
●新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、今号の市報は12面での発行となります。今号以降も、事業などの中止・延期などの影響から、記事量の増減がある
　ため、ページ数を変更して市報を発行する場合があります。
●市報5月20日号の掲載情報は5月11日（月）時点のものです。

新型コロナウイルス感染症対策
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■感染症の拡大防止に向けた行動（不要不
急の外出自粛や「３つの密」の回避など）を
より一層徹底していただくよう、適時適切
な情報提供・情報発信に取り組みます

■地域の医療体制を支援するとともに、調布市医師会や多摩府中
保健所などの関係機関と連携し、感染症の拡大防止に向けた対
策に取り組みます

　新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、緊急事態宣言の期間が５月３１日まで延長されました。
　調布市は、次の３つの緊急対応の柱を基軸として、市民一人ひとりの命と健康、安全と安心を守ること
を第一に、市民生活や地域経済への影響を把握していく中で、国や都の緊急対策の実施をはじめ、関係
機関との連携のもと、さまざまな対策に取り組みます。
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詳細は2・3・12面をご覧ください ⬅⬅

電話で問い合わせをする前に
見てみよう

◀AI総合案内サービス(AIチャットボット)
質問内容に対してAI(人工知能)が市や国・都の
■HPを案内するAIチャットボットを試行導入していま
す。市■HPのトップ画面の右下に表示しています

ちょっと待って！

■問調布市新型コロナウイルスコールセンター
　☎481－7177
　調布市特別定額給付金専用コールセンター
　☎481－7319
　　受付／午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日を除く）

■感染症拡大の長期化などにより、生活に不安
を抱える市民に寄り添い、市民生活を支える
ため、国や都、関係機関と連携しながら支援
策に取り組みます

■感染症拡大防止に取り組む環境の中で、子ど
もたちの健やかな成長を支えるとともに、子
育て家庭を支援します

■調布市商工会と連携し、感染症拡大の影響を
受けている市内中小企業・小規模事業者を対
象とした相談窓口を設置し、経営や事業資金
に関する相談に対応します

■市内事業者の事業継続に向け、国や都の緊急
対策と連動しながら、調布市商工会や商店会
などと連携し、支援策に取り組みます

緊急対応の
３つの柱

◀よくある質問をまとめたサイト
コールセンターによく寄せられる質問を掲載して
います

デパート

感染症の拡大防止に
向けた取り組み1第　　の柱 2第　　の柱 3第　　の柱 地域経済への

支援

市民生活及び
子どもたちへの
支援

発熱外来

　PCR検査

陽性者の治療・療養

市の具体的な取り組み
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新型コロナウイルス感染症対策
5月11日（月）時点の情報

　緊急経済対策として、家計支援を行うため、特別定額給付金が給付されます。
■対令和2年4月27日を基準日として住民基本台帳に記録されている方
給付額／1人10万円※住民基本台帳に記録されている方の属する世帯の世帯主への給付
■他給付時期などの詳細は、決まり次第、市報・市■HPなどでお知らせ。感染拡大防止の観点から、郵送またはオンライン
での申請をお願いします。

●市や国の職員などがATM(銀行・コンビニなどの
現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対に
ありません。
●給付のために、手数料などの振り込みを求めるこ
とは絶対にありません。
●少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費
生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。
市では、申請書の発送は準備段階であり、まだ送って
いません。不審な電話や郵便物にはご注意ください。

　■問調布市特別定額給付金専用コールセンター☎481－7319

　親族からの暴力を理由に避難している方で、事情
により現在お住まいの住所地に住民票を移すことが
できない方は、所定の手続きをすることで、給付金を
受け取ることができます。詳細はお問い合せください。

〒
マイナンバーカード

※通知カード（紙製のカード）、
住民基本台帳カード、印鑑登
録証・調布市民カードでは、オ
ンライン申請は利用不可

新型コロナウイルス感染拡大に
便乗した、「振り込め詐欺」や
「個人情報の詐取」にご注意

1 郵送申請
　申請受付開始：6月上旬～
　給付開始：6月下旬以降
　申請書（市から対象者に5月末に郵
送）に振込先口座を記入し、振込先口
座の確認書類（通帳やキャッシュカー
ドなどの写し）と本人確認書類（運転
免許証や健康保険証などの写し）とと
もに市へ郵送

親族からの暴力などを理由に
避難している方への支援

2 オンライン申請　(マイナンバーカード所持者が利用可能)
　申請受付開始：5月1日～
　給付開始：5月下旬以降
　「マイナポータル」にアクセスし、振込先口座
を入力した上で、振込先口座の確認書類を
アップロードし、電子申請(電子署名により本
人確認を実施し、本人確認書類は不要) 

申
し
込
み
方
法

新型コロナウイルス
感染症対策基金への
寄附のお願い

　新型コロナウイルス感染症対策に必要な取り組みの実施に活用するため、新型コロナウイルス感染
症対策基金を設置します。この基金へのご理解と寄附のご協力をお願いします。※この基金は5月15
日の令和2年第1回調布市議会臨時会の議決を経て設置します。詳細は市■HP参照　
■問基金について／政策企画課☎４８１－７３６８　寄附手続について／管財課☎４８１－７１７３

調布市の緊急対応

⬅1面の続き

最新情報は、市■HP（左記2次元コードから
アクセス可）参照

市民生活への支援

　生活福祉資金特例貸付
　生活を維持するために必要な資金を貸し付けます。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業等によ
る福祉資金　緊急小口資金 (特例貸付)
貸付額／20万円以内
返済期間／2年以内(24回以内)
②新型コロナウイルス感染症の影響による離職等によ
る総合支援資金　生活支援費 (特例貸付)
貸付額／2人以上世帯：月額20万円以内
　　　　単身世帯：月額15万円以内
貸付期間／ 原則3カ月以内
返済期間／10年以内(120回以内)
①②共に　■対新型コロナウイルス感染症の影響を受け
収入が減少した世帯、失業などにより生活維持が困難
になっている世帯
■他連帯保証人は不要。無利子（返済期限までに返済が
完了しない場合、残元金に対して年3％の延滞利子が
発生）。据置期間1年以内
■申■問調布市社会福祉協議会☎481－7693
※申請は電話で要事前予約
※①のみ中央労働金庫　 0120－225－755

国民年金保険料免除等の臨時特例措置
　新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事
業の休廃止に至らない場合でも、所得の急減により失
業などに準じる場合が多く想定されるため、時限的措
置（臨時特例）として、国民年金保険料を免除・納付猶
予申請することが可能です。
■申申請書に所得の申立書を添付し、市役所または府中
年金事務所へ提出※審査は日本年金機構が実施
■他申請後、日本年金機構が所得申立書以外の業務帳
簿など、当該申告に係る所得見込み額を明らかにする
書類を確認する場合があるため、２年間は保管してくだ
さい。詳細は要問い合わせ
■問保険年金課☎４８１－７０６２、日本年金機構府中年金
事務所国民年金課☎０４２－３６１－１０１１

国民健康保険税の減免特例
（新型コロナウイルス関連）

　国の緊急経済対策を受け、新型コロナウイルス感染
症の影響により減収した世帯などを対象に、国民健康
保険税の減免を実施する予定です。
■他申請方法などの詳細は、令和２年度の当初納税通知
書の発送時期（７月中旬頃発送）に合わせて市■HPなどで
お知らせ
■問保険年金課☎４８１－７０５４～６

子育て世帯への臨時特別給付金
　児童手当（本則給付）を受給している方に対し臨時特
別給付金を６月下旬に支給します。※特例給付（児童手
当の所得制限限度額以上の方に対し対象児童１人当
たり月額５０００円を支給）の受給者は対象外
支給額／対象児童１人につき１万円
■対令和２年３月３１日までに生まれた児童
■申申請不要※対象世帯にお知らせを順次送付。児童手
当口座の変更がある方、給付金の支給を辞退される方

　外出自粛などを余儀なくされているなか、子どもたち
の健やかな成長と学習を応援し、子育て家庭の負担軽
減などを支援するため、対象となる世帯へ商品券を送
付します。
■対①児童育成手当・就学
援助・生活保護のいずれ
かの支給対象となる0歳
～中学3年生の児童　②児童育成手当の支給対象と
なる高校生　③①以外の0歳～中学3年生の児童※い
ずれも令和2年4月30日時点　支給額／①②1万円③
5000円　商品券利用対象／●市内飲食店などでのテ
イクアウト商品の購入●市内書店での学習ドリル、書籍
などの購入　商品券利用可能店舗／市内飲食店また
は書店など※詳細は商品券に同封の利用可能店舗一
覧参照。市内飲食店情報は、3面に掲載の「我が家のお
すすめテイクアウト！！」■HP参照
商品券利用期限／7月31日（金）
■問事業全般について／子ども政策課☎４８１－７１０５、
子ども家庭課☎４８１－7093
利用店舗について／産業振興課☎４８１－7185

住居確保給付金
　求職活動を行っている方へ家賃相当額を給付する住
居確保給付金の対象者が拡大されるとともに、申請要
件が緩和されました。
■他詳細は調布市社会福祉協議会■HP参照
■申■問調布市社会福祉協議会☎481－7693

キャッシュカード
は誰にも
渡さない

暗証番号は
誰にも
教えない

！

！

特別定額給付金の給付

緊急対応の３つの柱

感染症の
拡大防止に向けた
取り組み

1第　　の柱
地域経済への
支援

3第　　の柱

デパート

▲マイナポータル

または

市民生活及び
子どもたちへの

支援

2第　　の柱

は届け出が必要※公務員の方は、勤務先から交付され
る申請書を居住する自治体へ提出　
■問子ども家庭課☎４８１－７０９３

調布っ子応援プロジェクト 
調布の子どもたちへの食と学びの支援事業

2第　　の柱

緊急援護資金貸付
　生活が一時的に困難となった世帯に対して、生活資
金を貸し付けます。
貸付額／5万円以内　返済期間／10カ月以内
■対市内に３カ月以上居住し、住民基本台帳に記載され
ていること。１カ月の収入が生活保護基準額の1.5倍未
満の世帯であること　■申■問生活福祉課☎481－7098
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●我が家のおすすめテイクアウト！！
　外出自粛や休業要請などにより、市内経済が大きく
落ち込んでいます。特に、市内飲食店は危機的状況に
陥っていますが、この状況を乗り切るため、お弁当をは
じめ、さまざまなテイクアウトメニューを用意するお店
が増えています。
　市では、美味しい食べ物を
テイクアウトして、地元飲食店
を応援する取り組みを調布青
年会議所と開始しました。
利用方法／「調布 我が家の
おすすめテイクアウト！！」■HP
（右記2次元コードからアクセ
ス可）の掲載店舗でテイクア
ウト商品を購入
※調布っ子応援プロジェクト
の商品券が利用できます
■問産業振興課☎４８１－７１８５

