
内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 診療科目 休診日
立石・東立石・四つ木・東四つ木・宝町
立石整形外科 立石1-15-3 03-5671-3135 整・リハ・リウ 日、祝
すみ皮ふ科 立石1-15-5-2F 03-5670-0707 皮 水、日、祝
みずほ眼科 立石1-15-5-3F 03-5654-7086 眼 日、祝
かが内科クリニック 立石1-15-5-4F 03-3693-3266 内・呼内・リウ・糖内 日、祝
なかむらケアクリニック 立石1-16-3 03-3697-6789 内・皮・美皮・形 日、祝
自然堂鈴木クリニック 立石2-28-6-101 03-3697-7660 内・心療・アレル・皮 日、祝
葛飾健診センター 立石2-36-9 03-3693-7676 内 月、土、日、祝
立石内科クリニック 立石3-18-5 03-5654-3037 内・小 木、日、祝
立石おしだ眼科 立石4-20-9 03-6427-6292 眼 水、日、祝
大浦耳鼻咽喉科医院 立石4-21-9 03-3691-1487 耳鼻咽 水、日、祝
立石こころクリニック 立石4-26-9 03-3697-6488 精 水、日、祝
平野整形外科内科医院 立石4-27-10 03-3693-5440 整・内・皮 木、日、祝
岩﨑内科医院 立石4-30-12 03-3693-6930 内 木、日、祝

平成立石病院 立石5-1-9 03-3692-2121
内・外・整・脳外・呼内・呼外・消
内・消外・循内・泌・麻・リハ・形・
肛外・皮・耳鼻咽・神内

日、祝

平成立石ペンギンクリニック 立石5-7-3 03-3693-3131
内・外・皮・消内・消外・呼内・呼
外・循内・脳外・泌・整・肛外・形・
神内

日、祝

さくら通り整形外科 立石6-5-6 03-5670-3939 整・リハ 木、日、祝
わたホームクリニック 立石6-8-1-2F 03-6662-8514 内（在宅医療） 土、日、祝
竹島皮フ科医院 立石6-20-10-2F 03-3695-6746 皮 木、日、祝
とおたけ産婦人科 立石6-34-11 03-3691-0858 産・婦 日、祝
遠武内科小児科医院 立石6-34-12 03-3693-8821 内・小・アレル 木、日、祝
かつしか内科
リウマチクリニック 立石6-38-8-2F 03-3693-1361 内・リウ 木、日、祝

東立病院 立石6-38-13 03-3693-1515 内・消内・呼内・循内・人 日、祝

診療科目　内-内科、外-外科、小-小児科、小外-小児外科、眼-眼科、耳鼻咽-耳鼻咽喉科、胃-胃腸科、皮-皮膚科、美
皮-美容皮膚科、消-消化器科、消内-消化器内科、消外-消化器外科、呼-呼吸器科、呼内-呼吸器内科、呼外-呼吸器外
科、循-循環器科、循内-循環器内科、産婦-産婦人科、産-産科、婦-婦人科、放-放射線科、脳内-脳神経内科、脳外-脳神
経外科、泌-泌尿器科、整-整形外科、肛-肛門科、肛内-肛門内科、肛外-肛門外科、歯-歯科、小歯-小児歯科、矯歯-矯正
歯科、歯口外-口腔外科、精-精神科、神-神経科、気-気管食道科、麻-麻酔科、形-形成外科、美外-美容外科、神内-神経
内科、心外-心臓血管外科、リハ-リハビリテーション科、リウ-リウマチ科、アレル-アレルギー科、心療-心療内科、
内視-内視鏡科、乳外-乳腺外科、糖内-糖尿病内科、腎内-腎臓内科、肝内-肝臓内科、肝外-肝臓外科、血外-血管外
科、人-人工透析科
　この他にも診療する科目がある場合があります。また、上記の診療科目順で掲載しています。詳しくは各医療
機関にお問い合わせください。

は車いすで利用できる施設です。
▷休日応急診療所・平日夜間こどもクリニック 4ページをご覧ください。
▷24時間医療機関案内 4ページをご覧ください。
▷救急医療機関 5ページをご覧ください。

病院・診療所

医療機関・接骨院・薬局

ダイヤルガイド・ファクスガイド
（ファクスガイドは、200・201ページになります。）
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 診療科目 休診日
立石中央クリニック 立石7-3-4 03-5672-2225 内・小・消内・肛外・内視・乳外 水、祝
晴山クリニック 立石7-5-7 03-5671-1355 内・外・小 木、日、祝
立石医院 立石7-24-4 03-3691-0251 内・循内 木、日、祝
小方整形外科 立石8-1-2 03-3693-7111 外・整・リハ 日、祝
高橋内科クリニック 立石8-1-2-2F 03-6657-7081 内・小・循内 水、日、祝
立石腎クリニック 立石8-1-2-2・3F 03-5672-2151 人 日
オシダ眼科クリニック 立石8-1-2-3F 03-3694-7123 眼 水、日、祝
片根医院 立石8-3-4 03-3691-0056 内・小・胃・皮 日、祝
エマオ耳鼻咽喉科医院 立石8-9-6 03-3693-0863 耳鼻咽 木、日、祝
東京フェリシアレディース
クリニック 立石8-9-6 03-3691-9931 皮・産婦 日、祝

東立石内科クリニック 東立石1-1-8 03-3696-1177 内・循内 水、日、祝
レッツメディカルガーデン
クリニック東立石 東立石2-18-4 03-5671-5535 内・精 土、日、祝

菊島小児科医院 東立石3-24-16 03-3697-1556 小 木、日、祝
さくら耳鼻咽喉科クリニック 東立石3-25-12-101 03-5654-3387 耳鼻咽 木、日、祝
髙橋眼科医院 東立石4-43-7 03-3691-2932 眼 日、祝、第1・3・4・5水
安田クリニック 東立石4-45-16-1F 03-3695-0754 内・皮・呼内 日、祝
石川内科医院 四つ木1-15-14 03-5672-2115 内・リウ 日、祝
ＯＨＡＮＡキッズ・ファミリー
クリニック 四つ木1-47-10 03-3693-2222 小児科、内科 日、祝

よつぎ整形外科内科 四つ木1-47-12 03-5698-7715 内・皮・消内・循内・泌・整・リハ 日、祝
よつぎ眼科クリニック 四つ木2-6-21-1F 03-6657-6801 眼 水、日、祝
大鳥医院 四つ木3-14-13 03-3693-7160 内 木、土、日、祝
篠原診療所 四つ木4-15-15 03-3697-0765 内・消内・糖内 日、祝
ひきふね整形外科クリニック 四つ木5-11-10 03-5698-7030 整・リハ・リウ 水、日、祝
平木こどもクリニック 東四つ木1-20-2 03-5671-0577 小 木、日、祝
平木クリニック 東四つ木3-23-18-2F 03-5672-5663 内・循・心療 木、日、祝
渋江片根医院 東四つ木4-35-18 03-3697-1783 内・小・皮 木、日、祝
都立東大和療育センター分園
よつぎ療育園 東四つ木4-44-1-101 03-5670-5131 （障害のある方のみ）内・小・整・

リハ 日、祝、第1・3・5土

四ツ木診療所 東四つ木4-45-16 03-3694-1661 内・皮・泌 日、祝
宮川産婦人科 東四つ木4-49-10 03-3694-1020 産婦 日、祝
やすだ耳鼻いんこう科
クリニック 宝町1-1-1 03-5672-2202 耳鼻咽 日、祝

梶原医院 宝町2-23-3 03-3691-1025 内・皮・小 木、日、祝
たからまち整形外科 室町2-23-3-1Ｆ 03-6657-6327 整・リハ 水、日、祝
たからまち眼科 室町2-23-3-2Ｆ 03-6657-7657 眼 日、祝

お花茶屋くじら皮膚科 宝町2-33-17 03-5670-8612 皮・アレル・小児皮膚科・美容皮
膚科 水、日、祝

黒川クリニック 宝町2-34-13-112 03-3694-8675 内・小・精 水、日、祝
お花茶屋こどもクリニック 宝町2-34-13-115 03-5654-9462 小 水、日、祝
みやざわハートクリニック 宝町2-34-16-4F 03-6231-2997 内・循内 日、祝、第1・3・5水
堀切・東堀切・小菅・お花茶屋
小村肛門科医院 堀切2-9-7 03-3697-3917 肛 金、日
宮澤医院 堀切2-13-9 03-3697-4163 内・小 日、祝
佐久間レディース&ファミリア
クリニック 堀切2-54-16 03-3691-0371 内・小・産婦 水、日、祝

新葛飾ロイヤルクリニック 堀切2-66-17 03-3697-8333 内・皮・消内・呼内・循内・脳外・
泌・整・心外・リハ・糖内・腎内 日、祝

山崎眼科医院 堀切3-5-2 03-3697-2784 眼 木、日、祝
双葉皮ふ科クリニック 堀切3-7-2 03-3693-8166 皮 土、日、祝、第3水
菖蒲園診療所 堀切3-12-16 03-3691-0346 内・胃・皮 木、日、祝
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 診療科目 休診日
南郷外科・整形外科医院 堀切3-17-13 03-3691-1613 外・整 日、祝
イムスリハビリテーション
センター東京葛飾病院 堀切3-26-5 03-3697-8331 リハ 日、祝

イムス葛飾ハートセンター 堀切3-30-1 03-3694-8100 循内・心外・麻 日、祝
さい整形外科クリニック 堀切3-35-10 03-5654-2070 整・リハ・リウ 祝
葛飾バンビこどもクリニック 堀切3-35-10-4F 03-6657-7752 小児科、アレルギー科 火、祝
林整形外科 堀切4-12-10 03-3697-2013 整 木、土、日、祝
伊藤メディカルクリニック 堀切4-57-5 03-3602-4205 内・小・麻・形 日、祝
堀切眼科 堀切5-1-3-2F 03-5629-7197 眼 木、日、祝
堀切皮膚科クリニック 堀切5-2-3 03-3601-6886 皮・アレル なし
亀山内科医院 堀切5-29-19 03-3602-5223 内・小・胃 日、祝

堀切中央病院 堀切7-4-4 03-3602-3135 内・皮・消内・呼内・循内・放・整・
神内・リハ・糖内・老年内科 日、祝

下千葉診療所 堀切7-13-24 03-3602-2254 内・整・神内・糖内 日、祝
木下産婦人科医院 東堀切1-15-10 03-3602-7201 産婦 水、日、祝
大江医院 東堀切2-5-15 03-3602-2096 内・小・消 日、祝、第4木
ほしの内科クリニック 東堀切3-19-8 03-5629-9855 内・放・泌 日、祝
ほりきり整形外科 小菅2-21-18-1F 03-6662-9941 整・リハ 日、祝
久保島医院 小菅2-25-10 03-3690-2746 内・小・呼内 水、日、祝
東京綾瀬腎クリニック 小菅4-8-2-2F 03-5680-6888 腎内・人 日
とやま眼科 小菅4-8-7 03-3690-9693 眼 日、祝
綾瀬産婦人科 小菅4-8-10 03-3838-8151 産婦 日、祝

綾瀬中央診療所 小菅4-9-13 03-3602-5664 内・整・消内・呼内・循内・糖内・ア
レル・リハ・内視鏡 祝

あやせ耳鼻咽喉科医院 小菅4-10-6-1F 03-5680-1133 耳鼻咽 木、日、祝
いつき会ハートクリニック 小菅4-14-5-1F 03-3602-1810 内・循・心外 日、祝
山口クリニック お花茶屋1-3-4 03-3601-0128 内・循内 日、祝
おその整形外科 お花茶屋1-12-5 03-3690-8288 整・リハ・リウ・心療 日、祝、第3水
かつしか聖クリニック お花茶屋1-15-5 03-6662-5868 内科 日、祝
井沢耳鼻咽喉科医院 お花茶屋1-16-11-2F 03-5680-8733 小・耳鼻咽 日、祝
所司医院 お花茶屋1-17-15 03-6662-2515 内・麻 日、祝
お花茶屋駅前クリニック お花茶屋1-19-1-3F 03-5629-2077 内・外・胃 木、日、祝
お花茶屋眼科 お花茶屋1-23-1 03-5680-0881 眼 水、日、祝
せりざわ医院 お花茶屋2-15-5 03-3601-3361 内・小 日、祝
白鳥・亀有・西亀有・青戸
白鳥診療所 白鳥3-5-8 03-3601-7181 内・人 土、日、祝
協立整形 白鳥3-13-13 03-3602-5261 内・整 日、祝
吉川内科医院 白鳥3-31-2 03-3602-8723 内・小・消内 日、祝
亀有みんなのクリニック 亀有2-4-8 03-5650-2821 内・小・胃・循・泌・整・リハ・糖内 第2・4日、祝
亀有中央病院 亀有2-5-1 03-5650-2020 （入院のみ）内・リハ 祝
もといクリニック眼科・内科 亀有2-16-7-2F 03-3602-5288 眼 木、日、祝
亀有おおの診療所 亀有2-33-8 03-6662-2655 内・外・小外・消 水、祝

さくら医院 亀有3-4-2 03-5650-3677 内・胃・皮・呼・循・麻・アレル・心
療 日、祝

秋山整形外科クリニック 亀有3-7-7-2F 03-5629-1180 整・リウ・リハ 木、日、祝
中山耳鼻咽喉科 亀有3-7-7-3F 03-3838-8733 耳鼻咽 水、日、祝
亀有メンタルクリニック 亀有3-7-7-3F 03-3838-0807 精・心療 火、日、祝
井口腎泌尿器科 亀有3-7-7-3F 03-3838-8721 内・泌 日、祝
アール眼科 亀有3-7-7-3F 03-3838-7633 眼 木、祝
巷岡クリニック 亀有3-13-3 03-3602-2751 内・循 月、木、日、祝
亀有クリニック 亀有3-14-7 03-3604-6060 内・外・皮・肝内 水、金、日、祝
かめありこどもクリニック 亀有3-14-9-2F 03-3602-3206 小・アレル 金、日、祝
瀬戸耳鼻咽喉科医院 亀有3-16-2 03-3601-2872 耳鼻咽 木、日、祝
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 診療科目 休診日
佐藤内科 亀有3-17-9 03-3602-2421 内・小 日、祝
ツルヤ外科内科クリニック 亀有3-18-1-2F 03-5876-6722 内・外・消・呼・循・乳外 火、日、祝
リリオみみ・はな・のど
クリニック 亀有3-26-1リリオ館6F 03-3838-4333 耳鼻咽 祝

キャップスクリニック亀有 亀有3-26-1リリオ館6F 03-5629-6811 内・小 なし
亀有メディカルクリニック 亀有3-26-1リリオ館6F 03-6231-2905 内・消内・婦・乳外 日、祝
だんのうえ眼科 亀有院 亀有3-26-1リリオ館6F 03-5629-1055 眼 日、祝

いなば内科クリニック 亀有3-26-2
リリオ壱番館2F 03-5680-8005 内 木、日、祝

ゆりあファミリークリニック 亀有3-27-27 03-3601-3131 内・皮・乳外 木、日、祝
松岡胃腸クリニック 亀有3-32-16 03-3603-4111 内・外・胃 水、日、祝
髙木皮膚科医院 亀有3-33-4-2F 03-3601-2218 皮 土、日、祝
小松眼科医院 亀有3-35-2 03-3690-2840 眼 日、祝

亀有病院 亀有3-36-3 03-3601-0186
内・外・皮・消内・消外・呼内・循
内・放・脳外・泌・整・形・内視鏡内
科

日、祝

翠皮フ科・アレルギー科 亀有3-37-17-3F 03-6662-4232 皮・アレル 火、日、祝
東東京クリニック 亀有3-37-17-4F 03-6662-4536 内・腎内・人 日、祝
永寿堂医院 亀有3-43-5 03-3604-2101 内・小 日、祝

アリオ大島眼科 亀有3-49-3
アリオモール2F 03-3602-2223 眼 なし

東部地域病院 亀有5-14-1 03-5682-5111
内・外・小・眼・耳鼻咽・消内・消
外・呼内・呼外・循内・婦・放・整・
脳外・泌・麻・心外・病理診断科

日、祝

近藤クリニック 亀有5-17-10-2F 03-5616-6533 内・精・神・心療 火、木、日、祝
たけなか眼科 亀有5-20-11 03-5613-1235 眼 水、日、祝
カンノ整形外科・内科医院 亀有5-20-14 03-3605-5589 内・リウ 火、日、祝
朱クリニック 亀有5-26-1 03-5613-2588 内・外・リハ 木、祝、第2・3・4・5日
ゆい内科クリニック 亀有5-28-11-202 03-5875-3153 内・呼・循・アレル・糖内 火、日、祝
いとう皮膚科 亀有5-30-1 03-5613-2081 皮 水、日、祝
亀有公園前診療所 亀有5-34-6-2F 03-3606-2532 婦 木、日、祝
茅野外科内科 西亀有2-37-3 03-3602-0357 内・外・循・麻 日、祝、第3土
大貫内科クリニック 西亀有3-27-17 03-5680-8056 内 木、日、祝
青衣クリニック 西亀有3-37-13 03-5629-1431 内・皮・麻 水、日、祝
青戸町医院 青戸1-10-12 03-3691-1894 内・小・皮・消 水、日、祝
石川循環器クリニック 青戸1-20-15 03-3695-7288 内・小・循・循内 日、祝、第2・4土
せきやま心療内科神経科医院 青戸3-32-13 03-5680-0628 精・心療 木、日、祝
あおとメンタルクリニック 青戸3-33-14-2F 03-5629-7088 精・心療 水、日、祝
青戸整形外科 青戸3-39-6 03-5680-0280 整・リハ 木、日、祝
マリアレディースクリニック 青戸3-39-9-2F 03-3601-1676 皮・美皮・産婦 日、祝
中村内科 青戸3-39-15 03-3603-5501 内・消・循 木、祝、第1・3日
夏野医院 青戸3-41-7 03-3690-0373 内・外・胃・皮 土、日、祝
青戸駅前眼科 青戸3-41-7-2F 03-6426-0367 眼 木、日、祝
青戸キッズクリニック 青戸3-41-11-1F 03-5650-6500 小・アレル 日、祝、第3土
えびさわ内科クリニック 青戸4-14-12 03-6662-6588 内・糖内 木、日、祝
あしざわ整形外科・
リウマチ科 青戸5-2-2 03-3690-8613 整・リハ・リウ 木、日、祝

三枝眼科医院 青戸5-8-10 03-3601-0955 眼 水、日、祝
まるやま
耳鼻咽喉科クリニック 青戸5-20-12-2F 03-3838-3387 耳鼻咽 木、日、祝

いずみホームケアクリニック 青戸5-30-4 03-3603-1717 内・皮・呼内・循内・放・整・神内 土、日、祝
西巻医院 青戸5-30-10 03-3602-1473 内・小 木、日、祝
小島医院 青戸5-33-6 03-3604-7777 内・外・整・リハ・リウ 日、祝
あおと眼科クリニック 青戸5-33-10 03-3602-1843 眼 木、日、祝
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 診療科目 休診日
髙野医科クリニック 青戸6-4-23-2F 03-3601-2788 内・小・皮・アレル 木、日、祝
ニュー髙野医科クリニック 青戸6-4-24-2F 03-3690-0278 皮・アレル 水、日、祝

東京慈恵会医科大学
葛飾医療センター 青戸6-41-2 03-3603-2111

内・外・小・眼・耳鼻咽・皮・消内・
消外・呼内・呼外・循内・産婦・放・
脳内・脳外・泌・整・精・麻・形・リ
ハ・乳外・腎内・血外・肝外・病理
診断科・内代謝内科

日、祝、5/1、10月第2
土

クリニックあおと 青戸7-1-34 03-5650-6221 内・皮・呼・神内・アレル 水、日、祝
中路医院 青戸7-18-2 03-3602-5550 内・小 月、日、祝
日下内科クリニック 青戸8-3-10 03-3838-8715 内・胃・消内・糖内 木、日、祝
新小岩・東新小岩・西新小岩・奥戸
やたクリニック 新小岩1-18-6 03-5661-1505 内・外・胃 木、日、祝
折田皮膚科 新小岩1-34-4 03-5607-0783 皮 木、日、祝
いとう皮膚科形成外科 新小岩1-37-8 03-5662-2311 皮・形 木、日、祝
白井医院 新小岩1-37-11 03-3653-5774 内・小・呼内 木、日、祝
新小岩耳鼻科クリニック 新小岩1-40-8-2F 03-3651-8733 耳鼻咽 水、日、祝
飯田クリニック 新小岩1-40-10 03-3674-1033 内・小・胃・皮・消内・呼内・アレル 日、祝
コスモ眼科クリニック 新小岩1-48-8-4F 03-3654-1677 眼 水、金
ふたば在宅クリニック新小岩 新小岩1-49-10-2Ｆ 03-5879-3530 内 土、日、祝
しみず整形・形成外科 新小岩1-49-10-3F 03-5678-6636 皮・整・形・リハ・リウ 水、日、祝
ひとみクリニック 新小岩1-49-10-4F 03-3654-7571 精・心療 日、祝
井口腎泌尿器科・内科　新小岩 新小岩1-49-10-5F 03-6231-5931 内・泌・糖内 日、祝
新小岩内科診療所 新小岩1-51-2 03-5607-2489 内・消 水、日、祝
大井医院 新小岩1-55-6-2F 03-3674-1081 内・胃 木、日、祝
新小岩すばるクリニック 新小岩2-1-1-2F 03-5678-6550 耳鼻咽 祝
新小岩駅前総合クリニック 新小岩2-1-1-3F 03-5678-5616 内・小・皮・整・神・アレル なし
新小岩わんぱくクリニック 新小岩2-1-1-3F 03-6231-5512 小・アレル 日、祝
新小岩平成クリニック 新小岩2-2-20 03-3653-2290 内・眼・整・リハ 日、祝
ひわたし眼科医院 新小岩2-3-9 03-3655-5542 眼 月、水、金、日、祝
新小岩三恵医院 新小岩2-4-9-1F 03-5607-2288 内・皮・心療 日、祝
徳友クリニック 新小岩2-8-3 03-3655-5868 内・小・皮・放・整 木、日、祝
新小岩ゆり医院 新小岩2-9-14-2F 03-5662-8301 耳鼻咽 水、日、祝
小村井医院 新小岩2-11-12 03-5678-5711 内 水、日、祝
渡辺昭医院 新小岩2-19-15 03-3651-6500 内・胃・消・肛 木、日、祝
栗原医院 新小岩2-21-21 03-5607-1088 内・小・皮 日、祝
中村医院 新小岩2-35-4 03-3654-9237 産婦 木、日、祝
中村眼科 新小岩2-35-5 03-5607-3414 眼 火、金、日、祝
古川内科胃腸科 新小岩4-7-21 03-3655-7017 内・胃・放 日、祝
あんざいクリニック 新小岩4-8-7 03-5662-1399 内・皮・消・循 日、祝
新小岩わたなべクリニック 新小岩4-12-5 03-5678-6271 内・神内 日、祝

