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三年ぶりの
箱崎夏祭り

第6８号

2022年御本社二の宮神輿渡御

2019年箱崎の神輿を宮入して以来、新型コロナウイル

スの為中止になっていたお祭りですが、今年は御本社二

の宮神輿をトラックに乗せ各部会を御車渡御した後、

色々な方々のご尽力により新川～お宮まで各町10名程度

の担ぎ手で担いで渡御する事になり、とても楽しみにし

ていました。しかし新型コロナウイルス第7波の感染拡

大でお祭り直前の7月末に担いでの渡御が中止、各部会

を巡幸する御車渡御のみと変更になりました。担いでの

渡御中止は大変残念でしたが、3年間何も出来なかった

お祭りが出来るのは嬉しく思い、楽しみにしていました。

例年二の宮神輿を渡御する際は前日の夜、本殿から二

の宮神輿に御霊を遷す遷霊の儀が行われます。今年も御

車渡御ですが例年通り8月13日の19時より遷霊の儀が行

われる予定でしたが、夕方から台風8号が関東直撃の為

遷霊の儀は翌朝に延期、3年ぶりで行われる予定だった

箱崎盆踊りも中止になりお祭りとは思えないとても寂し

い前日を過ごすこととなりました。

翌14日の朝、台風は無事過ぎ去り雨も止んでおり、箱

崎の総代6名で富岡八幡宮に向かい遷霊の儀・発輿祭・

二の宮神輿御車渡御お見送りに参列し、箱崎に戻り水天

宮ピット前で金色に輝く立派な二の宮神輿を無事お迎え

することが出来ました。

箱崎各町町会長はじめ町会の皆様、睦会の皆様には

色々とお手伝いご協力頂き、二の宮神輿を盛大にお迎え

することが出来たことにとても感謝しております。有難

う御座いました。

今回は予期せぬ出来事が色々と重なりましたが、どん

なかたちであってもお祭りが出来ることはとても嬉しく

楽しいものです。久しぶりにお祭り一色の良い一日を過

ごすことが出来ました。

来年は待ちに待った本祭りです。今のところ新型コロ

ナウイルスが終息するとは思えません。その様な中、→

夏祭りとフリマのお知らせ

暑い日々が続き疲れも溜まってくる今日この頃ですが、

皆様、お元気にお過ごしになられていることと思います。

今年の夏祭りは、子供神輿渡御や子供フェスティバル、

盆踊りを予定しておりましたが、新型コロナ感染者数の

増加、ならびに台風の接近ということで、すべて中止に

なってしまい大変残念でした。来年は本祭りでもありま

すので、盛大に実施できることを願うばかりです。

さて、次の箱崎町内のイベントは、11月13日（日）に

箱崎公園でチャリティフリーマーケットを実施する予定

です。これから区報や回覧板などで出店申込や開催時間

などの告知を行いますので、皆様、奮ってご参加くださ

い。

まだまだ暑い日々が続きそうですが、くれぐれも健康

に気を付け元気にお過ごしください。

箱崎睦会 会長 竹内 大

どのような本祭りが出来るかはまだ分かりませんが、皆

様がお祭りは楽しかった、良かったと思えるお祭りが出

来る事を願っております。

最後に総代会本部で今回の二の宮渡御の実行委員を務

められた大木幹事総代お疲れ様でした。

箱崎町神輿総代 渡邊健一
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箱崎北新堀町会の皆さん

本殿の台座に
利用された山車

参道の敷石
天井には雲の絵

稲荷社の心柱

酒樽を使った手水
高尾稲荷社・遷宮の儀

神輿の担ぎ棒は、実際には、数回

しか使われなかったそうですが、担

いだ人の汗や沿道の人たちが掛けた

水がたっぷりしみ込んでいるような

