
　　

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、4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

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
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語、中
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国語、韓

かんこくご
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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

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」

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、ポルトガル語

ご
、

スペイン語
ご
、タイ語

ご
、ベトナム語

ご
での相

そうだんか
談可　　　　　☎0120－565－653

午前9時～午後9時(土・日曜日、祝日を含む)
＊タイ語

ご
は午

ご ご
後6時

じ
まで、ベトナム語

ご
は午

ご ご
後7時

じ
まで

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。

コード

新型コロナウイルス感染症
ワクチン接種に関する
電話相談窓口

墨田区コロナワクチン
接種問い合わせダイヤル

　区内在住の方のワクチン接種につ
いては、3月25日発行の新型コロナ
ワクチン接種特集号や区ホームペー
ジでお知らせしていますので、ご確

認ください。（特集
号と区ホームペー
ジは下のコードを
読み取ることでも
接続可）。

コード

午前8時半～午後5時15分
(土・日曜日、祝日を含む)

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

☎6734－0307

墨田区新型コロ
ナワクチン接種
広報大使「わく丸」

発熱などの症状がある方の相談先

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)

墨田区後遺症相談センター☎5608－1443
月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日を除く)

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医療機関をご案内します。

電話の際に、「後遺症の相談」とお伝えください。

＊ 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
＊混雑時は電話がつな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

後遺症にお悩みの方の相談先

ご活用ください
地域活動ガイドブック

　助成金・補助金等の支援制度や、区が主催
する講座、募集するボランティア情報など、
地域活動に役立つ情報をまとめた「地域活動
ガイドブック」を無料で配布しています。ぜひ、
ご活用ください。
[配布場所]地域活動推進課（区役所14階）、区
民情報コーナー（区役所1階）、すみだ生涯学
習センター(東向島2－38－7)、みどりコミュ
ニティセンター(緑3－7－3)、社会福祉会館
(東墨田2－7－1)、各図書館・出張所・コミュ
ニティ会館・地域プラザなど [問合せ]地域活
動推進課 ま な び 担当☎5608－
6202　＊区ホームページでも閲覧
可(右のコードを読み取ることでも
接続可)

5月10日から65歳以上の方への
接種を開始します

申請期間が6月30日まで延長されました

[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）

「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

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

離職者等で就業意欲がある方のうち、住居を失った、
または失いかねない方に一定期間、求職活動を条件と
して家賃相当額(上限あり)を支給します。なお、受給
を終了した方の再申請の期限は、3月31日でしたが、6月
30日まで延長されました。なお、解雇された方で対象と
なる方は、今回の期限が過ぎても再申請ができます。詳
細は電話でお問い合わせください。
[対象]申請日において離職・廃業から2年以内の方、ま
たは個人の責に帰すべき理由・都合によらない勤務時
間・就労機会の減少により、収入が減少した方　＊そ
のほか収入・資産等の要件あり[支給期間]原則3か月(令
和2年度中に新規申請し受給を開始した方のみ最長12か
月まで延長可)　＊要件等の制度の詳細や必要書類につ
いては、問い合わせるか、区ホームページを参照(下のコー
ドを読み取ることでも接続可)

受給を終了した方の再申請の受け付けが、
6月30日まで延長されました

住居確保給付金

[問合せ]〒130－8640くらし・しごと相談室
すみだ(区役所3階・生活福祉課内）☎5608－
6289 コード

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

　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。また、「福祉資
金 緊急小口資金」と「総合支援資金 生活支援費」の、貸付けが終了した世帯に、再貸
付けを実施しています。なお、申請はいずれも郵送での受け付けです。

[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 ■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]3か月以内 [償還期間]10年以内
(均等月賦償還)

「総合支援資金 生活支援費」の再貸付け
[対象]令和3年3月31日までに「福祉資金 緊急小口資金」の貸付が終了し、「総合支援
資金 生活支援費」の貸付けが3年6月30日までに終了(予定も含む)した世帯　＊「総
合支援資金 生活支援費」の延長貸付けをしていない世帯も含む [貸付上限額・償還期
間]「総合支援資金 生活支援費」と同様 [貸付期間]3か月以内(延長なし)

コード

健康寿命ＵＰ大作戦！
すみだウォーキングマップ
2021年版

　区では、区民の皆さんに区
内を楽しく、健康に歩いてい
ただくため、「すみだウォー
キングマップ」を毎年作成し、
配布しています。このマップ
では、5つのウォーキングコー
スを作成し、その見どころや
消費カロリー、歩数等を掲載しています。生
活習慣病を予防し、健康寿命を延ばすために
は適度な運動を続けることが大切です。マッ
プを活用し、健康づくりに取り組みましょう。
[ 配布場所 ]保健計画課 (区役所5階 )、区総合
体育館 (錦糸4－15－1)、各出張所等　＊区
ホームページからも出力可 [問合せ]保健計画

