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平成29年度特別区民税・都民税
(普通徴収)第1期納期6／30(金)
平成29年度の特別区民税・都民税

(普通徴収)第1期分の納期限は6／30

(金)です。お近くのコンビニエンス

ストア・金融機関・郵便局・納税課

(区役所5階7番)・各出張所・豊洲特

別出張所で期限までに納めてくださ

い。また、金融機関のペイジー対応

ATMによる支払い、携帯電話やパ

ソコンからのクレジットカード・イ

ンターネットバンキングによる納付

もできます。詳しくは、納税通知書

に同封しました納付方法のチラシま

たは区ホームページでご確認くださ

い ▢問 納税課収納推進係☎3647-

2063、℻3647-8646[納付の相談]納

付の相談は随時行っていますので、

お早めに下記までご連絡ください

▢問 納税課徴収第一・第二係☎3647

-4153、℻3647-8646

潮見駅喫煙所を移設
潮見駅喫煙所は、現在の喫煙所を

廃止し、駅前ロータリー内に新たな

喫煙所を開設しました。今後は、新

喫煙所のご利用をお願いします▢問
環境保全課環境美化係☎3647-9373、

℻5617-5737

国民健康保険料のお支払いは
便利な口座振替を
納付の手間が省け、納め忘れのな

い口座振替が便利です。振替日は毎

月末日(末日が金融機関等の休業日

にあたる場合は翌営業日)です。残

高不足で振替ができなかった場合は、

翌月末に再度振替を行います[キャ

ッシュカードによる申込]みずほ・

三菱東京UFJ・三井住友・ゆうちょ

銀行、東京ベイ・東京東信用金庫か

らの口座振替を希望する方は、キャ

ッシュカード(暗証番号入力)で口座

振替の申込ができます。国民健康保

険証、普通預貯金(総合口座)のキャ

ッシュカードをお持ちください[口

座振替依頼書による申込]国民健康

保険証、預貯金通帳、通帳にご使用

の印鑑をお持ちください[郵送によ

る申込]お電話をいただければ、｢口

座振替依頼書｣と｢返信用封筒｣をお

送りします▢申 医療保険課保険料係
(区役所2階8番)、各出張所・豊洲特

別出張所で☎3647-3169、℻3647-

8443

男女共同参画週間
6／23(金)〜29(木)
内閣府は、毎年6／23〜29までを｢男

女共同参画週間｣としています。今

年のキャッチフレーズは｢男で○、

女で○、共同作業で◎。｣に決定しま

した。男性と女性が、職場で、学校

で、地域で、家庭で、それぞれの個

性と能力を発揮できる｢男女共同参

画社会｣を実現するため、私たち一

人ひとりに何ができるかを考えてみ

ましょう▢問 男女共同参画推進セン
ター☎5683-0341、℻5683-0340

福祉のしごと相談・面接会
出展法人(事業所)募集
区内福祉施設の人材不足を解消し、

安定的な人材確保を目的として、福

祉施設・事業所による相談面接会｢福

祉のしごと相談・面接会｣を9／15(金)

に開催します。この相談・面接会に

出展する法人を募集します。出展法

人は、原則として、7／13(木)開催予

定の出展説明会に出席していただき

ます。事業および説明会への申込等

の詳細は区ホームページでご確認く

ださい。なお、会場・求人内容等に

より出展をお断りすることもありま

すのでご了承ください▢締 7／3(月)

12：00▢問 長寿応援課施設支援係☎

3647-4331、℻3647-9247

江東区環境審議会 傍聴できます

▢時 6／26(月)10：00〜 ▢場 区役所隣

防災センター4階災害対策本部室

▢人 10人(区民の方を優先し、抽選)

▢申 当日9：45までに直接会場へ▢問
温暖化対策課環境調整係☎3647-

6124、℻5617-5737

都市景観審議会 傍聴できます
区では、水辺を生かし、みどり豊

かな潤いのある景観づくりを進めて

います。審議予定案件等、詳細は都

市計画課(区役所5階21番)窓口に提

示しています ▢時 7／4(火)14：00〜

▢場 区役所7階第71・72会議室▢人

10人(抽選) ▢申 当日13：15までに都

市計画課窓口へ▢問 都市計画課都市
計画担当☎3647-9439、℻3647-9009

行政評価制度の
外部評価委員会傍聴できます

▢時 ▢内 下表のとおり▢場 区役所7階

会議室、江東区文化センター5・6階

会議室(東陽4-11-3)▢人 各回10人程
度(区民を優先し抽選)▢申 各回開始
時刻の1時間〜30分前の間に企画課

(区役所4階1番)窓口へ▢問 企画課企
画担当(計画)☎3647-9168、℻3699-

8771

江東エコライフ協議会
傍聴できます

▢時 7／7(金)10：00〜 ▢場 区役所7階

第71・72会議室▢人 10人(区民の方

を優先し抽選)▢申 当日9：45までに

直接会場へ▢問 温暖化対策課環境調
整係☎3647-6124、℻5617-5737

司法書士による法律相談会(7月)

▢時 7／5(水)・19(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 区役所7階第73会議室▢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 7／12(水)13：00〜16：00(1件1時

間以内) ▢場 区役所5階第51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 7／7(金) ▢申 6／26(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

