
一般的な相談窓口

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

　新型コロナウイルス感染症の特徴・予
防方法、心配な症状が出た時の対応など

☎0570－666－329（ナビダイヤル）
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時

＊祝日を除く

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（ナビダイヤル）
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（フリーダイヤル）
午前9時～午後9時

＊土・日曜日、祝日を含む

新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口 新型コロナウイルス感染症の影響等で経営に困ったら
すみだビジネスサポートセンターへかぜの症状や37.5℃以上の発熱が4

日以上続いている
強いだるさ（倦

けんたい
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
☎5608－1443

月曜日～金曜日の午前9時～午後5時
＊祝日を除く

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

✓
✓

休日・夜間
の電話相談

[問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191　＊新型コロナウイルス感染症に関する
最新情報は区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）

■資金繰りが心配な方へ
　多数ある融資メニューから、事業所に最適
なものをご案内します。
[相談時にあると便利なもの]前年度の経営状
況がわかるもの（帳簿、決算書など）

■従業員への補償が心配な方へ
　従業員の休業や時短勤務などに対する助成
金をご案内します。
[相談時にあると便利なもの]勤務実態がわか
るもの（タイムカード、給与明細など）

■使える補助金を知りたい方へ
　区や都、国などの補助金をご案内します。
[相談時にあると便利なもの]自社の現況がわ
かるもの

コード

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

まずはご連絡ください

世界一の交通安全都市TOKYOをめ
ざして
春の全国交通安全運動

4月6日～15日に、春の全国交通安全運動が実
施されます。今年は ▼子どもをはじめとする歩行
者の安全確保　 ▼高齢運転者等の安全運転の励
行　 ▼自転車の安全利用の促進　 ▼二輪車の交
通事故防止　 ▼放置自転車・放置二輪車の撲滅　
に重点を置き、運動を展開します。
また、4月10日は「交通事故死ゼロをめざす日」
です。交通ルールを守り、交通事故のない社会を
築きましょう。
[問合せ] ▼ 土木管理課交通安全担当☎5608－
6203　 ▼本所警察署☎5637－0110　 ▼向島
警察署☎3616－0110

対象児童 令和2年4月分からの手当月額
1人目 [全部支給]4万3160円

[ 一部支給 ]4万3150円 ～1万
180円

2人目加算額 [全部支給]1万190円
[一部支給]1万180円～5100円

3人目以降加算
額�(1人につき)

[全部支給]6110円
[一部支給]6100円～3060円

ご注意ください
すみだ女性センターの一時
休館

すみだ女性センター（押上2－12－7－111）は
大規模修繕工事のため、休館します。休館期間中
は、施設貸出および情報資料コーナー業務を休止
しますので、ご注意ください。なお、「女性のため
のカウンセリング・DV相談」は、通常どおり行

ご活用ください
地域活動ガイドブック

ボランティア活動などの地域活動に役立つ情
報や、主に区が主催する講座などの学習情報をま
とめた「地域活動ガイドブック」を無料で配布し
ています。ぜひ、ご活用ください。
[配布場所]地域活動推進課（区役所14階）、区民情
報コーナー（区役所1階）、すみだ生涯学習センター
（東向島2－38－７）、各図書館・出張所・コミュ
ニティ会館・児童館・保健センター、子育て支援
総合センター（京島1－35－9－103）、社会福祉会
館（東墨田2－7－1）、区総合体育館（錦糸4－15－
1）、いきいきプラザ（文花1－32－2）等 [問合せ]
地域活動推進課まなび担当☎5608－6202

ぜひ、ご覧ください
動画「すみここ」

墨田区商店街連合会と区では、墨田区に住んで
いる方や、墨田区で働いている方だからこそ知っ
ているお店や気になるお店の情報を、冊子「すみ
ここ」で紹介しています。今回、お店の雰囲気を
もっと身近に感じていただけるよう、動画「すみ
ここ」を制作しました。ぜひ、ご覧ください。
[費用]無料　＊通信料は自己負担[閲覧方法]ユー
チューブまたはイン
スタグラムで「すみ
ここ」と検索　＊右
下のコードを読み取
ることでもユーチュー
ブに接続可 [問合せ]
産業振興課産業振興
担当☎5608－6187

ビジネスに役立つ情報が満載！

すみだ産業情報ナビ

コード

すみだ産業情報ナビ
いますぐ検索！

ひとりで悩まずご相談を
ＡＶ出演強要・「ＪＫビジ
ネス」等被害防止月間

近年、モデルの勧誘と思わせてアダルトビデオ
への出演を強要する「AV出演強要」や、簡単・高
収入をうたうアルバイトで女子高校生（JK）を誘
い出し性的な行為を強要する「JKビジネス」など、
若年層の女性を狙う犯罪が社会問題となってい
ます。最近では、SNSでのやり取りが発端となる
被害や、薬物（レイプドラッグ）、飲酒等に起因す
る被害も確認されています。４月は進学や就職に
伴い生活環境が大きく変わる時期ですので、被害
に遭わないよう気を付けましょう。なお、性的な
暴力で悩んでいる方やその家族・友人などは、ぜ
ひ、ご相談ください。
■警視庁ヤング・テレホン・コーナー
[相談時間]24時間受け付け[電話番号]☎3580－
4970
■すみだ女性センター
[相談日時]月曜日～水曜日・金曜日、毎月第2土
曜日の午前10時～午後4時　＊祝日・年末年始
を除く　＊要予約 [ところ]押上2－12－7－
111[電話番号]☎5608－1771
■各専用ダイヤル

