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⬅⬅⬅

■問総合防災安全課☎481－7346

　令和元年の台風第１９号では、調布市で初めての避難勧告を発令し、約６０００人が避難所に
避難しました。風水害に備えて、事前に安全な場所にある親戚や知人宅、避難所などの避難先・
避難方法を決めておき、各自の状況に応じて速やかに避難できるように備えましょう。

避難方法
徒歩

▲洪水ハザードマップ
浸水や土砂災害が発生する恐れの高い区域を着色した地図と、

日頃からの備えなどの情報を掲載しています。事前に避難する場
所を確認しておきましょう。
配布場所／総合防災安全課（文化会館たづくり西館３階）、市役所
2階総合案内所など。市■HPでも閲覧可 2面の避難行動判定フローもチェック

自力で避難できる方は
原則、徒歩で
避難しましょう

避難方法を確認しましょう

避難指示が出る前に、早めの避難が必要です。

　高齢者・障害者・傷病者・妊産婦・乳幼児なども安全に避
難できるように、地域で声を掛け合って、避難しましょう。

バスや電車などの
公共交通機関

自家用車

自力での避難が難しい方の避難方法

自家用車　　要配慮者専用の駐車場は2面へ

要配慮者避難バス　　対象者・避難バス乗り場は2面へ

（親戚や知人宅など
 早めの避難に限る）

日中も含む不要不急の外出自粛
引き続き基本的な感染防止対策の徹底を引き続き基本的な感染防止対策の徹底を

発熱などの症状がある方の相談先は４面へ
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■避難情報
警戒
レベル 避難情報など

５

4
3
2
1

緊急安全確保（市が発令）

 

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁が発令）

災害への
心構えを高める

避難指示（市が発令）

高齢者等避難（市が発令）

早期注意報（気象庁が発令）

危険な場所から
全員避難を開始
危険な場所から
高齢者などは避難
避難に備えて
避難行動を確認

■問総合防災安全課☎481－7346

妊娠中の方乳幼児を
連れた方

高齢者 障害のある方
（けがを含む）

■調布市防災・安全情報メール
　登録方法／■Ｅc-bousai@sg-m.jp（右のQRコードからアクセス
　可）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
■市公式LINEアカウント
　友だち登録方法／下のQRコードを読み取るか、LINEのホーム
　画面の検索バーで「調布市」と検索して、友だちに追加

避難方法を確認しましょう

要配慮者等避難バス乗り場まで避難し、
バスで避難所へ　

　避難バスの運行時期・運行状況の確認方法　

　次の方のうち、避難に時間を要する、支援が必要など、自力での
避難が難しい方が対象です。

　避難バス乗り場・避難所　
　多摩川が氾濫した場合に浸水が想定される区域内に設ける拠点施設（一時集合場所）に集ま
ってください。市が運行するバスで避難所へ行きます。状況によっては、運行しない場合があり
ますので、運行状況を必ず確認してください。

一時集合場所　　　　　

市立調布
中学校

西部児童館
多摩川自治会館（多摩川5－２８－８）

市立第六
中学校

染地地域福祉センター
多摩川住宅ト号棟集会室（染地３－１－７1）　

避難所

洪水ハザードマップで
自分の家がある場所に色が塗られていますか？

はい

はい

はい

はい

はい

自分や一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？

いいえ

いいえ

いいえ

警戒レベル４が発令されたら
安全な場所にある親戚や知人宅、
避難所に徒歩で避難を

警戒レベル３が発令されたら
安全な場所にある親戚や
知人宅、避難所に避難を

徒歩や公共交通機関で避難先へ行けますか？

徒歩や公共交通機関で避難先へ 自家用車で避難できますか？
いいえ

いいえ
避難バス乗り場まで歩いて行けますか？

あらかじめ
検討した
避難方法で避難

図A

※下の　　　参照図A

公式LINEアカウント

防災・安全情報
メール

運行
時期

警戒レベル３　高齢者等避難    発令時から
警戒レベル４　避難指示   発令前まで

避難バスを利用できる対象

同伴者は1人まで

避難情報を参考に必要に応じて避難を

※利用できるかは、左上のフローチャートで要確認

■市ホームページ
　市■HPにつながりにくい時は、ヤフー（株）の協力によるキャッ
シュサイト（コピーサイト）（右のQRコードからアクセス可）をご
利用ください。市■HPと同じ情報を閲覧できます。

■調布ＦＭ
　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「ListenRadio」をインストール

キャッシュサイト

避難バスの運行状況は次の方法などでお知らせします。

　要配慮者専用の駐車場　
　自家用車で避難する場合は、早めの時間帯に避難して
ください。駐車場の台数には限りがあり、駐車できない場
合があります。駐車場内での事故・盗難などには一切責
任は負いません。

駐車場・台数　　　　　　　　　　　　　　　避難所
市立調布中学校（90台）

神代植物公園ドッグラン隣（100台）

西調布体育館（7台）　

国領駅南口市営駐車場（50台）
（有料。料金は自己負担）

市立調布中学校

市立北ノ台小学校

西調布体育館

子ども家庭支援
センターすこやか

図B

BUS

※右の　　　参照図B

避難行動判定フローをチェック

～警戒レベル4までに必ず避難を～

各自の状況に応じて

（■費無料）

■防災ダイヤル　☎０４２－４２６－４５１１
■市公式ツイッター　アカウント／chofu_shi

命を守る
最善の行動を

原則、避難が必要
　　　

※主に乳幼児や妊産婦を
受け入れ

　避難情報は必ず順番に発令されるものではありません。ま
た、発令されない場合もありますので気象情報などにもご注
意ください。

風雨が強くなる前の早
めの時間帯に避難を。
要配慮者専用の駐車場
は台数に限りあり

●調布市コロナアプリを配信中　スマートフォンやタブレットで、新型コロナウイルス感染症に関する市の情報を確認できるアプリです。市■HPの更新情報をプッシュ通
　知でお知らせします。　アプリ名／調布市コロナ情報　ダウンロード方法／App StoreまたはGoogle Playからダウンロード（詳細は市■HP（右のQRコードからア
　クセス可）参照）問■問新型コロナウイルス感染症対策担当☎481－7233
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新型コロナウイルスワクチン接種
8月30日時点の情報8月30日時点の情報

