暮らし
生活に困ったとき
生活保護
生活福祉課（福祉事務所）

☎5803-1216

高齢や病気、失業などいろいろな事情で生活に困り、努力
してもほかに方法がないときは、困窮の程度に応じて生活
保護が受けられます。
生活保護を受けるには、いろいろな要件がありますので、
詳しくはご相談ください。

取組みへの支援と生活費等の貸付を行う総合支援資金があ
ります。
さらに、高齢者世帯を対象とした不動産担保型生活資金
の貸付を行っています。
利用に際しては、所得が一定水準以下であるなどの要件
がありますので、ご相談ください。

生活福祉資金
資金使途

相談 ➡ P36

技能習得に必要な経費

生活困窮者等自立支援事業
生活福祉課（ひきこもり支援センター）☎5803-1917

生業を営むために必要な経費

自立相談支援／支援員が相談を受けて、具体的な支援プラ
ンを作成し、自立に向けた支援を行います。

住居の移転等に必要な経費

就労準備支援／直ちに一般就労への移行が困難な方に対し
て、計画的かつ一貫して基礎能力形成の支
援を行います。

その他日常生活上一時的に必要
な経費（貸付対象理由に該当する
場合のみ）

就職の支度に必要な経費

福祉資金

一時生活支援／不安定な住居状態にある方に、一定期間、
宿泊場所や衣食の提供を行い、自立に向け
ての支援を行います。

暮らし

☎5803-1202

生活福祉資金
社会福祉協議会総務係

☎3812-3040
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生活資金
不動産担保型

低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に無利子または低
利で福祉資金・教育支援資金等の他、緊急小口資金貸付を
行っています。
また、失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、
世帯の自立を支援することを目的として、生活再建までの

1,700,000円

障害者用自動車の購入に
必要な経費

2,500,000円

1,700,000円

中国残留邦人等にかかる国民年金
保険料の追納に必要な経費

5,136,000円

災害を受けたことにより臨時に
必要となる経費

1,500,000円

一時的に必要な小口
資金（貸付対象理由
に該当する場合のみ）

100,000円

月額 35,000円
学校の授業料などに必 高校
教育支援費 要な費用（特に必要な 高専・短大 月額 60,000円
場合1.5倍まで貸付） 大学
月額 65,000円
就学支度費 入学金の費用

総合支援資金

厚生労働大臣の委嘱を受けて区民などの相談、支援を行
うボランティアとして、地域に根ざした福祉活動をしています。
担当区域内で生活上のさまざまな問題を抱えている方の
相談に応じ、行政や関係機関との橋渡しを行っています。
秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。

福祉用具等の購入に必要な経費

緊急
小口資金
教育支援費

▼生活に困ったとき

福祉政策課

500,000円

2,500,000円

介護サービス、障害者サービス等
を受けるのに必要な経費

ひきこもり等自立支援／義務教育終了後の全年齢の方を対
象に、ひきこもり支援に関する相談
窓口を設け、ひきこもり支援の情
報発信や支援機関の連携による支
援の構築を行います。

民生委員・児童委員

2,800,000円（低所得世帯）
4,600,000円（障害者世帯）
※別途条件あり。

住宅の増改築、補修等に
必要な経費

負傷または疾病の療養に
必要な経費

学習支援／小・中学生および高校生世代を対象に、基礎的か
つ継続的な学習の支援を行います。
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1,110,000円
2,000,000円

出産・葬祭に必要な経費

住居確保給付金／離職等によって住居を失うおそれのある方
等に一定期間家賃相当額（上限あり）を支
給し、就労活動の支援をします。

家計改善支援／公的給付の利用支援や過払い債務の返還
請求に係る支援等を行います。

貸付上限額
6か月程度
1年程度

500,000円

生活再建 に 向 け て 複数世帯 月額 200,000円
就職活動を行う間の
（以内の必要額）
生活支援費
生活費
単身世帯 月額 150,000円
（原則6か月以内）
（以内の必要額）
敷金 ･ 礼金等住宅の
住宅入居費 賃貸契約を結ぶため
に必要な費用