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています　★講師や出演者の方の敬称を省略しています
★「全○回」と表記している事業は全日程参加が原則です　

アフラック生命保険株式会社から
新型コロナウイルス感染症対策のために
１億円の寄附　
　調布市と「包括的パートナーシップに関する協
定」を締結しているアフラック生命保険株式会社か
ら、新型コロナウイルス感染症対策と医療機関、医
療従事者への支援を目的として、調布市に１億円の
ご寄附をいただきました。
　いただいた寄附は、発熱外来や感染症患者の入
院受け入れに対応する市内医療機関への支援に活
用するほか、調布市医師会と連携し、さらなる地域
医療の体制整備・充実に向けた取り組みに活用さ
せていただきます。　　　　　　　　 （管財課）

5月11日（月）時点の情報

　感染拡大防止の徹底に向けて、職員の出勤体制を縮
小して事務を執行するため、市役所の一部の窓口や事
務などの行政サービスを休止・縮小しています。状況
が変わりましたら、市■HPなどでお知らせしますので、ご
理解・ご協力をお願いします。
　

■期 5月31日(日)まで
　市施設の一部を休館・休業します。
　最新の情報は市■HPをご確認ください。

　経営相談窓口
　新型コロナウイルス感染症の流行により、影響を受け
た、またはその恐れがある中小企業・小規模事業者を対
象とした相談窓口です。
■問調布市産業労働支援センター☎443－1217
　調布市商工会☎485－2214

市の支援策
●市の融資あっせん制度を拡充
　新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受け
る市内事業者を対象に、特定金融機関への融資あっせ
ん制度を拡充しました。対象要件を緩和したほか、利子
(当初3年間)・信用保証料の全額補助などを行います。
受付／午前8時30分～午後5時15分(土・日曜日、祝日
を除く)
■申■問産業労働支援センター☎443－1217※申し込み
は要事前予約

市内事業者への支援

施設の休館・貸し出しの休止

テイクアウトを注文して調布の飲食店を応援

●調布よさこい２０２０
　８月２９日（土）に予定していましたが、中止します。
■問調布市文化・コミュニティ振興財団文化コミュニティ
事業課☎441－6171　　　　　　(文化生涯学習課)
●第４８回調布市環境フェア
　６月の環境月間に合わせて開催を予定していました
が、中止します。　■問環境政策課☎481－7086

市が主催するイベントなどの開催中止・延期
■期 5月31日(日)まで
※感染症の状況により変更となる場合があります

令和２年度　一般会計補正予算
　新型コロナウイルス感染症拡大に伴う国の緊急経済対策や、市独自の支援事業に必要な予算措置のため、補正
予算を編成しました。補正予算の規模は、第1号、第2号を合わせて245億7800万円余となり、令和2年度の一般会
計予算額は1175億6800万円余となりました。　 ■問財政課☎481－7304

（1）特別定額給付金事業（市民1人10万円給付）の事務費・・・・・・・・・・・・・・・・・2億3000万円

（2）子育て世帯臨時特別給付金（児童手当受給者1万円給付）の事務費・・・・・・・・980万円

（3）調布っ子応援プロジェクト（市内児童・生徒に商品券配布）の事務費・・・・・・1400万円

（1）調布っ子応援プロジェクト
　～調布の子どもたちへの食と学びの支援事業～・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1億7000万円
　
（2）新型コロナウイルス感染症対策　地域医療体制支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5265万円
　●発熱外来を実施する医療機関に対する整備費助成
　　PCR検査センターを紹介した医療機関に対する助成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2700万円
　●コロナ感染症患者の入院受入れをする医療機関に対する環境整備や
　　医療従事者への支援などの助成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2400万円
　●発熱外来等の開設に係る研修会運営費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165万円

（３）国の緊急経済対策に伴う給付金事業の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・240億1670万円
　●特別定額給付金　237億7000万円
　●子育て世帯臨時特別給付金　2億4670万円

（４）その他の財政措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8550万円
　●新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少した世帯に対する国民健康保険税減免
　　（国制度）に、子育て世帯への調布市独自の上乗せ減免・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250万円
　●予備費増額　今後の新型コロナウイルス関連の支出を見据え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5000万円
　●基金積立金　寄附金を財源に子ども・若者基金へ積立て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3300万円
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●粗大ごみ　
　クリーンセンターへの持ち込み受け付けの休止
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の
間休止します。再開は市■HPなどで改めてお知らせしま
す。なお、粗大ごみの収集はこれまで通り行います。

国の支援策
●民間金融機関での融資の拡充
　都道府県等による制度融資を活用し、民間金融機関
による融資が拡充されました。条件により３年間無利
子・無担保・無保証料となる場合があります。
■問中小企業 金融・給付金相談窓口☎0570－783183
●持続化給付金
　特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継
続・再起のためなど事業全般に広く使える給付金です。
給付額／法人：200万円以内、個人事業者：100万円以
内※昨年1年間の売上からの減少分を上限
■問中小企業 金融・給付金相談窓口☎0570－783183
●雇用調整助成金の特例措置
　事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的
に休業等（休業と教育訓練）または出向を行って労働者
の雇用の維持を図る場合に、休業手当・賃金などの一
部を助成します。
■問学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コール
センター　0120－60－3999

東京都の支援策
●感染拡大防止協力金
■対都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止など
に全面的に協力する中小企業の事業者（6月15日（月）
まで受け付け）

●古布の排出をできるだけ控えてください
　新型コロナウイルス感染症の拡大のため、古布の輸
出先である東南アジアなどで受け入れが停止されて
いることから、国内での保管が続いています。
　この状況が長期化した場合は、収集停止となること
も想定されます。古布の収集を継続できるよう、排出
をできるだけ控えていただきますようご理解・ご協力
をお願いします。

クリーンセンターより
■問ごみ対策課（クリーンセンター）☎042－306－8200

調布市

市の対応

支給額／50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
■問東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談
センター☎03－5388－0567※詳細や5月7日以降の
休業要請に対する取り扱いについては都■HP参照
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●児童虐待の「早期発見」は、子どもと保護者を必要な援助につなげるための第一歩です
　虐待されている子どもや、その保護者は援助が必要です。虐待が疑われる行為を発見した場合はご連絡ください。なお、連絡した方の個人情報は守られます。
　■時午前９時～午後５時（第３土曜日とその翌日、年末年始を除く）　■問子ども家庭支援センターすこやか 0120－087－358（子ども政策課）

■ 児童手当・児童育成手当の現況届（年度更新届）の受け付け
　５月29日㈮以降、対象者に現況届を送付しますので、
期限までに提出してください。提出のない場合は、手
当を受給できなくなりますのでご注意ください。
■期６月30日㈫まで（土・日曜日を除く）

■時午前８時30分～午後５時15分※郵送可
提出書類／現況届、受給者の健康保険証の写し（児童
手当のみ）、その他書類（詳細は同封書類を参照）
※児童育成手当はひとり親家庭などのための手当
■所■問子ども家庭課（市役所３階）☎481－7093

■ ７月の子どもの健診

■所文化会館たづくり西館保健センター１階　
■他■問転入者や日程変更希望の方は健康推進課☎441－
6081へ要連絡

■ ７月のこども歯科相談室

■所文化会館たづくり西館保健センター２階　
■内むし歯予防の話、歯科健診、歯磨きの練習　
■定あり
■申■問電話で健康推進課☎441－6081へ※歯科矯正相談
のみ５月22日㈮午前９時から受け付け

■ 調布市芸術文化・スポーツ活動支援給付金支給事業　令和２年度助成対象者募集
■対１年以上継続して市内に住所を有している非課税世
帯の18歳未満　
主な要件／芸術文化・スポーツ活動などの分野で、平
成29年度から申請時までの間に全国規模の大会などに
出場し、優秀な成績を収め、今後も活動を継続する予
定がある　
支給額／個人１件につき10万円まで（支給件数５件程
度、総額50万円以内）
支給対象となる期間と経費／令和２年４月１日～令和
３年３月31日に支払われる大会への参加費用、用具代、
遠征費のほか、日頃の活動などに必要な費用　
選考方法／書類審査※聞き取りを行う場合あり　
■他詳細は市■HPまたは子ども政策課（市役所３階）など
で配布する応募の手引き参照　
■申■問申請書（子ども政策課、子ども家庭支援センター
すこやかなどで配布、または市■HPから印刷可）を６月
30日㈫（消印有効）までに〒182－8511市役所３階子
ども政策課☎481－7757・7105へ郵送または持参

認可保育園や幼稚園などが
実施する地域交流事業・園庭開放

　６月に実施する地域交流事業・園庭開放の実施
は未定です。
■他詳細は市■HP参照 （保育課）

新型コロナウイルス感染症に関する情報
　感染拡大を防止するため、事業が中止
・延期、施設が休館・休業する場合があ
ります。参加や利用を予定している方は、
事前にお問い合わせいただくか、市■HP（上
記２次元コードからアクセス可）や主催団体■HPで最
新情報をご確認ください。

　市内の農業を都市農業として計画的に振興するための計画を策定しました。
■他計画の内容とパブリック・コメントの結果は農政課（市役所３階）、市■HP
で閲覧可
■問農政課☎481－7182

　４月27日、浅田稲一郎さん（深大寺東町在
住）から「子どもたちのために活用してほし
い」と調布市に3300万円のご寄附をいただき
ました。いただいた寄附は、市の児童福祉施
策のために活用していきます。
　なお、浅田さんからは今回の寄附も含め６
回、計５億円のご寄附をいただいています。
 （管財課）

