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令和４年（2022年）6月1日（水曜日） No.１５０３区のおしらせ 6 月 1 日号

　障害者虐待の未然防止、早期発見、
迅速な対応、その後の切れ目ない支
援を行うため、虐待通報・相談窓口

を設けています（別表１参照）。介護
者の急な病気など、緊急時の短期入
所についてもご相談ください。

日　時
　７月２日（土）　午前10時～正午
会　場
　総合スポーツセンター主競技場
対　象
　区内在住・在勤・在学者で障害の
ある方
◎ 介助が必要な方はご家族の方など
の同伴をお願いします（同伴者も
一緒に楽しむことができます）。
内　容
　別表２のとおり
◎ 当日は指導員がルールや競技方法
などを説明します。
◎内容は変更となる場合があります。
定　員
　100人（先着順、同伴者含む）
費　用

　無料
持ち物
　運動しやすい服装、室内用運動靴
申し込み方法
　６月２日（木）から15日（水）までに
電話またはファクスに①障害者スポ
ーツ体験会②氏名・ふりがな③郵便
番号・住所④電話番号⑤年齢⑥障害
の程度、種類⑦同伴者の人数、氏名・
ふりがなを記入して申し込む（電子
申請も可）。
◎ 運動制限を受けている方は主治医
に相談の上、ご参加ください。

◎ 当日は手話通訳者・要約筆記者を
配置します。

◎傷害保険は区が加入します。
逢スポーツ課スポーツ事業係
　☎（３５４６）５５３１
　℻  （３５４６）９５６１

　国の仕事などに関する苦情や要望
を行政相談委員が受け付けています。
日　時
　毎月第３木曜日　午後１時～４時
会　場
　区役所１階区民相談室
行政相談委員
・平賀孝男
・赤熊弥生
・牛嶋智春
◎ 行政相談委員は、総務大臣から委
嘱を受け、ボランティアで、国民
の皆さんの身近な相談相手として
活動している方です。

費　用
　無料
逢まごころステーション（区民相談）
　☎（３５４６）９５９０
総務省での相談受け付け
電話による相談
　「行政苦情110番」行政相談センタ
ー「きくみみ」
　☎（０５７０）０９０１１０
インターネットによる相談
茜 https://www.soumu.go.jp/
main_sosiki/hyouka/
soudan.html

行政書士相談
日　程
　毎月第３水曜日
内　容
　各種届け出、遺言相続などの相談
主　催
　東京都行政書士会中央支部
不動産取引相談
日　程
　毎月第３月曜日
内　容
　土地建物の売買・賃貸などの相談
主　催
　（公社）全日本不動産協会東京都本
部中央支部
土地家屋調査測量・表示登記相談
日　程
　毎月第４木曜日
内　容
　建物の新築・増築・取り壊しに伴
う表示登記、土地測量（境界確定）分
筆などの相談
主　催
　東京土地家屋調査士会千代田
　・中央支部
司法書士相談
日　程
　毎月第１・３火曜日

内　容
　相続、遺言、不動産登記、会社登
記などの相談
◎ 「成年後見相談」を毎月第３火曜日
に行っています。
主　催
　東京司法書士会中央支部
遺言・公証相談
日　程
　毎月第１水曜日
内　容
　公正証書作成や遺言などの相談
主　催
　区内各公証役場
共　通
時　間
　午後１時～４時
会　場
　区役所１階区民相談室
費　用
　無料
◎ 電話予約が必要です（空きがあれ
ば当日受け付け可能です）。
◎ 祝日、年末年始は相談を行ってい
ません。
◎詳しくはお問い合わせください。
逢まごころステーション（区民相談）
　☎（３５４６）９５９０

別表1
施設名 窓口および電話の受付日時 電話番号

障害者福祉課相談支援係
月～金曜日 午前8時30分～午後5時15分

（3546）5634◎ 電話による通報・緊急時の連絡は夜間、土・
日曜日、祝日も受け付けます。

福祉センター
（基幹相談支援センター）

月～金曜日

午前9時～午後6時 （6264）3957

中央区保健所健康推進課
（保健担当）

午前8時30分～午後5時15分
（3541）5963

日本橋保健センター（保健担当） （3661）5071
月島保健センター（保健担当） （5560）0765

別表2
コーナー（実施種目） 内　容
ラケットテニス 軽くてグリップの短いラケットとスポンジボールを使うため、スピード

が落ち、ラリーが続きやすくなっています。
ストラックアウト、
フープディスゲッター、
ラダーゲッター、
バッゴー

ストラックアウト、フープディスゲッター：9つの的や大きな穴をめが
けて投げるゲームです（ドッヂビーを使用）。
ラダーゲッター：ひもでつながっている2個のボールをラダー（はしご）
に向かって投げます。
バッゴー：ビーンバッグを穴の開いたボードに向かって投げます。

