
中小企業や商店への新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策は今号2面右下に掲載していますに掲載しています
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新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルスの感染が拡大しています。感染に十分注意の上、正しい情報を収集して行動しましょう。

　　　　　  [問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191
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 重症化しやすい人
✓ 高齢者
✓   糖尿病、心不全、呼吸器疾患 (慢性閉塞性肺疾患等)
　 の基礎疾患のある方や透析を受けている方
✓ 免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
✓ 妊娠中の方
    ＊ 妊娠が重症化と関連する根拠は得られていませんが、念のため重症化しやすい方と同様に感染に注意してください。

　　　　　　　　　  　　　 正確な情報を入手するまどわされない・だまされない

集団感染を防ぐ
私たちに今求められているのは、感染拡大を最小限に抑えることです。それには、小規模な患者

の集団（クラスター）が次の集団を生み出すことを防止しなければなりません。
換気が悪く、人が密に接する空間で過ごすような集会は避けましょう。
イベント等の開催場所が屋内の場合、十分な換気を行いましょう。

コード

根拠のない情報を信用してパ
ニックを起こさないよう、国や都、
区が随時更新する情報など、日
頃から正確な情報を収集しま
しょう。

国内では、新型コロナウイルス
感染症関連情報を悪用した犯罪
も発生しています。情報を見極
め、冷静に対応しましょう。

新型コロナウイルス感染症に関連する消費生活の最新情報・相談

区ホームページを参照(「墨田区 コロナ」で検索するか、右のコー
ドを読み取ることでも接続可)

新型コロナウイルス感染症に関する最新情報

コード

 [最新情報] 独立行政法人国民生活センターのホームページを参
照(右のコードを読み取ることでも接続可)

[電話相談] すみだ消費者センター☎5608－1773へ　＊月曜日～
土曜日の午前9時～午後4時半(祝日を除く)

　　　　　  　　　　　日常生活で気を付けるうつらない・うつさない
帰宅時や調理の前後、食事の前など、こまめに石けんで手を洗いましょう。アルコール消毒液も効果的です。
咳やくしゃみをする場合は、手ではなく、ハンカチや洋服の袖等で押さえるなど、咳エチケットを守りましょう。
免疫が落ちている方や持病がある方、高齢者は、できるだけ人混みを避けましょう。
通院している方などは、薬を多めに処方してもらうなど、外出を最小限にする工夫をしましょう。
かぜの症状がある時は、学校や会社などを休み、毎日体温を計測して記録しましょう。
閉鎖された空間や近距離での大人数の会話等には注意しましょう。

 新型コロナウイルス感染症とは

▼飛
ひ ま つ
沫感染　 感染者のくしゃみ、咳

せき
等と一緒にウイルスが放出され、ほかの人がそのウイルスを

口や鼻から吸い込んで感染します。

▼接触感染　感染者がくしゃみや咳を押さえた手で、周りの物に触れるとウイルスが付きます。
ほかの人がそれに手で触れ、そのまま口や鼻に触ることで粘膜から感染します。

感　 染

感染後、約5日(最長14日)程度で発病潜伏期間
発熱やのどの痛み、長引く咳、強いだるさ(倦

けんたいかん
怠感)等

＊初期は、かぜの症状と変わらず、1週間後から呼吸が苦しくなるなど重症化(肺炎)する事例や、 
反対に症状が出ないまま、ウイルスを一定期間持ち続ける事例もあります。

主な症状

　人に感染する「コロナウイル
ス」は複数あり、現在感染が拡
大しているのは、「新型コロナウ
イルス(COVID-19)」です。

【画像提供】
国立感染症研究所

微熱があるので、
お休みします。

大事な会議があるから
本当は行きたいけど…

トラブル相談事
例も掲載されて
います。

✓ かぜの症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている
✓ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
　 高齢者や基礎疾患がある方は、上記の症状が2日程度続く場合

　墨田区帰国者・接触者電話相談センター (月曜日～金曜日の午前9時～午後5時)

☎5608－1443 ＊祝日を除く ＊このほかの相談先は今号2面左下を参照 

 　　　　　　　　　　　　　　　                 ▼該当する症状がある方の受診相談はこちらへ
墨田区新型コロナウイルス感染症に
関する電話相談窓口
(月曜日～金曜日の午前9時～午後5時)

　　  ☎0570－666－329
＊祝日を除く
＊このほかの相談先は今号2面左下を参照

▼一般的な相談はこちらへ

▼世界の感染者の
症状の割合

   (2月20日現在)

注 
ナビダイヤル

咳エチケット

重症
 約14％

軽症
 約80％

重篤
約6％

続く場合

該当する症状がある方の受診相談はこちらへ受け付け開始

3月23日
午前9時
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◆2面以降の主な内容
2・3面 ･･･ 「法律(登記等)相談」「年

