
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の電話相談窓口
以下の情報は、8月20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
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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

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
関する情報は、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）。

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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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

墨田区新型コロナワクチン
接種広報大使「わく丸」

▼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

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！

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
　国では、千代田区大手町に新型コロナワクチン接種会場を設置しています。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(右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（土・日曜日、祝日を含む） コード

　　最大30％がポイントで戻ってくる！
    ポイント還元キャンペーン(PayPay)

本日から
始まりました！

　区と区商店街連合会は、区内商店を支
援するため、延期となっていたポイント
還元キャンペーンを実施します。
　区内の対象店舗でキャッシュレス決済
サービス「PayPay」で決済すると、最大
30％がポイントで還元されます。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）。
　なお、キャンペーンを利用する際は、マ
スク着用、手洗い・手指消毒、「密」の回避
などの感染症対策の徹底をお願いします。

実施期間 9月30日(木)まで

区内のPayPay導入
店(大型店・チェー
ン店・フランチャ
イズ店を除く)

対象店舗 付与上限
▶1回の決済につき3000ポイント
▶実施期間中、1万2000ポ イ ン ト
＊ ポイントは、支払日の翌日から30日
後に付与予定

コード

[問合せ]産業振興課産業振興担当☎5608－6187

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

　　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

[問合せ]高齢者福祉課地域支援係☎5608－6178　＊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)

フレイル(虚弱)予防の4つのポイント新型コロナウイルス
感染症対策をしながら

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

コード

2021年（令和3年）9月1日

2 社会参加
家族・友人との
つながりや、支え
合いを大切にし
ましょう

3 栄養
10種類の食品群の
うち、1日7種類以
上の食品をとりま
しょう

1 運動
週に2回以上
は運動する
習慣を付け
ましょう

4 口
こうくう
腔ケア
お口の体操で
かむ力を鍛え
ましょう

ぽけっと
（区主催以外）



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

必ずお受け取りください
国民健康保険被保険者証の
更新

　10月1日に国民健康保険被保険者証を更新し
ます。新しい被保険者証は、今月末までに簡易
書留で郵送します。配達時に不在だった場合は、
不在連絡票に記載されている保管期限までに必
ず再配達の手続をするか、直接郵便局で受け
取ってください。
　新しい被保険者証は、一般証がうぐいす色、退
職証が藤色となります。受領後は、加入者の記載
事項(住所・氏名等)の確認をお願いします。
　なお、現在の被保険者証(サーモン色または若
草色)は、10月1日以降にご自身で細かく裁断し
破棄するか、直接または郵送で問合せ先か各出張
所へお返しください。
[問合せ]〒130－8640国保年金課こくほ資格係
(区役所2階)☎5608－6121

自覚症状がない病気の早期発見を
特定健康診査・生活習慣病
予防健康診査など

区内在住の40歳～74歳で、墨田区国民健康
保険に加入している方と、制度上ほかの健康診
査を受ける機会のない方(生活保護受給者等)に、
区内の医療機関で健康診査を実施しています。
対象者には、5月に受診票をお送りしていますの
で、10月31日までに受診してください。
なお、終了間際は医療機関が混み合い、受診
できないことがありますので、早めに受診しま
しょう。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。
また、75歳以上の方の健康診査は11月30日 コード

9月は東京都の自殺対策強化月間です
「気づいてください！

体と心の限界サイン」
東京都自殺相談ダイヤル
こころといのちのほっとライン
☎0570－087478
（正午～翌朝5時半／年中無休）

ＬＩＮＥ相談は「相談ほっとＬＩＮ
Ｅ＠東京」（受け付けは午後5
時～9時半／右のコードを読
み取り、LINEで友だち登録）

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！
開 設 日 9月4日・18日の午前9時～午後5時

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

問合せ

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。受給を終了
した方の再申請の期限は、9月30日までです。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は
9月30日までです
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

知＝すみだのそこが知りたい　特＝特集　子＝子育て応援 すくすく 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
9月5日（日）～
11日（土）

