
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

経過措置に該当する方の申請は12
月28日までです
心身障害者福祉手当

　10月1日から墨田区心身障害者福祉手当の対
象に、精神保健福祉手帳1級をお持ちの方が追加
されました。また、経過措置に該当する方は申請
期限がありますので、ご注意ください。
[対象]精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの
方　＊次のいずれかに該当する方は対象外 ▼65
歳以上の方(精神障害者保健福祉手帳1級を取得
した時点で65歳未満だった方は、経過措置とし
て12月28日まで申請可)　 ▼特別養護老人ホー
ム等の施設に入所中の方　 ▼本人(20歳未満の
場合は扶養義務者)の所得が基準額を超える方　

▼児童育成手当(障害手当)の対象者 [支給額]月

額7750円 [問合せ]障害者福祉課障害者給付係
(区役所3階)☎5608－6163　＊詳細
は問い合わせるか、区ホームーページ
を参照

ぜひ、ご利用ください
家具転倒防止等対策事業

大規模な地震による家具等の転倒事故を防ぐ
ため、対象となる方に家具転倒防止器具・ガラス
飛散防止フィルムの取付費用を助成しています。
詳細は各問合せ先に問い合わせるか、区ホーム
ページをご覧ください。
[助成上限額] ▼家具転倒防止器具＝1万4500円　

▼ガラス飛散防止フィルム＝1万7500円 [対象／
問合せ]区内在住で ▼65歳以上の方がいる世帯／

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

高齢者福祉課支援係(区役所4階)☎5608－6168　

▼身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1度～3度を
持つ方がいる世帯／障害者福祉課障害者給付係
(区役所3階)☎5608－6163　 ▼未就学児がいる
ひとり親世帯／防災課防災係(区役所5
階)☎5608－6206[申込み]令和4年2
月28日までに各問合せ先へ　

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、12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 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・年末年始を含む)

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・年末年始を除く)

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・年末年始を除く)

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
▶12月14日まで＝
☎6734－0307
▶12月15日から＝
☎0120－714－587

＊ 受け付けは午前8時半～午後5時
15分(年末年始を除く)

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。

[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、4年3月31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 ]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

申請の受け付けは令和4年3月31日まで延長されました
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、4年3月31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令和4年3月31日まで延長されました
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。また、本支援金の受
給を終了した方の再申請を受け付けます。申請期限はいずれも4年3月31日(消印有効)です。
［対象］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終了等により、これ以上利
用できない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]初回・再支給いずれも最大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担当☎5608－1254

[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

申請の受け付けは令和4年3月31日（消印有効）まで延長されました
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広告 介護・福祉の資格ならHeartsがどこよりも充実した演習であなたをサポート！情熱学舎Hearts☎03－5819－4381

4 墨田区のお知らせ
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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

12月27日が納期限です
固定資産税・都市計画税

令和3年度固定資産税・都市計画税第3期分の
納期限は12月27日です。納期限までに、納付書
裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストア等
で納めてください。口座振替、金融機関・郵便局
のペイジー対応のATMのほか、スマートフォン
決済アプリ、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も納付ができます｡  
[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

ご存知ですか
障害基礎年金

　事故や病気等で、日常生活に著しく支障をきた
す障害の状態になったときに受けられます。
[対象]障害の状態が国民年金法の障害等級1･2
級に該当し、次のいずれかに当てはまる方 ▼国民
年金に加入中、または60歳以上65歳未満で国内
在住中に初診日があり、保険料の納付要件(加入
期間のうち、納付済期間が2/3以上あるか、直近
の1年間に保険料の滞納がないこと)を満たして
いる　 ▼20歳前に初診日がある　＊国民年金法
の障害等級と障害者手帳の障害等級は異なる [支
給額(月額)] ▼ 1級＝8万1343円　 ▼2級＝6万
5075円　＊初診日が20歳前の場合は、所得によ
る受給制限あり [問合せ]国保年金課国民年金係
☎5608－6129

文部科学大臣から表彰されました
令和3年度地域文化功労者
表彰

　永年にわたる区内の伝
統工芸技術の保存活動が
功績として認められ、墨
田区伝統工芸保存会会長
の塚田 進氏が、11月1日
に令和3年度の地域文化
功労者として表彰されま
した。

ご注意ください
すみだボランティアセン
ターの臨時休館

すみだボランティアセンター(東向島2－17－
14)は受水槽などの清掃のため、臨時休館します。
[休館日]12月25日(土)[問合せ]墨田区社会福
祉協議会☎3614－3900