（毎日午前９時～午後５時）　市コールセンターへ電話してください
※ナビダイヤル（音声案内後は通話料がかかります）

☎0570－053－127
電話予約

インターネット予約

予約方法

予約システム

市ホームページ

集  団　接　種　市が設置した会場で接種　

個　別　接　種 かかりつけ医
などで接種

●新型コロナウイルス感染症対策基金へのご寄附をお願いします
　新型コロナウイルス感染症拡大防止や地域医療体制の整備、 市民生活への支援、 地域経済の回復に活用します。寄附金は、 所得税、 住民税の寄附金控除の対象となります。
　　　　　　　　■問基金について／企画経営課☎481－7368、 寄附手続きについて／管財課☎481－7173

調布駅前広場診療所（プレハブ）

●ファイザー社製ワクチンを使用

●ファイザー社製ワクチンを使用

　９月１０日（金）以降は、集団接種（市が設置した会場での接種）の開設日数を減らします。
また、モデルナ社製を使用した電気通信大学会場の新規予約受付は８月28日で終了しました。
　今後の開設日時は予約状況などを踏まえて、市■HPなどでお知らせします。

接種会場

掛け間違いにご注意ください

１回目の接種日／９月９日（木）まで新規予約受付中
※予約が満了になった場合でも、キャンセルが発生すると予約枠を解放
対象者／接種日時点で満12歳以上の方
予約時間／午前　午前９時～11時30分
　　　　　午後　午後１時３０分～４時
　　　　　夜間　午後５時３０分～７時（日曜日を除く）
　　　　　※３０分単位で予約を受け付け
※予約時間前に来場しても、会場に入れない場合あり。また、予約時
　間から１５分過ぎると接種できない場合があるので、必ず予約時間
　に来場してください。
今後の開設日時／予約状況などを踏まえて決定。
最新情報は市■HP参照（右のQRコードからアクセス可）

　予約システムは、右のQRコードからアクセスしてください。
操作方法の詳細は、市■HP（下のQRコードからアクセス可）参

照。事前に氏名・Eメールアドレス・電話番号など
の登録は可能です。2回目のキャンセルはできま
せん。

　予約方法は各医療機関で異なりますので、ご確認の上、予約
してください。普段からかかりつけ医として利用している医療
機関がある場合は、直接かかりつけ医にご確認ください。
対象者／接種日時点で満１２歳以上の方
※接種可能な医療機関一覧は市■HP参照（右のQR
コードからアクセス可）。通院歴がない方でも接種
可能な医療機関もあるので要確認

出典：平成30年度鳥取県における少子化対策  等に関するアンケート調査結果より作成

電気通信大学会場（体育館）
●モデルナ社製ワクチンを使用
1回目の接種日／新規予約受付終了

電気通信大学会場の接種は予定通り実施
　8月26日付けで厚生労働省から一部のモデルナ社製ワクチンの
使用を見合わせるよう通知が出ていますが、市では接種に必要なワ
クチン量を確保しているため、予定どおり接種を実施します。すでに
1回目を接種している方は、1回目の接種から28日（4週間）後の同
じ時間・曜日に2回目の接種を受けてください。
　また、これまでの接種でも使用を見合わせるロット番号のワクチン
は使用していません。

2回目の接種日時
　自動的に21日(3週間)後の同じ会場・曜日・時間の予約となります。
改めて2回目を予約する必要はありません。発熱などのやむを得ない
事情がある場合を除き2回目の接種日は変更できませんので、1回
目・2回目の両日とも接種可能な日を予約してください。

※毎日午前0時～9時はメンテ
　ナンスのため利用不可

市ホームページ

予約受付中

医療機関一覧

問い合わせ
（調布市新型コロナワクチンコールセンター）市コールセンター

☎0570－053－127

※電話の掛け間違いにご注意ください

（毎日午前９時～午後５時）※ナビダイヤル（音声案内後は通話料がかかります）
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●熱中症に注意～マスクをする時も熱中症予防を～
　気温や湿度が高い環境で長時間マスクを着用すると熱中症になりやすいので、注意しましょう。こまめに水分補給し、人との距離を十分に取った上で適宜マスクを外して
休憩しましょう。　　（健康推進課）

受診前に必ず　　電話しましょう ※電話の掛け間違いにご注意ください

！

発熱などの症状がある方の相談 先

かかりつけ医がいる かかりつけ医がいないまたは休診のとき

東京都発熱
相談センター

不安に思う方

東京都新型コロナコールセンター

・感染したかもしれないと不安
・感染予防法が知りたい

☎0570－550571
(ナビダイヤル。毎日午前９時～午後10時)

地域の医療機関を
市■HPで検索
または問い合わせ
（土・日曜日、祝日を除く） ☎03－5320－4592

（毎日24時間対応）
症状や患者との接触履歴などを
聞き取り

健康推進課　☎441－6100
（午前８時30分～午後５時15分） 
調布市医師会　☎483－8648
（午前９時～午後５時） 

かかりつけ医へ
☎電話で相談

地域の医療機関へ
☎電話で相談

かかりつけ医・医療機関の指示に従って受診

医師の判断により、受診した医療機関などで検査

紹介された医療機関へ
☎電話で相談

　保健所などから濃厚接触者とされた方は、接触
日の翌日から14日間は自宅で過ごし健康観察をお
願いします。診察・検査については、かかりつけ
医に電話でご相談ください。受診先をお探しの方
は東京都発熱相談センターへ連絡してください。
　また、医療機関で新型コロナウイルス感染症と
診断された方は、保健所からの連絡をお待ちくだ
さい。万が一、連絡が来る前に体調が悪化した場
合は、以下へ連絡してください。
　多摩府中保健所　☎042－362－2334
　（平日午前９時～午後５時）
　東京都発熱相談センター
☎03－5320－4592（毎日24時間対応）