知健康寿命UP大作戦！

9月12日（日）～
18日（土）

特水と緑のサード
プレイス

知健康寿命UP大作
戦！

特水と緑のサード
プレイス

知健康寿命UP大作
戦！

9月19日（日）～
25日（土）

子子育てのお悩み、一緒に考えます！

9月26日（日）～
10月2日（土）

子子育てのお悩み、
一緒に考えます！

特水と緑のサード
プレイス

子子育てのお悩み、
一緒に考えます！

特水と緑のサード
プレイス

＊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

9月の番組表

区政情報番組

キャスター
大山美佳さん

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

従業員の方をご推薦ください
中小企業等永年勤続優良従
業員表彰

区内の中小企業等に永くお勤めの優良従業員
の方を表彰します。事業主の方は、該当する従業
員の方をご推薦ください。
[表彰区分]10年・20年・30年の勤続表彰　＊勤
続年数の算定基準日は令和3年12月31日 [対象
者]対象事業所に勤務しており、表彰区分の各勤
続年数に達し、事業主から優良従業員として推薦
された方　＊すでに同じ表彰区分で表彰された
方や、事業主・代表者・役員、事業主・代表者の
配偶者と直系一親等の血族の方を除く [対象事業
所]区内の ▼中小企業　 ▼中小企業の所属する商
工団体　 ▼信用金庫・信用組合 [表彰日時]4年2
月5日(土)午後4時～5時 [表彰会場]すみだリ
バーサイドホール2階イベントホール(区役所に
併設)[申込み]推薦書類を直接または郵送で10
月14日(必着)までに〒130－8640産業振興課
産業振興担当(区役所14階)☎5608－1437へ　
＊推薦書類の様式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

までですので、ご注意ください。
[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

保健所や区役所の職員を装い、予約金等を口実に金銭をだまし取
る手口が増えています。
　　　「新型コロナワクチン接種を予約をするには

予約金が必要です。接種後に返金します。」

　　　「予約金を払うと、PCR検査を受けられます。」

これらは全て詐欺です。

[問合せ]安全支援課安全支援係☎5608ー6199

新型コロナウイルス感染症を口実にした詐欺に注意

サギ
です

保健所や区役所の職員を装い、予約金等を口実に金銭をだまし取

▶  本所警察署☎5637－0110　　▶ 向島警察署☎3616－0110
▶  消費者ホットライン☎188　
▶ 新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン☎0120－213－188

おかしいな、と思ったら

　　　「新型コロナワクチン接種を予約をするには　　　「新型コロナワクチン接種を予約をするには

　　　「　　　「

サギ
です

広告「畳を替えて気分を変えてみませんか？」  畳のことなら…。あなたの町の（有）たたみ工房さいとうへ！　 緑四　☎03－3631－9591

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）9月1日
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毎月5日は
すみだ環境の日
9月のエコしぐさ
打ち水に
　　ほっと一息
　　　　　秋の風

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

資源の有効活用にご協力を
古着・水銀式体温計等の回
収とフードドライブ

ご家庭で不用になった古着や水銀式の体温計・
血圧計等を回収します。同時に、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] ▼ 9月25日（土）／ひいら
ぎ公園（八広１－16－11）　 ▼9月26日（日）／

新しい受給者証は届きましたか
心身障害者医療費助成制度

身体障害者手帳1級・2級(内部障害者は3級も
含む)、愛の手帳1度・2度、または精神障害者保
健福祉手帳1級のいずれかの障害があり、国民健
康保険や社会保険等に加入している方は、心身障
害者医療費助成制度障により、医療費の自己負担
が軽減されます。本制度の受給者証は、毎年9月
に更新します。現在、障を受給中で引き続き要件
に該当する方には、8月下旬に新しい受給者証を
お送りしましたので、ご確認ください。
　精神障害者保健福祉手帳の有効期限が到来す
る方は、今回送付した受給者証の有効期限も手帳
の有効期限までとなり、新たに更新の申請手続が
必要となりますので、ご注意ください。
　所得が下表の限度額を超える方や、65歳以上
で新規に障の対象となる手帳をお持ちの方、後期
高齢者医療被保険者証をお持ちで住民税が課税
されている方などは対象となりません。
　なお、これまでの所得が限度額を超えていた
ために対象外だった方で、令和2年中の所得が下
表の限度額以下の方は対象になる可能性があり
ます。詳細はお問い合わせください。
[問合せ]障害者福祉課障害者給付係☎5608－
6163・℻  5608－6423

障

■所得限度額

扶養親族等の数 本人または扶養義務者等の
所得限度額

0人 360万4000円
1人 398万4000円
2人 436万4000円
3人 474万4000円
4人 512万4000円
5人 550万4000円
注 老人扶養親族、特定扶養親族等がいる場合は、一定額を
加算します。