　調布市民意識調査は、基本計画に掲げる各施策のまちづくり指標の現状値
や、暮らしの満足度、市の施策に関する市民ニーズなどを把握し、今後の市
政・まちづくりに活用するための調査です。
　市内在住の満16歳以上の市民を対象とし、無作為に抽出した約3000人の方
に意識・行動について伺った結果を報告書にまとめました。
配布・閲覧場所（６月以降）／総合案内所（市役所２階）、公文書資料室（市
役所４階）、各地域福祉センター・図書館などの公共施設、市■HP

■問政策企画課☎481－7368

　次の表に該当する方は、郵便などによる不在者投票ができます。投票には
あらかじめ調布市選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付が
必要です。
■対郵便などによる不在者投票ができる方／表の区分１に該当する方は、郵便
や信書便で投票できます（投票用紙には必ず本人が記入）
代理記載が認められる方／表の区分１・２共に該当し、かつ自分で字が書け
ない方。あらかじめ調布市選挙管理委員会に届け出た「代理記載人」（選挙
権を有する方）１人が代筆　

■問選挙管理委員会事務局☎481－7381

調布市農業振興計画を策定

調布の子ども・若者のために3300万円の寄附

調布市民意識調査報告書（令和元年度版）

郵便などによる不在者投票制度
～７月５日㈰は東京都知事選挙・

東京都議会議員補欠選挙（北多摩第三選挙区）～

健診名 対　　象
３～４カ月児

３歳児
１歳６カ月児

令和２年３月生まれ

平成29年６月生まれ
平成30年12月生まれ

健診名 対　　象 日　時

２歳児

３歳６カ月児

２歳６カ月児

５・６歳児

歯科矯正相談

４歳児

平成30年６・７月生まれ

平成28年12月・
平成29年１月生まれ

平成29年12月・
平成30年１月生まれ

平成26年４月～
平成27年７月生まれ

６歳～中学生

平成28年６・７月生まれ

１日㈬午前
17日㈮午前

８日㈬午後
27日㈪午後

10日㈮午前
22日㈬午前

31日㈮午後

31日㈮午後

身体障害者手帳を
お持ちの方

戦傷病者手帳をお
持ちの方

介護保険被保険者
証をお持ちの方

区　　分
１・２級

１・３級

１～３級
１級
特別項症～
第２項症
特別項症～
第３項症
特別項症～
第２項症

要介護５

等級など
両下肢・体幹・移動機能の障害
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸の障害
免疫・肝臓の障害
上肢又は視覚の障害

両下肢・体幹の障害

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸・肝臓の障害

上肢又は視覚の障害

被保険者証の「要介護状態区分等」
の欄

障害名など

１

２

１

１

２

左：浅田さん　右：伊藤副市長

順位

１位

２位
３位

４位

５位

項　　　目
都心への交通の便が
よい
豊かな自然がある
日常の買い物が便利
神代植物公園、野川
公園などの公園
深大寺地域の歴史・
観光資源

（％）

81.1

63.4
51.1

45.9

39.3

●調布のまちの魅力や個性・特色
順位

１位

２位
３位
４位

５位

項　　　目
地震・風水害などへ
の災害対策
道路整備
防犯対策
子育て支援サービス
居住環境（バリアフ
リー、耐震化など）

（％）

68.0

52.5
50.5
48.4

48.3

●市政全般に対する優先度

※複数回答可としているため、割合の合計は100％になりません
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●特殊詐欺にご注意ください　都内で特殊詐欺被害が急増しています。怪しいと思ったら、すぐ110番か調布警察署（☎488－0110）へ通報してください。
　令和２年調布市内の特殊詐欺被害状況（４月末時点、暫定値）　被害件数／12件（前年同時期比24件減）　被害金額／約1391万円（前年同時期比約4060万円減）
 （総合防災安全課）

●すこやか相談コーナー
　「子ども自身の悩みを聞いてほしい」、「子どもの発
達がほかの子と比べて遅いのではと心配」、「子育ての
悩み・心配ごとを相談したい」、「健康に関する相談は
誰にすればいいのだろう」、「幼稚園・託児に関する情
報がほしい」、「子育てをしているとイライラする時が
ある」など、子どもと家庭に関することを、すこやか
相談コーナーにお気軽にご相談ください。必要に応じ
て、他機関と連携します。
■対市内在住の18歳未満の児童と保護者
電話相談／☎481－7731（専用）（■時午前９時～午後５
時※第３土曜日と翌日、年末年始を除く。土・日曜日、
祝日は予約制で受け付け）
来所相談／電話で事前に要予約
Ｅメール相談／■Ｅsoudan@jigyodan-chofu.com

■ 令和２年度くらしの案内～シルバー編～
　各種相談窓口や生きがい
・趣味活動の紹介、一人暮
らしの方のための事業など、
介護保険制度以外の市が独
自で行う高齢者を対象とし
た制度やサービスを掲載し
た冊子を配布しています。
配布場所／高齢者支援室
（市役所２階）、老人憩の家
（深大寺・布田）、総合福祉
センター、各地域包括支援
センター、各地域福祉センター、神代出張所、生涯学
習情報コーナー（文化会館たづくり11階）、各図書館、

シルバー人材センターのほか、市■HPでも閲覧可　
※施設が休館している場合があります。来館の際は、
事前にご確認ください
■問高齢者支援室☎481－7149

■ 健康活動ひろば活動室の利用
【７～９月の利用可能日】

■時午前９時～午後９時（１区分２時間、１日当たり１
団体１区分利用可）　
■対大半が市内在住・在勤・在学者で構成され、身体運
動を通して健康増進を図る活動を行う団体　
■他活動できる種目は、健康活動ひろばの室内で運動可
能なものに限る　
【公開抽選実施日】
■日６月13日㈯午前９時30分～　
■所健康活動ひろば２階活動室こかげ　
■対団体の代表者　
■持筆記用具　
■申当日直接健康活動ひろばへ　
【随時の利用申し込み】
　抽選会後に空室の利用を希望する団体は、健康推進
課（文化会館たづくり西館保健センター４階）で手続
きしてください。
■締利用しようとする日の３日前（その日が土・日曜日、
祝・休日、年末年始に当たる場合は直前の平日）
■問健康推進課☎441－6100

■ 司法書士による無料相談会
■日６月３日㈬午後２時～　■所総合福祉センター　
■内後見制度や相続、登記手続きなどの無料相談　
■定申し込み順２組　協力／東京司法書士会調布支部　
■申■問平日午前９時～午後５時に電話で社会福祉協議会
☎481－7766へ

■ 第32回調布市福祉大会の市民推薦
　市内で５年以上地域福祉活動やボランティア活動に
貢献されている方を顕彰します。
■申■問７月３日㈮までに推薦書（総合福祉センター２階
窓口で配布、または■HPから印刷可）を社会福祉協議会
総務課☎481－7617へ

　　税金・保険・年金

■ 市税の納付は口座振替を～申し込みは郵送で可能～
【口座振替対象税目／納期限・申込期限】
○国民健康保険税／
　第１期（７月31日㈮振替）・６月22日㈪（必着）
○固定資産税・都市計画税／
　第２期（７月31日㈮振替）・６月22日㈪（必着）
○個人市・都民税（普通徴収）／
　第２期（８月31日㈪振替）・７月20日㈪（必着）
■申依頼書（市内の取扱金融機関に備え付け、郵送希望
の場合は要連絡）で申し込み※キャッシュカード（来
庁者本人の名義）と本人確認書類を市役所に持参して、
その場で手続きすることも可。詳細は要問い合わせ　
■問国民健康保険税／保険年金課（市役所２階）☎481
－7055・6、個人市・都民税（普通徴収）、固定資産税・
都市計画税／納税課（市役所３階）☎481－7214～20

■対次の①②全てに該当する世帯
　① 多胎児（双子、
　　 三つ子などの子

ども）がいて、
　　 育児用品などの

購入時に調布市
に住民登録があ
る

　② 給付金の支給を受けようとする年度またはそ
の前年度のいずれかの市民税が非課税

対象の育児用品など／
　Ⓐ 多胎児用ベビーカーまたはチャイルドシート
（２歳になる日までに、多胎児１組につき１
回まで）

　Ⓑ ランドセル（小学校入学時に児童１人につき
１回まで）

　Ⓒ 制服（原則中学校と高等学校の入学時に、児
童１人につき計２回まで）

※ 支給金額には上限あり。詳細は市■HP、または応
募の手引き（子ども政策課窓口などで配布）参
照
■申■問Ⓐは育児用品購入日からⒷⒸは入学時から３
カ月以内に、申請書（子ども政策課、子ども家庭
支援センターすこやかなどで配布、または市■HPか
ら印刷可）を〒182－8511市役所３階子ども政策
課☎481－7757・7105に郵送または持参

証明書自動交付機は６月末で廃止

　廃止後は、マイナンバーカードを利用したコン
ビニ交付サービス、または電話予約サービスをご
利用ください。また、お持ちの「印鑑登録証」ま
たは「印鑑登録証・調布市民カード（印鑑登録の
カード）」は、窓口で印鑑登録証明書を請求する
際に必要になるため破棄しないでください。

マイナンバーの通知カードは
５月下旬で廃止（予定）

　廃止後は、通知カードに関する氏名、住所など
の記載事項の変更手続き、交付・再交付手続きが
できなくなります。転入や婚姻などで氏名や住所
に変更がある方は、廃止前に記載事項の変更手続
きを行ってください。
　なお、現在通知カードをお持ちの方は、氏名や
住所などに変更がない限り、引き続き使用できま
す。通知カードに記載されたマイナンバーは引き
続き使用する番号ですので、なくさないようにご
注意ください。
■他マイナンバーが分からなくなってしまった場合、
次の方法で確認できます。
●マイナンバー入りの住民票の写しの取得
　（広域交付住民票を含む）
●マイナンバーカードの申請（詳細は市■HP参照）
■問市民課☎481－7041～3
　神代出張所☎481－7600

　　５月31日（日）は
　　世界禁煙デー

　世界禁煙デーは、WHO（世界保健機関）が定
めた禁煙を推進する日です。日本では５月31日～
６月６日を「禁煙週間」としています。受動喫煙
のない社会を目指して、禁煙について考えてみま
せんか。

