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区からのお知らせ

！ 感染症防止対策
●

【重要なお知らせ】

下記の対策にご協力をお願いいたします。

新型コロナウイルスの感染状況によって
は、本紙および過去の「広報すぎなみ」掲載
の催しや募集の内容等が中止または延期にな
る場合があります。最新情報
は、各問い合わせ先にご確認
いただくか、区ホームページ
をご覧ください。

●体調不良時の利用自粛
●マスク着用や手洗い・手指消毒の励行
●ソーシャルディスタンスの十分な確保
●室内の定期的な換気
●大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の
自粛

生活・環境
西武鉄道新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続
立体交差化計画などの都市計画決定図書の縦覧
内 ①西武鉄道新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続
立体交差化計画の追加②西武鉄道新宿線（西武新宿
駅～上石神井駅間）の複々線化計画の廃止③西武鉄
道新宿線付属街路の追加④杉並区画街路（上井草駅
の駅前広場等）の追加▶縦覧場所 区都市整備部管
理課（区役所西棟5階）／①②は都都市整備局都市づ
くり政策部都市計画課（新宿区西新宿2-8-1）でも縦
覧可 問 ①②都都市整備局都市基盤部交通企画課☎
5388-3284③④区市街地整備課鉄道立体係
もうしで

都市計画の原案への公述申出と公聴会
内 対象計画案 住宅市街地の開発整備の方針▶対象区
域 特別区、市、瑞穂町、日の出町▶縦覧・申出書の
配布 都都市整備局都市づくり政策部都市計画課、区
都市整備部管理課（区役所西棟5階）
。申出書は都都市
整備局ホームページからも取り出せます▶縦覧期間
12月15日まで（土・日曜日を除く）▶公述申出対象
区域内に在住または計画案に利害関係のある方（1人
10分以内） 申 公述申出書を、12月15日（必着）まで
に都都市整備局都市づくり政策部都市計画課（〒1638001新宿区西新宿2-8-1）へ郵送・持参
◆公聴会（公述申出がある場合のみ）
時 4年1月20日㈭午後2時・7時 場 東京都議会議事堂
（新宿区西新宿2-8-1）

いずれも

問 都都市整備局都市づくり政策部都市計画課☎5388-

3336 他 詳細は都都市整備局ホームページをご覧く
ださい

都市計画道路補助132号線パネル展示（オープ
ンハウス）の開催
事業の概要や今後の進め方等、疑問や不明点に対
し区職員が説明し、質問等に答えます。また、西荻窪
駅周辺のまちづくりに関するこれまでの取り組み経過
や今後の進め方等についてもパネル展示を行います。
時 ①12月17日㈮午後2時～7時②19日㈰午後1時～6
時 場 ①西荻南区民集会所（西荻南3-５-23）②勤労
福祉会館（桃井4-3-2） 問 土木計画課 他 車での来
場不可

施設情報
阿佐谷地域区民センターの休館
移転準備のため、4年3月1日㈫～31日㈭は休館しま
す。休館期間中は、近隣の地域区民センター、区民集
会所、コミュニティふらっとなどの施設をご利用くだ
さい。
移転後の阿佐谷地域区民センター（阿佐谷北1-1-1）
は、4年4月18日から貸し出し開始予定です。施設申
し込みにあたっては、集会室等の施設内容に変更があ
るため、4年1月発行（更新）予定の「さざんかねっと
集会施設ガイドブック（第16版）
」または4年1月4日
以降に区ホームページをご覧ください。

問 地域課阿佐谷地域活動係☎3314-7435

◆すぎなみ協働プラザの移転
阿佐谷地域区民センター内にあるすぎなみ協働プラ
ザは、4年3月に産業商工会館（阿佐谷南3-2-19）内
に移転します。
問 地域課協働推進係☎3312-2381

募集します
杉並区奨学生（高校生対象）
内 貸付額（無利子） ①月額奨学金 公立校＝1万
7000円以内／私立校＝2万9000円以内②入学準備金
公立校＝10万円以内／私立校＝30万円以内▶返還
方法 卒業（貸し付け終了）の1年後～10年以内▶申
請期間 4年1月5日～3月2日（在学生の月額奨学金の
貸し付け申請は随時受け付け） 対 4年度に高等学校、
高等専門学校、専修学校（高等課程）に入学予定で、
区内に1年以上住み、独立の生計を営む保護者と同居
し、一定条件を満たした連帯保証人を立てることがで
き、経済的理由で修学が困
難な方（所得審査あり。他
から同様の奨学金を受ける
方を除く） 申 申請書（学務
課就学奨励担当〈区役所東
棟6階〉、区立中学校で12月
上旬から配布予定）を、同
担当へ持参 問 同担当