　保健所などからの支援を受ける前に、食料支援
やパルスオキシメーターの貸し出しが
必要な方は市■HP（右のQRコードから
もアクセス可）をご覧ください。

発熱などの症状がある場合

　国民健康保険税の納付に関する窓口が、10月から保険年金課から納税課へ
変わります。
●窓口が変更となる業務
口座振替、還付、納付相談など
●取り扱い窓口・■問
10月１日㈮まで／保険年金課（市役所２階）☎481－7055・６
10月４日㈪から／納税課（市役所３階）☎481－7214～20
■他国民健康保険税の課税や軽減などに関することは、引き続き保険年金課へ

　北部公民館、西部公民館、図書館宮の下分館、図書館若葉分館に新しくシ
ェアサイクルステーションを設置しました。
利用可能時間帯／北部公民館：午前９時～午後９時、西部公民館・図書館宮
の下分館：午前９時～午後５時、図書館若葉分館：24時間
■問シェアサイクルについて／
　シェアサイクルコールセンター☎050－3821－8282　
　自転車施策について／交通対策課☎481－7420

　オンブズマン制度とは、皆さんから市の業務などの苦情を受けて調査し、
必要に応じて市に是正などの措置を講ずる勧告や制度の改善に関する提言を
行うものです。
■他詳細は、市民相談課（市役所２階）、公文書資料室（市役所４階）、各図書
館、市■HPなどで閲覧可

【オンブズマン相談室】
相談日／第１～４水曜日（祝日を除く）午後１時～５時
受付／毎週月～金曜日（祝日を除く）午前８時30分～午後５時15分
申立てできる方／市の業務などに利害関係がある方
申立ての方法／相談カード・苦情申立書（市民相談課で配布、または市■HPか
ら印刷可）を持参または郵送後、事前相談（面談）を実施※苦情申立ての原
因となった事実のあった日から１年を経過しているもの・裁判などで係争中
のものなどは除く
■問オンブズマン相談室☎481－7418 （市民相談課）

国民健康保険税の納付に関する窓口の変更

新たにシェアサイクルステーションを設置

令和２年度調布市オンブズマン活動状況報告書

第68回ふじみ衛生組合地元協議会
■日９月21日㈫午後６時30分～　■定申し込み順10人　
■他オンライン（Zoom）での傍聴
■申■問Ｅメールに住所、氏名、Ｅメールアドレスを明記し、９月14日㈫までに
ふじみ衛生組合☎490－5374・■Ｅ fujimi-soumuka@fujimieiseikumiai.jpへ

※ 要マスク着用・発熱などの風邪症状がある場合は傍聴不可。新型コロナウ
イルス感染症の感染状況により中止・延期・変更の場合あり

受付方法 合　計
内　訳

苦情申し立て 相　談 問い合わせ
来　訪 ２（３） ０（０） １（１） １（２）
電　話 19（６） ０（１） ５（２） 14（３）
F A X ０（０） ０（０） ０（０） ０（０）
郵　送 ０（０） ０（０） ０（０） ０（０）
メール １（１） １（０） ０（１） ０（０）
合　計 22（10） １（１） ６（４） 15（５）

※カッコ内は令和元年度の値

【令和２年度オンブズマン相談室利用状況】
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凡例 ■日⇨日時 ■程⇨日程 ■期⇨期間 ■時⇨時間 ■所⇨会場・場所 ■集⇨集合時間・場所 ■種⇨種目 ■対⇨対象 ■内⇨内容 ■講⇨講師 ■演⇨出演・演奏 ■定⇨定員 ■費⇨費用
■保⇨保育 ■持⇨持ち物 ■締⇨締め切り ■申⇨申し込み・申請 ■他⇨その他 ■主⇨主催 ■共⇨共催 ■後⇨後援 ■問⇨問い合わせ ■HP⇨ホームページ ■Ｅ⇨Ｅメール

■ 10月１日から乳幼児・義務教育就学児医療証は淡いオレンジ色に
　引き続き対象となる方には、淡いオレンジ色の医療
証を９月15日㈬以降、順次発送します。現在お使いの
若草色の医療証は、有効期限後に家庭で処分してくだ
さい。
■他医療証の更新時には、保護者の所得確認が必要。令
和３年１月２日以降に調布市に転入し、児童手当の現
況届を提出していないなど、市で昨年中の所得の確認
ができない方には送付不可
●義務教育就学児医療証（○子医療証）の申請
　小・中学生の児童の保険診療による医療費の自己負
担額の一部を助成します。中学生の保護者には所得制
限があります。医療証をお持ちでない方が交付を受け
るには申請が必要です。保護者の所得が制限内になっ
た方は、早めに申請してください。
■他申請方法は市■HP参照、または問い合わせ
■申■問子ども家庭課☎481－7093

■ 子どもの定期予防接種（予防接種法に基づく予防接種）
子どもの年齢・月齢に応じて定期予防接種の案内を
個別に通知しています。
　定期予防接種の対象年齢以外で接種する場合は、「任
意予防接種（有料）」として受けることになります。
接種回数・間隔はワクチンの種類によって異なります。
詳細は、市からの通知または市■HP（上のQRコードか
らアクセス可）でご確認ください。
●予防接種の受け方
■費無料　
■持母子健康手帳、健康保険証、予診票
■申指定医療機関（個別に通知する案内、市■HPまたは調
布市医師会■HP参照）へ予約
●市外での接種
　狛江市・世田谷区・三鷹市・府中市の指定医療機関
でも定期予防接種が受けられます。

■他上記以外の自治体で予防接種を希望する場合は、事
前に健康推進課で手続きが必要
■問健康推進課☎441－6100

■ ９月の休日ゆりかご調布面接

■内妊娠・出産・子育てに関する相談や利用できるサー
ビスなどの紹介、育児ギフトのプレゼント。同時に母
子健康手帳の交付もあり　
■他オンラインでの面接も実施。詳細は市■HP参照
■申■問９月６日㈪午前９時から電話で健康推進課☎441
－6081または、すこやか☎481－7733へ

■ ①わくわく育児教室　「らいおんクラス」
■日10月５日㈫午前９時40分～11時　
■対令和２年８～10月生まれの子どもと保護者　
■内子どもの発育、生活リズム、幼児食、歯磨きなど　

