
【窓口受付日時】　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時
　ただし、指定金融機関（みずほ銀行窓口）は午前9時
～午後3時です。
【水曜夜間延長窓口】　水曜日（祝日を除く）は、業務
の一部を午後7時30分まで行っています。
【休日開庁日】　毎月1回日曜日は、業務の一部を午前
9時から正午まで行っています。
　水曜夜間延長窓口および休日開庁日の取扱業務に
ついては、区ホームページをご覧いただくかお問い
合わせください。

【夜間・休日窓口】
区役所閉庁時は、業務の一部を行っています（84ページ）。
【交通】
京成立石駅徒歩7分・青砥駅・お花茶屋駅徒歩10分
都バス（草39・錦37・上23出入）「青戸車庫前」下車徒歩5分
京成バス（新小53）・京成タウンバス（有57・有70・綾
02・新小52乙）「葛飾区役所」下車
駐車場あり

郵便局

バス停
タクシー乗り場

清掃事務所

夜間・休日窓口
区議会

［新館］区役所

［本館］区役所
都税事務所かつしかエフエム

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

701 会議室
702 会議室
703 会議室
704 契約管財課

409 リサイクル清掃課

410 環境課

416 監査事務局

418 施設管理課・営繕課

420 収納対策課

421 道路建設課

423 交通政策課

424 都市計画課

311 福祉管理課 312 地域保健課公害保健係

603 情報
システム課

607 財政課
608 政策企画課

604 総合庁舎整備担当課・施設維持課

503 危機管理課・地域防災課・生活安全課

406 地域教育課
407 放課後支援課

301 調整課

302 都市計画課

303 道路管理課

304 区政情報コーナー

305 建築課

307 住環境整備課
308 子ども応援課

504 総務課

605 施設維持課

705 会議室
706 会議室
707 保育課・子育て施設整備担当課
708 会議室

だれでもトイレ
（オストメイト対応） 授乳室

だれでもトイレ

証明写真コーナー

教育委員会室

だれでもトイレ
（オストメイト対応）

だれでもトイレ
（オストメイト対応）

401（　　　子育て支援窓口）

子育て支援のこと
保育園・子どもの手当・母子手帳の交付など

（　　　国保年金課）315
国民健康保険・後期高齢者医療・
国民年金のこと

（　　　税務課）321
住民税・軽自動車税・バイクのこと

306　　　建築関連総合窓口

209 区民相談室 215 みずほ銀行
211 広報課・

すぐやる課
234 西生活課

214 会計管理課

（　　　戸籍住民課）217
戸籍・住所変更のこと・おくやみコーナー

（　　　教育総務課/指導室　　　 学務課）427 428
小学校・中学校のこと

201（　　　福祉総合窓口）

高齢者支援・
身体障害者支援・
知的障害者支援・
介護保険のこと

食 堂

? 総合案内（2F）
区民ホール

? 総合案内（1F）

東京都葛飾都税事務所
固定資産税課

不動産に関すること
326 328
327 333
334 償却資産に関すること

東京都葛飾都税事務所
229 都税相談総務課
231
納税証明･納税相談・法人等の申告

徴収課 233232

新館

本館

430 生涯学習課

434 選挙管理委員会事務局

（令和3年4月1日現在）

405 地域振興課

区長室・副区長室・秘書課・庁議室

至京成高砂
京成本線

南葛飾高校

立石中学校
清和小学校

かつしか
シンフォニーヒルズ

（青戸車庫前）

（葛飾区役所）

至お花茶屋

交番
至四ツ木

京
成
押
上
線

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
商
店
街

青
砥
駅

水戸
街道

京成立石駅

区役所・
清掃事務所

QRコードから360度
画像を見ることができます。

区役所などの施設
区役所  wb 001

立石5-13-1　☎03-3695-1111（代表）

65がついている施設は区ホームページで施設内を360度見渡せる画像を見ることができます。
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区民事務所の取扱業務
【窓口受付日時】　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時
毎週水曜日は午後7時まで（祝日を除く）。
【取扱業務】
▷転入・転出・転居の手続き
▷住民票の写し、戸籍謄・抄本、身分証明書の交付
▷広域交付住民票の交付
▷個人の印鑑登録・証明書の交付
▷�マイナンバー（個人番号）カード・公的個人認証の
手続き
▷出生・死亡届、出生・死亡届出受理証明
▷死体（埋）火葬許可証・区民葬儀券の交付
▷�住民税（特別区民税・都民税）、軽自動車税（種別割）
の支払い
▷�住民税の課税・納税（軽自動車税（種別割）含む）証明
書の交付
▷�国民健康保険・後期高齢者医療制度の届け出、保険
料の支払い
▷国民年金の届け出
▷介護保険の届け出、保険料の支払い
▷妊娠届、母子健康手帳の交付
▷犬の登録、注射済票の交付
▷小・中学校の転・入学手続き
▷自動車臨時運行許可証の発行
▷児童手当申請の受け付け
▷乳幼児・子ども医療証交付申請の受け付け
▷�精神・難病・母子保健医療費公費負担事業の申請の
受け付け（高砂・堀切区民事務所のみ）