佐久間医院 東新小岩1-7-10 03-3694-3811 内・耳鼻咽・消内・呼内・循内・糖
内・肝内 祝

新小岩皮ふ科 東新小岩1-7-10-2F 03-5654-6477 皮 水、日、祝
南塚医院 東新小岩4-3-3 03-5698-3688 内・循・胃 水、日、祝
宇野耳鼻咽喉科医院 東新小岩5-1-5 03-3697-5227 耳鼻咽 日、祝
松永皮フ科 東新小岩5-13-13-105 03-3691-0698 皮 木、日、祝
安倍内科医院 東新小岩5-15-3 03-3692-3513 内・リウ・糖内 水、日、祝
高橋小児科医院 東新小岩5-17-1 03-3692-3021 小 木、日、祝
周藤眼科 東新小岩5-20-17 03-3696-8001 眼 水、日、祝
新小岩クリニック 東新小岩5-20-22 03-3694-5621 内・人 日
たなかがく内科クリニック 東新小岩6-2-4 03-3696-3333 内・呼内・アレル 水、日、祝
真田整形外科 東新小岩7-15-10 03-3692-9161 整・リハ 日、祝
大髙在宅ケアクリニック 東新小岩8-8-11-1F 03-5672-1770 内（訪問診療） 土、日、祝
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 診療科目 休診日
内科メディカルプラザ 西新小岩1-3-10-1Ｆ 03-5875-6485 内 木、日、祝
メディカルベース新小岩 西新小岩1-3-10-3Ｆ 03-5875-7067 整・リハ 木、日、祝
葛飾南クリニック 西新小岩1-3-11 03-5654-2321 内（訪問診療） 土、日、祝
新小岩北口診療所 西新小岩1-8-4 03-5670-2826 内・外・胃・整 日、祝
新小岩メンタルクリニック 西新小岩1-8-4-2F 03-3695-1511 精・神・心療 水、日、祝

イムス東京葛飾総合病院 西新小岩4-18-1 03-5670-9901
内・外・小・眼・皮・消内・循内・放・
脳外・泌・整・麻・形・心外・リハ・
アレル・糖内・腎内・救急科

日、祝（不定期）

八木橋眼科医院 西新小岩4-36-2 03-3697-5221 眼 土、日、祝
坂本クリニック 西新小岩4-36-11 03-3697-4736 内 水、日、祝
いしかわクリニック 西新小岩4-37-3 03-3691-3715 内・外・胃 木、日、祝

坂本病院 西新小岩4-39-20 03-3691-2500 内・消内・呼内・循内・脳内・リハ・
リウ・糖内・腎内 日、祝

ファミリークリニック新小岩
（訪問診療・在宅医療のみ） 西新小岩4-42-12-602 03-5875-6451 内・精・整・緩和ケア内科 土、日、祝

奥戸皮膚科医院 奥戸2-16-7-2F 03-5856-2531 皮・アレル 水、日、祝
いるか耳鼻咽喉科 奥戸2-16-7-2F 03-5672-1187 耳鼻咽・アレル 木、日、祝
おくど内科クリニック 奥戸2-16-7-201 03-3691-0910 内・消内 水、日、祝
小澤病院 奥戸2-31-3 03-3692-7610 内・外・小 木、日、祝
おはようこどもクリニック 奥戸3-7-15 03-5672-0084 内・小 水、日、祝
おおはら眼科 奥戸3-22-9-2F 03-5672-4146 眼 木、日、祝
奥戸こどもクリニック 奥戸3-22-9-2F 03-5654-7611 小・アレル 木、日、祝
奥戸つのだクリニック 奥戸3-22-9-2F 03-5672-0810 内・循内 木、日、祝
奥野整形外科クリニック 奥戸3-22-9-2F 03-3693-5070 整・リハ 日、祝、第2・4・5木
つばさクリニック 奥戸4-16-17 03-6662-8206 内 土、日、祝
富田医院 奥戸5-1-18 03-3692-3026 内・小・消・呼・循 木、日、祝
高砂・鎌倉・細田・柴又
阿久津医院 高砂2-30-21 03-3659-1123 内・胃・皮・泌・肛・糖内 木、日、祝
高砂診療所 高砂3-6-9 03-3659-3107 内・小 水、日、祝
西川皮膚科クリニック 高砂3-11-14-101 03-5693-2171 皮 水、日、祝
加藤内科クリニック 高砂3-11-14-2F 03-5668-2161 内 水、日、祝
こころのひかり
メンタルクリニック 高砂3-11-14-2F 03-5622-0134 精・心療 水、日、祝

高砂眼科南口クリニック 高砂3-12-1-1F 03-5668-0331 眼 木、日、祝
もろた耳鼻咽喉科医院 高砂3-15-12 03-5694-4187 小・耳鼻咽 木、日、祝

かつしか江戸川病院 高砂3-27-13 03-3672-1046 内・外・循内・放・脳外・泌・整・リ
ハ・リウ・糖内 日、祝

新高砂クリニック 高砂5-33-3 03-3609-6800 内・小・皮・消・呼・泌・糖内 日、祝
高砂眼科 高砂5-40-12 03-5660-1010 眼・形・美外 水、日、祝
土屋クリニック 高砂8-25-1 03-3607-2203 内・小・産婦 日、祝
野﨑内科医院 鎌倉2-2-7 03-3673-7171 内・小 日、祝
甲田医院 鎌倉2-11-9 03-3658-0947 内・外・小・肛 祝
新柴又駅前クリニック 鎌倉3-28-13 03-5612-4600 内・放・脳外 木、日、祝
鎌倉医院 鎌倉3-39-19 03-3657-2484 内・胃 木、日、祝
東洋堂医院 鎌倉4-3-1 03-3657-7337 内 月、火、祝
吉田機司クリニック 鎌倉4-17-5 03-3659-2245 内・小・消・呼・循・リハ 第3水、日、祝

細田診療所 細田3-9-43 03-3657-3430 内・小・消内・呼内・循内・放・精・
心療・整・リハ 日、祝

黒木整形外科内科クリニック 細田3-29-15 03-3672-9611 内・外・放・整・リハ 日、祝
小岩ゆうあいクリニック 細田5-3-6 03-6806-9005 内・人 日
レッツメディカルガーデン
クリニック 細田5-15-6-1F 03-5612-1311 内 土、日、祝

わたクリニック 柴又1-2-1-1F 03-5648-7025 内 土、日、祝
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 診療科目 休診日
おぎわら耳鼻咽喉科
クリニック 柴又1-4-10 03-3627-3341 小・耳鼻咽・気・アレル 木、日、祝

新宿診療所 柴又1-37-5 03-3607-2850 内・外・呼内・整・リウ 日、祝
なかむら耳鼻咽喉科 柴又1-41-11-1F 03-5889-1187 小・耳鼻咽・アレル 木、日、祝
雨宮医院 柴又1-43-11 03-3600-3511 内・小・婦・放・リハ 日、祝
悠翔会在宅クリニック葛飾 柴又1-46-9 03-6231-3578 内・皮・精 土、日、祝
遠藤医院 柴又3-12-18 03-3607-1636 内・小・消・放 日、祝
猪口医院 柴又4-6-14 03-5693-1511 内・小・消・呼・循・リハ・アレル 日、祝
高砂眼科柴又医院 柴又4-9-14 03-3673-1285 眼 木、日、祝
山口医院 柴又4-16-2 03-3657-3601 内・胃・皮 日、祝
柴又さくらクリニック 柴又4-25-16 03-5693-1538 皮 木、日、祝
小田整形外科リハビリ医院 柴又5-8-3 03-5668-2361 整・リハ 日、祝
えがおホームクリニック 柴又5-33-2-4F 03-6657-8658 内・泌 日、祝
北野医院 柴又6-5-16 03-5693-7796 内・小 日、祝
海老原医院 柴又6-20-7 03-3657-2965 内・小・循内・神内・腎内 月、土、日、祝
新宿・金町・東金町
矢作クリニック 新宿2-2-14 03-3607-2516 内・循・婦 水、日、祝
あじろ小児科 新宿2-11-15 03-3607-5171 小 火、土、祝
新宿消費生活協同組合診療所 新宿2-25-6 03-3607-2583 内・循内 火、土、祝
東京かつしか赤十字母子医療
センター 新宿3-7-1 03-5876-3511 小・産 日、祝

あさみファミリークリニック 新宿3-15-2 03-3608-5577 内・小・消内 木、日、祝
みらいこどもクリニック 新宿6-2-15 03-3600-0321 小児科 土、日、祝
金町中央病院 金町1-9-1 03-3607-2001 内・外・皮・婦・泌・整・リハ・乳外 日、祝
吉﨑医院 金町2-9-14 03-3607-3870 内・糖内 木、日、祝
高山整形外科病院 金町3-4-5 03-3607-3260 整・麻・リハ・リウ 日、祝
加藤医院 金町3-20-5 03-3607-1238 内・皮 木、日、祝
かまた医院 金町3-32-11 03-3607-3641 内・循 木、日、祝
斎藤小児科 金町4-17-3 03-3600-1616 小 日、祝
柴田整形外科 金町5-24-4 03-5648-3631 整・リハ・リウ 木、日、祝
金町医院 金町5-31-13 03-3607-2946 内・外・胃 木、日、祝
金町耳鼻咽喉科クリニック 金町5-31-13 03-3607-2946 耳鼻咽 木、日、祝
金町駅前クリニック 金町6-2-1-2F 03-5648-5210 皮・形・美外 日、祝
ヴィナシス金町
内科クリニック 金町6-2-1-2F 03-5876-9416 内・消内 月、第1・3・4・5土、祝

しんせい心のクリニック
ヴィナシス金町 金町6-2-1-2F 03-5876-3627 精・心療 水、金、第2・4土、日、

祝
おおとし内科クリニック 金町6-4-2-2F 03-5648-8111 内・アレル 木、日、祝
潮耳鼻咽喉科クリニック 金町6-4-2-2F 03-3607-4133 耳鼻咽 水、日、祝
小泉胃腸肛門クリニック 金町6-4-3-1F 03-3627-1300 外・消内・肛外・乳外 火、日、祝
金町こどもクリニック 金町6-4-3-1F 03-3826-7811 小 日、祝
金町慶友整形外科
リウマチ科内科 金町6-4-3-2F・3F 03-3600-3200 内・皮・整・リハ・リウ 日、祝

南葛金町眼科 金町6-4-3-4F 03-3600-1711 眼 日、祝
金町駅前脳神経内科 金町6-4-3-4F 03-5660-5211 脳内 水、日、祝
杉田眼科アネックス 金町6-5-1-205 03-5876-5105 眼 火、祝
中沢内科胃腸科医院 金町6-9-2 03-3608-4976 内・小・胃・皮 水、日、祝
的場医院 金町6-13-9-201 03-3607-0517 内・小 木、日、祝
的場眼科クリニック 金町6-13-9-202 03-3607-0657 眼 木、日、祝
金町よしだクリニック 東金町1-1-1 03-3609-2655 内・消内・循内・内分泌 木、日、祝
野川クリニック 東金町1-12-1 03-3608-7720 内・胃・呼 木、日、祝
上野医院 東金町1-12-11 03-3607-2647 小 日、祝
マスダ産婦人科 東金町1-13-5 03-3607-1519 産婦・婦 日、祝
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 診療科目 休診日
金町診療所 東金町1-15-5 03-3607-5124 内・循内・泌 日、祝
あさの金町クリニック 東金町1-18-3 03-3609-7511 内・皮・精・神内・心療 木、日、祝
おおむら内科・循環器科 東金町1-20-15 03-5648-2552 内・循 水、日、祝
杉沢皮膚科クリニック 東金町1-22-7-3F 03-3826-7061 皮・泌 水、日、祝
友田内視鏡クリニック 東金町1-22-7-3F 03-3826-5075 内・消内・内視 日、祝
金町腎クリニック 東金町1-23-2-4F 03-3826-6151 内・泌・人 水、日、祝
佐藤整形外科医院 東金町1-26-5 03-3627-8686 内・整・リハ・リウ 木、日、祝

嬉泉病院 東金町1-35-8 03-3600-9001 内・消・呼内・循内・整・歯・歯口
外・リハ・リウ・糖内・腎内・人 日、祝

かつしか心身総合クリニック 東金町1-41-1-2F 03-3627-0233 内、精、心療 土、日、祝
かなまち慈優クリニック 東金町1-41-3-2F 03-3609-0133 内・胃・消内・内視・血液内科 日、祝
桜井耳鼻咽喉科 東金町1-41-3-3F 03-5699-4133 耳鼻咽 木、日、祝
ふくクリニック 東金町1-42-3-2F 03-5699-1755 精・心療 木、日、祝
金町駅前心療内科
かわせみクリニック 東金町1-43-9-3F 03-3600-5550 内・精・心療 月、水、第1・3・5日、

祝
たしろ整形外科 東金町2-4-18 03-5660-7611 整・麻・リハ 日、祝
金町成人病クリニック 東金町2-13-4 03-3826-6171 内・外・胃・肛 水、日、祝
うみがめクリニック 東金町2-17-16-1F 03-3600-2550 内 水、日、祝
聖心醫院 東金町2-19-5 03-3607-3926 内・循内 日、祝
金町整形外科 東金町2-24-3 03-5876-9816 内・整・リハ・リウ 日、祝
三尾医院 東金町3-16-12 03-3607-2917 内・小 日、祝
杉田眼科 東金町3-19-1 03-5660-1611 眼 日、祝
田原整形外科医院 東金町3-27-9 03-3608-6721 整・リハ・リウ 木、日、祝
浅野医院 東金町3-39-4 03-3607-0267 内・外・リウ・糖内・肛内 日、祝

第一病院 東金町4-2-10 03-3607-0007
内・外・皮・消内・消外・呼内・循
内・脳内・脳外・泌・整・麻・心外・
リハ・乳外・糖内・肝内・血外

日、祝

嬉泉クリニック 東金町5-37-5 03-5876-0550 腎内・人 日
東金町内科クリニック 東金町7-5-8-1F 03-5648-5715 内・小・消 水
葛飾橋病院 東金町7-33-1 03-3607-0891 内・放・歯・精・神 日、祝
水元・東水元・南水元・西水元
あみ耳鼻咽喉科クリニック 水元1-22-18 03-3826-5133 耳鼻咽 木、日、祝
猿町中央医院 水元2-7-4 03-3600-7002 内・小・循 日、祝
かつしか野村クリニック 水元2-13-6-1F 03-3826-5723 内・小・胃・消・内視 日、祝
葛飾在宅ケアクリニック 水元2-13-6-2F 03-5660-2811 内 日、祝
愛育苑診療所 水元3-13-6 03-3607-6606 内・小・放・消・形・精・リハ 日、祝
水元セツルメント診療所 水元3-22-21-2F 03-3826-5015 内・小・精・心療・糖内 日、祝
水元医院 水元4-22-6 03-3607-4749 内・小 水、土、日、祝
水元整形外科クリニック 水元5-4-1 03-5648-5011 整・リハ・リウ 水、日、祝
小沼医院 東水元2-10-2 03-3607-4008 内・消内・乳外 木、日、祝
鈴木耳鼻咽喉科医院 東水元3-6-3 03-5660-0633 耳鼻咽 水、日、祝
石角眼科診療所 東水元3-6-3-2F 03-3608-3630 眼 水、日、祝
水井クリニック 南水元1-18-10 03-5876-6262 内・皮・消内・糖内・肝内 日、祝
水元耳鼻咽喉科・
外科クリニック 南水元1-25-1 03-3608-1202 外・耳鼻咽 木、日、祝

大竹胃腸科内科クリニック 南水元4-13-1 03-3608-5663 内・胃・糖内 木、日、祝
小宅産婦人科医院 西水元1-29-17 03-3609-0415 産婦 水、土
江戸川病院高砂分院 西水元4-5-1 03-3607-4060 内・外・消・循・泌・放・整・リハ 日、祝
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 診療科目 休診日
立石・東立石・四つ木・東四つ木・宝町
えびな歯科クリニック立石 立石1-1-8-1F 03-6662-8249 歯・小歯・矯歯・歯口外 火、祝
ためがい歯科 立石1-10-10-1F 03-3696-7334 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
江田デンタルクリニック 立石1-15-5-2F 03-5875-7234 歯・小歯 金、祝
立石ファミリー歯科 立石1-15-9 03-6657-7726 歯・小歯・矯歯・歯口外 火、日、祝
あらき歯科 立石1-19-8-2F 03-3696-6480 歯・小歯・矯歯・歯口外 月、火、祝
ニコデンタルクリニック 立石2-26-17 03-3693-2880 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
原田歯科医院 立石3-18-7 03-3692-4648 歯・小歯・矯歯・歯口外 土、日、祝
熊倉歯科 立石3-30-7 03-3697-5238 歯・小歯 日、祝
よつば歯科医院 立石4-8-1 03-3696-8868 歯・小歯 木、日、祝
立石歯科医院 立石4-18-19-1F 03-3691-4182 歯・小歯・矯歯 日、祝
葛飾かもめ歯科 立石5-12-11 03-5672-1182 歯・小歯・矯歯・歯口外 水、祝
近藤歯科医院 立石5-14-1 03-3693-3265 歯・小歯 木、日、祝
しげみ歯科クリニック 立石6-18-18 03-3692-3773 歯・小歯 木、日、祝
なかい歯科医院 立石6-20-11 03-5698-8418 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
大谷歯科医院 立石6-21-11 03-3691-9399 歯 木、日、祝
氏家歯科 立石7-2-5 03-5670-6480 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
中島歯科医院 立石7-5-2 03-5672-2588 歯・小歯 木、日、祝
高見歯科クリニック 立石7-10-2 03-5670-3953 歯・小歯・矯歯 日、祝
ひまわり歯科医院 立石7-11-1 03-3692-0702 歯・小歯・矯歯・歯口外 水、祝
栗山歯科医院 立石7-24-9 03-3691-6935 歯 土、日、祝
田中歯科医院 立石8-1-7 03-3691-2846 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
武井歯科医院 立石8-6-4 03-3691-2196 歯 土、日、祝
ながしま歯科口腔外科
クリニック 立石8-6-12 03-5654-6180 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝

しのはら歯科 東立石2-8-14 03-3694-1355 歯・小歯・矯歯・歯口外 水、日、祝
小野内歯科 東立石3-15-2 03-3691-6066 歯 水、日、祝
柳澤歯科医院 東立石3-24-7 03-3691-3979 歯 日、祝
萩原歯科医院 東立石3-29-17 03-3695-2615 歯 水、日、祝
嶋田歯科医院 東立石3-34-5 03-3691-1331 歯・小歯 水、日、祝
塚本歯科医院 東立石4-50-4 03-3691-0117 歯・小歯・歯口外 日、祝
梅本歯科医院 四つ木1-15-15 03-3693-5595 歯・小歯 木、日、祝
原歯科医院 四つ木1-38-5 03-3694-8682 歯 木、土、日、祝
かわしま歯科医院 四つ木1-47-12 03-3695-0648 歯・小歯・矯歯・歯口外 水、祝

四つ木デンタルクリニック
四つ木2-21-1
イトーヨーカドー
四つ木店3F

0120-23-0648 歯・小歯・矯歯・歯口外 祝

四つ木歯科クリニック 四つ木4-4-5 03-5698-2270 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
坂本歯科医院 四つ木4-27-12 03-3696-4158 歯・小歯 土、祝
ひろ歯科 四つ木5-20-20 03-5671-0708 歯・小歯 日、祝
小島歯科医院 東四つ木2-10-3 03-5698-3445 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
あさだ歯科口腔クリニック 東四つ木2-17-14 03-5698-2227 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
長谷川歯科医院 東四つ木2-26-10 03-5670-1825 歯・小歯 木、日、祝
かまた歯科クリニック 東四つ木4-2-21 03-5654-0418 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
井上歯科医院 東四つ木4-9-13 03-3696-6488 歯 木、日、祝
大原歯科医院 宝町1-1-25 03-5698-2177 歯・小歯 木、日、祝
まさこデンタルクリニック 宝町1-22-3-1F 03-5671-2081 歯・矯歯 木、日、祝
お花茶屋ハル歯科・矯正歯科 室町2-23-3-2Ｆ 03-5654-6620 歯・小歯・矯歯・歯口外 月
お花茶屋歯科医院 宝町2-34-13 03-3691-7900 歯 水、日、祝

歯科
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 診療科目 休診日
エムズエテルナ
デンタルクリニック 宝町2-34-16-5FA 03-3695-0896 歯・小歯・歯口外 月、祝

堀切・東堀切・小菅・お花茶屋
宮澤歯科医院 堀切2-13-9 03-5671-6480 歯・小歯 木、日、祝
斉藤歯科クリニック 堀切3-7-5-2F 03-3692-8241 歯・小歯 木、日、祝
岡本歯科医院 堀切3-24-4 03-3691-3469 歯 月、水、金、日、祝
葛飾デンタルオフィス 堀切4-11-6 03-3695-8241 歯・小歯・矯歯・歯口外 火、日、祝
市之川歯科医院 堀切4-12-17 03-5654-7729 歯・小歯・矯歯・歯口外 月、祝日
山内歯科医院 堀切4-53-9 03-5629-7444 歯 木、日、祝
ほりきりデンタルクリニック 堀切4-58-15 03-3690-8148 歯・小歯・歯口外 水、日、祝
こばやし歯科 堀切5-1-4-2F 03-3690-2026 歯・小歯 日、祝
武藤歯科医院 堀切5-31-5 03-3602-8866 歯・小歯・歯口外 日、祝
青島歯科医院 堀切5-41-30 03-3603-6275 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
上野歯科医院 堀切7-9-8 03-3602-2048 歯・小歯・矯歯・歯口外 水、日、祝
かつしか歯科医院 堀切7-25-16 03-5629-5818 歯・小歯・矯歯 水、日、祝
桑島歯科医院 東堀切1-24-7 03-3604-2022 歯 日、祝
まつだいら歯科医院 小菅3-11-7-2F 03-3690-2039 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、祝
真野歯科医院 小菅3-14-17 03-3604-7878 歯 日、祝
メリー歯科 小菅4-10-6-4F 03-5650-5758 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
綾瀬デンタルクリニック 小菅4-11-5 03-6662-4471 歯・小歯・歯口外 火、日
綾瀬駅前りょうデンタル
クリニック 小菅4-12-3-103 03-6662-4183 歯・小歯・矯歯・歯口外 水、祝

清信歯科医院 お花茶屋1-17-14 03-3601-8148 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
久保木歯科医院 お花茶屋1-18-17 03-3690-8011 歯 木、日、祝
辻ビル歯科医院 お花茶屋1-19-19-2F 03-3838-3654 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
いなもち歯科医院 お花茶屋1-23-12 03-3604-6466 歯・小歯・矯歯 木、日、祝
お花茶屋駅前歯科クリニック お花茶屋1-27-2 03-6662-9191 歯・小歯・矯歯・歯口外 祝
コージ歯科 お花茶屋2-5-16 03-3601-7051 歯・小歯 日、祝
こんの歯科医院 お花茶屋3-22-1 03-5680-9941 歯・小歯・矯歯・歯口外 水、祝
小松歯科医院 お花茶屋3-23-11 03-3603-8148 歯 木、日、祝
白鳥・亀有・西亀有・青戸
塩沢歯科医院 白鳥2-3-10 03-3603-0739 歯・小歯 木、日、祝
秋葉歯科医院 白鳥2-6-16 03-3838-1182 歯 水、日、祝
白鳥歯科医院 白鳥3-26-17 03-3603-5260 歯・小歯 水、日、祝
森田歯科医院 白鳥4-7-19 03-5680-1355 歯・小歯 日、祝
大森歯科医院 亀有1-26-18 03-3690-0418 歯・小歯 火、日、祝
運野歯科医院 亀有2-1-1 03-3690-8340 歯・小歯 日、祝
早川歯科クリニック 亀有2-33-3 03-3604-1711 歯・小歯 木、祝
喜光歯科医院 亀有2-57-4 03-3603-0703 歯・小歯・歯口外 水、日、祝
びばなん子ども歯科 亀有2-66-6 03-6662-9295 小歯 水、祝
奥瀬歯科医院 亀有3-12-13 03-3603-0648 歯・小歯 月、木、日、祝
島田歯科医院 亀有3-14-9-2F 03-5680-8819 歯・小歯 木、日、祝
ゆうデンタルケア 亀有3-16-7 03-6662-4118 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
K DENTAL CLINIC 亀有3-17-2-1F 03-6662-6263 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
亀有ゆうろーどデンタルクリ
ニック 亀有3-21-6-2F 03-3603-8886 歯・小歯・歯口外 日、祝