■ ②わくわく育児教室　「こあらクラス」
■日10月５日㈫午後１時30分～３時　
■対令和３年２～４月生まれの子どもと保護者　
■内子どもの発育、生活リズム、離乳食、上手な食べさ
せ方など　
①②共に
■所文化会館たづくり西館保健センター２階
■定申し込み順20組　
■申■問９月８日㈬午前９時から健康推進課☎441－6081
へ電話または電子申請（各タイトル右のQRコードか
らアクセス可）から申し込み

■ 10月のもうすぐママ・パパ教室

■対令和４年１～３月に初めて出産を迎える母親・父親　
■定各申し込み順18組程度　
■申■問電話で健康推進課☎441－6081へ

■ ほっとサロンしぇいくはんず
◎みんなで語ろう　シングルマザーズルーム
　子育て、仕事、生きかたなど、シングルマザー同士

で語り合いませんか。同じシングルマザーのファシリ
テーターが進行します。ひとり親になることを考えて
いる方もご参加ください。
■日９月25日㈯午後２時～４時　
■所市民プラザあくろす２階会議室１
■対シングルマザーなど
■定申し込み順６人
■保１歳～就学前（■申９月６日㈪～13日㈪）
■他詳細は男女共同参画推進センター■HP参照
■申■問９月６日㈪午前９時から、電話またはＥメールで
男女共同参画推進センター☎443－1213・
■Ｅdanjyo@w2.city.chofu.tokyo.jpへ
 （男女共同参画推進課）

■ 子ども発達センター市民講演会「ことばが伸びる上手な子育て」　
～ハッピー親子になる方法～
■日10月５日㈫午前10時～正午　
■所文化会館たづくり12階大会議場
■講中川信子（言語聴覚士）
■定申し込み順70人（市民優先）
■費無料
■保１歳～就学前（■定申し込み順20人）
■申９月７日㈫午前９時から、電話、Ｅメールまたは
FAX（申込用紙は市■HPから印刷可）で氏名、住まい（市
内・市外）、電話番号、子どもの年齢、講師への質問、
手話通訳希望の有無を明記し、子ども発達センター
☎486－1190・ 486－3147・
■Ｅayumi@w2.city.chofu.tokyo.jpへ
※保育希望の方は電話で申し込み。手話通訳希望の方
は９月24日㈮までにＥメールかFAXで申し込み

■ 子どもの才能発見講座（全２回）
　子どもの脳の発達に沿った子育てポイントや才能の
見つけ方を学びます。
■程A①11月２日㈫②９日㈫
B①12月14日㈫②21日㈫※AB同内容　

■時午前10時～11時30分　
■所市民プラザあくろす３階研修室２　
■対未就学児の保護者　
■講新美友佳子（子育て診断士、（一社）日本パーソナル
コミュニケーション協会認定インストラクター）　
■定各申し込み順５人　
■費500円（教材費）　
■保１歳～就学前（■定各回申し込み順３人　■費１人１回
当たり1000円）
■持筆記用具
■申■問９月13日㈪午前10時30分から電話または直接市民
プラザあくろす指定管理者☎443－1211へ
 （男女共同参画推進課）

新型コロナウイルス感染症に関する情報
　感染症対策のため、各施設・事業は利
用人数やサービスなどを一部制限して開
館・実施しています。利用・参加を予定している方
は、事前にお問い合わせいただくか、市■HP（上の
QRコードからアクセス可）や主催団体■HPなどで最
新情報をご確認ください。また、マスク着用などの
感染症対策をした上で利用・参加をお願いします。

●新中学１年生の「学校選択制」
　学区域外の市立中学校への入学を希望できます。
■対市内在住で令和４年４月に新１年生として市立中
学校に入学予定の希望者
選択できる学校／
全市立中学校のうち一校
申請手続き／
９月に対象者へ制度の案内を学校で配布または郵送
※11月上旬頃に郵送する「就学（入学）予定連絡票
兼学校選択制希望票」は期日までに全員提出。提出
期日は学区域の市立中学校と学区域外の市立中学校
で異なる
■他各学校の受け入れ人数を超えた場合は公開抽選。
学校を選ぶ際に理由の申し出は不要。学校説明会の
日程などは各学校■HPまたは市■HP参照

●小学校新入学準備金（就学援助）の入学前支給
　入学にかかる費用の一部を入学前に支給します。
■対令和４年１月１日に市内に居住し、令和４年４月
に小学校入学予定の子どもがいて、経済的に困って
いる家庭で、要件に該当する保護者。要件は、送付
の案内または市■HP参照　
■申申請書に必要な書類を添えて、12月28日㈫（必着）
までに〒182－0026小島町２－36－１教育会館１階
学務課へ持参または郵送　■他案内と申請書は、９月
に郵送する「就学時健康診断通知書」に同封
●中学校新入学準備金（就学援助）の入学前支給
　小学６年生の児童の保護者で、令和４年１月時点
で就学援助を認定されている方へ、１月末頃に支給
します。なお、小・中学校在籍児童・生徒を対象と
した令和３年度就学援助申請は、令和４年２月末ま
で随時受け付けています。

●新小学１年生の就学時健康診断
　住所によって受診する指定校が決まっています。
指定校・健診日時は、郵送する「就学時健康診断通
知書」または市■HPでご確認ください。
■対平成27年４月２日～平成28年４月１日生まれの方

●外国籍の方は手続きを
　市立小・中学校に入学を希望する市内在住の外国
籍の方は、学務課（教育会館１階）または郵送で手
続きをしてください。
小学校／平成27（2015）年４月２日～平成28（2016）
年４月１日生まれの方
中学校／平成21（2009）年４月２日～平成22（2010）
年４月１日生まれで、令和４年３月に小学校を卒業
する方