　戸籍の届出用紙は、出生届・死亡届・婚姻届・転籍届
のみ区民事務所に置いてあります。その他、離婚届な
どの用紙は、戸籍住民課に置いてあります。

コンビニ
エンス
ストア 銀行

JR常磐線

至松戸
金町駅

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

至亀有

金町区民事務所
（金町地区センター1階）

金町区民事務所 
　  東金町1-22-1 金町地区センター内  

☎03-3607-0012
【交通】　金町駅北口�徒歩3分

亀有区民事務所 
　  亀有3-26-1 リリオ館7階  

☎03-3601-6791
【交通】　亀有駅南口駅前
バイク・自動車の駐車料金は有料です。

至綾瀬 至金町JR常磐線

交番 駅前
広場

亀有パーキングリリオ

亀
有
新
道

環
七
通
り

亀　有　駅

亀有区民事務所・
亀有地区センター
（リリオ館7階）

新小岩北区民事務所 
　  東新小岩6-21-1 新小岩北地区センター内  

☎03-3694-2711
【交通】　新小岩駅北口�徒歩15分
京成タウンバス（新小58）「東新小岩五丁目」または
「上平井中学校」下車�徒歩2分

新小岩北集い交流館

本田消防署
上平井出張所

（上平井中学校）
コンビニ
エンスストア

幼稚園
（東新小岩五丁目）

信用組合平
和
橋
通
り交番

蔵前橋通り
至小岩至平井

西井
堀せ
せら
ぎパ
ーク

新小岩北区民事務所
（新小岩北地区センター1階）

新小岩駅

高砂区民事務所 
　  高砂3-1-39 高砂地区センター内  

☎03-3659-3336
【交通】　京成高砂駅南口�徒歩10分
京成タウンバス（小54）「高砂駅」下車�徒歩10分

コンビニエンスストア

スーパーマーケット

至京成小岩
（高砂駅）

至柴又
至青砥

高砂南児童遊園 高砂小学校
高砂中学校

保育園

（
高
砂
駅
）

高砂区民事務所
（高砂地区センター1階）

京成高砂駅

区民事務所 wb 035
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区民サービスコーナーの取扱業務
【窓口受付日時】　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前8時30分～午後5時

【取扱業務】
▷住民票の写し、戸籍謄・抄本、身分証明書の交付
▷個人の印鑑登録証明書の交付
▷�住民税（特別区民税・都民税）、軽自動車税（種別割）
の支払い
▷�住民税の課税・納税（軽自動車税（種別割）含む）証明
書の交付
▷国民健康保険料の支払い
▷後期高齢者医療保険料の支払い
▷介護保険料の支払い
　転居・転出・転入届の手続きや、印鑑登録の手続き
は行っていません。

柴又区民サービスコーナー 
　  柴又1-38-2 柴又地区センター内  

☎03-3607-0397 
【交通】　柴又駅�徒歩3分
京成タウンバス（小54）「柴又一丁目」下車�徒歩1分

新小岩区民サービスコーナー 
　  新小岩2-17-1 新小岩地区センター内  

☎03-3653-7141 
【交通】　新小岩駅南口�徒歩5分

堀切区民事務所 
　  堀切3-8-5 堀切地区センター内  

☎03-3693-4184
【交通】　堀切菖蒲園駅�徒歩1分
京成タウンバス（新小51）「堀切菖蒲園駅」下車�徒歩1分

至京成関屋 京成本線 至お花茶屋

煎餅店
書店 酒店

堀
切
天
祖
神
社

堀切菖蒲園駅

堀切区民事務所
（堀切地区センター1階）

（堀切菖蒲園駅）

水元区民事務所
　  水元3-13-22 水元地区センター内  

☎03-3607-4208
【交通】　京成バス（金61）「水元中学校」下車�徒歩3分
（金62）「水元三丁目」下車�徒歩3分

水元区民事務所
（水元地区センター1階）

（水元中学校）

水
元
中
学
校

東京愛育苑ケアレジデンス

金町消防署
水元出張所

（水元三丁目）

至亀有 JR常磐線

京成金町駅

至松戸
金町駅

区民サービスコーナー wb 035
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病院

令和４年度移転予定
（西新小岩４-33
にこわ新小岩内）

新小岩保健センター 
　  西新小岩4-21-12  

☎03-3696-3781
【交通】　新小岩駅�徒歩12分
京成バス（新小53）・京成タウンバス（新小51・52）�
「東上平井」下車�徒歩5分

水元保健センター 
　  東水元1-7-3  

☎03-3627-1911
【交通】　JR・京成金町駅�徒歩17分
京成バス（金62）「葛飾総合高校」下車�徒歩2分
京成バス（金61）「水元公園」下車�徒歩3分

南綾瀬区民サービスコーナー 
　  堀切6-28-5 南綾瀬地区センター別館内  

☎03-3601-6241
【交通】　京成タウンバス（綾01・有01）「南綾瀬地区
センター」下車
（新小51）「堀切中央病院」下車�徒歩4分

至お花茶屋
至京成関屋

四ツ木駅区民サービスコーナー 
　  四つ木1-15-1 四ツ木駅高架下  

☎03-3697-1790
【交通】　四ツ木駅�徒歩1分
京成タウンバス（新小52）「四ツ木駅」下車�徒歩3分

至八広 至京成立石

綾
瀬
川

健康部（保健所）・青戸保健センター
（健康プラザかつしか内）  

 青戸4-15-14　☎03-3602-1222
　 地域保健課　☎03-3602-1231
　 健康ホットラインかつしか　☎03-3602-1244
　 生活衛生課　☎03-3602-1242
　 健康づくり課　☎03-3602-1268
　 保健予防課　☎03-3602-1274
　 青戸保健センター　☎03-3602-1284