金・労務相談」の休止
4・5面 ･･･講座・教室・催し・募集
6面 ･･････ 墨田区フォトコンテスト・
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新たに就任しました
選挙管理委員

　選挙管理委員の欠員に伴
い、岩井義治氏が2月27日
付けで就任しました。
　なお、前任の坂下 修氏は
退職しました。
[問合せ]選挙管理委員会事
務局☎5608－6320 岩井義治氏

ご協力をお願いします
屋外公衆喫煙所の整備

　区が設置している屋外公衆喫煙所を、下記のと
おり整備します。工事期間中は、ほかの喫煙所の
混雑が予想されますので、喫煙を控える等のご協
力をお願いします。
■両国駅西口喫煙所(横網1－3先)
[整備内容]喫煙所を現在の位置から10ｍ程度北へ
移設し、壁を設置 [移設予定時期]3月下旬　＊移
設までは現在の喫煙所を利用可
■錦糸町駅南口喫煙所(江東橋3－13先)
[整備内容]現在の壁を高くする等の改修工事を
実施 [工事期間]3月23日(月)～31日(火)　＊工
事期間中は利用不可、4月1日(水)から利用可
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ 問合せ ]地域活動推進課地域活動推進担当
☎5608－3661

開始します
都のマンション条例に基づ
く届出制度

　都は、分譲マンションの管理不全の防止や管理
組合の機能強化を図るため「東京におけるマン
ションの適正な管理の促進に関する条例」を施行
しています。これに基づき、4月1日から分譲マン
ションの管理状況等に関する届出制度が開始さ
れます。対象となるマンションは、昭和58年12
月31日以前に新築された、区分所有者が2人以上
のマンションのうち、6戸以上の居住用独立部分
があるものです。
　また、区においても「分譲マンションの適正管
理に関する条例」に基づき、既に一定規模以上の
分譲マンションに届出書の提出をお願いしてい
ます。都の条例に基づく届出等と共に、引き続き、
ご協力をお願いします。
　なお、都と区の各条例の対象となる分譲マン
ションには、制度の概要や届出書の提出方法等に
ついて、順次、郵送等でご案内します。
[問合せ]住宅課計画担当☎5608－6215

区の世帯と人口（3月1日現在）

世帯 15万3705（＋ 62）
人口 27万4887（＋ 35）
男 13万6054（＋ 35） ＊住民基本台帳による

女 13万8833（±   0） ＊（　）内は前月比

ワンストップ相談窓口を開設します
すみだ空き家相談処

　「すみだ空き家相談処」は、様々な分野の専門
家と連携し、法律や建築、お金など、空き家に関
する様々な問題や悩みに的確な助言や支援を行
う、ワンストップ相談窓口です。空き家に関する
悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
[利用開始日]4月1日 [相談先]すみだ空き家相談
処(京島2－15－5・墨田まちづくり公社京島事
務所内)☎3617－2262・℻  3616－8916・
kyoujima@sumida-machi.or.jp　＊受け付

けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日
を除く)　＊ファクスまたはEメールの場合は相
談内容・住所・氏名・連絡先を記入 [問合せ]安
全支援課空き家対策係☎5608－6520

ご協力をお願いします
東京2020大会期間中の交
通混雑緩和

　東京2020大会期間中は、世界中・日本中から
延べ1000万人以上の方が東京を訪れ、競技前後
の時間帯には鉄道や道路の混雑が予想されます。
大会期間中の交通混雑に備え、今から計画的な準
備をお願いします。
　また、大会期間中は、大会関係車両専用レーン
や会場周辺の進入禁止エリア設置等の交通対策、
首都高速道路の料金施策(夜間割引・料金上乗
せ)が実施されます。詳細は2020TDM推進プロ
ジェクトのホームページをご覧ください。
[混雑が予想される期間]7月20日(月)～8月10
日(祝)、8月25日(火)～9月6日(日)[混雑緩和
の対策] ▼生活用品の買い置き　 ▼大会期間を外
した宅配(早めのお中元等)　 ▼時差出勤・テレ
ワーク　 ▼計画的な休暇の取得　 ▼混雑するルー
ト・時間の回避 [問合せ] ▼混雑緩和の対策につ
いて＝都オリンピック・パラリンピック準備局
輸送課☎5320－7732　 ▼大会期間中の交通対
策について＝東京2020組織委員会☎0570－
09－2020　 ▼首都高速道路の料金施策につい
て＝東京都都市整備局街路計画課☎5388－
3390　 ▼オリンピック・パラリンピック準備室
☎5608－1445