気がして、この街の人たちの心の拠

り処となるようにと、稲荷社の心柱

としました。

以前の稲荷社には手水がなく、今

回は是非という声に応えて、酒樽を

使って作りました。おふざけが過ぎ

ると思われるかもしれませんが、江

戸時代、この辺りの河岸では、酒や

醤油などを荷揚げしていた歴史を、

子供たちが知るきっかけになればと

考えました。

その他、参道の敷石は前々回の稲

荷社の参道のものを復活させました

し、覆屋正面の棟板や雲板は以前の

稲荷社のものを大切に残しました。

このように、こうした街の“記憶の

かけら”を大切に使い、埋め込んで

いきました。

今回、高尾稲荷社と彫り込まれた

小さな花崗岩と、通称“謎石”と呼

ばれていた緑色の石を使うことがで

きませんでした。理由はコストと材

料の健全性です。花崗岩は細かなひ

び割れが多数あり、補修をせずには

使えませんでした。墓石を購入した

ことがある方はご存知かと思います

が、あの程度の大きさの石でも加工

にあたっては数十万円かかります。

“謎石”は、蛇紋岩か三波石でした。

保管の際に、バリバリと割れてきて

しまい、原形をとどめることができ

ませんでした。蛇紋岩はアスベスト

を含んでいることもあり、やむなく

廃棄せざるを得ませんでした。花崗

岩はいつか何かに使おうと、倉庫に

大切に保管してあります。 ↗

令和4年

高尾稲荷社例大祭/遷宮祭

都会のビルの一角に思わず目を引

く大きな赤い鳥居の高尾稲荷社、い

かにも都会らしい景観です。倉庫に

眠っていた山車を台座に社殿を置き、

二階部分は吹抜けで天井を空と見立

て雲が描かれています。コロナ禍で

静寂な町に、時折皆様の願いをかけ

た鈴の音が響いてきます。

高尾稲荷社の建設工事開始前の令

和2年9月に例大祭／御神体御開帳・

仮殿連座祭が行われ、近隣の角地に

小綺麗な仮社が作られ、令和3年10

月には NHKテレビの「歴史探偵／

吉原」で紹介され、高尾稲荷社の存

在が広く知られるようになり、参拝

される方も増えました。

工事開始から1年7ヶ月新社殿が完

成し、令和4年5月14日例大祭／遷宮

祭が行われました。祭礼当日は小雨

が降る中、町会員を中心に諸準備に

取り掛かり、仮社の遷宮祭を行い、

社殿の移設を経て例大祭大祓式が執

り行われる頃には雨も上がり、地

元・近隣町会員及びご招待の方々が

ご参拝をされました。新型コロナウ

イルスの感染が長引く中で、催し物

は縮小させていただき、生ビールと

お弁当を楽しんでいただきました。

新社殿建設に向けて、多大なご協

力頂きました宝田紙工業所様、荷物

の移動・当日の準備をして頂いた役

員・青年部・婦人部・工事関係者の

皆様ご協力ありがとうございました。

江戸時代から続く貴重な史跡、今後

ホームページの作成を計画するなど

知名度アップを図り、更に多くの皆

様の信仰を集め、地域の求心力・親

睦を深めるシンボルとして大切に

護っていきたいと思っておりますの

で、皆様のご理解とご協力をよろし

くお願いいたします。

箱崎北新堀町会

副会長 中 謙太郎

高尾稲荷社に埋め込んだ

街の記憶と人々の思い

高尾稲荷社が約50年振りに建て直

されました。正確には、本殿を守る

「覆屋」の建て替えです。

江戸初期、隅田川の三又あたりで、

逆さ吊りにされ、斬り落とされた高

尾太夫の首が永代橋のたもとに流れ

着き、哀れに思った街の人たちが引

き上げて、稲荷社を建て、手厚く葬

りました。以来、この稲荷社を大切

に守ってきた街の人たちは、とても

