診療日
受付時間

9

30 30

31

ＴＥＬ
（５２４６）１２４９

国民健康保険課後期高齢者医療
係 ＴＥＬ
（５２４６）１２５４
介護保険課給付担当
※受診票を紛失した場合は左記問
合せ先へ

▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課
健サービス課

更年期や月経障害・不妊などで
お悩みの方
▽申込み・問合せ 台東保健所保

（題名「高齢者の地域支援にどのように取り組んでいきたいか」
800字程度）を下記へ郵送。※詳しくは、区HP「採用情報」をご
覧ください。 申込締切日 2月15日㈪（必着） 問合せ 〒110−8615
台東区役所介護予防・地域支援課 TEL （5246）1225

ＴＥＬ
（３８４７）９４９７

業務内容 介護予防に関する各種事業・高齢者やその家族に対する相
対象 保健師・看護師・社会福祉士いずれかの有資格者
雇用期間 4月1日～4年3月31日
勤務日時 月16日（土・日曜日・祝
日は除く）午前8時30分～午後5時15分 勤務地 区役所本庁舎
給与 月額237,223円、期末手当（支給要件あり）
、別途交通費支給
申込方法 履歴書（自筆・顔写真貼付）
、各資格証明書（写）、作文

談業務

ＴＥＬ
（３８４７）９４４９

会計年度任用職員募集

元年８月１日～２年７月 日に
健康保険の一部負担金と介護保険

の利用者負担額の合計が、高額に
なったとき、高額介護合算療養費
・高額医療合算介護サービス費等

飲 食 店 等の皆さんへ～ 喫
煙 目 的 店（ 室 ）について
の留意事項～

30

専門医によるぜん息やア
トピー等のアレルギー相
談

▽日時 ２月 日㈮午後１時 分
～４時（１人 分）
▽場所 台東保健所４階

▽対象 区内在住の方
▽定員 ６人（先着順）
▽講師 アレルギー専門医

▽申込み・問合せ 台東保健所保
健予防課
ＴＥＬ
（３８４７）９４９２

女 性 医 師 に よる 女 性 の た
めの健康相談「婦人科」
（予約制）

▽日時 ３月８日㈪午後２時～４
時（１人 分程度）
▽場所 台東保健所４階
▽対象 区内在住か在勤の女性で、

26

または左記問合せ先へ

11

ごみの分け方、出し方について

30

▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課
ＴＥＬ
（３８４７）９４８１

10

飲食や遊技等、喫煙以外の行為
を主な目的とする施設は喫煙目的

日

30

あなたの体の健康度、チェ

10

施設に該当せず、
喫煙目的店（室）
を設置することはできません。ま
た、たばこの出張販売許可の手続
きを行っても喫煙目的施設にはな

３月

20

れませんのでご注意ください。
▽問合せ 東京都受動喫煙防止対
策相談窓口
ＴＥＬ
（０５７０）０６９６９０
台東保健所生活衛生課
ＴＥＬ
（３８４７）９４０１

日

実施会場
台東保健所
浅草保健相談センター
事業名
２歳児歯科健康診査
24日午前9時～10時
TEL (3847) 9449
（予約制）
9日 (個別)
午前8時45分～正午
23日 (個別)
17日 (個別）
午前9時30分～10時30分
午前9時30分～10時30分
発達相談（予約制）
TEL （3844）8172
25日 (集団)
午前9時50分～11時
TEL （3847）9497
産婦歯科健康診査
12日午後1時～2時
TEL （3847）9449
（予約制）
2・24日
4 ･ 18日
歯科衛生相談
午後1時30分～2時30分
午後1時30分～2時30分
区内在住の方（予約制） TEL
※予約は左記
(3847) 9449
3日午後3時～4時30分
こころの健康相談
1 ･ 22日午後1時15分～2時
10日午前10時30分～正午
区内在住・在勤の方
45分、8日午前9時30分～
TEL (3847) 9497
(予約制・前日までに)
11時 TEL (3844）8172
10日午後3時～5時
発達障害個別相談
23日午前9時30分～11時30分
（成人向け・予約制）
TEL (3847) 9405
HIV即日検査
10・24日午後1時～2時30分
（予約制・採血）
予約専用電話 TEL (3843) 5751
5･15日午前10時～午後3時30分
栄養相談（予約制）
25日午前10時～正午
TEL (3847) 9440
ハローベビー学級
日程等、詳しくは区HP をご覧になるか下記へ
（両親学級・予約制）
浅草保健相談センター TEL （3844）8177