各種相談
内容

日時・場所・対象・定員ほか

申し込み・問い合わせ

住まいの修繕・増改築無料相談★

時 月・金曜日、午後1時～4時（12月24日・27日・31日、4年1月3日
を除く） 場 区役所1階ロビー

問 東京土建杉並支部☎3313-1445、区住宅課

建築総合無料相談会・ブロック塀
無料相談会★

時 12月7日㈫・21日㈫午後1時～4時 場 区役所1階ロビー 他 図面
などがある場合は持参。ブロック塀無料相談会は、ブロック塀の現
況写真等を持参

問 東京都建築士事務所協会杉並支部☎6276-9208、区市街地整備
課耐震改修担当

住宅の耐震無料相談会・ブロック
塀無料相談会★

時 12月8日㈬午後1時～4時 場 区役所1階ロビー 他 図面などがあ
る場合は持参。ブロック塀無料相談会は、ブロック塀の現況写真等
を持参

問 市街地整備課耐震改修担当

申 杉並マンション管理士会 HP http://suginami-mankan.org/から申
場 区役所1階ロビー 対 区内 し込み。または申込書（区ホームページから取り出せます）を、同
在住のマンション管理組合の役員・区分所有者等 定 3組（申込順） 会事務局 FAX 3393-3652へファクス 問 同事務局☎3393-3680、区
時 12月9日㈭午後1時30分～4時30分

マンション管理無料相談

住宅課空家対策係

行政書士による相談

時 12月10日㈮午後1時～4時 場 相談室（区役所西棟2階） 内 相
続・遺言・離婚・金銭問題等書類手続きに関すること 定 6名（申
込順） 他 1人30分

申 問 電話で、12月3日から東京都行政書士会杉並支部☎0120-567537（午前8時30分～午後5時〈土・日曜日、祝日を除く〉
）

行政相談★

時 12月10日㈮午後1時～4時 場 区政相談課（区役所東棟1階） 内
国の仕事等（年金・福祉・道路など）に関する苦情・相談

問 区政相談課

専門家による空家等総合無料相談

時 12月16日㈭午前9時20分・10時15分・11時10分 場 住宅課（区
役所西棟5階） 対 区内の空き家等の所有者等（親族・代理人を含
む） 定 各1組（申込順） 他 1組45分

申 電話で、住宅課空家対策係。または申込書（区ホームページから
取り出せます）を、12月14日（必着）までに同係 FAX 5307-0689へ郵
送・ファクス 問 同係

不動産に関する無料相談

時 12月16日㈭午後1時30分～4時30分

あきや

弁護士による土曜法律相談

時 12月18日㈯午後1時～4時
（申込順） 他 1人30分

場 区役所1階ロビー

場 相談室（区役所西棟2階） 定 12名

申 電話で、東京都宅地建物取引業協会杉並区支部☎3311-4937
（午前9時～午後5時〈土・日曜日、祝日を除く〉
） 問 同支部、区住
宅課
申 電話で、12月13日～17日に専門相談予約専用☎5307-0617（午
前8時30分～午後5時）
。または直接、区政相談課（区役所東棟1階）
で予約 問 同課

※★は当日、
直接会場へ。

凡例

時 日時

場 場所

問 問い合わせ

内 内容

他 その他

師 講師

対 対象 定 定員 費 参加費
（記載のないものは無料） 申 申し込み
（記載のないものは直接会場へ）
Eメールアドレス HP ホームページアドレス
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子育て・教育
就学通知書（入学のお知らせ）の発送
4年4月に区立小中学校へ入学する方を対象に、就
学通知書（入学のお知らせ）を12月9日㈭に発送しま
す。この通知は、入学式に持参してください。なお、
入学式の日時などは指定校に確認してください。
また、指定された学校へ入学することができない特
別な事情がある場合
は、就学通知書に同
封してある「令和4年
4月新入学児童・生徒
の保護者の方へ」を
確認の上、相談してく
ださい。
問 学務課学事係