課健康推進担当☎5608－8514

ご活用ください
介護支援ボランティア・ポ
イント制度

　介護支援ボランティアに登録後、区内の特
別養護老人ホーム等でボランティア活動を行
うと、1時間当たり1ポイント(上限は月20ポ
イント)が付与され、そのポイントに応じた活
動交付金(上限額2万円)を年度ごとに受け取
ることができます。ぜひ、ご活用ください。
[対象 ]区内在住の65歳以上で、介護サービス
を受けていない方 [問合せ]介護保険課管理・
計画担当(区役所4階 )☎5608－6924　＊チ
ラシや登録に必要な書類は、問合せ先で配布　
＊ボランティアの受入れを休止している施設
ありコード

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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必ず受けましょう
小児定期予防接種

　感染症の感染予防やまん延を防止するため、
子どもの定期予防接種は必ず受けましょう。区
に転入した方で、未接種の予防接種がある場合
は、親子健康手帳(母子健康手帳)を確認のうえ、
未接種分の予防接種予診票を発行します。
　また、MR(麻しん・風しん混合)第2期の予
防接種対象者(幼稚園・保育園等の年長児に相
当する子ども)へ、3月末に予防接種予診票等
を送付しました。免疫を長時間持続させるため
には2回目の接種が重要です。早めに接種しま
しょう。MR予防接種の定期接種期間が過ぎた
場合でも、任意接種が無料で受けられる制度が
ありますので、お問い合わせください。
　なお、現在、日本脳炎ワクチンの供給が少な
くなっているため、1・2回目または接種期限
が迫っている方の接種が優先されます。
[ 問合せ ] ▼ 保健予防課感染症係☎5608－
6191　 ▼向島保健センター☎3611－6135　

▼本所保健センター☎3622－9137

愛犬のためにお忘れなく
令和3年度狂犬病予防定期
集合注射

犬の飼い主は、毎年4月～6月に狂犬病予防注射
を受けさせることが法律で義務付けられています。
この期間に必ず動物病院か集合注射会場で予防注
射を受けさせてください。なお、今年度の狂犬病
予防定期集合注射は以下のとおり実施します。
[費用 ]3750円（注射料金・注射済票交付手数
料）　＊動物病院では独自に料金を設定　＊飼
い犬の登録を行っていない場合は別途登録手数
料3000円が必要 [申込み]当日直接会場へ［問
合せ］生活衛生課生活環境係☎5608－6939

とき ところ
5月11日(火)午後1時
半～3時　＊荒天時は
中止

京島西公園（京島1－22－
3）

5月14日(金)午後1時
半～3時　＊荒天時は
中止

錦糸公園（錦糸4－15－1）
内テニスコート西側

5月16日(日)午前10
時～正午　＊雨天決行

隅田川緑道公園（堤通1－
19・白鬚橋下流側高架下）

5月16日 (日 )午後2
時～3時半 ＊雨天決行

吾妻橋公園（吾妻橋1－12－
1・吾妻橋下流側高架下)

注 5月11日・14日は荒天の場合、中止となります。　
実施の可否については、当日の午前11時以降

　にお問い合わせください。

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

都補助事業により自己負担額が変わ
ります
高齢者用肺炎球菌予防接種

　10月1日から自己負担額が減額されます。対
象者への予防接種予診票の一斉発送は9月末を
予定しています。なお、9月30日までに接種を
希望する場合は、事前に問合せ先へ申請が必要
です。申請受け付け後に予診票等の発送を行い
ますので、ご了承ください。
[対象]区内在住で、令和4年3月31日現在 ▼65
歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・
100歳の方　 ▼ 60歳～64歳で、心臓・腎臓・
呼吸器・免疫の機能に障害(身体障害者手帳1
級相当)のある方　＊過去に高齢者用肺炎球菌
予防接種(23価ワクチン)を受けたことがある
方を除く [自己負担額] ▼ 3年4月1日～9月30
日＝4000円　 ▼3年10月1日～4年3月31日＝
1500円　＊生活保護受給者等は無料 [問合せ]

▼ 保健予防課感染症係☎5608－6191　 ▼向
島保健センター☎3611－6135　 ▼本所保健
センター☎3622－9137

問合せ先の変更にご注意ください
曳舟文化センター

曳舟文化センターは改修工事のため、施設の利
用についての問合せ先を一定期間変更しています。
[問合せ] ▼ 施設の利用や予約＝☎6456－1082　
＊12月中旬まで(予定)　 ▼改修工事等＝文化
芸術振興課文化芸術担当☎5608－6212

