
今号8面に掲載しています
「私の好きな すみだ」写真募集
［申込み］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　＊応
募に関する注意事項等は、問い合わせるか、
区ホームページを参照

戦没者等の遺族の方へ
慰霊巡拝

　厚生労働省による旧主要戦域などへの慰霊巡
拝の参加を受け付けています。

［実施予定時期］6月～平成32年（2020年）2月［派
遣地域］アッツ島、モンゴル国、イルクーツク州、
ハバロフスク地方、沿海地方、中国東北地方、ソ
ロモン諸島、東部ニューギニア（ニューギニア島
東部）、インド、マリアナ諸島、フィリピン、硫黄
島［問合せ］ ▼都福祉保健局生活福祉部計画課援
護恩給担当☎5320－4076　 ▼ 厚生課厚生係
☎5608－1163　＊参加要件・申込方法等の詳
細は、都福祉保健局のホームページを参照

策定しました
墨田区自殺対策計画

　区では、「生きるための包括的な支援」として自
殺対策を地域全体で推進するため、「墨田区自殺
対策計画＂未来へつなぐ こころといのちのサポー
トプラン＂」を策定しました。詳細は、区ホームペー
ジをご覧ください。

［問合せ］保健予防課精神保健係☎5608－6506

策定しました
墨田区がん対策推進計画

　区では、がん対策を総合的かつ計画的に推進す
るため、新たに「墨田区がん対策推進計画」（平成
31年度～36年（2024年）度）を策定しました。こ
の計画では、「がん患者を含めた区民が、がんを知
り、がんの克服をめざす」ことを全体目標として
います。今後この計画に基づいて、がんの予防や
早期発見から、地域のがん医療の充実、患者とそ
の家族の療養生活の支援に至るまで、総合的なが
ん対策に取り組んでいきます。本計画の詳細は、
区ホームページをご覧ください。

［ 問合 せ ］保健計画課健康推進担当☎5608－
8514

導入します
胃内視鏡検査

　平成31年度から、胃がん検診の検査方法とし
て、これまでのバリウムによる胃部エックス線検
査に加え、胃内視鏡（胃カメラ）検査を導入します。

［実施期間］ ▼前期＝5月1日（祝）～7月31日（水）　

▼後期＝12月1日（日）～32年（2020年）2月29
日（土）［ところ］区内実施医療機関［対象］区内在
住で、32年（2020年）3月31日現在50歳以上の
方［定員］ ▼ 前期＝先着800人　 ▼ 後期＝先着
700人［受診間隔］2年度に1回　＊31年度は、30
年度に区の胃部エックス線検査を受診した方も
受診可［費用］1500円　＊生活保護受給者等は無
料［申込み］ ▼前期＝事前に電話で、すみだ けん
しんダイヤル☎6667－1127へ　＊前期の受け
付けは7月5日まで、後期の受け付けは11月1日
～　＊胃部エックス線検査と同時の申込みは不
可　＊区ホームページから電子申請も可［問合せ］
保健計画課健康推進担当☎5608－8514

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＂を実践していただこうと、平成30年10月
14日～11月17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、女性の1日の平均歩数が成人（20歳
～64歳）の1日の目標歩数（男性9000歩、女性
8500歩）に足りていないことが分かりました。
今後、この結果に基づき区民の皆さんの日常歩数
の向上のために、様々な取組を行っていきます。

［参加者数］1211人［1日の歩数の平均（成人）］
9281歩　＊男性1万133歩、女性8418歩［問合
せ ］保健計画課健康推進担当☎5608－8514　
＊結果の詳細は区ホームページを参照

身近なスポーツの場としてご利用ください
区内小中学校体育施設の開放

［対象］区内在住在勤在学の中学生以上　＊スポー
ツ安全保険等への加入が必要　＊中学生は保護
者または20歳以上の方の同伴が必要［費用］無料　
＊用品代等の自己負担が必要な場合あり［申込み］

利用期間中、直接会場へ　＊ソフトテニスの団体
利用は、利用希望日が属する月の前月の第2水曜
日午後7時に会場で申込みが必要［問合せ］スポー
ツ振興課スポーツ振興担当☎5608－6312

