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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

10月1日の点検項目
初期消火
　　となり近所の
　　　　　　たすけあい

毎月1日は
墨田区防災の日

毎月5日は
すみだ環境の日
10月のエコしぐさ
買いすぎず
　　　作りすぎずで
　　　　　　ロスも出ず

� 墨田区環境キャラクター
　��「地球くん」

区内3か所に増えます
地域福祉プラットフォーム

　誰もが気軽に立ち寄れる地域の居場所・相談場
所である地域福祉プラットフォームを、10月5日(火)
から八広に新設します。また、石原の「ガランドール」
は9月で終了後、10月4日(月)から移転し、「地域
福祉プラットフォーム本所」と名称を変更します。
なお、京島にある「キラキラ茶家」も、10月5日(火)
から「地域福祉プラットフォーム京島(キ
ラキラ茶家)」に名称を変更します。詳
細は区ホームページをご覧ください。
■地域福祉プラットフォーム京島(キラキラ茶家)
[開設時間]毎週火・木曜日午前11時～午後4時
(祝日・年末年始を除く)[ところ]京島3－49－18
■地域福祉プラットフォーム本所
[開設時間]毎週月・水曜日午前11時～午後4時
(祝日・年末年始を除く)　＊第3月曜日は休館
[ところ]本所1－13－4・本所地域プラザ内
■地域福祉プラットフォーム八広
[開設時間]毎週火・木曜日午前11時～午後4時
(祝日・年末年始を除く)[ところ]八広5－18－
23・八広はなみずき高齢者支援総合センター内
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ] ▼厚生課厚生係☎5608－6150　 ▼墨
田区社会福祉協議会☎5655－2121

70歳以上の希望者に発行します
東京都シルバーパス

[利用できる交通機関]都営交通(日暮里・舎人ラ
イナーを含む)、都内民営バス等 [対象]都内に住
民登録がある70歳以上の方　＊70歳になる誕生
月の初日から申込可 [費用・必要書類等]下表の
とおり [有効期間]発行日～令和4年9月30日 [申
込み]必要書類を直接、最寄りのバス営業所・都
営地下鉄定期券発売所等の発行窓口へ [区内の常

設窓口] ▼錦糸町駅前(南口)都バス定期券発売所
(江東橋3－14－5・JR錦糸町駅南口バスターミ
ナル内)　 ▼都バス江東自動車営業所(江東橋4－
30－10)[問合せ] ▼東京バス協会シルバーパス
専用電話☎5308－6950　＊受け付けは午前9
時～午後5時(土・日曜日、祝日を除く)　 ▼高齢
者福祉課支援係☎5608－6168・FAX5608－6404

対象区分 費用
必要書類

全区分で必要なもの 対象区分ごとに必要なもの
令和3年度住民税が
課税の方

2万510円 本人確認ができるも
の（健康保険証、運
転免許証、顔写真付
きの住民基本台帳
カード、マイナン
バーカード、生活保
護受給証明書等）

－

3年度住民税が非課
税の方

1000円 次のいずれかの書類 ▼ �3年度介護保険料納入（決定）通
知書（所得段階区分欄に「1」～「6」のいずれかが記載
されているか、合計所得金額欄が135万円以下となっ
ているもの）　 ▼ �3年度住民税非課税証明書　 ▼ �3年
度住民税課税証明書（合計所得金額欄が135万円以下
となっているもの）　 ▼ �生活保護受給証明書（3年4
月以降に発行された「生活扶助」の記載があるもの）

3年度住民税が課税
の方のうち、2年の合
計所得額が135万円
以下の方　＊�3年度経
過措置
注��「3年度介護保険料納入（決定）通知書」は再発行できません。紛失等により、お手元にない方は「3年度住民税課税・非課税
証明書」（手数料 ▼ �窓口での交付＝300円　 ▼ �マイナンバーカードを利用したコンビニ交付＝200円）が必要となります。

　 �不動産売却に係る特別控除額(2年分)がある場合は、上記の必要書類と異なる場合がありますので、東京バス協会へお問
い合わせください。

注�

資源の有効活用にご協力を
古着・金属製調理器具等の
回収とフードドライブ

　ご家庭で不用になった古着や金属製調理器具
などを回収します。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] ▼ 10月9日(土)／若宮公園
(本所2－2－19)　 ▼10月23日(土)／中和公園
(菊川1－18－25)　 ▼10月24日(日)／東あずま
公園(立花2－32－12)　＊時間はいずれも午前9
時～午後2時 [対象]区内在住の方　＊事業者を除
く[回収品目]古着、靴、ぬいぐるみ、金属製調理器
具、食料品、ペットボトルの蓋、使用済歯ブラシ[持
込方法]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