優しく、そして“粋”です。

稲荷社を建て直すにあたって、街

の“記憶のかけら”を埋め込んでい

くことで、箱崎の人たちの心意気の

ようなものを表現したいと思いまし

た。とは言っても、まずは何を差し

おいても、ご神体の高尾太夫に喜ん

でもらわなければなりません。建て

直す前の稲荷社は、うす暗く、少し

ばかりくたびれていました。高尾太

夫が幽閉されているような気がして

可哀想だったので、新しいお社は明

るい箱崎の空が見えるようにしたい

と考えました。だから、屋根は透明

なアクリル板で葺きました。軒天井

には、明るく可愛らしい雲の絵を

アーチストの池田葉月さんに描いて

もらいました。

町会の倉庫に長らく眠っていたも

のがありました。一つは山車。もう

一つは神輿の担ぎ棒。この街の人た

ちにとって祭りはとても大切なイベ

ント、このまま眠らせているのは

もったいないので、何かに使いたい

と思いました。

山車は、傷んだところを修繕して、

高尾稲荷社、箱崎北新堀町会の文字

を彫り直してもらい、全体を綺麗に

塗り直してもらい本殿の台座としま

した。
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箱崎北新堀町会
大塚町会長

岩田副町会長 内田副町会長

箱崎ニ･三丁目町会
宮田町会長 永富副町会長

箱崎町箱四町会
会田副町会長 村松町会長

新町会長挨拶

この度箱崎二・三丁目町会の町会

長に就任致しました宮田二郎です。

未だ新型コロナウイルスは感染の衰

えをみせず、現在では東京の一日の

新規感染者が一万人を超える勢いで

拡大しています。

この三年間、町会行事はほとんど

行われず、町会の皆様とも顔を合わ

せる機会がなくなり、本当に残念で

す。コロナ感染が完全な終息を迎え

るのは、そう簡単なものでないかも

知れません。そういった中でも町会

活動は新しい段階へと進んでいかな

ければならないと思っています。い

きなり以前のようには戻れないので、

出来ることからやる、そして立ち止

まって道を探し、また前進する。も

どかしい思いもありますが、すべて

を諦めるのではなく、結果中止に

なったとしてもトライしてみる。そ

のように思っています。

私自身まだ経験も浅く、行き届か

ない点も多くありますので、皆様の

お知恵を拝借しながら新しい町会活

動を行なっていきたいと思っていま

す。

箱崎二・三丁目町会

町会長 宮田二郎

※箱崎町箱四町会

会田 潔さん

箱崎新聞の編集長として、地域紙

の発行で永く活躍。

また、箱崎のホームページは立上

げから現在まで、彼一人の力で行わ

れています。おかげさまで箱崎町は、

中央区で最もデジタル化の進んでい

る町会となっています。

記録広報関係の中心として、さら

なる活躍が期待されます。大木 実、

皆川慎介の両副町会長とは有馬小学

校の同級生トリオです。

※箱崎北新堀町会

岩田東将さん

昭和42年生まれ 55歳

株式会社い和多の二代目として活躍

される中、富岡八幡宮神輿総代連合

会・幹事総代も務め、伝統ある富岡

八幡宮神輿の振興に励んでおります。

本人抱負

町会業務に関しては、まだまだ何も

分かりませんが諸先輩方のご指導を

いただきながら先人が築いた歴史あ

る箱崎北新堀町会を守っていきたい

と思います。

内田哲夫さん

昭和34年生まれ 62歳

株式会社お茶のうちだの四代目の主

人として箱崎町で営業しながら、町

会の仕事を一生懸命手際よくやって

くださり大変助かっております。

本人抱負