策定しました
墨田区男女共同参画推進プ
ラン（第5次）

　区では、地域の中で互いが差別なく多様性と人
権を尊重し、すべての人がともに活躍する男女共
同参画社会を築くことをめざして、「墨田区男女
共同参画推進 プ ラ ン（2019（ 平成31）年度 ～
2023（平成35）年度）」を策定しました。

［閲覧場所］人権同和・男女共同参画課（区役所14
階）、すみだ女性センター（押上2－12－7－111）、
区民情報コーナー（区役所1階）、各図書館　＊土・
日曜日、祝日、休日は、すみだ女性センター、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］人権同和・男女共同参画課男女共
同参画担当☎5608－6512

改定しました
墨田区都市計画マスタープ
ラン

　区では、まちづくりの新たな課題や社会経済状
況の変化等に対応するため、「墨田区都市計画マ
スタープラン」を改定しました。詳細
は、区ホームページをご覧ください。

［問合せ］都市計画課都市計画・開発
調整担当☎5608－6265

ご覧になれます
地価公示価格

　地価公示価格は、毎年1月1日現在における標
準地の正常な価格のことで、一般の土地取引価格
の指標となるとともに、公共事業用地取得価格等
の算定基準となっています。この度、国土交通省
から平成31年の地価公示価格が公表されました。
区内における標準地の地価公示価格は、次の場所
で閲覧できます。なお、全国版図書は5月初旬か
ら閲覧できます。

［閲覧場所］都市計画課（区役所9階）、各出張所・
図書館［問合せ］都市計画課まちづくり支援担当
☎5608－1204

コード

毎月5日は
すみだ環境の日
4月のエコしぐさ
育てよう
　　身近に増やす
　　　　　　　花・緑

 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
4月1日の点検項目
日ごろから
　　家庭で職場で　
　　　　　　　防災会議

種目 会場（学校）名 利用期間 利用区分
卓球 曳舟小学校（京島1－28－2） ▼ 4月9日～12月10日　 ▼ 平成32年（2020

年）1月7日～3月3日　の毎週火曜日
個人

バレーボール
（9人制・ ソフ
トバレー）

錦糸中学校（石原4－33－14） ▼4月10日～7月10日　 ▼9月4日～12月11
日　 ▼平成32年（2020年）1月8日～3月4日　
の毎週水曜日

軽運動 墨田中学校（向島4－25－22） ▼4月10日～12月11日　 ▼平成32年（2020
年）1月8日～3月4日　の毎週水曜日バドミントン 竪川中学校（亀沢4－11－15）、

吾嬬第二中学校（八広4－4－4）、
吾嬬立花中学校（ 立花4－30－
18）
旧向島中学校（東向島4－18－9） ▼4月10日～12月25日　 ▼平成32年（2020

年）1月8日～3月25日　の毎週水曜日
バ ス ケ ッ ト
ボール

寺島中学校（八広1－17－15） ▼4月10日～12月11日　 ▼平成32年（2020
年）1月8日～3月4日　の毎週水曜日

硬式テニス
ソフトテニス ▼ 4月7日～7月7日　 ▼ 9月1日～12月8日　

▼平成32年（2020年）1月5日～3月1日　の
日曜日　＊4月14日・21日・28日、6月9日
を除く
4月4日～10月31日の毎週木・金曜日 団体

利用時間は、 ▼火曜日～金曜日＝午後7時～9時　 ▼日曜日＝午後1時～4時　です。学校行事等で利用できない場合があります。

広告 バッテリー交換 iPhone、Android、タブレット修理 スマホ修理工房錦糸町丸井5Ｆ ☎03－6659－9023 見積
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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
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助成を受けるには、着工前の申請が必要です。詳
細は、お問い合わせください。

［問合せ］環境保全課環境管理担当☎5608－6207

ご存知ですか
学生納付特例制度と産前産
後期間の保険料免除制度

■学生納付特例制度
　20歳以上の方は、学生であっても国民年金に
加入しなければなりませんが、所得が少ない学生
には、保険料の納付が猶予される「学生納付特例
制度」があります。過去2年分まで遡って申請で
きますので、詳細は、お問い合わせください。
■産前産後期間の国民年金保険料免除制度
　国民年金第1号被保険者が出産する際、出産予
定月または出産月の前月から4か月間の国民年金
保険料が免除されます。なお、免除期間は保険料
を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に
反映されます。

