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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。

▢時
日
時

▢場
場
所

▢集
集
合

▢人
対
象
・
定
員

▢費
費
用

▢内
内
容

▢師
講
師

▢保
一
時
保
育

▢締
締
切
日

▢申
申
込

▢問
問
合
先

▢
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▢ｅ
Ｅ
メ
ー
ル

HP

マイナンバーカード交付受付員
(非常勤)募集
[雇用期間]4／1(日)または5／1(火)〜
平成31年3／31(日)※更新制度あり

▢人 パソコン(ワード・エクセルな
ど)の基本的な操作ができる方若干
名(選考)[勤務条件]8：30〜17：15(水
曜は19：15)、月16日勤務(月1回程度
日曜勤務あり)※有給休暇制度あり
[報酬]月額22万円程度※交通費の支
給あり(限度額あり)、社会保険あり

▢内 区役所ほか区内施設に設置する
マイナンバーカード交付窓口での応
対、端末入力等関連事務[一次選考]
作文※選考結果は2月上旬までに全
応募者あて文書で通知予定[二次(最
終)選考]一次選考合格者を対象とし
た面接(2月中旬〜下旬予定)※選考
結果は3月上旬までに文書で通知予
定 ▢締 1／30(火)17：00必着 ▢申 作文
(テーマ｢マイナンバーを含む個人情
報の取扱いおよび接客時の注意点｣
について、区職員の視点に立ち作成
すること。原稿用紙に手書き、日本
語で800字以内)と履歴書を〒135-
8383区役所区民課住民記録係へ郵送
または持参※応募書類は返却しませ
ん▢問 区民課区民係☎3647-8406、
℻3647-9206
江東区児童福祉専門相談員
(非常勤)募集
[職務内容]児童虐待対応等[採用予
定日]4／1(日)以降[勤務時間]8：30〜
17：15(月16日勤務)[応募資格]児童
福祉法(昭和22年法律第164号)第13
条第3項各号に定める児童福祉司の
任用資格を有する方で、児童虐待対
応等の実務経験がある方※詳細は募
集要項をご覧ください[募集要項(申
込書)配付場所]1／22(月)から子育て
支援課(区役所3階15番)で配付(区ホ
ームページからも入手可)[募集人
員]1人[報酬]月額290,000円(交通費
別途支給、社保加入) ▢締 2／19(月)
必着▢申 申込書等に必要事項を記入
し、〒135-8383区役所子育て支援課
こども家庭支援係へ郵送または窓口
で☎3647-4408、℻3647-9196

｢エンジョイ・クラブ｣学習支援
者(有償ボランティア)募集
軽度の知的障害者の余暇活動を支
援するサークル活動の場｢エンジョ
イ・クラブ｣の学習支援者を募集し
ます。ピアノが弾ける方、大歓迎で
す▢時 第1・3日曜、第2・4日曜、第
1・3土曜のいずれか(年20回)▢場 教
育センター(東陽2-3-6)ほか▢人 知
的障害者支援に理解と熱意のある方、
若干名(謝礼あり)▢内 軽度知的障害
者の余暇活動支援、遠足・レクリエ
ーション大会等の引率など▢申 電話
で申込のうえ、履歴書を〒135-8383
区役所障害者支援課施策推進係(区
役所隣防災センター2階17番)に郵送
または持参☎3647-4749、℻3699-
0329
都営住宅の入居者募集
[抽選方式による募集]①単身者向②
単身者用車いす使用者向③シルバー
ピア(高齢者集合住宅)④事故住宅
[ポイント方式による募集]⑤ひとり
親世帯向⑥高齢者世帯向⑦心身障害
者世帯向⑧多子世帯向⑨特に所得の
低い一般世帯向⑩車いす使用者世帯
向[募集・申込用紙配布期間]2／1(木)
〜9(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、都庁、
東京都住宅供給公社都営住宅募集セ
ンター(渋谷区神宮前5-53-67コスモ
ス青山3階)、東京都住宅供給公社亀
戸窓口センター(亀戸1-42-20住友不
動産亀戸ビル10階)※申込書等は募
集期間中のみ公社ホームページ
(▢HP http://www.to-kousya.or.
jp/)からも入手できます ▢申 郵送
で、2／15(木)までに渋谷郵便局(ポ
イント方式は公社都営住宅募集セン
ター)に届いたものに限り有効▢問
東京都住宅供給公社都営住宅募集セ
ンター☎3498-8894、区住宅課住宅
管理係☎3647-9464、℻3647-9268
平成29年度特別区民税・都民税
(普通徴収)第4期納期限1／31(水)
平成29年度の特別区民税・都民税
(普通徴収)第4期分の納期限は1／31
(水)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)、豊洲特別出張所・
各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、パソコンや携帯電話からの
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。
詳細は、納税通知書に同封のチラシ
または区ホームページをご覧くださ
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
戦没者等の遺族の方へ
特別弔慰金の申請をお忘れなく
軍人や軍属として公務のために国
に殉じた戦没者のご遺族に支給され
る特別弔慰金(戦没者等の遺族に対
する特別弔慰金・第10回特別弔慰金)
の請求手続きが、4／2(月)で終了し
ます。相談や書類の提出は、福祉課
福祉管理係(区役所3階1番)で受け付
けています。お済みでない方はご連
絡ください▢問 福祉課福祉管理係☎