申告期限を延長します
特別区民税・都民税

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点
から、令和2年度特別区民税・都民税の申告期限
を4月16日(木)まで延長します。令和2年1月1
日現在、区内在住で、昨年中に事業・不動産・公
的年金・配当等の所得があり、所得税の確定申告
をしない方等は、問合せ先で、期限までに申告し
てください。
[問合せ]税務課課税係(区役所2階)☎5608－
6135

中小企業や商店を経営している方へ
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策
■新型コロナウイルス感染症緊急対策資金
　同感染症の影響で業績が悪化している区内の中小企業や商店を対象に、
融資に係る利子等を補助します。詳細は区ホームページをご覧ください。
[問合せ]経営支援課経営支援担当☎5608－6183

■新型コロナウイルス感染症に関する中小企業や商店の特別相談窓口
　同感染症に関する経営相談(予約制)も受け付けています。
[問合せ]すみだビジネスサポートセンター☎5608－6360(月曜日～金曜
日の午前9時～午後5時)

■新型コロナウイルス感染症による区内中小企業等への影響調査
影響調査を実施しますので、ご協力をお願いします。
[問合せ]経営支援課経営支援担当☎5608－6184

新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口
　区では「墨田区新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口」「墨
田区帰国者・接触者電話相談センター」(本紙1面に記載)を設置して
いますが、下記相談窓口も併せてご利用ください。
《一般相談》 感染予防に関することや心配な症状が出た時の対応など

▼都「新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口」
☎0570－550－571(午前9時～午後9時、土・日曜日、祝日を含む)

▼厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口」
　☎0120－565－653(午前9時～午後9時、土・日曜日、祝日を含む)

《受診相談》 発熱や呼吸器症状などがある方

▼「都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター」
☎5320－4592(午後5時～翌日午前9時、土・日曜日、祝日は終日)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191

すみだで生活する上での耳より情報
が満載です
「SUMI SUMI」(すみだ・す
みこなしマガジン)第3弾

　すみだの魅力やすみだを住み〝こなす〞ための
取組を紹介する冊子「SUMI SUMI」の最新号を
発行しました。この冊子を通じて、あなたにぴっ
たりの〝すみだの新しいライフスタイル〞を見つ
けてみませんか。ぜひ、ご覧ください。
[配布場所]各図書館・出張所ほか　
＊詳細は問合せ先へ　＊右のコード
を読み取ることでも閲覧可 [問合せ]
広報広聴担当☎5608－6220 コード

ご注意ください
「法律(登記等)相談」「年金・
労務相談」の休止

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点
から、すみだ区民相談室(区役所1階)で行ってい
る相談を一部休止します。
[休止する相談・休止期間] ▼司法書士による「法
律(登記等)相談」＝当面の間　＊再開の際は、本
紙や区ホームページで改めてお知らせ　 ▼社会
保険労務士による「年金・労務相談」＝4月1日
(水)・15日(水)開催分
[問合せ]すみだ区民相談室☎5608－1616

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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（区主催以外） 　　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



財政基盤の強化と行政サービスの向
上をめざして
区の行財政改革への取組

　区では、令和2年度も、すみだの〝夢〞実現に向
けて、区民生活の向上に資する施策に一層取り組
んでいきます。また、さらに強固な財政基盤の構
築が不可欠であることから、これまで以上に不断
の行財政改革を推進していきます。
なお、令和2年度予算案は、現在開会中の令和元

年度墨田区議会定例会2月議会で審議されています。
■ 事務事業の見直しにより１億3900万円削減し
ます

　行政評価を踏まえ、事業の廃止・縮小・改善を
徹底します。
■民間委託の推進等で6100万円削減します
　第一寺島小学校の学校管理業務を民間に委託
するとともに、水神保育園に指定管理者制度を導
入します。
■歳入のさらなる確保を図ります
　区の施設にネーミングライツを導入し、民間事
業者の支援により、施設の魅力を高めるとともに、
新たな財源を確保していきます。
　また、引き続き、口座振替やモバイルレジの活
用等により、区民税や国民健康保険料等の納付の
利便性と徴収率の向上を図るとともに、保育園の
保育料や介護保険料の滞納整理を強化します。
■ 公共施設マネジメントや未利用公有地等の活
用を推進します

　「墨田区公共施設等総合管理計画」および「第2
次墨田区公共施設マネジメント実行計画」に基づ
き、施設の再編や効率的な管理運営等に取り組ん
でいきます。
また、旧家庭センター跡地を認可保育所等の子

育て施設として活用するなど、公共施設の見直しな
どによって生じた跡地等を有効に活用していきます。
■業務改善により事務の効率化に取り組みます
　AI(人工知能)・RPA(業務の自動化)の導入や
窓口業務の改善等により、事務の効率化を推進す
るとともに、区民サービスの向上を図ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]行政経営担当☎5608－6230