400,000円（見積額通り）

一時生活
再建費

生活再建のために一
時的に必要な費用

600,000円

不動産
担保型
生活資金

現在居住中の自己所
有の不動産に住み続
けるための生活資金
（高齢者世帯のみ）

土地の評価額の70％限度
月額 300,000円以内

区営住宅

都営住宅
☎5803-1238

福祉住宅サービス

都から区が移管を受けた住宅で、低所得者世帯向けに提
供する住宅です。供給数は３団地80戸です。

福祉住宅サービス

募集時期
●
●

申込資格
①区内に１年以上引続き居住している方
②同居する親族等がいる方

☎5803-1238

●

５月上旬…家族向・単身者向等（抽せん方式）
８月上旬…家族向（ポイント方式）、単身者向・シルバーピア
（抽せん方式）
11月上旬…家族向・単身者向等（抽せん方式）

２月上旬…家族向（ポイント方式）、単身者向・シルバーピア
（抽せん方式）
※その他、毎月募集と随時募集を実施。

●

③世帯の所得が基準内である方
④現に住宅に困窮している方
⑤暴力団員でないこと ほか

募集方法

募集方法

広報東京都、区報などでお知らせします。

募集は空家が発生した場合に行い、区報などでお知らせ
します。

募集案内の配付場所／福祉住宅サービス、シビックセンター
１階受付、地域活動センター、勤労福祉会館
問合先
東京都住宅供給公社都営住宅募集センター ☎3498-8894
テレホンサービス
☎6418-5571

ひとり親家庭・女性への支援
ひとり親家庭子育て訪問支援券事業
子育て支援課子育て支援推進担当

☎5803-1256

小学６年生以下の子どもがいるひとり親家庭の保護者を
対象に「子育て訪問支援券」を交付し、区が指定した事業者
のベビーシッターサービスを所得に応じた負担で利用でき
ます。利用には事前の登録が必要です。

ひとり親家庭等医療費助成
子育て支援課児童給付係

☎5803-1701

母子家庭および父子家庭自立支援教育訓練給付金
生活福祉課相談係

☎5803-1216

母子家庭の母・父子家庭の父に対し、雇用の安定および就
職の促進を図るための活動を支援するため、講座受講にか
かった費用の一部を負担する教育訓練給付金を支給します。
資格取得のための講座を申し込み・受講する前に、面談が必
要となります。

母子家庭および父子家庭高等職業訓練促進給付金
生活福祉課相談係

☎5803-1216

母子家庭の母・父子家庭の父に対し、就業にむけた修業訓
練中における生活の負担を軽減するため高等職業訓練促進
給付金を支給します。資格取得のための学校へ入学する前
に、面談が必要となります。

☎5803-1238

連帯保証人が確保できないことから、民間賃貸住宅への
入居が困難になっている区内に引続き1年以上居住のひとり
親世帯について、区と協定した民間保証会社が、入居者との
保証委託契約に基づき、賃貸人に対して滞納家賃などの債
務を保証します。
また、初回保証料の一部を助成します（世帯の所得が基準
内であることなどが必要）。

対象世帯
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ひとり親世帯
父または母と児童で構成する世帯または養育する方（祖父、
祖母、兄または姉）と児童で構成する世帯

ひとり親世帯移転費用等助成事業
福祉住宅サービス

☎5803-1238

区内に引続き１年以上居住のひとり親世帯が、住環境改善
のため、または取壊し等による立退き要求のため、区内の民
間賃貸住宅に住み替えをする場合に、住み替え後の家賃お
よび引越に要した費用の一部を助成します（世帯の所得が
基準内であることなどが必要）。

対象世帯
ひとり親世帯
父または母と児童で構成する世帯または養育する方（祖父、
祖母、兄または姉）と児童で構成する世帯
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▼生活に困ったとき／ひとり親家庭・女性への支援