まだまだ未熟で副町会長の器ではあ

りませんが、これからの箱崎北新堀

町会の発展に尽くしたいと思います。

※箱崎二・三丁目町会

この度、箱崎二・三丁目町会では

新たに三名の方が副町会長になられ

ました。露木直人さん、高橋淳一さ

ん、永富啓三郎さんの三名です。就

任にあたって次のような意気込みを

語ってくれています。

露木直人さん

新町会長をサポートし箱崎二・三丁

目町会の為に頑張りたいと思います

ので、町会の皆様もご協力お願い致

します。

高橋淳一さん

今回副町会長に任命された高橋淳一

です。様々な町会行事が今年は予定

通り行われるとの事ですが、感染対

策に留意しつつ、皆さまの為にお役

に立ちたいと思っています。よろし

くお願い致します。

永富啓三郎 さん

この度、箱崎二・三丁目町会の副町

会長に任命されました永富啓三郎と

申します。今後ともご指導ご鞭撻の

程 何卒よろしくお願い致します。

皆さん大変力強い抱負を語ってく

れました。新たな力を得て、役員一

同町会運営にあたってまいりますの

で、よろしくお願い致します。

新副町会長の紹介

この稲荷社は、箱崎の宝であるば

かりでなく、江戸の宝です。この稲

荷社建替えをきっかけに、もっと箱

崎を元気にしていこうと、若い人た

ちが集まって、何やら話し合ってい

るようです。その第一弾として、高

尾稲荷社を紹介するホームページを

準備しているそうです。お楽しみに。

最後に、仮社建設、本殿覆屋新築、

遷宮までの全てを、一緒に頭を悩ま

してつくってくれた渡邊健一さんと

大工さんたちに心から感謝いたしま

す。

箱崎北新堀町会 宮坂 達

（だるま建築設計事務所 兼

宝田紙工業所）
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柵で囲まれて利用できないスロープ

訓練の様子（水天宮ピット前にて）

リラックスして準備運動 いざ、勝負の時 表彰式を終えて

モチベーションを下げない事を大切

にしていました。心ある近隣の方々

には騒音、交通規制などでご迷惑を

お掛けしているにもかかわらず、快

く訓練をさせて頂き感謝しています。

有難うございました。

訓練での放水が本格化してきて本

当にありがたかったのが、町会の

方々による交通整理です。持ち回り

で毎回路上に立って交通整理をして

いただいたので、安心して放水訓練

が出来ました。支援の呼びかけをし

てくださった村松町会長をはじめ、

出動してくださった方々、中には何

度も出ていただいた方もいて、改め

てお礼申し上げます、有難うござい

ました。また少人数分団が故の準備

や片付け時の人員不足は毎度のこと

ですが、消防署の応援もありました。

このように様々な支援を頂き、優勝

を目指しての訓練は充実して行きま

した。

大会当日、空き時間に準備運動を

している選手の姿は生き生きして、

楽しそうでした。出場順は7個分団

中7番目。目の前で他分団の操法を

見ながら出番を待ちます。他分団の

印象はタイム的には負けない気がし

ましたが、規律、節度に関してはど

の分団も独特な思いが滲んで甲乙付

け難い気がしました。あとは普段通

りの操法をやるだけと思いました。

三分団の操法が始まると今までシ

ンとしていた応援席からたくさんの

応援の声がして、雰囲気が変わった

のを感じました。選手のお子さんた

ちの可愛い声。高知から応援に来て

くれたHさん、尾久のMさん他三分団

の応援のために来てくれた方々、有

難うございました。終わってみれば

かなり良い成績での優勝でした。選

