
一般的な相談窓口 以下のいずれかの症状に当てはまるとき

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）
℻  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

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

風邪の症状や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

✓
✓

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） コード

新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業で生活資金にお困りの方へ

[対象]休業等により収入の減少があり、緊急かつ一
時的な生活維持のための貸付けを必要とする世帯
[貸付額]20万円以内（一括交付）
[償還期間]2年以内(均等月賦償還)

■福祉資金 緊急小口資金

生活資金にお困りの方に向けた生活福祉資金制
度における福祉資金 緊急小口資金・総合支援資金 
生活支援費の特例貸付けを、無利子で行っています。

■総合支援資金 生活支援費
[対象]失業等により生活に困窮し、日常生活の
維持が困難になっている世帯
[貸付限度額] ▶単身世帯＝月額15万円以内
　　　　　　▶ 2人以上世帯＝月額20万円以内
[償還期間]10年以内(均等月賦償還)

[申込み・問合せ]
墨田区社会福祉協議会☎3614－3902

〒131－0032東向島2－17－14
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時

福祉資金 緊急小口資金・
総合支援資金 生活支援費の特例貸付け制度

＊必要書類や制度の詳細については、区および墨田区社会福
祉協議会のホームページを参照

申請前に必要書類をご確認ください 商工業融資のあっせん等の申請
　「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」のあっせんやセーフティネット4号保証等を申し込む際の認定を行っています。

いずれの申請も経営支援課で受け付けています。ご来庁の前にぜひ、必要書類のご確認をお願いします。

[問合せ]経営支援課経営支援担当（区役所14階）☎5608－6183

　「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」や、各セーフティ
ネット保証の申請の必要書類「売上げの根拠資料」は何を提
出すればよいですか。

　売上台帳をご提出ください。また、試算表、法人概況、請
求書等でも対応可能です。ご不明な点はお問い合わせくだ
さい。

よくある質問 Q A

口の中を清潔に保つことは、全身の健康につながります。ぜひ、毎日実践しましょう。
[問合せ]高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178

口を清潔に保ち、毎日を元気に！

歯・入れ歯・舌を清潔に

頬を膨らませて、舌を上顎
に押し付け、口から息がも
れないようにこらえる

❶ 息を吸うように口をすぼめる❷
頬ふくらませ体操 頬と口のまわりの筋肉を強くする入れ歯の手入れ

水を流しながら、ブラシで清掃し

ます。
❶

裏側は丁寧に！

入れ歯洗浄剤も活用しましょう。入れ歯洗浄剤も活用しましょう。❷

最後 に も う 一
度、水を流しな
がらブラシで清
掃します。

口を開けて、
舌をできる
だけ出す

❶ 上唇 に 触 れ
るように舌
先を上へ持
ち上げる

❷
舌の体操 舌の動きをよくして、飲み込みをスムーズにする

左右の口の端に触れるよう
に舌先を動かす

❸

舌の手入れ
　舌についた汚れをそのままにして
いると、口臭の原因になります。
　歯ブラシや舌専用のブラシで、舌
を傷付けないよう、そっと撫

な

でるよう
に丁寧に汚れを取り除きましょう。
　舌をきれいにすると、味がよくわ
かり、 おいしく食べることができます。
また、薄味でも満足できるようになり、
健康的な食生活につながります。

舌専用のブラシを使おう！

＊手入れ方法は、受診時等にかかりつ

け歯科医に相談しましょう。

口の体操

東京都緊急事態措置相談センター
☎5388－0567・℻  5388－1500

午前9時～午後7時　＊土・日曜日、祝日を含む

都では、新型コロナウイルス感染症対策の特別措置法に定める要請・指示等の措置に対し、
都民や事業者の疑問や不安に対応するため、コールセンター(電話での相談が難しい方はファ
クス可)やLINE公式アカウントを開設しています。
＊LINE公式アカウントの利用には、LINEアプリをダウンロードの上、「新型コロナ東京都緊急事態措置相談センター」
を友だちに追加することが必要(LINEの友だち追加は右のコードを読み取ることでも接続可)。 コード