3647-4318、℻3647-9186
西大島地域まちづくり協議会
発表会・展示会
住み続けたくなるまちを目指して
協議会で作成したまちづくり案を発
表・展示します。発表会では協議会
活動の意義と西大島地域の歴史と魅
力について講演も行います※詳細は
区ホームページをご覧ください▢時
①発表会1／28(日)10：00〜11：45②展
示会1／25(木)〜27(土)10：00〜16：00

▢場 総合区民センター2階①レクホ
ール②展示スペース(大島4-5-1)

▢人 ①100人程度(先着順)②どなた
でも▢費 無料▢師 志村秀明(芝浦工
業大学教授)、久染健夫(中川船番所
資料館職員) ▢申 当日直接会場へ

▢問 地域整備課再開発担当☎3647-
8408、℻3647-9009
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)窓口に掲
示しています ▢時 2／6(火)10：00〜

▢場 江東区文化センター6階第1・2
会議室(東陽4-11-3)▢人 10人(抽選)

▢申 当日9：15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
司法書士による法律相談会(2月)

▢時 2／7(水)・21(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74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 2／14(水)13：00〜16：00(1件1時
間以内)▢場 区役所7階74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 2／8(木) ▢申 1／26(金)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

活き粋体操だよ！全員集合！
(2・3月分)
江東区オリジナルの介護予防体操
を覚えましょう▢時 ▢場 下表のとお
り▢人 60歳以上の区民(先着順)※福
祉会館の利用は登録が必要(住所・
生年月日が確認できる書類を持参)
※江東区文化センター、SUNAMO
は60歳未満の方も参加可▢申 当日直
接会場へ▢問 地域ケア推進課地域ケ
ア係☎3647-9452、℻3647-3165

［受付時間］
平日 8：30〜17：15
2／10(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。

2／6(火)・20(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

30人

30人

定員

2／28(水)、
3／28(水)
13：00〜

亀戸福祉会館和室大
(亀戸1-24-6)
☎3685-8208

古石場福祉会館和室
大(古石場1-11-11)
☎3641-9531

25人
2／24(土)、
3／24(土)
10：00〜

南砂町ショッピング
センター
SUNAMO(スナモ)
(新砂3-4-31 2階無
印良品隣)
☎5665-3673

大島福祉会館和室大
(大島4-5-1)
☎3637-2581

30人

江東区文化センター
2階談話ロビー
(東陽4-11-3)

2／2(金)、3／2(金)
10：30〜

東砂福祉会館和室大
(東砂7-15-3)
☎3646-0461

会場

25人
2／10(土)、24(土)
3／10(土)、24(土)
10：30〜

塩浜福祉会館和室大
(塩浜2-5-20)
☎3647-3901

30人
2／21(水)、
3／15(木)
13：00〜

千田福祉会館和室大
(千田21-18)
☎3647-0108

20人
2／22(木)、
3／22(木)
14：00〜

東陽福祉会館和室大
(東陽6-2-17)
☎3647-8180

20人

2／13(火)、27(火)
3／13(火)、27(火)
11：00〜、14：00〜、
16：00〜

2／10(土)、
3／10(土)
13：30〜

2／19(月)、
3／19(月)
14：00〜

日時

20人

（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

2／25(日)

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

3699-7555南砂2-6-3 サンライズ東陽ビル2階医療法人社団福咲会 ふくしま歯科医院

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

3645-8080南砂2-29-8 ワシミビル1階(102)医療法人社団盛美会 ひまわり歯科医院
5677-4618千石3-1-36 GRACE BLDG. 1・2・3階

3641-6965三好4-7-14 白根ビル2階熱田歯科医院

医療法人社団瑞芳会 中村歯科医院

医療機関名期 日
当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

寺尾歯科医院
3644-5351千石1-5-15カナメデンタルクリニック

2／11(日)

2／18(日)
3642-1182

南砂4-7-15丹沢歯科医院

三好1-1-2 渡辺ビル1階

3649-6474千田6-14西尾歯科クリニック
2／4(日)

わたなべ歯科クリニック

2／12(月・祝)
3640-2430南砂3-4-7

3644-0560南砂4-1-2山崎歯科医院

3640-6971