採用情報

※応募書類は返却しません。

●詳細は、各募集案内参照。
●報酬は、3年度実績。
●勤務期間は、5回まで更新可。

会計年度任用職員
区立学校教員等
①スクール・サポート・スタッフ
内 教員の授業準備等の補助（教材の印刷・配布準備、
授業準備・片付けの補助等）▶勤務日時 原則、週2
日。月～金曜日の午前8時～午後5時のうち実働6時間
（原則、長期休業期間中を除く）▶勤務場所 区立小
中学校▶資格 4年4月1日時点18歳以上の方▶報酬
時給1083円
②理科支援員
内 理科授業での観察・実験等の補助、理科室の環境
整備ほか▶勤務日時 週2日。原則、月～金曜日の午
前8時～午後5時のうち実働6時間（原則、長期休業期
間中を除く）▶勤務場所 区立小学校▶資格 4年4月
1日時点18歳以上で高等学校卒業程度の学力を有する
方▶報酬 時給1188円
③補助教員
内 授業・特別活動の補助ほか▶勤務日時 月20日程
度。原則、月～金曜日の
午前8時～午後5時のうち
実働6時間（原則、長期休
業期間中を除く）▶勤務
場所 区立中学校▶資格
中学校教員（英語・数学）
免許状を有する方（取得
見込みを含む）▶報酬 時
給1416円
④副校長校務支援員
内 各種調査に対する回答案の取りまとめ、教職員の
勤怠管理の支援ほか▶勤務日時 週2日。原則、月～
金曜日の午前8時～午後5時のうち実働6時間（原則、
春季休業期間以外の長期休業期間中を除く）▶勤務
場所 区立小中学校▶資格 公立小中学校の教育管理
職・主幹教諭経験者▶報酬 時給1416円
⑤学校司書
内 学校図書館の運営業務（図書館開館、蔵書管理、
広報活動等）▶勤務日時 週5日。原則、月～金曜日
の午前8時～午後5時のうち実働6時間（土・日曜日、
祝日に勤務の場合あり）▶勤務場所 区立小中学校▶
資格 司書・司書補の資格を有する方、司書教諭の講
習を修了した方（取得・修了見込みを含む）▶報酬
時給1416円
内 勤務期間

格 社会福祉士・精神保健福祉士の資格を有する方
（取得見込みを含む）▶報酬 月額21万5424円

学校事務、栄養士

いずれも

4年4月1日～5年3月31日（予定）▶募集
人数 若干名 申 申込書（教育人事企画課〈区役所
東棟6階〉で配布。区ホームページからも取り出せま
す）に③は教員免許状の写し⑤は司書・司書補の資
格、司書教諭の講習修了を証明するものの写し（い
ずれも取得・修了見込みの方は後日提出）を添えて、
12月14日（必着）までに同課へ郵送・持参 問 同課
※申し込みは「広報すぎなみ」の発行日からとなります。
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。

①学校事務
内 勤務場所 区立小中学校▶募集人数 15名程度▶報
酬 月額14万9472円
②栄養士
内 献立の作成、給食指導ほか
▶勤務場所 区立小中学校、
区立保育園、区立子供園、区
立小規模保育事業所▶資格
栄養士免許を有する方（取
得見込みを含む）▶募集人数
5名程度▶報酬 月額21万
4464円
内 勤務期間

いずれも

4年4月1日～5年3月31日▶勤務日時 月
16日。原則、月～金曜日の午前8時15分～午後4時45
分（土・日曜日、祝日に勤務の場合あり〈②区立保育
園、区立子供園、区立小規模保育事業所は原則、午
前8時30分～午後5時15分〉
） 申 申込書（庶務課教職
員係〈区役所東棟6階〉、②は保育課管理係〈東棟3
階〉でも配布。いずれも区ホームページからも取り出
せます）に②は栄養士免許証の写し（または取得見込
み証明書）を添えて、12月21日（必着）までに庶務
課教職員係へ簡易書留で郵送・持参 問 庶務課教職
員係（②は保育課管理係でも可）