お知らせ広告 「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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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）



新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更されたり、中止されたりする場合があ
ります。また、日程により、閉館や休止している施設等もあります。最新の情報を各問合せ先へ確認してください。ご注意ください

ご協力ください
2020年工業統計調査

　総務省・経済産業省では毎年、全国の製造
事業所を対象に、工業統計調査を行っています。
この調査では、従業者数と製造品目の確認を
行い、さらに、従業者数4人以上の事業所には、
調査票を配付します。回答は、郵送またはイン
ターネットでの提出をお願いします。
[調査基準日]6月1日 [調査対象]全ての製造事
業所 [問合せ]総務課統計係☎5608－6204

食品等事業者の皆さんへ

H
ハ サ ッ プ
ACCPに沿った衛生管理
の義務化

　食品衛生法の改正により、6月1日 から
「HACCPに沿った衛生管理」が原則として全
ての食品等事業者に求められます(猶予期間1
年間)。
　「HACCPに沿った衛生管理」とは、原材料
の納品から、調理、提供までの全ての工程に
ついて衛生管理をチェックすることで、より
安全な食品を提供できるようにする衛生管理
方法です。大規模事業者等は「HACCPに基づ
く衛生管理」、小規模事業者等は「HACCPの考
え方を取り入れた衛生管理」を実施しなければ
なりません。具体的な取組は下記のとおりです。
　また、区では、事業者の皆さんが衛生管理
計画を作成する際のサポートとして、HACCP
サポート講習会を実施します。詳細は別途、
本紙等でお知らせしますので、ぜひ、ご参加く
ださい。
[具体的な取組内容(小規模事業者等)] ▼ 各作
業工程におけるリスクを把握する　 ▼衛生管
理計画を作成する　＊作成方法は、厚生労働
省のホームページに掲載された、各食品事業
者団体が作成した手引書を参照　 ▼計画に基
づき実施する　 ▼記録をとる　 ▼記録を振り
返り、計画を見直す [問合せ]生活衛生課食品
衛生係☎5608－6943

特＝特集　知＝すみだのそこが知りたい　　＝レッツスポーツinすみだ　　＝チカっと！どすこい両国ツアーズ
注  新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、放送内容が一部変更になる場合があります。ご了承ください。

放映日 午前9時 正午 午後4時 午後8時
5月3日（祝）～
9日（土）

知新型コロナウイルス感染症
知筋力＆免疫力アップ！筋力トレーニング教室(特別コーナー)

5月10日（日）～
16日（土）

特人生100年 地
域で「支え」「支え
られて」〝すみだ
の 高齢者施策 〞
（再放送)

知新型コロナウイルス
感染症
知筋力＆免疫力アッ
プ！筋力トレーニング
教室(特別コーナー)

特人生100年 地
域で「支え」「支え
られて」〝すみだ
の 高齢者施策 〞
(再放送)

知新型コロナウイルス
感染症
知筋力＆免疫力アッ
プ！筋力トレーニング
教室(特別コーナー)

5月17日（日）～
23日（土）

レフウガドールすみだレディース
知新型コロナウイルス感染症

5月24日（日）～
30日（土）

レ フウガドール
すみだレディース
知新型コロナウ
イルス感染症

特人生100年 地域で
「支え」「支えられて」
〝すみだの高齢者施策〞
（再放送)

レフウガドール
すみだレディース
知新型コロナウ
イルス感染症

特人生100年 地域で
「支え」「支えられて」
〝すみだの高齢者施策〞
（再放送)

5月31日（日）～
6月6日（土）

両チカっと！どすこい両国ツアーズ

＊ケーブルテレビへの加入・問合せは、株式会社J: COM東京すみだ・台東☎0120－999－000へ

レ 両

5月の番組表

区政情報番組

キャスター
大山美佳さん

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

毎月5日は
すみだ環境の日
5月のエコしぐさ
ネクタイも
　　長期休暇の
　　　　　クールビズ

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮
をお願いします
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、
感染者やその家族、外国人、海外から帰国し
た方、医療機関関係者などに対する誹