令和 4年４月（来春）に小・中学校へ入学する方へ ■問学務課☎481－7473～6

日　時 場　　所 定　員 申し込み締め切り

11日㈯午前

26日㈰午後

健康推進課 申し込み順
７人

子ども家庭支援
センターすこやか

申し込み順
５人

10日㈮正午

24日㈮正午

コース名 実施場所内　容 日　時

３回
コース

１回
コース 保健センター

赤ちゃんのお世話
ママのからだのケア
産後の生活

赤ちゃんのお世話など

①９日㈯午後
②18日㈪午後
③25日㈪午前

保健センター

すこやか

９日㈯午前



★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
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■ 令和４年度認可保育園入園申し込み
　令和４年４月からの入園児を募集します。
●入園案内（申込書）の配布
■期９月30日㈭～　
■所総合案内所前（市役所２階）、保育課（市役所３階）、
神代出張所、子ども家庭支援センターすこやか（第３
土曜日とその翌日を除く）、こどもとフラット（子育
てカフェ「aona」内。火曜日を除く）、市内各認可保
育園（日曜日、祝日を除く）　※市■HPから印刷可。募
集人数は市報10月５号と市■HPに掲載予定
●一次申し込み受け付け
　新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、郵送
と申し込み受け付け専用ボックスのみで行います。
◎郵送
■期10月５日㈫～11月１日㈪（必着）
※特定記録郵便・簡易書留など、記録の残る郵送方
法を推奨。郵送料は差出人負担
◎申し込み受け付け専用ボックス
■期10月５日㈫～11月１日㈪（土・日曜日、祝日を除く）
■時午前８時30分～午後５時15分　
■所保育課（市役所３階）前
※申込書類一式を封筒に入れ、封をして投函　
■他書類到達確認は提出日以後５営業日程度から可。申
し込み前に入園案内で注意事項・詳細を要確認。不足
などがある場合は、保育課から個別に連絡。不足書類・
申込事項変更届は11月19日㈮（必着）までに提出。11
月２日㈫～令和４年１月24日㈪の到着分は、二次選考
対象。１月25日㈫～３月４日㈮の到着分は三次選考対
象
■他詳細は市■HP参照　
■問保育課☎481－7132

●小児科医による健康相談
■日９月21日㈫午前10時30分～11時30分
■講貫井清孝（すこやか協力医）　
■定申し込み順５人　
■申電話または直接すこやかへ　
■他治療行為は行いません
●すこやか子育てオンライン相談
　スマートフォンやパソコンからオンラインですこや
かに相談ができるようになります。

受付開始／10月18日㈪※第３土・日曜日、年末年始を
除く
■時午前９時～午後５時　
面接時間／30分程度　
■対市内在住の妊婦・18歳未満の子どものいる家庭（子
ども本人含む）　
■申希望日の３日前（休館日を除く）までに、すこやか
相談メールフォーム（下のQRコードからアクセス可）
またはＥメール（■Ｅsoudan@jigyodan-chofu.com）で
申し込み　
※予約状況などで日程調整する場合あり
■問調布市子ども家庭支援センターすこやか
　☎481－7731

■ 敬老金の贈呈
　対象の方には９月上旬に案内を郵送します。
■対令和３年９月１日現在で市内に住民登録があり、下
表に該当する方

■問高齢者支援室☎481－7150

■ ９月はワンコイン入浴事業の実施月
■対市内在住の70歳以上で交付場所まで取りに来られる
方※生活保護受給者、自宅に風呂がない方への入浴券
を持っている方、今年度すでに入浴券を申請した方は
対象外　
■内９・12・３月の利用期間内に、それぞれ１回使用で
きる入浴券を交付中（９月24日㈮までの申請は最大３
枚）※神代湯（菊野台１）、梅の湯（深大寺東町６）、
深大湯（深大寺北町６）、鶴の湯（下石原１）
■費１枚につき100円（公衆浴場に直接支払い）
※入浴券を持参していない方は100円での入浴不可
入浴券を利用できる期間（９月）／13日㈪～26日㈰
■申■問本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）と
印鑑を持参（代理人不可）の上、高齢者支援室（市役
所２階）☎481－7150へ

■ 精神障害者家族の情報交換・相談会
■程９月11日㈯・25日㈯　
■時午後１時30分～３時30分　
■所こころの健康支援センター　
■申■問事前に電話で精神障害者家族会かささぎ会・江頭
☎483－3958へ （障害福祉課）

■ 地域包括支援センター至誠しばさきの移転
移転日／10月１日㈮
移転先／柴崎１－６－８鴨志田荘２－１階
■他担当する地域・電話番号・ファクス番号は変更なし
■問高齢者支援室
☎481－7150へ

■ 介護教室
◎あなたや大切な人が自分らしく生きるために
■程①10月14日㈭②15日㈮
■時午前10時～11時30分
■所仙川ふれあいの家
■内①未来のために準備を始めよう～ACPで考える～　
②最期まで自宅で過ごそう～在宅医療連携事例から考
える～　
■講①植松淳一（医師、医療法人社団悠翠会理事長）
②地域包括支援センター仙川職員
■定各回申し込み順15人　
■費無料
■申■問９月６日㈪から地域包括支援センター仙川
☎03－5314－0030へ （高齢者支援室）

■ Ⓐ知的障害者移動支援従業者養成研修（通学・全３回）
■程①10月９日㈯②16日㈯③17日㈰　
■所こころの健康支援センター本館２階健康活動室
■内障害者の余暇活動や社会参加などの外出支援をする
ガイドヘルパーの養成研修
■定20人（選考）　
■費1500円（テキスト代）

■ Ⓑ重度訪問介護従業者養成研修基礎課程・追加課程（通学）
■程講義：10月29日㈮・30日㈯、実習：11月４日㈭～12
月28日㈫のうち２日間　
■所こころの健康支援センター本館２階活動室ほか　
■内重度の肢体不自由者の居宅での介護や外出時の移動
介護の基礎知識・技術を学ぶ　
■定15人（選考）　
■費1760円（テキスト代）。実習にかかる費用は実費
ⒶⒷ共に
■対次の全てに該当する方ⓐ市内に在住・在勤・在学ⓑ
令和４年３月31日時点で69歳以下ⓒヘルパーとして実
働できるⓓ当該事業に定める学則に同意する　
■申■問申込書（福祉人材育成センター、総合福祉センタ
ー、市民活動支援センターで配布、または福祉人材育
成センター■HP（右のQRコードからアクセス
可）から印刷可）に必要事項を記入し、
Ⓐ９月10日㈮～28日㈫
Ⓑ９月16日㈭～10月７日㈭に福祉人材育成センター
☎452－8180へ本人が持参（土・日曜日、祝日を除く
午前９時～午後４時30分）
※健康保険証・運転免許証などで本人確認。在勤・在
学の分かる書類提示 （社会福祉協議会）

