
左記のような状況で、経営にお困りの飲食
店や小売店などの事業主の方は、区の商工
業融資制度の活用をぜひ、ご検討ください。

新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの中小企業や商店、飲食店を経営している方へ
金融機関への融資のあっせん等

一般的な相談窓口
　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

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

☎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）
℻  5388－1396（聴覚障害のある方）
午前9時～午後9時　＊土・日曜日、祝日を含む
＊日

に ほ ん ご
本語、英

えいご
語、中

ちゅうごくご
国語、韓

かんこくご
国語での相

そうだんか
談可

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

[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） コード

例えば、このような状態になっていませんか？
■ 団体予約のお客さんからのキャンセルが相次いで、収入の減少に困っている。
■ 材料の仕入れが滞り商品が作れず、商売にならない。
■ まちを訪れるお客さんが減ってしまい、経営が行き詰まりそうだ。

経営支援課経営支援担当☎5608－6183
問合せ

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、妊娠している方
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

以下のいずれかの症状に当てはまる時

誰もが働きやすい職場へ
女性活躍推進・働き方改革
アドバイザー派遣事業

女性の活躍推進や働き方改革、ワーク・ライフ・
バランス（仕事と生活の調和）の推進をめざす区
内の中小企業等を対象に、無料で社会保険労務士
をアドバイザーとして派遣します。助言を受ける
ことで、働く人の意欲向上や優秀な人材の確保、
生産性の向上、企業のイメージアップなどの効果
が期待できます。誰もが働きやすい職場づくりに
取り組んでみませんか。
[対象]常時雇用する労働者数が300人以下の区内
の中小企業等　＊審査あり[申込み]申込書を直接
または郵送で〒130－8640人権同和・男女共同参
画課男女共同参画担当（区役所14階）☎5608－
6512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（右のコードを読み取ることでも接
続可）

対象となる方に通知しました
高齢者用肺炎球菌予防接種

[対象]区内在住で、令和3年3月31日現在 ▼65
歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・
100歳の方　 ▼60歳～64歳で、心臓・腎臓・呼
吸器・免疫の機能に障害（身体障害者手帳1級相
当）のある方　＊過去に高齢者用肺炎球菌予防接
種（23価ワクチン）を受けたことがある方を除く
[自己負担額]4000円　＊生活保護受給者等は
無料 [問合せ ]保健予防課感染症係☎5608－
6191　 ▼向島保健センター☎3611－6135　

▼本所保健センター☎3622－9137

ご存じですか
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、所得の少ない学生
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。詳細はお問い合わせください。
[問合せ]国保年金課国民年金係☎5608－6130

コード

会場 観覧会場 申込可能
口数

協賛金額
（1口あたり）

招待人数
（1口あたり）

総募集
口数

1  台東リバーサイドスポーツセンター野球場
（団体席）

第一会場
(台東区側)

1口のみ
8万円 22人 100口

程度
2 台東リバーサイドスポーツセンター野球場 1口のみ

2万円 5人 1550口
程度

3 台東リバーサイドスポーツセンター少年野球場 1口のみ
2万円 5人 500口

程度

4 墨田区側隅田公園（南側) 第一会場
(墨田区側)

４口まで
6000円 1人 500口

程度

5 墨田区側両国親水テラス 第二会場
(墨田区側)

４口まで 6000円 1人 1850口
程度

注会場１～３はビニールシート席、会場４・５はパイプ椅子での観覧です。 
注人数には代表者を含みます。大会当日時点で１歳以上の子どもは、１人として数えます。
注 大会が中止の場合、協賛金は返還します。ただし、第一会場の打上開始後の中止や疫病等によって大会が中止した場合は返
還しません。また地震・風水害・事件・事故等、何らかの理由により一部の会場が使用できない場合も、返還しません。

7月11日(土)に開催予定（荒天等の場合は中止）の
隅田川花火大会の市民協賛者(個人)を募集します。
協賛金は、大会支援寄付として大会を運営するた
めの事前準備費用に充てます。協賛をいただいた
方は特設観覧席へ招待します。
[会場・募集数等]下表のとおり [申込み]希望会
場(１～５の1か所のみ)、協賛口数(４・５の会場
を希望する場合のみ)、代表者の氏名(ふりがな)・

募集します
第43回隅田川花火大会の市民協賛者

郵便番号・住所・電話番号を、はがき(1グルー
プにつき1枚のみ)で4月24日(消印有効)までに
隅田川花火大会実行委員会市民協賛受付台東事
務局(〒110－8615台東区東上野4－5－6・台
東区役所内)☎5246－1111へ　＊詳細は隅田
川花火大会のホームページを参照　＊申込多数
の場合は抽選　＊当選者には5月18日までに振
込用紙を送付（落選の場合、通知なし）

