
　　

[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

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)
＊新型コロナウイルス感染症による不安や
ストレスなどについても相談員に相談可

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

✓
症状が4日以上続く場合は、必ずご相談ください。

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
a a a a ☎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」

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

a a a a ☎0570－550－571
　　午前9時～午後10時(土・日曜日、祝日を含む)

　　　　 ℻  5388－1396
　　 相談票に記入の上、送信(右のコー
ドを読み取ることで相談票の出力
画面に接続可)

ナビダイヤル

聴覚障害のある方

コード

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」

aaaaaaaa☎0120－565－653
　　午前9時～午後9時(土・日曜日、祝日を含む)
フリーダイヤル

▼住民異動届・マイナンバーカード
の交付　 ▼住民票の写し等の発行　

▼戸籍の証明書等の発行　 ▼戸籍届

混雑状況がわかる区役所1階の
窓口業務

「混雑・空き情報」インフラ ネコの
目.comのホームページから官公庁
を選択して「墨田区役所」
を検索(右のコードを読
み取ることでも接続可)

確認方法

コード

窓口課庶務係☎5608－6100
問合せ

区役所1階の窓口の混雑
状況がわかります！

[問合せ]保健計画課保健計画担当☎5608－6189

マスク着用による熱中症に注意！

十分な距離をとる
(2m以上 )

▶屋外で人と十分な距離(2m以上)を確保でき
る場合は、マスクを外す
▶ マスクを着用している場合は、負荷のかかる
作業や運動を避ける

▶周囲の人と十分な距離を確保した上で、適宜
マスクを外して休憩する
▶こまめに水分補給をする

対策 【参考】環境省・厚生労働省　「令和2年度の熱中症予防行動」

　気温・湿度が高い中でマスクを着用すると、喉の渇
きに気付きにくくなったり、体温が上がりやすくなっ
たりするため、熱中症の危険が高まります。

[問合せ]保健計画課保健計画担当☎5608－6189

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または、75歳以上で東京都後期高齢者医療制度の被保険者の方へ

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。

墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者が、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または東京都後期高齢
者医療制度の被保険者である　 ▼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～12
月31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）

墨田区国民健康保険の被保険者
[問合せ]広域連合お問合せセンター

☎0570－086－519・℻0570－086－075
＊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）

[問合せ]国保年金課こくほ給付係
☎5608－6123

75歳以上で東京都後期高齢者医療制度の被保険者

[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 [貸付上限額]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 [貸付上限額] ▼ 単身世帯＝月額15万円
以内　▶2人以上世帯＝月額20万円以内 [貸付期間]原則3
か月以内 [償還期間]10年以内(均等月賦償還)

[申込み]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（祝日を除く）

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

「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
申請期限は9月30日(必着)です

＊ 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 (右のコードを読み取るこ
とでも墨田区社会福祉協議会のホームページに接続可 ) コード

　区内の商店が、ガイドライン等に沿って新型コロナウイ
ルス感染症対策を実施するための費用を補助します。また、
対策を実施している商店には、右の新しい生活様式推進宣
言店ステッカーを進呈します。
＊ステッカーのみの希望も可(詳細は区ホームページを参照)

商 店 新 生 活 様 式 対 応 支 援 事 業

令和2年4月7日時点で区
内に店舗または事務所を
構え、対面で営業してい
る小売業・飲食業・サー
ビス業等の商店　＊大型
店・チェーン店・フラン
チャイズ店を除く

対象店舗
ガイドライン等に基づく感
染予防対策費用(10万円未
満の備品・消耗品購入費、
内装・設備工事費、販売促
進費等)で、令和2年4月7
日～10月31日に支払いが
完了した(完了する)もの

     対象経費
申請書と必要書類を直接また
は郵送で9月30日（必着）まで
に〒130－8640墨田区商店街
連合会（区役所1階）へ　＊現地
調査あり　＊申請書は問合せ
先で配布しているほか、区ホー
ムページからも出力可

     申込み

 上限10 万円 (補助率10/10)
＊商店会非加盟店は7万円

[問合せ ]〒130－8640産業振興課産業振興担当(区役所14階 )
☎5608－6187

補助額

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拡大防止のため、来所相談は
行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