ボッチャ ボッチャ：ボールを投げ、目標物にどれだけ近づけられるかを競います
（補助具あり）。

ユニカール、
ハンドアーチェリー

ユニカール：「陸のカーリング」と呼ばれ、滑りやすい専用カーペットの
上で、取っ手のついたストーンを投げます。
ハンドアーチェリー：的を狙い、ピンを当てるゲームです（補助具あり）。

相談案内
相談案内 日　時 会　場 予約・相談先

区民相談 月～金曜日 午前8時30分～午後5時 まごころステーション 予約不要

法律相談
毎週金曜日

午後1時～4時

区民相談室
☎（3546）9590毎月第2・4水曜日 日本橋特別出張所

毎月第1・3月曜日 月島特別出張所
人権擁護相談 毎月第3木曜日

区民相談室

予約不要国の行政相談
行政書士相談 毎月第3水曜日

☎（3546）9590司法書士相談 毎月第1火曜日
成年後見・司法書士相談 毎月第3火曜日
遺言・公証相談 毎月第1水曜日
年金相談 偶数月の第4水曜日 予約不要
税務相談 毎月第2・4水曜日 ☎（3546）5266
分譲マンション管理相談 毎月第2・4月曜日 京橋プラザ区民館 ☎（3561）5191
不動産取引相談 毎月第3月曜日

区民相談室 ☎（3546）9590土地家屋調査測量・表示
登記相談 毎月第4木曜日
建築物の耐震相談 月～金曜日 午前8時30分～午後5時 建築課 ☎（3546）5459
住宅住み替え相談 毎月第1月曜日 午後1時～4時 区民相談室 ☎（3546）5466
高齢者のための住み替え相談 毎月第2・4火曜日 ☎（3546）5355
高齢者の保健福祉・介護
保険の相談

月～金曜日 午前8時30分～午後5時 介護保険課 予約不要 月～土曜日 午前9時～午後6時 各おとしより相談センター
「シルバーワーク中央」
おおむね55歳以上の方の
無料職業紹介・相談

月～金曜日 午前9時～午後4時 シルバーワーク中央 ☎（3551）9200

「ブーケ21」女性相談 毎月第1･5水、第4火曜日 午前10時～午後4時 女性センター
「ブーケ21」 ☎（5543）0653毎月第2火、第3水曜日 午後3時30分～8時30分

相談案内 日　時 会　場 予約・相談先
女性相談

月～金曜日 午前8時30分～午後5時 子育て支援課 ☎（3546）5350ひとり親家庭相談 
家庭相談
保育園入園相談 保育課 予約不要
子どもと子育て家庭の総合相談 日～土曜日

午前9時～午後5時
子ども家庭支援センター ☎（3534）2255

来所教育相談 月～土曜日 教育センター ☎（3545）9200
こどもの発達相談

月～金曜日
子ども発達支援センター ☎（3545）9844

障害のある方の相談全般 午前8時30分～午後5時 障害者福祉課 予約不要
午前9時～午後6時 基幹相談支援センター ☎（6264）3957

精神に障害のある方の一
般相談

月・水・木曜日 午前9時～午後7時 障害者地域活動支援セ
ンター「ポケット中央」 ☎（3541）1021土・日曜日、祝日

（火・金曜日を除く） 午前9時～午後6時

保健福祉相談
月～金曜日 午前8時30分～午後5時

保健所・保健センター 予約不要
くらしとしごとの相談 生活支援課（自立相談支援機関）☎（3546）5496生活保護の相談 生活支援課（福祉事務所）

福祉サービス苦情・相談 毎月第1・3水曜日 ①午前10時～正午
②午後1時～3時

福祉サービス
苦情・相談窓口（福
祉保健部管理課内）

☎（3546）8373

商工相談
月～金曜日

午前9時～午後5時 商工観光課 ☎（3546）5330

消費生活相談 午前9時～午後4時 消費生活センター ☎（3543）0084☎（3546）5727
交通事故相談 午前8時30分～午後4時 中央交通事故相談所 ☎（3206）0507
電話相談（予約不要）
「ブーケ21」
電話女性相談 毎週月曜日 午前10時～午後4時 女性センター「ブーケ21」 ☎（5543）0653

認知症サポート電話相談 月～金曜日 午前8時30分～午後5時 介護保険課 ☎（3546）5286
電話医療相談 午前9時～午後4時 中央区保健所 ☎（3545）1875
電話教育相談、こども
電話相談 月～土曜日 午前9時～午後5時 教育センター ☎（3545）9203

◎
切
り
取
っ
て
ご
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用
く
だ
さ
い
。

◎ 相談日が祝日・休日な
どに当たる場合は変更
になることがあります。

令和４年
6月11日現在

各種無料相談

行政相談のご利用を

障害者スポーツ体験会　　
～みんなで気軽にスポーツを体験してみませんか～

障害者の虐待通報・相談窓口