　タバコの有害性
　タバコには多くの有害物質が含まれています。
発がん性物質は約70種類含まれ、肺がんなどのリ
スクを増加させます。ニコチンは、血管を収縮し
血流を悪くさせ、肌にしわ・たるみ・くすみ・か
さつきが出現します。依存性が高くタバコをなか
なかやめられない原因にもなります。
　また、新型コロナウイルスに感染した際の重症
化リスクを高めると言われています。タバコは、
喫煙者だけでなく、非喫煙者が喫煙者の呼気を吸
い込む受動喫煙によっても健康被害をもたらしま
す。

　タバコをやめたい方
　禁煙外来など専門医療機関の医師に相談しまし
ょう。市では禁煙相談を行っています。詳細はお
問い合わせください。　

■問健康推進課☎441－6100

■子ども家庭支援センターすこやか　　〒182－0022  国領町３－１－38 ココスクエア２階
　☎481－7733（午前９時～午後５時）　専用■HPあり
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■ 市民課・保険年金課・納税課の休日窓口
■程５月24日㈰、６月13日㈯・28日㈰※休止となる場合
あり。来庁前に市■HP要確認　
■時午前９時～午後１時　
■他保険年金課は国民健康保険のみ取り扱い
■所■問市民課（市役所２階）☎481－7041～5
　　保険年金課（市役所２階）☎481－7052
　　納税課（市役所３階）☎481－7214～20

■ 軽自動車税（種別割）の減免申請
　４月１日現在、バイク・軽自動車などを所有してい
る方に軽自動車税納税通知書を発送しました。
　障害のある方が所有する車で要件に該当する場合は、
審査の結果、軽自動車税を減免します。詳細は、納税
通知書に同封の「軽自動車税（種別割）の減免につい
て」をご覧ください。
■締６月１日㈪
※申請期限後の受け付け不可。納付をする前に申請　
■問市民税課☎481－7191・2

■ 住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の減額措置
①耐震改修住宅
■対昭和57年１月１日以前から所在する住宅で、令和４
年３月31日までに現行の耐震基準に適合した一定の耐
震改修工事を行ったもの
■内工事が完了した翌年度の家屋にかかる固定資産税の
２分の１を減額（１戸当たり120㎡相当部分まで）
②高齢者等居住改修住宅
■対新築した日から10年以上経過し、高齢者・障害のあ
る方などが居住する住宅で、令和４年３月31日までに
一定の要件を満たす改修工事（バリアフリー改修工事）
を行ったもの
■内工事が完了した翌年度の家屋にかかる固定資産税の
３分の１を減額（１戸当たり100㎡相当部分まで）

③熱損失防止（省エネ）改修住宅
■対平成20年１月１日以前から所在する住宅で、令和４
年３月31日までに一定の要件を満たす熱損失防止（省
エネ）改修工事を行ったもの　
■内工事が完了した翌年度の家屋にかかる固定資産税の
３分の１を減額（１戸当たり120㎡相当部分まで）
■他①③で長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は
固定資産税の３分の２減額②③は床面積が50～280㎡
の住宅が対象
①～③共に
■申改修工事完了後３カ月以内に資産税課へ申告　
■他詳細は市■HP参照　
■問資産税課☎481－7208・9

　　住まい・街づくり・環境

■ ５月都営住宅入居者募集（延期分）
■対都内に居住している、住宅に困っている、所得が定
められた基準に該当するなど※詳細は募集案内参照
◎募集する都営住宅の種類
●世帯向（一般募集住宅）
●若年夫婦・子育て世帯向（定期使用住宅）
●居室内で病死等があった住宅
◎申込書・募集案内の配布
■期６月８日㈪～16日㈫
■時・■所Ⓐ平日の午前８時30分～午後５時15分・総合案
内所（市役所２階）、住宅課（市役所７階）、神代出張
所、市民プラザあくろす３階（午後５時まで）、市内
各地域包括支援センター（営業時間内）Ⓑ配布期間の
開庁時間以外・庁舎管理員室前（市役所１階）
■問募集内容に関すること／JKK東京都営住宅募集セン
ター（土・日曜日を除く）☎03－3498－8894
　配布に関すること／住宅課☎481－7141

　　健　　康

■ 健（検）診の案内を５月末に発送
■対６月に誕生日を迎える75歳以上の方　
種類／胃・大腸がん、結核、後期高齢者健診
■問健康推進課☎441－6082

■ 子宮頸がんワクチン定期予防接種
　積極的勧奨を見合わせているため、個別通知を行っ
ていません。接種を希望する方は定期予防接種を受け
ることができます。
■所調布市・狛江市・世田谷区・三鷹市・府中市の指定
医療機関　
■対小学６年（12歳相当）～高校１年生（16歳相当）の
女子　
接種回数／３回　
■費無料
■持健康保険証、母子健康手帳、予診票（市内指定医療
機関または健康推進課で配布）　
■申指定医療機関
■他原則保護者同伴。保護者の同伴がない場合は、保護
者同意書と予診票への保護者自署が必要（13歳以上に
限る）　
■問健康推進課☎441－6100

■ 食事なんでも相談室（栄養相談）
■日６月３日㈬午後、18日㈭午前　
■所文化会館たづくり西館保健センター１階　
■定申し込み順６人　
■他医療機関で治療中の方は要問い合わせ　
■申■問健康推進課☎441－6082

■対令和２年１月１日現在市内に居住し、次の①～④
いずれかに該当する方
　① 令和２年度市民税・都民税の申告または令和元

年分の所得税・復興特別所得税の確定申告をし
た

「令和２年度市民税・都民税　課税・非課税証明書」などを交付 ■問市民税課☎481－7193～7

　② 勤務先が市に給与支払報告書を提出しており、
ほかに所得がなかった

　③ 収入が公的年金のみで、その支払先が市に公的
年金等支払報告書を提出している

　④ 市内に居住している方の扶養控除対象となって
いる配偶者や扶養親族

※令和２年１月２日以降に転入した方は、前住所地
の市区町村で交付
※ 給与（特別徴収）の方のみ、５月26日㈫から窓口
で証明書の発行可

放送時間　毎日正午～、午後４時～、８時～（各30分）
※特集番組により、放送時間が変更になる場合があります

J:COM（デジタル111ch）
「テレビ広報ちょうふ」

〈20日号〉５月20日～26日　市政情報、市からのお知らせ
〈27日号〉５月27日～６月４日　市政情報、市からのお知らせ

令和２年度市民税・都民税納税通知書の発送日

所得の種類

年金のみ

年金
＋給与（普通徴収）

年金
＋その他の所得

年金
＋給与（特別徴収）

納税方法
特別徴収

（給与天引き）

５月26日㈫
５月26日㈫

５月26日㈫

普通徴収
（個人納付）

６月10日㈬

６月10日㈬

６月10日㈬

６月10日㈬

６月10日㈬

６月10日㈬

特別徴収
（年金引落し）
６月10日㈬

６月10日㈬

６月10日㈬

６月10日㈬

65歳以上

65歳以上

65歳以上

65歳以上

年金以外の収入（普通徴収）

65歳未満

65歳未満

65歳未満

65歳未満

給与（特別徴収）のみ
※ 年齢は、令和２年４月１日現在
※ 年金を受給する65歳以上の方で、令和２年度から年金からの引落しが始まる場
合は、６・８月（１期・２期）は個人納付、10・12・２月は年金引落しとなり
ます
※ 所得の状況により、上記の表と異なる場合があります。不明な点はお問い合わ
せください

交付方法

窓　口

自動交付機
※ ６月30日
㈫でサー
ビス終了
コンビニエ
ンスストア

場　　　所
税総合窓口（市役所３階）
神代出張所☎481－7600
深大寺地域福祉センター
☎486－3851
市民プラザあくろす３階
（男女共同参画推進セン
ター内）☎443－1215
市民課前（市役所２階）
神代出張所
庁舎管理室前
（市役所１階）
マルチコピー機が設置さ
れている店舗

時　　　　　間
午前８時30分～午後５時15分
（土・日曜日、祝日を除く）
午前９時～午後４時30分（土・日
曜日、祝日、第４月曜日を除く）
午前８時30分～午後５時（土・日
曜日、祝日、第３月曜日（休日の
場合は、直後の平日）を除く）
午前８時30分～午後５時（土・日
曜日、祝日を除く）
午前８時30分～午後８時（機器メ
ンテナンス日などを除く）
午前６時30分～午後11時（機器メ
ンテナンス日などを除く）

交付場所／

※ 自動交付機では市民カード登録者本人、コンビニエンスストアではマイナ
ンバーカード取得者本人の令和２年度証明書のみ交付

※証明書は郵送による申請も可。詳細は市■HP参照または要問い合わせ
※いずれの方法とも年末年始は交付不可　

６月10日㈬から
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　午後３時30分～（５分）※特集番組により、放送が休止・時間変更になる場合があります　

第 1 回

　　スポーツ

■ 調和小プール
６月の休館日／８日㈪・22日㈪　
６月の学校が使用する日（一般開放は午後４時から使
用可）／15日㈪～19日㈮・23日㈫～26日㈮・29日㈪・
30日㈫　
■他詳細は市■HPで要確認
■問調和小プール受付☎485－5631 （スポーツ振興課）

【６月の休館日】
■程６月１日㈪・15日㈪
【６月のスクール】
Ⓐフィットボクシング60　
■日毎週金曜日午後７時30分～８時30分　
■定50人
Ⓑサンデースイミング　
■日毎週日曜日午前10時～正午　
■定30人
Ⓒ背骨コンディショニング　
■程６月８日㈪・22日㈪・29日㈪　
■時午後１時～２時30分　
■定50人
Ⓓバレーボール　
■程６月９日㈫・16日㈫・23日㈫・30日㈫　
■時午前９時30分～11時45分　
■定30人
Ⓔバドミントン　
■程６月12日㈮・19日㈮・26日㈮
■時午前９時45分～11時45分　
■定24人