一般事務（都市整備部管理課職員）
内 用途地域の案内に関する窓口業務および電話応対

ほか▶勤務期間 4年4月1日～5年3月31日▶勤務日時
月16日。原則、月～金曜日の午前8時30分～午後5
時15分▶勤務場所 都市整備部管理課▶募集人数 1
名▶報酬 月額18万5856
円 申 申込 書（ 都 市 整
備部管理課〈区役所西棟
5階〉で配布。区ホーム
ページからも取り出せま
す）を、12月24日（必着）
までに同課庶務係へ簡易
書留で郵送・持参 問 同
係

済美教育センター職員等
①一般事務
内 パソコンによる文書・データ作成入力管理事務、
庶務事務、教育事務ほか▶勤務日時 月16日。原則、
月～金曜日の午前8時30分～午後5時15分（土・日曜
日、祝日に勤務の場合あり）▶勤務場所 同センター
▶報酬 月額18万5856円
②理科教育担当
内 小中学校教育課程の理科実験観察授業などの指導
支援業務ほか▶勤務日時 月16日。原則、月～金曜日
の午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日、祝日に
勤務の場合あり）▶勤務場所 同センター、区立小中
学校▶報酬 月額18万5856円
③教育相談員（心理職）
内 教育相談業務、不登校相談支援業務▶勤務日時
月16日。原則、月～土曜日の午前8時30分～午後5時
15分（火・木曜日は午前10時30分～午後7時15分の
場合あり）▶勤務場所 同センター、区内適応指導教
室▶資格 臨床心理士（臨床心理学系を含む）の資
格を有する方（取得見込みを含む）▶報酬 月額21万
5424円
④教育指導員
内 教育指導員（小学校全科、中学校英語・数学・国
語・理科・社会）▶勤務日時 月16日。原則、月～金
曜日の午前8時30分～午後5時15分▶勤務場所 区内
適応指導教室▶資格 小学校教員（全科）
・中学校教
員（英語・数学・国語・理科・社会）免許状を有する
方（取得見込みを含む）▶報酬 月額18万5856円
⑤スクールソーシャルワーカー
内 勤務日時 月16日。原則、月～土曜日の午前8時30
分～午後5時15分（火・木曜日は午前10時30分～午
後7時15分の場合あり）▶勤務場所 同センター▶資

いずれも

内 勤務期間

4年4月1日～5年3月31日（予定）▶募集
人数 若干名 申 申込書（区ホームページから取り出
せます）を、4年1月4日（必着）までに済美教育セン
ター①②管理係③～⑤教育相談担当（〒166-0013堀
ノ内2-5-26）へ簡易書留で郵送・持参 問 ①②同係
☎3311-0021③～⑤同担当☎3311-1921

保育士等、看護師
①保育士②子供園保育職
内 勤務場所 区立保育園、区立小規模保育事業所、
区保育室、区定期利用保育施設、区立子供園のいず
れか（年度途中を含め異動と
なる場合あり）▶資格 保育
士の資格を有し（②は幼稚園
教諭普通免許状を有する方も
可）、都道府県知事の保育士
登録を受けている方（取得・
登録見込みを含む）▶募集人
数 ①若干名②10名程度▶報
酬 月額18万5856円
③看護師
内 園児の健康管理、健康指導、応急処置等▶勤務場
所 区立保育園、区立小規模保育事業所、区立子供
園のいずれか（年度途中を含め異動となる場合あり）
▶資格 看護師免許証を有する方（取得見込みを含
む）▶募集人数 若干名▶報酬 月額22万2144円
内 勤務期間

いずれも

4年4月1日～5年3月31日▶勤務日時 月
16日。月～土曜日の午前7時30分～午後7時45分（区
立子供園は午後6時45分まで）のうち実働7時間45分
（シフト制。日曜日、祝日に勤務の場合あり） 申 申込
書（保育課管理係〈区役所東棟3階〉で配布。区ホー
ムページからも取り出せます）に①②保育士証②また
は幼稚園教諭普通免許状③看護師免許証の写し（い
ずれも、または取得見込み証明書）を添えて、4年
1月7日（必着）までに同係へ簡易書留で郵送・持参
問 同係