▼「AV出演強要」「JKビジネス」被害＝警察相談専
用電話☎＃9110　 ▼性犯罪・性暴力被害＝性犯罪
被害相談電話☎＃8103　 ▼法的トラブル＝日本司
法支援センター（法テラス）☎0570－078374　

▼性的画像を含むインターネット上の問題＝女性
の人権ホットライン（法務局）☎0570－070－810
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]人権同和・男女共同参画課男女共同参
画担当☎5608－6512

毎月1日は
墨田区防災の日
4月1日の点検項目
日頃から
　　家庭で職場で　
　　　　　　　防災会議

手当額が改定されました
児童扶養手当

全国消費者物価指数の変動により、4月分から
の児童扶養手当額が改定され、0.5％引き上げら
れました。
[問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係
☎5608－6376

います（事前予約が必要）。
[休館期間]10月1日（木）～12月24日（木）[問合
せ]すみだ女性センター☎5608－1771

コード

広告 あなたの見たい!がひろがるテレビ「J:COM LINK」4K放送ネット動画も、これ一台で音声操作! ☎0120－989－989（9：00～18：00）

2 墨田区のお知らせ

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 　　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
（区主催以外）

2020年（令和2年）4月1日



種目 学校名 利用期間 区分
卓球 曳舟小学校(京島1－28－2) ▼4月7日～12月8日　 ▼令和3年1月5日～3

月2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8日～7月8日　 ▼ 9月2日～12月9日　

▼令和3年1月6日～3月3日　の毎週水曜日
軽運動（ビーチボール
バレー・ボッチャ等）

墨田中学校(向島4－25－22) ▼4月8日～12月9日　 ▼令和3年1月6日～3
月3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5－48－2)
旧向島中学校(東向島4－18－
9)

▼4月8日～12月23日　 ▼令和3年1月6日～
3月31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8日～12月9日　 ▼令和3年1月6日～3
月3日　の毎週水曜日硬式テニス

ソフトテニス ▼4月5日～7月5日　 ▼9月6日～12月13日　

▼令和3年1月10日～3月7日　の毎週日曜日
4月2日～10月30日の毎週木・金曜日 団体

利用時間は ▼火～金曜日＝午後7時～9時　 ▼日曜日＝午後1時～4時　です。学校行事等により、利用できない場合があります。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、利用開始時期が延期となる場合があります（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]区内在住在勤在学でスポーツ安全保険等
に加入している中学生以上　＊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

保険料等についてお知らせします
後期高齢者医療制度

■令和２年度・３年度の保険料の内容の決定
２年度・３年度は、均等割額が4万4100円、
所得割率が8.72％、賦課限度額が64万円にな
ります。具体的な保険料額は7月にお送りする
決定通知書でお知らせする予定です。
■保険料額の通知書等の送付
普通徴収（納付書・口座振替で納付）の方
今月中旬に「暫定保険料額決定通知書」をお送
りします。今回お送りする保険料額は、平成31
年度の保険料額を基に計算した金額です。納付書
払いの方は、同封の4月分～6月分の納付書で各
納期限までに納めてください。
特別徴収（年金天引き）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、
「特別徴収（仮徴収）開始通知書」を今月中旬にお
送りします。
■キャッシュカードによる口座振替の受け付け
保険料の支払方法は、口座振替に変更すること
ができます。書面での申請をしなくても、区役
所にキャッシュカードを持参いただくことで、
その場で手続ができます。要件等の詳細はお問
い合わせください。
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[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

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
拝への参加を受け付けています。
[実施予定時期］8月～令和3年2月 [派遣地域]
カザフスタン共和国／イルクーツク州・ブリヤー
ト共和国／ハバロフスク地方・ユダヤ自治州／
沿海地方／中国東北地方（旧満州地域全域）／東
部ニューギニア（ニューギニア島東部）／インド
ネシア（ニューギニア島西部含む）／ビスマーク
諸島／ミャンマー／トラック諸島／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☎5608－6151　＊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

請求を受け付けています
戦没者等の遺族に対する特
別弔慰金

戦没者の死亡当時の遺族で、令和２年４月１
日現在、遺族年金等を受ける方がいない場合に、
最先順位の方１人が「第十一回特別弔慰金」を
受給することができます。対象や受給内容、請
求方法等の詳細は、事前に電話でお問い合わせ
ください。
[請求期間]令和5年3月31日まで [問合せ]厚生
課厚生係☎5608－6151

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、所有者に助成金を交付して

います。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

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、10万円以上の工事費用のものが対象です。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1万円以上が対象となります。

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～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・FAX5608－6404

対象区分／費用 必要書類
全区分で必要なもの 対象区分ごとに必要なもの

令和2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、顔写真付き
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）

－

2年度住民税が非課税
の方／1000円

次のいずれかの書類 ▼ �2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）　 ▼ �2年度
住民税非課税証明書　 ▼ �2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（2年4月以降に発行された「生活扶助」の記載があるもの）

2年度住民税が課税の
方のうち、元年の合計
所得額が125万円以下
の方／1000円　＊経
過措置
注��「2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「2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）が必要です。
注��「介護保険料納入（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）
は前年度の書類を代用できます。

注��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�円になります。

毎月5日は
すみだ環境の日
4月のエコしぐさ
道路脇
　　まちなか緑化で
　　　　　　　　春爛

らんまん
漫

� 墨田区環境キャラクター
　��「地球くん」

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

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

2020年（令和2年）4月1日