Ⓐ～Ⓔ共に
■所総合体育館　
■対市内在住・在勤・在学の15歳以上（中学生を除く）　
■費１回500円　
■申当日直接会場へ（先着順）　
■問体育協会
【６月のプログラム】
①水中ウォーキング　
■程毎週月・水・木曜日（１日㈪・15日㈪を除く）　
■時午前９時20分～９時50分　
②チェアルーシーダットン（タイ式ヨガ）　
■程６月８日㈪・22日㈪・29日㈪　
■時午前10時35分～11時20分　
■定20人
③体幹バランス　
■程６月８日㈪・22日㈪・29日㈪　
■時午後３時～４時30分　
■定50人
④スイム練習会　
■程６月８日㈪・22日㈪・29日㈪　
■時午後７時～８時　
⑤フィジカルトレーニング　
■日毎週火曜日午後１時15分～２時15分　
■定50人
⑥エンジョイアクア　
■日毎週火・金曜日午後２時30分～３時30分
⑦チェアエクササイズ　
■日毎週水曜日午後０時15分～１時30分　
■定100人
⑧にこにこ体操　
■日毎週水曜日午後１時45分～２時45分　
■定70人
⑨水中運動　
■日毎週水曜日午後２時～３時
⑩ナイトヨガ　
■程毎週水曜日　
■時１クラス／午後６時20分～７時20分、２クラス／午
後７時35分～８時35分　
■定15人

⑪転倒予防のための体操　
■日毎週木曜日午後１時～２時30分　
■定60人
⑫ヘルシーウォーキング　
■日毎週金曜日午後１時～２時10分　
■定30人
⑬ボールトレーニング　
■日毎週金曜日午後３時～４時30分　
■定40人
①④⑥⑨共に
■持水着、水泳帽子
②③⑤⑦⑧⑩⑪⑫⑬共に
■持運動着、室内用シューズ（②⑩は室内用シューズ不
要。⑫外用の運動靴も）、タオル
①～⑬共に
■費400円　■申当日直接会場へ（先着順）
■他人数制限の場合あり　
■問体育協会

　　採用情報

■ 子ども発達センター通園事業等　臨時職員
募集職種／福祉職　
勤務内容／①通園事業（３～５歳）②緊急一時養護事
業等（１歳６カ月～12歳）を対象に、子どもの特性に
合わせた一時保育・療育を行う　
勤務形態／①週５日　午前９時15分～午後４時の６時
間②週３日　午前８時30分～午後８時30分のうち６時
間（休憩45分）　
資格／年齢不問。保育士・幼稚園教諭などの免許をお
持ちの方　
時給／1100円　選考／面接　
募集人員／若干名　
■申■問自筆の履歴書と資格・免許証明書の写しを、〒
182－0032西町290－49（社福）調布市社会福祉事業団
調布市子ども発達センター通園事業☎486－3155へ郵
送または持参※応募書類の返却不可

センサスくん・
みらいちゃんの

教えて国勢調査
　令和２年10月１日を基準日として、全国全ての
世帯・人を対象に国勢調査が実施されます。今回
から複数回にわたって、国勢調査のイメージキャ
ラクターのセンサスくんとみらいちゃんが、国勢
調査について教えてくれます。 　海洋プラスチックごみは、世界的な環境問題とな

っています。市では、今年度から３つのアクション
により推進する「CHOFUプラスチック・スマート
アクション」の取り組みを立ち上げ、職員による率
先行動や市民・事業者などと一体となった行動によ
り、プラスチックごみの減量やプラスチックごみの
海洋流出防止に繋がる取り組みを積極的に実施して
いきます。

「CHOFUプラスチック・スマートアクション」を策定

●職員による率先行動
●物品調達などでの取り組み

● プラスチックごみの海洋流出防止につながる取り
組みの実践
●プラスチックごみの発生抑制
● イベントなどでのワンウェイプラスチック製品使
用の削減

● 東京都や東京2020大会組織委員会と連携したイベ
ントでのリユースカップなどの促進
● 環境省が行っている「プラスチック・スマート」
　活動への参加など、新たな施策展開の検討・実施

■他レジ袋有料化／７月１日㈬から全国でプラスチッ
ク製買物袋の有料化が始まります
※詳細は経済産業省■HP参照
■問環境政策課☎481－7086、ごみ対策課☎481－7812

取 り 組 み の 概 要

アクション
１

アクション
２

アクション
３

市としての率先行動の促進
（市庁舎での取り組み）

市民・事業者などとの
協働による取り組み

 東京2020大会を契機とした取り組みと
そのほかの取り組み３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の

取り組みが大切です
● マイバッグを持参し、レジ袋
はもらわない
● マイボトルを持ち歩き、
　 使い捨てペットボトルやカッ
プを減らす
● 清掃活動に参加し、河川や海に流れていくご
みを減らす

一緒に取り組みませんか

国勢調査って何を調べる調査なの？

　国勢調査とは、「国の情
勢を調べる調査」という
意味で、その時の国の状

態・様子を調べる調査のことだよ。
　調査の時点で、日本にどのような人・世帯
がどのくらいいるのかを地域別に明らかにす
るよ。
　大正９（1920）年から、５年に１度実施さ
れ、今回で21回目、100年を迎える日本で一番
重要な調査なんだ。
　学校の社会の授業などで出てくる、人口ピ
ラミッドや人口推移のグラフは、国勢調査の
結果から作られているんだ。

　次回は「国勢調査は何のために行われるの？」
■問総務課☎481－7667

■体育協会　☎481－6221　専用■HPあり　〒182－0011  深大寺北町２－１－65 総合体育館内

■総合体育館　☎481－6221
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　　ボランティア

■ 協力会員募集説明会（地域ボランティア）
■日①６月10日㈬午前10時～11時30分②26日㈮午後１時
30分～３時　
■所①調布ゆうあい福祉公社②緑ケ丘地域福祉センター　
■内高齢や障害などにより家事の支援や食事の配達を必
要とする方に、有償で支援する活動の説明会　
■他参加できない場合は個別に対応可　
■申■問事前に電話で（公財）調布ゆうあい福祉公社☎
481－7711へ

■ 調理ボランティア
　高齢者や障害のある方などが通う場（①高齢者会食
②デイサービスアイビー）に手作り昼食を提供するボ
ランティアです。
■日月１回以上の活動で午前９時～午後３時頃　
■所①各地域福祉センター②総合福祉センター
■申■問社会福祉協議会☎481－7613

　　仕事・創業

A創業経営相談会
■程①６月３日㈬②10日㈬③17日㈬④24日㈬　
■時①③正午～午後７時（午後１時～２時を除く）②④
午前９時～午後４時（正午～午後１時を除く）相談員
／中野英次（多摩信用金庫職員）　■定申し込み順６人
B税務相談会
■日６月９日㈫午後１時～４時　■対中小企業・小規模事
業者と創業希望者　相談員／東京都税理士会武蔵府中
支部担当者　■定申し込み順３人
AB共に　
相談時間／１人50分　■費無料　
■所■申■問５月21日㈭から産業労働支援センター■HPまたは
電話、FAX、Ｅメールで申し込み

　　その他のお知らせ

■ 八ケ岳少年自然の家　新規予約受付
　６月１日㈪から、次の通り新規予約を受け付けます。

※連泊時は、１泊目の属する月を基準とする
■他７月利用分から市外利用者の宿泊料を変更。詳細は
市■HP参照。５月31日㈰まで電話予約休止　
■申■問八ケ岳少年自然の家（山梨県北杜市高根町清里35
45－１） 0551－48－4358※個人利用のみ八ケ岳少年
自然の家■HPから申請可 （社会教育課）

■ ノー上着・ノーネクタイ運動
　市では省資源・省エネルギーを推進するためノー上
着・ノーネクタイ運動を実施します。皆さんのご理解
をお願いします。
■期10月31日㈯まで　
■問人事課☎481－7355

■ 市職員人事異動
●人事異動（４月６日・20日・30日付け）
【部長級３人】
▷福祉健康部長兼福祉健康部新型コロナウイルス感染
症対策担当部長兼調布市福祉事務所長〔福祉健康部長
兼調布市福祉事務所長〕野澤薫▷福祉健康部参事（保
険・健康推進担当）兼福祉健康部健康推進課長事務取
扱兼福祉健康部健康推進課新型コロナウイルス感染症
対策担当課長事務取扱〔福祉健康部参事（保険・健康
推進担当）兼福祉健康部健康推進課長事務取扱〕川手
智子▷都市整備部長兼福祉健康部参事（新型コロナウ
イルス感染症対策担当）〔都市整備部長〕八田主税
※〔　〕内は旧所属
■他課長補佐級以上の職員の人事異動の内容は市■HP参照
■問人事課☎481－7355

　マイナンバーカードは、申請
してからどのくらいで交付され
るのですか。
　申請してからおおむね１カ月
程度で「交付通知書（はがき）」
が届きます。交付通知書が届き
ましたら、電話またはインター
ネットで交付日時の予約をし、市民課窓口
（市役所２階）でマイナンバーカードをお
受け取りください。
■問マイナンバー総合フリーダイヤル 0120－
95－0178、市マイナンバーコールセンター☎
0570－00－7211※つながらない場合は☎03－
5427－3272 （政策企画課）

58

消費者ホットライン188
　消費者トラブルや新型コロナウイルスの感染拡
大に関連したトラブルで困っていませんか。
　そんなときは一人で悩まずに、全国どこからで
も３桁の電話番号でつながる消費者ホットライン
「188」にご相談ください。
専門の相談員がトラブル解
決を支援します。なお下記
の時間に188へ電話した場合、
調布市消費生活センターに
つながります。
【調布市消費生活センター】
電話相談（☎481－7034）：午前９時～正午・午後
１時～３時30分、第２土曜日午前９時～正午
※土・日曜日、祝日は東京都の消費生活センター
または国民生活センターにつながります　
■問文化生涯学習課☎481－7140

　市では緊急事態宣言が解除されるまで、市■HPなどで自宅で楽しめるコンテンツの提供・配
信をしています（右記２次元コードからアクセス可）。

　Twitter（ツイッター）で皆さんの取り組みや医療従事者の方へのメッセージなどのそれぞれの思いに、
ハッシュタグ「#がんばろう調布」、「#stayhomechofu」「#StayHome」をつけて、ぜひ発信してください。
■問文化生涯学習課☎481－7139、オリンピック・パラリンピック担当☎481－7447