ぜひ、ご登録ください

すみだ安全・安心メール

三遊亭 歌之介 鷲尾麻衣

区内で発生した犯罪や災害等の情報を、ス
マートフォンやパソコン等のメールアドレ
スに配信しています。ご自身やご家族の安全
対策としてご活用ください。
［登録方法］ ▼ s@sumidaku.mobiに空メール
を送信（右下のコードを読み取ることでも送信
画面に接続可）　 ▼区ホームページ内の「すみだ
安全・安心メール」のページから専用
フォームに必要事項を入力し、送信

　　　　 安全支援課安全支援係　　　
☎5608－6199

写真募集！「私の好きな すみだ」

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

本紙毎月1日号
8面に掲載

問合せ

区ホームページ内の「すみだ

安全支援課安全支援係　　　コード

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

遠隔手話通訳サービス実施中！
区役所での手続等に利用できます。
[問合せ］障害者福祉課庶務係
☎5608－6217・℻  5608－6423

遠隔手話通訳サービス実施中！

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）
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暮らし
健康
・福祉

仕事
・産業・教育

文化・
スポーツ
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 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）



仮算定通知書をお送りしました
介護保険料

■納入通知書(仮算定通知書)の送付
前年度の課税状況に基づき仮計算した保険料
額をお知らせする「納入通知書(仮算定通知)」を
お送りしました。ただし、公的年金から特別徴収
する4月・6月・8月の保険料額と2月の保険料額
が同額の場合は送付していません。
なお、令和2年度の住民税等に基づき算定した
1年分の保険料額の「決定通知書」は、65歳以上
の方全員に7月中旬頃、お送りします。
■ 世帯全員が住民税非課税の方に対する保険料
の減額制度

[対象]世帯全員が住民税非課税で、次の全ての
要件を満たす方 ▼本算定後の保険料の所得段階
が第2段階または第3段階である　 ▼世帯の前年
収入合計額が120万円以下である(世帯人数2人
目以降は、1人増えるごとに50万円を加算した額)　

▼別世帯の住民税課税者と生計を共にしておら
ず扶養も受けていない　 ▼世帯全員の預貯金等
の合計が200万円以下である　 ▼居住用以外の
土地・建物を有していない　 ▼申請月の前月ま
での保険料を滞納していない [減額内容]現年度
において第2段階または第3段階に属する方の保
険料額を第１段階相当額に減額　＊申請月より
前の月の保険料減額は不可
■ 災害等で納付が困難な方への保険料の負担軽
減制度
災害などの特別な事情により生活が著しく困
窮し、保険料の納付が困難な方は、徴収猶予や減
免を受けられる場合があります。詳細はお問い合
わせください。
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]介護保険課資格・保険料担当☎5608－
6937

費用を助成しています
風しんの抗体検査と予防接種

[対象]区内在住の19歳以上で、妊娠を予定また
は希望している女性とその同居者（妊婦の同居者
を含む）　＊昭和37年4月2日～54年4月1日生
まれの男性は、国の風しん定期接種の対象とな
るため対象外 [助成内容] ▼風しんの抗体検査を
受けたことがない方＝抗体検査費用を全額助成　
＊抗体価が低いと判断された方には、MR（麻し
ん・風しん混合）予防接種費用も全額助成　 ▼す
でに風しんの抗体検査を受け、抗体価が低いこ
とが分かっている方＝MR（麻しん・風しん混合）
の予防接種費用を全額助成（抗体価の確認あり）
[抗体検査・予防接種の実施場所]区内実施医療
機関 [申込み]事前に保健予防課感染症係（区役
所3階）☎5608－6191へ　＊詳細は区ホーム
ページを参照

必ず受けましょう
小児定期予防接種

感染症への感染や感染症のまん延を予防する
ため、子どもの定期予防接種は必ず受けましょう。
区に転入した方で、未接種の予防接種がある場合
は、親子健康手帳（母子健康手帳）を確認のうえ、
未接種分の予防接種予診票を発行しています。
また、MR（麻しん・風しん混合）第２期の予防
接種対象者（幼稚園・保育園等の年長児に相当す
る子ども）へ、３月末に予防接種予診票等を送付
しました。免疫をより高めるためには2回目の接
種が重要です。できるだけ早く予防接種を受けま

しょう。MR予防接種の定期接種期間が過ぎてし
まった場合でも、任意接種が無料で受けられる制
度があります。詳細はお問い合わせください。
[問合せ] ▼保健予防課感染症係☎5608－6191　

▼向島保健センター☎3611－6135　 ▼本所保
健センター☎3622－9137

申請はお済みですか
令和2年度就学援助費受給
申請

小・中学校へ通学する子どもがいる家庭で、経
済的な理由により、学校生活で必要となる費用の
支払が困難な場合に、審査のうえ、その一部を区
が援助します。
[申請書の配付場所] ▼墨田区立学校に通学して
いる場合＝各学校　 ▼区内の都立・私立学校、
区外の学校に通学している場合＝学務課（区役
所11階）[申請方法]申請書を郵送で4月30日
（消印有効）までに〒130－8640学務課事務担
当☎5608－6303へ