リリオ歯科クリニック 亀有3-26-1リリオ館6F 03-3838-4181 歯・小歯・矯歯・歯口外 なし

江田歯科医院 亀有3-28-1
リリオ参番館 03-3601-0088 歯・小歯・矯歯・歯口外 水、日、祝

佐藤歯科医院 亀有3-29-1リリオ弐番
館2F 03-3601-0388 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝

レッツデンタル
ガーデンクリニック 亀有3-37-28 03-5629-6780 歯 日、祝
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 診療科目 休診日
飯塚歯科医院 亀有3-42-4 03-3601-5246 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
亀有カトリ歯科クリニック 亀有3-44-11 03-6240-7516 歯・小歯・矯歯・歯口外 火、水、祝

カメアリデンタル 亀有3-49-3
アリオ亀有2F 03-5629-1184 歯・小歯・矯歯・歯口外 なし

宇津宮歯科クリニック 亀有4-29-18 03-3604-3023 歯・小歯・矯歯 木、日、祝
マリデンタルオフィス 亀有4-31-18 03-3604-8241 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
飯田歯科クリニック 亀有4-38-5-1F 03-3690-4969 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
YOU歯科クリニック 亀有5-20-11-202 03-3629-4180 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、祝
5丁目歯科 亀有5-28-11 03-5616-0123 歯・小歯・歯口外 水
白橋歯科医院 亀有5-30-10 03-3620-7300 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
髙橋歯科医院 亀有5-31-8 03-3620-1181 歯・小歯・歯口外 日、祝
田口歯科クリニック 亀有5-32-11 03-5697-1899 歯・小歯・矯歯 木、日、祝
みらい歯科 亀有5-33-7 03-6231-2666 歯科・小歯 木、日、祝
金子歯科クリニック 亀有5-34-2-3F 03-3620-8046 歯・小歯・矯歯 木、日、祝
ひるま歯科医院 亀有5-34-16-4F 03-5616-4030 歯・小歯・矯歯 水、日、祝
かめあり歯科クリニック 亀有5-40-2 03-5682-0940 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
坪﨑歯科医院 西亀有2-19-12 03-5680-0418 歯・小歯 木、日、祝
加藤デンタルクリニック 西亀有2-33-1 03-3601-8241 歯・小歯 木、日、祝
内田歯科医院 西亀有3-31-11 03-3603-5212 歯・小歯・矯歯・歯口外 水、日、祝
カワダ歯科 西亀有3-38-14 03-3690-0118 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
せき歯科医院 青戸1-8-1 03-3691-0673 歯・小歯 日、祝
岡本デンタルクリニック 青戸1-10-2-2F 03-4361-9085 歯・小歯 日、祝
山﨑歯科医院 青戸3-17-14 03-3604-3451 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝

あおと矯正歯科 青戸3-32-17-3F 03-3690-8703 矯歯 木、金、祝、
第2・4日

松林歯科医院 青戸3-32-18-3F 03-3603-9500 歯・小歯・歯口外 日、祝
大山歯科医院 青戸3-33-14 03-3602-8241 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
いくま歯科医院 青戸3-34-13 03-3690-4448 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
ヨリイ歯科医院 青戸3-37-16-2F 03-3604-4855 歯・小歯 日、祝
塚原歯科医院 青戸3-41-11-3F 03-5680-1581 歯・小歯 木、祝
かず歯科クリニック 青戸3-41-12 03-3604-8246 歯・小歯・歯口外 水、日、祝
佐伯歯科医院 青戸4-25-17 03-3604-8875 歯 水、日、祝
あおと5丁目歯科クリニック 青戸5-2-4 03-6425-7931 歯・小歯・歯口外 水、日、祝
コットン歯科 青戸6-1-15 03-6662-9948 歯・小歯・歯口外 月、祝日
髙野歯科クリニック 青戸6-4-23 03-3601-2543 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
増田歯科医院 青戸7-7-2 03-3602-9000 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
相原歯科医院 青戸7-18-4 03-3604-0363 歯・小歯・矯歯 木、日、祝
新小岩・東新小岩・西新小岩・奥戸
臼井歯科医院 新小岩1-21-8 03-3653-8014 歯 日、祝
古川歯科医院 新小岩1-28-7-3F 03-3655-1881 歯 第1土、第1日
佐藤歯科医院 新小岩1-32-5-3F 03-5662-2023 歯・小歯 木
新小岩歯科医院 新小岩1-36-5 03-3654-0418 歯・小歯 日、祝
総武歯科医院 新小岩1-42-2-2F 03-3653-9201 歯 土、日、祝
早川歯科医院 新小岩1-44-3-2F 03-3655-0301 歯 木、日、祝
きみじま歯科医院 新小岩1-49-10-4F 03-3656-8888 歯・小歯・矯歯 水、祝、第2・4日
エルム歯科 新小岩1-54-6 03-5607-3563 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
ゆい歯科医院 新小岩1-56-3 03-5662-5408 歯・小歯 水、日、祝
矯正歯科加藤医院 新小岩1-57-7 03-3651-8021 矯歯 木、日、祝
石田歯科医院 新小岩2-4-7 03-3654-8241 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
ヒロデンタルクリニック 新小岩2-6-13 03-3652-0005 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、祝
ごとう歯科医院 新小岩2-8-6 03-5607-0785 歯・小歯・矯歯・歯口外 水、日、祝
高橋歯科医院 新小岩2-10-1-2F 03-3674-4188 歯・小歯 日、祝
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 診療科目 休診日
タネダ歯科医院 新小岩2-13-5 03-3674-6599 歯・小歯・歯口外 日、祝
唐鎌歯科医院 新小岩3-20-4 03-3651-6998 歯 土、日、祝
安斎歯科医院 新小岩4-8-10 03-3652-1615 歯・小歯 日、祝
原田デンタルクリニック 新小岩4-17-3 03-5662-8241 歯・小歯・矯歯 木、日、祝
そのべデンタルクリニック 新小岩4-28-7 03-6231-1182 小歯 木、日、祝
歯科小泉医院 新小岩4-29-17 03-3651-3798 歯・小歯 水、日、祝
前原総合歯科医院 東新小岩1-7-2 03-3691-3555 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
あや歯科クリニック 東新小岩1-7-10-2F 03-5654-7993 歯・小歯・歯口外 水、日、祝
鈴木デンタルクリニック 東新小岩1-13-11-2F 03-3693-3302 歯・小歯・矯歯 木、日、祝
いとう歯科クリニック 東新小岩2-8-2 03-5654-6604 歯・小歯・歯口外 水、祝
日高歯科クリニック 東新小岩3-2-6-1F 03-3692-1184 歯・小歯 水、日、祝
星谷歯科医院 東新小岩3-3-10 03-3691-0486 歯 土、日、祝
石塚歯科医院 東新小岩5-2-19 03-3695-6222 歯・小歯・矯歯・歯口外 第1・3火、木、日、祝
東新小岩歯科医院 東新小岩5-14-29 03-3695-5554 歯・小歯 土、日、祝
ワクイ歯科 東新小岩5-17-3 03-3697-6644 歯 水、日、祝
あさひ歯科クリニック 東新小岩5-18-6 03-5670-5215 歯 土、日、祝
小じま歯科医院 東新小岩5-21-10 03-3696-1761 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
橋本歯科医院 東新小岩6-9-23 03-5670-8148 歯・小歯 木、日、祝
原歯科クリニック 東新小岩7-16-5 03-3697-8105 歯 木、日、祝
よしみず歯科医院 東新小岩7-31-16-2F 03-3694-3233 歯・小歯・矯歯・歯口外 水、日、祝
つかさ歯科医院 東新小岩8-28-1-2F 03-5670-4183 歯・小歯・矯歯・歯口外 水、祝
鈴木歯科医院 西新小岩1-2-8-3F 03-3692-0250 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
こいづみデンタルクリニック 西新小岩1-4-7 03-5875-6480 歯・小歯 木、日、祝
新妻歯科 西新小岩1-7-2-2F 03-3696-5855 歯・小歯 木、日、祝
巽橋歯科医院 西新小岩1-8-7-4F 03-3697-0142 歯 木、日、祝
岡田歯科 西新小岩3-40-16 03-3697-6666 歯 日、祝
山田歯科医院 西新小岩4-27-11 03-3691-1845 歯 日、祝
さくら歯科 西新小岩4-39-20 03-5654-2502 歯・小歯 木、日、祝
オカダ歯科クリニック 西新小岩4-42-16-102 03-5670-3999 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
勝俣歯科医院 西新小岩5-17-24 03-3691-7283 歯・小歯・矯歯 木、日、祝
たちばな歯科医院 西新小岩5-30-16 03-5670-6244 歯・小歯・歯口外 月、日、祝
江橋歯科医院 奥戸2-30-1 03-3697-5247 歯・小歯 日、祝、木
小澤歯科医院 奥戸2-33-18 03-5670-4182 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
深水歯科医院 奥戸3-28-9-2F 03-3695-2800 歯 日、祝
高砂・鎌倉・細田・柴又
高砂駅前歯科 高砂2-37-1 03-3672-8888 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
門橋歯科医院 高砂3-10-7 03-3657-3854 歯・小歯 日、祝
Mデンタルクリニック 高砂3-12-5-2F 03-6458-0847 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、祝
とがわ歯科医院 高砂3-23-3 03-3671-4483 歯・小歯 日、祝
柳原歯科医院 高砂5-18-7 03-3609-5385 歯 木、日、祝
エスポワール歯科 高砂5-26-6 03-3627-4182 歯・小歯・矯歯 日、祝
桜井歯科医院 高砂5-46-2 03-3607-2289 歯 木、日、祝
中島歯科医院 高砂8-27-6 03-3607-1501 歯・小歯・歯口外 日、祝
野村歯科 高砂8-33-12 03-3627-8041 歯 日、祝
会田歯科医院 鎌倉3-44-9 03-3672-0648 歯 木、日、祝
杉森歯科医院 鎌倉4-32-2 03-5668-1180 歯 日、祝
川崎歯科医院 鎌倉4-38-14 03-5694-4618 歯・小歯・歯口外 水、木、土、日、祝
小林歯科医院 細田1-17-7 03-3671-8141 歯 日、祝
細田歯科医院 細田4-25-1 03-3672-8760 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
オレンジ歯科クリニック 細田5-9-3-1F 03-3672-3718 歯・小歯 木、日、祝
大久保歯科医院 柴又1-9-15 03-3627-3405 歯 水、日、祝
酒井歯科医院 柴又1-12-15 03-3609-0468 歯・小歯・矯歯 木、日、祝
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 診療科目 休診日
五味歯科医院 柴又3-3-3 03-3608-0990 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
しままたのさと歯科 柴又4-9-19-102 03-6801-7171 歯・小歯 木
小荷田歯科医院 柴又4-13-19 03-3658-1998 歯・小歯・歯口外 日、祝、第3土
根本歯科医院 柴又4-15-7 03-3658-5100 歯 日、祝
杉山歯科クリニック 柴又4-28-11 03-5694-2288 歯・小歯・矯歯 日、祝（火・水は不定）
木暮歯科クリニック 柴又5-8-3-2F 03-5668-5150 歯・小歯 木、日、祝
弘子デンタルクリニック 柴又5-13-27 03-5694-5568 歯 木、日、祝
新柴又たきぐち
ファミリー歯科 柴又5-42-4-1F 03-5622-7040 歯・小歯・矯歯・歯口外 水、第1・3・5日、祝

川本歯科 柴又6-14-1 03-3658-2591 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
新宿・金町・東金町
しのづか歯科医院 新宿3-11-1 03-3600-6487 歯・小歯・歯口外 水、日、祝
山中歯科医院 新宿4-3-17 03-3826-1044 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
マサシ歯科医院 新宿5-21-15 03-5699-1182 歯・小歯・矯歯 日、祝
かねこ歯科医院 金町1-16-1 03-3826-5227 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
尾澤歯科医院 金町2-4-10 03-3607-2480 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
ふかせ歯科医院 金町2-18-14 03-5660-1182 歯・小歯・矯歯 木、日、祝
エスデンタルクリニック 金町3-5-4-1F 03-5699-5432 歯 木、日、祝
片岡歯科医院 金町4-5-21 03-3608-1200 歯・小歯・歯口外 日、祝
八木歯科医院 金町4-18-4 03-3600-7682 歯・矯歯 水、日、祝
金子歯科医院 金町4-18-10 03-3600-7085 歯 木、日、祝
こじま歯科医院 金町5-28-8-101 03-5876-3101 歯・歯口外 木、日、祝
丸山歯科医院 金町5-31-15-2F 03-3627-3565 歯・小歯 木、日、祝
ヴィナシス
デンタルクリニック 金町6-2-1-2F 03-5648-2170 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝

金町駅前やなぎ歯科 金町6-4-2-2F 03-5876-6714 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
かなまち駅南口歯科 金町6-8-5-2・3F 03-3600-1182 歯・小歯・矯歯・歯口外 祝
久保田歯科クリニック 金町6-10-10-105 03-3608-8888 歯・小歯・歯口外 火、水、金
歯科エビハラ 金町6-12-13 03-3607-2551 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
ウメダ歯科 東金町1-12-1-2F 03-3600-3917 歯 日、祝

じゅん矯正歯科クリニック 東金町1-15-9 03-5699-6669 矯歯 木、金、第2・4・5日、
祝

ふじい歯科 東金町1-17-10-1F 03-3609-8473 歯・小歯 木、日、祝
市野歯科 東金町1-20-15 03-5876-6407 歯・矯歯 月、日、祝
金町駅前ジャスミン歯科 東金町1-21-4-2F 03-5660-0370 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
秋山歯科クリニック 東金町1-22-7-2F 03-3608-1155 歯・小歯・矯歯 日
髙橋歯科医院 東金町1-26-2 03-3609-2791 歯・小歯 木、日、祝
さくら歯科 東金町1-31-15-1F 03-3826-4618 歯・小歯・歯口外 第1・3木、日、祝
嬉泉病院歯科口腔外科 東金町1-35-8 03-3600-9002 歯・歯口外 日、祝
金町歯科 東金町1-36-1-114 03-3609-0456 歯 木、日、祝
すずき歯科クリニック 東金町1-40-4 03-5876-9922 歯・歯口外 水、日、祝
ブロッサムデンタルオフィス 東金町1-42-3-4F 03-5876-5506 歯・小歯 日、祝
服部歯科医院 東金町1-43-9-2F 03-3608-0080 歯・小歯・矯歯 土、日、祝
こみや歯科医院 東金町1-45-2-2F 03-5699-8888 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
シミズ歯科クリニック 東金町2-3-13-2F 03-5699-8211 歯・小歯・矯歯 日、祝
イナモチ歯科医院 東金町2-17-16-102 03-5699-6884 歯 木、日、祝
福田歯科医院 東金町3-1-5 03-3607-8046 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
志田歯科 東金町3-13-7 03-3607-8984 歯・歯口外 木、日、祝
りもあ歯科 東金町3-19-1 03-3607-3292 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
千代田歯科医院 東金町3-21-6 03-3608-6480 歯・小歯・矯歯・歯口外 日、祝
水元・東水元・南水元・西水元
鈴木歯科医院 水元1-22-14 03-5699-1147 歯 木、日、祝
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名称 所在地 電話番号 休診日
立石・東立石・四つ木・東四つ木・宝町
萩原整骨院 立石1-16-3 03-3691-6171 日、祝
やまだ整骨院 立石3-20-5-101 03-3695-7477 月、祝
ひだまり整骨院 立石4-7-1-101 03-6657-7417 木、日、祝
区役所通り
接骨院 立石4-27-9 03-5698-3501 なし

しろくま整骨院 立石4-30-10 03-3696-4690 日、祝
まつの接骨院 立石4-30-11 03-5698-0021 祝
ニコニコ整骨院 立石4-34-13 03-5698-3170 日、祝
かつしかウェルネ
ス整骨院 立石6-18-15 03-5654-9909 日、祝

カノン整骨院 立石6-20-7-1F 03-6657-7668 日、祝
立石ひかり
整骨院 立石7-2-2 03-5654-8770 日、祝

渡辺整骨院 立石7-2-5 03-3691-1122 日
登山整骨院 立石8-4-13 03-3691-1355 日、祝
いとう接骨院 立石8-34-9 03-5670-1499 日、祝
関川整骨院 東立石1-21-15 03-3695-6478 日、祝
ヒマワリはりきゅ
う・整骨院

東立石
4-45-11-109 03-5654-7690 火、日、祝

小島接骨院 東立石4-50-5 03-3692-1175 日、祝
しむら接骨院 東立石4-50-8 03-3693-5578 日
平成接骨院 東立石4-54-5 03-3695-4100 なし
四つ木整骨院 四つ木1-5-11 03-6657-7827 木
たかお鍼灸
整骨院 四つ木1-29-10 03-5654-9398 日

安谷屋接骨院 四つ木2-15-7 03-3691-1868 日、祝
たなか接骨院 四つ木4-15-3 03-3693-5388 日、祝

有馬接骨院 東四つ木
2-8-12-111 03-3696-8186 日、祝

しぶえ鍼灸接骨院 東四つ木3-27-3 03-5654-6500 日、祝
しおや整骨院・しお
や鍼灸院

東四つ木
3-34-16 03-3691-2864 日、第3月

のぞみ整骨院 東四つ木4-3-18 03-3696-6303 日、祝
ねむの木整骨院 東四つ木4-14-6 03-5654-9401 水

名称 所在地 電話番号 休診日

あすなろ整骨院 東四つ木
4-34-11 03-3696-7606 なし

いけだ接骨院 宝町1-2-1 03-5698-2577 日、祝、第
1火

はり・灸整骨院
たから堂 宝町1-11-7-102 03-6662-8565 日、祝

長谷部整骨院 宝町1-25-11 03-3693-2965 日、祝
堀切・小菅・お花茶屋
健愛整骨院 堀切2-33-3 03-3694-2789 水、祝
あるこう整骨院 堀切2-50-3 03-6323-6638 水、日
サン接骨院 堀切3-3-1 03-3697-9928 日
ニコニコ堀切
整骨院 堀切3-7-8 03-3694-6010 日、祝

すばる整骨院 堀切4-10-3 03-5654-9333 日

こやの整骨院 堀切4-16-13 03-5654-9827 日、祝
愛心整骨院 堀切4-51-7-101 03-5650-5436 木、日

家中整骨治療院 堀切4-52-4 03-3602-3707
水 、第 1
日 、1 0・
20・30日

吉田接骨院 堀切5-1-3 03-3602-2212 日、祝
堀切整骨院 絆 堀切5-7-1 03-6662-9760 木、日
まつなが
鍼灸接骨院 堀切5-22-14 03-3690-8525 木、隔週水

いちむら
鍼灸接骨院 堀切6-7-11 03-6662-9235 日、祝、第

1・3水
渡辺鍼灸接骨院 堀切7-24-6 03-3601-7768 日、祝
Crest
クレスト整骨院 堀切7-32-3 03-6897-2763 日

津久井整骨院 小菅1-19-3 03-3602-0459 日、祝

小菅鍼灸整骨院 小菅2-23-15 03-3602-9916
第1・3・5
日、第2・4
日の翌日、
祝

ひらい整骨院 小菅4-11-1 03-3604-2744 木
あやせ東口
整骨院 小菅4-11-12 03-6240-7319 木 、土 、

日、祝

名称 所在地 電話番号 診療科目 休診日
細谷歯科医院 水元3-17-15 03-3609-8848 歯 木、日、祝
セキデンタルクリニック 水元4-13-18 03-5699-2508 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
水元歯科 水元4-19-12 03-3600-1989 歯 水、日、祝
平野歯科医院 水元5-16-6 03-3608-7037 歯 木、日、祝
東水元歯科医院 東水元1-9-11 03-3608-8066 歯・小歯・歯口外 木、日
関根歯科医院 東水元1-16-17 03-3627-4582 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
マコト歯科医院 東水元2-4-1 03-3607-6207 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝
けんみざき歯科 東水元3-6-3 03-5699-1814 歯・小歯 木、日、祝
大川歯科医院 南水元1-25-1 03-3600-5118 歯・小歯・歯口外 日、祝
千葉歯科クリニック 南水元4-22-3 03-3826-1748 歯・小歯・歯口外 木、日、祝
峰岸ハイツ歯科医院 西水元1-25-10 03-3826-1499 歯・小歯 木、日、祝
中田歯科医院 西水元2-14-18 03-5660-1584 歯・小歯・矯歯 木、日、祝
工藤歯科 西水元6-2-4 03-3608-6882 歯・小歯・矯歯・歯口外 木、日、祝

接骨院

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各医療機関・接骨院にお問い合わせください。

内容に変更がある場合がありますので、事前に各医療機関・接骨院にお問い合わせください。
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各接骨院にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各接骨院にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 休診日
F.C.C.あやせ
整骨院 小菅4-12-5 03-6662-9150

あやいち整骨院 小菅4-21-7 03-3604-1725 日、祝

K-style接骨院 お花茶屋
1-16-13 03-6662-4739 日、祝

お花茶屋北口
接骨院

お花茶屋
1-17-11 03-5680-6060 日

お花茶屋駅前
整骨院

お花茶屋
1-18-13 03-3602-2521 木、日

お花整骨院 お花茶屋1-21-7 03-5629-2099 日、祝
ナチュラル接骨院 お花茶屋1-26-1 03-6231-2208 日、祝
まつなが鍼灸
整骨院
お花茶屋院

お花茶屋1-27-2 03-6662-7764

健陽整骨院 お花茶屋
1-28-22 03-6382-9090 日、祝

ロイヤル整骨院 お花茶屋2-1-4 03-3604-3354 日、祝
パピー整骨院 お花茶屋2-15-1 03-5680-6400 火
白鳥・亀有・西亀有・青戸
しらとり2丁目
接骨院 白鳥2-2-10-106 03-6662-6333 日、祝

黒田接骨院 白鳥2-6-1 03-3604-8221 日、祝
バンブーはりきゅ
う整骨院 白鳥3-15-3 03-3838-8686 日、祝

きらきら整骨院 白鳥4-14-19 03-6875-3539 木、祝
あらかわ整骨院 白鳥4-15-9 03-6662-9401 日、祝
多田整骨院 白鳥4-15-9-106 03-6427-8929 日、祝
あず鍼灸整骨院 亀有1-24-5 03-3601-5099 日、祝
高木整骨院 亀有2-20-11 03-3602-4505 木、日、祝
かゑで整骨院 亀有2-59-8-1F 03-3690-7507 木
亀有駅チカ海道
整骨院 亀有3-3-7 03-6662-9924 日、祝

