新型コロナウイルス感染症対策で使える制度
個人向け 相談窓口
緊
急
措事
置態

体
調
・
感
染
症

税
金
・
保
険
料
・
公
営
住
宅

要請・指示等に関する疑問や不安など

03-5388-0567

風邪の症状、37.5℃の発熱、倦怠感、呼吸困難
4日間以上続く（高齢者、基礎疾患のある方は2日）

墨田区 帰国者・接触者相談センター

心配な症状があらわれた時の対応について

墨田区 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

03-5608-1443

0570-666-329

申請により納税の猶予が受けられる場合
があります

墨田区 税務課

申請により国民健康保険料・介護保険料の
支払猶予が受けられる場合があります

健康保険料・国保年金課

国民健康保険・後期高齢者医療制度の届出・

墨田区 国保年金課

03-5608-6142～8

介護保険料・介護保険課

申告期間の猶予

資格取得・資格喪失・住所変更等

（国民健康保険）
（後期高齢者医療）

国民年金保険料の免除

墨田年金事務所

申請により国民年金保険料の免除が適用される場合が
あります

公営住宅の支払いが困難な方

区営住宅・区民住宅・シルバーピア・
高齢者個室借り上げ住宅・コミュニティ住宅
就
学
援
助

就学援助費受給申請について
申請期間を5月29日までに延⾧

労
働

休業等の取り扱い、職場ハラスメントなど

消
費
生
活

不審に思ったこと、トラブルや苦情など

電気・ガス料金の支払い

公
共
料
金
・
通
信
・
保
険
等

東京都 緊急事態措置相談センター

5月分までの料金支払いを1か月繰り延べします

03-5608-6126
03-5608-6937

03-5608-6121
03-5608-6192

03-3631-3111

墨田区 住宅課
防災まちづくり課

03-5608-6214
03-5608-6261

墨田区 教育委員会
03-5608-6303
東京都 労働相談情報センター

0570-00-6110

すみだ消費者センター
東京都消費生活総合センター

03-5608-1773
03-3235-1155

東京ガス 0570-002211 03-3344-9100

ご契約の事業者へ

東京電力 0120-993-052 0120-995-113

水道・下水道料金の支払い

水道局 お客様センター

お客様センターへ連絡後、最⾧で4か月の支払猶予

携帯電話料金の支払い

大手3社はスマートフォン等の携帯電話料金の支払を
5月末まで繰り延べします ご契約の事業者へ

生命保険・損害保険について

保険料の支払いや更新手続きの延⾧など

03-5326-1101
NTTドコモ
KDDI

0800-333-0500
0077-7-111 au携帯から 157
ソフトバンク 0800-170-4535
ご契約の保険会社へご連絡ください
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新型コロナウイルス感染症対策で使える制度
個人向け 生活支援

住居確保給付金の支給

助
成
金

離職等により住居を失った方、または失う恐れが
高い方への給付
就職に向けた活動をすることなどを要件に、
一定期間、家賃相当額を支給

フリーランス等の方への支援

令和2年2月27日～6月30日の間において
小学校等休業により、就業できなかった日につき
1日あたり4,100円（定額）
申請期間：令和2年9月30日まで

くらし・しごと相談室すみだ

03-5608-6289

学校等休業助成金・支援金等相談
コールセンター 0120-60-3999

個人向け融資について

融
資

無利子・連帯保証人不要、据置期間：1年以内
※償還時において、なお所得の減少が続く住民税
非課税世帯の償還を免除することができる
●緊急小口資金（休業した人向け）
●総合支援資金（失業した人向け）

