
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

明るい選挙の実現をめざして
寄附禁止のルールを守りま
しょう

■政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内の人に ▼歳暮、病気見舞い　

▼入学・卒業・就職祝い　 ▼葬式・落成式・開
店祝いの花輪　 ▼スポーツ大会や町内会の催し
への差し入れ、寸志等　のような金品を贈ること
は、いかなる名義であっても禁止されており、罰
則の対象となります。ただし、本人が自ら出席す
る結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜の香典は、罰則
の対象とはなりません。
■後援団体の寄附の禁止
政治家の後援団体が、選挙区内で花輪・祝儀・
香典などを出すことは禁止されています。ただし、

後援団体の設立目的による行事等への寄附は除
かれます。
■政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧めた

り、要求したりすることは禁止されています。
■挨拶状などの禁止
答礼のための自筆によるものを除き、政治家

が選挙区内の人に年賀状等の挨拶状を出すこと
は禁止されています。また、選挙区内の人への挨
拶を目的として、新聞・雑誌などに有料広告(名
刺広告など)を出すと処
罰されます。

ひとりで悩まず、まずはご相談を
人権に関する相談窓口

不当な差別、いやがらせ、いじめ、虐待などで
困っていませんか。
区・都・国などには、女性・子ども・外国人・
犯罪被害・性自認・性的指向等に関する人権問
題をはじめ、人権問題全般に関して様々な相談窓
口があります。相談窓口によっては、電話だけで
なく、対面やEメールなど、様々な方法で相談可
能です。ひとりで悩まずご相談ください。
人権相談に関する窓口の一覧は、区ホームペー
ジをご覧ください（右のコードを読み
取ることでも接続可）。
[問合せ]人権同和・男女共同参画課人
権同和担当☎5608－6322

・・・・・・・・・・
[問合せ]選挙管理委員会
事務局☎5608－6320

コード

　　

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、12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

発熱などの症状がある方の相談先一般的な相談窓口
　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、原則郵送受け
付けです。

■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

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。

▼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～3年3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

必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください
かかりつけ医がいる方

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)
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)

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、下記のいずれかの相談先にお電話ください

かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合

＊ 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可
＊混雑時は電話が繋がりにくい場合あり
＊ 診察が可能な区内の医療機関の一覧は区ホー
ムページでも閲覧可（右下のコードを読み取る
ことでも接続可）

広告 墨田区の工務店　雨漏りのプロ!　地域密着型で施工後も安心!　■東洋堂ハウスSP■　押上支店☎03－5637－7497

4 墨田区のお知らせ
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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）12月11日



トリフォニーホール
おすすめ公演情報

わが街すみだのオーケストラ、新日本フィルハーモニー交響楽団

[とき]令和3年1月6日（水）午後7時開演 [曲目]ベートーヴェン／ピアノ協奏
曲第1番・第5番 ほか [出演]小菅 優（ピアノ）、角田鋼亮（指揮）、新日本フィ
ルハーモニー交響楽団 [入場料] ▼ S席＝4500円　 ▼ A席＝3500円　＊区
内在住在勤の方はS席3000円、区内在住在学の小学生～高校生は1000円　
＊本公演は「Go Toイベント」対象事業（詳細は問い合わせるか、すみだトリ

フォニーホールのホームページを参照）[申込み]事前にトリフォニーホールチケットセンターへ

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。

音楽はこうして磨かれる！「新日本フィル・公開リハーサル」
[とき]令和3年2月18日（木）午前10時半～午後0時45分　＊途中休憩1回あり、途中入退場不可
[曲目]チャイコフスキー／交響曲第5番ホ短調（予定）[出演]大友直人（指揮）、新日本フィルハー
モニー交響楽団 [対象]区内在住在勤在学の方 [定員]100人（抽選）[入場料]無料 [申込み]住所、氏
名、年齢、電話番号、同伴者の有無（1人のみ）、勤務先の名称・所在地または学校の名称（区内在勤
在学者のみ）を、往復はがきまたはEメールで3年1月15日（必着）までに墨田区文化振興財団公開
リハ（2/18）係（〒130－0013錦糸1－2－3） rh@triphony.comへ

[ところ]すみだトリフォニーホール(錦糸1－2－3)

ベートーヴェンの音楽は、人と人とのハーモニー「小菅 優＆新日本
フィル〝生誕250周年オール・ベートーヴェン〞」

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

小菅 優

受け付けは令和3年1月7日からです
令和3年度分特定自転車駐車場の利用申請

令和3年4月1日～4年3月31日の利用が可能と
なる、令和3年度分特定自転車駐車場の利用申請
を受け付けます。受け付けを行う自転車駐車場は
表1・2のとおりです。申請は1人につき1台・1
か所で、申請書には第3希望まで記入することが
できます。また、現在利用中の方も、令和3年度
分の利用については改めて申請が必要です。
なお、区役所10階に例年設置していた記載台
は、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため設置しませんので、ご了承ください。
[対象]主に通勤通学等のために自転車を利用する
方　＊障害のある方は最優先で受け付け[利用料
金等]表3のとおり[申請方法]申請書を郵送で3年
1月7日～29日(消印有効)に〒130－8640土木
管理課交通安全担当☎5608－6203へ　＊申請書
は、各自転車駐車場内の特設ボックスや土木管理
課(区役所10階)で配布　＊区ホームページから
電子申請も可　＊希望する自転車駐車場が押上
駅前、錦糸町駅北口地下・南口地下・南口機械式
の場合は、各自転車駐車場でも申請書の提出可
(錦糸町駅南口機械式を希望する場合は錦糸町駅
北口地下・南口地下自転車駐車場へ）　＊申請数
が募集台数を超えた自転車駐車場については、3