【交通】　青砥駅�徒歩15分（案内図は72ページ）

至亀有 JR常磐線 至松戸
金町駅

南口駅前
広場末広憩い交流館・児童館

水戸街道

末広小学校

金町消防署

(新宿郵便局前)

葛飾新宿郵便局

京
成

金
町
駅

銀
行

金町保健センター

金町保健センター 
　  金町4-18-19  

☎03-3607-4141
【交通】　JR・京成金町駅�徒歩13分
都バス（草39）・京成タウンバス（小54）「新宿郵便局」
下車�徒歩3分

wb 077
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中央図書館

至亀有

水戸街道
葛飾新宿郵便局

金町消防署
至松戸

JR常磐線 至松戸

至
柴
又

京
成
金
町
駅

金町駅

中央図書館    
　  金町6-2-1　3階  

☎03-3607-9201
【蔵書】　約42万冊
【交通】　JR・京成金町駅　徒歩2分

　各種の図書・雑誌・CD・DVDなどの貸し出しの他、
読書に親しむ催し物や講座などを開催しています。
　各図書館では、次のサービスも提供しています。
▷レファレンスサービス（調べもの相談窓口）
▷インターネットパソコン利用サービス
▷障害のある方へのサービス（104ページ）
▷会議室の貸し出し
▷公衆無線LAN（フリーwi-fi）
▷電子書籍サービス
　利用方法などは、各図書館にお問い合わせください。
【はじめて本を借りるとき】
▷区内に在住・在勤・在学の方
▷近隣の区（足立・江戸川・墨田・江東区）に在住の方
▷近隣の市（三郷・松戸・八潮・市川市）に在住の方
　学生証・運転免許証・健康保険証など住所が確認で
きるものをお持ちください（小学生以下の方は必要
ありません）。
　利用カードをお作りします。
　区内在住の方は「東京共同電子申請・届出サービ
ス」から利用者登録ができます。
　貸出期間・数量には制限があります。
【図書の団体貸し出し】
　地域・職場・学校など葛飾区内で読書推進活動をし
ている5人以上のグループで登録の上ご利用くださ
い。1回に50冊まで1カ月間お貸しします。
【持ち込みパソコンコーナー】
　中央・立石・お花茶屋・上小松・亀有・水元・鎌倉図書
館には、持ち込みのパソコンを利用できる場所があ
ります。
【図書返却ポスト】
　区内に6カ所あり、図書館の資料を返却
できます。CD・DVDなど、本以外の資料は
返却できません。

インターネットで資料の検索などができます
▷ホームページ
https://www.lib.city.katsushika.lg.jp/

図書館 wb 266
開館時間 休館日

中央・立石図書館
【一般室】
▷月～土曜日
午前9時～午後10時
▷日曜日・祝休日、12月29日～30日
午前9時～午後8時
▷12月31日～1月3日
午前9時～午後5時
【児童室】　午前9時～午後6時
12月31日～1月3日
午前9時～午後5時

毎月第4木曜日、
特別整理期間（各館年
1回）

お花茶屋・上小松・亀有・水元・鎌倉
図書館
【一般室】
▷火～土曜日
午前9時～午後8時
▷日曜日・祝休日
午前9時～午後5時
【児童室】　午前9時～午後5時　

月曜日（祝休日の場合
は翌日）、
毎月第4木曜日、
12月29日～1月3日、
特別整理期間（各館年
1回）

四つ木・西水元・青戸・奥戸・こすげ地区
図書館
【一般室】
▷火～木・土・日曜日・祝休日
午前10時～午後5時
▷金曜日　
午前10時～午後8時

月曜日（祝休日の場合
は翌日）、
毎月第4木曜日、
12月29日～1月3日、
特別整理期間（各館年
1回）

にいじゅく地区図書館
【一般室】
月～日曜日・祝休日
午前9時～午後5時

毎月第4木曜日、
12月29日～1月3日、
特別整理期間（年1回）

【開館時間・休館日】

69がついている施設は区ホームページで施設内を360度見渡せる画像を見ることができます。
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お花茶屋公園お花茶屋公園

（東堀切二丁目）

お花茶屋図書館   
　  お花茶屋2-1-15  

☎03-3690-7661
【蔵書】　約11万冊
【交通】　お花茶屋駅　徒歩5分
京成タウンバス（有57）「東堀切二丁目」下車　徒歩1分

立石図書館    
　  立石1-9-1  

☎03-3696-4451
【蔵書】　約11万冊
【交通】　京成立石駅　徒歩5分
京成タウンバス（新小52）「本田小学校」下車　徒歩1分

至江戸川

新柴
又駅

柴
又
街
道

高
砂
団
地
鎌
倉
児
童
館

総合教育センター

郵便局

至高砂
鎌倉
野草園 （鎌倉小学校）

鎌倉図書館鎌倉図書館

信用金庫

京成小岩駅

鎌倉図書館    
　  鎌倉2-4-5  

☎03-3650-7741
【蔵書】　約12万冊
【交通】　京成小岩駅　徒歩15分
北総線新柴又駅　徒歩13分
京成バス（小55）・京成バス・京成タウンバス（新金01
（土休日のみ））「鎌倉小学校」下車　徒歩8分

至小岩

上小松図書館    
　  東新小岩3-12-1
　　 都営東新小岩三丁目アパート1号棟1階  

☎03-3696-7901
【蔵書】　約10万冊
【交通】　新小岩駅　徒歩13分
都バス（新小20・29）・京成タウンバス（新小20・細
02）・京成バス（細02）「東新小岩三丁目」下車　徒歩1
分

水元図書館（水元保健センターと併設）

至柴又

水元図書館    
　  東水元1-7-3  

☎03-3627-3111
【蔵書】　約9万冊
【交通】　JR・京成金町駅　徒歩17分
京成バス（金62）「葛飾総合高校」下車　徒歩2分　
京成バス（金61）「水元公園」下車　徒歩3分

至綾瀬 至金町
銀行
信用金庫

亀
有
新
道 診療所

亀有中学校

曳舟十三橋

曳
舟
川
親
水
公
園

(亀有中学校)

JR常磐線
亀有駅

亀有図書館

亀有図書館    
　  亀有1-17-5　
　　 都営亀有一丁目アパート5号棟1階  

☎03-3690-1901
【蔵書】　約11万冊
【交通】　亀有駅　徒歩15分
京成バス（新小53）・京成タウンバス（小54）・日立自
動車交通（有72）「亀有中学校」下車　徒歩3分
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水元学び交流館

西水元地区図書館西水元地区図書館 水元総合スポーツセンター体育館

中 

川

西水元地区図書館 
　  西水元2-2-8　特別養護老人ホーム西水元あやめ園内  

☎03-5660-2201
【蔵書】　約4万冊
【交通】　京成バス（金62）・東武バスセントラル（有
26・27）「西水元二丁目」下車　徒歩2分

水戸街道

至八広

(よつぎ小学校前)
葛
飾
警
察
署

首
都
高
速
道
路

平
和
橋
通
り

(四つ木
地区センター)

四ツ木駅
京成押上線 至京成立石

四つ木地区
図書館

（本田広小路）

四つ木地区図書館 
　  四つ木4-8-1　よつぎ小学校内  

☎03-5670-3321
【蔵書】　約4万冊
【交通】　四ツ木駅　徒歩10分
都バス（草39・錦37・上23出入）「よつぎ小学校前」下車　徒歩1分
日立自動車交通（有72）「四つ木地区センター」下車　徒歩7分
京成タウンバス（新小51）「本田広小路」下車　徒歩7分

中青戸小学校

青戸平和公園

青戸中学校

(青戸平和公園)

公団住宅

銀行

至京成高砂

至お花茶屋

青 砥 駅
至京成立石 京成本線

青戸地区図書館

亀
有
新
道

青戸地区図書館 
　  青戸5-20-6　青戸地区センター内  

☎03-3838-1273
【蔵書】　約3万冊
【交通】　青砥駅　徒歩10分
京成バス（新小53）・京成タウンバス（新小52乙）「青
戸平和公園」下車　徒歩3分

こすげ地区図書館 
　  小菅3-8-22　こすげ小学校敷地内  

☎03-3601-3855
【蔵書】　約3万冊
【交通】　堀切菖蒲園駅　徒歩12分　綾瀬駅　徒歩14分
京成タウンバス（新小51・綾01）「堀切中央病院」下車　徒歩4分

川
の
手
通
り

交番

奥戸地区図書館 
　  奥戸3-5-1　南奥戸小学校内  

☎03-3696-2781
【蔵書】　約4万冊
【交通】　京成立石駅　徒歩25分
京成バス（新小53）「奥戸一丁目」下車　徒歩2分
京成タウンバス（新小58）・京成バス・京成タウンバス
（新金01（土休日のみ））「奥戸四丁目」下車　徒歩6分

森永乳業

奥戸街道

至四ツ木

至青砥

中
　川

環
七
通
り

東京工場

(奥戸一丁目)

奥戸地区
センター

奥戸総合
スポーツ
センター

郵便局

(奥戸四丁目)

本奥戸橋

京成立石駅

奥戸地区図書館

にいじゅく地区図書館 
　  新宿3-7-1　東京かつしか赤十字母子医療センター内  

☎03-3607-9105
【蔵書】　約2万冊
【交通】　JR・京成金町駅　徒歩15分
都バス（草39）・京成タウンバス（小54）「亀有警察署
前」下車　徒歩1分
京成タウンバス（有70（平日のみ））「東京かつしか赤
十字母子医療センター」下車　徒歩1分

至亀有 至松戸JR常磐線

亀
有
警
察
署

（亀有警察署）

（東京かつしか赤十字母子医療センター）（東京かつしか赤十字母子医療センター）

水戸街道

新
金
貨
物
線

金町駅
京
成
金
町
駅

にいじゅく
地区図書館
にいじゅく
地区図書館

柴
又
街
道

男女平等推進センター
図書資料室
図書館サービスが受けられ
る図書資料室です。

リリオ亀有図書
サービスカウンター
図書館所蔵の予約資料の
受け取りができます。
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至青砥

（堀切二丁目）

堀切東公園

障害者生活介護事業所 ☞ 100ページ参照
地域活動支援センター ☞ 100ページ参照
自立訓練事業所 ☞ 100ページ参照
葛飾区成年後見センター ☞ 114ページ参照
子ども発達センター ☞ 121ページ参照
（社福）葛飾区社会福祉協議会 ☞ 158ページ参照

　消費生活センター、男女平等推進センター（人権推
進課）、障害者就労支援センターの複合施設です。
【交通】　お花茶屋駅　徒歩10分
京成立石駅　徒歩13分　青砥駅　徒歩13分
都バス（草39）　「白鳥1丁目」下車　徒歩1分
有料駐車場あり

かつしか
シンフォニー
ヒルズ

京成本線

南葛飾高校

水
戸
街
道

交番

(亀有新道入口)
コンビニ

エンスストア

亀
有
新
道

(テクノプラザかつしか)

青戸中学校中青戸小学校
青戸平和公園

(青砥駅入口)

至お花茶屋
至高砂

至京成立石

水戸街道

青砥駅

テクノプラザかつしか
健康プラザかつしか

消費生活センター ☞ 157ページ参照
男女平等推進センター ☞ 166ページ参照
障害者就労支援センター ☞ 105ページ参照

子ども総合センター 
☞ 124ページ参照

　地域保健の拠点である「健康部（保健所）」、健診業
務や健康相談を行う「青戸保健センター」、子どもと
家庭の総合的な相談を行う「子ども総合センター」の
複合施設です。
【交通】　青砥駅　徒歩15分・駐車場あり
京成バス（新小53）・京成タウンバス（新小52乙）　
「テクノプラザかつしか」下車　徒歩3分
都バス（草39）　「亀有新道入口」下車　徒歩5分

　葛飾区障害者福祉センター、かつしかボランティア・
地域貢献活動センター、葛飾区社会福祉協議会が一体と
なった施設です。葛飾区障害者福祉センター（障害者施
設課）内には子ども発達センター、障害者生活介護事業
所、地域活動支援センター、自立訓練事業所があります。
　地域福祉の拠点として、障害者の自立および社会
参加の支援を行っています。
【交通】　堀切菖蒲園駅・お花茶屋駅　徒歩13分
京成タウンバス（有70）・日立自動車交通（有72・74）
「ウェルピアかつしか」下車
京成タウンバス（新小51）「堀切中学校」または「堀切
二丁目」下車　徒歩3分

ウェルピアかつしか  wb 002
堀切3-34-1　☎03-5698-1301

ウィメンズパル  wb 003
立石5-27-1

健康プラザかつしか  wb 005
青戸4-15-14　☎03-3602-1222
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郷土と天文の博物館  wb 267
白鳥3-25-1　☎03-3838-1101

　産業関係者の交流や自主的活動の促進、経営・技術
情報の提供、経営・下請相談、就職相談などを行う、区
内産業振興の拠点です。大小の会議室・ホールは、研
修、展示即売会などに幅広くお使いいただけます。
　しごと発見プラザおよび産業経済課、商工振興課、
観光課が施設内にあります。また、都立城東地域中小
企業振興センターが隣接しています。
▷ホームページ　https://techno-plaza.jp/
【開館時間】　午前8時30分～午後9時30分
【休館日】　年末年始・メンテナンス日（年間4日）
【施設内容】
大ホール（600㎡）、会議室、視聴覚室、展示ホール、ト
イランド、相談室、レストラン
【利用方法】
区内の登録産業団体・事業所の方は9カ月先、区内の
一般の方は6カ月先までの申し込みができます。
【交通】　青砥駅　徒歩12分・有料駐車場あり
京成バス（新小53）・京成タウンバス（新小52乙）　
「テクノプラザかつしか」下車
都バス（草39）「亀有新道入口」下車　徒歩5分
案内図は72ページ健康プラザかつしか参照
【利用料金（一部抜粋）】� （単位：円）

 区分

施設名 

午前 午後 夜間 全日

午前9時
～正午

午後1時
～4時

午後5時
30分～
9時30分

午前9時
～午後9時

30分

大ホール
（定員400 ～ 800人） 17,600 22,300 27,000 53,500

第一会議室
（定員80人） � 2,700 � 3,100 � 4,000 � 7,800

和室1・2
（12畳+8畳） � 1,800 � 2,100 � 2,700 � 5,200

展示ホール全体
（524㎡） 10,200 12,200 15,300 30,100

区外の方や物品販売の利用料金は割増になります。
付帯設備の使用料は別料金です。上記表以外の施設
使用料や利用方法など詳しくはお問い合わせください。

▷ホームページ
https://www.museum.city.katsushika.lg.jp/
【開館時間】　午前9時～午後5時
（祝日以外の金・土曜日は午後9時まで・1月2日・3日
は正午～午後5時）
【休館日】
月曜日（祝日を除く）、第2・4火曜日（祝日の場合はそ
の直後の休日でない日）、年末年始（12月28日～1月
1日・4日）
【無料公開日】
5月5日（祝）、11月3日（祝）、毎週土曜日（中学生以下）
【入館料】　大人100円、小・中学生50円
特別展は別途観覧料が必要な場合があります。
【プラネタリウム観覧料】
大人350円、小・中学生100円、幼児50円（座席を使
う場合）
【年間パスポート】
大人2,000円、小・中学生700円
【交通】　お花茶屋駅　徒歩8分
亀有駅　徒歩25分
京成タウンバス（有70）・日立自動車交通（有71・72・
74）「白鳥わかば公園」下車　徒歩3分
京成タウンバス（有57・綾02）「共栄学園」下車　徒歩
5分

曳
舟
川
親
水
公
園

青戸7-2-1　☎03-3838-5555

テクノプラザかつしか 
(地域産業振興会館） wb 004
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　相談日は、原則として祝日および年末年始を除きます。詳しくはお問い合わせください。
相談名 内容 実施日時 会場・問い合わせ

法律相談
相続、離婚、借地、借家、金銭貸
借など日常生活全般に関する
法律問題の相談

火～金曜日　
午後1時～4時40分 【会場】区民相談室

要予約
相談日の2週間前か
ら電話受付
区民相談室
☎03-5654-8612～5

法律相談
（女性対象）

離婚そのほかの法律上のトラ
ブルについて、弁護士が応じ
ます。

火曜日（要予約・一時保育あり）
午後1時30分～4時30分

男女平等推進センター（166ページ）
☎03-5698-2211

成年後見センター
出張相談

成年後見制度やその利用（申
立て）手続きなど、成年後見制
度に関する相談

第2・4火曜日
午前10時～正午 【会場】区民相談室

要予約
相談日の2週間前か
ら電話受付
葛飾区成年後見セ
ンター
☎03-5672-2833

成年後見に関する相談 葛飾区成年後見センター（114ページ）

交通事故相談 交通事故全般に関する相談

月～金曜日
午前8時45分～午後5時

区民相談室
☎03-5654-8616

月～金曜日
午前9時～正午
午後1～4時
（電話相談は午前9時～午後5時）

東京都生活文化局都民の声課
新宿区西新宿2-8-1
都庁第一本庁舎　3階南側
☎03-5320-7733
来所相談は事前に電話受付

行政相談 国の各省庁、公社、その他役所
への意見、要望など

第4木曜日
午後1～4時

区民相談室
☎03-5654-8612～5

区政・一般相談 区政や日常生活に関する相談 月～金曜日
午前8時30分～午後5時

区民相談室
☎03-5654-8612～5

都政一般相談 都政に関する相談 月～金曜日
午前9時～午後5時

東京都生活文化局都民の声課
☎03-5320-7725

青少年の生活相談
青少年の非行防止、青少年の
生活などに関する相談を保護
観察官などがお受けします。

第1・3月曜日　午後1～4時
第2・4月曜日
午前10時～午後4時

区民相談室
☎03-5654-8612～5

少年相談 子どもの非行に関することなど 月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分

江戸川少年センター
江戸川区中央3-4-4
☎03-3651-8567

教育・いじめ相談 子どもの教育全般に関するこ
とや、いじめに関すること

月～金曜日
午前9時～午後5時
（来所は要予約）

総合教育センター（128ページ）
☎03-5668-7603

子どもと家庭の総合相談 育児の悩み、家庭の問題、虐待
の不安

月～土曜日
午前8時30分～午後5時

子ども総合センター（124ページ）
☎03-3602-1386

児童虐待通報相談 子どもの虐待に関すること
月～土曜日
午前8時30分～午後5時

子ども総合センター（124ページ）
☎03-3602-1389

毎日24時間 児童相談所全国共通ダイヤル
☎189

子どもの発達相談 子どもの発達が気になる方の
相談（就学前まで）

月～金曜日
午前8時30分～午後5時

子ども総合センター（124ページ）
☎03-3602-1388

子育てメール相談 区ホームページ（トップ→くらしのガイド→各種相談→子育てに関する相談→子ども総合センターメール
相談）からも相談できます。

子育て相談 子ども未来プラザ（125ページ・193ページ）、各基幹型児童館（125ページ・192ページ）、金町子どもセン
ター（124ページ）へお問い合わせください。

育児相談 乳幼児の発育・発達や栄養な
どについて

電話相談は随時、来所相談は日時
を定めて行っています。詳しくは
お問い合わせください。

各保健センター（68ページ）

児童相談全般
児童（0～18歳未満）のさまざ
まな問題や乳児院・養護施設
など児童福祉施設の相談など

月～金曜日
午前9時～午後5時

足立児童相談所
☎03-3854-1181
ＦＡＸ03-3890-3689

ひとり親家庭の
生活相談（127ページ）

ひとり親家庭の方の生活や就
労支援に関すること

月～金曜日
午前8時30分～午後5時（就労相談
は要予約。原則月~木曜日）

子育て支援課
☎03-5654-8276

妊娠・出産どうしよう
コール

妊娠が分かって悩んでいる
方、出産後の養育について心
配のある方の相談

月～金曜日
午前8時30分～午後5時

子ども総合センター（124ページ）
☎03-3602-1391

妊婦相談 妊娠中の体調や経過などにつ
いて

電話相談・来所相談は随時行って
います。詳しくはお問い合わせく
ださい。

各保健センター（68ページ）

各種相談窓口
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相談名 内容 実施日時 会場・問い合わせ
女性に対する暴力相談
（DV相談）

夫・パートナーからの暴力につ
いて専門の相談員が応じます。

月・木曜日（要予約・一時保育あり）
午前10時～午後5時

男女平等推進センター（166ページ）
☎03-5698-2211

女性のための
悩みごと相談

夫婦・子ども・家族との関係な
どの悩みについて

月・火・木・金曜日
午前10時～午後5時
（要予約・一時保育あり） 男女平等推進センター（166ページ）

☎03-5698-2213水曜日　午後1～8時
（要予約・午後5時まで一時保育あ
り）（午後5時以降は電話相談のみ・
男性も可）

女性相談 生活の悩みなど、女性に関す
る相談全般

月～金曜日
午前8時30分～午後5時

西生活課
☎03-5654-8284
東生活課（福祉事務所東庁舎内）
☎03-3607-2152（117ページ）

LGBTs相談
性自認・性的指向に関する悩
みや不安について、専門の相
談員が応じます。

要予約
月1回土曜日

人権推進課（男女平等推進センター内）
☎03-5654-8148（166ページ）

若者相談 ひきこもりなどの悩みを持つ
若者の相談

要予約
来所相談　週1回随所
電話相談　月～金曜日

子ども応援課
☎03-5654-8578

外国人生活相談

英語・中国語
日常生活全般、各種の手続き
や制度に関すること

月曜日（祝休日の場合は、
火曜日に実施する場合あり）
午後0時30分～5時
（受付は午後4時30分まで）

区民相談室　
☎03-5654-8617
（電話相談可）

英語
月～金曜日
午前9時30分～正午
午後1～5時

東京都生活文化局都民の声課
☎03-5320-7744

中国語
火・金曜日
午前9時30分～正午
午後1～5時

東京都生活文化局都民の声課
☎03-5320-7766

ハングル
水曜日
午前9時30分～正午
午後1～5時

東京都生活文化局都民の声課
☎03-5320-7700

外国人の入国・在留・帰
化・就労等手続き相談

手続きなどの専門的な相談に
行政書士が応じます（日本語
対応）。

第2金曜日
午後1～4時

区民相談室　
☎03-5654-8617（電話相談可）

在留資格に関する相談
英語・中国語・ハングル・スペ
イン語ほか対応言語について
はお問い合わせください。

月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分

外国人在留総合インフォメーションセンター
☎0570-013904
（IP電話、PHS、海外からは
☎03-5796-7112）

精神保健相談 眠れない、人間関係で悩んで
いるなど専門医による相談 要予約 各保健センター（68ページ）

自殺の悩み相談 自殺の悩みを抱える方のため
の相談

午後2時～翌朝5時30分
（年中無休）

東京都自殺相談ダイヤル
こころといのちのほっとライン
☎0570-087478

難病医療相談
神経難病の方やその疑いのあ
る方対象の専門医による診
察・療養相談

詳しくはお問い合わせください。 保健予防課（健康プラザかつしか内）
☎03-3602-1274（72ページ）

健康相談 電話による健康に関する相談 月～金曜日
午前8時30分～午後8時

健康ホットラインかつしか（95ページ）
☎03-3602-1244

患者からの医療相談
（電話相談）

区内の医療機関（病院を除く）
に関する相談

月～金曜日
午前9時～午後5時

葛飾区患者相談窓口
☎03-3602-1226

エイズ・性感染症相談 病気、検査、治療、感染予防に
ついて

月～金曜日
午前8時30分～午後5時

保健予防課（健康プラザかつしか内）
☎03-3602-1238（72ページ）

感染症相談 感染症について 月～金曜日
午前8時30分～午後5時

保健予防課（健康プラザかつしか内）
☎03-3602-1238（72ページ）

栄養・食生活相談 栄養と食生活全般
電話相談は随時、来所相談は日時
を定めて行っています。詳しくは
お問い合わせください。

健康づくり課（健康プラザかつしか内）　
☎03-3602-1268（72ページ）
各保健センター（68ページ）

食品衛生相談 食品衛生に関すること 月～金曜日
午前8時30分～午後5時

生活衛生課（健康プラザかつしか内）
☎03-3602-1242（72ページ）

生活に困っている、ど
こに相談したら良いか
分からない方のための
相談

生活に困っている、仕事がみ
つからない、家賃が払えない
方などのための相談

要予約 生活困窮自立相談支援窓口
☎03-5654-8625

福祉サービス苦情調整
福祉サービス苦情調整委員
が、福祉サービスの利用に関
する苦情について、調査し、調
整を行います。

金曜日　午後1時30分～3時30分
前日までに福祉管理課へ電話予
約。

【会場】
福祉総合窓口相談室
【問い合わせ】　福祉管理課
☎03-5654-8243

終活相談
死後事務（葬儀、お墓、家財整
理）などについての専門的な
相談に弁護士が応じます。

要予約
第1・3水曜日
午後1～4時

葛飾区成年後見センター（114ページ）
☎03-5672-2833

　相談日は、原則として祝日および年末年始を除きます。詳しくはお問い合わせください。
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相談名 内容 実施日時 会場・問い合わせ
ピアカウンセリング
相談