03-3614-3902

子どもの学び応援サイト

文部科学省

墨田区社会福祉協議会

臨
時
休
業
中
の
学
習
支
援

文部科学省のホームページ内に開設

03-5253-4111

NHKのデジタル教材

NHK

保
育
施
設

認可保育施設に在園中で家庭での保育にご協力頂ける
場合、通常保育を日割りで減額
対象：区内在住、登園予定日を6日以上休園される方
0～2歳児クラスの通常保育料

学習コンテンツや動画などさまざまな学習教材

0570-066-066

東京ベーシック・ドリル

東京都 教育委員会

東京ベーシックドリル（電子版）・（プリント教材）
公開

家庭学習連携サービス（e-ライブラリ）

ログインには、学校ID,パスワードが必要です
各学校にお問い合わせください

03-5320-6841

墨田区 教育委員会

03-5608-6233

保育料の減額

復職期限の延⾧

墨田区 子ども施設課

03-5608-6152

育児育児休業中で、令和2年4月1日に入所または5月1日に
入所予定となる方は、復職期限を令和2年7月1日に延⾧

対
策

新型コロナウイルス感染症対策
動画「やってみよう！みんなでできること」
マスクがない場合の自作方法も紹介

厚生労働省・経済産業省・
消費者庁・文部科学省
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新型コロナ対策 来庁しなくてもできる手続き
墨田区
住所・住民票・戸籍

税金

住所の異動／戸籍関係／住民票関係／住居表示

税金の証明／税金の申告／原動機付自転車の廃車

窓口課 03-5608-6100

税務課 03-5608-6008

国民健康保険
国民健康保険の喪失手続き

国保年金課 03-5608-6121
高額療養費支給申請／療養費（補装具など）支給申請／限度額
適用認定申請及び限度額適用・標準負担減額適用申請

国保年金課 03-5608-6123
国民年金
国民年金保険料免除の申請／国民年金保険料納付猶予の申請／
国民年金保険料の学生納付特例の申請／産前産後期間の国民年
金保険料免除申請

国保年金課 03-5608-6130
福祉
給付事業の申請（住宅改修助成）

高齢者福祉課 03-5608-6171

後期高齢者医療制度
後期高齢者医療の住所変更手続き／保険証や限度額認定証など
の再交付申請／限度額適用認定申請及び限度額適用・標準負担
額減額認定申請／特定疾病認定申請／療養費・入院時食事代差
額支給申請／葬祭費支給申請

国保年金課 03-5608-6192
保険料の納付／保険料の口座振替／保険料の還付金請求

国保年金課 03-5608-8100
子育て
児童手当／子どもの医療費の助成の各種申請・届出

子育て支援課 03-5608-6160
保育施設（入所・転所）申込申請

子ども施設課 03-5608-6152

給付事業の申請（紙おむつ支給、理美容サービス、配食みまも
りサービス等）

東京都立墨東病院 病児・病後児保育室「水辺の病児・病後児
保育室さくら」の事前登録手続き

高齢者福祉課 03-5608-6168

子育て支援課 03-5608-6084

特別養護老人ホームの入所申込

高齢者福祉課 03-5608-6171
介護保険要介護認定・要支援認定等申請

介護保険課 03-5608-6169
介護保険被保険者証等の再交付申請

介護保険課 03-5608-6937
墨田区心身障害者福祉手当（区の制度・障害区分）の新規申請

障害者福祉課 03-5608-6163
障害者移動支援に係る申請事項変更届及び変更申請／障害児通
所支援に係る申請内容変更届及び通所給付費支給変更申請

障害者福祉課 03-5608-6578
環境
緑のへい助成制度／屋上緑化助成制度／壁面緑化助成制度／
特別保全樹木等助成制度／集合住宅条例または開発指導要綱
に基づく緑地の整備緑化計画書の提出

環境保全課 03-5608-6208

住まい
木造住宅無料耐震相談の申込み／非木造建築物無料耐震相
談の申込み

防災まちづくり課 03-5608-6269
地域コミュニティ関係
町会・自治会会館建設等補助金の相談・申請／町会・自治会
会館施設整備補助金の相談・申請／コミュニティ掲示板助成
金の相談・申請

地域活動推進課 03-5608-3661
認可地縁団体等補助金の相談・申請

地域活動推進課 03-5608-6202
わがまち通信局助成金の相談・申請／コミュニティ機関紙発
行助成金の相談・申請

地域活動推進課 03-5608-6705
社会教育関係団体登録申請・継続届・区分変更・内容変更届

地域活動推進課 03-5608-1433

衛生
飼い犬の登録事項変更届（区内所在地変更）／飼い犬の死亡届
／薬局等に関する手続き（資格証明書の確認及び申請手数料が
発生するものを除く）／医療機関等に関する手続き（資格証明
書の確認及び申請手数料が発生するものを除く）

生活衛生課 03-5608-6939
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