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新型コロナウイルス感染症
に関連したご相談をお受けしています
新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言の発令を受けて、区では、区民の皆さん等からのご相談をお受けしています。
まずはお電話でお問い合わせください。

暮らし

経営・資金繰り

新型コロナウイルス感染症の影響による失業等で、生活に
不安のある方への支援制度のご案内や、解雇・雇止め・休業
手当等の労働相談を受け付けます。
▶生活福祉課自立支援係［仕事・生活サポートデスク］
☎内線２６２４
▶社会福祉協議会（緊急小口資金等の貸付）
☎（３８０２）３１５５
▶東京労働局総合労働相談コーナー（解雇・休業手当等に関
する相談）
☎（３５１２）１６０８
▶東京都労働相談情報センター（解雇・休業手当等に関する
相談）
☎０５７０（００）６１１０

税
税の徴収・納税の猶予に関するご相談をお受けします。
▶税務課納税促進係（区民税）
☎内線２３３６
▶荒川税務署（国税）
☎（３８９３）０１５１
▶荒川都税事務所（都税）
☎（３８０２）８１１１

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営状況や資金
繰り、雇用維持に不安のある事業者の方への支援制度をご案
内します。
▶経営支援課経営支援係（経営に関する相談）
☎内線４５９
▶経営支援課融資係（資金繰りに関する相談）
☎内線４６７

東京都緊急事態措置全般
改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に定める要
請・指示等の措置に対する都民や事業者の疑問や不安、
感染拡大防止協力金制度に関する質問等に対応するた
め、コールセンターを設置しています。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
☎（５３８８）０５６７

郵送・ホームページ等の手続きを
ご利用ください

住居確保給付金の
支給対象者が 拡大
されました

区役所への来庁による新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、区への手続き等は、
できるだけ郵送・ホームページ等をご利用ください。
問 合 せ

離職等により住居を失う恐れがある場
合に対象となる「住居確保給付金」の対
象者が、新型コロナウイルス感染症の拡
大を踏まえ、離職等に至っていない方等
も対象となるよう拡大されました。
支給要件等の詳細は、お問い合わせく
ださい。

総務企画課総務係 ☎内線２２１２

料金受取人払が利用できます
郵送でできる区の手続きを利用する場合、
「料金受取人払」をご利用できます。
期

間

問 合 せ

５月31日㈰まで
総務企画課文書係
☎内線２２１５

利用方法

右の二次元バーコードや荒川区ホー
ムページから受取人払封筒の様式を
ダウンロードし、様式を切り取り、
封筒に貼り付け

問合せ

※様式が指定されている専用封筒には利用できません

引き続き命を守る行動をお願いします
新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。区民の皆さんにおかれましても、引
き続き、大切な家族や仲間・地域等を守るため、慎重で責任ある行動をお願いします。
問合せ

生活衛生課管理係 ☎内線４２１

生活福祉課自立支援係
☎内線２６２４

徹底していただきたい３つの対策
何よりもまず、外出を控えましょう
人ごみを避けましょう
手洗いやせきエチケットを徹底しましょう

新型コロナウイルス感染症の影響により、あらかわ区報４月21日号は４月24日号へ発行日が変更となりました

〜区政は区民を幸せにするシステム〜
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6262

期日
︵期間︶

日

はがき・ファクス・電子メール等の記入事項

①事業・イベント名
②〒住所※

●

往復はがきは、返信面に住所・氏名を記入

③氏名
（ふりがな）

●

電子メールは、件名に事業・イベント名を入力

④電話番号

●

指定がない限り、申し込みは１人（１グループ）１枚

宛先は、各記事の申し込み先へ
⑤以降にその他の
必要事項
※ 区内在勤・在学の方は、②で勤務先（住所）・学校名を記入
（各記事に明示）
してください
●

時間

時

会場・場所

所

対象

対

定員

人

費用の記載がない事業は無料です

お知らせ
荒川ふるさと文化館・南千
住図書館が休館

ロード可）
申郵送で、申請書を、〒116-8501
（住所不要）荒川区役所４階総務企画
課企画係へ☎内線２１１３

日５月26日㈫ 内全館清掃
問▶荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４
▶南千住図書館
☎（３８０７）９２２１

内容

講師

講

持ち物

持

費用

￥

締め切り

締

申込方法
︵申込先︶

申

問い合わせ先

問

暮らし

区では、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、イベント等の
中止、区施設等の休業や相談窓口の設置を行っています。
最新情報は、荒川区ホームページ（右の二次元バ
ーコード）をご覧いただくか、各担当課・施設にお
問い合わせください。