手の中には軽い肉離れをした選手も

いたり、決して不安がなかったわけ

ではありませんでしたが、まず普段

通りの、訓練通りの操法が出来たの

ではないかと思います。

日本橋消防団第三分団

操法大会優勝

6月19日（日）、日本橋消防団ポ

ンプ操法審査会が浜町グラウンドで

行われ、箱崎町、蛎殻町の一部、小

網町を担当する第三分団が優勝致し

ました。コロナのせいで3年ぶりの

審査会です。今年は開催できるのか

心配でしたが、第7波の来る前でも

あり無事に開催されました。

この2年間はきちんとした訓練が

出来ず、訓練が始まった3月末では

身体を動かす事、怪我をしない事に

重点を置く形でした。新しい団員が

加わったことで選手の世代交代が可

能な事を踏まえ、訓練をしながら出

場選手を決める風で、4月には自然

に選手候補が決まり訓練も本格的に

なっていきました。

そして、指揮者 大谷部長、1番

員（筒先）新井団員、2番員（伝

令）村山班長、3番員（トビ口）山

崎団員、4番員（ポンプ操作）泊団

員、補助者 西浦団員と決定。指揮

者と2番員は操法経験者ですが、残

りのメンバーは新人です。指揮者の

女性、大谷部長のリーダーシップの

下、熱心に訓練を続けて週3回の訓

練日以外にも自主練をしていました。

訓練場所は日曜の朝が水天宮ピッ

ト前の路上、火・木の夜が箱崎町3

番先の路上、岩田さんの会社の前の

路上です。雨天時は高速下の空き地

を使い、とにかく訓練を休まない、

スロープどうなった？

2021年9月号の箱崎新聞で、隅田

川テラスのスロープ設置工事をお知

らせしました。

車いすやベビーカーでも気軽にテ

ラスへ降りられるように、勾配を緩

くしたスロープが設置されるとのこ

とでした。完成予定は今年2月と聞

いていたのですが、8月になっても

スロープは柵で囲まれたままです。

10月下旬まで照明設備の取付工事

が予定されているとのことで、ス

ロープが開放されるのは11月を予定

しているそうです。

利用が可能になるまで、もう少し

お待ち下さい。

箱崎新聞編集部

消防団の操法大会は全国的には私

たちのやっている操法とは違う小型

ポンプ操法やポンプ車操法です。

我々の可搬ポンプ操法は都会のニー

ズに適した操法であって、地方や山

間の消防団と比べて火災出場回数が

圧倒的に少ない、都会の消防団員に

は絶対に欠かせない訓練です。これ

からも三分団は有事に備えるために

訓練を重ねます。よろしくお願い致

します。

日本橋消防団第三分団

分団長 小笠原宣夫
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ご本殿の前で
記念撮影

神輿庫の前で
遷霊の儀

境内の全ての
照明が消された

真っ暗な参道を
進む神職

やがて御霊は
ご本殿へ

～～～ 区議便り ～～～
皆さまのご意見をお聞かせください

〇隅田川大橋下の金網修理について

近隣の方より「隅田川大橋下、駐輪場横の金網が壊れていて危なく感じ

る」旨のご意見を頂いております。

区役所を通じて第一建設事務所に報告・相談したところ、今後、危険な

箇所に養生を行い、部品納品後（9月末以降）、修理される予定です。

〇箱崎交番横の横断歩道補修について

道路工事等の影響で、箱崎交番横の横断歩道が剝がれ、危険な状態であ

る

とご連絡を頂きました。工事後の修復作業が十分でなかったため、接着

が甘く剝がれていたとのことでした。行政の担当部局に連絡したところ、

修繕作業が行われました。

〇皆さまのご意見をお聞かせください