こたけ整骨院 亀有3-9-7-201 03-3604-1160 火、金
エース接骨院 亀有3-11-11-2F 03-6662-7070 水
プメハナ整骨院 亀有3-21-7 090-8450-9383 水、日
亀有接骨院 亀有3-21-8 03-3690-9097 日
けやきの森
整骨院

亀有3-26-1
リリオ館6F 03-6662-4110 第2木

はてるま整骨院 亀有3-32-3 03-6662-9511 日、祝
ゆうろーど
鍼灸整骨院 亀有3-33-2-101 03-3604-8016 日

にいがた整骨院 亀有4-22-5 03-5629-6530 日、祝
土屋整骨院 亀有4-31-18 03-3603-3229 日、祝
巣鴨総合治療院・
整骨院　亀有院 亀有5-3-6 03-5849-5939 水

亀有あすなろ
整骨院 亀有5-27-8 03-5856-2766 水

亀有ひまわり
整骨院 亀有5-28-2 03-3628-9955 日、祝

亀有駅前整骨院 亀有5-28-11 03-5697-1956 祝
こころ接骨院 亀有5-31-7 03-5616-8918 日、祝
亀有くまさん
整骨院 亀有5-39-4-101 03-5856-1963 日、祝

山形鍼灸整骨院 亀有5-39-14 03-3629-6116
第 2・4・
5日、第2
月、祝

指福堂治療院 亀有5-44-12 03-6313-1282 不定

名称 所在地 電話番号 休診日
うちうみ接骨院 亀有5-48-6 03-5697-5910 日
みずほ接骨院 亀有5-54-5 03-3605-6777 日、祝
にしかめ整骨院 西亀有2-9-3 03-6662-7401 日、祝
アシストはり・
きゅう・整骨院

西亀有
2-30-1-1F 03-6240-7017 祝

はやし整骨院 西亀有2-35-11 03-3603-6586 日
遠藤接骨院 西亀有2-39-14 03-3604-4137 日、祝
東洋堂接骨院 青戸1-12-2 03-3694-8302 日、祝
団整骨院 青戸3-12-6-1F 03-5629-1152 木、日
佐藤接骨院 青戸3-25-12 03-3601-4782 日、祝
ネクサス青砥
鍼灸整骨院 青戸3-27-15 03-6662-4212 日、祝

健康堂接骨院 青戸3-31-6 03-3603-8582 なし
青砥駅前クリオ
接骨院鍼灸院

青戸
3-39-10-102 03-3602-2777 日

あおぞら整骨はり
灸院 青戸3-40-11 03-3838-5522 なし

いっしき整骨院 青戸3-41-4 03-3690-8333 火、祝
南葛鍼灸整骨院 青戸4-9-6 03-3604-9441 日、祝
たじり整骨院 青戸5-1-4 03-3838-5679 日、祝
丸山接骨院 青戸5-20-12 03-3601-8223 日、祝
まつまる整骨院 青戸6-3-15-101 03-3690-2120 日
青戸はなまる
接骨院 青戸7-18-1 03-6662-9850 月

すどう接骨院 青戸8-3-8 03-3690-4177 土、日、祝
整骨院サーブ 青戸8-4-10 03-6383-3299 水、日、祝
新小岩・東新小岩・西新小岩・奥戸
あず整骨院 新小岩1-25-9 03-3656-4699 日、祝
ほのぼの整骨院 新小岩1-35-1 03-5662-6440 日
おぐら整骨院 新小岩1-40-11 03-3674-8533 日
南の風整骨院 新小岩1-42-11 03-3655-3788 日、第3木
新小岩ルミエール
整骨院 新小岩1-50-2 03-5879-4454 日、祝

ブラボー整骨院 新小岩1-56-5 03-6874-8852 水
しげるはりきゅう
整骨院 新小岩2-1-23 03-5879-3997 日

新小岩ひかる
接骨院 新小岩2-13-1 03-5879-3542 水、祝

新小岩けん
整骨院 新小岩2-41-2 03-6876-6082 水、祝

小松通り
整骨院・鍼灸院 新小岩3-15-1 03-6231-4066 日・祝

新小岩名倉
接骨院 新小岩4-11-12 03-3655-6288 日

新小岩すなお
整骨院

新小岩
4-20-19-1F 03-5879-2320 日、祝

あおい接骨院 東新小岩1-7-12 03-5875-7484 不定
新小岩エスビー
接骨院

東新小岩
1-17-11 03-5654-6556 日、祝

からだづくり
治療院

東新小岩
4-17-13-2F 03-5654-7322 木、祝

いろどり接骨院 東新小岩5-7-12 03-6657-7177 日、祝

吉原接骨院 東新小岩
5-17-14 03-3697-3260 日、祝

匠整骨院 東新小岩
5-19-14 03-5654-6566 日、祝
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各接骨院にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各接骨院にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 休診日
まつなが鍼灸整骨
院　東新小岩院 東新小岩6-1-7 03-6886-7379 日

はね整骨院 東新小岩
6-10-15 03-3696-3134 日、祝

みのり鍼灸整骨院 東新小岩
7-32-13 03-5670-3965 日

宍戸接骨院 東新小岩8-6-2 03-3692-7226 水、木、日、
祝

駅前名倉整骨院 西新小岩1-2-11 03-3694-5988 日
みやた整骨院 西新小岩1-4-1 03-6280-5900 不定
西方整骨院 西新小岩1-8-7 03-5698-2887 日、祝

メイプル整骨院 西新小岩
1-10-2-2F 03-5670-5518 日、祝

北原接骨院 西新小岩4-2-5 03-3692-8129 木、日、祝、
第1水

巣鴨総合治療院・
整骨院
西新小岩院

西新小岩4-8-18 03-6657-6636 日

西新小岩整骨院 西新小岩
4-11-5-1F 03-3693-5937 水、日

かつしか整骨院 西新小岩
4-25-13 03-5654-9086 日、祝

たつみ橋
ひまわり整骨院

西新小岩
4-42-13 03-3695-8189 不定

てつ整骨院 西新小岩
5-30-17 03-5654-6320 日、祝

昆ほねつぎ堂 奥戸1-3-5 03-3695-4298 不定
とやま整骨院 奥戸2-29-10 03-3693-8182 日、祝
巣鴨総合
治療院・整骨院
奥戸院

奥戸3-4-23 03-6662-8664 水、日

まつなが
鍼灸整骨院 奥戸3-6-9 03-3694-5291 日

鈴木接骨院 奥戸3-25-14 03-3692-0098 日、祝
高砂・鎌倉・細田・柴又
おはな整骨院・
鍼灸院 高砂2-36-5 03-5876-8178 日

大東整骨院 高砂3-10-5 03-5694-9580 日
たかさご
はりきゅう
整骨院

高砂3-12-5-2F 03-3658-5578 日

エリーゼ接骨院 高砂3-12-17 03-6458-9435 日、祝
高砂接骨院 高砂3-17-16 03-5668-5500 不定休
うちぼり整骨院・鍼
灸院 高砂5-29-5 03-3607-1976 日、祝

横山整骨院 高砂5-39-14 03-3607-6828 日、祝
山口整骨院 高砂5-47-8 03-5699-0322 日、祝
楽はり灸・整骨院 高砂5-47-9 03-5876-4152 日
鍼灸整骨院
イワサキ 高砂6-3-20 03-3609-9933 水、祝

住吉小学校前
接骨院 高砂8-8-10-101 03-3826-5508 日

あすなろ接骨院 高砂8-29-12 03-3609-8030 土、祝
こばやし接骨院 鎌倉3-11-10 03-6657-9973 日、祝
ゆめみの整骨院 鎌倉3-16-3 03-6458-9177 木、祝
鎌倉鍼灸接骨院 鎌倉4-10-3 03-5694-1071 日、祝
さくら鍼灸整骨院 鎌倉4-16-1 03-6458-9939 日、祝
元気の泉接骨院 鎌倉4-41-3 03-6657-9071 日、祝

名称 所在地 電話番号 休診日
みうら鍼灸
整骨院 細田4-2-20 03-5693-9199 日

民健堂整骨院 細田4-9-2 03-3650-0347 日、祝
三浦接骨院 細田5-10-9 03-3673-6598 日
レッツ整骨院・
鍼灸院 細田5-15-6 03-5876-8331 土、日、祝

千尋の整骨院 柴又1-5-12 03-3608-5381 水
榊原接骨院 柴又1-30-15 03-3609-8815 日、祝
しばまたいろは
整骨院鍼灸
マッサージ院

柴又1-43-12 03-5876-4810 木、祝

ひで接骨院 柴又2-5-28 03-3600-1813 木、日、祝
いしかわ整骨院 柴又2-19-8 03-3608-3314 日、祝
あず鍼灸接骨院 柴又4-11-16 03-3672-3499 日、祝
おとたに接骨院 柴又4-15-12 03-5668-5001 なし
ひまわり整骨院 柴又4-35-24 03-5668-9030 日、祝
寺山整骨院 柴又5-10-29 03-3659-5807 日、祝
匡正堂齋藤
整骨院 柴又6-14-2 03-3650-0237 水、祝

新宿・金町・東金町
上杉整骨院 新宿3-32-14 03-5876-9588 祝
新宿みらい
整骨院 新宿4-25-17-1F 03-5876-3787 日、祝

綴ときわ堂
鍼灸接骨院 金町2-17-9 03-3609-6363 日、祝

金町豆の木整骨院 金町3-5-2-1F 03-5876-3099 日
金町三丁目
接骨院 金町3-7-4 03-5876-4295 日、祝

おがわ末広整骨院 金町5-17-5-103 03-6231-3343 日
中和倉接骨院はり・
灸院

金町
5-17-10-105 03-5699-3030 日

京成金町整骨院 金町5-33-20 03-3607-3110 水、第1日
はな鍼灸院整骨院 金町6-1-18-2F 03-6822-6559 日
金町南口整骨院 金町6-7-14 03-5699-8533
太陽堂整骨院 金町6-9-11 03-5699-2170 日、祝
オリーブ整骨院 金町6-13-4-101 03-5876-3057 日、祝
オレンジ堂
整骨院 東金町1-1-1 03-5876-3144 日、祝

金町ニコニコ堂
整骨院 東金町1-14-2 03-5699-1072 日、祝

たなごころ
治療院 東金町1-15-8 03-3607-0556 1/1、1/2

すみ鍼灸整骨院 東金町
1-18-6-1F 03-3627-5005 日、祝

あったかい接骨院・
鍼灸院 東金町1-19-3 03-3826-1953 月、日

かつしか整骨院 東金町1-25-4 03-3607-8230 日、祝
東金町鍼灸
整骨院 東金町1-26-3 03-5888-5609 日、祝

金町ふじ整骨院 東金町
1-36-1-111 03-5876-5319 日、祝

おがわ整骨院 東金町1-39-1 03-5660-6222 日
円城寺整骨院 東金町2-31-1 03-3607-2369 日
たかやなぎ整骨院 東金町2-32-3 03-3609-2560 日、祝
金町ニコニコ
堂整骨院 東金町3-18-10 03-5699-0673 日、祝
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各接骨院にお問い合わせください。

休診日は終日休診日のみを掲載しています。詳しくは各接骨院にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 休診日
アイリス整骨院 東金町3-31-4 03-3826-6020 日
下田整骨院 東金町3-32-11 03-3600-4785 日、祝
東金町はんだ
接骨院 東金町4-41-19 03-6231-3624 月

新井鍼灸整骨院 東金町7-27-8 03-3627-0848 水、日、祝
水元・東水元・南水元・西水元
あさ陽はり灸
接骨院 水元2-16-21 03-6314-5977 日、祝

みずもと接骨院 水元3-4-6 03-5876-6222 日
田中整骨鍼灸院 水元4-3-2 03-3608-3222 日、祝
ふじもり鍼灸
整骨院水元分院 水元4-11-6 03-3609-6238 日、祝

ウオチ接骨院 東水元1-11-8 03-5660-4080 日、祝
さくら堤整骨院 東水元5-24-1 03-5876-3688 日、祝
南水元みどり
整骨院・鍼灸院 南水元1-23-8 0120-373-150 日、祝

大島接骨院・金町名
倉彩明 南水元1-26-3 03-3607-5775 日、祝

ふじもり鍼灸
整骨院 南水元2-18-21 03-3607-8623 日、祝

南水元接骨院 南水元4-4-19 03-3608-9941 日
岡島接骨院 南水元4-17-4 03-5660-0461 日、祝

オハナ接骨院 南水元4-24-16 03-6318-0198 日、祝、第
3土

坂内接骨院 西水元1-23-18 03-3607-3710 日、祝
にしみずもと
太陽接骨院 西水元1-25-10 03-5876-4104 日、祝

うすざわ接骨院 西水元5-13-3 03-5660-6550 日、祝
ふじもり鍼灸
整骨院西水元院 西水元5-17-10 03-3607-6234 日、祝

名称 所在地 電話番号 休診日
立石・東立石・四つ木・東四つ木・宝町
ミヤコ薬局立石店 立石1-15-1 03-5672-7707 日、祝
日本調剤
立石駅前薬局 立石1-15-5 03-5671-2231 日、祝

三愛薬局 立石2-24-10 03-3693-9000 日、祝
オレンジ薬局
立石店 立石3-19-16 03-6657-7570 日、祝

近藤薬局 立石4-19-1 03-3691-1609 なし
川西薬局 立石4-21-10 03-3694-7601 水、日、祝
おおうら薬局
第二支店 立石4-27-1 03-3693-2022 日、祝

あさひ調剤薬局
立石店 立石5-2-1 03-6657-7220 日、祝

あさひ調剤薬局
立石2号店 立石5-7-5 03-6662-8693 日、祝

ウエルシア薬局
葛飾立石店 立石5-7-19 03-5671-3822 日、祝

弘寿堂漢方薬局 立石5-11-4 03-3697-1192 日、祝
ハロー薬局 立石6-20-10-1F 03-5670-6528 木、日、祝
スカイ薬局
青戸店 立石6-34-13 03-5654-6866 日、祝

調剤薬局マツモト
キヨシ青戸店 立石6-38-8-1F 03-5672-5014 木、日、祝

おおうら薬局
第三支店 立石7-4-4 03-3694-6901 木、日、祝

おおうら薬局
第一支店 立石7-6-1 03-3694-0435 祝

さくら薬局立石店 立石8-1-2-101 03-6657-6303 日、祝
立石薬局 立石8-2-2 03-3691-1472 日、祝
よつば薬局 立石8-2-7 03-6657-7511 日、祝
三心堂薬局 立石8-6-10 03-3696-3220 日、祝
金子調剤薬局 立石8-34-10 03-3696-2613 日、祝
フローラ薬局
東立石店 東立石1-1-8 03-5672-1125 水、日、祝

ウエルシア薬局
葛飾東立石店 東立石1-12-9 03-5654-2128 日、祝

みどり東薬局 東立石3-21-7 03-5654-2884 木、日、祝
なのはな薬局 東立石3-25-10 03-5654-8715 日、祝
本田薬局 東立石4-45-12 03-3696-6231 日、祝
オゾン薬局 四つ木1-21-5 03-3691-6342 日、祝
アイン薬局
よつぎ店

四つ木
1-47-12-1F 03-6657-6386 日、祝

セントラル薬局
四つ木店 四つ木2-18-4 03-5654-6608 日、祝

スミダ薬局
四つ木店 四つ木4-5-11 03-5698-1189 日、祝

野口薬局 四つ木4-19-1 03-3697-3111 日、祝
のぞみ薬局 四つ木5-11-10 03-6657-6501 水、日、祝
亀有薬局
東四つ木店

東四つ木
2-8-12-107 03-5875-7238 水、日、祝

マツザワ薬局 東四つ木
3-23-18 03-3691-1524 日、祝

四つ木薬局 東四つ木
3-47-16 03-5654-6811 木、日、祝

薬局
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各薬局にお問い合わせください。

定休日は終日定休日のみを掲載しています。詳しくは各薬局にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 休診日
あやめ薬局
ポラリス 白鳥3-25-5 03-3604-7304 日、祝

スギ薬局
葛飾白鳥店 白鳥4-10-17 03-6662-6813 祝

あおば薬局亀有店 亀有1-25-23 03-3690-5667 水、祝
ウエルシア薬局
葛飾亀有店 亀有2-16-1 03-5629-6329 なし

あさひ調剤薬局
亀有店 亀有2-18-27 03-6231-2793 日、祝

砂波薬局 亀有2-23-3 03-3601-2977 日、祝
ミドリ薬局亀有
2丁目店 亀有2-33-3 03-3838-8082 木、日、祝

松澤薬局 亀有3-3-10 03-3602-9120 日、祝
あやめ薬局 亀有3-4-12 03-3602-5551 日、祝
つばさ薬局 亀有3-6-9 03-5629-5694 日
ココカラファイン
薬局亀有店 亀有3-7-7 03-3690-0062 祝

ユタカ薬局亀有店 亀有3-14-9 03-5680-3561 日、祝
さくら薬局 亀有3-18-1 03-5629-3226 火、日、祝
日本調剤亀有薬局 亀有3-25-1 03-5673-0557 日、祝
薬局日本
メディカル亀有店 亀有3-26-1-6F 03-6662-6288 なし

コクミン薬局
亀有店

亀有3-26-2
リリオ壱番館 03-5680-4151 日、祝

マリオ薬局 亀有3-27-27 03-5680-6211 日、祝
ウエルシア薬局
亀有駅前店 亀有3-31-4 03-3602-8780 日、祝

スミダ薬局
亀有店 亀有3-33-4-1F 03-5647-7222 土、日、祝

ピーチ薬局亀有店 亀有3-33-15-102 03-3838-2292 日、祝
ユタカ薬局
ゆうろーど店 亀有3-36-3 03-5650-6177 日、祝

亀有三丁目薬局 亀有3-36-4-1F 03-5629-4077 祝
いちご薬局 亀有3-37-17-1F 03-6662-9172 日、祝
亀有薬局 亀有4-36-3 03-3601-2835 日、祝
たんぽぽ薬局
亀有店 亀有5-15-2 03-3629-9341 日、祝

くすの木薬局 亀有5-16-3 03-5682-9300 日、祝
あすか薬局 亀有5-19-6 03-5616-8016 日、祝
プライム薬局
亀有店 亀有5-21-8-103 03-5682-7060 祝、第2・

3・4・5日
あおぞら薬局 亀有5-30-1 03-5616-7517 日、祝
日立薬局 亀有5-31-8 03-3605-5412 日、祝
せんり薬局亀有店 西亀有2-2-10 03-6662-4712 日、祝

くるみ薬局 西亀有2-24-11 03-5680-9180 日、祝、第
3土

亀有薬局第二支店 西亀有
3-42-8-102 03-3602-5010 木、日、祝

みのる薬局青戸店 青戸1-10-8 03-5698-3739 水、日、祝
薬局くすりの福太郎
青戸３丁目店 青戸3-30-5 03-6662-7929 土、日、祝

ミサワ薬局
青戸本店 青戸3-31-8 03-3602-4058 日、祝

中村薬局 青戸3-34-6 03-3601-1713 木、日、祝
ココカラファイン
薬局ユアエルム
青戸店

青戸3-36-1-1F 03-6662-7527 なし

名称 所在地 電話番号 休診日

オゾン薬局支店 東四つ木
4-10-15 03-3691-1729 日、祝

ひかり薬局 東四つ木4-27-7 03-3692-3408 木、日、祝

へいわ橋薬局 東四つ木
4-45-10 03-5698-0502 日、祝

ベル薬局宝町店 宝町1-1-7 03-5698-1021 日、祝
スター薬局 宝町2-19-16 03-3697-1975 木、日、祝
南山堂薬局
お花茶屋店 宝町2-23-3 03-5654-6555 日、祝

ミヤコ薬局宝町店 宝町2-33-16 03-5875-7223 水、日、祝
お花茶屋
すばる薬局 宝町2-34-13 03-5654-6810 水、日、祝

薬局トモズ
お花茶屋店 宝町2-34-16-1F 03-5654-6822 日、祝

堀切・東堀切・小菅・お花茶屋
堀切調剤薬局 堀切2-13-8 03-5698-5791 日、祝
ヒラタ薬局 堀切2-35-4 03-5698-4646 日、祝
ファーブ薬局
堀切店 堀切2-51-2 03-3693-4331 水、日、祝

蘭薬局堀切店 堀切2-66-15 03-5670-8151 日、祝
ゆみ薬局堀切店 堀切2-66-18 03-5672-2040 日、祝
あおぞら薬局
堀切菖蒲園店 堀切3-3-3 03-5672-1150 日、祝

秋山薬局
堀切三丁目店 堀切3-17-15 03-3693-8970 日、祝

堀切のぞみ
調剤薬局

堀切
3-35-10-102 03-5672-2051 祝

しょうぶ園薬局 堀切4-10-7 03-5654-6404 なし
薬局アイリス 堀切4-58-15 03-6662-9217 日、祝
秋山薬局第二支店 堀切4-58-24 03-3690-5377 日、祝
大正堂薬局 堀切5-2-1 03-5629-7480 日、祝
秋山薬局 堀切5-9-3 03-3602-0959 日、祝
秋山調剤薬局 堀切5-20-9 03-3601-2540 日、祝
さくら薬局堀切店 堀切7-5-4 03-3838-6716 日、祝
堀切虹薬局 堀切7-12-1 03-3604-9419 日、祝
和田薬局 東堀切2-5-17 03-3601-0721 日、祝
かなえ薬局 東堀切3-17-6 03-3604-8780 日、祝
秋山薬局第三支店 小菅2-20-13 03-3603-0301 日、祝
あやせ薬局
第一支店 小菅4-9-3 03-3838-1193 日、祝

おおぞら薬局 小菅4-10-5 03-5629-5161 日、祝

はる薬局 お花茶屋
1-14-10 03-6662-6340 祝

ミヤコ薬局 お花茶屋
1-17-10 03-3838-3851 日、祝

ぱぱす薬局
お花茶屋駅前店 お花茶屋1-19-3 03-5650-0544 日、祝

フラワー調剤薬局 お花茶屋1-23-1 03-5680-7372 水、日、祝
吉田薬局 お花茶屋1-27-4 03-3602-5306 日、祝
あみ薬局 お花茶屋2-16-1 03-5629-0607 日、祝
白鳥・亀有・西亀有・青戸
あるも薬局
白鳥店 白鳥2-15-9 03-6240-7710 日、祝

しらとり薬局 白鳥3-12-1 03-3604-8267 日、祝
ハート薬局白鳥店 白鳥3-12-16 03-5680-5107 土、日、祝
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各薬局にお問い合わせください。

定休日は終日定休日のみを掲載しています。詳しくは各薬局にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 休診日
フタバ薬局
青戸駅前店 青戸3-39-1 03-3838-6838 木、祝、第

1・3日
日本調剤青砥駅
前薬局 青戸3-39-11 03-5650-5431 日、祝

ミサワ薬局
青戸駅前店 青戸3-39-13 03-5650-0830 なし

ミズホ薬局 青戸3-41-4 03-3838-3329 日、祝
ほほえみ薬局 青戸3-41-11 03-3838-3359 日、祝
スギ薬局
葛飾青戸店 青戸4-21-26 03-6662-9350 日、祝