［免除制度の対象］国民年金第1号被保険者で出産
日が平成31年2月1日以降の方　＊妊娠85日（4
か月）以上で死産・流産した方を含む［免除期間］
出産予定月または出産月の前月から4か月間　＊多
胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か
月前から6か月間［申請方法］母子健康手帳と年金
手帳を持って直接、次のいずれかの申請先へ［申
請先］ ▼墨田年金事務所（立川3－8－12）☎3631
－3111　 ▼国保年金課国民年金係（区役所2階）
☎5608－6130

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
［問合せ］ 国保年金課国民年金係☎5608－6130

保険料額の通知書等をお送りします
後期高齢者医療制度

■保険料額の通知書等の送付
公的年金からの特別徴収の方
　4月から特別徴収が始まる方と、すでに特別徴
収されていて、6月から保険料額が変わる方に、4
月・6月・8月に公的年金から特別徴収する保険
料額について「特別徴収（仮徴収）開始通知書」を
お送りします。ただし、4月・6月・8月の保険料
額が2月の保険料額と同額の場合は通知書をお送
りしません。なお、10月以降の保険料額は、平成
30年中の所得等を基に再計算し、7月にお知らせ
する予定です。
普通徴収（納付書・口座振替で納付）の方
　「暫定保険料額決定通知書」と4月分～6月分の
納付書（口座振替の方には通知書のみ）を今月中
旬にお送りします。4月分～6月分の保険料額は、
29年中の所得等を基に計算した金額です。なお、
7月以降の保険料額は、30年中の所得等を基に再
計算し、7月にお知らせする予定です。
■特別徴収から口座振替への変更
　保険料の支払は、公的年金からの特別徴収が原
則ですが、申出書と口座振替依頼書を提出してい
ただくことで、口座振替に変更できます。
■保険料の軽減特例について
　所得が一定基準以下の方等に対する保険料の
軽減特例が見直されました。これまで、9割軽減
だった方は、31年度から8割軽減になります。ま
た、会社の健康保険など（国保・国保組合は除く）
の被扶養者だった方については、保険料の均等割
額の5割軽減を受けられる期間が加入してから2
年間になります（29年4月30日以前に後期高齢
者医療制度の対象となった被保険者については、
31年3月31日で軽減期間が終了）。詳細は、7月
に送付する案内をご覧ください。なお、保険料の
軽減を受けるには所得の申告が必要です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
［問合せ］国保年金課長寿医療（後期高齢者医療）
保険料担当☎5608－8100

ご活用ください
地球温暖化防止設備導入助成制度

　区では、地球温暖化防止に効果的な太陽光発電
システムや、ペアガラスなどの省エネ設備を区内
の建物に導入する際に、助成金を交付しています。

70歳になる誕生月の初日から申し込むことができます
東京都シルバーパス

［利用できる交通機関］都営交通（日暮里・舎人ラ
イナーを含む）、都内民営バス［対象］都内に住民
登録がある70歳以上の方［有効期間］発行日～平
成31年（2019年）9月30日［申込み］随時、必要書

類を直接、最寄りのバス営業所・都営地下鉄定期
券発売所等の発行窓口へ［問合せ］ ▼東京バス協
会シルバーパス専用電話☎5308－6950　 ▼高
齢者福祉課支援係☎5608－6168

助成対象設備 助成率 助成限度額
太陽光発電システム 1kwあたり5万円または工事費

用の50％のいずれか少ない額
25万円　＊分譲集合住宅は50万円

太陽熱利用システム 工事費用の10％ 10万円 　＊分譲集合住宅は25万円
遮熱塗装 20万円 　＊分譲集合住宅は50万円
建築物断熱改修 40万円 　＊分譲集合住宅は100万円
燃料電池発電給湯器（エネファーム） 5万円
家庭用蓄電システム 10万円
事業用小規模燃焼機器・空調機器・
照明機器

