令和2年（2020年）4月25日

情報ボックス
マイナンバーカードによる
コンビニ交付サービスを
一時停止します
機器保守作業のため、 5 ／ 1（金）
23：00～ 5 ／ 7（木）6 ：30は、コン
ビニエンスストアで住民票の写し、
印鑑登録証明書、戸籍（全部・個
人）事項証明書、戸籍の附票の写し
の交付サービスが利用できません。
問戸籍住民課住民記録証明係（☎
5722－9795）

運動時
（散歩・ジョギン
グなど）
の咳エチケット
等にご配慮ください
新型コロナウイルスでの
外出自粛による運動不足解
消のため、屋外でジョギン
グや散歩などの運動を行う
かたが増えています。運動
等を行う場合は、感染しな
い・させないためにもマス
クの着用や咳エチケットを
行うなど、感染症対策にご
協力をお願いします。

都営住宅の入居者募集
5 月に予定していた都営住宅入居
者募集は延期となりました。
問公営住宅の窓口（☎3715－1871）

区政情報公表状況

1～3月

ホームページ（右コード）などでご覧になれます。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、施設での閲覧を
休止しています
問広報課報道・情報公開係（☎5722－9622）
●第356・357回建築審査会会議録
● ２ 年度当初予算予算編成過程の公表
● ２ 年度食品衛生監視指導計画（案）への意見募集について
●元年度第 3 回地域福祉審議会会議録 ほか

事業名

保健予防課

碑文谷保健センター

健康相談
（電話相談のみ）

月～金曜日（ 4 ～ 6 日を ☎5722 月～金曜日（ 4 ～ 6 日を ☎3711
除く） 8 ：30～17：00 －9504 除く） 8 ：30～17：00 －6447

検便（細菌検査）
受け付け（有料）

火・水曜日（ 5 ・ 6 日を
☎3711
除く） 9 ：00～12：00、
－6448
13：00～15：00

※肝炎検査、歯科相談、ハローベビークラス・サロン、精神保健相談、精神保健デイケ
ア、精神保健家族会、パーキンソン教室、HIV・性感染症相談・検査は現在中止してい
ます。最新の状況はお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください
問保健予防課保健相談係（☎5722－9504）、
碑文谷保健センター保健相談係（☎3711－6447）

＋休日・土曜日・平日夜間などの診療・調剤案内

内科・
小児科

必ず事前に連絡してから受診してください

小児科

鷹番休日診療所 （土）17：00～21：30（休）9：00～11：30、
13：00～21：30
鷹番2-6-10 目黒区医師会館別館内
☎3716－5311
中目黒休日診療所 （休）9：00～11：30、13：00～16：30
上目黒2-19-15 総合庁舎別館内

☎5721－6110

平日夜間小児初期救急診療 祝・休日を除く（月）
～
（金）
20：00～22：45
大橋2-22-36 東邦大学医療センター大橋病院内
☎3468－1251

調剤

鷹番薬局 （土）17：00～22：00（休）9：00～22：00
鷹番1-7-11 クレール鷹番101
中目黒薬局 （休）9：00～17：00
上目黒2-19-15 総合庁舎別館内

☎3792－6260
☎3792－6190

▼歯科の診療時間は9：00～11：30、13：00～16：30

4 月26日（日） 佐瀬歯科医院

平町1-23-15

4 月29日（祝） タナベデンタルクリニック

歯科

5月3日
（祝）

5月4日
（祝）

5月5日
（祝）

5月6日
（休）

区の印刷物やホームページに
広告を掲載しませんか
■区が発行する印刷物などに掲載する
企業広告を募集します
政策企画課（☎5722－9106）
広告のサイズ・掲載料・条件などの詳細は、お問い合わせくだ
さい。掲載の可否は、広告内容などを審査のうえ決定します。
印刷物名