ひぼ う
謗中傷

や、いわれのない差別的扱いなどの事例が報
道されています。
不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗
中傷等は人権侵害に当たります。特に、不安
な状況下ではそういった人権侵害が発生し
やすくなる傾向にあります。不確かな情報に
惑わされず、正しい情報に基づいた冷静な行

動をお願いします。
［問合せ］人権同和・男女共同参画課人権同和
担当☎5608－6322
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウ

イルス感染症に関連する人権侵害を受けた方
の相談を受け付けています。
[ 相談先 ]みんなの人権110番☎0570－
003－110(月曜日～金曜日午前8時半～午
後5時15分)

人 権 コ ラ ム70 

被災された区民の皆さんへ
令和元年台風第19号東京
都災害義援金の配分

　都に寄せられた令和元年台風第19号の被災
世帯に対する義援金を区を通じて配分します。
対象者へ6月上旬に申請書を送付しますので、
忘れずに申請をお願いします。
[対象]令和元年台風第19号発生時に居住して
いた住家が被災し、5月29日までに発行された、
り災証明のある世帯主 [配分予定額]
1世帯あたり5000円程度(被災世帯総数により
配分額が変動)[問合せ] ▼ 義援金について＝厚
生課厚生係☎5608－1163　 ▼ り災証明書の
発行について＝窓口課証明係☎5608－6104

ご注意ください
ふれあい入浴デーの中止

にこにこ入浴証をお持ちの方と、一緒に入場
する家族が、区内の公衆浴場を半額で利用する

毎月1日は
墨田区防災の日
5月1日の点検項目
話し合い
　　わが家で確認　
　　　　　　　避難場所

ことができる5月5日の「ふれあい入浴デー」は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中
止します。
[問合せ]高齢者福祉課支援係☎5608－6168・
℻  5608－6404

飲食店のテイクアウトを活用しよう
「すみだテイク！」
　区では、墨田区商店街連合会
と協力し、テイクアウトを実施
している区内の店舗をまとめたサイト「すみだ
テイク！」を開設しました。こちらのサイトでは、
店舗の基本情報やテイクアウトメニューを閲
覧できるほか、マップで近くの店舗をチェック
することもできます。
　家で過ごす時間が増えた今、美味しいお店
のメニューを自宅で楽しみながら、地域の飲
食店を応援してみませんか。
　また、「すみだテイク！」に掲載する店舗を
募集しています。区内で飲食店を経営してい
る方はぜひ、ご検討ください。
■利用方法 「すみだテイク！」で検索(下の
コードを読み取ることでも接続可)
■店舗の掲載応募方法　「すみだテイク！」ま
たは、墨田区商店街連合会のホームページの
店舗掲載応募フォームから登録

　　　　産業振興課産業振興担当
　　　　☎5608－6187
問合せ

コード

広告 「畳を通して長～いお付き合い」気軽にお電話ください。HPでも…。あなたの町の(有)たたみ工房さいとう 緑四 ☎03－3631－9591
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個人住民税の証明書を発行します
令和２年度特別区民税・都
民税の「課税（非課税）証明
書」「納税証明書」

[発行開始日] ▼ 課税（非課税）証明書＝6月10日
（水）　＊給与特別徴収のみの方は、5月13日（水）　
＊マイナンバーカードによるコンビニ交付は全
て6月10日（水）　＊申告日当日の証明書発行は
不可　＊無収入の方は、その旨の申告が必要な
場合あり　 ▼納税証明書＝令和2年度の納税の
確認ができた日　＊マイナンバーカードによる
コンビニ交付は不可 [発行場所]税務課（区役所
2階）、各出張所 [手数料]１通300円　＊マイナ
ンバーカードによるコンビニ交付は１通200円
[持ち物]身分証明書（運転免許証、健康保険証
等）　＊代理人による申請の場合は、委任状と代
理人の身分証明書が必要 [問合せ]税務課税務
係☎5608－6008

