
　　

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、9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
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、タガログ語

ご
、

ネパール語
ご
、ミャンマー語

ご
など12か国

こくご
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
感染症に関する電話相談窓口」
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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

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

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

申請期間は11月30日まで延長となりました

[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) コード

　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」および「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]「福祉資金 緊急小口資金」および「総合支援資金 生活支援費」の貸付けが令和3
年11月30日までに終了(予定も含む)した世帯 [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)

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮し、緊急小口資金等の特例貸付け

を終了等により利用できない世帯へ、就労による自立を図るため、また、就労による自立
が困難な場合には円滑に生活保護の受給につなげるため、一定期間支援金を給付します。
［対象］東京都社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付けを利用できない
世帯（総合支援資金の再貸付けが終了した世帯や11月までに終了する世帯、再貸付け
が不決定となった世帯）の主たる生計維持者　＊そのほか収入・資産・求職活動など
の要件あり [月額支給額]▶単身世帯＝６万円　▶2人世帯＝8万円　▶3人以上世帯
＝10万円 [支給期間]最大３か月間 [申請期限］11月30日　＊申請方法や必要書類等
の詳細は区ホームページを参照（右下のコードを読み取ることでも接続可）

[問合せ]墨田区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
コールセンター☎6735－3903

月曜日～金曜日の午前8時半～午後5時15分（祝日を除く） コード

　区と区商店街連合会は、区内商店を支援する
ため、ポイント還元キャンペーンを実施してい
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％が後日
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
コード

[問合せ]産業振興課産業振興担当☎5608－6187

都は若者を対象としたワクチン接種会場を開設しています。
接種には接種券(クーポン券)と身分証明書が必要です。なお、
当会場では2回目のみの接種は受け付けていません。受け付
け方法や最新情報などの詳細は都福祉保健局のホームペー
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)。

東京都若者ワクチン接種センター ■開設期間／開設場所
10月8日(金)まで　＊月曜日、9月12日(日)、10月3日
(日)を除く／渋谷区立勤労福祉会館(渋谷区神南1－
19－8)　
■対象者
都内在住在勤在学の16歳～39歳で1回も接種していない方

[問合せ]東京都ワクチン接種
会場コールセンター☎0570－
034－899　＊受け付けは午
前 9 時 ~ 午 後 6 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)実施中！

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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での相
そうだんか
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☎6734－0307

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)

日
に ほ ん ご
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国語、韓
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国語

での相
そうだんか
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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

墨田区新型コロナワクチン
接種広報大使「わく丸」

申請期間は11月30日まで延長となりました

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
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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

ぜひ、家族でご利用ください
ふれあい入浴デー

9月20日の敬老の日は「ふれあい入浴デー」
です。にこにこ入浴証をお持ちの方と、その方
と一緒に入場する家族は、区内の公衆浴場を半
額で利用できます。ぜひ、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。
[とき]9月20日(祝 )[ところ]区内の公衆浴場　
＊詳細は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)[対象]にこにこ入浴
証をお持ちの方および一緒に入場する家族 [費
用(通常の入浴料金の半額)] ▼ 12歳
以上＝240円　 ▼6歳～11歳＝90円　

▼5歳以下＝40円 [問合せ]高齢者福
祉課支援係☎5608－6168

9月30日が納期限です
固定資産税・都市計画税
(第2期分)

令和3年度固定資産税・都市計画税第2期分
の納期限は9月30日です。納付書裏面に記載の
金融機関、コンビニエンスストア等で納期限ま
でに納めてください。
　口座振替や金融機関・郵便局のペイジー対応
のATMのほか、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の納付、スマー
トフォン決済アプリでの納付も可能です。
[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

商工業融資をご利用ください
年末短期運転資金

区内中小企業の資金需要に応えるため、毎年
行っている「年末短期運転資金」融資あっせん
の受け付けを、10月１日(金)から開始します。
詳細は申込先へお問い合わせください。
[ 融資限度額 ]300万円 [ 利率 ]2.0％　＊うち
1.5％は区が補助 [返済期間]1年以内　＊据置
期間(2か月以内)を含む [申込み]申込用紙と必
要書類を直接、10月１日～11月30日に経営支
援課経営支援担当 (区役所14階 )☎5608－
6183へ ＊申込用紙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

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「お客様へのご協力とお願い」をご確認ください。

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

[とき]11月3日(祝)午前11時開演　＊約90分間 [内容] ▼ 第1部＝指揮者 和田一樹と語ろう「ま
さに今、子育て中！」　 ▼第2部＝「ほっ」とリラックスできるオーケストラのコンサート [出演]
和田一樹(指揮)、中須美喜、(ソプラノ)、田添 菜穂子(司会)、新日本フィルハーモニー交響楽団、
福田 えりか(賛育会病院産科科長／第1部のみ)[曲目]久石 譲／オーケストラストーリーズ〝となり
のトトロ〞より「さんぽ」(楽器紹介付き)、J.ウィリアムズ／〝映画ハリー・ポッターと賢者の石〞より「ヘ
ドヴィグのテーマ」「ハリーの不思議な世界」ほか [入場料]2000円(全席指定)　＊小学生以下は無
料(要座席券) ＊区内在住在勤の方および区内在学の中学生・高校生・大学生等は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