住まいの税務無料相談会

ゆいの森あらかわが休館
内

区の主催イベント等は、
５月６日㉁まで中止します

日６月５日㈮ 内保守点検等
問ゆいの森あらかわ
☎（３８９１）４３４９

南千住駅前・尾久・峡田・
町屋ふれあい館・日暮里ひ
ろば館が休館
日▶６月21日㈰…南千住駅前ふれ
あい館、日暮里ひろば館 ▶７月
12日㈰…尾久ふれあい館 ▶７月
19日㈰…峡田・町屋ふれあい館
内全館清掃、保守点検等
問▶南千住駅前ふれあい館
☎（３８０３）０５７１
▶日暮里ひろば館
☎（３８０１）７２０８
▶尾久ふれあい館
☎（３８０９）２５１１
▶峡田ふれあい館
☎（３８０７）２８８６
▶町屋ふれあい館
☎（３８００）２０１１

あら坊・あらみぃのデザイ
ンを利用できます
荒川区のシンボルキャラクター
「あら坊・あらみぃ」のデザインを
商品開発・印刷物の作成等で利用で
きます。
申請書の取り寄せ 電話で総務企画課へ
（荒川区ホームページからもダウン

日５月12日㈫ 時午後１時〜４時
所区役所北庁舎２階防災街づくり推
進課相談室 人３人（申込順）
内住まいの購入・売却・相続等の税
金の相談 締５月８日㈮
申防災街づくり推進課管理係
☎内線２８２５

社会福祉士による成年後見
制度説明会（基礎編）
日５月13日㈬ 時午後１時30分〜
３時 所・申あんしんサポートあら
かわ（荒川区社会福祉協議会内）
☎（３８０２）３３９６
ふ（３８９１）５２９０

介護
介護保険の更新申請を
対介護保険被保険者証の認定の有効
期間が５月31日㈰で、サービスの
継続を希望する方
申３月末に送付した申請書を郵送
で、 で き る だ け ４ 月 中 に 〒1168501（住所不要）荒川区役所２階
介護保険課介護認定係へ
☎内線２４３３

認知症介護者交流サロン
日５月９日㈯ 時午後１時〜３時
所荒川山吹ふれあい館２階会議室
申銀の伺（荒川区認知症の人を支え
る家族の会）・江口
☎・ふ（３８００）３３４６

申荒川区社会福祉協議会にこにこサ
ポート☎（３８９１）５１８０

産業・経営支援

講座

「工業統計調査」に協力を
事業所の活動の実態を明らかにす
るため、工業統計調査を行います。
５月上旬に調査員が事業所へ訪問
しますので、ご協力をお願いします。
対従業者数４人以上の製造業を営む
事業所 回答方法 返信用封筒で郵送
またはインターネットで
問区民課統計係
☎（３８０２）３１３０

仕事・人材募集
にこにこサポート協力会員
を募集

区民カレッジ
◆哲学者とその人生
日５月23日、６月13日・27日、７
月11日、８月15日・22日の㈯（全
６回） 時午後１時〜２時40分
内カント、ニーチェほか 講学習院
大学講師・小川文子氏 締５月９日
㈯必着
◆歌舞伎鑑賞入門 歌舞伎十八番
日６月７日、７月５日・19日、８
月30日、 ９ 月27日、10月25日 の
㈰（全６回） 時午後１時30分〜３
時10分 内「暫」「勧進帳」等
講早稲田大学演劇博物館招聘 研究
員・鈴木英一氏 締５月25日㈪必着
……………………………………
所生涯学習センター 対区内在住・
在勤・在学で、18歳以上の方
人70人（抽選） ￥600円
申往復はがきで、２面上段を参照し
①〜④の記入事項を、〒116-0002
荒川区荒川３ -49- １生涯学習セン
ターへ☎（３８０２）２３３２
しばらく

へい

日常生活にお困りの方に、家事や
付き添い等の介助・見守りを行う協
力会員を募集します。
報酬 750〜950円（１時間）
※活動内容・時間帯により変動
◆説明会
日５月19日㈫ 時午後１時30分〜
３時 所荒川区社会福祉協議会３階
会議室 人15人（申込順） 締５月
18日㈪
げい

モノづくり の 現場等 を

電子メールアドレス

公開 してみませんか
「モノづくり」の現場の見学や体験がで
きる作業所や店舗等を募集します。
「モノづくり見学・体験スポット」とし
て認定された場合、必要な施設改修費等の
整備にかかった費用を一部補助します。
※８月末（予定）〜令和３年３月末までに完了す
る改修等が対象