ミサワ薬局
青戸第2支店 青戸5-9-5 03-5650-6300 日、祝

そうごう薬局
在宅調剤センター
青砥店

青戸5-14-5-103 03-3838-3011 日、祝

ほしぞら薬局 青戸5-18-10 03-5629-4122 日、祝
そよかぜ薬局葛飾店 青戸5-26-10 03-6662-9556 木、日、祝
ユタカ薬局青戸店 青戸5-30-7 03-3601-8227 木、日、祝
ひなた薬局 青戸6-4-24 03-3690-9215 日、祝
ふれあい薬局 青戸6-4-25 03-5680-2289 日、祝
そよかぜ薬局
青戸店 青戸6-16-19 03-5650-3072 日、祝

ゆうゆう調剤薬局 青戸6-16-22 03-6240-7879 月、日、祝
日本調剤葛飾薬局 青戸6-17-15 03-5629-4481 日、祝
なの花薬局青戸店 青戸6-17-17 03-5629-5862 日、祝
ミサワ薬局青戸
第3支店 青戸6-19-28 03-5629-6123 日、祝

薬局トモズ葛飾
青戸店 青戸8-3-10 03-6804-3988 木、日、祝

新小岩・東新小岩・西新小岩・奥戸
中村薬局 新小岩1-20-6 03-3651-3217 木、日、祝
ほまれ堂薬局 新小岩1-31-10 03-3651-3445 日、祝
新小岩ミヤコ薬局 新小岩1-40-8 03-5662-5617 日、祝
日昇堂大場薬局 新小岩1-48-6 03-3651-2293 日、祝
仁成堂薬局
新小岩支店 新小岩1-53-3 03-3651-2721 水、日、祝

薬局ぽっぽ 新小岩1-55-6 03-5661-6290 木、祝

ひよこ薬局 新小岩
2-2-19-102 03-3651-7511 日、祝

アリス薬局 新小岩2-7-6 03-5662-0398 日、祝
クレール薬局
さくら薬局新小岩店 新小岩2-9-14 03-5661-6585 水、日、祝

吉田薬局 新小岩2-30-1 03-3651-7162 日、祝
ミサワ薬局
新小岩北口店 東新小岩1-7-10 03-5654-9511 祝

みどり薬局 東新小岩
1-9-2-1F 03-5698-7195 日、祝

クリーン薬局
新小岩 東新小岩5-1-4 03-3695-1976 日、祝

ナカノ薬局 東新小岩5-13-1 03-3697-0666 木 、土 、
日、祝

すもも薬局 東新小岩5-15-3 03-5654-9205 水、日、祝

れたす薬局 東新小岩
5-17-26-102 03-5672-5566 日、祝

あおぞら薬局
東新小岩店 東新小岩6-1-7 03-5670-3737 日、祝

名称 所在地 電話番号 休診日

新小岩調剤薬局 東新小岩
7-15-11 03-3693-4193 日、祝

ココカラファイン
薬局新小岩駅前店 西新小岩1-3-10 03-6657-6371 日、祝

とらさん薬局
新小岩 西新小岩1-7-2 03-6657-7037 日、祝

フレンド薬局 西新小岩
1-8-5-1F 03-5670-9311 日、祝

ぱぱす薬局
新小岩店 西新小岩2-1-11 03-5671-6122 日、祝

坂本薬局 西新小岩4-9-15 03-3697-3404 日、祝

新エース薬局 西新小岩
4-14-16-103 03-6662-8399 日、祝

西新小岩薬局 西新小岩4-16-9 03-5654-9011 日、祝
新生堂薬局
新小岩店 西新小岩4-17-2 03-5654-9702 日、祝

アイセイ薬局
西新小岩店 西新小岩4-17-6 03-5671-5024 日、祝

スギ薬局
西新小岩店

西新小岩
4-25-17 03-5875-6815 日、祝

伊藤薬局 西新小岩
4-30-12 03-3691-6638 日、祝

エース薬局 西新小岩
4-37-14-1F 03-3694-0939 日、祝

上平井クリーン
薬局

西新小岩
4-39-23 03-6413-8720 日、祝

奥戸中央薬局 奥戸2-16-7-101 03-5698-1025 日、祝
加神調剤薬局 奥戸2-32-5 03-3694-2915 木、日、祝
あやめ薬局
ペガサス 奥戸2-42-13-1F 03-6657-6866 水、日、祝

どらっぐぱぱす
薬局奥戸店 奥戸3-22-9 03-5671-5135 日、祝

ウエルシア薬局葛
飾奥戸店 奥戸5-5-1 03-5672-4780 祝

高砂・鎌倉・細田・柴又
アップル薬局
高砂店 高砂2-38-3 03-6801-7680 日、祝

たかさご薬局 高砂3-6-9 03-3673-7253 水、日、祝
ミツワ薬局
第二高砂店 高砂3-10-8 03-5622-6780 日、祝

メープル薬局 高砂3-19-3 03-5612-3450 日、祝
あかね薬局 高砂3-27-5 03-3650-1839 日、祝
クオール薬局
葛飾高砂店 高砂3-27-13 03-6657-8889 日、祝

水戸薬局本店 高砂5-36-7-1F 03-3607-2562 日、祝
水戸薬局在宅医療
支援センター 高砂5-38-8 03-3607-2568 日、祝

まりも薬局 高砂5-47-3 03-3627-8312 日、祝
かまくら薬局 鎌倉2-10-4 03-5694-1560 祝
薬局くすりの福太郎
葛飾鎌倉店 鎌倉4-2-1 03-5612-5198 土、日、祝

ミント薬局鎌倉店 鎌倉4-17-7 03-5612-7123 日、祝
あけぼの薬局 細田3-12-7 03-5694-0064 日、祝
いちご薬局
細田3丁目店 細田3-29-9 03-6657-9410 日、祝

いつき薬局 細田5-3-6 03-6806-9777 日
ミツワ薬局柴又店 柴又1-5-14 03-3627-3486 木、日、祝
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内容に変更がある場合がありますので、事前に各薬局にお問い合わせください。

定休日は終日定休日のみを掲載しています。詳しくは各薬局にお問い合わせください。

名称 所在地 電話番号 休診日
水戸薬局
ハーブ店 柴又1-29-8 03-5648-6861 日、祝

ほのか薬局 柴又1-37-6 03-5648-3753 日、祝
しろくま薬局 柴又1-41-10 03-6231-3672 木、日、祝
ファーコス薬局
柴又 柴又1-43-10 03-5699-6866 日、祝

富士薬局 柴又1-45-10 03-3607-0739 日、祝
たから薬局 柴又3-2-16 03-3607-4665 日、祝
ミツワ薬局
柴又四丁目店 柴又4-6-12-101 03-3658-0029 日、祝

スミレ薬局 柴又4-15-18 03-3659-5573 日、祝
わかば薬局 柴又4-24-5 03-6273-8620 木、日、祝
あき薬局 柴又4-36-25 03-5612-4173 日、祝
スミレ薬局
新柴又店 柴又5-9-25 03-3672-1193 日、祝

パール薬局柴又店 柴又6-4-3 03-5612-7285 日、祝
ワタナベ薬局 柴又7-1-16 03-3657-2262 日、祝
新宿・金町・東金町
和光薬局新宿店 新宿2-5-9 03-3608-8666 日、祝
ステラ薬局 新宿3-15-2 03-5876-6164 木、日、祝
クオール薬局
シティテラスモール
金町店

新宿6-2-15 03-6231-3189 なし

ユタカ薬局新宿店 金町1-9-12-101 03-5699-2556 日、祝
いろは薬局 金町2-9-14 03-6231-3523 木、日、祝
ポプラ調剤薬局 金町3-20-6-102 03-3600-2338 木、日、祝
いずみ薬局金町南店 金町3-32-9 03-3600-6328 木、日、祝
みなみ調剤薬局
金町5丁目店 金町5-24-5 03-6231-3381 日、祝

なの花薬局金町店 金町6-2-1-2F 03-3609-8301 祝
オリーブ薬局 金町6-4-2 03-5648-2525 日、祝
サンワ薬局金町店 金町6-4-3-101 03-5660-8911 日、祝
金町薬局 金町6-7-10 03-3607-0346 木、日、祝
みなみ調剤薬局
金町店 金町6-8-9-101 03-3600-3207 日、祝

ユタカ薬局金町店 金町6-13-8 03-3608-9701 木、日、祝
ひまわり薬局 東金町1-1-1 03-5660-6107 日、祝
アイン薬局金町店 東金町1-10-8 03-5699-7890 日、祝
アイビー薬局 東金町1-11-12 03-5876-6851 水、日、祝
内田薬局みなみ店 東金町1-12-12 03-5699-5770 日、祝
内田薬局 東金町1-15-4 03-3607-7722 日、祝
薬局モリ
ファーマシー 東金町1-15-6 03-3826-1881 日、祝

いずみ薬局
金町西店 東金町1-18-2 03-3826-5088 木、日、祝

ナチュラルくらぶ
ヤマダ薬局 東金町1-18-10 03-3627-4974 日、祝

調剤薬局マツモト
キヨシ金町駅前店 東金町1-22-11 03-5648-2024 日、祝

成川薬局 東金町1-23-1 03-3607-1592 日、祝
ココカラファイン
薬局金町店 東金町1-23-2 03-5876-6357 日、祝

ナカジマ薬局 東金町1-35-11 03-3607-1893 日、祝
たんぽぽ薬局
金町店 東金町1-39-1 03-3607-8946 日、祝

いずみ薬局金町店 東金町1-41-3 03-3600-6098 日、祝

名称 所在地 電話番号 休診日
ラ・メール薬局
金町店 東金町1-44-15 03-5876-3911 土、日、祝

ミツワ薬局 東金町2-30-6 03-3607-4797 日、祝
東金町薬局 東金町3-13-2 03-6479-4324 なし
ヒロ薬局 東金町3-16-1 03-5699-9080 日、祝
スマイル薬局
東金町店 東金町3-17-8 03-5876-5861 日、祝

いずみ薬局
金町東店 東金町3-19-2 03-3826-5901 日、祝

東栄薬局 東金町3-20-12 03-3627-3593 日、祝

水元調剤薬局 東金町
4-1-12-104 03-3607-1670 日、祝

新生堂薬局
東金町店 東金町7-5-9 03-5648-5320 なし

オレンジ薬局 東金町7-34-6 03-5699-3626 日、祝
水元・東水元・南水元
オリーブ薬局 水元1-22-16 03-5648-6130 木、日、祝
水元三丁目薬局 水元3-8-13 03-5660-7344 日、祝
永寿薬局水元店 水元3-22-21 03-3826-5856 日、祝
ウエルシア薬局
葛飾水元店 水元4-10-23 03-3826-4461 なし

せせらぎ薬局 水元5-1-23 03-3826-6093 日、祝
リーフ薬局
東水元店 東水元2-10-25 03-5876-3191 木、日、祝

いいづか薬局 南水元1-23-17 03-5876-9387 日、祝
水元アサヒ薬局 南水元4-28-7 03-3607-8705 日、祝
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就労移行支援・就労定着支援
テイクハート青戸 03-6657-6525 青戸1-9-6-3階

Cocorport　新小岩駅前　Office 03-6657-6190 西新小岩
1-3-11-5階

テイクハート金町 03-5876-4650 東金町1-42-5-6階
就労移行支援・就労継続支援Ａ・Ｂ型
東京都葛飾福祉工場
 （立石工場） 03-3693-6641 立石8-50-1

 （金町工場） 03-3600-4001 金町2-8-20
就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・就労定着支援
しょうぶエバンズ 03-5654-3353 奥戸1-1-1
就労支援施設すずかぜ・新宿 03-5876-9101 新宿2-15-10

都立・民間の障害者通所施設

主な施設

ウェルピアかつしか
（地域福祉・障害者センター） 03-5698-1301

堀切3-34-1

葛飾区障害者福祉センター
（障害者施設課） 03-5698-1301

　障害者生活介護事業所 03-5698-1329
　地域活動支援センター 03-5698-1336
　自立訓練事業所 03-5698-1336
　葛飾区社会福祉協議会 03-5698-2411

障害者就労支援センター 03-3695-2224 立石5-27-1
ウィメンズパル内

金町区民事務所 03-3607-0012 東金町1-22-1

亀有区民事務所 03-3601-6791 亀有3-26-1
リリオ館7階

新小岩北区民事務所 03-3694-2711 東新小岩6-21-1
高砂区民事務所 03-3659-3336 高砂3-1-39
堀切区民事務所 03-3693-4184 堀切3-8-5
水元区民事務所 03-3607-4208 水元3-13-22
柴又区民サービスコーナー 03-3607-0397 柴又1-38-2
新小岩区民サービスコーナー 03-3653-7141 新小岩2-17-1
南綾瀬区民サービスコーナー 03-3601-6241 堀切6-28-5
四ツ木駅区民サービスコーナー 03-3697-1790 四つ木1-15-1

区民事務所・区民サービスコーナー

健康部（保健所）
（健康プラザかつしか内） 03-3602-1222 青戸4-15-14

青戸保健センター 03-3602-1284 青戸4-15-14
金町保健センター 03-3607-4141 金町4-18-19

新小岩保健センター 03-3696-3781
西新小岩4-21-12

（西新小岩4-33（に
こわ新小岩内）令
和4年度移転予定）

水元保健センター 03-3627-1911 東水元1-7-3

健康部（保健所）・保健センター

あさひ 03-3826-6075 金町6-5-8-3階
就労移行支援・就労継続支援Ｂ型
就労支援施設ビオラ 03-6410-6147 新宿3-9-11
就労移行支援・自立訓練（生活訓練）
フォレスト 03-6905-9096 立石5-10-10-2階
就労継続支援Ａ型
ぽむの樹 03-3604-5658 青戸5-2-9
ファーストプランニング 03-6458-0420 柴又6-12-18-2階
アップドラフト 03-5876-5948 東金町1-42-10-3階
就労継続支援Ｂ型
きね川福祉作業所 03-3694-1577 東四つ木3-8-10
第2あすなろの家 03-5698-8293 宝町2-2-27
レッツ・エンジョイ 03-6662-8701 堀切2-6-4
Cｒaｆｔ 03-3603-0598 東堀切1-16-22
かがやき夢工場 03-3604-8501 小菅4-8-6-2階
ドンと来い　亀有 03-6662-5658 亀有2-34-5-2階
青戸しょうぶ 03-3603-9729 青戸5-20-6
グリーンカフェ 03-5879-4435 新小岩1-49-2-3階
あすなろの家 03-3674-2560 新小岩3-20-6
花だより　リアン 03-6657-7787 西新小岩4-31-2
りmix studio　とら 03-6356-8313 奥戸2-32-5
就労支援センター
ファンタジア 03-6458-0127 細田5-16-11

かがやけ第2共同作業所 03-3607-3180 新宿1-1-15
さくらハウス 03-3627-3473 新宿2-11-11-101
叶夢（かなん） 070-5575-2851 南水元2-23-20
就労継続支援Ｂ型・生活介護
白鳥福祉館 03-3604-0034 白鳥4-8-1
やすらぎリバーシティ 03-5678-6170 新小岩1-5-2
シャイン 03-5671-2145 奥戸2-1-8
奥戸福祉館 03-5670-8111 奥戸3-17-4-101
葛飾しょうぶ園 03-3672-7161 高砂2-8-1
高砂福祉館 03-5699-6221 高砂5-10-1
水元そよかぜ園 03-3607-5656 水元5-16-11
西水元福祉館 03-5660-2101 西水元3-11-1
生活介護
生活介護事業所アンジュ 03-6905-9086 立石1-7-29
はつね立石 03-6657-7697 立石7-31-5
生活介護事業所シャングリラ 03-5654-7115 東立石2-17-14
こすもす 03-3693-1058 東四つ木3-49-10
東京都立東大和療育センター分園
よつぎ療育園 03-5670-5131 東四つ木

4-44-1-101
東堀切くすのき園 03-3603-2228 東堀切1-21-3
鎌倉福祉館 03-5693-2721 鎌倉3-7-1
かがやけ共同作業所 03-5668-1146 細田3-5-3
障がい者生活介護事業所スプラウト柴又 03-6657-8208 柴又6-36-14
自立訓練（生活訓練）
生活訓練センターそう 03-6231-2380 青戸5-33-9
就労継続支援B型・生活介護・自立訓練（生活訓練）
パランしょうぶ 03-6231-2161 青戸8-24-27
就労定着支援
原町成年寮就労定着支援センター 03-6905-9096 立石5-10-10-2階

地域活動支援センター
もっく 03-5654-6702 四つ木4-11-8
なぎ 03-6662-4201 青戸5-14-2
あすなろの家 03-3674-2560 新小岩3-20-6
コパン 03-6410-6149 新宿3-9-11

手続き・届け出・証明・税

健康・医療費助成

障害のある方への支援

 車いす利用可能施設
 赤ちゃんの駅設置施設
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児童発達支援センター
高砂発達支援センター 03-6458-9565 高砂3-26-9
児童発達支援センター・放課後等デイサービス
のぞみ学園かめあり 03-6231-2262 亀有2-22-11
児童発達支援
葛飾幼児グループ 03-6657-7945 四つ木5-6-7
東京都立
東大和療育センター分園
よつぎ療育園

03-5670-5131 東四つ木
4-44-1-101

ハッピーテラスキッズ
葛飾金町ルーム 03-6231-3685 金町3-20-9

風の子キッズ 03-3600-0701 西水元5-11-3
児童発達支援・放課後等デイサービス
重症児デイサービス
dash 03-6657-7544 宝町2-6-14

LDサポート・療育
ソラアルPIA 03-5856-2248 亀有

5-27-8-201
LDサポート・療育
ソラアルSSE 03-5856-2783 亀有

5-34-10-201
児童発達支援・
放課後等デイサービス
つばさクラブ青砥

03-3601-1283 青戸6-4-25-102

のぞみ発達支援室たかさご 03-3627-9029 高砂7-26-3
児童発達支援・放課後等
デイサービス
つばさクラブ高砂

03-3608-2830 高砂8-28-12

あしたも笑顔anela 03-6806-9780 柴又
4-11-7-1階

ぷれゾンクラブ金町 03-5876-6537 東金町3-41-18
はーと DE サンタ 03-5876-3789 水元3-9-11
放課後等デイサービス
児童デイサービス
にじいろ立石 03-6755-2372 立石8-53-4

ゆりのね
こどもＤａｙさぽーとⅡ 03-5671-2750 四つ木1-29-15

放課後等デイサービス
つぼみ 03-6662-6145 堀切7-23-4

アポロキッズクラブ東堀切 03-6662-6037 東堀切3-7-3
放課後等デイサービス
キッズパーク 03-6231-2730 小菅4-10-6-2階

アポロキッズクラブ
お花茶屋 03-5647-7462 お花茶屋2-4-18

広伸会　白鳥教室 03-6231-2298 白鳥3-6-12
児童デイ　お花ちゃや 03-6662-4141 白鳥3-15-12
アポロキッズクラブ 03-6805-4120 白鳥3-31-9
広伸会　亀有教室 03-6231-2626 亀有2-73-10
スマートキッズプラス亀有 03-6662-4848 亀有3-13-2-2階
放課後等デイサービス　ゆめ 03-5875-6920 青戸1-9-23
デイサービスdash　
新小岩 03-6657-6668 東新小岩5-17-

11-102
広伸会　東新小岩教室 03-5875-6778 東新小岩5-18-1
広伸会　西新小岩教室 03-5654-9688 西新小岩4-29-8
広伸会　奥戸教室 03-5875-6735 奥戸1-18-18

ハッピーテラス葛飾高砂 03-6458-0784 高砂
3-11-14-106

児童デイサービス
にじいろ柴又 03-6458-0583 柴又7-14-4

都立・民間の障害児通所施設 このこのリーフ葛飾 03-5876-3026 東金町
1-40-4-2階

あしたも笑顔　金町 03-5876-5591 東金町2-11-6
児童デイサービス　あい 03-5876-1017 南水元2-5-8
ぷれゾンクラブFind 03-5876-6685 南水元4-12-21
児童デイサービス「優」 03-3627-2485 西水元1-18-1
かつしか風の子クラブ 03-3600-0701 西水元5-11-3

水元 03-3826-2419 水元1-26-20
（水元ふれあいの家内）

水元公園 03-6231-3567 南水元4-27-13-1階
新宿 03-3826-8726 新宿2-16-4（花の木内）
金町 03-3826-5031 東金町1-36-1-108
高砂 03-5889-8600 高砂3-27-12
柴又 03-5876-9531 柴又1-47-7-102
青戸 03-5629-5719 青戸3-13-19（グループホーム青戸併設）
亀有 03-6240-7630 亀有4-31-18 ケイハイツⅠ105

堀切 03-3697-7815 堀切2-66-17
（葛飾ロイヤルケアセンター内）

お花茶屋 03-5671-2471 白鳥1-12-20 石倉ビル1階

東四つ木 03-5698-2204 東四つ木2-27-1
（東四つ木ほほえみの里向かい）

立石 03-6657-6140 立石6-19-10 S・Kビル1階
奥戸 03-5670-5212 奥戸3-25-1（奥戸くつろぎの郷内）
新小岩 03-5879-9328 新小岩1-49-10-1階

高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）

シニア活動支援センター 03-5698-6201

立石6-38-11　 シニアIT・活動情報サロン 03-3692-3180
　 シニア就業支援室
　（ワークスかつしか） 03-3692-3181

葛飾区社会福祉協議会
（ウェルピアかつしか3階） 03-5698-2411 堀切3-34-1
　葛飾区成年後見センター 03-5672-2833

東四つ木ほほえみの里 03-5698-2341 東四つ木2-27-1
アンブル宝町 03-5654-8880 宝町1-2-9
ケアホーム葛飾 03-3602-5900 小菅1-35-10
かつしか苑 03-6662-2220 白鳥2-9-18
かつしか苑 亀有 03-6662-2223 亀有1-6-11
癒しの里亀有 03-5629-5866 亀有2-60-5
癒しの里西亀有 03-5647-7454 西亀有3-18-6
ル・ソラリオン葛飾 03-3601-3711 青戸4-16-7
癒しの里青戸 03-5629-5843 青戸8-18-13
すずうらホーム 03-5670-3010 西新小岩3-37-27
スマイルホーム西井堀 03-3692-8600 奥戸3-24-15
奥戸くつろぎの郷 03-5670-1261 奥戸3-25-1
第二奥戸くつろぎの郷 03-5654-6130 奥戸3-25-23
バタフライヒル細田 03-5612-1717 細田4-20-14
葛飾やすらぎの郷 03-5648-8250 新宿3-4-10
エトワール 03-5876-1212 新宿6-2-13
東かなまち桜園 03-5876-5281 東金町2-13-10
水元ふれあいの家 03-3607-7881 水元1-26-20
西水元あやめ園 03-3826-2951 西水元2-2-8
中川園 03-3607-4060 西水元4-5-1
水元園 03-3607-4060 西水元4-6-1
西水元ナーシングホーム 03-3607-0050 西水元6-12-2

特別養護老人ホーム

高齢者・シニア
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高砂園 03-3607-4060 西水元4-5-1
養護老人ホーム 南白鳥 03-3603-8032 白鳥3-2-1

白鳥
（子ども未来プラザとして整備予定） 03-3602-3423

白鳥3-32-6
（西亀有1-18-6
（仮園舎）令和5年
度移転予定）

道上 03-3690-7803 亀有4-24-11
西亀有（民設民営化を予定） 03-3603-3592 西亀有1-18-6（仮園舎）

中青戸 休日 病後 03-3603-3454
病後 03-3603-3485 青戸3-8-8

青戸 03-3602-4007 青戸5-9-10
小松 03-3655-3951 新小岩2-14-9
東新小岩 03-3692-9260 東新小岩4-7-13
二上（民設民営化を予定） 03-3694-3010 東新小岩7-17-3