年2月9日にコンピュータによる抽選を実施(結
果は後日、申請者全員に郵送で通知)[落選時の
キャンセル待ちについて]補欠順位によるキャン
セル待ち可　＊利用辞退等で第1希望の自転車駐
車場にキャンセルが生じた場合、該当者にのみ後
日通知 [受け付け終了後に空きがある自転車駐車
第1種特定自転車駐車場（表1）

駅名 名称
押上駅 中之郷
小村井駅 第一・第二
鐘ヶ淵駅 北・南
菊川駅 北口・北口第二・新大橋通り北・

新大橋通り南
錦糸町駅 牡丹橋通り
とうきょうス
カイツリー駅

第一・第二

東向島駅 高架下
曳舟駅 高架下
本所吾妻橋駅 第一・第二・第三・第四・西臨時
八広駅 新四ツ木橋下・第二
両国駅 高架下・西口・東口臨時
注  両国駅西口は、令和3年度中に近隣地へ移設予定です。詳
細は、確定次第お知らせします。

第2種特定自転車駐車場（表2）
駅名 名称

押上駅 駅前
錦糸町駅 北口地下・南口地下・南口機械式
注  錦糸町駅南口機械式は、駐車可能な自転車かどうか車検
を受けてから申請してください。大型子乗せ自転車、改
造自転車、センタースタンドの付いたもの、タイヤが太い
もの、カゴが幅広タイプのものなど、駐車できない自転
車があります。

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

令和3年度分特定自転車駐車場利用料金一覧（表3）

対象
押上駅前、錦糸町駅
北口地下・南口地下・
南口機械式（月額）

左記以外の自転車
駐車場（年額）

区内在住
在勤在学
の方

▼一般＝2000円

▼学生＝1400円

▼一般＝4000円

▼学生＝2800円

上記以外
の方

▼一般＝2500円

▼学生＝1700円

▼一般＝5000円

▼学生＝3500円

場について]3年3月7日から随時募集　＊受け付
けは3年3月19日までの午前8時半～午後5時(初
日は午前10時までで申請書の配布のみ／土・日
曜日、祝日を除く)　＊郵送の場合は必着　＊空
きがある自転車駐車場の一覧は区ホームページ
に掲載予定

ぜひ、ご利用ください
ふれあい入浴デー

12月21日(月)の冬至の日は、にこにこ入浴証
をお持ちの方および一緒に入場するご家族の方が、
区内の公衆浴場を半額で利用できる「ふれあい入
浴デー」です。この日は、ゆず湯をお楽しみいた
だけます。ぜひ、家族でご利用ください。
なお、利用の際は、新型コロナウイルス感染症
対策にご協力をお願いします。
[費用] ▼ 12歳以上＝230円　 ▼ 6歳～11歳＝
90円　 ▼5歳以下＝40円　＊通常の入浴料金の
半額(10円未満切捨て)[問合せ]高齢者福祉課支
援係☎5608－6168・℻  5608－6404

ご活用ください
公衆喫煙所設置助成

4月1日に改正健康増進法と東京都受動喫煙防
止条例が全面施行され、飲食店や宿泊施設など多
数の人が利用する施設は、原則屋内禁煙となり、
基準を満たした喫煙室でのみ喫煙が可能となり
ました。喫煙室を設置する場合は、受動喫煙が起
こらないように配慮する必要があります。
区では、事業者等が区内で誰もが利用できる喫
煙所（公衆喫煙所）を整備する場合、その設置費用
の一部を補助しています。なお、助成を受けるに
は、工事前の申請が必要です。助成対象者や設置
場所、助成要件などの詳細は、問い合わせるか、
区ホームページをご覧ください。
[募集期間]令和3年1月末まで [助成限度額]600
万円 [助成率]10/10[問合せ]保健計画課健康推
進担当☎5608－8514

12月28日（月）が納期限です
固定資産税・都市計画税

令和２年度固定資産税・都市計画税（第3期分）
の納期限は12月28日（月）です。納期限までに、
お手元の納付書裏面に記載されている金融機関、
コンビニエンスストア等で納めてください。口座
振替や、金融機関等のペイジー対応のATMのほ
か、スマートフォン決済アプリ、パソコン等から
クレジットカードやインターネットバンキング
でも納付ができます｡
[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☎5608－6008

入学準備金を支給します
就学援助（入学準備金）受給
申請

令和3年4月に小・中学校に入学する子どもの
保護者で経済的にお困りの方へ、入学準備金を支
給します。受給を希望する方は、申請書をご提出
ください。
[対象]3年4月に小・中学校に入学する子ども
がいる次の全ての要件を満たす保護者 ▼3年2
月1日現在、区内在住である　 ▼令和2年度就学
援助の認定基準において、準要保護に該当する　

▼生活保護を受けていない [支給額] ▼ 小学校
＝5万600円　 ▼中学校＝5万7400円 [支給時
期]3年2月末 [申請方法]申請書等を直接または
郵送で3年1月15日(消印有効)までに〒130－
8640学務課事務担当(区役所11階)☎5608－
6303へ　＊1世帯につき1枚提出　＊申請書や
申請方法等の詳細は、問い合わせるか、区ホー
ムページを参照

広告【初回ご相談無料！】不動産＆相続に関するご相談は『サムライアシスト』まで https://samuraiassist.com　☎03－5652－0801
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