象

※法人・個人は問いません

補助率

補助対象経費の３分の２（限度額100万円）

締切り

５月29日㈮

申込み・問合せ

観光振興課観光振興係 ☎内線４６１

区は、芸術文化振興を進めるために東京藝術大学と連携事業
を行っています。
「荒川区長賞」は、東京藝術大学卒業・修了制作作品の立体
部門から選考し区内に展示されます。
令和元年度の受賞作品は、高見映里奈氏作「風を切る」と菊
地言美氏作「パレス」です。高見氏の作品はサンパール荒川２
階に、菊地氏の作品は荒川公園に展示しています。
◀菊地言美氏と作品﹁パレス﹂

対

次のいずれかを満たす区内の作業
所や店舗等
▶製造工程等現場を公開できる ▶「モノづくり」を体験できる
▶「モノづくり」がテーマの展示品を公開できる

「荒川区長賞」が決定しました

◀高見映里奈氏と作品
﹁風を切る﹂

ホームページアドレス

HP

東京藝術大学卒業・修了制作作品
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７月５日

は

東京都知事選挙

郵便等投票証明書の申請方法
証明書をお持ちでない方は、郵便等投票証明書交付申請書（本人の署名が必
要）と身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被保険者証を添えて申請して
ください。
※持参の場合は、代理の方も可
※選挙日の直前は申し込みが集中し、交付が遅れることがありますので、早めの申請をお願
いします
※申請書は荒川区ホームページからダウンロード可

郵便等投票の手続き

戦傷病者手帳

１級〜３級

両下肢、体幹

特別項症〜
第２項症

心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、ぼ 特別項症〜
うこう、直腸、小腸
第３項症

介護保険被保険者証 要介護状態区分

要介護５

表２ 代理記載制度を利用できる方
障がい等の区分

戦傷病者手帳

後期高齢者医療制度 の お知らせ
均等割額

保険料は、定額を負担する均等割額と
前年の所得に応じて負担する所得割額の
合計額です。

障がい等の程度

※表１に該当する方が対象

被保険者１人当たり
４万4100円

＋

上肢、視覚

特別項症〜
第２項症

令和２年度の後期高齢者医療保険料決定
通知書は７月中旬以降に送付します

賦課のもととなる所得金額※
×所得割率8.72％

保険料額（年額）
100円未満切捨て
（限度額64万円）

＝

※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期（短期）譲渡所得金
額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です（雑損失の繰越控除額は控除しません）

表１

※65歳以上（令和２年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさ
らに高齢者特別控除額15万円を差し引いた額で判定します
※世帯主が被保険者でない場合も、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります

▶制度全般に関すること

１級

所得割額

総所得金額等の合計が下記に
軽減割合
同一世帯の世帯主と被保険者の方
該当する世帯
全員の所得の合計額が基準に該当す 33万円以下で被保険者全員が
る場合は、
表１の軽減が適用されます。 年金収入80万円以下（その他 ７割
の所得がない）
▶均等割額の軽減が見直されました 33万円以下で上記７割軽減の
7.75割
国により特例として実施されて 基準に該当しない
きた、総所得金額等の合計額が 33万 円 ＋（28万5000円 × 被 ５割
保険者の数）以下
33万円以下の方の軽減は見直さ 33万円＋（52万円×被保険者
２割
の数）以下
れました。

所得割額の軽減
被保険者本人の ｢賦課の
もととなる所得金額｣ をも
とに、所得割額を表２のと
おり軽減しています。

表２
賦課のもととなる所得金額 軽減割合
15万円以下

50％

20万円以下

25％

※東京都後期高齢者医療広域連合独自
の軽減措置

被扶養者だった方の保険料
後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険（国民健
康保険・国民健康保険組合は除く）の被扶養者だった方は、加
入から２年を経過する月までの間、均等割額が５割軽減されま
す。所得割額はかかりません。

東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター

☎０５７０（０８６）５１９

※ＩＰ電話、ＰＨＳの方は☎０３（３２２２）４４９６へ。㈯・㈰・㈷等を除く午前９時〜午後５時

▶そのほかの相談等

告

免疫、肝臓

身体障害者手帳

郵便等投票証明書を交付されている方に送付する案内に必要事項を記入し、
投票用紙等を請求してください。

１・２級

心 臓、 腎 臓、 呼 吸 器、 ぼ う こ
１・３級
う、直腸、小腸

身体障害者手帳

※表１・２ともに該当する方は、申請により代理人による代理記載投票ができます

広

障がい等の程度
両下肢、体幹、移動機能

郵便等投票証明書の交付を受けている、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介
護保険被保険者証をお持ちで、障がい等の程度が表１に該当する方。