ご存じですか
児童扶養手当

　児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自
立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支
給される手当です。受給には申請が必要です。詳細
は問い合わせるか、区ホームページをご覧ください。
[対象]次のいずれかに該当する、18歳の誕生日を迎
えたあとの3月末までの児童（心身に中度以上の障
害がある場合は20歳未満の児童）を養育している父
親または母親、養育者 ▼父母が離婚している　 ▼父
または母が死亡した、または生死不明である　 ▼父
または母に重度の障害がある（身体障害者手帳1・2
級程度）　 ▼父または母に1年以上遺棄されている

▼父または母が1年以上拘禁されている　 ▼父ま
たは母が保護命令を受けた　 ▼婚姻によ
らないで生まれた [問合せ]子育て支援
課児童手当・医療助成係☎5608－6376

　　

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17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 区HP

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
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。

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

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

都「新型コロナコールセンター」
日
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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)

　　　　　　　  FAX5388－1396
　相談票に記入のうえ、送信

ナビダイヤル

相談票
聴覚障害のある方

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。
[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

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。

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

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

広告 スマホの料金、見直しませんか？　J：COMなら月額980円から。5Gもスタート。詳しくは☎0120－938－362（9：00～18：00)

2 墨田区のお知らせ

暮らし
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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）10月1日



　�＝すみだのそこが知りたい　　�＝特集　����＝歩いてみよう！すみだでオフタイム　　�＝お江戸ル�ほーりーのすみだ今昔物語
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
10月3日（日）～
9日（土）

　空き家対策

10月10日（日）～
16日（土）

　東京2020大会 知空き家対策 　東京2020大会 知空き家対策

10月17日（日）～
23日（土）

　錦糸町エリアでオフタイム！

10月24日（日）～
30日（土）

　 錦糸町エリアで
オフタイム！

　東京2020大会 　錦糸町エリアでオ
フタイム！

　東京2020大会

10月31日（日）～
11月6日（土）

　文花エリア

＊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

知 特 歩 江

知

特 特

歩

歩 特 歩 特

江

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
10月の番組表

区政情報番組

キャスター
大山美佳さん

届きましたか
乳幼児医療証・子ども医療証

乳幼児医療証・子ども医療証をお持ちの方に、
10月1日から有効の医療証を送付しました。まだ
届いていない方はお問い合わせください。
なお、転入や出生があった方で医療証を申請し
ていない場合や、住所・加入保険等の変更があっ
た方で届出をしていない場合は、問合せ先または
各出張所で手続をしてください。
[問合せ]子育て支援課児童手当・医療助成係(区
役所4階)☎5608－1439

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

ご意見をお聞かせください
あずま百樹園の都市計画案

　あずま百樹園の公園面積拡充に関する都市計
画案の説明会を行います。この計画案を縦覧でき
るほか、区内在住の方や計画案に利害関係がある
方は、意見書を提出できます。
■都市計画案の説明会(パネル展示)
[ とき ] ▼ 10月10日 (日 )午前10時～午後1時　

▼ 10月12日(火)午後5時～8時　 ▼ 10月13日
(水)午前10時～午後1時　＊いずれも同一内容　　
＊入退場自由[ところ]千葉大学墨田サテライトキャ
ンパス1階ピロティ(文花1－19－1)　＊屋外で実
施(雨天決行)[申込み]当日直接会場へ [問合せ]
都市整備課都市整備・河川担当☎5608－6281
■都市計画案の縦覧・意見書の提出
[ 縦覧期間／縦覧場所 ]10月14日(木 )～28日
(木)／都市計画課(区役所9階)[意見書の提出方
法]ご意見(書式自由)・住所・氏名・電話番号を、
直接または郵送、ファクス、Eメールで10月14
日～28日(必着)に〒130－8640都市計画課都市
計画・開発調整担当☎5608－6265・FAX5608－
6409・ TOSHIKEIKAKU@city.sumida.lg.jpへ

10月1日から新しくなります
粗大ごみ処理券のデザイン

　10月1日から、粗大ごみ処理券A券(200円)・
B券(300円）のデザインが
新しくなります。ただし、
変更前のデザインの粗大ご
み処理券も、引き続き使用
できますので、窓口での交
換は行いません。詳細はお
問い合わせください。
[問合せ]すみだ清掃事務所
☎5819－2572