ご利用ください
高次脳機能障害の方の相談

　脳卒中や交通事故などによる記憶障害や感情
障害等でお困りの方のための相談(電話・窓口)
を行っています。
[とき ]月曜日～金曜日の午前9時～午後4時　
＊祝日・年末年始を除く [ところ]すみだ福祉
保健センター(向島3－36－7)[相談内容] ▼ 療
養相談　 ▼医療機関やリハビリ等の相談　 ▼就
労支援　 ▼障害年金や障害福祉サービスの利用
等の相談 [対象]高次脳機能障害の方やその家
族等 [費用]無料 [問合せ]すみだ福祉保健セン
ター☎5608－3738

費用を助成しています
風しんの抗体検査と予防
接種

[対象]区内在住の19歳以上で、妊娠を予定ま
たは希望している女性とその同居者(妊婦の同
居者を含む)　＊昭和37年4月2日～54年4月1
日生まれの男性は、国の風しん定期接種の対象
となるため対象外 [助成内容] ▼ 風しんの抗体
検査を受けたことがない方＝抗体検査費用を全
額助成　＊抗体価が低いと判断された方には、
MR(麻しん・風しん混合)予防接種費用も全額
助成　 ▼すでに風しんの抗体検査を受け、抗体
価が低いことが分かっている方＝MR(麻しん・
風しん混合)の予防接種費用を全額助成(抗体
価の確認あり)[抗体検査・予防接種の実施場所]
区内実施医療機関 [申込み]事前に保健予防課
感染症係(区役所3階)☎5608－6191へ　＊詳
細は区ホームページを参照

願書を配布しています
製菓衛生師・調理師試験

[試験日] ▼ 製菓衛生師＝6月5日(土)　 ▼調理師
＝10月30日(土)[願書配布期間] ▼ 製菓衛生師＝
4月30日(金)まで　 ▼調理師＝5月10日(月)～
6月4日(金)[配布場所]生活衛生課(区役所5階)、
すみだ生涯学習センター(東向島2－38－7)[問
合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

ご存じですか
学生納付特例制度

　20歳以上の方は、学生であっても国民年金に
加入しなければなりませんが、所得の少ない学
生には、保険料の納付が猶予される「学生納付
特例制度」があります。過去2年分まで遡って申
請できます。詳細はお問い合わせください。
[問合せ]国保年金課国民年金係☎5608－6130

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

　発達障害や感覚過敏、皮膚炎、
呼吸器の病気などでマスクの
着用が難しい方がいます。思い
やりの心で接しましょう。

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ
マスクをつけられない方へのご理解を！

[問合せ]障害者福祉課庶務係
☎5608－6466・℻  5608－6423

新日本フィル・シンフォニック・ジャズ・コンサート Special Guest 上原ひろみ
　新日本フィルが贈る、ジャズとオーケストラのハーモニー。第2部には
アメリカでも活躍中の上原 ひろみをゲストにお迎えします。
[とき]5月4日(祝)午後3時開演 [ところ]すみだトリフォニーホール(錦糸
1－2－3)[内容] ▼第1部＝シンフォニック・ジャズ　 ▼第2部＝with上原
ひろみ [出演]沼尻竜典(指揮)、上原 ひろみ(ピアノ／第2部のみ)、新日本
フィルハーモニー交響楽団 [入場料(全席指定)] ▼ S席＝7000円　 ▼ A席
＝6000円　＊区内在住在勤の方はS席3500円、区内在住在学の小学生～高
校生は1000円 [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
おすすめ公演情報

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。

　ぜひ、写真をお寄せください。応募方法は問い合
わせるか、区ホームページをご
覧ください（下のコードを読み
取ることでも接続可）。
[問合せ ]広報広聴担当
☎5608－6223

写真を募集しています

「私の好きな すみだ」

コード

すみだトリフォニーホール区民モニター
すみだトリフォニーホールでは、ホールへの意見・要望等を迅速に把握し運営に反映する

ため、インターネット区民モニターを募集します。
[内容]任期中に3回程度、インターネットでモニター調査に回答 [任期]依頼する日～令和4年
3月31日 [募集数]200人（選考）[申込み]すみだトリフォニーホールのホームページ
の応募専用フォームから4月30日までに申込み　＊詳細は、すみだトリフォニーホー
ルの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

上原 ひろみ

広告 永代供養出張サポート　１霊5万円　生前申込可　(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

2021年（令和3年）4月11日




