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令和2（2020）年4月20日

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています

10月１日を基準日として、全国一斉に国勢調査が実施されます。国勢調査
は、今回で100年、21回目を迎える歴史ある調査です。市では、令和２年国
勢調査調査員を募集しています。

国勢調査調査員を募集中
調査員の仕事

No.1653

募

私たちの社会や暮らしを支える国勢調査

８月末…調査員事務説明会

国勢調査から得られる統計は、国や地方公共団体が

に出席

集

要

項

実施期間／８月下旬〜10月下旬（実働20日間程度）

公正な行政運営を行うために利用されるとともに、公

応募資格／次の①〜③全てに該当する方①令和２年10

的統計を作成する上での基礎データとしても用いられ

月１日時点で20歳以上②健康で昼間活動できる③責任

ます。

を持って調査事務を行える

また、企業や各種団体における需要予測や製品・サ

報酬／約７万円（前回調査の２調査区分の実績。１調

９月初め…担当の調査区
（調

ービス開発、学術・研究機関における研究など、さま

査区はおおよそ40〜70世帯）※報酬は担当する調査区

査対象）を確認

ざまな分野で幅広く活用されています。

の世帯数によって異なる

国勢調査活用例

９月上旬…名簿・地図など

申■
問 ６月19日㈮までに市報４月20日号と同時に配布し
■

◎防災対策・災害対策

の書類作成

た「国勢調査員募集チラシ」のはがきに必要事項を記
入して郵送（切手不要）
、

災害などの被害の大きさは
人口・人口密度、災害の起こ

調布市 国勢調査

令和２年
調査
実施時期 ８月下旬～１
０月下旬

調査員募集

約７万円（前回実績）
※２調査区担当の場合

またはＥメールで総務課

９月中旬…調査対象への調

る時刻によって大きく異なり

査票の配布・回収

ます。特に昼と夜の人口が著

@w2.city.chofu.tokyo.jp

※基本的にインターネット

しく異なる都市部では、国勢調査で得られる「昼間

HP （下記２
へ、または市■

回答・郵送回答を依頼

人口」を基に防災のための設備や機能を検討してい
裏面「調布市統計調査員遵守事項」
に承諾のうえ、
下のはがきを切り取り
必要事項を書き込み、ポストに投函してください。
（切手不要）

調査実施時期
対象

安心して子どもを産み育てる環境
の整備、母子・父子福祉などの各種

10月下旬…調査票などの関

施策の立案には、国勢調査で得られ

係書類や用品一式を市に提

る「母子・父子世帯数」などの地域

仕事内容

申込締切
報酬

注意事項

市ＨＰ▶

☎484−1455

調査員の募集

▲QRもあります

５月の相談案内は11面に掲載しています
診療時間／午前９時〜正午、午後１
時〜５時 ※休日診療は急病患者の
ための診療です。医療機関は変更と
なる場合あり。診療時間も含め、各
医療機関に確認してからお出掛けく
問 健康推進課☎441−6100
ださい ■

市 内 救 急 病 院
調布病院 下石原３−45−１
☎484−2626
北多摩病院 調布ケ丘４−１−１
☎486−8111
調布東山病院 小島町２−32−17
☎481−5511
※当日の診療科目を事前に電話で
ご確認ください

救急医療機関案内（24時間）
調布消防署☎486−0119
救急相談センター☎♯7119
※ダイヤル回線からは☎042−521−
2323
（消防庁テレホンサービス）へ
消防庁テレホンサービス
☎042−521−2323
東京都医療機関案内サービス
ひまわり ☎03−5272−0303
HP 「東京都医療機関ひまわり」
■

小児初期救急平日準夜間診療

外国人
2,632

☎03−3488−2061

日 月〜金曜日（祝・休日、年末年始、病院が指定した日を除く）午後７時〜10時
■
（受付は９時30分まで）
所 東京慈恵会医科大学附属第三病院内 狛江・調布小児初期救急平日準夜間診療
■
内 小児科 ※必ず電話連絡の上、お越しください
室 ■

