
　　

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、6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

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」
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　　�相談票に記入のうえ、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
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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。

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

午前8時半～午後5時15分
(土・日曜日、祝日を含む)
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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

5月10日から65歳以上の方への
接種を開始しています

ご注意ください 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。

▼住民異動届・マイナンバーカードの交付　 ▼住
民票の写しや戸籍の証明書等の発行　 ▼戸籍届

混雑状況がわかる区役所1階の窓口業務

「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

[問合せ]窓口課庶務係☎5608－6100

区役所1階の窓口の
混雑状況がわかります！

毎月5日は
すみだ環境の日
7月のエコしぐさ
打ち水が
　　　小さな虹を
　　　　　　連れてきた

� 墨田区環境キャラクター
　��「地球くん」

毎月1日は
墨田区防災の日
7月1日の点検項目
備えよう
　　水・食糧は
　　　　　わが家で

マイナンバーカード交付の
土曜臨時窓口を開設しています！                      
今月の開設日 7月3日・17日・31日の午

前9時～午後5時（9月まで
の第1・３・５土曜日に開庁）

窓口課（区役所１階）開設場所
マイナンバーカードの交付のみ
第2・4日曜日開庁時と取扱業務
が異なるためご注意ください

取扱業務

[問合せ］窓口課住民異動係☎5608－6102

国による大規模接種センターでの
新型コロナワクチン接種

　最新情報や詳細は、防衛省・自衛
隊の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 ]自衛隊東京大規模接種セ
ンター専用問い合わせ窓口
☎0570－056－730　＊受
け付けは午前7時~午後9時 コード

墨田区コロナワクチン
接種問い合わせダイヤル

　ワクチン接種に関する最新情報は
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）。 コード

午前8時半～午後5時15分
(土・日曜日、祝日を含む)
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☎6734－0307

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

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しているため、子育て世帯生活支援特別給付
金(ひとり親世帯以外分)を支給します。なお、ひとり親世帯で3年4月分の児童扶養手当
の受給者は、すでに5月11日に支給しましたのでご確認ください。
[対象]ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く、次の全ての要件を満たす方 ▼3年3月
31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等　＊4年2月末まで
に生まれた新生児も対象　 ▼3年度住民税(均等割)が非課税の方または3年1月1日以降の収入
が急変し、住民税非課税相当の収入となった方　＊3年4月分の児童手当または特別児童扶養
手当を受給した方（3年5月分以降、新たに受給資格の認定を受けた方を含む）のうち、
住民税非課税の方は申請不要で受給可（その他の方は、申請が必要）　＊支給額・申
請方法等の詳細は、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）
[問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係(区役所4階)☎5608－6160

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の方へ
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

コード

令和3年（第44回）隅田川花火大会は開催を中止します
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、10月23日（土）に開催を予定していた隅田川花火大会
は中止となりました。延期開催もありません。開催を楽しみにされていた皆さんには大変ご迷惑を
おかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いします。

問合せ 隅田川花火大会実行委員会事務局☎5246－1111

ご協力ありがとうございました
経済センサス－活動調査

　事業所・企業を対象とした経済センサス-
活動調査にご協力いただき、ありがとうござ
いました。皆さんから提出された調査票は、
統計作成の目的以外に利用されることはあり
ません。
　もし、提出がお済みでない場合は、至急提出
をお願いします。なお、この調査の結果は、令
和4年5月以降に順次公表する予定です。
[ 問合せ ]総務課統計係☎5608－6205

受診票をお送りしました
75歳以上の健康診査等

　区では、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
送りしましたので、忘れずに区内実施医療機関
で受診してください。受診票が届かない場合や

種別 対象 実施期間
75 歳 以
上の健康
診査

区内在住の75歳以上で、後期
高齢者医療制度に加入してい
る方　＊一定の障害があると
認定された方は65歳以上

11 月 30
日（火）ま
で

生活習慣
病予防健
康診査

区内在住の75歳以上で、制
度上ほかの健康診査を受ける
機会がない方（生活保護受給
者等）

いずれの実施期間も医療機関の休診日を除きます。
�9月以降は大変混み合いますので、早めの受診をお願いし
ます。
�区が実施する「特定健康診査」と「生活習慣病予防健康診
査」の対象となる40歳～74歳の方には、10月31日（日）
まで健康診査を実施しています。

紛失した場合は、「すみだ�けんしんダイヤル」へ
お問い合わせください。
[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)　

▼保健計画課健康推進担当☎5608－8514

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）

2 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）

2021年（令和3年）7月1日



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

納入通知書等をお送りします
国民健康保険料の｢公的年
金からの特別徴収｣

　特別徴収の対象となる世帯については、世帯
主の公的年金から、同じ世帯の国民健康保険加
入者全員分の保険料が徴収されます。今月中旬
に対象世帯の世帯主の方へ納入通知書をお送
りします。また、新たに特別徴収となる世帯に
ついては、10月分から特別徴収が開始となり
ますので、9月分までは納付書でお支払いくだ
さい。
　なお、口座振替をご希望の場合は、変更申出
書の提出が必要です。すでに口座振替を利用中
の世帯は、引き続き口座振替となります。
[ 対象 ]次の全ての要件を満たす世帯 ▼ 世帯
主が国民健康保険に加入している　 ▼同じ世

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
7月の番組表

区政情報番組

キャスター
大山美佳さん

知＝すみだのそこが知りたい　特＝特集　歩＝歩いてみよう！すみだでオフタイム
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
7月4日（日）～
10日（土）

