
　新型コロナウイルス感染症の影響による生活不安やストレスで児童虐
待が増えています。ひとりで抱え込まず、ご相談ください。
[問合せ]子育て支援総合センター☎5630－6351

秘密は守られ、
 匿名での連絡も可能です！

11月は児童虐待防止推進月間
児童虐待に関する相談窓口

夜間や休日の緊急時
＊年末年始も

こちらに連絡（通報）を！
■  児童相談所全国共通ダイヤル☎1

いちはやく
89（24時間受け付け）

■東京都児童相談センター☎5937－2330
生命に関わるような

緊急時
■  本所警察署☎5637－0110
■向島警察署☎3616－0110

■  両国子育てひろば☎3621－1314(相談専用)
■  文花子育てひろば☎3616－0393(相談専用)
[受け付け]午前9時～午後6時（月曜日・祝日・年末年始を除く）
■  子育て支援総合センター☎5630－6677（相談専用）
[受け付け]月曜日～金曜日の午前9時～午後6時（祝日・年末年始を除く）

■  子育て支援総合センター☎5630－6351　
[受け付け]月曜日～金曜日の午前9時～午後6時（祝日・
年末年始を除く）
■  江東児童相談所☎3640－5432
[受け付け]月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（祝日・年末年始を除く）

お父さん・お母さんへ
子育ての悩み、ひとりで抱え込まず相談を！

地域の方へ
「おかしいな、虐待かも？」と感じたら迷わず連絡を！

児童虐待とは？ 子どもに対する次のような保護者の行為です
身体的虐待
殴る・蹴る・やけどをさせ
る・戸外に締め出すなど

心理的虐待
子どもの前でのDV(配偶者等への暴
力・暴言等)・無視・言葉での脅し等

ネグレクト(養育放棄)
食事を与えない・家に閉じ込
める・学校に行かせない等

性的虐待
性的関係を強要する・性的な被写
体にする・性器などを見せる等

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、10月29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、心配な症状が出たときの対応など
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」
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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
　相談票に記入のうえ、送信

ナビダイヤル

相談票
聴覚障害のある方

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)

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

保管をお願いします
新型コロナウイルスワクチン

予防接種済証
　接種券に付随している、新型コ
ロナウイルスワクチン予防接種済
証の紛失により、再発行を希望す
る方が増えています。ワクチン接
種を2回終了したあとも保管をお
願いします。
　また、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。

墨田区新型コロナワクチ
ン接種広報大使「わく丸」
墨田区新型コロナワクチ
ン接種広報大使「わく丸」

[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 [償還期間]2年
以内(均等月賦償還)

■福祉資金 緊急小口資金

　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、11月30日まで無
利子で行っています。なお、原則郵送受け付けです。

■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]原則3か月以内 [償還
期間]10年以内(均等月賦償還)

[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・年末年始を除く）
＊ 必要書類や制度の詳細は、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

申請の受け付けは11月30日まで
新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業で生活資金にお困りの方へ
「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
　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、11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

受給を終了した方の再申請の受け付けは11月30日までです
住居確保給付金

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。申請期限は
11月30日(消印有効)です。
［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 ＊申請方法や必要書類等の詳細は区ホームページを参照

[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）

[問合せ]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

申請の受け付けは11月30日(消印有効)までです

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)
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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）
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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

男女共同参画社会の実現のために
女性の人権

■女性に対する暴力をなくす運動
11月12日～25日は「女性に対する暴力をなく
す運動」期間、また、11月25日は「女性に対する
暴力撤廃の国際デー」です。配偶者等からの暴力
（ドメスティック・バイオレンス）、性犯罪、性暴力、
ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュア
ル・ハラスメント等の女性に対する暴力は、女性
の人権を著しく侵害するものであり、決して許さ
れる行為ではありません。女性に対する暴力の問
題を解決し、男女共同参画社会を実現しましょう。
■相談窓口
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▼ DV相談ナビ☎＃8008　＊自動音声で最寄
りの相談窓口へ接続(相談日時は各相談窓口に
より異なる)