結果をお知らせします
栄養(野菜)摂取量調査

　区では、区民の皆さんの「健康寿命(健康で不
自由なく暮らせる期間)」を延ばし、いつまでも元
気に過ごしていただくために「健康寿命ＵＰ大作
戦！」に取り組んでいます。その一環として、区
民の皆さんが、1日にどれくらいの野菜を食べて
いるかを把握するため、令和元年11月に栄養(野
菜)摂取量調査を実施しました。
　その結果、墨田区の成人の1日あたりの野菜摂
取量(推定値)は平均で270.1ｇ(男性298.9ｇ、
女性248.4ｇ)でした。前回(平成28年)の調査
結果と比べると全体で約20g増加し、改善傾向
が見られましたが、国が推奨する目標値350ｇに
は約80ｇ足りていないことが分かりました。
　がんや糖尿病、メタボリックシンドロームなど
の生活習慣病を予防・改善するためにも、朝・昼・
夕それぞれの食事で今より野菜を「＋(プラ
ス)30g」多く食べるようにしましょう。
[調査対象]区内在住で20歳～59歳の方(令和元
年9月1日現在)[対象者数]1000人 [有効回答
数]309人 [回答率]約31％ [問合せ]保健計画課
健康推進担当☎5608－8514

資源の有効活用にご協力を
古着・金属製調理器具などの回収とフードドライブの年間予定

　ご家庭で不用になった古着や金属製調理器具
などの回収を来年度も実施します。同時に、ご家
庭で余っている食料品等を回収するフードドラ
イブも実施します。
[年間予定]下表のとおり [回収品目]古着、靴、
ぬいぐるみ、金属製調理器具、食料品　＊詳細は

問い合わせるか、区ホームページを参照(右下の
コードを読み取ることでも接続可)[対象]区内在
住の方　＊事業者を除く [持込方法]
それぞれ別の袋に入れて当日直接会
場へ [問合せ]すみだ清掃事務所分室
☎3613－2228

月 とき／会場
4月 ▶18日(土)／業平公園(業平2－3－2)　▶19日(日)／白鬚公園(墨田1－4－42)
5月 ▶9日(土)／八広公園(八広5－10－14)　▶23日(土)／緑と花の学習園(文花2－12－17)　▶24

日(日)／区総合体育館屋外駐車場(錦糸4－15－1・錦糸公園内)
6月 ▶7日(日)／すみだ清掃事務所(業平5－6－2)　▶20日(土)／白鬚公園(墨田1－4－42)　▶21日

(日)／区役所１階正面玄関前
9月 ▶26日(土)／ひいらぎ公園(八広1－16－11)　▶27日(日)／みどりコミュニティセンター(緑3－

7－3)
10月 ▶10日(土)／若宮公園(本所2－2－19)　▶24日(土)／中和公園(菊川1－18－25)　▶25日(日)／

東あずま公園(立花2－32－12)
11月 ▶8日(日)／八広公園(八広5－10－14)　▶21日(土)／白鬚公園(墨田1－4－42)　▶22日(日)／

区総合体育館屋外駐車場(錦糸4－15－1・錦糸公園内)
12月 ▶19日(土)／業平公園(業平2－3－2)　▶20日(日)／すみだ清掃事務所(業平5－6－2)
令和3
年1月

▶23日(土)／みどりコミュニティセンター(緑3－7－3)　▶24日(日)／若宮公園(本所2－2－19)

2月 ▶20日(土)／ひいらぎ公園(八広1－16－11)　▶21日(日)／中和公園(菊川1－18－25)
3月 ▶20日(祝)／緑と花の学習園(文花2－12－17)　▶21日(日)／東あずま公園(立花2－32－12)
注 時間はいずれも午前9時～午後2時です。
注 上記の日程や場所が変更になる場合は、随時、本紙や区ホームページでお知らせします。
注  白鬚公園での回収場所は、スポーツプラザ梅若(墨田1－4－4)の裏です。隅田川沿いの都立東白鬚公園と間違えやすいの
でご注意ください。

コード

都の条例で義務化されます
自転車の損害賠償保険の加入

　「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関
する条例」の改正により、4月1日から自転車の損
害賠償保険の加入が義務化されます。既に加入し
ている保険に自転車の損害賠償保険が付帯され
ている場合もあるので、現在加入している保険等
をご確認ください。まだ加入がお済みでない方は、
早めに加入し、万が一に備えましょう。
　なお、区が窓口になっている「区民交通傷害保
険(特約 自転車賠償責任プラン)」は、3月31日ま
で申し込むことができます。保険内容や申込方法
等の詳細は問い合わせるか、区ホームページをご
覧ください。
[引受保険会社]損害保険ジャパン日本興亜株式
会社東京公務開発部営業開発課☎3349－
9666[問合せ] ▼ 都の条例について＝東京都都
民安全推進本部交通安全課☎5321－1111、土
木管理課交通安全担当☎5608－6203　 ▼自転車
の損害賠償保険について＝本所警察署☎5637－
0110、向島警察署☎3616－0110　 ▼区民交通
傷害保険について＝地域活動推進課地域活動推
進担当☎5608－6196

