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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

匿名・無料で受けられます
HIV抗体検査

12月1日の世界エイズデーにちなみ、例年12
月の第1水曜日にHIVの即日検査を実施してい
ますが、今年度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。なお、本所保健セン
ターでは、毎月第1木曜日（12月を除く）にHIV
検査を行っていますのでぜひ、ご利用ください。
[申込み ]毎月第1木曜日午前9時～10時に直
接、本所保健センター (東駒形1－6－4)へ　
＊次回は令和3年1月7日（木）　＊結果は検査
月の第3木曜日に報告［問合せ］保健予防課感
染症係☎5608－6191　＊検査以外の相談は、
随時、向島保健センター☎3611－6135ま
たは本所保健センター☎3622－9137へ

11月30日(月)までです
75歳以上の健康診査など

区内在住で75歳以上の方に健康診査を実施
しています。対象となる方には、6月末に受診票
をお送りしていますので、忘れずに区内実施医
療機関で受診してください。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。
[実施期間]11月30日(月)まで　＊医療機関の
休診日を除く [費用]無料 [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）　＊聴覚障害のある方等は
℻  6862－6571へ　 ▼保健計画課健康推進担
当☎5608－8514

新施設での運営を開始します
文花子育てひろば

文花子育てひろば（文花1－20－3）は、12
月1日(火 )から新施設での運営を開始します。
移転に伴い、11月23日～30日の間、休館しま
すので、ご注意ください。
　なお、11月25日～29日は電話相談のみ受け
付けます。また、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、現在、子育てひろばの利用は予
約制です。詳細はお問い合わせください。
[新施設の場所]文花1－20－7[問合せ ] ▼文
花子育てひろば☎5630－6027　 ▼子育て支
援総合センター☎5630－6351

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　

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30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

東京都発熱相談センター
☎5320－4592

24時間対応(土・日曜日、祝日を含む)

発熱などの症状がある方の相談先

墨田区発熱・コロナ相談センター
（旧墨田区帰国者・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
＊お繋ぎするまで時間がかかる場合があり

ますので、ご了承ください

かかりつけ医がいる方
必ず電話で日頃受診している医療機関へご相談
ください

✓

かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合
診療や検査が可能な地域の身近な医療機関をご
案内しますので、下記の相談先へご連絡ください

✓

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

[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、原則郵送での受け
付けとなりましたので、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

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 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)
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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）

2020年（令和2年）11月11日

▼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！

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
ロナウイルス感染症に感染した場合、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



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

カード形式を選択できます
障害者手帳

令和２年10月1日以降の障害者手帳交付申請
受け付け分から、カード形式の障害者手帳を選
択できるようになりました。身体障害者手帳・
愛の手帳をお持ちの方で、カード形式への切替
えを希望する場合は再交付申請が必要です。精
神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は更新申請
時にカード形式に切り替えることができます。
なお、紙形式とカード形式両方の障害者手帳を
持つことはできませんので、ご注意ください。　　
[カード形式の障害者手帳の特徴] ▼保険証や
運転免許証と同等の大きさ　 ▼従来の紙形式の
手帳同様、カバー・別冊あり　 ▼プラスチック
製　 ▼ ICチップ等は非搭載　 ▼顔写真は白黒
[問合せ ] ▼ 身体障害者手帳＝障害者福祉課
障害者相談係☎5608－6165・℻  5608－
6423　 ▼愛の手帳＝障害者福祉課障害者相
談係☎5608－1304・℻  5608－6423　 ▼ 精
神障害者保健福祉手帳＝向島保健センター
☎3611－6135・℻  3611－3113、本所保健セ
ンター☎3622－9137・℻  3623－2108

男女共同参画社会の実現のために
女性の人権

■女性に対する暴力をなくす運動
11月12日～25日は「女性に対する暴力をなく
す運動」期間、また、11月25日は「女性に対する
暴力撤廃の国際デー」です。
配偶者等からの暴力（ドメスティック・バイオ
レンス）、性犯罪、性暴力、ストーカー行為、売買春、
人身取引、セクシュアル・ハラスメント等の女性
に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するも
のであり、決して許される行為ではありません。
女性に対する暴力の問題を解決し、男女共同参画
社会を実現しましょう。
■区の相談窓口

▼すみだ女性センター（押上2－12－7－
111）☎5608－1771
[相談日時（予約制）]月曜日～水曜日・金曜日・
毎月第2土曜日の午前10時～午後４時　＊祝
日・年末年始を除く