▼すみだ女性センター(押上2－12－7－111)
による女性のためのカウンセリング＆DV相談
☎5608－1771
[相談日時(予約制)]月曜日～水曜日・金曜日・
毎月第2・4土曜日午前10時～午後4時、毎月第
2木曜日午後3時～8時　＊第2水曜日・祝日・
年末年始を除く　＊予約の受け付けは月曜日～
金曜日の午前9時～午後5時(祝日・年末年始を
除く)　＊対面での相談も可
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▼性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ
支援センター☎＃ 8

はやくワンストップ
8 9 1

＊一部のIP電話、ダイヤル式公衆電話、PHSか
らは接続不可
■全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
女性の様々な人権問題についての電話相談を、
下記強化週間中は時間を延長して受け付けます。
［強化週間］11月12日（金）～18日（木）の午前8時
半～午後7時　＊土・日曜日は午前10時～午後5
時　＊強化週間以外は、月曜日～金曜日の午前8
時半～午後5時15分［相談先］女性の人権ホット
ライン☎0570－070－810　＊詳細は、東京法
務局人権擁護部第二課☎0570－011－000 へ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ 問合せ ]人権同和・男女共同参画課男女共
同参画担当☎5608－6512
　　　
        パープルリボンには、女性に対するあら

ゆる暴力をなくしていこうというメッセー
ジが込められています。

令和4年1月～4月入所（転所）の利用
者を募集します
認可保育施設

　令和4年1月～4月入所（転所）の認可保育施設
の利用申込みを11月19日（金）から受け付けます。
詳細は「保育施設利用申込みのご案内」をご覧く
ださい。締切日直前は窓口が混み合いますので、
早めにお申し込みください。
なお、現在入所保留となっている方が4年1月
以降も継続して入所を希望する場合も、再度申
込みが必要です。また、墨田区に住民票があり、
墨田区以外の保育施設の利用を希望する方は、
希望の自治体に申込方法等を確認のうえ、墨田
区に申込書等を提出してください。
[対象]区内在住で0歳～5歳の子ども（4年4月1
日現在）[保育施設利用申込みのご案内等の配布
場所]子ども施設課（区役所4階）、各認可保育施
設・出張所、子育て支援総合センター(京島1－
35－9－103)　＊区ホームページからも出力
可［申込み］申込書等を ▼直接＝下表のとおり　

▼郵送＝12月3日(消印有効)までに問合せ先へ　
＊電話・ファクスでの申込みは不可 [問合せ]
〒130－8640子ども施設課入園係☎5608－
6152

とき ところ
11月19日(金)～12月10日
(金 )の午前9時～午後5時　
＊土・日曜日、祝日を除く　
＊水曜日は午後7時まで

区役所会議室21(2
階)

11月28日(日)午前10時～
午後3時

誰もが心を通わす暮らしやすいまちへ

手作り雑貨やクッキー、パンなどを販売しています。
[とき]毎週火・木曜日　＊当面の間、営業時間
を短縮し、午前11時～午後2時で出店
[ところ]区役所1階エスカレーター横
[問合せ]すみだふれあいセンター
☎5600－2001・℻  5600－2097

障害者自主生産品の販売「スカイワゴン」障害者自主生産品の販売「スカイワゴン」障害者自主生産品の販売「スカイワゴン」

環境にやさしい生活のため、ぜひご利用ください
みどりの補助金制度

　まちに潤いと安らぎをもたらす緑を増やすため、
屋上や壁面などを新たに緑化する方へ、工事費等
の一部を助成しています。
　また、区内に残された自然度の高い貴重な樹木
(特別保全樹木)を保全するため、せん定費用や、

樹木診断費用の一部を助成しています。詳細は、
工事着工前に問い合わせるか、区ホームページ
をご覧ください。
[助成内容]下表のとおり [問合せ]環境保全課緑
化推進担当☎5608－6208