ぜひ、ご利用ください
ふれあい入浴デー

　12月22日の冬至の日は、にこにこ入浴証をお
持ちの方および一緒に入場するご家族の方が、区
内の公衆浴場を半額で利用できる「ふれあい入浴
デー」です。この日は、ゆず湯をお楽しみいただ
けます。ぜひ、ご家族でご利用ください。
なお、ご利用の際は、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。
[費用] ▼ 12歳以上の方＝240円　 ▼ 6歳～11
歳の方＝90円　 ▼5歳以下の方＝40円　＊通常
の入浴料金の半額 [問合せ]高齢者
福祉課支援係☎5608－6168・
℻  5608－6404　＊詳細は区ホー
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）。

オンライン申請・キャッシュレス決済ができるようになります
令和4年度分特定自転車駐車場の利用申請

4年4月1日～5年3月31日の利用が可能となる、
令和4年度分特定自転車駐車場の利用申請を受け
付けます。受け付けを行う自転車駐車場は表1・
2のとおりです。申請は1人につき1台・1か所で、
申請書には第2希望まで記入できます。
また、現在利用中の方も、4年度分の利用につ
いては改めて申請が必要です。
なお、今回からパソコンやスマートフォンでの
オンライン申請と、オンライン申請した方のキャッ
シュレス決済(ペイジーまたはクレジットカード
払い)ができるようになります。従来どおり申請
書による申請も可能です。
[対象]主に通勤通学等のために自転車を利用す
る方　＊障害のある方は優先で受け付け [利用料
金等]表3のとおり [申請方法]4年1月6日～28日
(消印有効)に ▼オンライン＝申請用ウェブサイ
ト（ https://www.sumida-churinjo.jp）でマ
イページ登録のうえ、申込み　 ▼申請書(直接)
＝押上駅前、錦糸町駅北口地下・南口地下自転
車駐車場へ（当該自転車駐車場以外の申請書も
提出可／受け付けは午前8時～午後8時)　＊土
木管理課（区役所10階）でも提出可 ▼申請書
(郵送)＝芝園開発株式会社(〒120－0034足立
区千住3－66－16)へ　＊申請書は、各自転車駐
車場内の特設ボックスと土木管理課(区役所10
階)で配布　＊申請数が募集台数を超えた自転車

駐車場は、4年2月7日にコンピュータによる抽選
を実施(結果は ▼オンライン＝メール　 ▼申請
書＝郵送　で通知)[落選時のキャンセル待ちに
ついて]補欠順位によるキャンセル待ち可　＊利
用辞退等で第1希望の自転車駐車場に空きが生じ
た場合、該当者にのみ後日通知 [受け付け終了後
に空きがある自転車駐車場について]4年2月
18日～3月7日(消印有効)に募集(抽選)　＊申
請書は押上駅前、錦糸町駅北口地下・南口地下
第1種特定自転車駐車場（表1）

駅名 名称
押上駅 中之郷
小村井駅 第一・第二
鐘ヶ淵駅 北・南
菊川駅 北口・北口第二・新大橋通り北・

新大橋通り南
錦糸町駅 牡丹橋通り
とうきょうス
カイツリー駅

第一・第二

東向島駅 高架下
曳舟駅 高架下
本所吾妻橋駅 第一・第二・第三・第四・西臨時
八広駅 新四ツ木橋下・第二
両国駅 高架下・西口・西口臨時
注  両国駅東口臨時は、4年3月31日に閉鎖します。代替とし
て、新たに両国リバーセンターの北側、旧安田庭園の向
かい側に両国駅西口臨時（横網1－2）を整備します。

第2種特定自転車駐車場（表2）
駅名 名称

押上駅 駅前
錦糸町駅 北口地下・南口地下・南口機械式
注  錦糸町駅南口機械式は、駐車可能な自転車かどうか車検
を受けてから申請してください。大型子乗せ自転車、改
造自転車、センタースタンドの付いたもの、タイヤが太い
もの、カゴが幅広タイプのものなど、駐車できない自転
車があります。

令和4年度分特定自転車駐車場利用料金一覧（表3）

対象
押上駅前、錦糸町駅
北口地下・南口地下・
南口機械式（月額）

左記以外の自転車
駐車場（年額）

区内在住
在勤在学
の方

▼一般＝2000円

▼学生＝1400円

▼一般＝4000円

▼学生＝2800円

上記以外
の方

▼一般＝2500円

▼学生＝1700円

▼一般＝5000円

▼学生＝3500円

自転車駐車場、土木管理課(区役所10階)で配
布　＊空きがある自転車駐車場の一覧は申請用
ウェブサイトおよび区ホームページに掲載予定
[問合せ] ▼申請について＝特定自転車駐車場利
用申請受付コールセンター☎050－
2018－2535　＊受け付けは午前8
時半～午後5時半　 ▼その他＝土木
管理課交通安全担当☎5608－6203

塚田 進氏

オンライン
申請用ウェ
ブサイト

新型コロナウイルス感染症対策　飲食店では大声や近距離での会話を控えよう　［問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943お知らせ
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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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