産後のお母さんを応援します
産後ケア事業

　産後のお母さんを支援するため、宿泊型産後ケ
ア・外来型乳房ケア・訪問型乳房ケアを実施し
ます。ぜひ、お問い合わせください。
[内容]下表のとおり [対象]墨田区に住民登録が

あり、家族等から十分な支援が受けられず、育児
等に不安がある産後4か月未満の母親とその子ど
も [利用開始日]4月1日 [問合せ]本所保健セン
ター☎3622－9137

種類 内容 提供場所 利用回数 利用料金(税込み)
宿泊型産後ケア 心身の休養、保健指

導、育児相談
契約医療機関等 1回 まで (最

大3泊4日)

▼ 1泊2日＝1万3200円～　

▼2泊3日＝1万9800円～　

▼3泊4日＝2万6400円～
外来型乳房ケア 乳房ケア、育児相談 契約医療機関や助産院 4回まで 1回1000円
訪問型乳房ケア 利用者の自宅 3回まで
注 住民税非課税世帯および生活保護世帯の方は免除になります。

子育て支援のより一層の充実に向けて
墨田区子ども・子育て支援総合計画
　令和2年度～6年度の子ども・子育て支援
に関する取組を定めた「墨田区子ども・子育
て支援総合計画」を策定しました。
　本計画は〝子どもの最善の利益を優先する
まち すみだ〞を基本理念とし、5つの基本目
標の下に、妊娠・出産から切れ目のない子
育て支援策として167の事業を掲げてい
ます。詳細は区ホームページをご覧くださ
い(右のコードを読み取ること
でも接続可)。
[問合せ]子育て支援課子育て計
画担当☎5608－6084 コード

コード

写真募集！

応募方法は問い合わせるか、
区ホームページへ！
[問合せ ]広報広聴
担当☎5608－6223

「私の好きな すみだ」
本紙毎月1日号
8面に掲載

広告お知らせ 食中毒予防 冷蔵品や冷凍品の購入は、買物の最後にし、購入したら寄り道せずに帰ろう　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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　　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暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業・教育

文化・
スポーツ

税金
 トンベイ保国・

区政
その他

子育て ぽけっと
（区主催以外）

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ)。なお、参加に当たっては、手洗いや、せきエチケットを心掛け、発熱等の症状がある方は参加をお控えください。

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

暮
ら
し

絵手紙教室（全6回） 4月19日、5月17日、6月21
日、7月19日、8月16日、9
月20日いずれも日曜日午後
1時半～3時半

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

内 季節の花などの絵手紙を描く　対 中学生以上　定 先着20人　
費 3000円　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受け付
けは4月12日までの午前9時～午後8時　＊汚れても構わない服装で
参加

健
康
・
福
祉

男性介護者教室 ケアMENすみ
だ「墨田区の認知症施策につい
て」

４月２日（木）午後1時半～3
時半

なりひらホーム(業平
5－6－2)

内講話、意見交換・座談会 対区内在住の男性　費無料　申事前に
教室名・住所・氏名・年齢を、直接または電話、ファクスで、同愛高
齢者支援総合センター（亀沢2－23－7塚越ビル1階）☎3624－
6541・ ℻  3624－6501へ　 問 高齢者福祉課相談係☎5608－
6174・℻  5608－6404

パソコン講師ボランティア養成
講座(全4回)

4月3日～24日の毎週金曜
日午後1時半～3時

いきいきプラザ（文花
1－32－2）

内パソコンボランティアとして活動するために必要な知識を身に付
ける 対区内在住で、次の全ての要件を満たす方 ▼全日程参加でき
る　 ▼パソコンの基本操作ができる　 ▼講座修了後、ボランティア活
動に参加できる　定先着5人　費 500円　申事前に、いきいきプラ
ザ☎3618－0961へ

ふくの会（なりひら認知症家族
会）

4月4日（土）午後１時半～3
時半

なりひらホーム(業平
5－6－2)

内悩みの共有・情報交換　対区内在住で認知症の家族を介護してい
る方　定先着10人　費無料　申事前に、なりひら高齢者支援総合セ
ンター（なりひらホーム内）☎5819－0541へ

ひきこもりの当事者とその家
族を応援する「すみだみんなの
カフェ（居場所）」

4月16日（木）、5月21日
（木）、6月18日（木）午前
10時半～正午

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－
7)