ふれあいサービス協力会員募集
高齢の方や障害のある方、産前産

後の世帯など援助が必要な方を対象

に、家事や介護のお手伝いをしてく

れる協力会員(有償ボランティア)を

募集しています[活動内容および謝

礼金]家事援助サービス(食事の支度

・洗濯・掃除・買物代行など)1時間

700円または840円、介護サービス(車

いす・外出等の介助、乳幼児介助な

ど)1時間840円または1,050円、ちょ

こっとサービス(電池や電球の交換

・体調不良時の買い物代行等)1回

500円(30分以内)[登録説明会]▢時 7
／20(木)13：30〜16：00 ▢場 高齢者総

合福祉センター3階研修室(東陽6-2-

17)▢人 18歳以上の心身ともに健康

な方50人(申込順)※資格・経験・性

別・居住地は不問▢内 事業説明と登
録手続き▢申 6／28(水)から電話で社
会福祉協議会福祉サービス課☎5683

-1571、℻5683-1570

道徳の教科書見本 特別展示
平成30年度から実施される小学校

の｢特別の教科道徳｣の教科書を区立

図書館3館で展示します ▢時 ①7／1

(土)〜6(木)②7／8(土)〜14(金)③7／

15(土)〜21(金)9：00〜20：00(日曜・

祝日は9：00〜17：00、金曜は9：00〜

12：00)※休館日を除く▢場 ①豊洲図
書館(豊洲2-2-18豊洲シビックセン

ター9〜11階)②深川図書館(清澄3-3

-39)③砂町図書館(北砂5-1-7砂町文

化センター1階)▢人 どなたでも▢問
指導室事務係☎3647-9178、℻3647-

6505

夏のこどもサイエンス教室

▢時 ①7／22(土)②8／5(土)9：30〜12：
00▢場 武蔵野大学有明キャンパス4

号館(有明3-4-2)▢人 区内在住の小

学4〜6年生各20人(抽選) ▢費 無料

▢内 ①リサイクルでお宝を見つけよ
う②東京湾の水を調べてみよう▢締
7／3(月)消印有効▢申 往復はがきに

①夏のこどもサイエンス教室参加希

望②希望する回(両方可)③住所④氏

名(ふりがな)⑤性別⑥電話番号⑦学

校名⑧学年⑨保護者名を記入し、〒

135-8383区役所学校支援課学校支援

係へ☎3647-9307、℻3647-9053

旧大石家住宅の七夕飾り

▢時 7／1(土)・2(日)・8(土)・9(日)
10：00〜16：00 ▢場 旧大石家住宅(南

砂5-24地先)▢費 無料▢申 当日直接

会場へ ▢問 文化観光課文化財係☎

3647-9819、℻3647-8470

健康センター 短期健康づくり
講座｢スポーツ吹矢｣

▢時 7／15〜8／5の土曜(全4回)15：00

〜17：00▢場 健康センター(東陽2-1-
1)▢人 区内在住・在勤で中学生を除
く15歳以上の方20人(申込順) ▢費
2,440円 ▢申 6／25(日)9：00から健康

センターへ電話または窓口で☎3647

-5402、℻3647-5048

（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

3615-8469

7／30(日)

潮見2-1-10 メゾン・デ・ラ・メール201

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

あらい歯科クリニック

3642-5965木場2-21-2 木場スカイハイム204号室おくわき歯科医院

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

亀戸6-56-8 中銀亀戸マンシオン205栗原歯科クリニック

5690-3957木場6-11-9 柳沢ビル2階医療法人社団博三会 刈屋歯科医院

7／23(日)
3637-3371亀戸9-23-11四方歯科医院

3643-0418木場2-19-8 プレスタ木場1階

7／9(日)

阪本歯科医院

7／17(月・祝)
3681-0327亀戸7-38-2

医療機関名期 日

7／16(日)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

タカラベ歯科七丁目診療所
3641-5679古石場3-11-11西村歯科医院

3684-6481

3638-6480亀戸3-61-21 橋本ビル2階

大島1-1-5 オフィスVIP大島1階桂歯科医院

3643-7937古石場3-10-1黒田歯科医院
7／2(日)

5858-8841亀戸6-58-13 亀戸S＆Sビル3階ますだ歯科クリニック

吉野歯科医院

5836-8241

［施策32］災害に強い都市の形成

7／20(木)18：30〜21：00

※終了時刻は前後する可能性があります

［施策4］循環型社会の形成

［施策31］便利で快適な道路・交通網の整備

7／13(木)14：00〜16：30

7／21(金)9：30〜12：00

［施策16］安心できる消費者生活の実現

評価のまとめ

［施策20］文化の彩り豊かな地域づくり

7／22(土)14：00〜15：30

外部評価委員会の運営について

［施策19］男女共同参画社会の実現

8／18(金)11：00〜12：00

6／29(木)18：30〜19：30

［施策10］地域や教育関係機関との連携による
教育力の向上

［施策12］健全で安全な社会環境づくり

7／14(金)9：30〜12：00

［施策11］地域ぐるみの子育て家庭への支援

［計画の実現に向けて③］自立的な区政基盤の
確立

7／18(火)18：30〜21：00

［施策24］保健・医療施策の充実

［施策27］自立と社会参加の促進

7／19(水)18：30〜21：00

［施策29］住みよい住宅・住環境の形成

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
7／8(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

［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。

7／4(火)・18(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