[とき]10月20日(水)午後7時開演[出演]ヴィキングル・オラフソン(ピアノ)[曲目]モー
ツァルト／ピアノ・ソナタ第14番K.457他[入場料] ▼ S席＝5000円　 ▼A席＝4000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・大学生等は1000
円　＊未就学児は入場不可[申込み]事前にトリフォニーホールチケットセンターへ

■ヴィキングル・オラフソン　ピアノ・リサイタル
世界中で「ずば抜けた才能」と注目されているピアニスト。美しい音色をご堪

たんのう
能ください！

■おなかの赤ちゃんも、ちびちゃんも、お父さんお母さんも…
　みなさん、「ようこそ！リラックス・コンサート」

おなかの赤ちゃん、未就学児、子育て中の方、子育てを支える全ての人に贈るスペシャルコンサート！

　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ところ]すみだトリフォニーホール（錦糸1－2－3）

ヴィキングル・
オラフソン

コード

10月からの本格運用に向けて事前
登録を
マイナンバーカードの健康
保険証利用

健康保険証としてマイナンバーカードを利用
できるオンライン資格確認の本格運用が、10月
から始まります(具体的な開始日は、区ホーム
ページ等に掲載予定)。
　オンライン資格確認システムが導入された
医療機関等では、順次、マイナンバーカードを
保険証として利用できるようになります（利用
できる医療機関等は、厚生労働省のホームペー
ジに掲載予定）。利用には、マイナンバーカー
ドの取得後、マイナポータルのホームページか
ら事前登録が必要です。事前登録は、パソコン
とICカードリーダーまたは、マイナンバーカー
ドの読取に対応しているスマートフォンでで
きます。これらの機器類をお持ちでない方は、
問合せ先に設置した専用端末から登録が可能
ですので、マイナンバーカードに内蔵された電
子証明書の暗証番号を準備のうえ、マイナン
バーカードをご持参ください。また、利用者証
明用電子証明書の有効期限切れ等によりマイ
ナンバーカードを更新した方は、その翌々日か
ら事前登録が可能となりますので、ご注意くだ
さい。
　なお、10月1日に更新される保険証(新たに
国民健康保険に加入し、発行されたものを含む)
は、事前登録の有無にかかわらず、引き続き医
療機関等で利用できます。
[問合せ]国保年金課こくほ資格係(区役所2階)
☎5608－6121

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ
9月は「障害者雇用支援月間」です
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

障害のある人の一般就労とその継続のために、
就労移行、職場定着、相談等の支援を行ってい
ます。区内企業の障害者雇用に関する相談窓口
もあります。ぜひ、ご利用ください。
[ 問合せ ]すみだ障害者就労支援総合センター
☎ 5600 － 2004・℻  5600 － 3280

　墨田区のお知らせ「すみだ」(区報)を、スマートフォン用アプリ「マチイロ」
でご覧いただけます。この無料アプリをダウンロードして登録すると、発行日
にお知らせが届き、いつでもどこでも区報を読むことができます。ぜひ、ご利用
ください。

コード

アプリで区報を読めます
無料アプリ「マチイロ」

[利用方法]「マチイロ」のホームページからアプリをダウンロード　
＊右のコードを読み取ることでも接続可 [費用]無料　＊通信料は自
己負担 [問合せ]広報広聴担当☎5608－6223

区内在住で新聞を購読してない方へ
墨田区のお知らせ「すみだ」
(区報)の戸別配付

　墨田区のお知らせ「すみだ」(区報)は、新聞
に折り込んで配布しているほか、区施設や区

内の駅、一部の信用金庫・コンビニエンスス
トアなどで配布しています。また、新聞を購
読していない方へ、発行日にご自宅へ無料で
お届けする戸別配付を行っています。
[費用]無料 [申込み]随時、戸別配付申込書を
直接または郵送、ファクス、Eメールで〒130－
8640広報広聴担当 (区役所6階 )☎5608－
6223・ ℻  5608－6406・ OSHIRASE@
city.sumida.lg.jpへ　＊申込書は申込先のほ
か、各出張所・図書館等の区施設で配布　＊区
ホームページからも申込可(下のコードを読み
取ることでも接続可)
[注意事項] ▼1住戸につき、原則1部配
付　 ▼郵便ポスト等の確認のため、配
達員が現地調査を実施する場合あり

中須美喜 田添 菜穂子 新日本フィルハーモニー交響楽団和田一樹

コード

福田 えりか

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
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☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス
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