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区報に掲載する講座・催しもの、人材募集など、公募により区が取得した個人情報は、各担当課で厳重に管理し、当該事業の外には原則として使用いたしません。
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区営住宅・高齢者住宅の
入居者募集
[区営住宅]あき家(家族向)5戸[高齢
者住宅]あき家(65歳以上単身者向)2
戸、あき家(二人世帯向)2戸[申込用
紙配布期間]12／1(金)〜8(金)※土・
日曜を除く[申込用紙配布場所]住宅
課(区役所5階2番)、豊洲特別出張所
・各出張所 ▢締 12／12(火)必着 ▢申

申込用紙に記入し、〒135-8383区役
所住宅課住宅管理係へ☎3647-9464、
℻3647-9268
都市計画審議会委員
(区民委員)募集
江東区都市計画審議会に区民の立
場からのご意見をいただくため、委
員を募集します。区では、学識経験
者などで構成される｢都市計画審議
会｣において、区内の土地利用(用途
地域など)や都市施設(道路、公園な
ど)、市街地開発事業(区画整理など)

といった都市計画の決定や変更につ
いて、多角的な見地から調査・審議
をしています▢人 平成30年4／1現在
20歳以上で引き続き3か月以上区内
に居住し、都市計画に関心のある方
2人[活動内容]都市計画審議会(年3
回程度、平日の午後開催)で都市計
画に対する意見等を審議[任期]区が
委嘱した日から2年以内[選考]地域
・性別・年齢・応募の動機を考慮し
決定 ▢締 12／12(火)消印有効 ▢申 応
募の動機を800字程度(A4判横書き)
にまとめ、住所・氏名・性別・年齢
・職業・電話番号を記入し、〒135-
8383区役所都市計画課庶務担当へ郵
送、ファクス、メールまたは窓口(区
役所5階21番)で☎ 3647-9439、℻

3647-9009▢ｅ toshi@city.koto.lg.
jp
特別区民税・都民税(普通徴収)
第3期分の納付はお済みですか
平成29年度の特別区民税・都民税
(普通徴収)第3期分の納期限は10／31
でした。納付の確認がとれない方に
は、督促状を11／29(水)に発送します。
同封の納付書で12／11(月)までに納
めてください[納付方法]コンビニエ
ンスストア、金融機関、郵便局、納
税課(区役所5階7番)、豊洲特別出張
所・各出張所、金融機関のペイジー
対応ATM(コンビニエンスストア設
置のATMはご利用になれません)、
金融機関のペイジー対応のインター
ネットバンキング、ヤフージャパン
公金支払いサイトからのクレジット
カード、モバイルレジから納付でき
ます。詳細は、督促状に同封のチラ
シまたは区ホームページでご確認く
ださい。また、最近、督促状の送付
時期を計って、江東区職員を騙り、
勤務先等の個人情報を聞き出そうと
する電話が入っているとの情報が複
数寄せられています。納税課からこ
のような電話をすることはありませ
ん。ご注意ください▢問 納税課収納
推進係☎3647-2063、℻3647-8646[納
付の相談]納付方法などの相談は随
時行っていますので、お早めにご連
絡ください▢問 納税課徴収第一・第
二係☎3647-4153、℻3647-8646
マイナンバー情報連携 国民
健康保険の一部手続きが変更
11／13からのマイナンバー制度の
情報連携開始に伴い(概要は5面参
照)、国民健康保険の一部手続きに
おいて添付書類を省略できるように
なりました。ただし、添付書類の省
略による手続きが行える窓口は医療
保険課資格賦課係(区役所2階7番)の
みです。豊洲特別出張所・各出張所
では、従来どおり書類の添付が必要
ですのでご注意ください。手続きの
詳細はお問い合わせください[添付
を省略できる書類]〇職場の健康保
険などをやめて国民健康保険に加入
する場合の｢資格喪失証明書｣等〇職
場の健康保険などに加入して国民健
康保険をやめる場合の｢職場の健康
保険証｣〇非自発的な失業による保
険料軽減を申請する場合の｢雇用保
険受給資格者証｣[手続きに必要なも
の]①手続きが必要な方全員の｢マイ
ナンバーカードまたは通知カード｣
あるいは｢住民票(番号付き)と委任
状｣②来庁する方の身元確認書類[注
意点]〇情報連携による照会の結果、
手続きに必要な情報が得られない場
合、後日あらためてお越しいただく
か書類の提出をお願いすることがあ
ります〇保険者によっては、情報連
携への対応が遅れている団体もあり

ます。事前にご確認ください▢問 医
療保険課資格賦課係☎3647-3167、
℻3647-8443
司法書士による法律相談会(12月)

▢時 ①12／6(水)②12／12(火)③12／20
(水)14：00〜16：00(受付13：00〜。混
雑状況により時間内に受付を終了す
る場合があります)▢場 ①③区役所7
階第74会議室②区役所2階区民ホー
ル階段前▢人 30人程度(先着順)▢費
無料▢内 相続、遺言、贈与、成年後
見、不動産登記、株式会社等の設立
・役員変更等、金銭問題、その他法
律問題▢申 当日直接会場へ▢問 東京
司法書士会墨田・江東支部☎3635-
1900または区広報広聴課広聴相談係
☎3647-2364、℻3647-9635

年金相談
区役所では毎月社会保険労務士に
よる年金相談を実施しています。事
前予約等は必要ありません。年金に
関することは、どんなことでもお気
軽にご相談ください。ただし、個別
の受給資格等に関わるご相談は、江
東年金事務所をご利用ください。江
東年金事務所では、平日に加え、第
2土曜に年金相談を実施しています。
その他街角の年金相談センター江東
もご利用ください※本人確認のため、
年金手帳や年金証書などをお持ちく
ださい ▢問 区民課年金係☎3647-
1131、℻3647-9415

分譲マンション無料相談会

▢時 12／13(水)13：00〜16：00(1件1時
間以内) ▢場 区役所7階第73会議室

▢人 区内分譲マンションの管理組合
役員および区分所有者▢費 無料▢内
分譲マンションの維持管理に関する
さまざまな問題に対応するための無
料相談会(要予約)[相談員]マンショ
ン管理士 ▢締 12／8 (金) ▢申 11／27
(月)から住宅課住宅指導係(区役所5
階1番)に電話、ファクスまたは窓口
で☎3647-9473、℻3647-9268
ファミリー・サポート利用会員
登録説明会(要予約)
ファミリー・サポート事業は、地
域で育児の手助けができる方(協力
会員)が育児の手助けが必要な方(利
用会員)を援助する活動です[活動内
容]協力会員の自宅を利用しての一
時預かり、保育園・幼稚園への送迎、
その後の預かりなど[活動時間]7：00
〜22：00[謝礼金]活動時間・曜日に
より1時間800円または1,000円▢時
12／4(月)・平成30年1／24(水)14：00
〜※いずれかに参加▢場 高齢者総合
福祉センター3階研修室(東陽6-2-
17)▢人 区内在住で、生後57日〜小
学3年生のお子さんの保護者▢申 電
話でファミリー・サポート・センタ
ー事務局(江東区社会福祉協議会内)
☎5683-1573、℻5683-1570

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
12／9(土) 9：30〜16：00
※その他窓口の時間延長、
相談日の予約等は、江東年
金事務所へお問い合わせく
ださい。

江東年金
事務所
(亀戸5-16-9)
☎3683-1231
℻3681-6549

［予約受付時間］
平日 9：00〜16：00
※事前に電話予約が必要で
す。予約等は街角の年金相
談センター江東(オフィス)
へお問い合わせください。

12／5(火)・19(火)13：00〜
16：00(面談による相談のみ)

区役所2階
区民ホール

街角の年金相談
センター江東
(オフィス)
(亀戸2 - 22 - 17
日本生命亀戸ビ
ル5階)
☎5628-3681

日程・内容場所

胃がん・肺がん検診は申込制で実施しています。必ず上表で会場と日程を
確認したうえでお申し込みください。今回で平成29年度の胃がん・肺がん検
診申込案内は終了です。まだ受診していない方は早めに受診しましょう▢人
40歳以上の区民の方▢費 胃がん：500円、肺がん：800円▢申 上記に記載※月初
めは電話が大変混み合います。つながらない場合は時間をおいておかけ直し

胃がん・肺がん検診(平成30年1・2月分)申込案内［最終］

23(金)★

肺がん
(午前・午後)

6(土)★・26(金)健康センター
(東陽2-1-1)1

12(金)東砂福祉会館
(東砂7-15-3)7

胃がん
(午前)

1月

★健康センターでは1／6(土)、2／23(金)の午前のみ、胃がん・肺がん検診の同時実施が可能です。

実施月

5

4(日)17(土)13(土)11(木)亀戸スポーツセンター
(亀戸8-22-1)6

5(金)※午後
(13：00〜)のみ

6(土)★

肺がん
(午前・午後)

20(火)

3(土)・23(金)★

胃がん
(午前)

2月

9(金)※午後
(13：00〜)のみ

2(金)・16(金)
・24(土)29(月)10(水)・19(金)豊洲シビックセンター

(豊洲2-2-18)3

13(火)17(土)・27(火)17(水)8(月・祝)イーストコモンズ清澄白河
フロントタワー(白河3-4-3)4

14(水)1(木)・12(月・祝)
・21(水)・28(水)23(火)8(月・祝)・

16(火)・28(日)
総合区民センター
(大島4-5-1)

9(金)
※午前のみ26(月)5(金)

※午前のみ22(月)深川南部保健相談所
(枝川1-8-15-102)2

18(日)

◎検診機関(区外)による検診も受付中！お申込みは、(公財)東京都予防医学協会ま
たは(医社)こころとからだの元氣プラザへ☎5823-5166(月〜金曜 8：30〜17：00)

ください※専用はがきでの申込は12／31(日)(必着)で終了しま
す※12／1(金)からホームページ(▢HP https://www.yobou
igaku-tokyo.or.jp/tk/step/index/2)でも申込みできます※
電話・ホームページでの申込は1／31(水)で終了します▢問 保
健所健康推進課健康づくり係☎3647-9487、℻3615-7171

検診車による検診(電話申込)
［申込受付期間］
平成30年1月分：12／1(金)〜25(月)の

月〜金9：00〜17：00
平成30年2月分：12／1(金)〜平成30年

1／31(水)の月〜金9：00〜17：00

電話申込受付：
(公財)東京都予防医学協会

☎0120-128-331
(携帯電話・IP電話からは☎03-3269-4752へ)

▲二次元コード

（土）18：00〜21：30 （休日）9：00〜11：30 13：00〜21：30診療受付

江東区薬剤師会
深川調剤薬局

調剤薬局
江東区薬剤師会
城東調剤薬局

内科・小児科の急病患者診療対象土
曜
・
休
日
急
病
診
療

江東区医師会館内（東陽5-31-18）☎5606-0502

江東区医師会館内（東陽5-31-18）☎3645-3109江東区休日急病
診療所診療場所

総合区民センター内（大島4-5-1）☎3637-4531

総合区民センター南側（大島4-4-3）☎3681-4388

平日の20：00〜22：45診療受付

江東区医師会館内（東陽5-31-18）☎5606-0502

小児科（中学生以下）の急病患者診療対象平
日
夜
間
こ
ど
も

ク
リ
ニ
ッ
ク

江東区薬剤師会
深川調剤薬局調剤薬局

※その他、こどもの急な発熱など、休日・夜間等に電話でご相談したい時には、
子供の健康相談室(東京都実施)をご利用ください。☎＃8000または☎5285-8898
※また、救急車を呼ぶかどうか迷ったら東京消防庁救急相談センター(24時間年中無休)
をご利用ください。☎＃7119または☎3212-2323

江東区医師会館内（東陽5-31-18）☎3645-3109江東区平日夜間
こどもクリニック診療場所

3631-4814

12／31(日)

森下2-7-7

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

小川歯科医院

3644-3674北砂4-39-8笠原歯科医院

歯科の急病患者診療対象

休

日

歯

科

応

急

診

療

所 在 地 電 話

☆保険証をお持ちください。診療の際、保険証がない場合は、全額実費負担となります。
※電話で医療機関案内が24時間お聞きになれます。東京都保健医療情報センター（ひまわり）

☎5272-0303

3640-0118北砂7-1-25 エスタブロビル1階正木歯科医院
3632-0333森下2-19-1 キーコーポ2階

5669-1581森下5-14-7 スカイラインパレス1階デンタルオフィスワタナベ

12／23(土・祝)
5632-1482北砂5-20-7 公団北砂5丁目住宅104号あべ歯科医院

3633-2183常盤2-14-12 北村ビル1階

八巻歯科診療所

北村歯科医院

12／17(日)
3644-9209北砂5-18-6

医療機関名期 日

12／10(日)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

進藤歯科医院
5600-4618

まつだ歯科

森下2-1-2 シルバースティック102

3846-1876森下4-6-5

森下ベリタス歯科

ふじせき歯科医院

12／24(日)

12／30(土)
3635-4188

東砂3-29-5 アミーパレス1階けい歯科医院

森下5-12-11 リバーハイツ2階

3633-5668新大橋3-6-8 OZIO森下1階小山歯科医院
12／3(日)

小林デンタルクリニック

3648-4881北砂5-14-13 神崎ビル1階八ツ繁歯科医院

12／29(金)
3649-8117北砂7-4-2 渡辺ビル1階

5690-5881東砂2-3-5 ウィスタリアガーデン1階笠井デンタルクリニック

5677-4182