各20万円

住宅 エ ネ ル ギ ー 管理 シ ス テ ム
（HEMS）

工事費用の20％ 2万円

直管型LED照明器具 工事費用の50％ 5万円　＊分譲集合住宅は20万円
工事費用は、設備およびその設置（施工）に係る経費等を合計した税抜金額です。
見積りは、複数の事業者に依頼することをお勧めします。また、契約を急がせる事業者には、十分ご注意ください。
 建物を新築する場合は、「太陽光発電システム」「太陽熱利用システム」「燃料電池発電給湯器（エネファーム）」「家庭用蓄電システム」

「住宅エネルギー管理システム（HEMS）」のみ対象となります。
 原則、10万円以上の工事が対象です。ただし、「住宅エネルギー管理システム（HEMS）」は5万円以上、「直管型LED照明器具」は
1万円以上の工事が対象です。

対象区分／費用
必要書類

必ず必要なもの 対象区分ごとに必要なもの
31年度住民税が課税の方
／1万255円

本人確認 が で き
るもの（健康保険
証、運転免許証、
顔写真付 の 住民
基本台帳カード、
マイナンバーカー
ド、生活保護受給
証明書等）

－

31年度住民税が非課税の
方／1000円

次のいずれかの書類 ▼31年度介護保険料納入（決定）通知書
（所得段階区分欄に「1」～「6」のいずれかが記載されているか、
合計所得金額欄が125万円以下となっているもの）　 ▼31年
度住民税非課税証明書　 ▼31年度住民税課税証明書（合計所
得金額欄が125万円以下となっているもの）　 ▼生活保護受
給証明書（31年4月以降に発行された「生活扶助」の記載があ
るもの）

31年度住民税が課税の方
のうち、30年の合計所得額
が 125 万 円 以 下 の 方 ／
1000円　＊経過措置

 「31年度介護保険料納入（決定）通知書」は再発行できません。紛失等により、お手元にない方は「31年度住民税課税・非課税証
明書」（手数料 ▼窓口での交付＝300円　 ▼マイナンバーカードを利用したコンビニ交付＝200円）が必要となります。
 「介護保険納入（決定）通知書」「住民税課税・非課税証明書」は、住民税等の賦課決定が行われるまでの期間（4月～6月頃）は30年
度の書類を代用できます。
 住民税課税の方で、10月～3月に申し込む方は2万510円ですが、4月～9月に申し込む方は有効期間が短いため、半額の1万255
円です。

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

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　知 ＝すみだのそこが知りたい　特 ＝特集　ス ＝スキスミニュース
レ ＝レッツスポーツ in すみだ　葛 ＝葛飾ふとめ・ぎょろめのスキスミダ！

放映日 午前9時 正午 午後4時 午後8時
4月1日（月）～
6日（土）

特 充実した放課後
を＂地域がささえる
子どもたちの居場
所づくり＂（再放送）

特 子育てを応援する
すみだの児童館＂キラ
むこオープン＂（再放送）

特 充実した放課後
を＂地域がささえる
子どもたちの居場
所づくり＂（再放送）

特 子育てを応援する
すみだの児童館＂キラ
むこオープン＂（再放送）

4月7日（日）～
13日（土）

特 若者たちが発信
するすみだの魅力

ス 2月～3月の「SUKI 
SUMI」投稿について
紹介
レ 外手サッカークラブ

特 若者たちが発信
するすみだの魅力

ス 2月～3月の「SUKI 
SUMI」投稿について
紹介
レ 外手サッカークラブ

4月14日（日）～
20日（土）

ス 2月～3月の「SUKI SUMI」投稿について紹介
レ 外手サッカークラブ

4月21日（日）～
27日（土）

知すみだでの新生活！

4月28日（日）～
5月4日（休）

知 すみだでの新生
活！

特 若者たちが発信す
るすみだの魅力

知 すみだでの新生
活！

特 若者たちが発信す
るすみだの魅力

＊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）J: COM東京すみだ・台東☎0120－999－000へ

広告 「畳を通して長～いお付き合い」　気軽にお電話下さい。HPでも・・・。あなたの町の（有）たたみ工房さいとう 緑四　☎03－3631－9591

3墨田区のお知らせ2019年（平成31年）4月1日

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス




