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令和４年（2022年）7月21日（木曜日） No.１５０８区のおしらせ 7 月 2 1 日号

テレビ広報番組

　区政情報や区内のイベントなどを
紹介する「定例番組」（日～金曜日）を
週替わりで、区内の文化財や歴史、
区政の振り返りなど一つのテーマを
詳しく紹介する「企画番組」（土曜日）
を月替わりで放送しています。
◎ 放送時間については、11面欄外
をご覧ください。

ラジオ広報番組

中央区からのおしらせ（月～金曜日
放送、毎日更新）
　広報紙「区のおしらせ　ちゅうお
う」を電波にのせてお届けしています。
ウィークリー声の架け橋（毎日放送、
毎週水曜日更新）
　老舗の店主や職人、区内で活動す
るサークルのメンバー、イベントに

参加する方々など皆さんの声をお届
けする番組です。
◎ 放送時間については，10面欄外
をご覧ください。
番組に対するご意見などの募集
　より良い番組づくりに向けて皆さ
んからのご意見・ご要望をお寄せく
ださい。
応募方法
　住所・氏名・年齢・電話番号など

の連絡先を明記の上、郵送、ファク
スまたはEメールでお寄せください。
逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　広報課広報係
　☎（３５４６）５２１８
　℻  （３５４６）２０９５
絢koho_01@city.chuo.lg.jp

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）☎（3546）5303

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）5343
・8月から
☎（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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◎ 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
7月21日現在

　「区のおしらせ　ちゅうおう」は区
のホームページの他、スマートフォ
ンやタブレット端末で、「マチイロ」
のアプリによりご覧いただけます。
　アプリをダウンロードし登録する
ことで、「区のおしらせ　ちゅうお
う｣発行日の毎月１日・11日・21日
に自動的に配信されます。
利用方法
　２次元コードから
アプリをダウンロー
ドし起動後、「お住
まいの地域」に東京

都中央区を設定してください。
◎ アプリのダウンロードは無料です
が、接続料・通信料は利用者負担
です。

◎ アプリの画面には運営者が制作す
る広告が表示されますが、区とは
一切関係ありません。

◎ 詳しくは区のホームページをご覧
ください。

逢広報課広報係
　☎（３５４６）５２１７

▲ios・Android
　共通

「区のおしらせ　ちゅうおう」は
アプリでもご覧いただけます

中央区テレビ・ラジオ広報番組

　防災行政無線（屋外スピーカー）と
緊急告知ラジオを活用し、全国瞬時
警報システム（Ｊアラート）の起動確
認のための試験放送を区内全域で実
施します。ご理解、ご協力をお願い
します。
実施日時
　８月10日（水）午前11時ごろ（全国
一斉実施）

放送内容
　「これはＪアラートのテストです」
を３回、「こちらはぼうさいちゅう
おうです」を１回放送します。
◎ 携帯電話への緊急速報メールは配
信されません。
逢危機管理課危機管理担当
　☎（３５４６）５０８７

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
の全国一斉試験放送の実施

ワクチンパスポートのコンビニ交付
　７月下旬頃から、全国のセブンイ
レブンにて、予防接種証明書（ワク
チンパスポート）のコンビニ交付が
始まります。マイナンバーカードを
お持ちの方で、紙の接種証明書を必
要とする際にご利用いただけます
（海外用の接種証明書が必要な場合
は、あらかじめアプリなどによりパ
スポート情報の登録が必要です）。

対象のコンビニエンスストアは順次
拡大予定です。登録方法など、詳細
は茜にてご確認ください。
新型コロナワクチン接種証明書
アプリの画像保存機能の追加
　７月下旬頃から、新型コロナワク
チン接種証明書アプリにおいて、ア
プリで取得した接種証明書を書面の
接種証明書と同じ様式で画像保存す
る機能が追加されます。これにより、

保存された画像をご自身で印刷する
ことなどが可能となります。
共　通
　開始日時について、詳しくは茜で
お知らせします。
新型コロナワクチン３回目接種は
お済みですか？
　感染拡大防止および重症化予防の
観点から、初回接種（１・２回目）を
完了した全ての方が、３回目接種を

することが望ましいとされています。
　３回目接種を完了していない方は、
この機会に接種をご検討ください。
逢 中央区新型コロナワクチンコール
センター

　☎（０１２０）４２１０６２
茜 中央区新型コロナワクチン接種特
設サイト　

　 https://vaccine-chuo
city.jp/

予防接種証明書（ワクチンパスポート）のコンビニ交付および新型コロナ
ワクチン接種証明書アプリにおける画像保存機能の追加などのご案内