問合せ

選挙管理委員会事務局 ☎内線３４１１

障がい等の区分

郵便等投票ができる方

均等割額の軽減

問合せ

表１ 郵便等投票ができる方

郵便等による不在者投票ができます

令和２年度の保険料について
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国保年金課後期高齢者医療係 ☎内線２３９１
広告内容の問い合わせは各事業所へ

４
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新型コロナウイルス感染症
拡大防止に伴う各種休止情報
がん予防・健康づくりセンターの事業を休止
▶１歳６か月児健診
▶子育てハッピー講座

▶３歳児健診
▶歯科相談

がん検診
▶大腸がん検診

荒川区医師会
こどもクリニック
休日診療当番医

診療時間

５月１日㈮から実施予定の更新手続きを延期します。ま
た、これに伴い、登録カードの有効期限を延長します。

荒川区医師会館1階（西日暮里6-5-3） ☎（3893）1599

所在地
町屋２−６−１４
西日暮里２−２６−９
南千住７−１−１
町屋２−９−２１
西尾久２−３−２
西日暮里４−１６−１０
南千住４−７−１
町屋３−２−１０
西尾久４−２７−３
西日暮里４−２１−１２

電 話
（３８９２）３１２５
（５８５０）５０７１
（６８０６）８５５５
（３８９５）３５２１
（３８００）７１１１
（３８２１）３８４６
（５６０４）１５１７
（３８１０）５６６５
（６８０７）９８１０
（５６８５）５５６２

申込期間の指定がない申込順
の事業は、４月24日㈮午前９
時から、電話で各館へ申し込
んでください
費用の記載がない事業は無料
です

南千住ふれあい館
☎（３８０７）１１３１
◆はじめてのヨガ
日５月15日㈮ 時午後７時〜

期 日
４月26日㈰
４月29日㈷

医療機関名
大木歯科医院
井上歯科医院

【耳鼻咽喉科】
期 日
４月26日㈰
問合せ

所在地
町屋７−１１−１７
荒川６−６−２

医療機関名
かのう耳鼻咽喉科

所在地
町屋２−２−２１

●荒川区医師会
●荒川区歯科医師会
●東京都医療機関案内サービスひまわり＜24時間＞
●東京消防庁テレホンサービス＜24時間＞

日曜日柔道整復施術
期 日
４月26日㈰

電 話
（３８１９）６３３１
（３８１９）２３１１

午前９時〜午後５時（診察時間）
電 話
（３８９４）３３８７

☎（３８９３）２３３１
☎（３８０５）６６０１
☎（５２７２）０３０３
☎（３２１２）２３２３

［施術時間］▶午前９時〜午後１時 ▶午後３時〜午後７時

施術所名
千住名倉佐々木接骨院

期 日 ４月25日㈯

８時 対18歳以上の方 人15
人（申込順）
荒木田ふれあい館
☎（３８００）１９８１
◆書道教室
日５月21日〜令和３年３月18
日の第１・３㈭（全21回）
時午前10時〜11時30分
対20歳以上の方 人６人（申
込順） 内楷書、草書、行書等
￥1000円（月額）

発 行 荒川区

（

６万3800部発行

15歳未満の救急患者（急な発熱等）

象

所在地
荒川６−４７−１１

電 話
（３８９２）５６６７

リサイクル自転車を販売します

ふれ あ い 館の催 し

※５月11日・８月11日・１月11日は休刊です

対

【歯科】 午前９時〜午後４時（電話受け付け）

※夜間の受け付けは、午後８時30分まで

診療科目 ▶内＝内科 ▶小＝小児科 ▶外＝外科 ▶婦＝婦人科 ▶整＝整形外科
※記載がない診療科目は、東京都医療機関案内サービスひまわりにお問い合わせください

（

妊娠中の方や18歳未満のお子さんに関する相談を24時間受け付けます

※受診の際は､健康保険証を持参してください ※当番医は変更になる場合があります。確認のうえ、受診してください ※小さなお子さんは小児科を受診してください

医療機関名
さいとうクリニック
いしかわ日暮里クリニック
はちすか整形外科
加藤産婦人科医院
宮の前診療所
小林医院
かどた内科クリニック
高橋医院
まる福ホームクリニック
倉岡クリニック