　市のイベント情報に加え、生涯学習
や市民活動のイベントや活動団体の情
報など、調布の地域に密着した情報を
掲載するポータルサイトです。
　現在、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により、講座・イベントなど
が中止・延期となっているため、「ち
ょみっと」では、自宅で楽しめる折り
紙の折り方やマスクの作り方などを紹
介しています。
　また、「ちょみっと」で紹介したい
取り組みなどがあれば、情報をお寄せ
ください。

ちょみっとへのアクセス方法
下記２次元コードからアクセス可

■問協働推進課☎481－7036

　コンテンツは順次追加していく予定です。

鬼太郎とねこ娘から
調布市にお住まいの人間の
みなさんへメッセージ

「ラグビーワールドカップ2019TM
日本大会～ラグビーでつながり、
ひろがった調布のONE TEAM～」

・自宅で旅行気分姉妹都市木島平村
・自宅で異文化体験サウジアラビア王国
・自宅で学ぼうラグビールール
・自宅で平和について考えよう市の平和記念事業 など

WEB会議用「アマビエ」画像の
提供（イラスト：水木しげる）

自宅でできる運動
（エクササイズ）動画

自 宅 時 間 を 楽 し く 過 ご そ う！

がんばろう調布 STAY HOME プロジェクト

STAY HOME支援のためのコンテンツ

SNSでハッシュタグ「#がんばろう調布」「#stayhomechofu」「#StayHome」でメッセージを発信しよう

こちらも
 チェック！

ちょうふ地域コミュニティサイト
「ちょみっと」

新型コロナウイルス感染症に関する情報
　感染拡大を防止するため、事業が中止
・延期、施設が休館・休業する場合があ
ります。参加や利用を予定している方は、
事前にお問い合わせいただくか、市■HP（上
記２次元コードからアクセス可）や主催団体■HPで最
新情報をご確認ください。

Ⓒ水木プロ・フジテレビ・東映アニメ―ション

Ⓒ水木プロ

特 

集

区　分

市内青少年団体（おおむ
ね20歳未満の者で構成す
る10人以上の団体）
市内個人（市内在住・在
勤・在学）※青少年団体
以外の団体を含む

新規予約受け付け分・
申し込み方法

令和２年12月利用分
■申FAXのみ

令和２年９月利用分
■申FAXまたは八ケ岳少年自

然の家■HP

■産業労働支援センター　〒182－0022国領町２－５－15市民プラザあくろす３階☎443－1217・ 443－
1218　■Ｅ industry@chofu-across.jp　専用■HPあり

広報用
ロゴマーク

「マイナちゃん」

イメージキャラクター
「イヤヤン」



イベントのお知らせ � 令和2（2020）年5月20日　　【9】No.1656

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています　★講師や出演者の方の敬称を省略しています
★「全◯回」と表記している事業は全日程参加が原則です

　　催　　し

■ たづくりまつり2020
■期６月12日㈮～14日㈰　■所文化会館たづくり
■費あり（詳細は当日プログラムを参照）
■他企画内容を変更・中止する場合あり　
■問みんなのまつり実行委員会・池☎080－4447－5520
●12日㈮　
親子リズム（わらべうたとリズム）　
■時午前10時～正午　■所10階和室　
●13日㈯　
布ぞうり作り（要予約）　
■時午後１時～３時　■所３階301・302会議室　
■定15人　■申とうみ☎486－1801　
ヨガ体験　
■時午前10時30分～11時45分　■所10階和室　
映画「みんなの憲法」「しではら」
■時午前11時～午後０時30分　■所８階映像シアター　
■定当日先着100人
薩摩琵琶、端唄、詩吟　
■時午後１時～５時　■所１階むらさきホール　
大交流企画「うたごえ喫茶　みんなで歌おう」　
■時午後５時15分～　■所１階むらさきホール　
●14日㈰　
子どもの性教育のすすめ方（託児付）　
■時午前10時～正午　■所３階303・304会議室　
 （東部公民館）

　警戒レベルとは、災害発生の危険度と必要な避難行動を、市民が直感的に理解できるようにするための情報です。
避難情報が発令された場合は警戒レベルとともに、テレビやラジオ、インターネット、防災行政無線で伝達されます。

　災害時は防災行政無線や市■HPのほか、下記でも緊
急情報などが配信されますので、ご活用ください。
●調布市防災・安全情報メール
　市からの緊急情報や地震情報（震度
３以上）、気象情報（特別警報、警報、
注意報）、災害情報などを配信します。
登録方法／Ｅメールアドレス（■Ｅc-bousai@sg-m.jp）
に空メールを送信し、自動返信されるメールに従っ
て登録

●防災フリーダイヤル（☎0800－8000－903）
　防災行政無線で放送した防災・災害などの緊急情
報を放送後24時間確認できます。
●市公式ツイッター　
アカウント／chofu_shi

●調布エフエム放送
　ラジオ／FM83.8MHz
　 パソコン／「ListenRadio」または
「サイマルラジオ」
　 スマートフォン／無料アプリ「Listen　Radio」を
インストール
●ケーブルテレビ　J：COM（地デジ11ch）
　 災害時には、J：COMの番組画面に災害情報が表
示されます。

警戒レベルと取るべき避難行動

災害時の情報収集方法の確認を

■問総合防災安全課☎481－7346

個人・出張授業 要相談

パ　　ソ　　コ　　ン　　教　　室
コ　ー　ス　名

ワード活用（全４回）

エクセル活用（全４回）

デジタル写真、整理・活用
Windows10フォト（全３回）

パワーポイント（全４回）

ホームページ作成（全５回）
Windows７から10へ買い替え後の
実践講座

iPad入門（全２回）

スマホ＆タブレット入門（Android）
（全２回）

パソコン・スマホ倶楽部

■時午前は９時30分～午後０時30分、午後は１時30分～４時30分※１は午後１時30分～３時30分　
■対年齢不問　
■他各コース申し込み順。費用はテキスト代を含む。詳細はシルバー人材センター■HP参照
■所■申■問（公社）調布市シルバー人材センター☎487－9375

パソコン入門（全５回）

ワード基礎（全４回）

エクセル基礎（全４回）

日　　　程

　６月20日㈯・21日㈰・27日㈯・28日㈰

①６月15日㈪～18日㈭
②７月18日㈯・19日㈰・25日㈯・26日㈰

　７月６日㈪・13日㈪・20日㈪

①６月15日㈪～18日㈭
②７月28日㈫～31日㈮

　６月１日㈪～３日㈬・24日㈬・25日㈭

　６月４日㈭

①６月24日㈬・25日㈭
②７月２日㈭・９日㈭
①６月12日㈮・19日㈮
②７月20日㈪・27日㈪
①６月12日㈮②26日㈮
③７月10日㈮④31日㈮

　７月６日㈪～10日㈮
①６月６日㈯・７日㈰・13日㈯・14日㈰
②６月８日㈪～11日㈭
③７月14日㈫～17日㈮

①６月８日㈪～11日㈭
②７月４日㈯・５日㈰・11日㈯・12日㈰
③７月13日㈪～16日㈭

時間

午後

午後

午後

午前

午後

午後

午前
午後

午前

午後
※１

午前
午後
午前
午後

午後

午前

費　用

8000円

9000円

8000円

9000円

1万5000円

3000円

5000円

5000円

1000円
（初回参加無料）

7000円

8000円

9000円

パック講座　上記の講座（パソコン・スマホ倶楽部、土・日曜日の講座を除く）を２つ組み合わせて申し込
むと料金を4000～5000円割引。申込時にパック申請をする

警戒
レベル

５

４

３

２

１

住民がとるべき行動

命を守るための最善の行動を
　すでに災害が発生している段階です。市から「災害発生情報」が発令された段階です
ので、命を守る最善の行動を取ってください。

対象地域にお住いの方は全員避難を開始
　災害が発生するおそれが極めて高い状況ですので、速やかに避難を開始してください。
　市から「避難勧告」や「避難指示（緊急）」が発令された段階です。

高齢の方や避難に支援が必要な方は避難を開始
　市から「避難準備・高齢者等避難開始情報」が発令された段階です。避難に時間のか
かる高齢の方や、避難に支援が必要な方は、安全な場所に避難を開始してください。そ
れ以外の方も、いつでも避難できるように準備をしてください。
避難に備えて避難行動を確認
　災害発生に対する注意が高まってきた段階です。ハザードマップでご自宅の浸水危険、
避難場所、避難経路などを確認してください。
災害への心構えを高める
　災害発生の危険性はまだ低い段階です。これから予想される災害に備えて、気象庁な
どからの最新の気象情報を確認してください。

避難情報
など

災害発生
情報

避難勧告
（避難指示
（緊急））

避難準備・
高齢者等
避難開始

大雨注意報
洪水注意報

早期注意
情報

５
相当

４
相当

３
相当

２
相当

１
相当

防災気象情報（警戒レベル相当情報）

氾濫発生情報

氾濫危険情報

氾濫警戒情報
洪水警報

氾濫注意情報

－

浸水の情報（河川） 土砂災害の情報（雨）

大雨特別警報
（土砂災害）

土砂災害警戒情報

大雨警報

－

－

発信者：市（警戒レベル３～５） 発信者：気象庁や都道府県など
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市民の広場　催し＆会員募集

●記事の内容などは直接問い合わせ先へ連絡をお願いします。掲載を希望する方は必ず掲載基
準を読んでからお申し込みください。申し込みが多い場合掲載できないことがありますので、
あらかじめご了承ください。（広報課）

備 考問い合わせ会 費入会金活 動 場 所活 動 日 時サ ー ク ル 名
四季歩会（登山サークル）  東部公民館 ナシ 年3000円 久保☎090-4815-7585 経験者・初心者歓迎。会報発行
神代囲碁クラブ 毎週水・土・日曜日、祝日午後1時～5時 金子地域福祉センター 1000円 月500円 松田☎080-5527-6952 初心者から高段者まで。女性歓迎

会員
募集

山行：月3・4回（土・日曜日中心）
例会：第3水曜日午後7時～

●味の素スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザ
　６月に実施する味の素スタジアム・武蔵野の森総合スポーツプラザのイベントは未定です。イベントの予定は味の素スタジアム■HP・武蔵野の森総合スポーツプラザ■HP参照、
最新情報は各イベント主催者へお問い合わせください。

