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申し込みの概要は8面へ

令和4年
（2022年）1月15日号

〈9面から続く〉

保健衛生

20歳になったら国民年金
国民年金は、日本に住所のある
20歳以上60歳未満のすべてのかた
が加入する制度です。
高齢になったときや、事故や病気
等で障害が残った場合などでも年金

が受けられます。保険料の納付が困
難な場合は、免除・納付猶予制度、
学生納付特例制度があります
（いず
れも要件あり）
。
問
国 保年金課国民年金係
（☎5722
－9814）

特定計量器
（はかり）定期検査
のための事前調査
取引や証明用の特定計量器は、2
年に１度の検査が必要です。4月に

都計量検定所が実施する検査準備の
ため、登録事業所様に往復ハガキを
送付しています。
未登録事業所はお問い合わせくだ
さい。
問
消 費 生 活 セ ン タ ー（ ☎3711－
1133）

ユネスコ世界寺子屋運動
～書き損じハガキなどをお寄
せください
収益金は、学校に行けない開発途
上国の子どもや、読み書きのできな
い人たちに、教育の機会を提供する
運動に役立てられます。
回収品目 ハガキ、クオカードなど

の未使用金券ほか
回収方法 1／17～28に、目黒ユ
ネスコ協会
（〒153－0053五本木2
－24－3 五本木小学校内）に郵送、

橋梁長寿命化修繕計画改定素案に
ご意見をお寄せください

親子食育セミナー
「幼児食と歯みがき」

問みどり土木政策課施設計画係

時2／10（木）10：00～11：00
場碑 文谷保健センター（碑文谷4－
16－18）
対区 内在住の1歳6カ月～2歳5カ月
の幼児と保護者
定8組（先着）
申区 ホ（コード❾）で、2
／9までに、碑文谷保

❾

健センター保健サービ
ス係（☎3711－6446）へ

妊婦ごはんとオーラルケア

内妊娠中の栄養と料理の実演、口の
トラブルやセルフケア
歯科医師 朝田文郷氏ほか
対妊娠中のかた



防課保健サービス係
（☎5722－9503）へ

健康大学教養講座
「良質な睡眠とメンタルヘル
ス～精神科医からのアドバイ
ス」
（オンライン開催）
時2／25（金）15：00～16：00
内睡眠の基本、快適な眠り方、睡眠

の病気ほか。会議アプリＷebex
（ウェベックス）を使用
東京医療センターメンタルケア科

精神科医 新福正機氏
または回収箱
（総合庁舎各案内所、
地区サービス事務所〈東部を除く〉
、 定20人（先着）
申Eメールに、記入例1～5を書い
住区センター、社会教育館、図書館
て、2／4までに、健康推進課健
などに設置）
へ
康づくり係（☎5722－9586、
後援 目黒区
kensui-kouza@city.meguro.
問
NPO法人目黒ユネスコ協会（☎
tokyo.jp）へ
5725－6150）

4年度の契約保養施設の
予約の受け付けを開始します
問地域振興課庶務係（☎5722－9873、フ5721－7807）
区内在住者を対象に、割安な料金で利用できる契約保養施設がありま
す。申し込み方法など詳細は、パンフレット（総合庁舎本館1階地域振
興課、地区サービス事務所、住区センター、老人いこいの家、図書館等
で配布）または区ホ（コード）をご覧ください。地域振興課
では、申し込みの受け付けはできません。

ご利用の際は、施設が行う感染防止対策へのご協力をお願
いします。

受付期間



2／1から、4／1～5年3／31宿泊分の予約を受け付け

対象施設・申込先（いずれも受付時間は9：30～20：00）
■ホテル花月園
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原
1244－2、☎0460－84－8621

凡例時日時

場会場

内内容

師 講師

■ホテル暖香園
静岡県伊東市竹の内1－3－
6、☎0557－37－0011

対対象

定定員

￥費用

橋梁は、架設年数とともに老朽化が進み、修繕にかかる費用の増大
が見込まれます。このため、予防保全型の維持管理により長寿命化を
図り、橋梁の継続的な安全性と信頼性を確保するため橋梁長寿命化修
繕計画を改定する予定です。
主なポイント
◦2年度の点検結果の反映と劣化予測の修正
◦新技術の活用についての検討
意見の提出方法