その他
杉並区手話通訳者認定試験
時 4年1月30日㈰午前9時

場 区役所第4会議室（中棟

6階）ほか
題）、二次試験（書き取り通訳、手話表現問題、面接
〈一次試験合格者のみ〉
） 対 区内在住・在勤の18歳以
上で、次の①②いずれかに該当する方①杉並区手話
講習会手話通訳者養成基本クラス以上の修了者。ま
たは東京都手話通訳者等養成講習会地域手話通訳者
クラスの修了者②①と同等レベルの他区市町村の手話
通訳者養成クラスの修了者。または同等の知識および
技術を有する方 申 はがき（12面記入例）に手話歴
（どこの手話講習会をいつ
修了したか、手話サーク
ル名、経験年数など）、在
勤の方は勤務先名も書い
て、12月17日（必着）ま
でに障害者生活支援課
問 同課 他 合格後の条件
あり。詳細は、区ホーム
ページ参照
内 一次試験（書き取り通訳、手話表現問

審議会等のお知らせ

生活安全協議会
時 12月17日㈮午前10時～正午 場 区役所第3・4
委員会室（中棟5階） 内 安全で快適なまちをつく
るための環境美化・防犯などについて 問 環境課

杉並区役所  ☎3312-2111（代表） 〒166-8570阿佐谷南1-15-1
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区民等の意見提出手続き（パブリックコメント）の結果をお知らせします

マイナンバー制度
健康増進事業の実施に関する事務の「特定個人情報保護評価書（案）」
予防接種に関する事務の「特定個人情報保護評価書（案）」
て つづき

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）」に基づき、「広報すぎなみ」8月1日号などで
「特定個人情報保護評価書（案）
」を公表し、皆さんからご意見を伺いました。意見募集の結果は以下のとおりです。
●対象事務＝①健康増進事業の実施に関する事務②予防接種に関する事務
●意見提出期間＝8月1日～31日
●ご意見はありませんでした
結果報告書等は、①杉並保健所健康推進課健診係②杉並保健所保健予防課保健予防係（いずれも荻窪5-20-１）①②区政資料室（区役所西棟2階）、区民事
務所、図書館で12月31日まで閲覧できます（各閲覧場所の休業日を除く）。または区ホームページ（トップページ「区民等の意見提出手続き〈パブリックコメン
ト〉
」）でも閲覧できます。
問 ①杉並保健所健康推進課健診係☎3391-1015②杉並保健所保健予防課保健予防係☎3391-1025

税務署からのお知らせ

3年分確定申告から、さらに広がる自動入力！

2年分の所得税確定申告から、マイナポータルと国税庁ホームページ内の
「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、生命保険料控除証明書や住宅
ローン控除関係等の情報をまとめて入手でき、申告書の所定の項目に自動入力
できます。それが、マイナポータル連携（※1）です。
これにより、控除証明書の内容の入力が不要となるほか、控除額が自動計
算されるなど、簡単・便利に申告書を作成・送信することができます。

さらに、3年分の所得税確定申告からは、ふるさと納税、地震保険、医療費
（※2）も自動入力の対象となりました。自動入力対象は、今後さらに拡大して
いく予定です。
所得税の確定申告を行うにあたっては、自宅等からのe-Taxと併せ、ぜひマ
イナポータル連携もご利用ください。

※1 マイナポータル連携には、事前設定が必要です。詳細は、国税庁ホームページ（右2次元コード）でご確認ください。
※2 医
 療費について、3年分の所得税確定申告では、9～12月分の医療費通知情報（保険診療分）が、4年2月上旬にマイナポータルか
ら取得可能となる予定です（4年分以降は、1年間を通した医療費通知情報〈保険診療分〉が取得可能となる予定です）
。
問 杉並税務署☎3313-1131、荻窪税務署☎3392-1111

区民の
声から

区民の皆さんからいただいた声と、それに対する区からの回答の一部を掲載します。
—— 問い合わせは、区政相談課へ。

◇病児保育拡大について

子どもが発熱した際に、保育園に預かってもらえな
かったので病児保育に連絡しました。しかし、区内に
ある3施設ともキャンセル待ちで、結局順番は回ってこ
ず利用できませんでした。

◇回答
病児保育の受け入れ拡大に関しては、区民の皆さんからのご要望が多く、
今後の重要課題の一つと認識しています。
区はこうした要望を受けて、7月19日に新規の病児保育室を1カ所開設し、

区全域で、病児保育の定員が3施設で22名しかな
いのは、少な過ぎます。このような状況では、共働き
で子どもを育てていくのは難しいです。民間の病児保
育も調べましたが、高額で利用できません。病児保育
の定員を増やしてください。