■ 障がいのある方のためのパソコン講習会No.6「Googleを使って
豊かなパソコンライフ」（全３回）
■程①10月11日㈪②18日㈪③25日㈪
■時午後１時30分～３時30分　
■所総合福祉センター４階
■対市内在住の障害のある方と家族
■定６人（多数抽選。初回優先）　
■費1000円（テキスト代）
■他Windows10搭載パソコン使用。詳細は社会福祉協議
会■HP（上のQRコードからアクセス可）参照　
■申■問９月７日㈫～10月５日㈫に直接、FAX、または電
話でドルチェ☎490－6675・ 444－6606へ
 （社会福祉協議会）

　自宅に電話が掛かってきて、知
らない人に「お金」の話をされた
ら、それは詐欺犯人からのアポ電
かもしれません。詐欺犯人は、皆さんの大切なお
金をだまし取るために、言葉巧みに嘘をつきます。
「おかね」というキーワードで、詐欺犯人がアポ
電の時にする話を覚えておいて、被害に遭わない
ように備えましょう。
お➡オレだけど、かばん（携帯電話）を失くした
か➡カードを預かりに行きます
ね➡年金・医療費の還付金があります
　電話中に、これは「おかね」の話かもしれない
と気付いたら、預貯金残高や住所など相手に自分
のことを一切教えてはいけません。まずは通話を
切りましょう。そして、家族に電話をかけて確認
したり、警察に相談しましょう。
■問調布警察署生活安全課☎488－0110
　総合防災安全課☎481－7547

詐欺犯人の話を
「おかね」で覚えよう

みんなでなくそう特殊詐欺

対象者 贈呈金額

80歳 昭和15年10月１日～
16年９月30日生まれの方

5000円85歳 昭和10年10月１日～
11年９月30日生まれの方

90歳 昭和５年10月１日～
　６年９月30日生まれの方

100歳 大正９年10月１日～
10年９月30日生まれの方 1万円

■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

斎場

甲州
街道

柴崎
駅

至誠
しばさき
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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）

「暮らしの情報」は11面に続きます

　　安全・安心なまちづくり

■ 2021耐震キャンペーン
　いつ来るか分からない首都直下地震に備えて、建築
物の耐震化に向けた具体的な対策を進めましょう。
①展示会
■日10月17日㈰午前10時～午後４時
■所としまみどりの防災公園（豊島区東池袋４－42）
■内建物の耐震改修工法、震災写真・都の取り組みなど
の紹介、耐震化個別相談会
②耐震改修成功事例見学会　　
■程・■所10月８日㈮・シャルマン荻窪（杉並区）、令和
４年１月15日㈯・錦糸町グリーンプラザ（墨田区）
■時午後３時～５時
①②共に
■他詳細は東京都耐震ポータルサイト■HP（上のQRコー
ドからアクセス可）参照
■問東京都都市整備局建築企画課☎03－5388－3339
 （住宅課）

　　税金・保険・年金

■ 年金生活者支援給付金制度
　収入や所得額が基準額以下の年金受給者の生活を支
援するために、年金に上乗せして支給されます。
　今年度から新たに対象となる方に、日本年金機構か
ら請求手続きの案内が８月末以降順次届きます。
■対老齢基礎年金、障害基礎年金・遺族基礎年金の受給
者で所得額など一定の要件を満たす方　
■他今年度年金を受給し始めた方や、これから年金を受
給し始める方は、年金の請求と併せて年金生活者支援
給付金を請求。日本年金機構や厚生労働省を装った不
審な電話や案内にご注意ください。電話で金融機関の
口座番号や暗証番号を聞くことはありません
■問年金生活者支援給付金専用ダイヤル☎0570－05－
4092（050で始まる電話からは☎03－5539－2216）／
日本年金機構府中年金事務所☎042－361－1011
 （保険年金課）

■ 市民課・保険年金課・納税課の休日窓口
■程９月11日㈯・26日㈰、10月９日㈯　
■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・市役所１階101会議室）
　　☎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

■ 市税の納付は口座振替を～申し込みは郵送でも可能～
【口座振替対象税目／納期限・申込期限】
○ 個人市・都民税（普通徴収）／
　第３期（11月１日㈪振替）・９月21日㈫（必着）
○ 国民健康保険税／
　第４期（11月１日㈪振替）・９月21日㈫（必着）
○ 固定資産税・都市計画税／
　第３期（12月27日㈪振替）・11月10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
は要連絡）で申し込み※キャッシュカード（来庁者本
人名義）と本人確認書類を市役所に持参し、その場で
手続き可。詳細は市■HPまたは問い合わせ　
■他個人市・都民税の年金特別徴収（公的年金からの天
引き分）は、口座振替不可
■問個人市・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、国民健
康保険税／保険年金課（市役所２階）☎481－7055・6

　 　　住まい・街づくり・環境

■ 空間放射線量の測定結果
　８月に、市内公共施設の定点測定場所で空間放射線
量を測定した結果、全測定場所で除染実施区域となる
基準の0.23マイクロシーベルトの４分の１程度でし
た。測定結果は、市■HP（上のQRコードからアクセス可）
をご覧ください。
■問環境政策課☎481－7087