たつみ 一時 休日 病後
03-3696-9432
一時 休日 03-3696-9442
病後 03-5654-9942

西新小岩2-1-3

西新小岩 03-3692-7678 西新小岩3-21-7

上平井
（子ども未来プラザとして整備予定） 03-3691-0074

西新小岩4-33-10
（西新小岩4-33に
こわ新小岩内（新
園舎）令和4年度
移転予定）

南奥戸 03-3696-8360 奥戸2-30-11
会野 03-3692-7677 奥戸5-23-7
新高砂 03-3673-0220 高砂4-1-49

住吉 休日 病後 03-3607-1561
病後 03-3607-1612 高砂7-26-3

南鎌倉 03-3650-4931 鎌倉1-7-3（子ども
未来プラザ鎌倉内）

細田 03-3658-4915 細田4-19-5
白鷺 03-3600-5540 柴又3-30-9
南新宿 03-3609-1156 新宿1-23-4
半田（民設民営化を予定） 03-3609-1920 東金町4-34-12
東半田 03-3608-3610 東金町5-28-1
新水元 03-3608-7811 東水元3-5-7

小合 休日 病後 03-3608-1221
病後 03-3627-8488 南水元3-3-11

花の木 03-3627-4936 南水元3-7-2
幸田 03-3608-3901 西水元2-16-10

ル・ソラリオン葛飾 03-3601-3711 青戸4-16-7
ケアハウス葛飾敬寿園 03-3600-1551 新宿3-19-19

介護専用型ケアハウス

ケアハウスサン・ピエール 03-3601-0670 西亀有2-35-7
グレースビレッジ 03-5668-0294 鎌倉1-3-1

ケアハウス

葛飾区社会福祉協議会
（ウェルピアかつしか3階） 03-5698-2411 堀切3-34-1

福祉事務所東庁舎（東生活課） 03-3607-2152 金町1-6-24

区立保育園
梅田 03-3694-6932 立石3-26-10
渋江

（子ども未来プラザとして整備予定） 03-3696-3761 東立石3-3-15（仮園舎）

四つ木 03-3697-1252 四つ木3-5-6
木根川 03-3692-0875 東四つ木1-18-12
宝 03-3691-8877 宝町1-12-10
堀切 03-3694-8276 堀切1-9-18
南堀切 03-3693-1518 堀切1-23-3
小谷野しょうぶ
一時 休日 病後

（民設民営化を予定）
03-3601-2301 堀切4-60-1

双葉 03-3602-5701 東堀切1-15-16
東堀切 03-3602-6809 東堀切2-20-8
小菅

（子ども未来プラザとして整備予定） 03-3604-2888 小管2-19-1（仮園舎）

小菅東 03-3690-7804 小菅3-10-32

子育て・教育
子ども発達センター

（ウェルピアかつしか内） 03-5698-1324 堀切3-34-1
子ども発達センター別館 03-3693-2114
葛飾区社会福祉協議会

（ウェルピアかつしか3階） 03-5698-2411 堀切3-34-1

総合教育センター 03-5668-7601 鎌倉2-12-1
旧明石小学校教育・いじめ相談 03-5668-7603

（仮称）子ども発達センター
新小岩分室

西新小岩4-33
にこわ新小岩内（令和4年度開設予定）

子ども発達センター分室 03-3826-5828 水元4-6-15
（水元憩い交流館2階）

一時　一時保育実施園
休日　休日保育実施園

病後　病後児保育実施園
病　病児保育実施園

お花茶屋ロイヤル
ケアセンター 03-5672-2701 四つ木5-19-7

葛飾ロイヤルケアセンター 03-3697-7100 堀切2-66-17
青戸こはるびの里 03-3602-1011 青戸7-34-6
ケア新小岩 03-5671-6003 東新小岩2-1-12
リハビリケアかつしか 03-5672-1178 西新小岩3-37-8
花の木 03-3826-8721 新宿2-16-4
アルターかつしかばし 03-3607-5581 東金町7-30-14
東京愛育苑ケアレジデンス 03-5660-1190 水元3-13-2

介護老人保健施設

私立保育園

本田こひつじ 病後 03-3692-0736
病後 03-3692-0752 立石1-4-10

立石いろは 一時 03-5875-6371 立石2-31-17
木下の保育園青砥 03-5654-6820 立石6-35-14

かつしか風の子 一時 03-5671-1015
一時 03-5671-1033 立石8-18-7

ほっぺるランド東立石 03-5654-9700 東立石2-3-10
東立石こひつじ 03-5698-5858 東立石3-14-12
東立石 一時 03-3692-0897 東立石4-45-5 
ベネッセ四ツ木 03-5672-0355 四つ木4-1-4

四つ木なかよし 一時 03-5672-1237
一時 03-5654-6040 四つ木5-13-16

こひつじ 03-3694-5439 東四つ木3-6-12
うぃず堀切菖蒲園駅前 03-6657-7719 堀切2-56-13

黎明 一時 03-3697-0720
一時 03-5670-5489 堀切3-30-12

京進のほいくえんビーフェ
ア堀切菖蒲園 03-6662-6891 堀切4-49-6

かつしか堀切（分園） 03-6662-2201 堀切7-5-15
かつしか堀切 一時 03-6662-2201 堀切7-8-3
たけのこ第2 03-6662-5972 堀切8-5-7
そらまめ保育園　お花茶屋駅前 03-5647-7077 お花茶屋1-19-5

白鳥ふたば 一時 03-3838-2811
一時 070-1255-4064 白鳥3-29-16

生活の援助

出産・こども・学習
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子育てひろば
わらびー 03-5875-6030 本田こひつじ保育園内
つどい 03-5875-6371 立石いろは保育園内
りの 03-5671-1033 かつしか風の子保育園内
よつばのひろば 03-3692-0897 東立石保育園内
なかよしひろば 03-5672-1237 四つ木なかよし保育園内
かるがも 03-3694-5439 こひつじ保育園内
わくわくひろば 03-6662-2201 かつしか堀切保育園内
りりおっこぷらす 03-5629-0513 亀有りりおっこ保育園隣

りんごひろば 03-3607-2800 認定こども園葛飾
二葉幼稚園内

季の風（きのかぜ） 03-5856-2447 砂原保育園内
このえ西亀有保育園子育てひろば 03-5849-5381 このえ西亀有保育園内
けやき 03-3603-2291 青戸福祉保育園内
いろは 03-6240-7591 健康プラザかつしか内
にこにこ 03-5650-6145 太陽の子青戸中央保育園内
とまり木 03-3651-3152 ひのか保育園内
きらきら 03-3697-0170 かみこまつ保育園内
りぼん 03-5654-6100 新小岩北集い交流館1階
子育て、育自センター 03-3692-8073 認定こども園まどか幼稚園内
からこる 03-3696-2637 うらら保育園内

すくすくひろば 03-3696-4519 認定こども園新小
岩ちぐさ幼稚園内

ひよこ 03-5654-9330 おくどスマイル保育園内
Gキッズルーム 03-3692-1188 グローバルキッズ奥戸園内
ぶどうの会 03-3673-7110 きぼう保育園内
こぶた広場 03-3607-1442 たかさご保育園内
りりおっこぷらす高砂 03-5660-2462 東中川保育園内
おひさまひろば 03-5648-3150 葛飾高砂たいよう保育園内
ありんこクラブ 03-5876-8282 認定こども園葛飾みどり内
ひまわり（細田） 03-3673-7550 ひまわり保育園内

病児保育施設（病院併設型）
堀切二丁目病児保育室 03-3691-0875 堀切2-54-16
東部地域病院
病児保育室くろーばー 03-5682-5121 亀有5-14-1

新小岩わんぱくクリニック
病児保育室わんぱく 03-6231-5512 新小岩2-1-1-3階

まなびの森保育園亀有 03-3690-1212 亀有1-12-22
さくら学園 03-3690-0660 亀有1-27-2
亀青 03-3602-4553 亀有2-32-28

亀有りりおっこ 一時 03-5629-0511
一時 03-5629-0513 亀有3-16-5

ぽけっとランド亀有 03-5284-9677 亀有3-31-4
亀有 03-3690-3377 亀有3-38-9
ミアヘルサ保育園ひびき亀有 03-6662-4474 亀有4-28-10
葛飾学園 一時 03-3601-3601 西亀有2-35-3
にじいろ保育園西亀有 03-5629-1150 西亀有3-25-11

砂原 一時 病後
03-3605-0420
一時 03-5856-0135
病後 03-3605-0770

西亀有4-8-19

このえ西亀有 03-5849-5381 西亀有4-18-16
キャンディパーク保育園2号 03-6657-7290 青戸1-10-10
さゆり 03-3693-0815 青戸1-24-10
キャンディパーク保育園2号（分園） 03-6657-7603 青戸2-7-3

青戸福祉 一時 03-3603-7873
一時 03-3603-2291 青戸3-13-25

木下の保育園青砥第2 03-6662-7878 青戸3-33-7

青戸もも 一時 03-3604-4430
一時 03-3604-4457 青戸4-23-1

太陽の子 青戸中央 一時 03-5650-6145 青戸4-24-20
こはるび 03-5629-1081 青戸7-34-6

ひのか 一時 03-3651-3152
一時 03-5879-9404 新小岩3-13-23

グローバルキッズ東新小岩園 一時 03-3692-0970 東新小岩3-3-13
かみこまつ 一時 03-3697-0170 東新小岩3-14-1
ほっぺるランド東新小岩 03-5654-6510 東新小岩6-22-7
ほっぺるランド西新小岩 03-5654-9310 西新小岩3-14-18
うらら 03-3696-2637 西新小岩3-37-27
ゆめの樹保育園しんこいわ 一時 03-6662-8175 西新小岩5-30-6
ミアヘルサ保育園ひびき奥戸 03-5875-7361 奥戸2-37-14 
おくどスマイル 一時 03-5654-9330 奥戸5-2-1
奥戸 03-3696-6790 奥戸6-24-1
グローバルキッズ奥戸園 03-3692-1188 奥戸8-2-4
きぼう 一時 03-3673-7110 高砂2-3-7
あい・あい保育園　高砂園 03-5876-7981 高砂2-31-5
たかさご 03-3607-1442 高砂5-48-4

東中川 一時 03-3608-3395
一時 03-5660-2462 高砂6-4-15

葛飾高砂たいよう 一時 03-5648-3150 高砂7-15-11 
京進のほいくえん
ビーフェア京成小岩駅 03-6458-0885 鎌倉1-4-15

鎌倉 03-3658-0772 鎌倉3-39-15
ひまわり 一時 03-3673-7550 細田3-9-26
無二 一時 03-6458-0748 細田3-16-5 
日の出 03-3672-2708 細田5-24-1

北野 一時 03-3608-5558
一時 03-3608-3302 柴又2-2-9

柴又学園 03-3657-3861 柴又4-5-14
まなびの森保育園新柴又 03-3650-3260 柴又5-13-3
ひかり学園 03-3671-0385 柴又6-19-1
山王 03-3607-3543 新宿2-2-19
トレジャーキッズにいじゅく 03-5876-4735 新宿3-27-8
新宿 一時 休日 03-3607-2470 新宿4-4-16
ニチイキッズ葛飾にいじゅく 03-5660-2701 新宿6-2-18
まなびの森保育園金町 03-5876-3111 金町2-3-16
かなまち虹 一時 03-3600-8511 金町4-20-13
京成金町プチ・クレイシュ 03-3609-0655 金町5-37-6
金町駅前さくらんぼ 03-5876-3303 金町6-4-1 2階
キッズハーモニー・かなまち 03-3627-5004 金町6-4-2 2階

金町ひまわり 一時 03-5876-3621 東金町1-3-1
金町どんぐり 03-3608-8811 東金町1-14-5
ミアヘルサ保育園ひびき金町 03-6231-3811 東金町1-16-4

亀が岡りりおっこ 一時 03-3607-1008
一時 03-5876-9308 東金町2-6-19

東かなまち 一時 03-5876-6313 東金町2-13-10
金町 一時 03-3607-0889 東金町3-36-15
アスクかなまち 03-5648-3330 東金町4-16-12
キッズスマイル葛飾東金町 03-5876-4965 東金町5-19-1

あおぞら水元 一時 03-3600-7080
一時 03-3600-7089 水元1-12-14

徳育 03-5648-6366 水元1-26-3
徳育（分園） 03-5648-6366 水元1-26-8
ミアヘルサ保育園ひびき水元 03-5876-4856 水元2-3-19
さかえ 03-3608-4597 水元3-11-8

そあ 一時 03-5660-2415
一時 03-5848-3950 水元3-13-20

こばとの森 03-3826-7300 東水元1-16-2
キッズスマイル葛飾東水元 03-5876-3605 東水元1-18-20
にじいろ保育園南水元 03-5876-4051 南水元1-12-6
南水元いろは 03-5876-4360 南水元2-25-6
水元 一時 病 03-5876-6474 南水元4-18-11
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ちいろば 03-6458-0748 無二保育園内
ゆうゆう 03-3608-3302 北野保育園内
さん・サン広場 03-3607-2470 新宿保育園内
めばえ 03-3600-6490 認定こども園金町幼稚園内
れいんぼー 03-3600-8511 かなまち虹保育園内
ひまわり（東金町） 03-5876-3621 金町ひまわり保育園内
ひだまりひろば 03-3608-8811 金町どんぐり保育園内
りりおっこぷらす金町 03-3607-1008 亀が岡りりおっこ保育園内
秋桜（こすもす） 03-5876-6313 東かなまち保育園内
まるる 03-5699-1224 金町子どもセンター内
オレンジ広場 03-3607-0889 金町保育園内
おひさま広場 03-3600-7089 あおぞら水元保育園内

どんぐりひろば 03-5876-4856 ミアヘルサ保育
園ひびき水元内

そあ・こどもコミュニティセンター 03-5848-3950 そあ保育園内
つどい（南水元） 03-5876-4360 南水元いろは保育園内

その他、児童館・子ども未来プラザ内にも設置しています。

家庭的保育事業所（保育ママ）
浜口保育ルーム 03-3691-9926 立石8-1-15
池上保育ルーム「ひよこ」 03-5654-7602 東立石3-6-13
いのうえ保育ルームシャイン 080-5458-4118 東立石4-23-5

レジデンス立石102
よしかね保育室スカイ 03-3697-0118 四つ木5-12-1
石井保育ルームSmile 03-5698-6025 東四つ木3-14-8
戸島保育室おひさま 03-3693-6110 堀切1-25-20
高橋保育ルームひまわりっこ 03-3694-9205 堀切2-54-5
中里保育ルームままちゃんち 03-3604-7028 堀切6-1-25
中山保育ルームみらい 03-3601-1052 小菅1-24-3
のぶさわ保育ルームNIJI 03-6315-0719 白鳥2-16-21-201
大竹保育室「こころ」 03-6310-1632 亀有5-40-8

芝園ビル1階
つちしお保育ルーム リトル・ミー 080-6532-7413 東新小岩3-1-11

ユネックスヒルズ1階
家庭保育室 唐澤 03-3692-6241 東新小岩3-8-1-110
渡辺保育ルーム 03-3671-8451 鎌倉3-52-5
田中保育室 03-5660-6383 東金町2-12-6-108
いりくら保育室 03-6327-0473 東金町3-16-7

山田ビル1階
加藤保育室 03-5699-8817 水元3-21-20-102

池田マンション

認証保育所
たけのこ保育園 03-3602-5122 堀切8-5-9
亀有プチ・クレイシュ 03-3602-4899 亀有3-10-2　2階
どんぐり保育園 03-3602-4735 西亀有1-26-9
あっぷるキッズ青戸園 03-3601-4133 青戸3-32-3　2階
キャンディパーク保育園 03-3838-6383 青戸6-1-13　5階
めぐみナーサリー 03-5654-9917 東新小岩1-13-1
アイキッズ認証保育園 03-5654-7171 東新小岩3-1-16
めぐみ保育園 03-3692-9597 東新小岩4-17-9
都市型保育園ポポラー
東京金町園 03-3826-6060 金町6-2-1　2階

区立小学校
本田 03-3694-1362 立石1-7-23
梅田 03-3693-0822 立石3-24-1
清和 03-3693-4646 立石6-2-1
川端 03-3692-8135 東立石1-2-1
よつぎ 03-3693-4640 四つ木4-8-1
木根川 03-3692-8261 東四つ木1-10-1
渋江 03-3694-1364 東四つ木2-13-1
宝木塚 03-3693-4788 宝町2-29-23
綾南 03-3693-7227 堀切1-22-1
堀切 03-3693-4642 堀切2-42-1
南綾瀬 03-3602-9597 堀切6-1-1
東綾瀬 03-3602-8123 堀切6-21-1
上千葉 03-3601-8555 東堀切3-26-1
西小菅 03-3602-6388 小菅1-25-1
こすげ 03-3602-6271 小菅3-8-1
白鳥 03-3601-8650 白鳥3-4-1
道上 03-3601-8833 亀有4-35-1
中之台 03-3605-7353 亀有5-2-1
西亀有 03-3601-7351 西亀有2-42-1

区立幼稚園
北住吉 03-3600-8330 柴又2-1-10
水元 03-3608-4477 水元1-16-22

私立幼稚園
葛飾こどもの園 03-3697-7216 立石2-29-6
摩耶 03-3691-5880 立石8-4-12
熊野 03-3691-1862 立石8-44-31
明昭 03-3693-2636 四つ木1-41-1
やくし 03-3692-5303 東四つ木1-5-9
明昭第二 03-3691-3416 堀切1-26-15
千鶴 03-3690-0096 堀切5-41-22
あやめ 03-3601-7611 堀切7-17-6
東光 03-3602-0398 お茶花屋1-2-15
共栄 03-3602-8377 お茶花屋2-6-1
青鳩 03-3602-0810 青戸6-8-3
葛飾やまびこ 03-3604-2181 青戸8-4-20
上平井 03-3692-0530 東新小岩5-11-15
葛飾白百合 03-3697-3813 西新小岩4-19-13
あすなろ 03-3692-1288 奥戸3-28-21
和光 03-3696-1914 奥戸5-5-16
葛飾しらゆり学園 03-3658-0857 鎌倉2-8-11
葛飾若草 03-3659-2525 細田5-4-11
ルンビニー 03-3657-3613 柴又7-10-30
東江 03-3607-0548 東金町2-25-12
浜島 03-3600-0284 東金町5-47-5
遍照院 03-3600-2070 水元5-5-33
延命 03-3607-6135 東水元3-18-18
水元八千代 03-3609-9190 西水元3-12-12

認定こども園
まどか幼稚園 （教育部分）
一時  （保育部分）

03-3692-8073
03-3692-8077 東新小岩7-2-8

新小岩ちぐさ幼稚園 03-3696-4519 西新小岩4-35-5
葛飾みどり （教育部分）
 （保育部分）

03-3672-0150
03-5876-8282 鎌倉1-21-9

葛飾二葉幼稚園 一時 03-3607-2800 金町2-19-6
金町幼稚園 03-3600-6490 金町4-10-14

小規模保育事業所
ミル・クラン　キッズ 03-6231-2672 東堀切1-6-19
森のなかま保育園亀有ルーム 03-3602-9455 亀有3-10-19
エンジェルキッズ亀有園 03-6662-7607 亀有3-29-1-207
亀有サニーキッズ保育園 03-5849-3281 亀有5-19-7

キャンディパーク保育園3号 03-6657-7423 青戸2-7-10
青戸ひだまり保育園 03-6231-2561 青戸3-10-5
ひなた青戸保育園 03-6231-2099 青戸3-17-16
青鳩ともだち保育園 03-5629-0061 青戸5-29-11
新小岩さくら保育園第1 03-5879-2350 新小岩1-42-10
新小岩さくら保育園第2 03-3697-5310 東新小岩1-2-11
新小岩ちぐさ保育園 03-5875-7520 東新小岩1-13-7
Petit WAKAKUSA Crèche 03-5671-0415 東新小岩5-6-14
新小岩保育室「結（ゆい）」 03-5654-6100 東新小岩5-16-2
ぶれあ保育園・新小岩 03-5654-7866 西新小岩1-2-4
トゥインクル保育園 03-5876-6247 東金町1-13-7
金町サニーキッズ保育園 03-6231-3280 東金町2-18-1-201
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葛飾 03-3693-0977 青戸1-3-1
中青戸 03-3602-6606 青戸4-24-1
青戸 03-3601-6185 青戸6-18-1
亀青 03-3601-8255 青戸8-17-1
小松南 03-3654-0101 新小岩2-25-1
二上 03-3694-1360 東新小岩7-18-1
松上 03-3692-8431 西新小岩2-1-1
上平井 03-3694-1366 西新小岩4-22-1
南奥戸 03-3692-8877 奥戸3-5-1
上小松 03-3694-2004 奥戸4-1-4
奥戸 03-3692-5911 奥戸8-20-17
高砂 03-3658-8231 高砂3-30-1
住吉 03-3607-2349 高砂8-14-1
鎌倉 03-3650-0326 鎌倉4-24-1
細田 03-3672-7125 細田3-20-1
北野 03-3607-3298 柴又3-10-1
柴又 03-3658-5167 柴又4-30-1
東柴又 03-3658-5191 柴又5-12-15
新宿 03-3607-0369 新宿2-26-1
柴原 03-3607-1675 金町1-15-1
金町 03-3607-0354 金町3-44-1
末広 03-3607-2864 金町4-21-1
東金町 03-3627-1411 東金町1-33-1
原田 03-3607-2094 東金町2-16-1
半田 03-3607-3295 東金町5-16-1
水元 03-3607-0201 水元4-21-1
東水元 03-3627-5381 東水元5-38-1
飯塚 03-3607-4400 南水元1-13-1
花の木 03-3609-3333 南水元3-2-1
幸田 03-3600-3881 西水元3-24-12
保田しおさい学校 0470-55-1110 千葉県安房郡

鋸南町大六180-2

区立中学校
立石 03-3693-7343 立石6-3-1
本田 03-3692-4900 東立石4-7-1
四ツ木 03-3693-4644 四つ木4-22-1
大道 03-3693-3350 四つ木5-22-1
中川 03-3692-4260 東四つ木1-3-1
堀切 03-3693-0206 堀切1-36-1
青葉 03-3602-9591 堀切8-12-1
綾瀬 03-3602-9125 小菅2-12-1
双葉 03-3602-2144 お花茶屋1-10-1（夜間学級） 03-3602-7979
亀有 03-3690-4567 亀有1-23-1
一之台 03-3605-5230 西亀有4-1-1
青戸 03-3601-8327 青戸5-10-1
小松 03-3653-1436 新小岩4-30-1
上平井 03-3692-8114 東新小岩4-2-1
新小岩 03-3695-2541 西新小岩2-1-2
高砂 03-3658-5194 高砂3-32-1
奥戸 03-3650-1326 細田1-6-1
桜道 03-3659-4371 柴又4-3-1
新宿 03-3607-6201 新宿3-20-10
常盤 03-3607-1122 金町2-11-1
東金町 03-3609-0444 東金町5-3-1
葛美 03-3627-1401 水元2-17-1
水元 03-3607-4296 水元3-20-1
金町 03-3607-2575 南水元3-1-1