文京区子育て支援事業コールセンター ☎5803-1288

福祉住宅サービス

暮らし

保険診療の自己負担分について医療費を助成します（一部
自己負担分の場合あり）。所得制限があります。
対象は満18歳到達後最初の3月31日までの児童（中度以
上の障害を持つ場合は20歳まで）を監護するひとり親家庭
および父または母に重度の障害がある両親家庭。

すみかえサポート事業

女性の相談・支援

消費生活

☎5803-1216

生活福祉課相談係

夫や恋人などからの暴力、職場などでのハラスメント、妊娠・

消費生活センター

出産などに伴う問題、離婚に伴う不利益等の女性の人権侵

シビックセンター地下２階

害にかかるさまざまな相談を受けています。なお、個人の秘

☎5803-1105

消費生活の安全および向上を図るために、消費生活の情

密は守られますので、安心してご相談ください。

報収集・提供、消費者教育のための研修等の開催、消費生活

母子および父子福祉資金

相談を行っています。また、消費者団体の活動支援・協働事
業を行っています。

☎5803-1216

生活福祉課相談係

開館時間／午前９時～午後５時（消費者相談受付 / 午前９時

都内に６か月以上居住している母子・父子家庭の方で、
２０

30分～午後４時）

歳未満のお子さんを扶養している方への貸付金です。貸付

休館日／土・日曜、祝日、12/29～１/３

が自立につながると判断され、返済の計画を立てることがで
きる方が対象となります。

消費者相談 ➡ P36

葬

祭

区民葬儀

☎5803-1202

福祉政策課

葬儀費用の負担軽減のため、区民葬儀取扱業者が行っている葬儀を下記の料金で利用できます。
葬儀には、別途に諸費用が必要になる場合があります。

利用方法／戸籍住民課で区民葬儀利用券を受取り、区民葬儀取扱指定店の看板がある葬儀店へ申出てください。取扱指定
店は、福祉政策課へ問合せください。
区

祭壇料金
（御寝棺含む・税抜）

暮らし
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霊柩車運送料金
（税抜）

分

料

金

Ａ1券（金らん5段飾・桐張棺）

283,800円

Ａ2券（金らん４段飾・桐張棺）

236,000円

Ｂ券（白布３段飾・プリント棺）

124,000円

Ｃ券（白布２段飾・プリント棺）

91,000円

距

10㎞まで

20㎞まで

30㎞まで

宮型指定車

30,250円

35,750円

41,250円

普通霊柩車

14,160円

17,760円

21,360円

▼ひとり親家庭・女性への支援／消費生活／葬

火葬料金
（民営火葬場・非課税）
収骨容器料金
（一式・税抜）

離

大

人

53,100円

小

人

29,000円

大人用
小人用

２号 ＝ 10,900円

3号 ＝ 9,800円

６号 ＝ 2,300円

※祭壇料金、霊柩車運送料金、収骨容器料金には、別途消費税あり。
※満６歳以下の祭壇料金はＡ1・Ａ2・Ｂ・Ｃ券ともに1,000円プラス消費税分の割引。
※祭壇を利用せず寝棺のみの場合は、桐張棺60,000円（税抜）、プリント棺40,000円（税抜）。別途人件費が必要。

区民葬儀を利用した方への費用助成
対象／区民葬儀券の「火葬券」
「祭壇券」を利用し、葬儀を行った喪主で、以下のいずれかに当てはまる場合
① 喪主が葬儀の日において区内に住所を有している場合
② 死亡者が死亡の日において区内に住所を有している場合
助成内容／葬儀1件あたり1万円