既存の3施設と合わせて28名の定員枠を確保しています。
今後の拡充についても、利用状況や区民ニーズを踏まえて、引き続き検
討していきます。

（担当 子ども家庭部保育課）

区政への主なご意見・ご要望と区からの回答の概要は、区ホームページ「区長への手紙」（区政へのご意見・ご要望）→「区政への主な意見と回答」からご覧になれます。

特別弔慰金の請求手続きは
お済みですか
広告
※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。

内 戦没者等の死亡当時のご遺族で、2年4月1日（基準日）に公務扶助料

や遺族年金を受けている方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合、先
順位のご遺族1名に額面25万円、5年償還の記名国債を支給▶請求期限
5年3月31日▶受付時間 午前9時〜午後4時 問 保健福祉部管理課地
域福祉係 他 来庁前に同係へ要連絡
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「外出をサポートするおでかけガイド
～付き添い編」を発行しました

「病院、散歩や買い物などへ出掛ける時に誰かに付き添ってほしい」
、そんな方のために、付き添いを行ってい
る事業所や団体の情報をまとめた冊子です。対応可能な介助の程度・料金などを掲載しています。
――― 問い合わせは、杉並区外出支援相談センターもび～る☎5347-3154へ。
配布場所

杉並区外出支援相談センターもび～る（荻窪5-18-11）
、各地域包括支援センター（ケア24）
、障害者施策課
（区役所東棟1階）
、介護保険課（東棟3階）

ご協力をお願いします

交通・まちづくりアンケート
調査を実施します

「交通・まちづくり」をテーマに、今後の区内交通のあり方やまち
づくりの検討に活用するためのアンケート調査を下記のとおり実施し
ます。区内全域を対象に、無作為抽出した方へ調査票を送付します
ので、お手元に届いた方はご協力をお願いします。

――― 問い合わせは、都市整備部管理課交通企画担当へ。
発送日

12月1日㈬

12月15日（消印有効）

返送期限

※調査目的以外には使用しません。

「すぎなみくらしの
便利帳」を改訂しました
――― 問い合わせは、広報課報道係へ。
区の取り組みや防災情報、施設一覧な
どを掲載した、元年度版「すぎなみくらし
の便利帳」を改訂しました。転入者や希
望者用に区役所や区民事務所で配布して
います。
すぎなみくらしの便利帳
は、区ホームページ（右2
次元コード）からもご覧い
ただけます。

図柄入り杉並ナンバープレートを
交付しています

▲最新版「すぎなみ
くらしの便利帳」

なみすけ・ナミーと
一緒にドライブしよう♪

区は、平成26年11月に、国土交通省のいわゆるご当地ナンバーとして「杉並ナンバー」を導入しました。この「杉並ナンバー」のさらなる
発展のため、なみすけとナミーがデザインされた図柄入りのナンバープレートを交付しています。ぜひお申し込みください。
――― 問い合わせは、産業振興センター観光係☎5347-9184へ。
交付料金

その他

登録自動車 7380円
軽自動車 7440円
※交付料金のほか、1000円以上の寄附をするとフルカラーのナンバープレートを選択できます。
寄附なしの場合はモノトーンのナンバープレートです。
※自動車販売ディーラーや整備工場に手続きを依頼する際は、別途手数料がかかる場合があり
ます。依頼先にご確認ください。

申し込み方法

●新車・中古車購入時だけでなく、既に所有している
車にも取り付け可能です。今の番号のまま取り換え
ることができます（一部、番号変更が必要な場合
あり）
。
●寄附金は、日本デザインナンバー財団が管理し、区
の交通改善や観光振興に資する取り組みに充てられ
ます。

もうしこみ

全国自動車標板協議会「図柄ナンバー申込サービス」ホームページ（右2次
元コード）から申し込み。または、自動車販売ディーラー・整備工場にご相談く
ださい。

新型コロナウイルス感染症
発熱等の症状がある場合は、まずは 電話でかかりつけ医へ ご相談ください。

◆かかりつけ医がいない、
相談する医療機関に迷う場合は
右記に電話してください。

杉並区受診・相談センター
☎ 3391-1299

午前9時〜午後5時 土・日曜日、祝日を除く

広告
※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。

東京都発熱相談センター
☎ 5320-4592
24時間〈年中無休