時2／16（水）13：30～14：30
場総合庁舎本館3階目黒区保健所

定16人（先着）
申区 ホ（コード）で、1
／31ま で に、 保 健 予

（☎5722－9745、フ3792－2112）

申申し込み

書式は問いませんが、
「橋梁長寿命化修繕計画改定素案への意見」

と明記のうえ、住所・氏名（団体の場合は所在地・団体名・代表者名）、
在勤・在学者は所在地・名称を書いて、郵送（持参可）・FAX・Eメー
ルで、2／14
（必着）までに、総合庁舎本館6階みどり土木政策課施設
計画係（〒153－8573目黒区役所〈住所不要〉、フ3792－2112、
kyouryou@city.meguro.tokyo.jp）へ。頂いたご意見には個別に回
答しませんが、要旨を取りまとめて公表します（原文、住所・氏名な
どは公表しません）。

素案（全文・概要版）は、総合庁舎本館1階区政情報コーナー・
6階みどり土木政策課、地区サービス事務所
（東部
を除く）、住区センター、図書館、区ホ（コード）
でご覧になれます。

人材募集



申し込み方法など詳細は、募集要項（問い合わせ先
などで配布）または問い合わせ先ホをご覧ください。

●登録制支援員（コード）
登録期間 4／1～5年3／31 業務場所 区立小・中学校
採用方法 名簿登録後、登録者を学校に紹介し、面接のうえ採用

❶特別支援教育支援員
業務内容 特別な配慮が必要な児童・生徒への学校教育支援 謝礼
（交通費込み）
教員免許所有者＝1時間2,000円、免許なし＝1時間1,500円 申込期限 2／8（必
着）
❷補助的教員
業務内容 ①学習指導員（チームティーチングを中心とした学習指導。中学校の放
課後・土曜日の補習教室での指導あり）②観察実験支援員③小1学級支援員（4～7月）
応募資格 ①小学校・中学校教諭普通免許所有者②理科系教職経験者・大学（院）生
ほか③幼稚園・小学校教諭普通免許所有者ほか（①③は取得見込みを含む） 謝礼
（交
通費込み） ①③１時間2,000円②1時間1,500円 申込期限 2／8
（必着）
❸学校図書館支援員
業務内容 学校図書館の環境整備ほか 応募資格 司書・司書補・司書教諭免許所
有者（取得見込みを含む）ほか 謝礼（交通費込み） 1時間1,500円 申込期限 2
／18
（必着）
問
❶は教育支援課特別支援教育係
（☎5722－9322）
、❷❸は教育指導課指導事務
係
（☎5722－9312）
。いずれも総合庁舎本館5階、フ3715－6951
●目黒区社会福祉協議会常勤職員
（コード）
採 用 予 定 日 4／1 勤
務時間 原則月～金曜日
8 ：30～17：15 勤務
場所 目黒区社会福祉協

議会ほか 勤務内容 地
域支援・権利擁護事業ほか 応募資格
35歳未満で社会福祉士の有資格者
給与 月額213,000円
（3年度実績〈大
卒程度〉） 募集人数 3人 申込期限
1／28
（必着）
問
目 黒区社会福祉協議会
（総合庁舎別
館3階、 ☎3719－8909、 フ3719
－8715）

問問い合わせ

ホホームページ

●エコライフめぐろ推進協会契約職員
（コード）
勤 務 期 間・ 時 間 4／1
～5年3／31・ 8：30～
17：15
（ 月18日。 シ フ
ト制） 勤務場所 エコ

ライフめぐろ推進協会ほ
か 勤務内容 講座などの企画・運営、
経理・会計事務ほか。パソコン操作あ

り 給 与 月 額191,600円（3年 度 実
績。その他手当あり） 募集人数 若
干名 申込期限 1／31（消印有効）
問エ コライフめぐろ推進協会（総合庁
舎 別 館6階、 ☎3715－7835、 フ
3715－8826）

子ども・子育て世帯対象

高齢者対象