祭
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都立葬儀所

葬祭費を支給
国保年金課国保給付係
国保年金課高齢者医療係

☎5803-1193
☎5803-1205

国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者が死亡した

■

■

とき、その葬祭を行った方に葬祭費７万円を支給します。
なお、亡くなった方が、国民健康保険・後期高齢者医療制

支給を受けることができます。申請期間は葬祭を行った日
の翌日から２年間です。

■

多磨霊園管理事務所

■

八柱霊園管理事務所

☎042-365-2079 府中市多磨町4-628

国民健康保険の加入者は国保給付係へ
後期高齢者医療制度の加入者は高齢者医療係へ

■

※国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者以外の方が
死亡したときは、加入している健康保険に問合せください。

都立霊園
■

☎047-387-2181 松戸市田中新田48-2
雑司ヶ谷霊園管理事務所
☎3971-6868 豊島区南池袋4-25-1

戦没者霊苑
■

東京都公園協会公園事業部霊園課 ☎3232-3151

☎3401-3653 港区南青山2-33-20
瑞江葬儀所（火葬のみ）
☎3670-0131 江戸川区春江町3-26-1

都立納骨堂

度に加入する前の健康保険に本人として1年以上加入し、資
格喪失後3か月以内に亡くなった場合は、前の健康保険から

青山葬儀所（葬儀のみ）

東京都戦没者霊苑

☎3811-5386 文京区春日1-14-4

青山・雑司ヶ谷・谷中・染井・多磨・小平・八柱・八王子の８か
所にあります。
募集については問合せください。

暮らし
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▼葬

祭

文の京 街景色
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交通事故
交通事故相談 ➡ P36

療護センターの設置

第三者行為による傷病（被害）届
国保年金課国保給付係
国保年金課高齢者医療係

☎5803-1193
☎5803-1205

交通事故など他人（第三者）の行為でケガをしたときに国民
健康保険、後期高齢者医療制度の保険証で治療を受ける方は、
必ず「第三者行為による傷病（被害）届」を提出してください。
国民健康保険の加入者は国保給付係へ
後期高齢者医療制度の加入者は高齢者医療係へ
※国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者以外の方は、
加入している健康保険に問合せください。

交通遺児等への育成資金貸付
自動車事故対策機構東京主管支所

☎3621-9941

た方に、社会復帰の可能性を追求しながら、適切な治療と看
護を行う専門の病院を設置しています。

区民交通傷害保険
区民課区民交通傷害保険

☎5803-1384

交通事故にあったとき、保険金を受取れる制度です。自転
車賠償責任プランは、自転車の使用により損害賠償責任を
負った場合、その費用を受取れる制度です。区内に住所のあ
る方ならどなたでも加入できます。区内の金融機関・ゆうちょ
銀行・郵便局、区民課区民交通傷害保険窓口で加入できます。
加入申込期間／ 2月上旬～3月下旬（年1回）
申込期間が近づいたら区報等でお知らせ

方の子ども（0歳から中学校を卒業するまで）を対象に無利

します。申込期間を過ぎてからの加入はで

子で育成資金をお貸しします。

きません。

自動車事故対策機構東京主管支所

☎3621-9941

損害賠償の債務名義を得ていながら弁済を受けることが
できない方、自賠責保険等の後遺障害保険金の請求ができ
る方、ひき逃げ・無保険者による事故で政府の保障金の請求
ができる方のうち、生活が困窮していると認められる方に生
活資金をお貸しします。

暮らし

重度後遺障害者への介護料支給
自動車事故対策機構東京主管支所

☎3621-9941

自動車事故が原因で、脳・脊髄または胸腹部臓器を損傷し、

▼交通事故

重度の後遺障害を持つため、移動、食事および排せつなど日
常生活動作について、常時または随時の介護が必要な状態
の方に介護料を支給します。
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自動車事故による脳損傷によって、遷延性意識障害となっ