■ 調布市環境基本計画の一部が「流域水循環計画」に指定
　内閣官房では、地球温暖化の影響に伴う異常気象に
よる被害の軽減や、安全で良質な水の確保などのさま
ざまな視点から、地方自治体が定める水循環に関する
計画を「流域水循環計画」として指定することで、健
全な水環境の維持・回復につなげています。この度、
市の計画も指定されました。
　豪雨や台風などの被害を、将来にわたって軽減する
ためには、市民の皆さん一人ひとりの取り組みが重要
です。例えば、自宅に雨水浸透ますを設置することで、
雨水を下水ではなく地下に戻すことができ、湧き水・
地下水の保全だけでなく、局地的な豪雨などの水害対
策にもつながります。なお、雨水浸透ますは無料で設
置できます。
■他詳細は内閣官房■HP（上のQRコードからアクセス可）
参照
■問環境政策課☎481－7086

■ 狛江市和泉本町四丁目・調布市国領町八丁目周辺地区地区計画の素案に関する懇談会
　病院施設の建て替えに伴う地区計画を検討していま
す。この度、素案の内容説明と意見交換を行うため、
まちづくり懇談会を開催します。　

■定①④⑤⑥15人②③10人（多数抽選）
■申９月15日㈬（必着）までにＥメール、FAX、郵送で
参加希望日（第３希望まで）、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号を明記し、〒201－8585狛江市和泉本町１－
１－５狛江市都市建設部まちづくり推進課 03－3430
－6870・■Ｅ tokeit01@city.komae.lg.jpへ
■他参加は１人１回のみ。詳細は市■HP参照　
■問都市計画課☎481－7444

「行政評価（令和２年度振り返り評価）」と
「行革プラン2019（令和２年度の取り組み状況）」の公表

　行政評価結果と行革プラン2019の取り組み状
況は、市■HP、公文書資料室（市役所４階）、各図
書館・地域福祉センターなどで閲覧できます。
■問企画経営課☎481－7362

行政評価結果
　調布市基本計画に基づく施策や事業の評価結果を次年度の予算編成で活用する
など、基本計画の着実な推進につなげています。
　今年度の行政評価では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響を踏
まえ、今後の進捗調整や取り組みの見直しにつなげる振り返り評価に取り組むと
ともに、令和５年度からの次期総合計画の策定を見据え、今後に向けた課題や方
向を整理しました。
　その結果、全ての施策で成果が得られたものと評価できたため、引き続き、各
施策の目的の達成や、より一層の成果向上に向けて取り組みます。

行革プラン2019での取り組み
　市の行財政改革の具体的な取り組みを整理し、質の高い市民サービスを将来に
わたり持続的に提供することを目指しています。令和２年度も引き続き、「事務
の効率化」、「アウトソーシングの推進」、「公共施設等マネジメントの推進」の３
つを重要な視点と捉え、事務事業などの見直しや医療給付費の適正化などによる
コスト縮減を図るとともに、保有資産の有効活用・処分や広告媒体への広告掲載
などによる財源確保に努め、約５億9538万円の財政効果を得ることができました。
　引き続き行財政改革の推進に取り組みます。

区分 施策の評価結果 施策
Ｓ 顕著な成果が得られた。 ２
Ａ 予定した成果が得られた。 29
Ｂ 一定程度の成果が得られた。 －
Ｃ 予定した成果が得られなかった。 －
Ｄ 成果が得られなかった。 －

合計 31

方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年次評価 Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ
方
針
別
評
価
状
況

【方針１】参加と協働のまちづくりの実践 ５プラン － ５プラン － － －
【方針２】効率的な組織体制の整備 15プラン － 14プラン １プラン － －
【方針３】人材の確保・育成 ４プラン － ４プラン － － －
【方針４】計画行政の推進 17プラン ２プラン 15プラン － － －

合計　41プラン ２プラン 38プラン １プラン － －
（参考）Ｓ：計画以上に進捗　Ａ：計画通りに進捗　Ｂ：おおむね計画通りに進捗
　　　　Ｃ：進捗にやや遅れが見られ、改善が必要　Ｄ：進捗に遅れが見られ、抜本的な改善が必要

日程 時　　間 場　　所
９月
26日
㈰

①午前10時～11時30分 狛江市上和泉地域センター
②午後２時～３時30分

市民プラザあくろす
③午後６時30分～８時

27日
㈪

④午後１時30分～３時
狛江市上和泉
地域センター

⑤午後４時～５時30分
⑥午後６時30分～８時

開催日時・場所
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J:COM（デジタル111ch）
「テレビ広報ちょうふ」 　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　
J:COM（地デジ11ch）
「テレビ広報ちょうふ」

特　集 特　集

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

〈５日号〉９月５日～11日　職員インタビュー、「調布・木島平村採れたて旬情報」など
９月12日～19日　職員インタビュー 、事業リポート　など〈12日号〉

相談機関の方に聞きました

①子ども家庭支援センターすこやか
■所国領町3－1－38ココスクエア2階
■時毎日午前9時～午後5時
　(第3土曜日とその翌日を除く)　
■問☎481－7733
②教育支援コーディネーター・
　スクールソーシャルワーカー（指導室）
■所小島町2－36－1教育会館５階
■時平日午前9時～午後5時15分
■問☎481－7718・　481－7785
③保健センター (健康推進課 )
■所小島町2－33－1文化会館たづくり西館4階
■時平日午前9時～午後5時
■問☎441－6100・　441－6101

　いつもと変わった様子に気付いた人や子どもから
悩みを打ち明けられた人も、わからないことがあった
ら、専門機関に相談してください。その後も、必要に
応じて相談に乗るなど、見守りましょう。

④子ども・若者総合支援事業　ここあ
■所小島町2－47－1総合福祉センター5階
■時月～水・金曜日午前10時～午後8時、
　木曜日午前10時～午後5時
■問☎452－8816・　452－8817
⑤青少年ステーションCAPS
■所上石原1－36－2ハヤシビル3階・4階
■時毎日午前10時～午後8時
　(第2・第4月曜日(祝日の場合は翌火曜日)を除く)
■問☎442－5535・　442－5537
⑥東京都多摩府中保健所
■所府中市宮西町1－26－1東京都府中合同庁舎内
■時平日午前9時～午後5時
■問☎042－362－2334・　042－360－2144

⑦東京都多摩児童相談所
■所多摩市諏訪2－6
■時平日午前9時～午後5時
■問☎042－372－5600
⑧18歳までの子ども専用チャイルドライン
(電話相談 )
■時毎日午後４時～９時
■問　0120－99－7777
⑨警視庁　ヤング・テレホン・コーナー(電話相談)
■時毎日 24時間受け付け (年中無休 )
■問☎03－3580－4970