火災発生時に備えて
公共用消火器の保守点検

区では、火災の初期消火のために、主要幹線道
路沿いのほか、区民の皆さんのご協力により、民
家の敷地や塀に消火器を設置しています。これら
の消火器の維持管理のため、区の委託業者が保守
点検を実施します。
なお、この保守点検に関し、区民の皆さんに費
用の請求等をすることはありません。不審な点に
気付いたときは、すぐにお問い合わせください。
[点検期間]4月中旬～10月末 [問合せ]防災課防
災係☎5608－6206

健康で充実した生活を
介護支援ボランティア・ポ
イント制度

介護支援ボランティアに登録後、区内の特別養
護老人ホーム等でボランティア活動を行うと、1
時間当たり1ポイント（上限は月20ポイント）が
付与され、そのポイントに応じた活動交付金（上
限額2万円）を年度ごとに受け取ることができます。
ぜひ、ご活用ください。
[対象]区内在住の65歳以上で、介護サービスを
受けていない方 [問合せ]介護保険課管理・計画
担当（区役所4階）☎5608－6924　＊チラシや
登録に必要な書類は、問合せ先で配布

ご利用ください
高次脳機能障害の方の相談

脳卒中や交通事故などによる記憶障害や感情
障害等でお困りの方のための相談（電話・窓口）
を行っています。
[とき]月曜日～金曜日の午前9時～午後4時　＊祝
日・年末年始を除く[ところ]すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）[相談内容] ▼療養相談　 ▼医
療機関やリハビリ等の相談　 ▼就労支援　 ▼障害年
金・障害福祉サービスの利用等の相談 [対象]高次
脳機能障害の方やその家族等 [費用]無料 [問合せ]
すみだ福祉保健センター☎5608－3738

基本方針を策定しました
内部統制制度の導入

区では、地方自治法の一部改正に伴い、業務を
適正に遂行し、法令等を遵守することなどを目的
に「墨田区内部統制基本方針」を策定しました。今
後、この基本方針に基づき、より適正な業務遂行
に努めていきます。制度の整備・運用状況につい
ては、運用期間終了後、内部統制評価報告書で公
表します。詳細は区ホームページをご覧ください。
[問合せ]総務課庶務係☎5608－6240

受け付けを開始します
就学相談

令和3年4月に小学校に入学予定で、心身に障
害等があるために就学後に特別な支援が必要と
思われるお子さんの就学相談の受け付けを開始
します。なお、例年実施している区の特別支援教
育の内容や就学相談の手順に関する説明会は、新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため、今年度
は実施しません。区の特別支援教育の詳細は、
リーフレット「墨田区の特別支援教育」や区ホー
ムページをご覧ください。
[相談予約方法]4月14日午前9時から電話で学務
課給食保健・就学相談担当☎5608－6304へ　
＊リーフレットは区内の各幼稚園・保育園・児
童館等で配布

願書を配布しています
製菓衛生師・調理師試験

[試験日] ▼製菓衛生師＝6月6日(土)　 ▼調理師
＝10月10日(土)[願書配布期間] ▼製菓衛生師＝
5月1日(金)まで　 ▼調理師＝5月11日(月)～6月
5日(金)[配布場所]生活衛生課(区役所５階）、す
みだ生涯学習センター(東向島2－38－7）[問合
せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

笑顔と涙！新日本フィルハーモニー交響楽団の生オケ・シネマ　チャップリン「街の灯」
毎年恒例の生オケ・シネマ、今年は「街の灯」

を再演します。リマスターされた鮮明な本作の
映像を大スクリーンに映し、チャップリン自ら
が作曲した音楽を表現豊かな新日本フィルの
生演奏でお届けします。コンサートホールなら
ではの映画体験をぜひ、お楽しみください。なお、
視覚障害のある方には音声ガイドを用意して
います。詳細はお問い合わせください。
[とき]5月30日(土)午後4時～ [ところ]す
みだトリフォニーホール(錦糸1－2－3)[出

演]フランク・ストローベル（指揮）、新日本
フィルハーモニー交響楽団 [入場料（全席指
定）］5000円　＊区内在住
在勤の方は4000円　＊小
学生～高校生は1000円　
＊ペア券は2枚1組8000
円 [申込み]事前にトリフォ
ニーホールチケットセン
ターへ

街の灯

＊新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、公演は中止または延期となる場合があります。

広告お知らせ 食中毒予防　肉、魚、卵などを取り扱う前後には必ず手指を洗おう　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

トリフォニーホール
おすすめ公演情報

トリフォニーホールチケットセンター
☎5608－1212・錦糸1－2－3

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11日