自動車事故が原因で死亡または重度の後遺障害が残った

自動車事故被害者への生活資金貸付

88

自動車事故対策機構千葉療護センター ☎043-277-0061

保険料と補償内容
コース

基本

一時払保険料（年額）

最高保険金額

1,000円

150万円

1,700円

350万円

2,900円

600万円

1,400円
（基本1,000円コース＋400円）

150万円（交通傷害）
＋
１億円（自転車賠償）

基本
＋
自転車
2,100円
賠償 （基本1,700円コース＋400円）
責任
プラン
3,300円
（基本2,900円コース＋400円）

350万円（交通傷害）
＋
１億円（自転車賠償）
600万円（交通傷害）
＋
1億円（自転車賠償）

自転車対策

土木部管理課交通安全係

☎5803-1244

区は、良好な生活環境および駅周辺の道路秩序の確保を図るため、自転車に対する対策を行っています。区内18駅周辺に
ある放置自転車に対し、整理、撤去を行い、また、自転車利用者の利便を考え、自転車駐車場の設置も行っています。

放置自転車対策
持参するもの／引取手数料（自転車4,000円、ミニバイク

自転車整理員を毎日駅前に配置し、整理を行い、また、定
期的に放置自転車の撤去も行っています。

6,000円）、自転車の鍵、引取りに来る方の

撤去自転車の返還方法

本人確認ができるもの（健康保険証・運転
免許証等）

返還日時／毎日午前11時～午後8時（12/29～１/３を除く）

保管期間／撤去日から40日間

返還場所／春日自転車保管所（春日1-16 春日通り地下）
＝撤去駅：後楽園・春日・白山・本郷三丁目・水道橋・飯田橋
第一保管所（音羽1-23 先）＝撤去駅：上記以外

地下鉄大江戸線

春日通り
春日通り
至 飯田橋駅
至
飯田橋駅
地下鉄丸ノ内線
地下鉄丸ノ内線

後楽園
礫川公園
自転車
駐車場
後楽園
自転車
後楽園
駐車場

後楽園
後楽園

地下鉄大江戸線
礫川公園

春日

春日自転車保管所
（春日自転車駐車場内）
春日自転車保管所
（春日自転車駐車場内）

春日
文京シビック
センター
文京シビック
センター

地下鉄
地下鉄
三田線
三田線
春日 春日

春日自転車保管所

地下鉄
地下鉄
南北線
南北線

春日自転車保管所

至 本郷三丁目駅
至 本郷三丁目駅

入口
入口

ラクーア

後楽園

ラクーア
白山通
白り
山通り

東京ドーム
東京ドーム

第一保管所
第一保管所

音羽二丁目
バス停
音羽二丁目
音羽通り
バス停
地下鉄有楽町線「江戸川橋」駅「1-A」出入口から徒歩5分
都バス（早稲田〜上野松坂屋）「音羽一丁目」から徒歩2分
地下鉄有楽町線「江戸川橋」駅「1-A」出入口から徒歩5分
都バス（早稲田〜上野松坂屋）「音羽一丁目」から徒歩2分

▼自転車対策

第一保管所

音羽地域
活動センター
音羽地域
活動センター

首都高速道路
（5号池袋線）
首都高速道路
（5号池袋線）

暮らし

目白通
目り
白通り

駅出入
駅
口出入口

音羽一丁目
バス停
音羽一丁目
バス停
第一保管所

第一保管所
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関口台
公園
関口台
公園

大塚警
大察
塚署
警察署

目白通
目り
白通り

新目白
新通
目り
白通り

江戸川橋駅
1A出入口
江戸川橋駅
1A出入口

青柳保育園
WC
青柳保育園
WC
第一保管所

音羽通り

護国寺駅
護国寺駅
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自転車駐車場対策
通勤、通学等で自転車を利用する方のために駅周辺に自転車駐車場を設置しています。
一時利用制自転車駐車場（時間利用制）
自転車駐車場名