　生涯学習サークルに体験入会し、生涯学習活動
を始めてみませんか。
●レディース・フラ（全３回）
■程①６月４日㈭②11日㈭③18日㈭　
■時午後２時30分～３時30分　
■所下布田ふれあいの家　
■対初心者　
■内体のメンテナンス、フラダンスの動きを仲間と
共に楽しむ　
■定申し込み順10人　
■費無料　
■持動きやすい服装、手ぬぐい　
■申■問６月２日㈫までに生涯学習情報コーナー☎441
－6155（土・日曜日、祝日、たづくり休館日を除
く午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く））
へ （文化生涯学習課）

生涯学習サークル体験

●休館中の対応
●休館中は予約不可。
●休館中に返却期限を迎える場合、図書館が開館して
から返却。
●休館中に予約の取り置き期限が過ぎてしまう資料は、
開館後１週間、受け取り可。
●６月の休館日

●開館・開園は６月２日㈫から
　休館中は、館内・園内はトイレも含め全て利用でき
ません。
■他今後の事業予定など最新情報は記念館■HPまたは公式
ツイッター参照
●春季展「新収蔵品展」
■程６月２日㈫～14日㈰
●閲覧室休室
■程６月４日㈭
●おうちで楽しむ実篤作品紹介
　「友情」
　100年以上前の1919年に発表
されベストセラーとなった実篤
の代表作です。片思いする主人
公の心情などは今読んでも共感
できるところが多い作品です。
記念館■HPから、朗読と解説で紹
介する動画やワークシートを閲
覧できます（下記２次元コード
からアクセス可）。

●体験教室「静かな夜のラベンダースティック作り」
■日６月26日㈮午後７時～８時30分　
■講関森道子（農産物生産者）　
■定14人（多数抽選。初参加・市民優先）　
■費400円（材料費。当日持参）
■他抽選結果は５月
29日㈮にＥメール
または電話で連絡　
■申５月21日㈭～28
日㈭の午前９時～
午後５時に、Ｅメ
ール（件名に「ラベンダースティック申込」、本文に
氏名（ふりがな）、町名、電話番号を明記）、電話また
は直接東部公民館■Ｅ toubuk@w2.city.chofu.tokyo.jpへ

●国際理解講座「揺れ動く世界の情勢を知る」（全２回）
　混迷が続く中東情勢とイギリスのEU離脱について、
直近の動向を踏まえ解説します。
■程・■内・■講①６月12日㈮・迷走する中東情勢と日本の
エネルギー安全保障・保坂修司（日本エネルギー経済
研究所中東研究センターセンター長）
②20日㈯・イギリスと欧州統合～EUからの離脱、そ
の意味と行方～・中村英俊（早稲田大学准教授）　
■時午後２時～４時　
■定申し込み順12人　
■申６月２日㈫午前９時から受け付け

●常設展示「調布の歴史」（２階展示室）
　原始・古代から近代まで
の調布の歩みを紹介してい
ます。
■期６月２日㈫から
■費無料
●１階展示室の休室
■期６月26日㈮まで
■他次回は６月27日㈯から企画展「1964年東京オリンピ
ックを振り返る～収蔵品を中心に～」を開催予定

午前９時
　　～午後５時
（４～９月の
水・金曜日は
 ６時まで）

中　央
図書館

分　館

開 館 時 間
午前９時～
　午後８時30分

休　館　日

６月22日㈪・23日㈫

６月１日㈪・８日㈪・15日㈪
　　22日㈪・23日㈫・29日㈪

貸し出し・事業の中止
■期６月１日㈪まで※定期休館を含む
※５月11日時点での情報。状況により変更になる
場合あり

図書館
中央図書館　〒182－0026　小島町２－33－１
　　　　　　文化会館たづくり４・５・６階　
　　　　　　☎441－6181　　441－6183

専用　あり■HP ■HP携帯版　http://www.lib.city.chofu.tokyo.jp/i/

武者小路実篤記念館
〒182－0003　若葉町１－８－30　専用　あり
☎03－3326－0648　　03－3326－1330

■HP

開館時間／午前９時～午後５時
入場料／大人200円、小・中学生100円、市内在住の65歳以上無料
休館日／月曜日（祝日の場合は直後の平日）

開館時間／午前９時～午後４時　入場料／無料
休館日／月曜日（祝日の場合は直後の平日）

郷土博物館
〒182－0026　小島町３－26－２
☎481－7656　　481－7655

ちょうふの公民館だより
●月曜日休館　●申し込み／原則、電話で

●費用／記載のない場合は無料

東部公民館
〒182－0003　若葉町１－29－21
☎03－3309－4505　　03－3305－3456

休館情報

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止す
るため休館します。　
中央図書館／５月31日㈰まで
郷土博物館・武者小路実篤記念館・図書館分館／
６月１日㈪まで※定期休館含む
※５月11日時点での情報。状況により変更になる
場合あり

武者小路実篤「友情」
新潮文庫

動画ページワークシート

西部公民館
〒182－0035　上石原３－21－６
☎484－2531　　484－3704

掲載の申し込み／㈱ウィード（広告代理店、多摩川5－9－4 インペリアル京王多摩川フラット103号）☎443－6681・　443－6682
広告料／1 枠3万円（前払。デザイン・版の制作費・消費税広告主負担）※広告料収入は市報ちょうふの印刷製本費用の一部に充当しています

（広報課）

掲載の申し込み／㈱ウィード（広告代
理店、多摩川5－9－4　インペリアル
京王多摩川フラット103号）☎443－
6681・　443－6682　
広告料／1号・2号：1枠3万円、3号

（オビ）：1枠１万5000円（前払。デザ
イン・版の制作費・消費税広告主負担）
※広告料収入は市報ちょうふの印刷製
本費用の一部に充当しています

市公式ホームページの
広告主募集

掲載単位／１カ月（１日～末日）　
掲載位置／市■HPのトップページ下部　
規格／GIF形式、縦60ピクセル×横150
ピクセル　広告料／１枠当たり１カ月
３万円　■締掲載希望月の前々月の末日
■申■問申請書（広報課（市役所４階）で
配布、または市■HPから印刷可）に必要
事項を記入し、〒182－8511市役所４
階広報課☎481－7302へ郵送または持
参（土・日曜日、祝日を除く）



相談案内  令和2（2020）年5月20日　　【11】No.1656

●調布市防災・安全情報メールに登録を　地震・災害・防犯に関する情報、気象警報・注意報、市からのお知らせを配信します。詳細は市■HPトップページ左上「い
ざという時のために・メール配信サービス」をご覧ください。　■問コールセンター 0120－670－970（平日午前９時～午後６時） （総合防災安全課）

６月の相談案内

予

約

制

随
時
予
約

先
着
順

当
日

13日㈯
２日㈫・５日㈮・９日㈫・12日㈮・16日㈫
19日㈮・23日㈫・26日㈮・30日㈫
９日㈫・23日㈫
４日㈭
　　　　　※税理士会主催の相談は下記19日㈮　　　「税務相談（予約制）」参照
５日㈮・12日㈮・19日㈮・26日㈮

５日㈮・19日㈮

19日㈮

19日㈮

２日㈫
11日㈭・18日㈭・25日㈭
３日㈬・10日㈬・24日㈬
17日㈬
６月の相談はありません
10日㈬
１日㈪・８日㈪・15日㈪・22日㈪・29日㈪

午前９時～午後１時　■定16人
午後１時～５時
■定16人（12日㈮は８人）

定

午後１時～４時　■定６人

午後１時～４時

午後１時～４時　■定３人

午後１時～４時　■定４人
午後１時～３時30分　■定３人

午後１時～４時

離婚、相続、契約、金銭貸借など

相続時の提出書類の作成方法など
年金、高額療養費、雇用保険・解雇など
所得税、相続税、贈与税、事業税、市民税、
法人税など
土地・建物の売買、アパートの賃貸借契約など
土地・建物の売買・贈与・相続、会社の設立・
役員変更など
土地・建物の調査測量、表示登記など
法律、税務、不動産取引、登記、土地家屋調
査測量に関する各種相談

人間関係や生き方など心の悩み

示談の方法、損害賠償、慰謝料、保険金など

日常生活での人権侵害問題
市の業務全般と官公署などへの意見、要望など
夫婦・親子などの家庭生活の問題

弁護士

行政書士
社会保険労務士

税理士

宅地建物取引士

司法書士

土地家屋調査士

有資格者
公認心理師
専門相談員
専門相談員
弁護士
人権擁護委員
行政相談委員
専門相談員

相 談 名 内 容 相 談 員 日 程 時 間 な ど

法律

相続等の書類作成
年金・社会保険
税務
不動産取引
登記
土地家屋調査測量
総合相談日

心

交通事故
人権身の上
市政・行政
家庭

※１　予約開始日は相談日の１週間前（祝・休日の場合はその直前の開庁日。土曜日の法律相談のみ１週間前の金曜日）
予約開始時間／窓口は午前８時30分～、電話は午前９時～　※２　先着順で随時予約　
※３　相談日当日に先着順で受け付け。受付時間／窓口は午前８時30分～午後３時、電話は午前９時～午後３時　

■費無料
■所■問市民相談課（市役所２階）
　　☎481－7032

※１

※２

※３

経営・職業相談
●経営相談（予約制）
　■日月～金曜日（第３月曜日、祝・休日を除く）午前９
時～午後５時※水曜日は午後８時まで　■所■問産業労働
支援センター（市民プラザあくろす３階）☎443－1217
●職業相談・職業紹介
　■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前９時～午後５時
　■所■問ハローワーク府中 調布国領しごと情報広場☎480－8103
●ちょうふ若者サポートステーション就労相談（予約制）
　■日月・火曜日、木～土曜日（第３月曜日、祝・休日を除く）
午前10時～午後６時　■対15～39歳

　■所■問ちょうふ若者サポートステーション（市民プラザ
あくろす２階）☎444－7975

オンブズマン相談室
　市政に関する苦情など、気軽にご相談ください。オン
ブズマンが中立的な立場で簡易・迅速に対応します。
■日第１～４水曜日（祝・休日を除く）午後１時～５時　
■所■問オンブズマン相談室（市役所２階）☎481－7418

