
●個人市・都民税（普通徴収）第３期の納期限は11月２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
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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

■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

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています  No.1667【16】　　令和2（2020）年10月20日

日程 医療機関名・診療科目 所　在　地電話番号

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」

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

調布市の世帯数と人口
令和２年10月１日現在
（　）は対前月比

113,469
119,614
233,083

2,264
2,289
4,553

115,733（18減）
121,903（21減）
237,636（39減）

118,775 2,458 121,233（24減）

➡➡➡11月の相談案内は15面に掲載しています

１日㈰

３日㈷

８日㈰

22日㈰

15日㈰

23日㈷

29日㈰

杉田医院レディースクリニック（産婦）

沼尻整形外科（整外）

高坂皮膚科（皮）

ワタナベヒフ科クリニック（皮）

えぎ眼科クリニック（眼）

山城整形外科（整外・外）

あらし耳鼻咽喉科クリニック（耳鼻咽）

安賀医院（小・内）

ぬきいこどもクリニック（小・アレルギー）

にしぼりこどもクリニック（小）

しおり小児科（小）

やまぐち小児科（小）

石川こどもクリニック（小・内・アレルギ－）

くしやまクリニック（内・小・循環）

国領めいようクリニック（内）

榎本内科クリニック（内）

緑ヶ丘井上内科診療所（内）

永研会クリニック（内）

西調布井上クリニック（内）

辻医院（内）

くろかわクリニック（内）

こまむら歯科クリニック（歯）

大山歯科医院（歯）

若葉歯科医院（歯）

タツイ歯科（歯）

宮本デンタルクリニック調布（歯）

ふたば歯科・矯正歯科（歯）

木村デンタルオフィス仙川（歯）

菊野台１－９－１

東つつじケ丘１－１－６

飛田給１－27－３吉野ビル１階Ａ

西つつじケ丘３－26－３栄和第２ビル２階

西つつじケ丘３－30－６

仙川町１－20－16ヴィバーチェ仙川１階

布田１－37－12調布駅前ビル地下１階

佐須町３－10－７

国領町４－８－１プラザパレット２階

下石原２－６－14

布田２－44－１

仙川町３－９－７エテルノ上原ビル103

西つつじケ丘４－15－６ビラ・サルーテ105

仙川町１－11－２

国領町８－６－８

飛田給２－12－９飛田給ハイム１階

緑ケ丘２－２－１

仙川町１－11－８仙川FTビル２階

上石原１－38－15　１階Ａ

下石原３－60－４

国領町５－70－２サン・ルーシー２階

上石原１－25－13

多摩川４－16－５

仙川町１－33－35

国領町４－９－６矢ヶ崎ビル２階

布田１－20－43Relazione１階

西つつじケ丘３－14－１メンサンライズ１階

仙川町１－27－25仙川デルタスタジオ１階

482－4554

03－3305－3161

486－8915

441－2223

486－6286

03－3305－2267

498－1133

482－1256

440－0215

444－5560

440－7213

03－5314－3800

440－7181

03－5313－5151

440－1515

444－0456

03－3309－2202

03－5315－1181

426－0155

482－2891

444－4880

482－3048

481－3557

03－3308－8018

481－1188

426－9177

452－8935

03－5384－6500

1111月の休日診療当番医月の休日診療当番医

●個人市・都民税（普通徴収）第３期の納期限は11月２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
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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

■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

★紙面上では市外局番042の表記を省略しています No.1667【16】　　令和2（2020）年10月20日

日程 医療機関名・診療科目 所　在　地電話番号

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」

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

調布市の世帯数と人口
令和２年10月１日現在
（　）は対前月比

113,458
119,607
233,065

2,293
2,317
4,610

115,751（ 58減）
121,924（ 68減）
237,675（126減）

118,738 2,519 121,257（67減）

➡➡➡11月の相談案内は15面に掲載しています

１日㈰

３日㈷

８日㈰

22日㈰

15日㈰

23日㈷

29日㈰

杉田医院レディースクリニック（産婦）

沼尻整形外科（整外）

高坂皮膚科（皮）

ワタナベヒフ科クリニック（皮）

えぎ眼科クリニック（眼）

山城整形外科（整外・外）

あらし耳鼻咽喉科クリニック（耳鼻咽）

安賀医院（小・内）

ぬきいこどもクリニック（小・アレルギー）

にしぼりこどもクリニック（小）

井上博文クリニック（内・皮・小・アレルギー）

やまぐち小児科（小）

石川こどもクリニック（小・内・アレルギ－）

くしやまクリニック（内・小・循環）

国領めいようクリニック（内）

榎本内科クリニック（内）

緑ヶ丘井上内科診療所（内）

永研会クリニック（内）

西調布井上クリニック（内）

辻医院（内）

くろかわクリニック（内）

こまむら歯科クリニック（歯）

大山歯科医院（歯）

若葉歯科医院（歯）

タツイ歯科（歯）

宮本デンタルクリニック調布（歯）

ふたば歯科・矯正歯科（歯）

木村デンタルオフィス仙川（歯）

菊野台１－９－１

東つつじケ丘１－１－６

飛田給１－27－３吉野ビル１階Ａ

西つつじケ丘３－26－３栄和第２ビル２階

西つつじケ丘３－30－６

仙川町１－20－16ヴィバーチェ仙川１階

布田１－37－12調布駅前ビル地下１階

佐須町３－10－７

国領町４－８－１プラザパレット２階

下石原２－６－14

西つつじケ丘３－30－28－101

仙川町３－９－７エテルノ上原ビル103

西つつじケ丘４－15－６ビラ・サルーテ105

仙川町１－11－２

国領町８－６－８

飛田給２－12－９飛田給ハイム１階

緑ケ丘２－２－１

仙川町１－11－８仙川FTビル２階

上石原１－38－15　１階Ａ

下石原３－60－４

国領町５－70－２サン・ルーシー２階

上石原１－25－13

多摩川４－16－５

仙川町１－33－35

国領町４－９－６矢ヶ崎ビル２階

布田１－20－43

西つつじケ丘３－14－１メンサンライズ１階

仙川町１－27－25仙川デルタスタジオ１階

482－4554

03－3305－3161

486－8915

441－2223

486－6286

03－3305－2267

498－1133

482－1256

440－0215

444－5560

499－5155

03－5314－3800

440－7181

03－5313－5151

440－1515

444－0456

03－3309－2202

03－5315－1181

426－0155

482－2891

444－4880

482－3048

481－3557

03－3308－8018

481－1188

426－9177

452－8935

03－5384－6500

11月の休日診療当番医
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インタビュー企画