毎月1日は
墨田区防災の日
9月1日の点検項目
いざのとき
　　あわてぬための
　　　　　　防災訓練

お祝いします
「米寿・喜寿のお祝い」と「ふ
れあい訪問」

米寿・喜寿の方へ、9月9日（木）～30日（木）に
墨田区民生委員・児童委員がお祝い金をお届け
します。
また、喜寿の方には生活状況等をお聞きする

「ふれあい訪問」を行います。事前に送付する「ふ
れあい訪問票」は郵送で回収します。なお、訪問
を受ける際は、新型コロナウイルス感染症対策
にご理解とご協力をお願いします。
[対象]9月1日現在、墨田区に住民登録があり ▼米
寿＝昭和9年生まれの方（数え年で88歳）　 ▼喜寿
＝昭和20年生まれの方（数え年で77歳）[お祝い金]

▼米寿＝1万円　 ▼喜寿＝5000円 [問合せ]高齢
者福祉課支援係☎5608－6168・℻  5608－
6404

ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)を考える
　ソーシャルインクルージョン（社会的包摂）
は、平成12(2000)年に当時の厚生省(現 厚
生労働省)の報告書で「全ての人々を孤独や
孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的
な生活の実現につなげるよう、社会の構成
員として包み支え合う」ことと説明されてい
ます。つまり、子どもや高齢者、障害の有無
に関わらず、誰もが健康で文化的な生活が
送れるよう、社会の中で互いに助け合って
生活していこうという考え方です。排除や

貧困など様々な問題の解決策にも位置付け
られています。
　難しい言葉のように感じる方もいるかもし
れませんが、私たち一人ひとりが、この考え
方をもって生活することが大切です。ソーシャ
ルインクルージョンが社会に浸透するよう、
皆で努力していきましょう。
［問合せ］人権同和・男女共同参画課人権同和
担当☎5608－6322

人 権 コ ラ ム 75

みどりコミュニティセンター（緑３－７－３）　
＊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
るものは不可）　 ▼靴（泥・油・シミ等の汚れ
があるもの、穴が開いているもの、長靴・ブー
ツ・下

げ た
駄・草履は不可）　 ▼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
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
ルコール類は不可）　 ▼水銀式の体温計・温度
計・血圧計　＊水銀製品の回収は9月26日のみ
[持込方法]水銀製品はケースに入れるか、新聞
紙等に包み、そのほかは、それぞれ別の半透明の
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

ぜひご活用ください
子育て世帯定住促進支援事業

子育て世帯が墨田区に長く住み続けられるよう、住宅購入費や民間賃貸住宅への転居費を助成します。
利用する場合は、転居・転入後3か月以内(転居・転入時点で妊娠中の場合は1年以内)の申請が必要と
なるなど、要件がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
[問合せ]住宅課計画担当☎5608－6215
助成制度等 対象 助成内容 助成金額等
三世代同居・
近居住宅取得
支援

中学生以下の子
どもを扶養する
世帯

区内在住の親世帯と同居または近居
するために、区内に住宅を取得した場
合の購入費の一部　＊この支援を受
けた場合、区と独立行政法人住宅金融
支援機構との事業協力連携により「フ
ラット35地域連携型」の利用が可能

▼新築住宅購入＝50万円　 ▼中古
住宅購入＝30万円　＊「フラット
35地域連携型」を利用した場合、借
入開始後5年間、フラット35の借入
金利から0.25%（年利）引下げ

民間賃貸住宅
転居・転入支
援

未就学児を扶養
する世帯

区内で転居する場合や、区内在住の親
世帯と同居または近居するために、区
外から転入した場合の転居費の一部

▼引越し費用　 ▼賃貸借契約に伴
う仲介手数料　 ▼賃貸借契約に伴
う礼金　のいずれも12万円を限度
とし、最大36万円

上記のほかにも要件があります（詳細は問い合わせるか、区ホームページを参照）。

写真募集！「私の好きな すみだ」

応募方法は問い合わせる
か、区ホームページへ！

[ 問合せ ]広報広
聴担当☎5608－
6223

本紙毎月1日号8面に掲載しています

コード

ご注意ください
東京2020パラリンピック競技大会
マラソン競技に伴う交通規制
[とき]9月5日（日）午前4時半～10時45分頃　
＊規制解除時間は区間により異なる
＊う回情報等の詳細は、東京2020組織委員
会の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）
[問合せ ]東京2020パラリン
ピックマラソンコールセンター
☎6628－4662 コード

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

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

2021年（令和3年）9月1日

ぽけっと
（区主催以外）




