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新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口
以下の情報は、10月1日時点のものです

[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

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は
行っておりません。ご理解・ご協力をお願いします。

区内 の PayPay 導入店 ( 大型店・
チェーン店・フランチャイズ店を除
く)　＊詳細は区ホームページを参照

対象店舗

[問合せ]産業振興課産業振興担当
☎5608－6187

　区内の対象店舗でキャッシュレ
ス決済サービス「PayPay」で決済す
ると、最大30％のポイントが還元
されるキャンペーンを実施してい
ます。この機会に区内商店で買物を
楽しみましょう。

▼1回の決済につき3000ポイント

▼実施期間中、1万2000ポイント

ポイント付与上限P

10月31日(土)まで

最大30％ ポイント還元キャ
ンペーン(PayPay)実施中！

[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、10月12日から原則
郵送での受け付けとなりますので、ご注意ください。

■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5時（祝日を除く）
＊ 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

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12月28日(必着)です

申請期限が
延長と
なりました

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～12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10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

[問合せ]産業振興課産業振興担当(区役所14階)☎5608－6187

　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、下の新
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

　　　　 上限10万円(補助率10/10)
　　　　　　＊商店会非加盟店は7万円補助額

　　　　 10月30日(必着)
　　　　　　
申請期限

4月28日以降にお子さんが生まれた世帯の方へ
子育て世帯応援事業 すみだベイビーハッピーギフト
　特別定額給付金の受給対象外となる令和2年4月28日以降に子どもが生まれた
世帯に対し、「こども商品券」を配付します。なお、申込みは不要です。

対象 2年4月28日～3年3月31日に生まれ、出生日時点において墨田区
に住民登録がある子ども　＊2年4月28日～9月30日に生まれた子
どもは、2年10月1日時点で墨田区に住民登録があること

配付内容 こども商品券3万円分 (物品購入やタクシーの利用等に使用可 )　
＊商品券の使用可能店舗などの詳細は区ホームページを参照

配付時期 ▼ 2年4月28日～9月30日に区が出生届を受理した子ども＝10月
初旬に案内を送付、11月中旬に商品券を発送(予定)　 ▼2年10月1
日以降に区が出生届を受理した子ども＝受理後1か月ほどで案内を
送付、受理後2か月ほどで商品券を発送(予定)

[問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係☎5608－6160

　ひとり親世帯の方へ、10月下旬以降に食料品等を受け取
ることができる「ひとり親家庭支援カタログ」を送付します。
カタログをご確認の上、ご希望の商品を選んでお申し込みく
ださい。詳細は、区ホームページまたは送付するカタログを
ご覧ください。

▼8月1日～令和3年3月31日に新たに児童扶養手当を受給
することとなった方　 ▼ひとり親世帯臨時特別給付金の支
給が決定した方　＊児童扶養手当が全額支給停止の方、す
でに7月下旬以降にカタログを受け取った方を除く

▼子育て支援課児童手当・医療助成係☎5608－6376

▼都福祉保健局少子社会対策部育成支援課ひとり親福祉担
当☎5320－4125

ひとり親世帯の方へ

対象

問合せ

食料品等の提供(東京都事業)

申請期限が延長となりました

広告 スマホの料金をもっと安くしたいと思いませんか？「J:COMモバイル」なら簡単便利、お得に使えます！詳しくは☎0120－938－362（9:00～18:00）

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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就任しました
教育委員

　9月30日に開かれた令和2年度墨田区議会定例
会9月議会本会議で、阿部博道氏の教育委員任命
についての同意が得られ、10月1日に区長から任
命されました。
[問合せ]教育委員会事務局庶務課庶務・教職員
担当☎5608－6301

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

ご協力ありがとうございました
国勢調査

　皆さんに提出していただいた調査票は、総務省
統計局に集められ集計されます。人口および世帯
数の速報結果は令和3年6月に、各種統計表はそ
の後、順次公表される予定です。
　まだ、回答がお済みでない方は、至急回答をお
願いします。
[問合せ]墨田区国勢調査実施本部事務局(総務課
統計係内)☎5608－6205