ご存じですか
骨髄移植ドナー支援事業

　日本では、骨髄移植や末
まっしょう
梢血幹細胞移植を必

要としている人が、毎年少なくとも2000人程
度いると言われています。
　区では、骨髄等の提供希望者の増加と、骨髄
等の移植の推進を図ることを目的に、骨髄・末
梢血幹細胞提供者(ドナー)とドナーが勤務す
る事業所に助成金を交付する「墨田区骨髄移植
ドナー支援事業」を実施しています。
[助成内容]骨髄等の提供のための通院または
入院1日当たり ▼ 提供者 (ドナー )＝2万円　

▼ ドナーが勤務する事業所＝ドナー1人につ
き1万円　＊いずれも上限7日間 [ 申請期間 ]
骨髄等の提供が完了した日から1年以内 [問合
せ]保健計画課保健計画担当☎5608－6189

5月は推進月間です
自転車安全利用ＴＯＫＹＯ
キャンペーン

　5月は自転車の交通ルールやマナーを再確認し、
自転車安全利用の推進を図る月間です。
■自転車安全運転利用五則等
　下記の五則等を守り、安全運転をしましょう。
[自転車安全運転利用五則] ▼自転車は車道が原
則、歩道は例外　 ▼車道は左側を通行　 ▼歩道
は歩行者優先で車道寄りを徐行　 ▼安全ルール
を守る　 ▼子どもはヘルメットを着用[そのほか
の事項] ▼自転車ナビマーク・ナビラインが設置
されている道路を自転車で走行する際は積極的
に活用する　 ▼夕暮れ時は自転車のライトを点
灯する　 ▼運転者が気付
きやすいよう、歩行者は、
夕暮れ時や夜間に反射材
を身に着ける
■自転車損害賠償保険
　都の条例により、4月1日から自転車損害賠償
保険の加入が義務化されました。自転車を利用
しているご自身や家族の万が一に備えましょう。
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ] ▼ 土木管理課交通安全担当☎5608－
6203　 ▼東京都都民安全推進本部交通安全課
☎5321－1111　 ▼本所警察署☎5637－0110　

▼向島警察署☎3616－0110　

夏季利用の申込みを受け付けます
あわの自然学園

[とき]7月21日(火 )～8月31日(月 )　＊区の
事業により、利用できない日および一部の部屋
のみの利用となる日あり [ところ]栃木県鹿沼
市上粕尾1041　＊東武日光線新鹿沼駅からバ
スで約80分 [対象 ]区内在住在勤者を含む3人
以上の団体 [利用日数]3泊4日以内 [利用料(１
泊)] ▼ 大人＝660円　 ▼3歳～中学生＝160円　

▼ 2歳以下＝無料　＊食事付きのみ(食事代は
別途自己負担)　＊詳細は申込先へ [申込み ]

▼ 子ども会等＝5月8日午前8時半～9時に直接、
区役所会議室91(9階)へ　＊受け付け後、午前
9時から抽選(抽選は各団体1人)　 ▼その他の
団体＝5月11日から直接、学務課事務担当(区
役所11階)☎5608－6303へ

31日はサイクルの日
自転車・羽毛布団リユース・
リサイクル

　ご家庭で不用になった、まだ乗ることができ
る自転車を回収し、アジアやアフリカへ届ける「自
転車リユース・リサイクル」事業を行います。また、
羽毛布団をリサイクルする事業も併せて実施し
ます。なお、粗大ごみとしての回収ではありませ
んので、ご注意ください。
[回収品目(自転車)]乗車可能な次のいずれか
の自転車 ▼大人用自転車　 ▼子ども用自転車　

▼電動アシスト自転車　 ▼ マウンテンバイク　

▼折りたたみ式自転車　＊パンクしているもの
も可　＊ストライダーは不可 [回収品目(羽毛布
団)]ダウン率50％以上のもの [回収日時／回収
場所 ]5月31日(日 )午前9時～午後2時／すみ
だ清掃事務所(業平5－6－2)[対象 ]区内在住
の方　＊事業者を除く [ 費用 ]無料 [ 申込み ]
事前に ▼自転車＝氏名(カタカナ)、電話番号、
自転車の種類・台数を　 ▼羽毛布団＝氏名(カ
タカナ )・電話番号・枚数を　電話またはE
メ ー ル で、す み だ 清掃事務所☎5819－
2571・ SEISOU@city.sumida.lg.jpへ　＊受
け付けは5月22日まで

