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都営住宅(江東区割当)
入居者募集
[都営住宅(江東区割当)]あき家(家
族向)4戸(うち1戸は単身可)[申込用
紙配布期間]7／1(水)〜8(水)※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 7／13(月)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郵送☎3647-
9464、℻3647-9268

介護保険要介護認定調査業務の
委託事業者の募集
認定調査業務の一部を委託する事
業者を募集します[資格]区内および
周辺区で事業を展開する居宅介護支
援事業者[応募条件]認定調査を継続
して行えること等▢申 介護保険課調
査係に事前に電話のうえ、所定の申
込書に記入し、〒135-8383区役所介
護保険課調査係へ郵送または持参☎

3647-9497、℻3647-9466
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9／8(火)
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、7／16(木)開催予
定の出展説明会に出席していただき
ます。事業の詳細および説明会への
参加受付等詳細は区ホームページを
ご覧ください。なお、会場・求人内
容等により出展の意に沿えないこと
もありますので、ご了承ください

▢締 7／3(金)12：00▢問 長寿応援課施
設支援係☎3647-4331、℻3647-9247
令和2年度特別区民税・都民税
(普通徴収)第1期納期限6／30(火)
令和2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
(火)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、パソコンやスマートフォン
からのクレジットカード、インター
ネットバンキング、モバイルレジ、
LINE Pay請求書支払いによる納付
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
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]新型コロナウイルス感染
症等の影響により納税が困難な方は
納期限までにご相談ください▢問 納
税課徴収第一・第二係☎3647-4153、
℻3647-8646
地区計画(北砂三・四・五丁目地区)
原案の縦覧および意見書の提出等
1．住民説明会

地区計画の原案について、住民の
皆さんに説明します。なお、密集環
境を避けるため、個別に動画(20分
程度)による説明や図書の縦覧等を
行います。時間内でご都合に合わせ
てお越しください▢時 7／8(水)18：00
〜21：00、7／11(土)10：00〜16：00※
詳細なスケジュールはお問い合わせ
ください▢場 砂町区民館3階タウン
ホール(北砂4-7-3)▢申 当日直接会
場へ
2．計画原案の縦覧・意見書の提出

区域内の土地所有者、その他利害
関係人は意見書を提出できます[縦
覧期間]7／1(水)〜15(水)[縦覧場所]
都市計画課(区役所5階21番)[意見書
の提出期限]7／22(水)必着[意見書の
提出先]〒135-8383区役所都市計画
課へ郵送または持参
※いずれも▢問 都市計画課都市計画
担当☎3647-9454、℻3647-9009

司法書士による法律相談会(7月)

▢時 ①7／1(水)②7／15(水)※いずれ
も14：00〜16：00(先着順により開始
時間前に受付を終了する場合があり
ます)▢場 ①江東区文化センター6階
第5会議室(東陽4-11-3)②区役所7階
第74会議室 ▢人 20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
建築・測量登記の無料相談

▢時 7／8(水)13：00〜15：00 ▢場 区役
所2階エレベーター前▢内 新築・増
改築・耐震等に関するプラン、資金、
日照問題、登記、土地測量等建築一
般に関する相談。設計図面や資料の
ある方はご持参ください[相談員]
(一社)東京都建築士事務所協会江東
支部会員・東京土地家屋調査士会江

東支部会員▢申 当日直接会場へ▢問
建築調整課建築防災係☎3647-9764、
℻3647-9009
分譲マンション無料相談会

▢時 7／8(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 7／3(金) ▢申 6／25(木)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

（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
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日
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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
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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

3649-1198塩浜2-5-23 汐浜サンハイツ201

9：00〜11：30 13：00〜16：30
診療受付

塩浜歯科医院

3644-3674北砂4-39-8笠原歯科医院

歯科の急病患者診療対象
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☆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

武内歯科クリニック
3633-5668新大橋3-6-8 OZIO森下1階小山歯科医院

7／26(日)

7／23(木・祝)

3682-3418亀戸1-43-9 コープ野村亀戸西棟1階まつしろ歯科クリニック

3615-8469潮見2-1-10 メゾン・デ・ラ・メール201あらい歯科クリニック

7／19(日)
3682-6485亀戸1-5-1

医療機関名期 日

7／12(日)

当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。

きらら歯科
3521-0164

小泉歯科医院

辰巳1-9-49-103

7／24(金・祝)

山根歯科医院

5609-6181亀戸1-32-7
3631-8017

5632-8241枝川3-3-3 ディライトコート1階斉藤歯科医院
7／5(日)

新大橋2-7-5

3648-4881北砂5-14-13 神崎ビル1階八ツ繁歯科医院

紺歯科医院
3681-9172亀戸1-29-12

熱中症は誰もがかかる可能性があり、重症化すると死に至る可能性があり
ます。こどもや高齢者は気温などの環境条件以外にも体調によっては特に注
意が必要です。症状により対応方法が異なりますので、下表を参考に適切に
ご対応ください。

ホームページなどで事前に暑さの確認を

暑さ指数の予測値および実況値の情報について、メール配信サービスを環
境省ホームページからご利用いただけます。詳細はホームページ(▢HP http:
//www.wbgt.env.go.jp/)をご覧ください。

▢問 保健所保健予防課感染症対策係☎3647-5879、℻3615-7171

高齢者の猛暑一時避難場所

体温調整の機能が低下した高齢者の方が、暑さを我慢することは、大変危
険です。高齢者の方を対象に7／1(水)から9／30(水)まで、下記の施設の開館
時間を利用し、猛暑一時避難場所としています。
暑さからの一時的な退避や、熱中症の予防対策としてご利用ください。

▢問 長寿応援課長寿応援係☎3647-4541、℻3647-9247

電話番号

深川ふれあいセンター

5624-6030森下5-11-1森下ふれあいセンター

塩浜福祉会館

3640-8651北砂4-20-12

グランチャ東雲

城東ふれあいセンター

5609-8822

古石場福祉会館

亀戸9-33-2-101亀戸ふれあいセンター

施設名

亀戸福祉会館

3637-2581大島4-5-1大島福祉会館

3646-0461東砂7-15-3東砂福祉会館

3643-1902

東雲1-9-46

塩浜2-5-20

古石場1-11-11

住所

平野1-2-3

5548-1992

3647-3901

3641-9531

○利用できる時間は各施設の開館時間に準じます。

3647-0108千田21-18千田福祉会館

3647-8180東陽6-2-17東陽福祉会館

3685-8208亀戸1-24-6

対応

熱中症の症状と対応

やや
重い
症状

重い
症状

軽い
症状

※救急車を呼んだ方がいいか、判断に迷いがあるときは、｢☎＃7119｣東京消防
庁救急相談センターへ

○高い体温
○まっすぐ歩けな
い
○意識が無い
○呼びかけに対し
返事がおかしい
○けいれん

○頭痛
○吐き気
○体がだるい

○めまい
○立ちくらみ
○こむら返り
○汗が止まらない

症状

○すぐに救急車を要請する
○救急車が到着するまでは、涼しい場所へ行き、衣
服をゆるめる
○体に水をかけたり、濡れタオルをあててあおぐな
ど、体を冷やす

○涼しい場所へ移動し、衣服をゆるめて安静にする
○冷たい水や塩分を補えるスポーツドリンクをゆっ
くりと飲む
○水でぬらしたタオルや冷却剤で、首や腋(わき)の
下、太ももの付け根を冷やす
※自分で水分・塩分をとれないとき、症状が改善し
ないときはすぐに医療機関を受診しましょう