同じ障害のあるピアカウンセ
ラーが、相談者の気持ちに寄
り添いお話を伺います。

要予約
障害福祉課
☎03-5654-8628
ＦＡＸ03-5698-1531

手話相談
聴覚に障害のある方からの相
談を手話相談員がお受けしま
す。

月～金曜日
午前9時～午後5時

障害福祉課
ＦＡＸ03-5698-1531

障害のある方の職業
相談 職業相談・職業紹介 月～金曜日

午前8時30分～午後5時15分

ハローワーク墨田（161ページ）
専門援助第二部門
☎03-5669-8609（部門コード48#）
ＦＡＸ03-5600-6312

就職相談・職業紹介
しごと発見プラザかつしか（161ページ）
ハローワーク（161ページ）

55歳以上の方の就業
相談・あっせん

就業相談・あっせんや多様な
働き方に関する情報提供を行
います。

月～金曜日
午前9時～午後5時

シニア就業支援室（ワークスかつしか）
（116ページ）
☎03-3692-3181

内職相談・あっせん 内職についての相談・仕事の
あっせん

火・木曜日
午前10時～午後4時

しごと発見プラザかつしか
青戸7-2-1　テクノプラザかつしか内
☎03-5680-8765

中小企業経営・創業・
事業承継・訪問（受発
注）相談

中小企業の経営に関する課題
について、中小企業診断士が
無料で経営相談などをお受け
します。来所できない場合に
は訪問による相談をお受けし
ます。また、女性の経営相談員
による女性目線での相談をお
受けします。

要予約
中小企業経営・創業・事業承継相談
月～金曜日/午前10時～午後5時　
（女性向け相談　金曜日/午前10
時～午後5時）

産業経済課
青戸7-2-1　テクノプラザかつしか内
☎03-3838-5556要予約

訪問（受発注）相談
月～金曜日／午前10時～午後5時

要予約
中小企業経営相談・創業相談
月曜日、木曜日／午前10時～午後
5時

【会場】
新小岩創業支援施設
新小岩3-25-1　旧松南小学校内
【問い合わせ】
産業経済課
☎03-3838-5556

IT導入専門相談
生産性向上や販路拡大などを
進めるためのIT導入に関する
相談

要予約
月～金曜日／午前10時～午後5時

産業経済課
青戸7-2-1　テクノプラザかつしか内
☎03-3838-5556

事業承継に係る
税務相談 税理士による無料相談 要予約

月～金曜日／午前10時～午後4時
産業経済課
青戸7-2-1　テクノプラザかつしか内
☎03-3838-5556

税金相談 82ページ

税金相談（税理士） 不動産売買・相続・贈与に伴う
税金問題に関する相談

水曜日
午前10時～午後3時40分

区民相談室
☎03-5654-8612～5

要予約
相談日の2週間
前から区民相談
室にて電話受付

登記・測量相談 不動産の登記・測量関係の相
談

第3木曜日
午後1時～3時45分

遺言書・遺産分割協議
書の書き方相談

遺言書・遺産分割協議書の書
き方に関する相談

第1・3火曜日
午後1時～4時

不動産取引相談 借地・借家の契約問題および
不動産取引に関する相談

第2・4火曜日
午後1時～3時50分

年金・社会保険・
労働問題相談

年金、社会保険や雇用保険の手
続き、労働問題に関する相談

第2木曜日
午後1～4時

区民相談室
☎03-5654-8612～5

建築・リフォームなん
でも相談

設計・施工・建築資金や宅地問
題に関する相談

第1・3金曜日
午後1～4時

住宅修繕相談 修繕などに関する相談 月～金曜日
午前8時30分～午後5時

消費生活相談
契約のトラブル、クーリング・
オフ、悪質商法、商品の品質な
ど消費生活全般

月～金曜日
午前9時～午後4時30分

消費生活センター（157ページ）
☎03-5698-2311

ボランティアに関する相談 かつしかボランティア・地域貢献活動センター（158ページ）
介護保険に関する相談 106ページ
NPOに関する相談
（一般）

活動方法、団体のつくり方や運
営方法、NPO法人の設立など

月～金曜日、第1・3土曜日
午前8時30分～午後5時 かつしかボランティア・地域貢献活動セ

ンター
（158ページ）
☎03-5698-2511

NPOに関する相談
（専門）

専門相談員（弁護士・税理士な
ど）による、設立や運営に関す
る専門的な相談

要予約

NPOに関する相談
（出張）

NPOや地域貢献活動に関す
る出張相談に伺います。

第3水曜日
午後2～4時

【会場】　�亀有・堀切・金町・新小岩北地区
センター

【問い合わせ】　かつしかボランティア・
地域貢献活動センター（158ページ）
☎03-5698-2511

　相談日は、原則として祝日および年末年始を除きます。詳しくはお問い合わせください。

その他、相談先が不明な場合は、「すぐやる課」にご相談ください。
☎03-5654-8448　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前8時30分～午後5時
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