毎月１日・11日・21日

問合せ

☎０１２０（５３６）８８３

小児科は、荒川区医師会こどもクリニック（上記）でも診療しています
昼夜 科目
○ 内
○ 内
○○ 整
○○ 婦
４月26日㈰
○
内
○
内
○○ 内
○○ 内
４月29日㈷
○
内
○
内

▶ふれあい館・ひろば館を利用している団体
区民施設課施設支援係 ☎内線２５３４
▶荒川さつき会館を利用している団体
荒川さつき会館 ☎（３８０２）２０５０

▶㈪〜㈮午後７時〜午後10時 ※受け付けは、午後６時30分〜午後９時30分
▶㈯午後５時〜午後９時 ※受け付けは、午後４時45分〜午後８時30分
▶㈰・㈷午前10時〜午後１時、午後２時〜午後９時 ※受け付けは、午前９時45分〜午後８時30分まで

場所・問合せ

▶夜…午後５時〜午後９時

４月25日㈯

子育て支援課子育て事業係 ☎内線３７８８

※再開時期等は、後日、荒川区ホームページ等でお知らせします

【内科等】診療時間 ▶昼…午前10時〜午後１時、午後２時〜５時

期 日

区内全子育て交流サロン

ふれあい館・ひろば館・さつき会館の
利用団体登録の更新手続きを延期

▶乳幼児健康診査、母親・両親学級、子育てハッピー講座
健康推進課保健相談担当 ☎内線４３２
▶歯科相談
健康推進課栄養担当・歯科担当 ☎内線４２３
▶がん検診
保健予防課成人健診係 ☎内線４１６

小児科の平日準夜間・休日診療

対 象

▶乳がん検診

※再開時期等は、後日、荒川区ホームページ等でお知らせします

あらかわキッズ・マザーズコール24

５月６日㉁まで

問合せ

※検診有効期限は変わりません
※現在、検診の予約受付を停止しています。受診を希望する場合は、検診再開後にお申し込
みください
※その他、35〜39歳健診も休止しています

問合せ

期 間

※一時預かりを含め、すべてのサービスを休止します
※きらきら子育て交流サロンでは、電話による育児相談を行ってい
ます
☎（３８０５）５７４１（㈪〜㈮の午前８時30分〜午後５時）

※４か月児検診の対象者には、お子さんの発育状況等を電話で確認させていただきます。ま
た、６〜７か月児検診の受診券を郵送いたしますので、早めに受診してください
※育児、離乳食等の悩み事は電話でご相談ください

▶胃がん検診
▶肺がん検診
▶子宮頸がん検診

※今後の状況により、内容が変更する場合がありま
すので、詳細は、各問合せ先または荒川区ホーム
ページ等でご確認ください

子育て交流サロンを休止

乳幼児健康診査等
▶４か月児健診
▶母親学級・両親学級

緊急事態宣言の発令に伴い、区では、各種
事業等を休止しています。

販売店 下表参照

販売価格 8000円

店

販売台数 １店２台程度

名

所 在 地

電話番号

（防犯登録手数料を含む）
※ＴＳマーク（自転車安全
整備士が点検整備し、１
年間有効）貼付
※売上金の一部は、障がい者
福祉施設へ還元されます

ホンダウイングクジライ 南 千 住 ５ − ６ −13 （３８０１）５８９３
大里サイクル

南 千 住 ６ −25− ３ （３８０７）６３６１

渡辺商会

荒 川 ２ −15− ４ （３８０２）１８５１

吉村モータース

荒 川 ２ −47− ７ （３８０３）５４５４

内田輪業

荒 川 ３ −32− ９ （３８０６）４７５１

サイクルショップアライ

町 屋 ３ − １ −14 （３８９５）４３０９

問合せ
荒川区社会福祉協議会
☎（３８０２）２７９４
ふ（３８０２）３８３１

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/

〒116-8501 荒川区荒川２-２-３

荒川区ツイッター

☎（３８０２）３１１１

荒川区フェイスブック https://www.facebook.com/city.arakawa

FAX（３８０２）
６２６２

荒川区メールマガジンの登録は荒川区ホームページから（携帯電話は

@arakawakukoho

新聞未購読で、希望する方には、あらかわ区報を自宅に直接届けます。広報課広報係☎（３８０２）４９５７へ
（荒川区ホームページからも申し込めます）

116arakawa@sg-m.jpに空メールを送信）