歯科基本健康診査はお済
みですか

３月

3月の保健所・保健相談センターの事業案内

31

は台東清掃事務所
ＴＥＬ
（３８７６）５７７１
台東区清掃リサイクル課
ＴＥＬ
（５２４６）１０１８

31

受診期限は、３月 日㈬までで
す。期限間際は、医療機関が大変
混み合う場合があります。まだ健
診を受けていない方は、早めに受
診してください。

３月７日 ３月 日 ３月 日

複数の加入歴がある方がいる世帯
には、原則として申請書を送付で
きません。支給対象になると思わ
れる方は左記へお問合せください。
・２年７月 日時点で、会社など
の保険に加入していた方
加入していた健康保険にお問合
せください。
※詳しい自己負担限度額等につい
ては、２年７月 日時点で、加
入していた健康保険または介護
保険にお問合せください。
※一定の期間を過ぎると時効によ
り、給付できなくなります。早
めの手続きをお願いします。
▽問合せ 国民健康保険課給付係
ＴＥＬ
（５２４６）１２５３

日

31

粗大ごみを出す場合は粗大ごみ
受付センター

19

ＴＥＬ
（５２９６）７０００

2

を支給します。該当する方には申
ックしてみませんか？
請書を順次発送します（国民健康
（予約制）
保険は２月下旬、後期高齢者医療
▽日時 ３月９日㈫午前 時 分、 は３月中旬）
。
時、 時 分、 時（各 分
なお、この期間内に社会保険へ
程度）
の加入や、健康保険・介護保険に

10

健康

▽定員 各３人（先着順）
▽内容 血圧、握力、骨密度（素
足で測定）
、血管年齢、物忘れ
度の測定、結果説明と助言
▽申込開始日時
月 日㈮午前
時
▽申込み・問合せ 国民健康保険
課 ＴＥＬ
（５２４６）１２５１

日 ２月

▽場所 台東保健所３階大会議室
▽対象 台東区の国民健康保険か
後期高齢者医療制度の加入者

31

高額医療・高額 介 護合算
療 養 費 等の申 請 書 を 順 次
発送します

日 ２月 日 ２月 日 ２月

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」で都内の医療機関の診療案内や
診療時間などを診療科目別・地域別に調べることができます。毎日24時間
TEL （5272）0303 URL https://www.himawari.metro.tokyo.jp/
東京消防庁救急相談センター 毎日24時間
TEL ＃7119（プッシュ回線）
（ダイヤル回線からは TEL 3212－2323）

がん検診はお済みですか

２月

医療
情報

内科 午前9時～午後10時 歯科 午前9時～午後5時
所在地
電話番号
浅草5－64－8 フュージョナル浅草フォレスト101（3874）5341
谷中3－13－10
（3823）1261
浅草橋3－3－2
（3851）3074
浅草5－57－8
（3875）0157
谷中3－13－8 カーサ・サトウ101（5809）0961
花川戸1－13－15
（6231）7581
根岸3－12－14
（5603）7161
根岸4－1－28
（3874）6433
花川戸1－13－16 濱松ビル1階（6231）7066
根岸3－9－18
（3872）5349
蔵前1－8－6
（3864）8998
池之端2－5－44
（3821）3915
浅草橋1－36－4
（3866）0002
蔵前1－8－6
（5839）2068
柳橋1－20－4 深代ビル3階（3862）4188
上野7－7－7 早稲田ビルヂング2階（5830）1201
根岸4－1－28
（3874）6433
浅草橋1－30－9
（5829）8611
浅草7－3－8
（5824）9090
三ノ輪2－12－12
（3801）6180
浅草橋1－32－6
（5835）4618
浅草7－3－6 タテマツビル1階（6802）3673
花川戸1－14－18 1階（3844）0668
下谷2－4－2
（3875）2761
根岸4－1－28
（3874）6433
花川戸1－13－16 濱松ビル1階（6231）7066
下谷2－3－5
（3873）4735
浅草橋1－25－5 小川ハイム201（3861）2429
北上野1－9－13 高松ビル1階（5828）3007
浅草橋1－9－12 浅草橋駅前ビル4階 （3851）6408
浅草橋1－25－5
（5809）3698
北上野1－1－11
（6231）7680
日本堤1－6－11
（3876）1718
東上野5－1－3 2階 （5830）3112
根岸4－1－28
（3874）6433
日本堤1－5－3
（5808）7944
蔵前3－4－9 蔵ビル3階（5809）2416
上野3－16－4 2階
（5818）7070
元浅草1－6－7
（3844）0796
蔵前3－4－9
（5829）8941
上野3－17－5
（3831）5441
千束1－4－11
（3872）0153
上野2－11－10 小島ビル4階（3832）0076
根岸4－1－28
（3874）6433
浅草6－9－2 コレクションホースロード2階（6802）4970
根岸5－16－8
（3873）1202
元浅草4－6－5 今井ビル1階（3841）4888
浅草6－9－2
（6802）4089
根岸5－22－11
（3874）4750