▼生活福祉課相談係（区役所3階）☎5608－
6154
[ 相談日時 ]月曜日～金曜日の午前8時半～
午後5時　＊祝日・年末年始を除く
■全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
女性の様々な人権問題についての電話相談
を、下記強化週間中は時間を延長して受け付け
ます。
［強化週間］11月12日（木）～18日（水）の　
午前8時半～午後7時　＊土・日曜日は午前
10時～午後5時　＊強化週間以外は、月曜
日～金曜日の午前8時半～午後5時15分［相
談先］女性の人権ホットライン☎0570－
070－810　＊詳細は、東京法務局人権擁
護部第二課☎0570－011－000 へ
■性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ　
　支援センター
[ 相談先 ]☎＃8891（はやくワンストップ）　
＊一部の IP電話、ダイヤル式公衆電話、PHS
からは接続不可

[ 問合せ ]人権同和・男女共同参画課男女共
同参画担当☎5608－6512
　　　
        パープルリボンには、女性に対するあら

ゆる暴力をなくしていこうというメッセー
ジが込められています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お気軽にご相談・ご利用ください
墨田区訪問リハビリサポー
ト事業

[対象]区内在住で心身機能の低下により在宅
でのリハビリを希望する方　＊介護保険や医
療保険でのリハビリ利用者を除く [支援の流れ・
内容] ▼ 東京都リハビリテーション病院(堤通
2－14－1)に事前に連絡し、専門医の診断を受
ける　 ▼区内の在宅リハビリサポートコーディ
ネーターに自宅でリハビリプログラムを作成し
てもらう　 ▼在宅リハビリサポートコーディネー
ターに生活動作の評価や改善のための指導を自
宅で6か月に4回受ける　 ▼開始から6か月後に
東京都リハビリテーション病院専門医の診察を
受ける [利用期間]原則6か月間　＊医師の判断
により延長可 [費用]無料 [申込み]随時、電話

トリフォニーホール
おすすめ公演情報

楽しいクリスマスをホールで！

[とき]12月6日(日)午後7時～ [内容] ▼ 第1部＝きみまろ爆笑ライブ　

▼第2部＝ユーモア満載！クラシック [出演]綾小路きみまろ(漫談)、角
田鋼亮（指揮）、新日本フィルハーモニー交響楽団（演奏）[入場料(全席指
定)]3800円　＊区内在住在勤在学の方は3500円　＊ペア券は2枚1組
6000円　＊18歳未満は入場不可

トリフォニーホールチケットセンター
☎5608－1212・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。

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

ヘルプマークは、援助や配慮が必要な
方のためのマークです。このマークを
見かけたら、思いやりのある行動をお
願いします。
[問合せ]障害者福祉課庶務係
☎5608－6466・℻  5608－6423

ヘルプマークを知っていますか？

パイプオルガン・クリスマス・コンサート2020
　普段は見られないパイプオルガン演奏中の手元や足元を、舞台上のス
クリーンに投影しながら、クリスマスにちなんだ曲目を演奏します。
[とき]12月12日(土) ▼第1回＝午前11時～　 ▼第2回＝午後3時～[内容]

▼ 第1回＝親子で楽しめる0歳からのオルガン・コンサート（約45分）　

▼第2回＝しっかりじっくりオルガン・コンサート（約60分）[出演]長田
真実（オルガン）[入場料(全席指定)] ▼第1回＝500円　 ▼第2回＝1000円

[ところ]すみだトリフォニーホール(錦糸1－2－3)[申込み]事前にトリフォニーホールチケ
ットセンターへ

綾小路きみまろ爆笑ライブ&新日本フィル クリスマス・スペシャ
ル〝オトナの音楽会〞

　 　    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　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・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

で東京都リハビリテーション病院☎3616－
8399へ　＊受け付けは、月曜日～金曜日の午
前8時半～午後5時15分(祝日・年末年始を除
く)　＊中・重度者向けの在宅療養リハビリサ
ポート事業もあり(詳細は問合せ先へ)[問合せ]
保健計画課保健計画担当☎5608－1305

ご利用ください
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等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 [配付開始号] ▼ 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　＊締切りが閉庁日に当たる
場合は前開庁日（必着）[申込み]随時、戸別配
付申込書を直接または郵送、ファクス、Eメー
ルで〒130－8640広報広聴担当(区役所6階)
☎5608－6223・℻  5608－6406・ OSHIRASE@
city.sumida.lg.jpへ　＊戸別配付申込書は、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 [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

長田真実

綾小路きみまろ

広告 お墓はいらない　ご自宅出張から永代供養まで　全て込み　1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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