内ミニ講座とグループワーク　【テーマ】 ▼4月16日＝ひきこもりとは？　

▼5月21日＝親子のコミュニケーション　 ▼6月18日＝ひきこもりと
医療のつながり　対区内在住在勤在学で、ひきこもり状態の方やその
家族　定各日先着20人　費無料　申事前に電話で保健予防課精神保
健係☎5608－6506へ

シニアのためのいきいきトレー
ニング教室(第1期・各部全24
回）

5月7日～7月30日の月・木
曜日 ▼午前の部＝午前10
時～正午　 ▼午後の部＝午
後1時～3時　＊祝日を除
く

いきいきプラザ（文花
1－32－2）

内機器を使った介護予防のための筋力向上トレーニング　対区内在
住の60歳以上で、これから運動を始めたい方　＊4月6日(月)午前9
時15分または4月9日(木)午後3時半から開催する説明会への参加が
必要　定各部8人(選考)　費無料　申電話で各説明会の前日までに、
いきいきプラザ☎3618－0961へ　＊受講には主治医の意見書が必要
(意見書の作成費用は自己負担)

子
育
て
・
教
育

子ども水泳教室「水慣れ・水遊
び教室」「クロール基礎教室」（各
教室全3回）

▼ 水慣れ・水遊び教室＝4
月9日～23日の毎週木曜日
午後3時～3時50分　 ▼ク
ロール基礎教室＝4月12
日～26日の毎週日曜日午
前11時10分～正午

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対 ▼水慣れ・水遊び教室＝4歳以上の未就学児　 ▼クロール基礎教室
＝小学生以上　定各教室先着15人　費各教室3300円　申 3月22日
午前9時から両国屋内プール☎5610－0050へ

赤ちゃんからOK！月イチひろば
「こみかんたいむ」「おれんじたいむ」
〝こみかんたいむの終了時間が
正午から午後3時までに延びま
した〞

▼ こみかんたいむ＝4月13
日(月)午前10時～午後3時　
＊原則毎月第2月曜日(8月
は第1月曜日)に開催　 ▼お
れんじたいむ＝4月27日
(月 )午前10時～午後3時　
＊原則毎月第4月曜日(11
月は第3月曜日、12月は第1
月曜日)に開催

子育て支援総合セン
ター ( 京島1－35－
9－103)

内親同士の交流や情報交換、保育士等による子育て相談　対 ▼こみか
んたいむ＝歩けるようになるまでの乳児とその保護者　 ▼おれんじた
いむ＝おおむね4歳までの子どもとその保護者　費無料　申当日直
接会場へ　問子育て支援総合センター☎5630－6351

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

たのしい運動教室 4月1日（水）～6月30日（火）　
＊各教室の日程の詳細は申
込先へ

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内▶大人クラス＝ヨガ、背骨コンディショニング（腰痛、坐
ざこつ
骨神経痛改

善プログラム）、大人のカンフーなど全18教室　▶子どもクラス＝カン
フー、おやこ運動教室、こども運動教室、チアダンス、ヒップホップダン
スなど全10教室　定各教室先着10人～15人　費各教室1100円×回
数　＊体験は1回1100円　申事前にスポーツプラザ梅若☎5630－
8880へ　＊内容や対象等の詳細は問い合わせるか、スポーツプラザ梅
若のホームページを参照

日曜成人水泳教室「バタフライ
マスター教室」（全3回）

4月12日～26日の毎週日曜
日午後0時5分～0時55分

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対クロールで泳げる16歳以上の方　定先着10人　費 3300円　申 3
月22日午前9時から両国屋内プール☎5610－0050へ

ラジオ体操指導者講習会 (全
10回)

4月16日、5月21日、6月18
日、8月27日、9月17日、10
月15日、11月26日、令和3
年1月21日、3年2月18日、
3年3月18日いずれも木曜
日午後6時半～8時

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

費 3000円　持室内用の運動靴　＊靴底が黒色のものは不可　申当日
直接会場へ　問 NPO法人東京都ラジオ体操連盟 佐藤幸一☎3625－
0565

区民体育大会「卓球大会」 4月18日(土)午前9時～午
後6時

種男女別シングルス(一般の部・年代別の部)　費 1種目1000円(高
校生以下は700円)　＊当日支払　申種別・住所・氏名・年齢・電話
番号を、郵送またはファクスで4月2日(必着)までに墨田区卓球連盟
事務局 庄司道子(〒130－0014亀沢1－19－7)☎・℻  3626－5070
へ　＊一般の部、年代別の部の2種目申込みも可