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

手作り雑貨やクッキー、パンなどを販売しています。
[出店日]毎週火・木曜日　＊当面の間、営業時間を短
縮(午前11時～午後2時)[出店場所]区役所1階エスカ
レーター横 [問合せ]すみだふれあ
い セ ン タ ー ☎5600－2001・
℻  5600－2097

障害者自主生産品の販売「スカイワゴン」障害者自主生産品の販売「スカイワゴン」障害者自主生産品の販売「スカイワゴン」

ご協力をお願いします
すみだの環境アンケート

　レジ袋の有料化やSDGs(持続可能な開発目標)
の導入、新しい生活様式の実践等、私たちの環境
は大きく変化しています。このような変化等を踏
まえた上で、区では第二次すみだ環境の共創プラ
ン(すみだ環境基本計画)の改定を行います。
　改定に伴い、すみだの環境アンケートを実施し
ます。ぜひ、皆さんの環境への想

おも
いを聴かせてく

ださい。
[回答期限]令和3年3月31日まで [回答方法]専
用のアンケートページから回答
＊右のコードを読み取ることで接続
可 [問合せ]環境保全課環境管理担当
☎5608－6207 コード

環境にやさしい生活のため、ぜひご利用ください
みどりの補助金制度

　まちに潤いと安らぎをもたらす緑を増やすため、
屋上や壁面などを新たに緑化する方へ、工事費等
の一部を助成しています。また、区内に残された
自然度の高い貴重な樹木(特別保全樹木)を保全
するため、せん定費用等の一部を助成しています。

今年度から、特別保全樹木の樹木診断費用の助成
制度が新たに始まりました。詳細は、工事着工前
または樹木診断前にお問い合わせください。
[助成内容]下表のとおり [問合せ]環境保全課緑
化推進担当☎5608－6208

種別 助成対象・条件 助成金額
屋上緑化 建築物の屋上（最上部の平たんな屋根部分等）や屋根

のないルーフバルコニー等に設置する1m2以上の緑
地　＊築1年以上の建築物は事前の安全点検が必要
（費用は区が負担）　＊花壇（一年草の草花）・菜園や
プランター等は対象外

1m2につき1万円で算出した額と、工事
費（税抜き）の半額を比べて、少ない方の
額（屋上緑化・壁面
緑化のいずれも上限
40万円）　＊1万円
未満切捨て壁面緑化 道路に面した建築物の壁面に1m2以上の補助器具を

設置し、つる性植物等で覆ったもの　
沿道緑化
（生け垣）

道路に面した沿道部分に、塀の形成を目的として高
さ1m以上の樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植
したもの

植え込み地の長さ1mにつき2万円で算
出した額と、工事費（税抜き）を比べて少
ない方の額（上限40万円）

沿道緑化
（植樹帯）

道路に面した沿道部分の植栽ます（幅50cm以上）に、
樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植したもの　
＊草花は対象外

植え込み地の面積（植栽ますの縁石を除
く）1m2につき2万4000円で算出した額
と、工事費（税抜き）を比べて少ない方の
額（上限40万円）

特別保全樹
木（樹木）

生育状態が健全で、地上1.5ｍの高さにおいて幹の周
囲が1.2ｍ以上の樹木

▼せん定費用＝1本につき2万円（5本ま
で）で算出した額と、せん定費（税抜き）を
比べて少ない方の額（上限10万円）　 ▼樹
木医による樹木診断費用＝診断費用（税
抜き）の半額（上限2万円）