総

数

120,868（654増）

口

118,236

市報と同時に配布

０４２－４８１－７６６７

新型コロナウイルス感染症の相談窓口は１・２面をご覧ください

人

世帯数

令和２年４月１日現在
（ ）は対前月比

日本人

調布市役所総務課

平日９時～１６時半（１２時～１３時を除く）

所 在 地
布田２−51−６みこしビル３階
深大寺北町６−38−６ブルージュ１階
上石原１−38−15 １階Ａ
国領町２−５−15コクティー205
調布ケ丘３−19−13
上石原２−27−９
西つつじケ丘４−15−５
布田１−35−３ダイモンビル１階
仙川町２−12−６アヴェニール仙川１−Ｂ
佐須町３−10−７
西つつじケ丘２−14−14
西つつじケ丘３−26−９−１階
飛田給１−27−３吉野ビル１階Ａ
西つつじケ丘４−23−58−101
東つつじケ丘３−53−11
仙川町１−15−４鍋屋ビル２階
仙川町１−20−16ヴィバーチェ仙川１階
西つつじケ丘３−37−２横田ファイブ107
国領町３−１−38ココスクエア２階
小島町２−29−９ライオンズガーデン調布107
仙川町１−20−16ヴィバーチェ仙川２階
小島町１−５−６アールアンドエスビル３階
国領町５−70−２サン・ルーシー２階
菊野台３−36−２
布田１−36−８真光書店ビル２階
調布ケ丘３−19−12
多摩川５−15−５プレセントM203
西つつじケ丘３−14−６
国領町４−８−１プラザパレット２階
飛田給１−41−５TOビル２階
調布ケ丘４−１−１
多摩川５−15−５プレセントＭ１階

日 土・日曜日、祝・休日、年末年始 午後７時〜10時（受付は９時45分まで）
■
所 調布市医療ステーション１階（小島町３−68−10）
■
内 内科小児科系※日によって担当医師の専門分野が異なりますので、必ず電話連
■
絡の上、お越しください

調布市の世帯数と人口

東京都調布市小島町 2－35－1
国勢調査員応募受付担当 行

TEL
受付時間

➡➡➡

休日夜間急患診療所

電話番号
482−4919
483−0125
426−0155
485−5004
426−7800
485−5480
443−2246
488−4182
03−3307−1010
482−1256
03−3307−7411
444−8413
486−8915
443−1120
03−3300−3366
03−3307−6418
03−3305−2267
487−2433
426−8102
480−2031
03−5315−5686
480−7810
444−4880
485−7123
443−8550
483−0101
444−3170
482−6332
441−6950
498−4153
486−8111
486−6551

応募申込書提出後、直ちに国勢調査員となるわ
けではありません。
申込者多数の場合は抽選となります。

認

差出有効期間
令和２年６月
30 日まで
（切手不要）

調布市役所１階 国勢調査実施本部

５月の休日診療当番医

医療機関名・診療科目
磯崎整形外科（整外）
工藤ハートフル・クリニック（内・小・循・アレルギー）
３日㈷
西調布井上クリニック（内）
みなみ歯科クリニック（歯）
金子レディースクリニック（産・婦）
川野医院（内・循内・小）
４日㈷
つつじヶ丘神代クリニック（内）
三笠歯科医院（歯）
仙川おりはら眼科（眼）
安賀医院（小・内）
５日㈷
木内クリニック（内・外）
あらさわ歯科医院（歯）
高坂皮膚科（皮）
にわファミリークリニック
（内※小児科診療一部可）
６日㉁
東つつじヶ丘さくらクリニック（内）
市野歯科医院（歯）
山城整形外科（整外・外）
佐々木こどもクリニック（小・アレルギー）
10日㈰
はすだ内科・循環器内科クリニック（内・循内）
宮前歯科医院（歯）
よこすかレディースクリニック（産婦・内）
麻生こどもクリニック（小）
17日㈰
くろかわクリニック（内）
柳沢歯科医院（歯）
そわ整形外科（整外）
いしいこどもクリニック（小）
24日㈰
ふかざわクリニック（内）
大沢歯科医院（歯）
国領浦野皮膚科（皮）
ささもとこどもクリニック（小・アレルギー）
31日㈰
北多摩病院（内）
村田歯科医院（歯）

承

3603

調査票配布・回収など（裏面参照）
令和２年６月１９日
（金）

５１１

調 布 局

２０歳以上（令和２年１０月１日時点）で、
昼間活動できる健康な方、
責任をもって調査事務を行っていただける方

（前回実績）約７万円（２調査区担当の場合）

可）から申し込み

１８２－８７９０

料金受取人払郵便

問い合わせ先

別統計が欠かせません。

日程

令和２年８月下旬 ～１０月下旬（実働２０日間程度）

（切り取り）

整理

出

郵 便 は が き

募集要項

◎少子高齢化対策

など調査関係書類の検査・

Ｅ toukei
☎481−7667・■

次元コードからアクセス

ます。
10月中旬…回収した調査票

報酬

男
女
計

日本人
113,384
119,378
232,762

外国人
2,371
2,373
4,744

総 数
115,755（175増）
121,751（347増）
237,506（522増）

●国民健康保険税の納め忘れはありませんか 国民健康保険税第８期（３月２日納期）の納付期限が過ぎています。納付期限が過ぎた納付書はコンビニエンスストアでは納付できませんので、納め忘れ
問 保険年金課（市役所２階）☎481−7055・６
■

がある方は納付書に記載の金融機関で納めてください。納付書がない方は、再発行しますので保険年金課へ連絡してください。