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

　　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
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スポーツ

税金
 トンベイ保国・

区政
その他

子育て

2020年（令和2年）9月11日



誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

　「障害者雇用支援月間」は、昭和 23 年 8 月に
ヘレン・ケラー女史が来日したことをきっかけに
始まった運動が引き継がれたもので、障害者雇用
に関わる様々な啓発活動が全国で行われています。

９月は「障害者雇用支援月間」です！

[問合せ ]すみだ障害者就労支援総合センター
☎5600－２００４・℻  5600 －３２８０

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。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。ご注意ください

建物の耐震性に不安がある方へ
無料耐震相談

区では、木造住宅と非木造建築物の耐震性につ
いて、専門家による現地調査・質疑応答・報告を
実施しています。耐震診断や耐
震改修等に対する助成について
の相談も可能です。ぜひ、ご利用
ください。
[申込み]事前に電話で防災まちづくり課不燃化・
耐震化担当☎5608－6269へ

ご活用ください
高齢者補聴器購入費助成

聴覚機能の低下によりコミュニケーションが
とりにくい高齢者を対象に、補聴器の購入にかか
る費用の一部を助成します。
[対象]区内在住の65歳以上で、次の全てに該当
する方 ▼住民税が非課税である　 ▼聴覚障害に
よる補聴器(補装具購入費)の支給を受けていな
い　 ▼本事業所定の聴力基準を満たし、耳鼻
咽
いんこう
喉科の医師から補聴器が必要と認められ、当

該医師の意見書等を提出できる [助成上限額]2
万円　＊区の交付決定前に購入した補聴器は対
象外　＊補聴器の修理・保守・電池交換や医師
の意見書等にかかる費用は自己負担 [申込み]随
時、オージオグラム(純音聴力検査表)を添付し
た申請書を直接、高齢者福祉課支援係(区役所4
階)☎5608－6168または各高齢者支援総合セ
ンターへ　＊申請書は申込先で配布　＊詳細は
区ホームページを参照

9月30日が納期限です
固定資産税・都市計画税（第
2期分）

令和2年度固定資産税・都市計画税第2期分の
納期限は9月30日です。納付書裏面に記載の金融
機関、コンビニエンスストア等で納期限までに
納めてください。
口座振替、金融機関・郵便局等のペイジー対応
のATMでの納付のほか、パソコン等でのクレジッ
トカードやインターネットバンキングでの納付、
スマートフォン決済アプリでの納付も可能です。
[問合せ] ▼固定資産税・都市計画税について＝
墨田都税事務所☎3625－5061　 ▼口座振替に
ついて＝都主税局徴収部納税推進課☎3252－
0955、税務課税務係☎5608ー6008

ぜひ、家族でご利用ください
ふれあい入浴デー

9月21日の敬老の日は「ふれあい入浴デー」です。
にこにこ入浴証をお持ちの方と、その方と一緒に
入場する家族は、区内の公衆浴場を半額で利用で
きます。ぜひ、ご利用ください。
なお、利用の際は、新型コロナウ
イルス感染症の予防にご協力を
お願いします。
[とき]9月21日(祝)[ところ]区内の公衆浴場
[対象]にこにこ入浴証をお持ちの方および一緒
に入場する家族 [費用(通常の入浴料金の半額)]

▼ 12歳以上＝230円　 ▼ 6歳～11歳＝90円　

▼5歳以下＝40円 [問合せ]高齢者福祉課支援係
☎5608－6168

自覚症状がない病気の早期発見を
特定健康診査・生活習慣病
予防健康診査など

区内在住の40歳～74歳で、墨田区国民健康保
険に加入している方と、制度上ほかの健康診査を
受ける機会のない方(生活保護受給者等)に、区
内の医療機関で健康診査を実施しています。対象
者には、5月に受診票をお送りしていますので、
10月31日までに受診してください。
なお、終了間際は医療機関が混み合い、受診で

きないことがありますので、早めに受診しましょう。
受診票を紛失した場合や届いていない場合は、「す
みだ けんしんダイヤル」へご連絡ください。
また、75歳以上の方の健康診査は11月30日ま