相 談 機 関 一 覧

皆さんの周りに

不安や悩みを抱えている

子どもはいませんか？

　子どもたちも、勉強や進路、友達のことや新型コロナウイルス感染症の
感染拡大などが原因でストレスを感じています。特に新学期が始まる時期
は、子どもたちが不安定になりやすい傾向があります。このような時、子
どもは身体や心にさまざまなサインを発信しています。周りの人たちは子
どもの変化に注意してサインを見逃さないようにしましょう。

など

　悩んでいる子どもは、自分からSOSを出せない場合もあります。子どもが悩んでいることに
気付いたら、勇気を出して声を掛けてみましょう。そして、家族をはじめ、友達、地域の人を含め
て、子どもたちの身近にいる人たちで、見守っていきましょう。

　悩みがある様子や、元気がない・身だしなみが
悪くなったなどの変化に気付いたら、そっと声を
掛けてみましょう。声を掛けることで、「自分は一人
ではない」ことを理解してもらえます。

　相手の話を否定せずに、温かみのある対応で、
じっくりと聴きましょう。本人の思いを尊重し、受け
入れて共感する気持ちが大切です。また、「一緒に考
えて行こうね」と声掛けすることで、子どもが安心し
て話をすることができます。

眠れない
いつも眠い

お腹や頭が
痛くなる

心配なことがあって
食欲がない

学校に
行きたくない

表情が乏しく
活気がない

気力がない

急にやせた

あいさつを
しなくなった

衣服の乱れや
身体の汚れが目立つ

季節に合わない
服装をしている

公園などで一人で
夜遅くまで遊んでいる

気づき1　 2　話を聴く 3　つなぐ・見守る

■問子ども家庭支援センターすこやか☎481 ー 7733（子ども政策課）

実際に相談を受け付けている

SOS

●スクールソーシャルワーカーの役割を教えてください
　市内在住の小中学生のさまざまな課題に対応するため、保護者や子ども、学
校、地域の方からの相談を受けています。必要に応じて専門機関を紹介するこ
ともあります。子どもへの支援の中心は学校ですが、学校が支援を行う組織の
一員として、保護者・子ども・学校・連携機関で協力しながら、困っていること
に対応できるよう働きかけています。

●どういった相談ができますか？
　不登校、学習や友達関係などの学校生活、学校や先生に関すること、生きづ
らさ、親子関係、保護者の子育ての悩みなどです。

●子どもが友だちの異変に気付いたときにどうしたら良いですか？
　まずは、相談してきた子どもに、「どうしてそう思ったの？」と聞いてみてく
ださい。そして、「よく気が付いたね」「そんなところに気付いたのはすごいね」
とその子どもの行動を肯定してください。次に「どうしようか」と一緒に話し
合います。
　子どもは相談しやすい人に相談します。話を聞くことが大切で、行動に移す

〜相談員の杉田さんにお話を伺いました。

●すこやかはどのような施設ですか？
　子育てを支援する総合施設です。親子で遊びたい、子どもを預けたい、情報を
得たい、相談をしたいなど、子育てに関するさまざまなニーズに応じたサービ
スや情報を提供しています。施設内にあるすこやかひろば（通称：屋根のある公
園）は、感染症対策をして、人数と時間を制限した上で開放しています。

●どのような内容を相談できますか？
　妊産婦から18歳までの子どものことについて、専門職が相談に応じます。赤
ちゃんの離乳食や子どもの発育・発達や育児・しつけに関する困り事など、幅広
い相談に応じています。相談内容によって、専門機関を紹介したり、関係機関と
連携をしながら各家庭をサポートします。

●子どものSOSに気付くには、どのようなことに気を付ければ良い
　ですか？
　周囲の大人が、子どもの様子がちょっといつもと違うなと感じることが大事
です。子どもがしんどい・辛いと感じている時は、何らかの行動が出ます。普段
よりも落ち着きがない、家に帰りたがらないなどの行動に表れますので、でき
る限り日頃から子どもの様子を気に掛けていると気付きやすいかもしれませ
ん。

ことで問題の解決に向かいます。子どもには勇気を出して周りの人に相談して
もらいたいです。

●周りの人たちへのメッセージを
　大人が楽しく周りと関わって、幸せに過ごしている姿を見せることが子ども
にとって一番良い影響があるのではないかと思っています。周りの人が元気で
楽しく過ごしていれば子どもも健やかに育ちます。
　子どもの学校・家庭生活を良くできるように、少しでも充実した生活を送れる
ように支援しているのですが、それには周りの人の笑顔が助けになります。その
笑顔が少しでも増えてくれたらと願っています。

●子どものSOSサインに気付いたとき、周りの人たちはどうしたら
　良いでしょうか？
　まずは、声を掛けてあげてください。すぐに否定したり責めたりせず、まずは
話を聞いて子どもの思いを受け止めてあげてください。その後は、専門的な支援
が必要ですので、すこやかなどに連絡をいただけると良いです。

●周りの人たちへのメッセージを
　子どもたちの中には自分から困ったこと、心配なことを発信するのが苦手な
子がたくさんいます。そんな時、周りにいる大人が声を掛けてくれたり、すこや
かのような支援機関に知らせてくれることで、その子だけでなくその子の家庭
全体が救われることもあります。
　また、子どもと同じように子育てをする大人も悩んだり、迷ったりしながら子
育てをしています。私たちは大人も含めて家族全員が少しでも暮らしやすくな
るように、支援していきます。

1

2

不安や悩みがある時は、以下の相談機関に相談することができます。
　　　　　　　　　　　　

相談員の皆さん▶
（杉田さんは
　前列左から3番目）

相談員の皆さん▶

子どもの心と身体のSOSサイン
気づいてください！

ＳＯＳ心と身体のＳＯＳサイン

周りの人たちにできること

子ども家庭支援センター　すこやか

教育支援コーディネーター・スクールソーシャルワーカー（指導室）