区民体育大会「区民ハイキング
琴平丘陵～羊山公園ハイキング」　

4月19日 (日 )午前7時45
分～　＊歩程は約3時間　

大渕寺、護国観音、岩
井堂、大山祇神社、羊
山公園　【集合場所】西
武池袋線池袋駅の改札
前　＊秩父鉄道影森駅
からハイキング開始、
西武秩父駅で解散

定先着30人　費 500円(保険料込み)　＊別途、交通費等は自己負担　
持弁当、水筒、山歩きに適した靴、雨具兼用の防寒着等　申事前に
費用を持って直接、スポーツ振興課スポーツ振興担当(区役所14階)
☎5608－6312へ　＊受け付けは4月10日午後4時まで　問墨田区
野外活動連盟 小林正克☎090－2411－0296 

住民票の写し、印鑑登録証明書等、区に本籍がある方の一部の戸籍証明書はコンビニ交付で！(マイナンバーカードが必要)　窓口課証明係☎5608－6104お知らせ
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区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

健
康
・
福
祉

知的障害のある方が仲間を作り、
社会生活のルールを学ぶ「すみ
だ教室」

【活動期間】5月17日～令和3年2月7日の原則毎月第1・3
日曜日午前9時半～午後3時　＊ボランティアは午後3時
半まで　【活動場所】本所中学校（東駒形3－１－10）ほか

選面接　＊面接日は後日通知　申申込書を直接または郵送で4
月2日（必着）までに〒130－8640地域教育支援課地域教育支援
担当（区役所11階）☎5608－6503へ　＊申込書は申込先で配布
しているほか、区ホームページからも出力可

▼  受講生の募集 対区内在住在勤の65歳以下で知的障害のある、次の全て
の要件を満たす方 ▼義務教育課程を修了した（高校等に
在学中の方を除く）　 ▼医療管理や介護を必要としない　

▼団体行動ができる　 ▼自宅と会場を1人で往復できる　

▼愛の手帳３度～４度に相当する　

【募集数】若干名　費無料　＊教材費等は別途自己負担

▼  ボランティア(指導補助)の
募集

対18歳以上で障害者教育に関心がある方　＊高校生を除
く

＊謝礼あり

仕
事
・
産
業

特別区職員Ⅰ類(大学卒程度)
【一般方式】の募集

＊下記以外の資格でも受験できる場合あり　＊資格・免
許は令和3年3月31日までに取得・登録見込みも可　＊募
集内容の詳細は採用試験案内を参照

【一般方式における採用予定数】 ▼事務＝906人程度　 ▼土木造
園(土木)＝48人程度　 ▼土木造園(造園)＝6人程度　 ▼建築
＝50人程度　 ▼機械＝16人程度　 ▼電気＝21人程度　 ▼福祉
＝87人程度　 ▼心理＝26人程度　 ▼衛生監視(衛生)＝33人程
度　 ▼衛生監視(化学)＝5人程度　 ▼保健師＝78人程度　【土
木・建築新方式における採用予定数】 ▼土木造園(土木)＝8人
程度　 ▼建築＝6人程度　【第１次試験日】5月3日(祝)　【採用
試験案内の配布場所】各区役所、特別区人事委員会事務局　＊墨
田区では、職員課(区役所8階)、区民情報コーナー(区役所1階)、
各出張所・図書館・コミュニティ会館等で配布　【申込書の配
布場所】各区役所、特別区人事委員会事務局　＊インターネッ
トでの申込みが困難な方にのみ配布　＊墨田区では職員課(区
役所8階)で配布　申 4月6日午後5時（受信有効）までに特別区
人事委員会採用試験情報のホームページから申込み　＊郵送で
の申込みは、申込書を4月2日(消印有効)までに特別区人事委員
会事務局任用課(〒102－0072千代田区飯田橋3－5－1)へ　
問 ▼職員課人事担当☎5608－6244　 ▼特別区人事委員会事
務局任用課採用係☎5210－9787　＊事務については、点字
による受験も可　＊詳細は特別区人事委員会採用試験情報の
ホームページを参照

▼事務、土木造園(土木)、土
木造園(造園)、建築、機械、
電気

対日本国籍を有し、平成元年4月2日～平成11年4月1日
に生まれた方

▼福祉 対平成3年4月2日～平成11年4月1日生まれで、社会福祉
士もしくは児童指導員の資格を有する方、または保育士の
資格を有し、都道府県知事の登録を受けている方　＊国
籍は不問　

▼心理 対昭和56年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大
学(短期大学を除く)の心理学科を卒業した方、またはこれ
に相当する方　＊国籍は不問

▼衛生監視(衛生)、衛生監視
(化学)