利用日時

後楽園自転車駐車場（春日1-15地下）

利用料金

12/29～1/3を除く毎日
5：00～翌日1：00

春日自転車駐車場（春日1-16地下）
茗荷谷中央第一自転車駐車場（大塚1-4-15）

プリペイドカード
1,000円カード（1,100円分使用可能）
3,000円カード（3,600円分使用可能）
5,000円カード（6,500円分使用可能）

常時利用可

茗荷谷中央第二自転車駐車場 ※（大塚1-4-15）

12/29～1/3を除く毎日
5：30～翌日0：30

千石東自転車駐車場（本駒込2-29-17付近）
２時間まで無料、
以後10時間ごとに100円

千石西自転車駐車場（千石1-27-12付近外）
千石南自転車駐車場（白山5-17-13付近）

利用不可

護国寺駅西自転車駐車場（音羽2-12）
東大前自転車駐車場（向丘2-2-1付近）

常時利用可

本郷三丁目自転車駐車場（本郷3-36-8付近）
礫川公園前自転車駐車場（春日1-15）
後楽園駅前自転車駐車場（春日1-15地上）
江戸川橋交番横自転車駐車場（関口1-23-1付近）

対象者／通勤、通学等で自転車を利用する方
利用方法／利用後に利用時間に応じて料金をお支払ください。
各駐車場管理人室／春日 ☎5802-2900 後楽園 ☎3817-0766

※茗荷谷中央第二自転車駐車場利用の際は、事前に駐車場車庫内に収容可能な自転車であるか、自転車の規格寸法の確認
（車体検査）が必要。検査場所は茗荷谷中央第二自転車駐車場。検査日時、規格寸法は管理課交通安全係まで。
使用料／年額24,000円

定期利用制自転車駐車場（登録制）
自転車駐車場名

暮らし
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位

置

対象者／通勤、通学等で自転車を利用する方
利用受付／一斉募集＝１月下旬受付開始

▼自転車対策

水道橋 A 自転車駐車場

後楽1-1-18 先

水道橋 B 自転車駐車場

本郷1-3-9 先

湯島自転車駐車場

湯島3-47-3 付近

江戸川橋 A 自転車駐車場

関口1-21-19 付近

江戸川橋 B 自転車駐車場

関口1-19-6 付近外

江戸川公園前自転車駐車場

関口2-2

茗荷谷 A 自転車駐車場

小石川5-5-7

茗荷谷 B 自転車駐車場

大塚3-30

茗荷谷駅自転車駐車場

小日向4-6-15

飯田橋自転車駐車場

後楽2-1-8 付近

利用料金／1日1回500円

東大前自転車駐車場

向丘2-2-1 付近

利用できる方／中学生以上

根津一丁目自転車駐車場

根津1-17 付近

根津二丁目自転車駐車場

根津2-12-7 付近

本郷三丁目自転車駐車場

本郷3-36-8 付近

本郷三丁目駅自転車駐車場

本郷2-39-1

本郷三丁目臨時自転車駐車場

本郷2-40-11 付近

本駒込 A 自転車駐車場

向丘2-36-13 付近

本駒込 B 自転車駐車場

本駒込1-6-15 付近

白山上自転車駐車場

白山5-34-19 付近

白山下自転車駐車場

白山5-1-3 付近

白山京華自転車駐車場

白山5-1-9 付近

千石南自転車駐車場

白山5-17-13 付近

シビックセンター
幼児2人同乗用自転車駐車場

春日1-16-21

利用期間／4月１日～３月31日
（４月１日以降の登録者は登録日～３月31日）
申込先／土木部管理課

レンタサイクル事業
春日自転車駐車場 予約受付電話
台数／電動アシスト自転車

60台

利用時間／午前７時～午後８時（12/29～１/３は除く）

（小学生以下は保護者同伴時のみ可）
利用方法／本人確認できるもの（健康保険証、運転免許証、
学生証等）を持参のうえ、春日自転車駐車場管
理人室へ（予約は１か月前から受付）