特別保全樹
木（生け垣）

生育状態が健全で、道路に面し、高さ1m以上、総延
長30m以上の植栽

▼せん定費用＝１mにつき500円で算出
した額（上限2万円）　 ▼樹木医による樹
木診断費用＝診断費用（税抜き）の半額　
（上限2万円）

注沿道緑化の工事に当たり、ブロック塀を取り壊した場合には、ブロック塀の長さ1mにつき1万円を助成金額に加算します。
注建築基準法などの法令に適合しない建築物に設置する場合および条例・要綱に基づき設置する場合を除きます。
注設置する場所により、助成対象とならない場合があります。
注特別保全樹木は事前に指定が必要です。

トリフォニーホール
おすすめ公演情報

いよいよ、すみだに登場！
松之丞改め 六代目 神田伯山 独演会＠すみだ
　「講談界の風雲児」と呼ばれ、目覚ましい活
躍で大人気の講談師、松之丞改め神田伯山がい
よいよ、すみだに登場します。今年2月には真
打ちに昇進、さらに大名跡の六代目「神田伯山」
を襲名。今最もチケットの入手が困難と言わ
れる講談師の貴重な高座を、トリフォニーホー
ルで聴きませんか。
[とき]11月5日(木)午後7時～ [ところ]すみ
だトリフォニーホール(錦糸1－2－3)[出演]
神田伯山(講談)[定員] ▼区民先行販売＝先着
200人 [入場料(全席指定)]3500円(区内在住
在勤在学の方は3000円)[申込み] ▼区民先行
販売＝10月17日・18日に電話でチケットぴ
あ区民先行特設電話☎0570－02－9970へ　

＊区民先行特設サイトからも申込可(下のコー
ドを読み取ることでも接続可)　＊いずれも受
け付けは午前10時～午後6時　＊1人2枚まで　

▼ 一般販売＝10月
22日午前10時から
電話でチケットぴあ
☎0570－02－9999
へ　＊チケットぴあ
のホームページから
も申込可　＊一般販
売以降は
1 人 1 枚
のみ

コード 神田伯山

公益財団法人墨田区文化振興財団
☎5608－5404・錦糸1－2－3

新型コロナウイルス感染症対策のため、事前に、すみだトリフォニーホールのホームページで「重要なお知らせ」をご確認ください。

　皆さんが撮影した写真を本紙に掲載します。
スマートフォン等で撮影した写真も応募でき
ます。ぜひ、お寄せください。
［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテー
マに区内で撮影した写真と、作品名・撮影
場所・コーナー名・住所・氏名・電話番号を、
直接または郵送、Eメールで、〒130－
8640広報広聴担当（区役所6階）☎5608－
6223・ OSHIRASE@city.sumida.lg.jpへ　
＊写真は ▼直接・郵送＝A4以下の紙に印刷
するか、jpeg形式でCD－Rに保存　 ▼ E
メール＝jpeg形式で添付（1通あたり3MB
以内）　＊応募に関する注意事項
等は問い合わせるか、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)

本紙毎月1日号に掲載しています

「私の好きな すみだ」写真募集

コード

令和3年度から延滞金の徴収と還付加算金の加算を実施します
国民健康保険料および後期高齢者医療保険料

　令和3年度保険料から、納期限内に保険料を納
付しなかった場合、納期限の翌日から納付までの
日数に応じて、保険料に延滞金を加算して徴収し
ます。保険料は保険制度を運営するための大切な
財源ですので、期限内の納付をお願いします。
　また、保険料の変更等により、すでに納付した
保険料が納め過ぎとなり、還付金が生じた場合、

還付加算金を加算することがあります。該当の方
には区から個別にお知らせを郵送します。
[問合せ] ▼国民健康保険料について＝国保年金
課こくほ保険料係☎5608－6126　 ▼後期高齢
者医療保険料について＝国保年金課長寿医療(後
期高齢者医療)保険料担当☎5608－8100

広告 お墓はいらない　ご自宅出張から納骨まで　全て込み　1霊　3万円　（株）メモリアルアシスト☎0120－05－1234

墨田区のお知らせ 32020年（令和2年）10月11日

☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス




