
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

取扱業者を募集します
生ごみ処理機・生ごみ処理
容器

区では、家庭から出る生ごみのリサイクルと減
量を目的として、区民の皆さんが生ごみ処理機・
生ごみ処理容器(コンポスト化容器等)を通常より
も低価格で購入できるように、あっせんしています。
この生ごみ処理機等を低価格で提供する事業者を
募集します。詳細はお問い合わせください。
[申込み]2月12日までに、すみだ清掃事務所分室
(東向島5－9－11)☎3613－2229へ

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。また、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] ▼２月20日（土）／ひいらぎ
公園(八広１－16－11)　 ▼２月21日（日）／中和
公園(菊川１－18－25)　＊いずれも午前９時～
午後２時 [対象]区内在住の方　＊事業者を除く
[回収品目] ▼洗濯済みで汚損していない古着や布
製品（ぬれているものの回収は不可）　 ▼靴（泥・油・
シミ・カビ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 た
駄の回収は不可）　 ▼ぬ

いぐるみ（着ぐるみ、ビニール製・プラスチック製
の人形、穴が開いているもの、汚れがあるもの、
壊れているものは不可）　 ▼柄の長さを除いた直
径・一辺の長さが30cm未満の鍋・やかん・フラ

ご理解・ご協力をお願いします
自然災害時の資源物・ごみ
収集作業の中止

大雨による被害が予想されるなど、自然災害が
発生するおそれがある場合には、資源物・ごみ収
集作業における安全確保のため、収集を中止する
場合があります。中止する場合は、区ホームペー

イパンなどの金属製調理器具（土鍋、ホーロー鍋、
包丁などの危険物の回収は不可）　 ▼賞味期限ま
で１か月以上ある缶詰や乾麺など（生ものやアル
コール類の回収は不可）[費用]無料[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　＊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（右のコードを
読み取ることでも接続可） コード

ジや区公式フェイスブック・ツイッター等で、前
日までにお知らせします。大雨・大雪等で収集を
中止する場合は、資源物・ごみの排出を延期し、次
回収集日に排出するよう、ご協力をお願いします。
[ 問合せ ]すみだ清掃事務所☎5608－6922　
＊詳細は区ホームページを参照

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

▼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の電話相談窓口
以下の情報は、1月21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

都「新型コロナコールセンター」
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」
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午前9時～午後9時(土・日曜日、祝日を含む)
＊タイ語
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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
行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

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場合

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

☎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

＊ 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）

かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合

[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、申請
は郵送での受け付けです。

■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

申請期限を
3月31日
まで延長

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 ぽけっと
（区主催以外） 　　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



　 ＝スキスミニュース　　 ＝すみだのそこが知りたい　    ＝特集　    ＝レッツスポーツ in すみだ
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
2月7日（日）～
13日（土）

「SUKI SUMI」投稿について紹介
青少年育成委員会

2月14日（日）～
20日（土）

すみだ子ども
PR大使

「SUKI SUMI」投稿
について紹介
青少年育成委員会

特すみだ子ども
PR大使

「SUKI SUMI」投稿
について紹介
青少年育成委員会

2月21日（日）～
27日（土）

税について学ぼう！
ヨーヨープレイヤー＆ダンスパフォーマー

2月28日（日）～
3月6日（土）

税について学
ぼう！
ヨーヨープレ

イヤー＆ダンス
パフォーマー

すみだ子どもPR大使 税について学
ぼう！
ヨーヨープレ

イヤー＆ダンス
パフォーマー

すみだ子どもPR大使

＊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
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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

2月の番組表

区政情報番組

キャスター
大山美佳さん

毎月1日は
墨田区防災の日
2月1日の点検項目
必需品
　　身近なところに
　　　　　　　用意して

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

ご確認ください
劣化した印鑑登録証（カー
ド）の交換

平成12年4月～20年９月に交付した印鑑登録
証（カード）の中には、年数の経過等で劣化し、破
損しやすくなっているものがあります。劣化した
印鑑登録証（カード）は、新しい印鑑登録証（カー
ド）と無料で交換しますので、下記の受け付け窓
口までお持ちください。
[受け付け窓口]窓口課（区役所１階）、各出張所
[持ち物]劣化した印鑑登録証（カード）、登録し
ている印鑑、写真付きの身分証明書（運転免許証
等、官公署が発行する有効期限内のもの）　＊代
理人が手続する場合は委任状が必要 [問合せ]窓
口課住民異動係☎5608－6102

加入団体へ申請してください
家内労働者労災保険特別加
入促進補助金

区では、特定の作業に従事する家内労働者に対
し、労災保険への特別加入に必要な保険料の一部
を補助しています。対象となる家内労働者の特別
加入団体に、一括して必要書類を送付しています
ので、2月19日までに直接、加入団体へ申請して
ください。
[対象]区内在住の家内労働者で労災保険に特別
加入している方 [補助率]保険料の1/10[問合せ]
経営支援課経営支援担当☎5608－6184

ご注意ください
わんぱく天国の臨時休園

わんぱく天国（押上1－47－8）は、改修工事
のため２月17日～３月11日の間、休園します。
[ 問合せ ]地域教育支援課地域教育支援担当
☎5608－6503

ご注意ください
にせ税理士・にせ税理士法
人

税理士資格のない者が税務相談や税務書類の
作成、税務代理をすることは、法律で禁じられて
います。さらに、専門的知識が欠けている等の理
由から、納税者が不測の損害を被るおそれもあり
ます。税理士は税理士証票を携帯し、税理士バッ
ジを着用しています。「にせ税理士」「にせ税理士
法人」にはご注意ください。
税理士の制度および業務については東京税理
士会のホームページをご覧ください。
[問合せ ] ▼ 東京税理士会本所支部☎3626－
1148　 ▼ 東京税理士会向島支部☎3614－
8528　 ▼税務課税務係☎5608－6008

多様性を認め合い、互いに支え合う社会をめざして

人 権 コ ラ ム 73

　区では、様々な法律等に基づき、差別の解
消に向けた取組を行っています。その法律等
の中に、平成28年に施行された、いわゆる人
権三法（障害者差別解消法・ヘイトスピーチ
解消法・部落差別解消推進法）があります。
　「障害者差別解消法」は、障害の有無に関わ
らず、お互いに人格と個性を尊重し合いなが
ら、共に生きる社会を実現することを目的に
施行されました。区では「墨田区障害者差別
解消支援地域協議会」を設置し、障害者団体
関係者をはじめとする委員により、障害者差
別の解消に向けた取組を推進しています。障
害の有無に関わらず、共に社会の一員として
自立した生活を送ることができるよう、お互
いを理解し、支え合っていくことが大切です。
　「ヘイトスピーチ解消法」では、外国人への
不当な差別の解決に向けて私たちが理解を深
め、不当な差別的言動のない社会となるよう
努めなければならない、と定められています。
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言
動（いわゆるヘイトスピーチ）をなくすために

は、私たち一人ひとりが、それぞれの文化や
生活習慣の違いを認め合い、多様性を受け入
れていくことが大切です。
　「部落差別解消推進法」は、日本社会の歴史
的発展の過程で形作られた身分制度や歴史
的・社会的に形成された人々の意識に起因す
る部落差別のない社会の実現を目的に施行さ
れました。部落差別は日本固有の人権問題で
あり、最近では、インターネット上での不当
な差別的書き込み等の事案も発生しています。
まずは私たち一人ひとりが部落差別について
の理解を深めることが大切です。
　認識不足や偏見で相手を傷つけ、人権を侵
害することがないよう、一人ひとりが人権意
識を高め、多様性を認め合い、互いに支え合
う社会をめざしていきましょう。
[問合せ]人権同和・男女共同参画課人権同和
担当☎5608－6322　＊法律名は
通称名で記載／各法律の詳細は、
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

　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)

写真を掲載しませんか

「私の好きな すみだ」
写真募集

コード

新型コロナウイルス感染症対応施策も
掲載しています

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！

　皆さんが撮影した写真を本紙に掲載します。

広告 「畳を通して長～いお付き合い」　気軽にお電話下さい。HPでも・・・。あなたの町の（有）たたみ工房さいとう 緑四　☎03－3631－9591
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