種別 助成対象・条件 助成金額
屋上緑化 建築物の屋上（最上部の平たんな屋根部分等）や

屋根のないルーフバルコニー等に設置する1m2
以上の緑地　＊築1年以上の建築物は事前の安
全点検が必要（費用は区が負担）　＊花壇（一年草
の草花）や菜園、プランター等は対象外

1m2につき1万円で算出した額と、工事費（税
抜き）の半額を比べ
て、少ない方の額（屋
上緑化・壁面緑化の
いずれも上限40万円）
＊1万円未満切捨て壁面緑化 道路に面した建築物の壁面に1m2以上の補助器

具を設置し、つる性植物等で覆ったもの　

沿道緑化（生
け垣）

道路に面した沿道部分に、塀の形成を目的とし
て高さ1m以上の樹木を枝葉同士が触れ合う間
隔で列植したもの

植え込み地の長さ1mにつき2万円で算出し
た額と、工事費（税抜き）を比べて少ない方の
額（上限40万円）　＊1cm未満切捨て

沿道緑化（植
樹帯）

道路に面した沿道部分の植栽ます（幅50cm以上）
に、樹木を枝葉同士が触れ合う間隔で列植した
もの　＊草花は対象外

植え込み地の面積（植栽ますの縁石を除く）
1m2につき2万4000円で算出した額と、工
事費（税抜き）を比べて少ない方の額（上限40
万円）　＊10cm²未満切捨て

特別保全樹
木（樹木）

生育状態が健全で、地上1.5ｍの高さにおいて幹
の周囲が1.2ｍ以上の樹木

▼せん定費用＝1本につき2万円（5本まで）で
算出した額と、せん定費（税抜き）を比べて少
ない方の額（上限10万円）　 ▼樹木医による
樹木診断費用＝診断費用（税抜き）の半額（上
限2万円）

特別保全樹
木（生け垣）

生育状態が健全で、道路に面し、高さ1m以上、
総延長30m以上の植栽

▼せん定費用＝1mにつき500円で算出した
額（上限2万円）　 ▼樹木医による樹木診断費
用＝診断費用（税抜き）の半額（上限2万円）

注沿道緑化の工事に当たり、ブロック塀を取り壊した場合には、ブロック塀の長さ1mにつき1万円を助成金額に加算します。
注建築基準法などの法令に適合しない建築物に設置する場合および条例・要綱に基づき設置する場合を除きます。
注設置する場所により、助成対象とならない場合があります。
注特別保全樹木は事前に指定が必要です。

S
エスディジーズ
DGs・カーボンニュートラルの実現へ

「みんなでいっしょに自然
の電気」キャンペーン

都県市が合同で実施する「みんなでいっしょ
に自然の電気」キャンペーンで電力会社の切替
えをすると、自然の電気(再生可能エネルギー)
を利用することができるうえ、キャンペーンの
参加者が多いほど、電気代が安くなります。詳
細は「みい電」のホームページをご覧ください。
[参加登録期限]令和4年1月31日　＊無料の参加
登録後に見積りの提示があり、電力会社の切替え
の検討が可能[対象]首都圏の各家庭・商店・小規
模事業所(従量電灯B・C)[申込み]「みい電」のホー
ムページから申込み[問合せ] ▼みんなでいっしょ
に自然の電気事務局☎0120－267－100(携帯電
話 か ら は ☎0570－
058－100)　＊受け
付けは月曜日～金曜
日の午前10時～午後
6時　 ▼環境保全課環
境管理担当
☎ 5608 －
6207

感謝状を贈呈しました
環境改善功労者・功労団体
区長感謝状の贈呈

防災や美化・リサイクル等、明るく住みよ
いまちづくりに努めている180人と27団体に、
「墨田区環境改善功労者・功労団体区長感謝
状」を贈呈しました。
[ 問合せ ]地域活動推進課地域活動推進担当
☎5608－6592

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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