
ハラスメントのない、思いやりのある社会をめざして
ハラスメント（嫌がらせ、いじめ）は、受けた

人や、周りの人たちに深刻な影響を及ぼし、仕
事への意欲や自信を失わせたり、心身の健康
状態を悪化させたりする重大な人権侵害です。
「労働施策総合推進法」の改正では、パワー

ハラスメント（以下、パワハラ）とは、「優越的
な関係を背景とした言動であり、業務上必要
かつ相当な範囲を超えて、労働者の就業環境
が害されるもの」とされ、これらを防止する
ため、この6月より順次必要な対応をするこ
とが事業者に義務付けられています。具体的
には、職場においてパワハラに対しての就業

規則・相談体制などを労働者へ周知するこ
とや、パワハラが起こった際の迅速な対応な
どが挙げられます。これらの取組により、誰
もが安心して働くことのできる労働環境の
実現が期待されます。
　雇用の関係に関わらず、就労者一人ひとり
が人権を尊重する職場づくりを心掛け、働く
意欲のある全ての人々が、安心して働き続け
ることができるよう、ハラスメントのない思
いやりのある社会をめざしましょう。

［問合せ］人権同和・男女共同参画課人権同和
担当☎5608－6322

人 権 コ ラ ム�

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)が変更または中止となる場合があります。
また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各問合せ先へご確認ください。ご注意ください

万一に備えてご加入ください
学童災害共済制度

学童災害共済制度は、小・中学生の放課後や休
日の事故等に、見舞金が支払われる制度です。
[対象] ▼ 区立小・中学校に通学している児童・
生徒　 ▼区内在住で区立以外の小・中学校、盲学
校・ろう学校・特別支援学校の小・中学部に通
学している児童・生徒 [共済掛金(年額)]50円　
＊就学援助の認定を受けている方は免除 [見舞金
額］ ▼ 死亡＝40万円～60万円　 ▼負傷＝2000
円～10万円 [共済期間]加入日～令和3年3月31
日　＊7月20日までに加入すると4月1日に遡っ
て適用 [申込み] ▼ 区立小・中学校の児童・生
徒＝各学校が一括申込みを行うため申込不要　

▼区立小・中学校以外の児童・生徒＝掛金と
印鑑を持って直接、学務課給食保健・就学相談
担当(区役所11階)☎5608－6305へ

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。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、郵送での受け付けも実施しています。

■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4時

「福祉資金 緊急小口資金」「総合支援資金 生活支援費」
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
ジをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に伴う
傷病手当金の支給

墨田区国民健康保険の被保険者の皆さんへ

墨田区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合、ま
たは発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服す
ることができない期間について、傷病手当金を支給します(個人事業主・フリー
ランスは除く)。
[対　   象] 次の全ての要件を満たす方 ▼墨田区国民健康保険の被保険者である　

▼給与等の支払いを受けている被用者である　 ▼新型コロナウイル
ス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療
養のために労務に服することができない　 ▼労務に服することがで
きない期間について給与の全額または一部が支給されない

[支給期間] 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し
た日から労務に服することができない期間

[支 給 額 ] 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した
金額×2/3×日数　＊上限あり

[適用期間] 令和2年1月1日～9月30日の間で療養のため労務に服することが
できない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで）

受給には申請が必要です。
受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
[問合せ]国保年金課こくほ給付係☎5608－6123

コード

東京都緊急事態措置等・
感染拡大防止協力金相談センター

☎5388－0567・
℻  5388－1500（聴覚障害のある方等）

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・指示等の措置に対する疑問や不安に
対応するため、コールセンターやLINE公
式アカウント(右のコードを読み取ること
で接続可)を設置しています。さらに、同
相談センターで東京都感染拡大防止協力
金制度に関する質問等も受け付けています。

一般的な相談窓口 以下のいずれかに該当する場合は、すぐに
ご相談ください（該当しない場合も相談可能です）

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10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