・国民健康保険または後期高齢者
医療制度に加入している世帯の方

２月７日

診療対象 内科、歯科の患者 診療時間
月日
当番医・薬局
内科 聖愛クリニック
内科 谷中クリニック
歯科 加藤歯科医院
薬局 川元薬局
薬局 万代薬局 谷中店
内科 浅草ハートクリニック
内科 かとう医院
台東区歯科医師会歯科診療所
歯科
11
薬局 浅草わかば薬局
薬局 レーメイ堂薬局
内科 蔵前内科クリニック
内科 吉田産婦人科医院
14 歯科 柳川歯科医院
薬局 アールR薬局
内科 江戸通り おだ内科・皮フ科
内科 東京ユニリバースクリニック
21 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所
薬局 南山堂薬局浅草橋駅前店
内科 加藤メディカルクリニック
内科 同善会クリニック
23 歯科 浅草橋歯科医院
薬局 アトム調剤薬局
内科 柳澤総合内科医院・浅草
内科 金井クリニック
台東区歯科医師会歯科診療所
歯科
28
薬局 浅草わかば薬局
薬局 西村薬局
内科 小川こどもクリニック
内科 上野なかのクリニック
歯科 腰原歯科クリニック
薬局 マザーズファーマシー
薬局 竹内薬局 上野店
内科 椿診療所
内科 上野浅草通りクリニック
14 歯科 台東区歯科医師会歯科診療所
薬局 町の薬局
内科 蔵前かとう内科クリニック
内科 あさひ上野クリニック
歯科
加藤歯科医院
20
薬局 薬局日本メディカル
薬局 上野薬局
内科 塩川内科医院
内科
上野医院
21
歯科 台東区歯科医師会歯科診療所
内科 あおぞら浅草クリニック
内科 武内クリニック
28 歯科 半田歯科医院
薬局 あけぼの薬局 浅草店
薬局 平和堂薬局

受診期限は、３月 日㈬までで
す。期限間際は、医療機関が大変
混み合う場合があります。まだ検
診を受けていない方は、早めに受
診してください。
・肺がん・大腸がん 「総合健康診
査のご案内」に記載の医療機関
に電話予約し受診してください。
・胃がん・乳がん・子宮頸がん チ
ケットに同封している医療機関
に電話予約し受診してください。
※チケットを紛失した場合は再発
行しますので、区ＨＰから申請、

ご利用に
あたって

環境
リサイクル

診療対象

永寿総合病院内 東上野2－23－16 TEL （3833）8381
※1階救急外来受付にお越しください。
小児科（15歳以下の子供）※小児科医が診療を行います。
月～土曜日 午後6時45分～9時45分（日曜・祝日・年末年始・お
盆を除く)
日曜・祝日・年末年始 午前8時45分～午後9時45分
※こどもクリニック診療時間外に永寿総合病院の小児科を受診する
場合は、別途「選定療養費」の負担が生じることがあります。※治
療すれば帰宅できるような子供を対象としています。※薬は原則１日
分の処方です。翌日には ｢かかりつけ医｣ の診療を受けてください。

第 1270 号

２ 月 は「 不 適 正 搬 入 防 止
月間」です～正しいごみ
の排出にご協力を ～

場所

30

規定外のごみや、水銀などの有
害物質を含むごみが、燃やすごみ

台東区準夜間・休日こどもクリニック

に混入すると、焼却炉が停止する
事故が発生し、ごみの収集時間が
遅れるほか、復旧までに多大な時

2・3月の夜間・休日診療当番医・当番薬局

新型コロナウイルス感染症対策として、時間を分けてのご来院をお願いする
場合があるため、台東区準夜間・休日こどもクリニックおよび夜間・休日診
療を受診される際は、必ず事前に電話してください。
・都合により、当番医を変更することがあります。台東区夜間・休日診療案内
（ TEL 5246−1277）でお確かめになるか、当番医へお問合せください。
・携帯端末でも当番医を調べることができます。https://www.city.taito.lg.jp/m/

間と費用がかかります。ごみ出し
のルールを守り、清掃工場の安全
で安定した運営にご協力をお願い
します。
※金属製品やガラス製品、水銀を
使用している血圧計や体温計は
燃やさないごみです。
※１辺の長さが センチメートル
を超えるごみは粗大ごみになり
ますので、粗大ごみ受付センタ
ーへ申込んでください。
▽問合せ 清掃工場のごみの受入
基準については東京二十三区清
掃一部事務組合
ＴＥＬ
（６２３８）０７３２

（5） 令和3（2021）年 2月5日

広報

【家庭の省エネヒント】 カーペットやこたつの下に断熱マットを敷くと、熱が床側に逃げないので効率的に温めることが出来ます。（出典 東京都「家庭の省エ
ネハンドブック」
）
〈台東区環境課 TEL 5246－1281〉

