などにより、歩道を通行
することができるとされている場合
・	運転者が13歳未満の子どもや70歳
以上の高齢者、身体の不自由な方
である場合
・	車道または交通の状況からみて、
自転車の通行の安全を確保するた
めにやむを得ない場合
万一の事故に備えて
　東京都では令和２年４月から、自
転車利用中の対人賠償事故に備える
保険などへの加入が義務化されまし
た。万一の自転車事故に備え、保険
に加入しましょう。
「ながらスマホ」は大変危険です
　自転車運転中や歩行中の「ながら
スマホ」は、自分自身が思っている
以上に危険な行為です。スマートフ
ォンや携帯電話を使うときは、周囲
を確認しながら立ち止まり、通行の
妨げにならない安全な場所で操作し
ましょう。
歩行者天国は自転車通行禁止
　区内では銀座通り（中央通り）で歩
行者天国が実施されています。歩行

者天国は、歩行者道路として人と車
を分離し、安心して楽しい散策やシ
ョッピングができるよう設けられて
いるものです。
　自転車は、降車し押して通行して
ください。
逢交通課交通対策係
　☎（６２７８）８１７１

築地川第二・第三駐車場の
定期利用者募集

東根市小学生との交流参加者募集

自転車を安全に利用しましょうTSマーク取得費用の助成

別表３
駐車場名 築地川第二駐車場 築地川第三駐車場
所在地 築地7－5－15（築地本願寺裏） 明石町1－32（築地川公園北隣り）
利用期間 令和5年4月1日（土）～令和7年3月31日（月）

募集台数 区民割り当て	 	 44台	
事業所など割り当て		 10台

区民割り当て	 	 25台	
事業所など割り当て	 6台

駐車できる車 普通自動車・小型自動車・軽自動車（二輪車を除く）で全長5m以下・幅2m以下

申し込み資格
京橋地域の区民または事業所などの代表者	
◎申し込みは1世帯（1事業所など）当たり1台とします。	
◎築地川第二、築地川第三駐車場の両方を申し込むことはできません。

使用料 月額40,000円
定期駐車利用�
申込書配布�
期間および
場所

11月15日（火）～12月9日（金）
区役所5階交通課交通施設係（土・日曜日・祝日を除く、午前9時～午後5時）
築地川第二、築地川第三駐車場管理室（全日、午前8時～午後9時）

受付期間�
および場所

11月21日（月）～12月9日（金）	
午前9時～午後5時（土・日曜日・祝日を除く）	
区役所5階交通課交通施設係
◎各駐車場への持参および郵送では受け付けません。

提出書類

［区民・事業所など共通］�
・定期駐車利用申込書、自動車検査証の写し	
［区民の方］�
・運転免許証など住所が確認できる書類の写し	
［事業所など］�
・	事業所などの所在地、代表者を確認できる書類（発行から3カ月以内の
もの）	
（例）法人登記簿謄本の写しなど

低公害車�
使用料�
減額制度

［内容］
低公害車車両は駐車料金が月6,000円（電気自動車、燃料電池自動車は月
10,000円）割引きとなります。
［対象車両］
1.天然ガス車、電気自動車、燃料電池車
2.	低排出ガス車、低排出ハイブリット車のうち①②ともに該当する自動車
　①	平成17年度以降基準排出ガス75％低減レベル車（検査証｢型式｣欄が、
D、H、R、6の	いずれかで始まる車両	）

　②平成22年度以降燃費基準以上達成自動車

その他

・	申し込みできる車両は、原則申込者の所有または使用の車両（車検証に
記載あるもの）に限ります。

・申し込み多数の場合は、公開抽選となります。
・駐車場の利用は申し込みをした車両のみに限定します。
・	入庫・出庫は定期券（パスカード）により24時間可能です。パスカード
紛失などの場合は、有償での再発行になります。

・	定期駐車使用料は、前月末までに駐車場管理室で現金（初回は区役所）に
よる支払いとなります。使用料の延滞がある場合は、利用承認が取り消
しとなります。

・未納駐車場使用料がある場合は、申し込みができません。

別表１
種　別 補償内容（赤色TSマーク）

傷害補償

死亡・重度	
後遺障害	
（1～4級）

一律　100万円

入院加療15日	
以上の傷害 一律　10万円

賠償責任�
補償

死亡・重度	
後遺障害	
（1～7級）

限度額	
	1億円

被害者�
見舞金

入院加療15日	
以上の傷害 	一律　10万円

別表２	 令和4年9月末現在
店舗名 所在地 電話番号

関口車販（株） 京橋2－17－11 （3564）0088
東洋物産輪業 銀座1－21－17 （3538）7618
（有）竹田輪業 築地2－11－2 （3541）6354
曽根輪業 築地6－16－5 （3541）9228
（株）小林商会 新川2－6－1 （3551）9980
（資）杉山モータース 日本橋室町4－1－8 （3241）2079
サイクルショップ　ルナ 月島1－20－10 （3536）5323
自転車や　りんりん中央店 月島3－11－4 （3520）8981
小川サイクル 月島3－13－7	 （3531）0507

①�自転車は車道が原則、歩道は
例外

②車道は左側を通行
③�歩道は歩行者優先で車道寄り
を徐行

④安全ルールを守る
・	飲酒運転・２人乗り・並進の
禁止

・夜間はライトを点灯
・	交差点での信号遵守と一時停
止、安全確認　

⑤子どもはヘルメットを着用
　ルール・マナーを守っていて
も、事故に遭う可能性がありま
す。重傷事故を防ぐために、大
人も子どももヘルメットを着用
しましょう。

自転車安全利用五則