上記のような日頃の生活での危険な場所、ご不便をお感じのこと等、

日々、区政に関する様々なご意見をお聞かせ頂いています。

今後、区行政では、来年度の予算編成が始まります。また、区議会は9月

2日～9月13日まで各種委員会、その後、第三回定例会が開会予定です。

皆さまの声を一つでも多く行政に届け、改善を図りたいと考えておりま

す。

ぜひとも、率直なご意見、ご要望、ご不満などをお聞かせください。

＜連絡先＞TEL/FAX:03-3666-6651 Mail:info@kamiya-toshihiro.com

隅田川大橋下の

共用自転車置き場の件

箱崎町箱四町会環境部では、隅田

川大橋下の共用の自転車置き場の整

理を行っています。近隣のマンショ

ンには自転車置き場を設けていない

マンションもあり、隅田川大橋が出

来たときに近隣の方々が自然発生的

に置き始めました。結果、共用の自

転車置き場として使用されていると

伺っています。

この土地は東京都の持ち物で、こ

れを中央区が借り受け、更に日常管

理する事を条件に箱四町会に使用が

許可されています。基本的には公共

の場所のため誰でも使用することが

可能ですが、地理的条件から近隣マ

ンションの方々の使用が中心になっ

ています。

ところが、引っ越しをされた方が

そのまま置いていったり、通勤で使

用した後に放置する等の自転車が少

しずつ増えて、毎年12月の整理の時

期には30台前後の自転車が持ち主不

明で処分対象となっています。

昨年12月にも整理を行いましたが、

約40台が整理対象になりました。こ

の自転車置き場は無料で使用出来ま

すが、先にも記したように日常管理

を行うことが前提になっています。

今後も大きな整理は箱四町会で行

いますが、日常の自転車の置き方は

使用する皆さんにもご協力頂きたい

事があります。具体的には、

・道路にはみ出さない

・駐輪する際には他の方の自転車も

丁寧に扱う

・他人の自転車に寄りかかる事の無

いようスタンドを立てロックする

なお、不要となった自転車があれ

ば、当面は箱四町会にて無料で処分

します。その場合は処分希望などの

張り紙を貼ってください。

もし道路にはみ出した自転車が自

動車と接触するなどの事故があると、

この自転車置き場は使用出来なくな

るかも知れません。共用の使用場所

を乱れなく、気持ち良く使い続ける

ためにも皆様のご理解・ご協力をお

願いします。

箱崎町箱四町会 環境部 関口恭一

二の宮神輿遷霊の儀

二の宮神輿を見送った後、箱崎の

総代たちに誘われて神輿遷霊の儀を

見に行くことになりました。遷霊の

儀は、氏子の各町を渡御した二の宮

神輿から富岡八幡宮本殿へ御霊に

戻っていただく神事のことです。

午後7時過ぎの境内は多くの屋台

があり、浴衣を着た参拝客も居て賑

やかです。

やがて神事が始まりました。神輿

庫の前に集まった神職により神様を

お迎えします。御霊は白い布で覆わ

れており、一般人はその姿を見るこ

とは出来ません。

さらに、屋台も含めて境内の照明

が全て消され、真っ暗な参道を本殿

へ向かってゆっくり進んでいきます。

このような厳かな時間を過ごせるの

も、お祭りならではと感じました。

二の宮神輿渡御の他、本祭りの鳳

輦渡御の時にも遷霊の儀は行われる

そうです。機会があれば、ぜひ日本

の伝統儀式に触れてみて下さい。

箱崎睦会 副会長 会田 潔
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ラジオ体操で
健康な毎日を！