種類・発行部数 作成所管課

申し込み方法

申込書（ホームページから
印刷可）を、 ５ ／26（消印
目黒区立中
有効）までに、政策企画課
冊子・8,100部 学校運営課
学校案内
（〒153－8573目黒区役所
〈住所不要〉
、 Ｆ 5722 －
6134）へ郵送またはFAX
めぐろ子育
子育て支援
てホッ！と 冊子・12,000部 課（☎5722
ブック
－9596）
申し込み方法、発行時期な
図書館資料
ど詳細は、作成所管課にお
ロール紙の裏面
貸出票ほか
八雲中央図
問い合わせください
書館
図書館内閲 雑誌カバー・ （☎5701
覧用雑誌カ 100誌程度の対 －2795）
バー
象雑誌から選択

■区公式ホームページに掲載する
バナー広告を募集します

５ 月の健康相談など

大久保歯科医院

☎5701－1221
中目黒3-1-5

三田2-5-10

こばやし歯科クリニック

青葉台1-12-1

☎5794－6671
☎3714－3663
☎5459－2122

3

広報課報道・情報公開係（☎5722－9621）

月間の
アクセ
スは
約30万
件

掲載を希望する企業・事業所・商店などは、ホーム
ページ（右コード）をご覧いただくか、お問い合わせ
ください。掲載の可否は、広告内容などを審査のうえ
決定します。
掲載場所 パソコン版区公式ホームページのトップページ右側
（並びは、原則毎日入れ替え）
掲載料 1 カ月20,000円（掲載月数により割引あり）

5月の

＊新型コロナウイルス感染症対策とし
て相談を休止する場合があります

相談名
こころの相談
（電話相談）
外国人相談

日時
毎週
（金）

問い合わせ
区民の声課
13：00～16：00
☎5722－9424

英語＝毎週（月）～（金）、中国
外国人相談窓口
10：00～12：00
語＝毎週（月）
（火）
（水）
（金）、
（英語は☎5722－9187、中
（英語は 9：00から）
ハングル＝第 1・3（木）、
国語・ハングル・タガログ
13：00～17：00
タガログ語＝第 2・4（木）
語は☎5722－9194）
男女平等・共同参画オンブ
ーズ☎5722－9601

男女平等・共同参画オンブーズ
日時は相談に応じます
（苦情処理機関）相談（予約制）
女性のためのからだの
第 1・3（土）
相談
（電話相談）

10：00～12：00

男女平等・共同参画センタ
ー☎5721－8573

（木）
（金）
（土）10：00～16：00 男女平等・共同参画センタ
女性のこころの悩みなん 毎週（火）
でも相談（電話相談）
毎週（水）
18：00～21：00 ー☎5721－8572
子育て総合相談
（電話相談）
子ども相談室
（電話相談）

子育て支援課ほ・ねっとひ
ろば☎3715－2641

毎週
（月）～（土）

8：30～17：00

毎週
（水）～（土）

めぐろはあとねっと
（子どもの権利擁護委員制
10：00～17：00
度） 0120－324－810（相談
日のみ）

半沢歯科医院

自由が丘3-11-24-2F

☎5701－5027

保健福祉サービス苦情 週 1 回（詳細はお問 午前または午 権利擁護センター「めぐろ」
調整委員による相談
い合わせください） 後
☎5768－3963

知野歯科医院

洗足1-6-5

☎3714－0900

内職相談

額賀歯科医院

鷹番3-8-7-3F

☎3714－3786

大倉歯科医院

碑文谷3-16-20

青島デンタルオフィス
日高歯科医院

目黒1-24-18-2F

中央町2-6-4

☎3711－2738
☎5487－8244
☎3791－1602

東京都医療機関案内サービスひまわり（24時間受け付け）
☎5272－0303

毎週
（月）～（金）

ワークサポートめぐろ
毎週
（月）～（金）
就労相談
受発注情報室（電話相談）毎週
（月）～（金）

8：30～17：00

高齢福祉課いきがい支援係
☎5722－9719

9：00～17：00

ハローワーク相談室
☎5722－9326

10：00～17：00

キャリア相談コーナー
☎5722－9632

毎週
（火）～（木）

10：00～11：30 中小企業センター内
13：00～16：00 ☎3711－1185

毎週
（月）～（金）

9：30～16：30

消費生活センター相談コー
ナー☎3711－1140

生活の相談
毎週
（月）～（金）
（生活の不安・困り事相談）

8：30～17：00

めぐろくらしの相談窓口
☎5722－9370

創業相談室（予約制）
消費生活相談
（電話相談）