9月下旬に予診票をお送りしました
高齢者インフルエンザ予防接種

[期限]令和4年1月31日[ところ]23区内の実施医
療機関 [対象]3年12月31日現在 ▼65歳以上の方

▼60歳～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫の機
能に身体障害者手帳1級相当の障害のある方 [費
用]2500円　＊75歳以上の方、生活保護受給者等は
無料[申込み]事前に電話で接種を希望する実施医療
機関へ[問合せ]保健予防課感染症係☎5608－6191

コミュニティ活動を支援しています
町会会館への設備等の補助

　区ではコミュニティの活性化を図るため、宝
くじの社会貢献広報事業であるコミュニティ助
成金を活用し、認可地縁団体に、設備等の補助を
行っています。今年度は、緑二丁目町会ほか9町
会に、テーブルなどの補助を行いました。
[ 問合せ ]地域活動推進課地域活動推進担当
☎5608－6201

令和4年4月入園の園児を募集します
区立幼稚園

[幼稚園名・ところ]下表のとおり[対象]平成29年4月2日～30年4月1日生まれで ▼保護者と一緒に区
内に住んでいる幼児　 ▼令和4年4月1日までに保護者と一緒に区内へ転入することが決まっている幼児[募
集数]各園35人　＊特別な支援を要する幼児2人程度を含む　＊募集数を超えた場合は、11月15日(月)
に公開抽選を実施予定 [申込書の配布期間／配布場所]10月11日
(月)～11月4日(木)／子ども施設課(区役所4階)、各出張所・区立
幼稚園　＊土・日曜日、祝日を除く [申込み]申込書を直接、11月1
日(月)・2日(火)・4日(木)午前9時～午後4時に入園を希望する園
または子ども施設課入園係(区役所4階)へ　＊申込みは1人1園のみ
[注意事項]曳舟幼稚園は令和5年度末で閉園予定のため、令和5年度
入園の募集はしない[問合せ] ▼申込みについて＝子ども施
設課入園係☎5608－6152　 ▼その他について＝学務課事
務担当☎5608－6303　＊詳細は区ホームページを参照

幼稚園名 ところ
緑幼稚園 緑2－11－5
柳島幼稚園 横川5－2－30
菊川幼稚園 立川4－12－15
第三寺島幼稚園 東向島6－8－1
曳舟幼稚園 京島1－28－2
八広幼稚園 八広5－12－15
立花幼稚園 立花1－25－9

令和4年4月入園の園児を募集します
私立幼稚園等

[幼稚園等の名称・入園願書の配布日等]下表のとおり [申込み]入園願書を直接、入園を希望する幼稚
園等へ　＊詳細は各幼稚園等へ [問合せ]子ども施設課保育係☎5608－1583

幼稚園等の名称 所在地／電話番号
募集園児

入園願書の配布日
3歳 4歳 5歳

あさひ幼稚園 文花1－1－10／☎3612－0876 ○ － － 10月15日（金）午前8時～9時半
あづま幼稚園 文花1－25－7／☎3612－4558 ○ － － 10月15日（金）
江東学園幼稚園 横網1－7－2／☎3625－0644 ○ 若干名 若干名 10月15日（金）・18日(月)・

19日(火)
言問幼稚園 向島5－4－4／☎3622－7771 ○ 若干名 － 10月15日（金）・18日（月）
墨田幼稚園 堤通1－5－9／☎3611－0740 ○ 若干名 － 園に問い合わせるか、園のホー

ムページを参照
本所白百合幼稚園 石原4－37－2／☎3622－3376 ○ 若干名 若干名 10月15日(金)・18日(月)・

19日(火)
向島文化幼稚園 八広6－24－6／☎3614－3415 ○ 若干名 若干名 10月15日（金）
両国幼稚園 両国2－8－10／☎3632－7959 ○ 若干名 － 10月15日（金）
幼保連携型認定こ
ども園共愛館保育園

押上3－53－6／☎3617－4460 ○ 若干名 若干名 10月15日（金）～21日（木）

説明会を開催します
用途地域等の変更

　都内では、道路の整備による地形地物の変化が
多く発生し、用途地域等の指定状況と現況との不
整合が見られることから、用途地域等の変更を都
内で一括して実施します。区では、素案を取りまと
めましたので、説明会(パネル展示)を開催します。
[変更予定地]京島1－27付近(住居表示)[とき]

▼ 10月16日(土)午前9時～正午　 ▼10月17日
(日 )午前9時～正午　 ▼ 10月20日 (水 )午後5
時～8時　＊いずれも同一内容　＊入退場自由
[ところ]京島第一集会所(京島3－3－6)[申込
み]当日直接会場へ [問合せ]都市計画課都市計
画・開発調整担当☎5608－6265

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☎03－3631－9591
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