岡本さん親子で
いち、に、さん、よん！

有馬小学校協賛10町会の皆さん

今年度後半の主な行事予定

9月下旬 秋の交通安全運動

10月16日 中央区

子供フェスティバル

11月 6日 総合防災訓練

11月13日 チャリティ

フリーマーケット

11月20日 箱四町会バスハイク

12月中旬 X'masツリー点灯式

12月 4日 子供餅つき大会

12月 各町会忘年会

12月下旬 箱崎睦会旗付け

1月上旬 箱崎新聞発行

3月 5日 三の部子供スケート教室

3月 箱崎三町会防災訓練

（変更になる場合があります）

今年も泳いだ鯉のぼり

子供の日を祝う鯉のぼりが、今年

もゴールデンウィークの期間を中心

に箱崎公園の青空の下で沢山泳いで

いました。

手作り鯉のぼりイベントは残念な

がら今年も中止と致しましたが、大

型・小型の鯉のぼりは相変わらず元

気に泳いでいました。大型の鯉のぼ

りは、埼玉県加須市の株式会社松本

さんから寄贈していただいた物です。

箱崎公園を挟んだビルの手摺りに

ロープを張り、鯉のぼりを括り付け

るのですが、毎年毎年困ったことが

起きます。風の強い日があり、元気

が良すぎる鯉のぼりが絡まってしま

うことです。一度絡まってしまうと、

鯉のぼりはゴールデンウィーク終了

までそのまんまです。

鯉のぼりが絡みつかないような、

何か良い解決法がありましたら、ぜ

ひお知らせ下さい。綺麗な状態で泳

がせてあげたいと思っています。

箱崎イベント部

ラジオ体操

夏期大会3年ぶりに開催

コロナ禍のため、2年間中止に

なっていた有馬ラジオ体操会主催の

夏期大会が3年ぶりに開催されまし

た。令和4年7月21日から8月20日ま

での1か月間、区立有馬小学校の校

庭に、近隣の子供たちや保護者、お

年寄りまでたくさんの人が集まって、

朝6時30分からラジオ放送に合わせ

て体を動かしました。

ラジオ放送開始前にワンポイント

レクチャーが行われたり、日によっ

て子供たちにジュースやボールペン

等の賞品が配られる等、単調になら

ないための工夫が凝らされています。

また、大会の途中からは、6時30分

のラジオ放送開始5分前にみんなの

体操も行うようになりました。

私の小学校1年生の息子も生まれ

て初めてラジオ体操に参加しました。

放っておくといつまでも寝ている息

子も、ラジオ体操のために連日朝6

時に起床するので、夏休み中は早寝

早起きを実践できました。付き添い

のために参加している私にとっては、

小学校時代以来何十年ぶりかでラジ

オ体操をして会社の出勤前に良い運

動となっています。小学校時代には

何ともなかった体操でも、運動不足

が積み重なった中年の体には意外と

きつく感じます。腕を回せば肩がゴ

キゴキと音を立て、体も思うように

曲がりません。

ラジオ体操は、単に体を動かすだ

けでなく、地域の交流の場にもなっ

ています。体操の前後で参加者同士

で楽しそうに話している様子がよく

見られました。息子も小学校のお友

達に会って一緒に体操したり、一緒

に帰ったりと、ラジオ体操を満喫し

ていました。

夏休みのラジオ体操は、有馬ラジ

オ体操会の皆様、それから、子供た

ちの出席カードへの押印や賞品配布

を行ってくださる近隣の10町会の皆

様の支えによって成り立っています。

本当にありがとうございました。

箱崎北新堀町会 岡本 理

東京ゼロエミポイント

この夏は猛暑に見舞われましたが、

一方で節電も要請されていました。

一般家庭で行える対策として省エネ

ルギー性能が高い家電製品を使うこ

とが考えられます。東京都が実施す

る事業で「東京ゼロエミポイント」

をご存じですか？ 古くて電力消費

の多いエアコン、冷蔵庫、給湯器、

照明器具（電球、蛍光灯）を省エネ

性能の高い製品に買い換えた時に、

その省エネ性に応じて商品券がもら

える事業です。

対象となる製品と購入時期には条

件があり、2019年10月1日以降の購

入が対象です（一部のエアコンと

LED照明器具については2022年7月1

日以降の購入が対象）。また都内に

居住する個人が、都内の住居に買い

換えで設置することが条件です。

冷蔵庫を買い換えた場合、その容

量によって金額は変わり、11,000円

から21,000円分の商品券をもらうこ

とができます。我が家では蛍光灯照

明をLEDタイプの照明に切り替えて、

3,000円分の商品券をもらいました。

対象となる製品の型番や、申請に

必要となる書類は「東京ゼロエミポ

イント」のウェブサイトを参照して

いただくか、販売店に問い合わせて

下さい。申請には住居を証明する書

類（運転免許証、健康保険証など）、

領収書、製品保証書などの写しが必

要です。

東京ゼロエミポイント

https://www.zero-emi-points.jp/

ナビダイヤル 0570-005-083