次のいずれかの強い症状がある ▼息苦しさ（呼
吸困難）　 ▼強いだるさ（倦

けんたい
怠感）　 ▼高熱等

高齢者・基礎疾患がある方・妊娠している
方で、発熱やせきなどの比較的軽い風邪の症
状がある
上記以外の方で発熱やせきなどの比較的軽
い風邪の症状が続いている

✓
✓

✓

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

「何を用意すればいいのか？」そんな悩みを解消！
「雇用調整助成金」説明窓口

　区では、東京都社会保険労務士会とハロー
ワーク墨田と連携し、予約制の「雇用調整助成
金」の説明窓口を開設しています。ぜひ、ご活
用ください。
[開設日]6月25日までの毎週火・木曜日[会場]
すみだ区民相談室（区役所1階）　＊予約時に決
定[対象]雇用調整助成金を申請する区内中小
企業[費用]無料[申込み]事前に電話で就職支
援コーナーすみだ☎5608－6298へ　＊受け
付けは午前9時～午後5時

症状が4日以上続く場合は、必ずご相談ください。

広告 遺産相続に強い弁護士への無料相談ならこちら!　☎03－6256－8925(10：30～16：00)直法律事務所
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安全な食生活のために
夏場の食中毒にご用心

気温が上がる夏場は、食品が傷みやすくなります。
楽しい夏を過ごすためにも、食品の取扱方法に気
を付けて、食中毒を防ぎましょう。万一、おう吐
や下痢など食中毒の疑いがある症状が現れた場
合は、速やかに医療機関で受診の上、問合せ先へ
ご連絡ください。
■食中毒予防３原則

以下の食中毒予防３原則、食中毒菌を「つけな
い」、「増やさない」、「やっつける」を参考に、食中
毒を予防しましょう。

［食中毒菌をつけない］ ▼調理前と食事前にしっ
かりと手を洗う　 ▼食材や器具はよく洗浄する

［食中毒菌を増やさない］ ▼食材は冷蔵庫と冷凍
庫で保存する　 ▼調理済食品を室温で放置しな
い［食中毒菌をやっつける］ ▼加熱する食品は中
心部まで十分に加熱する　 ▼器具は洗浄後、熱湯
や漂白剤で殺菌する
■魚介類の刺身などによる食中毒予防
[予防方法] ▼魚介類は冷蔵で保管・陳列してい
る店で購入する　 ▼購入後は早く帰宅し、冷蔵庫
内のよく冷える場所で保存する　 ▼丸魚は早め
に内臓を取り除き、水道水でよく洗う　 ▼魚介類
に寄生虫が付いていないかよく確認する
■食品衛生夏期対策事業

区では、夏場における食中毒発生防止と食の安
全確保を図るため、毎年6月～8月に食品衛生夏
期対策事業を行っています。この事業では、食品
の製造・販売施設等を対象として立入検査を実
施します。

また、区民の皆さんを対象とした食中毒予防
キャンペーンを実施する予定です（詳細は後日、
本紙に掲載予定）。
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

障害のある方への虐待を防ぐために
墨田区24時間障害者虐待
通報ダイヤル

障害のある方への虐待を防ぐには、小さな兆候
を見逃さず、早期に発見することが大切です。「障
害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等
に関する法律（障害者虐待防止法）」により、障害
のある方への虐待を発見した方は区市町村へ通
報する義務があります。虐待を受けたと思われる
障害のある方を発見した方や、虐待を受けた方、
虐待をしたと悩んでいる方は、すぐに通報ダイヤ
ルへご連絡ください。秘密は厳守され、連絡した
方が特定されることはありません。また、虐待で
はなかった場合でも、通報したことへの責任を問
われることはありません。
[連絡先]墨田区24時間障害者虐待通報ダイヤル
☎3625－1103・FAX5608－6423[ 費用 ] 無料　
＊通話料は自己負担 [問合せ]障害者福祉課障害
者相談係☎5608－6165・FAX5608－6423

都市計画図書がご覧になれます
補助線街路第120号線の認可

東京都市計画道路事業補助線街路第120号線
（墨田二丁目～五丁目・堤通二丁目地内）の事業
期間変更に伴う計画の変更について、国土交通省
により認可されました。これらの内容を記載した
都市計画図書をご覧になれます。
[閲覧場所・問合せ]都市計画課都市計画・開発
調整担当（区役所9階）☎5608－6265

