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の 1年生には学校を通じて配布　配
布期間　 3 年 3 ／31まで
申保護者が、児童の区内在住を証明
できるもの（子ども医療証ほか）
と、在学を証明できるもの（合格通
知証・生徒手帳の写しほか）を持っ
て、総合庁舎本館 4階生活安全課生
活安全係（☎5722－9667）の窓口へ

赤い羽根共同募金の地域配
分の申請を受け付けます
対象　区内の福祉施設・団体が行う
地域福祉の増進に寄与する事業　�
申請額　 1施設・団体10～30万円。
新型コロナウイルス感染症拡大で募
金運動などに影響がでるため、配分
金が変更になる場合があります
申申請書（東京都共同募金会ホーム
ページから印刷可）を、 8／31（必
着）までに、目黒区社会福祉協議会
（〒153－0051上目黒 2 －19－15、
☎3719－8909）へ郵送

都民住宅の入居者を募集し
ます
募集住宅　都内全域の中堅所得世帯
の家族向け　申し込み方法　募集案
内（ 7／10まで、総合庁舎本館 1階
西口総合案内所付近・ 6階住宅課、
別館 6階公営住宅の窓口で配布。都
住宅供給公社ホームページから印刷
可）に添付の申込書を、 7／15（必
着）までに、指定先へ郵送
問公営住宅の窓口（☎3715－1871）

目黒川水位警報機の 
吹鳴テストを行います
　集中豪雨などに備え、水位警報機
からサイレンなどを鳴らします。
日時　 7 ／10（金）10：15から30分程
度。雨天時は 7／13（月）に実施
問道路公園課補修調整係（☎5722－
9775）

警視庁などの合同説明会と
防衛大学校採用説明会
会場　中目黒住区センター（中目黒

2－10－13　中目黒スクエア内）
〈警視庁・海上保安庁・防衛省（自
衛隊）の合同説明会〉
日 時　 7 ／26（日）12：30～16：30
（12：00開場）　対象　高校生～34
歳
〈防衛大学校採用説明会〉
日 時　 8 ／ 1（土）13：30～14：30
（13：00開場）
問自衛隊東京地方協力本部五反田募
集案内所（☎3445－7747）。希望者
は当日会場へ。同案内所ホームペー
ジから予約可

5 歳児健康診査
実施期間　 3年 1／31まで　内容　
身体発育・精神発達の状況、尿検査
ほか　対象　平成27年 4 ／ 2 ～28年
4 ／ 1 生まれの幼児。対象者に受診
票を郵送
問保健予防課保健サービス係（☎
5722－9503）、碑文谷保健センター
保健サービス係（☎3711－6446）

後期高齢者医療制度の
被保険者証の更新と保険料通知の送付 問国保年金課後期高齢者医療係（☎5722－9838）

　後期高齢者医療制度は、75歳以上のかた（65～74歳の
障害認定を受けているかたを含む）が加入する医療制度
です。

　医療機関などの窓口で支払う医療費の一
部負担金の割合（ 1割・ 3割）は、元年中
の所得により判定します。
　新しい被保険者証は 7月中に送付します
ので、 8／ 1からご使用ください。

新しい被保険者証を送付します
　 2年度の年間保険料は、元年中の所得に基づき計算します（下図）。年度
途中に75歳になったかたは誕生月から、転入したかたは転入月から保険料が
かかります。
　納付方法は、特別徴収（年金からの引き落とし）と普通徴収（納付書また
は口座振替による納付）があります。口座振替を希望するかたはお問い合わ
せください。

年間保険料額の計算方法（上限額64万円）
※�年金所得（公的年金等控除を差し引いた
額）や給与所得（給与所得控除を差し引
いた額）などの合計額（総所得金額等）
から基礎控除額（33万円）を差し引いた額