旧小学校
旧西渋江 四つ木1-6-5
旧東堀切 堀切3-34-1
旧小谷野 03-3838-5780 堀切4-60-1
旧松南 03-5607-3014 新小岩3-25-1
旧明石 03-5668-7601 鎌倉2-12-1

私立中学校
共栄学園 03-3601-7136 お花茶屋2-6-1
修徳 03-3601-0116 青戸8-10-1
東京シューレ葛飾 03-5678-8171 新小岩3-25-1

都立高校
南葛飾 03-3691-8476 立石6-4-1
葛飾野 03-3602-7131 亀有1-7-1
農産 03-3602-2865 西亀有1-28-1
葛飾商業 03-3607-5178 新宿3-14-1
葛飾総合 03-3607-3878 南水元4-21-1
本所工業（定時制） 03-3607-4500 南水元4-21-1

私立高校
共栄学園 03-3601-7136 お花茶屋2-6-1
修徳 03-3601-0116 青戸8-10-1

都立特別支援学校
葛飾盲学校 03-3604-6435 堀切7-31-5
葛飾ろう学校 03-3606-0121 西亀有2-58-1
葛飾特別支援学校 03-3608-4411 金町2-14-1
水元小合学園 03-5699-0141 水元1-24-1
水元特別支援学校 03-3600-1871 西水元5-2-1

鹿本学園 03-3653-7355 江戸川区本一色
2-24-11

子ども総合センター・金町子どもセンター
子ども総合センター

（健康プラザかつしか内）

青戸4-15-14
　子ども家庭係 03-3602-1386
　 児童虐待通報相談専用 03-3602-1389
　発達相談係 03-3602-1388
　母子保健係 03-3602-1387
　 子育てひろばいろは・親

子カフェアリス 03-6240-7591

金町子どもセンター 03-5699-1224
東金町3-8-1

　相談専用 03-5660-0004

私立大学
東京聖栄 03-3692-0211 西新小岩1-4-6
東京理科 03-5876-1717 新宿6-3-1

児童館 　◎は基幹型、☆は中高生対応型
梅田 03-5698-1701 立石3-26-10
◎渋江

（子ども未来プラザと
して整備予定）

03-5698-1702
（相談専用03-3696-5061） 東四つ木1-20-4

宝町 03-5698-1703 宝町1-5-1
堀切 03-5698-1706 堀切1-9-18
東堀切 03-3602-6808 東堀切2-20-8
◎小菅

（子ども未来プラザと
して整備予定）

03-3604-2645
（相談専用03-3601-6135） 小菅2-19-1

◎白鳥
（子ども未来プラザと
して整備予定）

03-3602-3452
（相談専用03-3602-6821）

白鳥3-32-6
（西亀有1-18-6
（仮施設）令和5年
度移転予定）

亀有 03-3604-7756 亀有1-17-5
中道 03-3604-6561 西亀有1-2-7
西亀有 03-5616-1776 西亀有4-24-1
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私立学童保育クラブ
こひつじ本田 03-3691-0927 本田小学校内
こひつじ本田第二 03-5698-0711 本田小学校内
梅田小・梅田小第二 03-5654-9881 梅田小学校内
かつしか風の子 03-5698-8451 立石8-18-7
こひつじ川端 03-3695-3575 川端小学校内
こひつじ川端第二 03-5670-9432 川端小学校内
こひつじ四つ木 03-3697-9730 四つ木4-10-12

子ども未来プラザ
鎌倉 03-3658-1800

（相談専用03-6657-8557） 鎌倉1-7-3

（仮称）西新小岩 西新小岩4-33
にこわ新小岩内（令和4年度開設予定）

区立学童保育クラブ
梅田 03-5698-1701 立石3-26-10
宝町 03-5698-1703 宝町1-5-1
堀切 03-5698-1706 堀切1-9-18
東堀切 03-3602-6808 東堀切2-20-8
白鳥 03-3602-3452 白鳥3-32-6
亀有 03-3604-7756 亀有1-17-5
中道 03-3604-6561 西亀有1-2-7
西亀有 03-5616-1776 西亀有4-24-1
青戸 03-3602-0221 青戸3-10-5
青戸中央 03-3604-6306 青戸6-16-12
西奥戸 03-5698-1704 奥戸1-12-1
南奥戸 03-5698-1707 奥戸2-30-11
東奥戸 03-5698-1705 奥戸4-20-11
高砂 03-3627-6948 高砂5-6-7
鎌倉 03-5694-2292 鎌倉2-6-20
柴又 03-5699-1257 柴又2-4-5
新柴又 03-5694-2982 柴又5-33-8
末広 03-5699-1275 金町5-4-1
東金町 03-5699-1314 東金町5-22-18
花の木 03-5699-1298 南水元3-7-1
幸田 03-5699-1244 西水元2-16-10

こひつじ東四つ木 03-3697-8127 東四つ木1-9-12
木根川 03-3694-0390 木根川小学校内
こひつじ渋江 03-3695-6130 渋江小学校内
れいめい宝 03-3695-0041 宝町2-6-19
れいめい堀切（第一・第二） 03-5698-6681 堀切小学校内
葛飾学園南綾瀬小 03-3602-8842 南綾瀬小学校内
葛飾学園東綾瀬小 03-3602-8841 東綾瀬小学校内
葛飾学園上千葉（第一・第二） 03-3603-3050 上千葉小学校内
葛飾学園小菅 03-3604-6359 小菅3-6-1
ふたば・第二ふたば 03-6662-4641 白鳥3-29-16
すまいる亀青 03-5680-6730 亀有1-10-13-105
道上こどもの森 03-3602-9899 亀有4-33-17
すまいる中之台 03-5849-3089 中之台小学校内
葛飾学園西亀有小（第一・第二） 03-3604-8899 西亀有小学校内
中青戸・中青戸第二・中青戸第三 03-3603-5404 中青戸小学校内
青戸小・青戸小第二・青戸小第三 03-6240-7524 青戸小学校内
小松南らる 03-3653-1478 小松南小学校内
小松南らる第二 03-3651-1122 新小岩4-14-7-1F
るりたつみ 03-3696-9467 西新小岩2-1-4
松上・第二松上 03-3696-8609 松上小学校内
西新小岩あや（第一・第二） 03-5875-7678 西新小岩4-21-12
南奥戸小（第一・第二） 03-5671-0223 南奥戸小学校第二校庭内
上小松 03-3691-8668 上小松小学校内
第二上小松 03-5670-8221 奥戸4-11-2
奥戸小 03-5654-8750 奥戸小学校内
高砂小（第一・第二） 03-5612-2381 高砂中学校内
鎌倉小 03-5612-0567 鎌倉小学校内
ひまわり 03-3673-7550 細田3-9-26
細田小 03-5612-0362 細田小学校内
北野第一 03-3609-0140 北野小学校内
北野第二 03-3609-7940 北野小学校内
東・ひかり 03-6458-9605 東柴又小学校内
ひかり 03-3672-5462 柴又6-19-2
新宿 03-5699-0303 新宿小学校内
柴原 03-3609-6845 金町1-10-2
つばさ 03-5699-1837 金町3-11-15
金町 03-3627-2927 東金町1-33-15
東金町小ひよどり 03-3826-5170 東金町小学校内
原田小 03-3826-5325 原田小学校内
葛飾学園半田 03-3826-4104 半田小学校内
そあ 03-5660-2416 水元3-13-20
葛飾学園水元（第一・第二） 03-5660-0578 水元小学校第二校舎内
さかえ第一 03-3627-3685 東水元小学校内
飯塚 03-3627-4067 南水元1-24-3
にいじゅくみらい（第一・第二） 03-3609-0145 花の木小学校内
葛飾学園幸田小 03-3627-3343 幸田小学校内

青戸 03-3602-0221 青戸3-10-5
青戸中央 03-3604-6306 青戸6-16-12
◎☆児童会館

（子ども未来プラザと
して整備予定）

03-5698-1700
（相談専用03-3694-5006） 西新小岩4-33-10

西奥戸 03-5698-1704 奥戸1-12-1
南奥戸 03-5698-1707 奥戸2-30-11
東奥戸 03-5698-1705 奥戸4-20-11
高砂 03-3627-6948 高砂5-6-7
☆鎌倉 03-5694-2292 鎌倉2-6-20
柴又 03-5699-1257 柴又2-4-5
新柴又 03-5694-2982 柴又5-33-8

◎南新宿 03-5699-1333
（相談専用03-3627-1557） 新宿1-23-4

末広 03-5699-1275 金町5-4-1
東金町 03-5699-1314 東金町5-22-18

◎新水元 03-5699-1260
（相談専用03-5660-0710） 東水元3-5-7

花の木 03-5699-1298 南水元3-7-1
幸田 03-5699-1244 西水元2-16-10
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渋江公園テニスコート 03-3697-6677 東立石3-3-1
上千葉公園運動場 03-3603-1720 東堀切3-25-1
小菅西公園フットサル場 03-3602-3503 小菅1-2-1
小菅東スポーツ公園 03-3690-0988 小菅3-1-1
奥戸総合スポーツセンター

03-3691-7111 奥戸7-17-1　生涯スポーツ課
　 体育館・陸上競技場
　 エイトホール・温水プール 03-3695-9911 高砂1-2-1
金町公園プール（夏期） 03-3607-1884 柴又3-24-1
葛飾にいじゅく
みらい公園運動場 03-3600-8072 新宿6-3-20

東金町運動場 03-3600-6576 東金町8-27-1
東金町運動場スポーツクラ
イミングセンター 070-3320-1561 東金町8-31-1
水元総合スポーツセンター
体育館 03-3609-8182 水元1-23-1

その他のスポーツ施設 03-3691-7111 （奥戸総合スポー
ツセンター）

スポーツ施設

かつしかシンフォニーヒルズ 03-5670-2222 立石6-33-1
　チケット専用電話 03-5670-2233
かめありリリオホール 03-5680-2222 亀有3-26-1

リリオ館8・9F
　チケット専用電話 03-5680-3333

文化会館・ホール

堀切菖蒲園「静観亭」 03-3693-6636 堀切2-19-1
郷土と天文の博物館 03-3838-1101 白鳥3-25-1
新小岩公園「和楽亭」 03-5670-3515 西新小岩1-1-3
観光文化センター（葛飾柴又
寅さん記念館・山田洋次ミュージ
アム・観光情報コーナー・レンタサ
イクルセンター）

03-3657-3455 柴又6-22-19

山本亭 03-3657-8577 柴又7-19-32
科学教育センター「未来わくわく館」 03-5876-6790 新宿6-3-2
ポニースクールかつしか 03-3627-0745 水元1-19

葛飾区金魚展示場 03-3693-1777
（公園課）

水元公園1-1
都水産試験場跡地内

観光・憩いの施設・博物館など

公園課 03-3695-8380 立石6-9-1公園管理所 03-3694-2474
上千葉砂原公園★

西亀有1-27-1　交通公園 03-3604-2610
　ふれあい動物広場 03-3690-4460
北沼公園★ 03-3694-4318 奥戸8-17-1
新宿交通公園 03-3608-2194 新宿3-23-19
にいじゅくプレイパーク 03-3627-5546 新宿5-21-10

この他の公園、児童遊園は195・196ページをご覧ください。

公園（★は健康遊具・うんどう器具を設置しています。）
◎は児童遊園

中央 03-3607-9201 金町6-2-1-3F
立石 03-3696-4451 立石1-9-1
お花茶屋 03-3690-7661 お花茶屋2-1-15
上小松 03-3696-7901 東新小岩3-12-1
亀有 03-3690-1901 亀有1-17-5
水元 03-3627-3111 東水元1-7-3
鎌倉 03-3650-7741 鎌倉2-4-5

四つ木地区 03-5670-3321 四つ木4-8-1
よつぎ小学校内

西水元地区 03-5660-2201
西水元2-2-8
特別養護老人ホーム
西水元あやめ園内

青戸地区 03-3838-1273 青戸5-20-6
青戸地区センター内

奥戸地区 03-3696-2781 奥戸3-5-1
南奥戸小学校内

こすげ地区 03-3601-3855 小菅3-8-22
こすげ小学校敷地内

にいじゅく地区 03-3607-9105
新宿3-7-1
東京かつしか赤十字
母子医療センター内

男女平等推進センター図書
資料室 03-5698-2211 立石5-27-1

ウィメンズパル内

図書館

学習・文化・スポーツ・余暇 水元かわせみの里 03-3627-5201 水元公園8-3
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立石一丁目◎ 立石1-21-6
本田第二 立石2-23-14
梅本 立石2-29-1
本田★ 立石3-4-13
立石三丁目◎ 立石3-10-2
ほんでんなかよし◎ 立石3-20-2
梅田◎ 立石4-31-11
立石五丁目 立石5-10-9
中原◎ 立石6-7-3
立石七丁目 立石7-12-4
諏訪◎ 立石8-2-6
立石かんすけ◎ 立石8-28-2
立石◎ 立石8-37-17
熊野神社◎ 立石8-44-31
東立石あおぞら◎ 東立石1-5-7
川端南◎ 東立石1-23-9先
かわばた★ 東立石2-9-1
渋江 東立石3-3-1
東立石緑地★ 東立石4-6-10
はらひよこ 東立石4-19-7
はら 東立石4-31-1
東立石◎ 東立石4-45-5
四つ木★ 四つ木1-16-24
四つ木つばさ 四つ木1-22-3
白髭神社◎ 四つ木2-18-17
四つ木三丁目◎ 四つ木3-6-10
篠原★ 四つ木4-13-3
四つ木四丁目 四つ木4-24-11
四つ木五丁目◎ 四つ木5-20-10
木根川東★◎ 東四つ木1-4-16
かわばた新田◎ 東四つ木2-4-20
渋江東 東四つ木2-15-1
東四つ木なかよし◎ 東四つ木2-17-3
東四つ木◎ 東四つ木3-6-11
白鷺◎ 東四つ木3-24-10
しぶえ南◎ 東四つ木3-34-15
きねがわ◎ 東四つ木3-44-15
木根川中央★ 東四つ木3-47-1
みなみ広場◎ 東四つ木4-15-7
東四つ木諏訪★◎ 東四つ木4-24-8
星のひろば◎ 東四つ木4-40-6
東四つ木 東四つ木4-41-11
宝町一丁目◎ 宝町1-4-1
宝町西★◎ 宝町1-15-8
宝町南◎ 宝町1-18-7
宝町★ 宝町2-8-2
堀切南◎ 堀切1-6-30

堀切水辺 堀切1-12地先～
7番地先

堀切 堀切1-27-10
堀切東◎ 堀切1-39-14
堀切菖蒲園 堀切2-19-1
堀切◎ 堀切2-25-18
ほりきりん★ 堀切2-38-10
堀切中央◎ 堀切2-40-6
堀切二丁目 堀切2-44-10

堀切東 堀切3-31-18
堀切四丁目◎ 堀切4-3-11
堀切橋★◎ 堀切4-26-1
こやのひまわり◎ 堀切4-42-6
こやの新◎ 堀切4-50-4
小谷野しょうぶ◎ 堀切4-60-12
堀切赤門◎ 堀切5-46-4
堀切加波良◎ 堀切6-30-7
南綾瀬中央 堀切7-8-7
青葉★ 堀切7-16-6
堀切七丁目◎ 堀切7-30-7
堀八◎ 堀切8-6-13
上千葉香取◎ 堀切8-18-3
東堀切一丁目◎ 東堀切1-11-10
親和◎ 東堀切1-14-25
さつき★◎ 東堀切2-17-1
東堀切二丁目◎ 東堀切2-20-3
双葉★◎ 東堀切2-28-3
上千葉 東堀切3-25-1
小菅西★ 小菅1-2-1
荒川小菅緑地 小菅1-2-1先
小菅西◎ 小菅1-8-9
松原◎ 小菅1-27-2
ぜんざ橋◎ 小菅1-35
小菅万葉 小菅1-35-16
小菅東スポーツ★

（令和4年7月まで全面閉鎖） 小菅3-1-1

小菅三丁目 小菅3-6-21
小菅めぐみ 小菅3-9-9
白鷺 小菅4-2-25
袋橋★ 小菅4-15-1
お花茶屋★ お花茶屋1-22-1
上千葉南 お花茶屋3-1-3
柳田 お花茶屋3-16-6
みどり◎ 白鳥1-4-20
白鳥 白鳥2-18-18
白鳥南 白鳥2-20-9
しろふね◎ 白鳥3-2-2
白鳥東にこにこ◎ 白鳥3-7-4
白鳥東さわやか◎ 白鳥3-17-3
白鳥東なかよし◎ 白鳥3-20-8
白鳥わかば 白鳥3-24-1
しらぎく◎ 白鳥3-29-10
白鳥北 白鳥3-32-5
白鳥東★ 白鳥4-5-19
白鳥四丁目 白鳥4-16-4
新道口◎ 白鳥4-19-10
あおぞら◎ 亀有1-3-15
小鳩◎ 亀有1-5-2
亀有一丁目◎ 亀有1-22-6
亀有二丁目 亀有2-2-7
若草◎ 亀有2-6-18
亀青◎ 亀有2-9-11
亀有あさひ◎ 亀有2-11-5
亀二◎ 亀有2-42-3
前津 亀有2-51-8

亀有中川堤★ 亀有2-71-7
亀有リリオパーク 亀有3-25-1
浮洲 亀有3-49-2
古隅田なかよし 亀有3-49-20
砂原第三 亀有4-12-5

曳舟川親水

亀有4-17地先～1 地
先、白鳥3-32地先～
2-1地先、白鳥 2-1-
1、四つ木5-25 地先
～4-25地先

砂原◎ 亀有4-24-11
道上◎ 亀有4-31-9
亀有 亀有5-36-1
さくら◎ 亀有5-59-8
中道★ 西亀有1-3-1
西亀有せせらぎ★ 西亀有1-10-1地先
西亀有なかよし 西亀有2-14-3
西亀有★◎ 西亀有2-37-1
大曲り◎ 西亀有2-41-10
藤塚西 西亀有3-3-8
砂原第二★ 西亀有3-11-1
藤塚東★ 西亀有3-16-1
稲荷 西亀有3-29-1
砂原中央◎ 西亀有3-40-1
砂原第一 西亀有4-15-8
西亀有四丁目★◎ 西亀有4-24-5
青戸南★◎ 青戸2-15-2

中川右岸緑道 青戸2-20地先～
東四つ木1-1地先

青戸三丁目西★◎ 青戸3-10-11先
青戸三丁目東◎ 青戸3-22-23先
青葉◎ 青戸4-20-7
青戸平和★ 青戸4-23-1
青戸南自然の広場◎ 青戸6-31-4
青戸六丁目つばさ◎ 青戸6-40
青戸六丁目さくら 青戸6-41-8
青戸七丁目◎ 青戸7-16-8
御殿山★ 青戸7-21-7
葛西城址 青戸7-28-17
青戸七丁目東◎ 青戸7-30-7
青戸七丁目共和★ 青戸7-32-1
西亀青◎ 青戸8-11-5
西青戸 青戸8-16-8
青戸八丁目◎ 青戸8-27-15
下小松◎ 新小岩2-4-13
新小岩二丁目◎ 新小岩2-20-17
松南 新小岩3-27-2

小松川境川親水 新小岩3-28地先～
4-28地先

小松橋◎ 新小岩4-37-2
東新小岩一丁目 東新小岩1-18-11
東新小岩二丁目西★◎ 東新小岩2-1-10
東新小岩二丁目東◎ 東新小岩2-6-14
東新小岩二丁目 東新小岩2-10-1
東新小岩二丁目かが
やき★ 東新小岩2-15-1

上小松 東新小岩3-12-4
かみこまつ◎ 東新小岩4-3-14
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東新小岩四丁目◎ 東新小岩4-4-16

西井堀せせらぎパーク 東新小岩5-21地先
～東新小岩5-1地先

西井堀橋◎ 東新小岩6-21-2
東新小岩七丁目エン
ゼルパーク 東新小岩7-13-9

三谷稲荷◎ 東新小岩8-16-10
須磨★◎ 東新小岩8-20-15
新小岩★ 西新小岩1-1-3
間栗★ 西新小岩2-1-4
上平井西◎ 西新小岩3-21-10
西新小岩 西新小岩3-26-6

葛飾あらかわ水辺 西新小岩3-35～
新小岩1-1地先

外谷汐入庭園 西新小岩3-42-3
上平井 西新小岩4-21-10

西新小岩五丁目★ 西新小岩5-2-4、
5-7-7

古谷野◎ 西新小岩5-3-15
平和橋◎ 西新小岩5-15-1
奥戸南汐 奥戸1-12-2
奥戸一丁目◎ 奥戸1-20-11
奥戸一丁目鬼塚★ 奥戸1-28
奥戸二丁目 奥戸2-31-10
南奥戸◎ 奥戸2-43-2
奥戸しらさぎ 奥戸3-20-6
奥戸三丁目◎ 奥戸3-26-21
西井堀 奥戸4-4-19
奥戸東★ 奥戸4-8-6
奥戸四丁目落★ 奥戸4-14-19
奥四あおぞら★ 奥戸4-20-4
南奥戸 奥戸5-14-1
南奥戸第二★ 奥戸5-15-3
会野★ 奥戸6-6-15
亀田◎ 奥戸6-18-15
上入 奥戸7-13-1
奥戸スポーツセンター★ 奥戸7-17-1
愛苑◎ 奥戸9-1-5
奥戸ローズガーデン 奥戸9-15-16
諏訪野★ 高砂1-7-12
高砂一丁目★◎ 高砂1-20-13

中川左岸緑道 高砂1-26地先～
西新小岩5-1地先

新中川通水記念 高砂1-27-1
高砂宮前◎ 高砂2-13-13
高砂◎ 高砂2-30-16
高砂南◎ 高砂3-1-35
高砂南 高砂4-1-7
高砂北★ 高砂4-3-1
新宿★ 高砂6-9-2
高砂やちよ★ 高砂7-3-25
高砂七丁目★ 高砂7-8-13
住吉★ 高砂7-18-13
住吉◎ 高砂8-7-7
まんだら 鎌倉1-30-11
鎌倉二丁目◎ 鎌倉2-2-8
みんなのひろば◎ 鎌倉2-31-1

鎌倉 鎌倉3-16-5、
3-21-1、3-22-1

鎌倉◎ 鎌倉3-21-2
かまくらいなり◎ 鎌倉3-28-4
鎌倉北★◎ 鎌倉3-28-15
鎌倉東◎ 鎌倉4-28-18
細田一丁目◎ 細田1-21-9
三和 細田2-4-1
細田町◎ 細田3-17-18
細田三丁目せせらぎ 細田3-19-11
細田四丁目◎ 細田4-15-11
細田★ 細田4-23-17
細田東◎ 細田4-39-2
矢付★ 柴又1-38-8
北野◎ 柴又2-4-6
柴又二丁目 柴又2-14-8
金町 柴又3-24-1
柴又八幡神社◎ 柴又3-30-23
桜道◎ 柴又4-5-8
柴又四丁目◎ 柴又4-14-6
ひばりが丘◎ 柴又5-29-20
新柴又◎ 柴又5-30-4先
柴又とまり木◎ 柴又6-10-15