対日本国籍を有し、平成3年4月2日～平成11年4月1日に
生まれた方　＊衛生監視（衛生）は食品衛生監視員および
環境衛生監視員の両資格を有する方

▼保健師 対昭和56年4月2日～平成11年4月1日生まれで、保健師
の免許を有する方　＊国籍は不問

特別区職員Ⅰ類（大学卒程度）【土
木・建築新方式】の募集

種土木造園(土木)、建築　対日本国籍を有し、平成元年
4月2日～平成11年4月1日に生まれた方

墨田区育児休業代替任期付職員
「事務(Ⅲ類)」の募集

対日本国籍を有し、平成14年6月1日までに生まれた方　
選作文および面接　＊募集内容の詳細は採用選考案内を
参照

【採用数】若干名　【選考日】4月19日(日)　＊時間は受験者に後
日通知　【採用選考案内・申込書の配布場所】職員課(区役所8
階)、区民情報コーナー(区役所1階)、各出張所　ほか　＊区ホー
ムページからも出力可　申申込書等を直接または郵送で4月8
日(消印有効)までに〒130－8640職員課人事担当(区役所8
階)☎5608－6244へ

イ
ベ

ン
ト

にぎわい広場「フリーマーケット」
の出店者募集

内リユース可能な家庭用品等の出店者の募集　＊食品は不
可　【開催日時／開催場所】5月3日(祝)午前10時～午後3
時／八広地域プラザ(八広4－35－17)　対20歳以上の方

定先着20区画　費 1区画1000円　申事前に八広地域プラザ
☎6657－0471へ　＊受け付けは4月30日までの午前9時～午
後8時(4月20日は休館)

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ)。なお、参加に当たっては、手洗いや、せきエチケットを心掛け、発熱等の症状がある方は参加をお控えください。

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

区民体育大会「弓道大会」 4月19日(日)午前9時～午
後5時　＊受け付けは午前8
時半～　

弓道場(江東橋4－1－
3)

種個人 (男女別 )　対区内在住在勤在学の方　＊東京都学生弓道
連盟の加入者を除く　費無料　持弓道衣、弓具　申住所・氏名・
性別・電話番号を、郵送で4月18日（必着）までに墨田区弓道連盟 
武井省吾 (〒130－0014亀沢3－12－4)へ　問墨田区弓道連盟 
村川利夫☎3612－7887

区民体育大会「アーチェリー大
会」

4月19日(日)午後1時～5時
＊受け付けは午後0時半～

区総合体育館 ( 錦糸
4－15－1)

種 30ｍ・20ｍダブル(男女別)　費無料　申種別・住所・氏名・年齢・
電話番号を、ファクスまたはEメールで3月29日までに墨田区アーチェ
リ ー 協会事務局☎3625－1874・ ℻  3625－1860・ active-
okayasu@lily.ocn.ne.jpへ　＊Eメールでの申込みの場合は件名に大
会名を記入

ちょっと楽しいスポーツ教室（各
会場全20回程度）

4月～令和3年3月の土曜日
午後2時～4時　＊日程は
今後の新型コロナウイルス
感染症の影響を考慮の上、
後日決定し、申込者へ通知

▼第四吾嬬小学校(京
島3－64－9)　 ▼外手
小学校 (本所2－1－
16)　＊学校行事等で
変更になる場合あり

内バドミントン、ミニテニス、ラージボール卓球、ビーチボールバレー
等の体験　対区内在住在勤の20歳以上の方　定各会場40人(抽選)　
費各会場 ▼64歳以下=4000円　 ▼65歳以上=3350円　＊いずれも
保険料込み　申電話で3月30日までに ▼第四吾嬬小学校の希望者＝ス
ポーツドアあずま事務局☎3617－9002へ　 ▼外手小学校の希望者＝
両国倶楽部事務局☎3622－5181へ　問スポーツ振興課スポーツ振
興担当☎5608－6312

区民体育大会「ハンドボール大
会」

5月5日(祝)午前9時～午後
6時　＊受け付けは午前8
時～　＊雨天の場合は5月
6日(振休)に延期

都立両国高校(江東橋
1－7－14)

種一般(男女別)、高校男子、中学男子　対区内在住在勤在学の方で構
成し、区内で活動している団体　費無料　申種別、参加者全員の住所・
氏名・年齢(学年)・電話番号、代表者のファクス番号、チーム名を、郵
送またはファクス、Eメールで4月4日～20日(必着)に墨田区ハンドボー
ル協会事務局 鈴木愼二(〒133－0056江戸川区南小岩7－22－1－
2805)℻  3650－4466・ sumida.handball@gmail.comへ　問ス
ポーツ振興課スポーツ振興担当☎5608－6312

粗大ごみ収集の申込みは「粗大ごみ受付センター」のホームページが便利です。　粗大ごみ受付センター☎5296－7000お知らせ
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