均等割額

44,100円

所得割額

所得（※）×8.72％
＋

保険料通知を送付します

◦所得の低いかた
　�　均等割額と所得割額の軽減制度があります。軽減を受けるには、
所得の申告が必要です。

◦�制度加入直前まで会社の健康保険などの被扶養者だったかた
　�　所得割額がかからず、加入から 2年を経過する月まで均等割額が
5割軽減となります。

◦被災などの特別な理由で保険料の納付が困難なかた
　　申請により保険料が減免となる場合があります。

保険料の軽減制度があります

↗

■目黒区保健所
生活衛生課（総合庁舎本館３階）
☎5722－9505：犬の登録ほか
☎5722－9500：ねずみ、衛生害虫相談ほか
☎5722－9506：食品衛生ほか
☎5722－6852：区内診療所の相談・苦情ほか
保健予防課（総合庁舎本館３階）
☎5722－9396：肝炎検査、成人健康相談ほか
☎5722－9896：HIV・性感染症相談・検査ほか
☎5722－9503：予防接種、母子・歯科保健ほか
碑文谷保健センター（碑文谷4-16-18）
☎3711－6446：�成人健康相談、母子・歯科保健、�

予防接種、検便ほか

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当が支給されます
後期高齢者医療制度に加入しているかたへ

問東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター
　（☎0570－086－519。土曜・日曜・祝・休日を除く）

　新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のために
仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を受けることがで
きなくなったかたに、傷病手当金が支給されます。支給を
受けるには申請が必要です。要件など詳細は東京都後期高
齢者医療広域連合ホームページ（右コード）をご覧いただ
くか、お問い合わせください。

　有効期限が 7／31の認定証をお持ちで 8月以降も該当するかたへ、新し
い認定証を 7月中に送付します。新たに申請を希望するかたは、お問い合
わせください。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証を送付します

＋休日・土曜日・平日夜間などの診療・調剤案内
内
科
・

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

小児科 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� ☎3792－6260

中目黒薬局　（休）9：00～17：00
上目黒2-19-15　総合庁舎別館内� ☎3792－6190

歯 

科

診療時間は9：00～11：30、13：00～16：30

7月5日（日）自由ヶ丘デンタルスタジオ
　　自由が丘2-12-21-2F� ☎5729－4618

7月12日（日）野口歯科医院
　　鷹番3-3-16-2F� ☎3792－3339

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

※要事前連絡

●区職員（福祉・Ⅱ類）

採用予定日　 3年 4／ 1　勤務場所　
区立保育園、児童館、福祉施設、総合
庁舎ほか　応募資格　採用日現在20～
37歳で都道府県の登録を受けている保
育士免許所有者（取得見込みを含む）。
国籍不問　募集人数　24人程度　選考
予定日　 8 ／23　選考方法　択一試
験・作文選考後、面接
申採用選考実施要項（総合庁舎本館 1
階区政情報コーナー・ 4階人事課、地
区サービス事務所〈東部地区を除く〉、
目黒駅行政サービス窓口で配布）に添
付の申込書を、 7 ／31（必着）まで
に、人事課人事係（☎5722－9650）へ
郵送または持参。ホームページから申

し込み可。詳細は実施要項をご覧くだ
さい

会計年度任用職員の詳細は、募集要
項（申し込み先で配布）またはホー
ムページをご覧ください

●�統計事務補助員� �
（会計年度任用職員）

勤務期間　①11／ 1 ～12／31② 3 年 1
／ 1 ～ 2 ／28　勤務時間　月～金曜日
9：00～16：00（月20日以内）　勤務
場所　地域振興課　勤務内容　国勢調
査に関する調査書類の審査補助事務。
パソコン操作あり　報酬　時給1,110
円　募集人数　各 3人　選考方法　書
類・作文選考後、面接
申封筒に統計事務補助員と朱書きし、
採用選考申込書（総合庁舎本館 1階地
域振興課で配布。ホームページから印

刷可）と作文（知り得た個人情報をど
のように守るか。800字程度）を、 7
／22（必着）までに、地域振興課統計
係（☎5722－9874）へ郵送

●�介護保険等指導検査員� �
（会計年度任用職員）

勤務期間　 9 ／ 1 ～ 3 年 3 ／31　勤務
時間　月～金曜日 9：00～16：00　勤
務場所　健康福祉計画課　勤務内容　
介護事業所などの指導検査業務ほか　
応募資格　介護支援専門員の有資格者
報酬　月額193,052円（手当あり）　募
集人数　 1 人　選考方法　書類・作文
選考後、面接
申履歴書、職務経歴書、作文（応募動
機。800字程度）、資格を証明するもの
の写しを、 7／21（必着）までに、健
康福祉計画課指導検査係（☎5722－
6842）へ郵送

カードサイズになります