柴又★
柴又6-22-19、柴又
6-23-15～7-19-14
まで、柴又7-19-32

柴又六丁目◎ 柴又6-26-8
柴又北◎ 柴又7-5-4
柴又七丁目★◎ 柴又7-11-7
柴又第一◎ 柴又7-17-1
新宿一丁目◎ 新宿1-2-3
大池◎ 新宿2-15-9
協栄★ 新宿3-26-1
新宿四丁目◎ 新宿4-23-1
しらゆき◎ 新宿4-25-2
町並◎ 新宿5-2-8
新宿五丁目◎ 新宿5-18-5
内野橋◎ 新宿5-22-10
葛飾にいじゅくみらい★ 新宿6-3-2、20
新宿はなみずき★ 新宿6-8-1
柴原◎ 金町1-10-5
金町ときわ 金町1-23-7
金町二丁目ときわ 金町2-16-4
金町わかくさ★◎ 金町3-12-8
むつみ◎ 金町4-3-4
鷹之堤◎ 金町4-11-16
協栄いずみ★◎ 金町4-12-16
末広◎ 金町4-22-1
こえど◎ 金町5-4-8
金町末広 金町5-10-9
金町駅北口◎ 東金町1-28-1
東金町★◎ 東金町1-33-20
東金町亀が岡★◎ 東金町2-5-8
東金町すみれ◎ 東金町2-7-14
八十◎ 東金町2-9-9
こあい 東金町2-11-11
原田◎ 東金町2-21-10

つくし◎ 東金町2-31-11
金蓮院◎ 東金町3-23-13
半田◎ 東金町4-28-4
半田ふじみ★◎ 東金町4-30-3
東金町四丁目平成★ 東金町4-35-1
東金町四丁目◎ 東金町4-38-6
わかば★ 東金町5-23-6
東金町五丁目◎ 東金町5-30-3
東金町いずみ◎ 東金町5-33-18
東金町七丁目◎ 東金町7-2-3
大向★◎ 東金町8-17-13
水元スポーツセンター★ 水元1-23-1
いりや南★ 水元1-25-19
いりや 水元4-4-1
白ゆり 水元5-5-20
東水元みどり 東水元1-7-19
東水元 東水元2-8-6
東水元三丁目★◎ 東水元3-12-3
したて★ 東水元3-21-6
小合上町◎ 東水元4-4-7
上新記念 東水元5-11-1
圦妻 東水元5-27-8
熊野 東水元5-40-7
飯塚平安第一★ 南水元1-3-6
みよし 南水元1-17-23
いいづか 南水元1-21-3
南水元一丁目◎ 南水元1-24-4
南水元ふれあい◎ 南水元1-25-7
飯塚平安第二 南水元2-7-14
南水元けやき 南水元3-4-15
南水元中の橋 南水元4-13-23
すなおし 南水元4-15-11

西水元水辺の 西水元1-5地先～
3-1地先

ゆうがお 西水元1-9-5
水元飯塚 西水元1-12-3
飯塚なかよし★ 西水元1-25-1
西水元つかのこし 西水元2-16-5
西水元つばき★ 西水元2-21-10
西水元こうだ 西水元3-14-7
西水元猿西 西水元3-18-20
西水元三丁目★ 西水元3-36-23
吾妻◎ 西水元4-5-7
西水元つばさ 西水元4-10-19
西水元宮田 西水元5-3-11
西水元五丁目 西水元5-14-13
大場川◎ 西水元6-22-4先
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校外施設

日光林間学園 0288-54-0728 栃木県日光市
花石町2067-1

地域コミュニティ施設

環境・清掃
かつしかエコライフプラザ 03-3696-8225 立石1-9-1
清掃事務所 03-3693-6113 立石5-13-1
リサイクルセンター 03-5670-2992 堀切4-6-12

産業・消費生活など
勤労福祉会館 03-3694-7305 立石3-12-1

消費生活センター 03-5698-2316 立石5-27-1
ウィメンズパル内

消費生活相談 03-5698-2311
葛飾区伝統産業館 03-5671-8288 立石7-3-16
かつしかボランティア・地
域貢献活動センター 03-5698-2511 堀切3-34-1

テクノプラザかつしか（産業経済
課・商工振興課・観光課） 03-3838-5555

青戸7-2-1
　 しごと発見プラザかつしか 03-5680-8765

地区センター
立石地区センター 03-3693-4181 立石4-23-17
立石地区センター別館 03-3694-7710 立石3-12-1
東立石地区センター 03-3692-9393 東立石2-15-7
四つ木地区センター 03-3693-3811 宝町1-1-22
東四つ木地区センター 03-3692-9351 東四つ木1-20-4
堀切地区センター 03-3693-5637 堀切3-8-5
南綾瀬地区センター 03-3604-7126 堀切7-8-22
お花茶屋地区センター 03-3603-7031 お花茶屋2-1-12

亀有地区センター 03-3601-6790 亀有3-26-1
リリオ館7階

青戸地区センター 03-3601-7441 青戸5-20-6
新小岩地区センター 03-3653-7151 新小岩2-17-1
新小岩北地区センター 03-3694-2781 東新小岩6-21-1
奥戸地区センター 03-3692-9391 奥戸3-9-17
高砂地区センター 03-3659-3350 高砂3-1-39
柴又地区センター 03-3607-0401 柴又1-38-2
新宿地区センター 03-3600-6062 新宿4-1-10
金町地区センター 03-3627-5881 東金町1-22-1
東金町地区センター 03-3607-2171 東金町5-33-6
水元地区センター 03-3607-4231 水元3-13-22
西水元地区センター 03-3607-2161 西水元5-3-1-101
学び交流館
亀有学び交流館 03-3603-9211 お花茶屋3-5-6
新小岩学び交流館 03-3696-4551 西新小岩4-33-10
柴又学び交流館 03-3671-8611 柴又5-33-8
水元学び交流館 03-3609-0223 南水元2-13-1
集い交流館
青戸高架下集い交流館 03-3693-4181

（立石地区センター） 立石6-38-13先

木根川集い交流館 03-3692-9351
（東四つ木地区センター）

東四つ木1-8-4
渋江集い交流館 東四つ木4-44-2-102

宝町集い交流館 03-3693-3811
（四つ木地区センター） 宝町2-38-19

南綾瀬第二集い交流館 03-3604-7126
（南綾瀬地区センター）

堀切5-38-4
西亀有集い交流館 西亀有2-11-1
白鳥集い交流館 03-3601-7441

（青戸地区センター）
白鳥4-16-5

西青戸集い交流館 青戸7-15-2

亀有集い交流館
03-3601-6790
（亀有地区センター）

亀有1-24-3
亀有北集い交流館 亀有5-14-18
亀有東集い交流館 亀有5-48-13
新小岩南集い交流館 03-3653-7151

（新小岩地区センター）
新小岩1-17-6

たつみ集い交流館 西新小岩2-1-4
新小岩北集い交流館 03-3694-2781

（新小岩北地区センター）
東新小岩5-16-2

上平井集い交流館 西新小岩3-36-4
奥戸しらさぎ集い交流館 03-3692-9391

（奥戸地区センター）
奥戸3-17-4-102

東奥戸集い交流館 奥戸4-20-11
高砂北集い交流館

03-3659-3350
（高砂地区センター）

高砂5-6-7
さくらみち集い交流館 鎌倉3-20-4
細田集い交流館 細田4-23-5
新宿防災コミュニティセン
ター集い交流館

03-3600-6062
（新宿地区センター） 新宿5-20-18

金町つつみ集い交流館
03-3627-5881
（金町地区センター）

金町3-51-11
末広集い交流館 金町5-4-1
亀が岡集い交流館 東金町2-5-20-109
水元集い交流館 03-3607-4231

（水元地区センター）
東水元1-7-3

南水元集い交流館 南水元4-13-24
いいづか集い交流館 03-3607-2161

（西水元地区センター）
南水元1-20-8

幸田集い交流館 西水元3-11-1
憩い交流館
宝町憩い交流館 03-3691-1591 宝町2-38-19
堀切憩い交流館 03-3691-9691 堀切1-23-6
小菅憩い交流館 03-3604-6390 小菅3-6-1
白鳥憩い交流館 03-3602-3416 白鳥3-32-6
中道憩い交流館 03-3604-7362 西亀有1-2-7
砂原憩い交流館 03-3603-6391 西亀有3-12-1
青戸中央憩い交流館 03-3604-6394 青戸6-16-12
たつみ憩い交流館 03-3696-2783 西新小岩2-1-4
西奥戸憩い交流館 03-3692-7157 奥戸1-12-1
東奥戸憩い交流館 03-3696-7430 奥戸4-20-11
鎌倉憩い交流館 03-3671-0301 鎌倉2-6-20
柴又憩い交流館 03-3609-7355 柴又2-4-5
新宿憩い交流館 03-3627-1850 新宿1-5-6
末広憩い交流館 03-3627-0027 金町5-4-1
東金町憩い交流館 03-3608-3926 東金町5-22-18
水元憩い交流館 03-5660-3113 水元4-6-15

ごみ・リサイクル・環境

くらし

197

p167-201_CC2020_ダイヤルガイド_ファクスガイド.indd   197p167-201_CC2020_ダイヤルガイド_ファクスガイド.indd   197 2021/10/07   23:20:402021/10/07   23:20:40



建設・道路など
立石駅周辺地区
街づくり事務所 03-5670-3174 立石4-26-8

道路補修課 03-5654-9581
立石4-34-4

道路保全事務所 03-5654-9590
公園課 03-3695-8380 立石6-9-1

ウィメンズパル
立石5-27-1　人権推進課 03-5654-8148

　 男女平等推進センター 03-5698-2211

警察
葛飾警察署 03-3695-0110 立石2-7-9
亀有警察署 03-3607-0110 新宿4-22-19

消防
本田消防署 03-3694-0119 東立石3-12-7
　南綾瀬出張所 03-3604-0119 東堀切2-28-25
　青戸出張所 03-3601-0119 青戸5-5-8
　上平井出張所 03-3696-0119 東新小岩7-1-9
　奥戸出張所 03-3697-0119 奥戸8-10-9
金町消防署 03-3607-0119 金町4-15-20
　亀有出張所 03-3602-0119 亀有1-26-5
　柴又出張所 03-3657-0119 柴又5-8-6
　水元出張所 03-3600-0119 水元3-11-1

清掃
葛飾清掃工場 03-5660-5389 水元1-20-1
粗大ごみ受付センター 03-5296-4400
家電リサイクル受付センター 03-5296-7200

水道・下水道・道路
東京都水道局葛飾営業所 03-5671-3192

立石8-17-4引っ越し・契約変更 03-5326-1100
その他 03-5326-1101
東京都下水道局東部
第二下水道事務所 03-5680-1314 小菅1-2-1

東京都第五建設事務所 03-3692-4574
東新小岩1-14-11

東京都江東治水事務所 03-3692-4832
国土交通省東京国道
事務所亀有出張所 03-3600-5541 新宿4-21-1

官公署など

税務関係

葛飾都税事務所 03-3697-7511 立石5-13-1
葛飾区総合庁舎内

葛飾税務署 03-3691-0941 立石8-31-6

電気・ガス・住宅
東京電力東京カスタマーセンター（第一）
　 引っ越し、契約の変更 0120-995-001
　その他 0120-995-002
　 （上記番号が利用できないとき） 03-6374-8936
東京ガスお客さまセンター 0570-0022-11
　 （上記番号が利用できないとき） 03-3344-9100
　ガス漏れ専用 0570-0022-99
　 （上記番号が利用できないとき） 03-6735-8899
東京都住宅供給公社　渋谷区神宮前5-53-67コスモス青山3F
　都営住宅募集センター 03-3498-8894
　お客さまセンター 0570-03-0071

郵政・通信
葛飾エフエム放送㈱ 03-5670-5321 立石5-13-1
日本郵便㈱葛飾郵便局（集
荷・配送）

（集荷・配送を除く郵便サー
ビス、保険サービス）

03-3695-9103
03-3695-9108

四つ木2-28-1

㈱ゆうちょ銀行葛飾店（貯
金サービス） 03-3695-9106

日本郵便㈱葛飾新宿郵便局
（集荷・配送）
（集荷・配送を除く郵便サー
ビス、保険サービス）

03-3607-2293
03-3607-3434

金町1-8-1

㈱ゆうちょ銀行葛飾新宿店
（貯金サービス） 03-3607-2294

㈱ジェイコム東葛葛飾 0120-914-000 千葉県松戸市新
松戸3-55

NTT（固定電話から） 116
〃（携帯電話・PHSから） 0120-116-000

人権

労働・社会保険
葛飾年金事務所 03-3695-2181 立石3-7-3
葛飾区シルバー人材センター 03-5670-5536 立石5-11-16

かつしかワークプラザ 03-3604-8609
お花茶屋1-19-18
ダイアパレスス
テーションプラ
ザお花茶屋2F

東京都労働相談情報
センター亀戸事務所 03-3682-6321 江東区亀戸2-19-1

カメリアプラザ7F
ハローワーク墨田 03-5669-8609 墨田区江東橋2-19-12
向島労働基準監督署 03-5630-1031～3 墨田区東向島4-33-13

京成線京成立石駅 03-3691-0838 立石4-24-1
　〃　四ツ木駅 03-3691-3735 四つ木1-1-1
　〃　お花茶屋駅 03-3694-8744 宝町2-37-1
　〃　堀切菖蒲園駅 03-3697-4096 堀切5-1-1
　〃　青砥駅 03-3604-4444 青戸3-36-1
　〃　京成高砂駅 03-3607-1144 高砂5-28-1
　〃　柴又駅 03-3657-2619 柴又4-8-14
　〃　京成金町駅 03-3607-2620 金町5-37-9

交通
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その他
東京入国管理局 03-5796-7111 港区港南5-5-30
JA東京スマイル葛飾支店 03-3602-6261 白鳥4-11-15
水元公園サービスセンター 03-3607-8321 水元公園3-2
動物愛護相談センター 03-3302-3507 世田谷区八幡山2-9-11
東京都赤十字血液センター
葛飾出張所 03-5682-2802 亀有5-14-15

東京法務局城北出張所 03-3603-4305 小菅4-20-24
葛飾公証役場 03-6662-9631 青戸6-1-1-2F
葛飾区医師会 03-3691-8536 立石5-15-12
葛飾区薬剤師会 03-3693-0185 四つ木1-21-5
葛飾区歯科医師会 03-3602-0648 青戸7-1-20
東京都城東地域中小企業振
興センター

03-5680-4631
青戸7-2-5（公財）東京都中小企業振興

公社城東支社
（地独）東京都立産業技術研
究センター城東支所 03-5680-4632

東京第一検察審査会 03-3581-2877 千代田区霞が関1-1-4

都庁・区役所
東京都庁 03-5321-1111 新宿区西新宿2-8-1
足立区 03-3880-5111 足立区中央本町1-17-1
荒川区 03-3802-3111 荒川区荒川2-2-3
板橋区 03-3964-1111 板橋区板橋2-66-1
江戸川区 03-3652-1151 江戸川区中央1-4-1
大田区 03-5744-1111 大田区蒲田5-13-14
葛飾区 03-3695-1111 葛飾区立石5-13-1
北区 03-3908-1111 北区王子本町1-15-22
江東区 03-3647-9111 江東区東陽4-11-28

郵便番号一覧
葛飾区役所 124-8555
立石 124-0012
東立石 124-0013
四つ木 124-0011
東四つ木 124-0014
宝町 124-0005
堀切 124-0006
東堀切 124-0004
小菅 124-0001
お花茶屋 124-0003
白鳥 125-0063
亀有 125-0061
西亀有（1・2丁目） 124-0002
西亀有（3・4丁目） 125-0002
青戸 125-0062
新小岩 124-0024
東新小岩 124-0023
西新小岩 124-0025
奥戸 124-0022
高砂 125-0054
鎌倉 125-0053
細田 124-0021
柴又 125-0052
新宿 125-0051
金町 125-0042
東金町 125-0041
金町浄水場 125-0043
水元 125-0032
東水元 125-0033
水元公園 125-0034
南水元 125-0035
西水元 125-0031
※上記に記載がない場合 124-0000

品川区 03-3777-1111 品川区広町2-1-36
渋谷区 03-3463-1211 渋谷区宇田川町1-1
新宿区 03-3209-1111 新宿区歌舞伎町1-4-1
杉並区 03-3312-2111 杉並区阿佐谷南1-15-1
墨田区 03-5608-1111 墨田区吾妻橋1-23-20
世田谷区 03-5432-1111 世田谷区世田谷4-21-27
台東区 03-5246-1111 台東区東上野4-5-6
中央区 03-3543-0211 中央区築地1-1-1
千代田区 03-3264-2111 千代田区九段南1-2-1
豊島区 03-3981-1111 豊島区南池袋2-45-1
中野区 03-3389-1111 中野区中野4-8-1
練馬区 03-3993-1111 練馬区豊玉北6-12-1
文京区 03-3812-7111 文京区春日1-16-21
港区 03-3578-2111 港区芝公園1-5-25
目黒区 03-3715-1111 目黒区上目黒2-19-15

北総線新柴又駅 03-5693-4488 柴又5-7-1
都営バス青戸支所 03-3691-2909 白鳥1-8-1
　 〃 　江戸川営業所 03-3687-9071
　 〃 　臨海支所 03-3877-8681
京成バス金町営業所 03-3607-5138 金町1-12-18
　 〃 　江戸川営業所 03-3677-5461
京成タウンバス 03-5671-0360 奥戸2-6-10
東武バス葛飾営業所 03-5699-1310 西水元1-1-1
　 〃 　八潮営業所 048-996-0822
　 〃 　三郷営業所 048-957-2504
日立自動車交通 03-5682-1122
マイスカイ交通 048-940-1801
空港アクセスバス
　東京空港交通 03-3665-7220
　京成バス奥戸営業所 03-3691-0935
　成田空港交通 0476-35-2321
　東京メトロ千代田線綾瀬駅 03-3606-1576 足立区綾瀬3-1-1
JR東日本お問い合わせセンター
　 列車時刻、運賃・料金、空

席情報 050-2016-1600

　お忘れ物 050-2016-1601
　 JR East InfoLine
　 （英語・ハングル・中国語

での案内）
050-2016-1603

199

p167-201_CC2020_ダイヤルガイド_ファクスガイド.indd   199p167-201_CC2020_ダイヤルガイド_ファクスガイド.indd   199 2021/10/07   23:20:412021/10/07   23:20:41



ファクスガイド

200 - -

急病などのときは
警察FAX 03-3597-0110
消防FAX 119

区の情報を得るには
広報課

03-5698-1502
すぐやる課
はなしょうぶコール 03-6758-2223
FMラジオ・かつしかインフォメーション 03-5670-5332
総務課

03-5698-1503
危機管理課

区役所などの施設

区民事務所

金町 03-3607-0299
亀有 03-3601-7994
新小岩北 03-3694-2713
高砂 03-3659-3396
堀切 03-3693-4709
水元 03-3607-4165

区民サービスコーナー

柴又 03-3607-6245
新小岩 03-3653-7143
南綾瀬 03-3601-7630
四ツ木駅 03-3697-1792

青戸保健センター

03-3602-1298

地域保健課
生活衛生課
健康づくり課
保健予防課
健康プラザかつしか

保健センター
金町 03-3609-6795
新小岩 03-5698-1759
水元 03-5699-1649

図書館

中央 03-3607-9200
立石 03-3696-3750
お花茶屋 03-3838-5771
上小松 03-5698-1755
亀有 03-3838-5772
水元 03-3627-3114
鎌倉 03-5694-4421
四つ木 03-5670-3422
西水元 03-5660-2203
青戸 03-3838-1269
奥戸 03-3696-2785
こすげ 03-3601-3857
にいじゅく 03-3607-9209

ウェルピアかつしか 03-5698-1337
郷土と天文の博物館 03-5680-0849

各種相談窓口
テクノプラザかつしか（地域産業振興会館） 03-5680-8618
足立児童相談所 03-3890-3689
高齢者支援課

03-5698-1531
障害福祉課
ハローワーク墨田 専門援助第二部門 03-5600-6312

手続き・届出・証明・税
戸籍住民課 03-5698-1594
福祉管理課

03-5698-1530
自立相談支援窓口
税務課 03-5698-1508
地域振興課 03-5698-1510
情報システム課 03-5698-1501
収納対策課 03-5698-1539

保険・年金
国保年金課 03-5698-1509

健康・医療費の補助
地域保健課公害保健係（区役所3階） 03-5698-1548

障害のある方への支援
自立訓練事業所

03-5698-1349
地域活動支援センター
障害者生活介護事業所 03-5698-1383

（社福）葛飾区社会福祉協議会

03-5698-2513かつしかボランティア・
地域貢献活動センター
葛飾区成年後見センター
東京手話通訳等派遣センター 

（手話通訳者・要約筆記者派遣） 03-3354-6868

東京都水道局お客さまセンター 03-3344-2531
東京電力 0120-993-011

東京ガス
ガス漏れ 03-4332-2419
その他 03-3344-9393

葛飾郵便局 03-3693-9494
葛飾新宿郵便局 03-3627-2955
NTT東日本 0120-700-133
区議会事務局 03-5698-1543
障害者就労支援センター 03-3696-1872
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産業経済課
03-3838-5551商工振興課

観光課
日光林間学園 0288-53-4222

ごみ・リサイクル・環境
清掃事務所 03-3691-1797
環境課 03-5698-1538
リサイクル清掃課 03-5698-1534

くらし
道路保全事務所

03-5654-9589
道路補修課
道路管理課

03-3697-1660
住環境整備課
建築課
都市計画課
交通政策課 03-3693-4705
人権推進課

03-5698-2315
消費生活センター
契約管財課 03-5698-1506
勤労福祉会館 03-3694-7306

仕事・事業所
しごと発見プラザかつしか 03-5680-8766

選挙・区議会・監査
選挙管理委員会事務局 03-5698-1549
監査事務局 03-5698-1536
区議会事務局 03-5698-1543

高齢者・シニア
介護保険課 03-5698-1504
シニア活動支援センター 03-5698-6203

高齢者総合相談センター
(地域包括支援センター)

水元 03-3826-2364
水元公園 03-6231-3568
新宿 03-3826-8725
金町 03-3826-5032
高砂 03-5889-8601
柴又 03-5876-9532
青戸 03-5629-5718
亀有 03-6240-7638
堀切 03-3697-7862
お花茶屋 03-5671-2472
東四つ木 03-5698-2170
立石 03-6657-6141
奥戸 03-5670-1489
新小岩 03-5879-9329

シニア就業支援室（ワークスかつしか） 03-5698-6232
（公社）葛飾区シルバー人材センター 03-5671-1775

生活の援助
西生活課 03-5698-1554
東生活課 03-5699-4752

（公財）東京都福祉保健財団 03-6911-4717

出産・子ども・教育
子ども総合センター

03-3602-1392
子ども家庭支援課
子育て支援課

03-5698-1533保育課
育成課
子ども発達センター 03-5654-1853
子ども発達センター別館 03-3697-3022
子ども発達センター分室 03-3627-0058
金町子どもセンター 03-5699-1247
放課後支援課 03-5698-1553
学務課 03-3691-1329
教育総務課 03-5698-1540
総合教育センター 03-5668-7607
地域教育課 03-5698-1537

学習・文化・スポーツ・余暇
生涯学習課 03-5698-1541
かつしかシンフォニーヒルズ 03-5698-1546
生涯スポーツ課

03-5698-1752
奥戸総合スポーツセンター体育館
教育総務課施設開放分室 03-3826-8656
公園課 03-3697-6275
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