税務相談（予約制）
■日木曜日（祝・休日を除く）午前10時～午後４時
■所 ■問東京税理士会武蔵府中支部（小島町１－34－１
エクレール調布３階）☎488－5550

子ども虐待相談（気付いたら・疑ったら）
●すこやか虐待防止ホットライン 0120－087－358
　 ■時午前９時～午後５時（第３土曜日とその翌日を
除く）
●多摩児童相談所☎042－372－5600　■日月～金曜日
　（祝・休日を除く）午前９時～午後５時
●東京都児童相談センター☎03－5937－2330（夜間
　・休日緊急連絡先）
●児童相談所全国共通ダイヤル☎1

いち

 8
はや

 9
く

（24時間）

男女共同参画推進センター相談室
●面接相談（予約制）☎443－1213
　■保１歳以上就学前（予約制）
　女性の生きかた相談　■日第１月曜日午後４時～７時
50分、木曜日、第２・４金曜日午前10時～午後３時
50分　女性のための法律相談　■日第２・３火曜日午
前10時～午後０時15分、第４火曜日午後４時10分～
７時　女性のヘルスケア相談（思春期～更年期）　
■日第４水曜日午後１時10分～４時５分

　女性のための仕事＆生活サポート相談　■日第３金曜
日午前10時～午後３時50分　働く女性の人生相談

　■日第２水曜日午後４時～７時50分
●電話相談～女性の生きかた相談　専用☎443－1233
　■日第１・２・３木曜日午前10時～午後３時30分（正午～午後
１時を除く）　■所■問男女共同参画推進センター☎443－1213

●配偶者暴力（DV）・交際相手暴力（デートDV）相談
　■日毎日午前９時～午後９時
　■所■問東京ウィメンズプラザ☎03－5467－2455

子育て相談
●すこやか相談コーナー（子ども・家庭総合相談）
　■時午前９時～午後５時（第３土曜日とその翌日を除く）
専用☎481－7731（匿名可）※来所相談は要予約

　■所子ども家庭支援センターすこやか
●ひとり親家庭相談　■日月～金曜日（祝・休日を除く）
　午前10時～午後５時　■所■問子ども家庭課☎481－7095
　・総合福祉センター５階「ここあ」☎452－8816
●育児相談
　■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前９時～午後５時
（■所■問私立オリンピア保育園 0120－820－323、東京
YWCAまきば保育園☎483－5208）　■日月～金曜日
（祝・休日を除く）午後１時～４時（■所各公立保育園　
■問各公立保育園または保育課☎481－7132）

●子育てひろば（子育て相談）
　■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前９時～午後５時
　■所各児童館　■問各児童館または児童青少年課☎481－7534
●子どもの発達に関する相談（予約制）
　■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前10時～午後４時
※初回相談は原則第２・４土曜日も実施　

　■所■問子ども発達センター相談専用☎486－3200

教育相談（お子さんの心理・学校生活の心配ごと）
●来所・就学相談☎481－7633・4（予約制）
　■程土曜日相談あり
　■他詳細は市■HP参照
●電話・ファクス相談（匿名可）☎481－7777
　　　　　　　　　　　　　　　 499－1616
●教育支援相談☎481－7718・9
　■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前９時～午後
５時15分

■所■問教育相談所（教育会館５・６階）☎481－7633
●東京都教育相談センター（教育相談一般・いじめ）
 0120－53－8288（24時間）

消費生活相談（悪質商法、契約トラブルなど）
■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前９時～午後３
時30分（正午～午後１時を除く。来所相談は３時ま
で）、第２土曜日午前９時～正午（電話相談のみ）
※可能な限り電話相談を　■他来所相談は要事前予約
■所■問消費生活センター（市役所３階）予約・相談
　　☎481－7034

福祉・高齢者相談
●地域包括支援センター高齢者保健福祉相談
　■日月～土曜日（祝・休日を除く）午前９時～午後６
時（土曜日は５時まで）※緊急電話相談は24時間受
け付け。一部センターで時間外や日曜日などの相談
あり。詳細は各センターへ問い合わせ
　■所■問各地域包括支援センター　はなみずき☎441－
5763／ちょうふの里☎441－6655／せいじゅ☎483－
1358／ちょうふ花園☎484－2285／調布八雲苑☎484
－8011／至誠しばさき☎488－1300／ときわぎ国領
☎050－5540－0860／ゆうあい☎481－4973／つつじ
ケ丘☎03－5315－5400／仙川☎03－5314－0030
●高齢者福祉相談　■日月～金曜日（祝・休日を除く）
　午前９時～午後５時
　■所■問高齢者支援室（市役所２階）☎481－7150
●ちょうふ在宅医療相談室
　■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前９時～午後５時
　■所■問調布市医師会　専用☎480－2751
電話相談
●調布市社会福祉協議会　専用☎481－5111
　■日月～金曜日（祝・休日を除く）午後１時～４時　

子ども・若者の自立に向けた相談（ひきこもりなど）
■日月～金曜日（祝・休日を除く）午前10時～午後８
時　※木曜日のみ午前10時～午後５時
■対おおむね中学生以上の方と家族
■所■問総合福祉センター５階「ここあ」☎452－8816

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、相談の
休止や時間が変更になっている場合があります。
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●固定資産税・都市計画税第1期、軽自動車税の納期限は６月1日㈪　お手元の納付書で、指定金融機関派出所（市役所2階）・神代出張所・取扱金融機関などでお納めください。なお、バーコード付き
の納付書は全国のコンビニエンスストアとスマートフォン・タブレット端末（モバイルレジ）でも納付できます。また、個人市・都民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税は、インターネットやATM（ペ
イジー収納サービス）で納付できます。納付方法の詳細は納付書裏面をご覧ください。納付書をなくされた方は、納税課までご連絡ください。　■問納税課（市役所3階）☎481－7214～20

世
帯
数

人
　
口

日本人 外国人 総　数

日程 医療機関名・診療科目 所　在　地電話番号

日本人
男

外国人

女
計

総　数

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」

休日夜間急患診療所　☎484－1455
■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

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ださい　■問健康推進課☎441－6100

■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
室　■内小児科　※必ず電話連絡の上、お越しください

小児初期救急平日準夜間診療　☎03－3488－2061

感染防止の
基本

次のことにも注意マスクの着用
咳エチケット・手洗い
の徹底

身体的距離の確保
人との間隔はできるだけ
２m空ける

□ こまめに換気する
□ 毎朝の体温測定、健康チェック
□ 発熱または風邪の症状がある
    場合は無理せず自宅で療養
    食料品などは必要以上の
     買いだめをしない

2m

「３つの密」を避ける
（密閉・密集・密接）

引き続き、不要不急の外出自粛を徹底してください

5月11日（月）時点の情報
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新型コロナウイルス感染症が心配な時

高齢の方・基礎疾患がある方・妊婦の方で
発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある場合

　　　　　　

新型コロナ受診相談窓口
東京都多摩府中保健所 　☎042－362－2334
受付／午前9時～午後5時(土・日曜日、祝日を除く)
都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
☎03－5320－4592
受付／平日：午後5時～翌午前9時、土・日曜日、祝日：終日

東京都新型コロナコールセンター
☎0570－550571（ナビダイヤル）
　03－5388－1396（電話での相談が難しい方）
受付／午前9時～午後10時（毎日）

厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)
　0120－565653
　03－3595－2756（電話での相談が難しい方）
受付／午前9時～午後9時（毎日）

「息苦しさ」「強いだるさ」「高熱」などの強い症状がある場合
発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている場合

不安に思う方

受診前に必ず電話をしましょう

●感染したかもしれないと不安

●感染予防法が知りたい

調布市PCR検査センターでのPCR検査　
（ドライブスルー方式）

PCR検査

入院（感染症指定医療機関など）または宿泊療養など

新型コロナ外来を受診

※5月中の設置を予定（場所は非公表）

※症状が良くならない場合は、再度受診
　相談窓口またはかかりつけ医に相談

または

または
自宅安静

医療機関を受診

専門的な助言が
必要な場合

受診相談窓口を案内

医師が検査の必要あり
と判断

受診が必要と判断

陽性
陽性

※医療機関が予約。予約のない方は利用不可

かかりつけ医に
電話相談

７日㈰

14日㈰

21日㈰

28日㈰

水野眼科クリニック（眼）

きしおか眼科（眼）

くまざわ整形外科クリニック（整外）

コクティー国年眼科クリニック（眼）

中村医院（内・呼内・循内・小）

コクティやまうち内科・神経内科（内・神内・小）

桐生クリニック（内・小・胃腸・循）

やまぐち小児科（小）

仙川町クリニック（内・消）

せき循環器内科クリニック（循内・内）

ふじかわクリニック（内・循・外・皮）

ふしや内科・消化器内科クリニック（内・消内・胃腸・内視鏡内科・肝臓・胆のう・膵臓内科）

ローレル歯科医院（歯）

森末歯科医院（歯）

仙川デンタルケア（歯）

とみさわ歯科医院（歯）

布田１－26－12ダイアパレス調布１階

仙川町３－１－16ステイヒルズ仙川２階

下石原２－32－２さわや医療ビル１階

国領町２－５－15コクティー１階

上石原２－44－15

国領町２－５－15コクティー２階

小島町２－40－10

仙川町３－９－７エテルノ上原ビル103

仙川町１－９－37キクチマンション１階

小島町１－14－３ヒューリック調布２階

深大寺東町２－23－５深大寺メディカルビル２階

調布ケ丘３－19－12桑田ビル２階

富士見町２－22－18

飛田給１－23－11　itビル202

仙川町３－10－６　Brillia仙川101

調布ケ丘４－37－４

486－1177

03－5314－3626

443－1175

488－9204

482－2036

488－7651

482－3069

03－5314－3800

03－5384－4343

487－1505

440－8277

485－0248

488－7478

489－9387

03－3326－4618

481－0807

６月の休日診療当 番 医

➡➡➡６月の相談案内は11面に掲載しています

調布市の世帯数と人口
令和２年５月１日現在
（　）は対前月比

113,523
119,625
233,148

2,351
2,377
4,728

115,874（119増）
122,002（251増）
237,876（370増）

118,642 2,611 121,253（385増）

新型コロナウイルス感染症の相談窓口は上記をご覧ください