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)が変更または中止となる場合があります。
また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各問合せ先へご確認ください。ご注意ください

今年度の受験要項を配布します
令和２年度東京都介護支援
専門員実務研修受講試験

[受験要項の配布期間／配布場所]６月30日（火）
まで／介護保険課（区役所4階）、各出張所・高齢
者支援総合センター・保健センター、すみだ生涯
学習センター（東向島2－38－7）、都庁（新宿区
西新宿2－8－1）、東京都福祉保健財団（新宿区西
新宿2－7－1小田急第一生命ビル19階）　＊新型
コロナウイルス感染症の拡大防止のため、配布場
所が変更になる場合あり　＊試験日は10月11
日(日）　＊受験要項の郵送を希望する方は、250
円分の切手を貼った角2サイズの返信用封筒を郵
送で東京都福祉保健財団ケアマネ試験担当（〒163
－0719新宿区西新宿2－7－1小田急第一生命ビ
ル19階）へ [問合せ] ▼ 介護保険課給付・事業者
担当☎5608－6544　 ▼東京都福祉保健財団☎
3344－8512

助成事業を募集しています
令和2年度「すみだの力応援
助成事業」

区では、皆さんからの寄付を積み立て、地域の
まちづくり活動に助成する「すみだの力応援基金」
を設置しています。現在、この基金からの助成を
希望する事業を募集していますので、ぜひ、ご応
募ください。

なお、助成の可否・金額については、公開プレ
ゼンテーションなどを経て、審査会での審査に基
づき、区が決定します。
[募集期間]6月30日まで（6月23日までに要事前
相談）　＊応募方法等の詳細は募集要項を参照
(募集要項は問合せ先で配布しているほか、区ホー
ムページからも出力可)[問合せ]地域活動推進
課まなび担当(区役所14階)☎5608－6202

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] ▼６月７日（日）／すみだ清
掃事務所（業平５－６－２）　 ▼６月21日（日）／区
役所1階正面玄関前　＊いずれも午前９時～午後２
時　＊水銀製品以外の回収は、６月20日（土）午前
９時～午後２時に白鬚公園（墨田１－４－42）でも
実施[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
駄
た

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

　＝教えて！西塚先生　特 ＝特集　　＝レッツスポーツinすみだ　両＝チカッと！どすこい両国ツアーズ
注  新型コロナウイルス感染症の影響で、放送内容が一部変更と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
6月1日（月）～
6日（土）

両北斎と相撲ツアー

6月7日（日）～
13日（土）

教新型コロナウイルス感染症情報について学ぶ　パート2
レ 総集編　前編

6月14日（日）～
20日（土）

特 発信！ みんなで
創る 環境にやさし
いまち（再放送）

教 新型コロナウイル
ス感染症情報につい
て学ぶ　パート2
レ 総集編　前編

特 発信！ みんなで
創る 環境にやさし
いまち（再放送）

教 新型コロナウイル
ス感染症情報につい
て学ぶ　パート2
レ 総集編　前編

6月21日（日）～
27日（土）

教新型コロナウイルス感染症情報について学ぶ　パート3
レ 総集編　後編

6月28日（日）～
7月4日（土）

教 新型コロナウイル
ス感染症について学
ぶ　パート3
レ 総集編　後編

特 発信！ みんなで
創る 環境にやさし
いまち（再放送）

教 新型コロナウイル
ス感染症について学
ぶ　パート3
レ 総集編　後編

特 発信！ みんなで
創る 環境にやさし
いまち（再放送）

＊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

教 レ

6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

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)　 ▼水銀式の体温計・温度計・
血圧計　 ▼ 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　＊水銀製品は破損しないよう、ケースに
入れるか、新聞紙等に包む　＊車での来場は不
可 [ 問合 せ ] すみだ 清掃事務所分室☎3613－
2228　＊詳細は問い合わせるか、区ホームペー
ジを参照

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！

広告お知らせ 新型コロナウイルス感染症対策　飲食店では席の間隔を空け、３つの密を避けよう　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943
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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

2020年（令和２年）6月1日