でですので、ご注意ください。
[問合せ] ▼ すみだ けんしんダイヤル☎6667－
1127　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前９時～
午後６時(祝日・年末年始を除く)　 ▼保健計画課
健康推進担当☎5608－8514

DVDを配布します
難病講演会「関節リウマチ
について知っておきたい小
ネタ集」

新型コロナウイルス感染症予防のため、今年度
の難病講演会はビデオ講演会とし、希望の方に講
演会内容を収録した関節リウマチについての
DVDを配布します。
[配布場所]本所保健センター（東駒形1－6－4）
＊郵送可 [対象]区内在住在勤の方 [定員]先着
30人 [費用]無料　＊郵送を希望する方は切手代
250円が必要 [申込み]9月14日午前8時半から電
話で本所保健センター☎3622－9137へ　＊郵
送を希望する方は電話申込みの上、250円分の切
手と住所・氏名・電話番号を、本所保健センター
（〒130－0005東駒形1－6－4）へ

結核をもっとよく知りましょう
結核予防週間

9月24日～30日は「結核予防週間」です。結核
は決して過去の病気ではありません。現在でも毎
年全国で約1万5000人以上、墨田区では昨年の1
年間で40人以上の方が新たに結核と診断されて
います。
結核の主な症状は、咳

せき
や痰
たん
、発熱、体重減少です。

結核の多くは薬を飲めば治りますが、早期の発
見・治療が大切です。上記の症状が2週間以上
続くときは結核を疑い、早めに医療機関を受診
しましょう。また、症状がなくても、年に1回は
胸部エックス線検査を含む健康診断を受けま
しょう。
さらに、乳幼児は抵抗力

が弱く、感染すると重症化
しやすく、命に関わること
もあります。結核を予防す
るため、1歳までにBCG予
防接種を受けましょう。
[問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191

インターネット上でも、相手への配慮を心掛けましょう
私たちの生活は、インターネットでの情報

の収集や発信、コミュニケーションが可能に
なったことで飛躍的に便利なものとなりました。
近年では、スマートフォンの急速な普及に伴
い、インターネットは子どもにとっても身近
なものとなっています。
一方で、インターネット上の掲示板に個人
情報を掲載し、プライバシーを侵害したり、
特定の個人を誹

ひぼ う
謗中傷したりするなど、人権

を軽視した行為も大きな問題となっています。
また、SNS（ツイッターやインスタグラムなど）
では新型コロナウイルス感染症や災害などに
対しての不安や恐れから、不当な差別発言や
誹謗中傷も見受けられます。
　インターネット上では、情報発信の容易さ
や匿名性から何気ない書き込みにより相手を
傷つけてしまう場合があります。無意識のう
ちに加害者とならないよう、ルールやマナーを
守っていくことが必要です。LINE等の無料通
話アプリやSNSなどを利用するときは、その
言葉を直接相手に伝えた場合、相手はどう思
うかを考えてみるなど、顔が見えないからこ
そ相手への配慮を普段以上に心掛けましょう。
また、根拠のない情報やデマ、うわさ話は拡散

せず、一旦インターネットから距離を置くな
どして、冷静な行動を取ることが大切です。
■法務省による取組
　法務省の人権擁護機関では、インターネット
を利用する際の注意事項をまとめた啓発冊子
「あなたは大丈夫？考えよう！インターネット
と人権（法務省人権擁護局企画）」を作成してい
ます（区ホームページから出力可）。また、イン
ターネット上の人権侵害のみならず、様々な人
権侵害に関連する電話相談も受け付けています。
[相談先]みんなの人権110番☎0570－003－
110(月曜日～金曜日の午前8時半～午後5時
15分)
■都による法律相談
　都では、インターネットにおける人権侵害に
関して悩みを抱える方が無料で弁護士に相談
できる法律相談を実施しています（事前予約制）。
[予約受け付け]☎6722－0124(月曜日～金曜
日の午前9時半～午後5時半)[相談方法]予約
後、弁護士との電話相談　＊詳細は東京都人
権プラザのホームページを参照
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
［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72

広告 お墓はいらない　ご自宅出張から納骨まで　全て込み　一霊　3万円　（株）メモリアルアシスト　☎0120－05－1234

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
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