
●固定資産税・都市計画税第３期の納期限は12月25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　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.1671【16】　　令和2（2020）年12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。発熱患者を診察していない医
療機関もあります。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　程 仙川町、入間町、若葉町
緑ケ丘、国領町

西・東つつじケ丘、菊野台、飛田給、
上石原、富士見町、野水、西町

深大寺東・北・元・南町、
布田、染地

調布ケ丘、柴崎、多摩川、下石原、
八雲台、佐須町、小島町

28日㈪ 燃やせないごみ、有害ごみ 燃やせるごみ、ビン、枝・草・葉 燃やせるごみ、カン、枝・草・葉 容器包装プラスチック
29日㈫ 燃やせるごみ 燃やせないごみ、有害ごみ 燃やせないごみ、有害ごみ 燃やせるごみ、燃やせないごみ、有害ごみ

30日㈬～１月３日㈰ 収集はありません
４日㈪ ペットボトル 燃やせるごみ、ビン、枝・草・葉 燃やせるごみ、カン、枝・草・葉 容器包装プラスチック
５日㈫ 燃やせるごみ、カン、枝・草・葉 ペットボトル 容器包装プラスチック 燃やせるごみ、ビン、枝・草・葉
６日㈬ 古紙・古布
７日㈭ 容器包装プラスチック 燃やせるごみ、カン、枝・草・葉 燃やせるごみ、ビン、枝・草・葉 ペットボトル
８日㈮ 燃やせるごみ、ビン、枝・草・葉 容器包装プラスチック ペットボトル 燃やせるごみ、カン、枝・草・葉

年末の申し込み 年始の申し込み
粗大ごみの
収集・持ち込み 予約先

電話予約（粗大ごみ受付センター）☎03－5296－7600 28日㈪午後７時まで ４日㈪午前８時から

インターネット予約（■HP「粗大ごみ受付センター」）※左記２次元コードからアクセス可 28日㈪午後11時59分まで ４日㈪午前０時から

※事前の予約が必要。当日の収集・持ち込み不可

※「調布市ごみリサイクルカレンダー」と同内容

※動物死体の収集、し尿の収集は、市■HPやごみアプリ「年末年始のごみ収集」参照

■問ごみ対策課☎042－306－8200※ 枠は通常の収集品目と異なる

調布市の世帯数と人口
令和２年12月１日現在
（　）は対前月比
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➡➡➡１月の相談案内は
　　　　　15面に掲載しています
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小田耳鼻咽喉科医院（耳鼻咽）

仙川脳神経外科クリニック（脳神経外）

仙川整形外科（整形外・リハ）

そめちファミリークリニック（内）

小針クリニック（泌尿器・外）

イカリクリニック（胃腸・外・内）

調布脳神経外科（脳神経外）

五島医院（内・小）

柴崎ファミリークリニック（内・小）

井上博文クリニック（内・アレルギー・皮・小）

西田医院（小・内・外）

佐々木こどもクリニック（小・アレルギー）

ごとう・クリニック（小・アレルギー）

柴崎ファミリークリニック（内・小）

いしいこどもクリニック（小）

仙川さとうクリニック（内・小・アレルギー・皮）

山口内科クリニック（内・消・循・アレルギー）

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

つつじヶ丘ホームドクタークリニック（内）

多摩川病院（内）

東京心臓協会クリニック（循環器内・心臓血管外・内）

おぎもと内科クリニック（内）

つつじヶ丘クリニック（胃腸・内・外）

プライムクリニック（内）

大枝医院（内・循環器内・老年内・老年精神）

宮本デンタルクリニック調布（歯）

かねこ歯科医院（歯）

中北歯科診療所ゆうデンタルクリニック（歯）

佐藤歯科（歯）
八木歯科医院（歯）

大山歯科医院（歯）

ときざき歯科（歯）

ささき歯科（歯）

たま歯科医院（歯）

田邊歯科医院（歯）

よこすかレディースクリニック（産婦・内）

小川耳鼻咽喉科クリニック（耳鼻咽）

きしおか眼科（眼）

そわ整形外科（整外）

にわファミリークリニック（内）※小児科診療一部可

にしぼりこどもクリニック（小）

仙川町クリニック（内・消）

福地クリニック（循・内）

スズキ歯科医院（歯）

相良歯科医院（歯）

下石原１－36－３

仙川町３－９－15モンヴィラージュ仙川１階

仙川町３－２－４ウィステリア仙川１階Ａ

染地２－８－３

小島町２－54－４ライオンズプラザ調布シティ２階

入間町３－９－23

小島町２－51－１　３階

西つつじケ丘１－21－３

菊野台２－23－５サニーアイランドビル３階

西つつじケ丘３－30－28－101

柴崎１－64－13

西つつじケ丘３－37－２横田ファイブ107

布田６－25－２

菊野台２－23－５サニーアイランドビル３階

調布ケ丘３－19－12

仙川町２－18－15メゾン仙川１階

下石原２－32－２さわや医療ビル２階

調布ケ丘３－19－12桑田ビル２階

東つつじケ丘１－２－４　OGビル１階

国領町５－31－１

調布ケ丘２－27－31

国領町２－13－８

西つつじケ丘１－２－１

入間町２－28－36ウエリスオリーブ成城学園前１階

布田６－25－２

布田１－20－43　１階

国領町５－21－２

深大寺東町２－23－５深大寺メディカルビル303

国領町３－14－８
西つつじケ丘３－37－１

多摩川４－16－５

調布ケ丘１－31－８

菊野台１－20－２ピュアライフ第２　２階

仙川町１－32－36

国領町１－33－８

仙川町１－20－16ヴィバーチェ仙川２階

菊野台１－54－５

仙川町３－１－16ステイヒルズ仙川２階

布田１－36－８真光書店ビル２階 

西つつじケ丘４－23－58－101

下石原２－６－14

仙川町１－９－37キクチマンション１階

布田４－20－３マートルコート調布サザン１階

深大寺東町６－15－11

富士見町２－10－32

484－1433

03－5969－8061

03－3305－0088

442－3123

443－4567

03－3789－8200

490－6165

486－3535

440－3545

499－5155

483－1350

487－2433

480－6750

440－3545

483－0101

03－5315－7373

440－1886

485－0248

03－6909－0871

483－4114

480－8110

489－6658

499－8220

050－1746－1165

484－5065

426－9177

487－2332

482－4177

490－2050
487－3702

481－3557

489－6061

489－6480

03－3305－7005

482－3050

03－5315－5686

498－3341

03－5314－3626

443－8550

443－1120

444－5560

03－5384－4343

441－5038

486－8056

483－0240

12・１12・１月の休日診療当番医月の休日診療当番医

年末年始の休日夜間急患診療場所の変更
■程12月26日㈯・27日㈰・29日㈫～31日㈭、
　１月１日㈷～３日㈰・９日㈯～11日㈷
■時午後７時～10時（受付９時45分まで）
■所市役所１階めじろホール(旧食堂)

●必ず電話連絡（☎484－1455）の上、お越しください。
　混雑状況によっては、来院（所）時間を指定する場合が
あります。また、別の医療機関をご案内することがあり
ます。

●休日夜間急患診療では、PCR検査は行っていません。

年末年始のごみ収集日程