知食中毒・熱中症対策

7月11日（日）～
17日（土）

特両国・文花子育て
ひろば

知食中毒・熱中症対
策

特両国・文花子育て
ひろば

知食中毒・熱中症対
策

7月18日（日）～
24日（土）

歩立花エリアでオフタイム

7月25日（日）～
31日（土）

歩立花エリアでオフ
タイム

特両国・文花子育て
ひろば

歩立花エリアでオフ
タイム

特両国・文花子育て
ひろば

＊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

対象の方に保険証等をお送りします
後期高齢者医療制度

■令和3年度の自己負担割合
　医療機関等で支払う医療費の自己負担割合(1割
または3割)は、令和3年度の住民税課税所得に基
づき判定します。自己負担割合が変更となる方に
は、今月中に新しい保険証を簡易書留でお送り
します。なお、自己負担割合が変わらない方は、
引き続き現在の保険証をお使いください。自己
負担割合が3割の方のうち、手続することで1割
負担に変更できる場合があります。対象の方に
は8月1日までに申請書をお送りします。自己負
担割合の算定基礎となる計算方法や1
か月の自己負担限度額の詳細は、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)。
■ 限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定

証)と限度額適用認定証(限度額認定証)の更
新等

　各認定証がすでに交付されていて、引き続き対
象となる方には、新しい認定証を8月１日までに
お送りします。各認定証を保険証と併せて医療機
関等で提示することで、各認定証に応じた保険適
用の医療費の自己負担限度額が適用されます。な
お、減額認定証をお持ちの方は入院時の食費も減
額されます。各認定証をまだお持ちでない方の
うち、交付の対象となる方には8月1日までに交
付申請書をお送りします。
[ 減額認定証の交付対象者 ]保険証の割合が1割
かつ世帯全員が住民税非課税の方で申請され
た方 [ 限度額認定証の交付対象者 ]保険証の割
合が3割かつ同一世帯の被保険者の住民税課税
所得がいずれも690万円未満である方で申請
された方
■確定申告期限延長による影響
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、所
得税の確定申告期限が1か月延長されたことによ
り、今回お送りする保険証の自己負担割合や減額
認定証・限度額認定証の適用区分が暫定的なもの
となる場合があります。今後、自己負担割合や適
用区分に変更があった場合は、改めてお知らせ
します。変更前の保険証や各認定証を使用した
場合、差額分の納付や払戻しの手続をお願いす
ることがあります。詳細はお問い合わせください。
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ]国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)
資格・給付担当☎5608－6192

コード

ご存じですか
国民年金保険料の免除制度等

　国民年金制度には、保険料の納付が困難な方
のために「保険料免除制度」と「納付猶予制度」
があります。これらの制度は本人・配偶者(「保
険料免除制度」は世帯主も)の前年の所得が一定
基準以下の方などが対象で、申請日から原則2
年1か月前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

大切な一票を活
い

かすため、必ず投票
しましょう
東京都議会議員選挙

　7月4日(日)は、東京都議会議員選挙の投票日
です。あなたの大切な一票を活かすため、必ず投
票しましょう。仕事やレジャー等で当日に投票で
きない方は、7月3日(土)まで期日前投票が利用
できます。詳細は、お送りした入場整理券をご確
認ください。
[ 投票日時 ]7月4日 ( 日 ) 午前7時～午後8時
[ 問合 せ ]選挙管理委員会事務局☎5608－
6320

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 ▼中元・病気見舞い　

▼入学・卒業・就職のお祝い　 ▼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、

帯の国民健康保険加入者が全員65歳～74歳
である　 ▼ 世帯主の年金受給額が年間18万
円以上である　 ▼介護保険料が年金から徴収
されている　 ▼国民健康保険料と介護保険料
の合算額が年金受給額の1/2を超えない [ 問
合 せ ]国保年金課こくほ資格係☎5608－
6122

本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・
通夜における香典は、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
　政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、
選挙区内の人に暑中見舞状等の挨拶状を出すこ
とが禁止されています。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。
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ 問 合 せ ]選挙管理委員会事務局☎5608－
6320

31日はサイクルの日
自転車・羽毛布団リユース・
リサイクル

　ご家庭で不用になった、まだ乗ることができる
自転車を回収し、アジアやアフリカへ届ける自転
車リユース・リサイクル事業と、羽毛布団のリ
サイクル事業を実施します。なお、粗大ごみとし
ての回収ではありませんので、ご注意ください。
[ 回収品目 ( 自転車 )]乗車可能な次のいずれか
の自転車 ▼大人用自転車　 ▼子ども用自転車　

▼電動アシスト自転車　 ▼マウンテンバイク　

▼折りたたみ式自転車　＊パンクしているもの
も可　＊ストライダーは不可 [ 回収品目 ( 羽毛
布団)]ダウン率50％以上のもの [回収日時／回収
場所]7月31日(土)午前9時～午後2時／すみだ清
掃事務所(業平5－6－2)[ 対象 ]区内在住の方　
＊事業者を除く [費用]無料 [申込み]事前に ▼自
転車＝氏名(カタカナ)、電話番号、自転車の種
類・台数、来場時間を　 ▼羽毛布団＝氏名(カタ
カナ)・電話番号・枚数・来場時間を　電話ま
たはEメールで、すみだ清掃事務所☎5819－
2571・ 31-RECYCLE@city.sumida.lg.jp へ　
＊受け付けは7月23日まで

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

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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