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

　ご家庭で不用になった古着や金属製調理器
具などを回収します。同時に、余っている食料
品等を回収するフードドライブを実施します。
[ 回収日時／回収場所 ] ▼ 5月9日 (土 )／八広
公園 (八広5－10－14)　 ▼ 5月23日 (土 )／
緑と花の学習園(文花2－12－17)　 ▼ 5月24
日 (日 )／区総合体育館屋外駐車場 (錦糸4－
15－1)　＊いずれも午前9時～午後2時 [ 対
象 ]区内在住の方　＊事業者を除く [ 回収品
目] ▼ 洗濯済で汚損していない古着や布製品

(ぬれているものは不可)　 ▼ 靴 (泥・シミ等
の汚れがあるもの、穴が開いているもの、長靴・
ブーツ・下

げ た
駄等は不可)　 ▼ぬいぐるみ(着ぐ

るみ、ビニール製・プラスチック製の人形、壊
れているもの等は不可)　 ▼ 柄の長さを除い
た直径・一辺の長さが30㎝未満の鍋・やかん・
フライパン等の金属製調理器具 (土鍋、ホー
ロー鍋、包丁等の危険物は不可)　 ▼賞味期限
まで1か月以上ある缶詰や乾麺などの食料品
(生ものやアルコール類は不可)[持込方法]古
着、靴、ぬいぐるみ、金属製調理器具、食料品
を、それぞれ別の袋に入れて当日直接会場へ　
＊車での来場は不可 [問合せ]すみだ清掃事務
所分室☎3613－2228

あなたの寄付が、地域のまちづくり
活動を育てます
すみだの力応援基金

　「すみだの力応援基金」は、皆さんからの寄付
を財源として積み立て、地域のまちづくり活動
に対して助成を行うものです。令和元年度は基
金に対して約180万円、プロジェクト支援に対
して約4073万円の寄付をいただきました。ご
協力ありがとうございました。
　地域の課題解決や活性化につながる活動を応
援するため、引き続き基金への寄付を受け付け
ています。詳細はお問い合わせください。
[問合せ]地域活動推進課まなび担当☎5608－
6202

ご理解をお願いします
クールビズ

　区では夏季の省エネルギー対策の一環として、
職員の軽装着用(クールビズ)を実施しています。
[期間 ]10月31日まで [問合せ ]総務課庶務係
☎5608－6242

ご協力ください
墨田区のお知らせ「すみだ」
(区報)の戸別配付

　墨田区のお知らせ「すみだ」(区報)は、主に
新聞に折り込んで配布しているほか、区施設
や区内の駅、一部の信用金庫・コンビニエン
スストア・スーパーマーケットなどでも配布
しています。また、新聞を購読していない方へ、
発行日 (1日、11日、21日 )にご自宅へ無料で
お届けする戸別配付を行っています。ぜひ、ご
利用ください。
[対象]区内在住で新聞を購読していない方 [費
用]無料 [配布開始号] ▼ 1日 (必着)までの申込
み＝当月の11日号　 ▼11日(必着)までの申込
み＝当月の21日号　 ▼21日(必着)までの申込
み＝翌月の1日号 [申込み]随時、戸別配布申込
書を直接または郵送、ファクス、Eメールで広
報広聴担当 ( 区役所6階 ) ☎5608－6223・
℻  5608－6406・ OSHIRASE@city.sumida.
lg.jp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　＊区ホームペー
ジの申込みフォームからも申込可(下のコード
を読み取ることでも接続可)[注意
事項] ▼ 1住戸につき、原則1部配付　

▼郵便ポスト等の確認のため、配達
員が現地調査を実施する場合あり コード

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更されたり、中止されたりする場合があ
ります。また、日程により、閉館や休止している施設等もあります。最新の情報を各問合せ先へ確認してください。ご注意ください

お知らせ 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。

4 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）
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