▲春日自転車駐車場入口
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☎5802-2900

利用方法／利用するには、会員登録が必要です。登録方法・

文京区自転車シェアリング事業

利用方法など詳しくは、文京区自転車シェアリン

文京区自転車シェアリング運営事務局

☎0570-783-677

地域・観光の活性化、環境負荷軽減、放置自転車対策など
幅広い効果が見込まれる自転車シェアリング事業を行って
います。

グ専用ホームページをご覧ください。
文京区自転車シェアリング専用ホームページ
https://www.docomo-cycle.jp/bunkyo/
スマートフォンの方はこちらから ➡

自転車シェアリングとは
自転車シェアリングは地域内に設置されたサイクルポート
（自転車の貸出・返却拠点）で原則として２４時間どこでも自
転車を借りたり返したりできるシステムです（有料）。
実施区域／文京区内および千代田区・中央区・港区・新宿区・
江東区・品川区・大田区・渋谷区・目黒区の10区で
実施しており、どこのサイクルポートでも利用で
きます（令和２年４月現在）。

ペ ット

生活衛生課環境衛生担当

犬、猫などの相談
動物の正しい飼い方を広め、区民の快適な生活環境を保
つため、
「動物の飼養指導員」と「犬猫の正しい飼い方普及

☎5803-1227

飼い主のいない猫の去勢・不妊手術
区が手術費用を一部助成します（上限あり、要事前申請）。
※詳細は生活衛生課まで。

員」を委嘱し、指導・相談を行っています。

犬を飼うには
登録／生後91日以上の飼い犬は、必ず保健所（生活衛生課）
で登録してください（登録料3,000円）。
注射／狂犬病予防注射は、毎年動物病院等で受け、保健所

負傷した犬、猫の収容
東京都動物愛護相談センター

☎3302-3507

東京都動物愛護相談センターへ連絡して指示に従ってく
ださい。野犬や飼い主不明の放し飼いの犬を見つけた時も、
東京都動物愛護相談センターへ。

（生活衛生課）で注射済票の交付を受けてください

91

犬、猫などの動物死体処理 ➡ P100

暮らし

（交付料550円）。

犬が咬傷（こうしょう）事故を起こしたとき

▼自転車対策／ペット

犬の飼い主は飼い犬が人を咬んだときは、24時間以内に
事故発生地の保健所に届出てください。
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水道・下水道・電気・ガス
下水道法および東京都下水道条例で規制している下水を

飲み水の相談
生活衛生課環境衛生担当

☎5803-1227

排出するおそれのある事業者は、除害施設を設置するなど
必要な措置をしなければなりません。
また、法律で定められた施設（特定施設）または汚水を処

受水槽を経由した水道水の相談を行います。

理する施設（除害施設等）を設置するか、増改築する場合は

水道の問合せ
■

事前に届出が必要です。

電気・ガスのことは

東京都水道局お客さまセンター（23区）
引越し、契約の変更
料金、漏水修繕、その他

☎5326-1100
☎5326-1101

電 気
■

下水道の問合せ

引越し、契約の変更
☎0120-995-005
その他
☎0120-995-006
上記番号を利用できない場合
☎6375-9786

排水がつまったとき
公道の下水管（雨水ますは含まず）がつまったとき
■

東京都下水道局北部下水道事務所
文京出張所

ガ ス

☎5976-2516

（休日・夜間は下水道受付センターに自動転送）

■

東京ガスお客さまセンター
引越し手続き
上記番号を利用できない場合

私道・宅地内の
下水道や水洗トイレの排水設備がつまったとき
■

東京電力東京カスタマーセンター

東京都管工事工業協同組合・総合設備
メンテナンスセンター
☎0120-850-195
携帯電話・PHS からは ☎3585-0195

臭気のひどいとき
■

東京都下水道局北部下水道事務所
文京出張所

☎5976-2516

特定施設および除外施設などの届出
■

東京都下水道局西部第一下水道事務所
お客さまサービス課水質規制担当
☎5343-6209

詳しくは東京都下水道局ホームページ

暮らし
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https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/ をご覧ください。

▼水道・下水道・電気・ガス

文の京 街景色
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☎0570-002-211
☎3842-0111

