
新型コロナウイルス感染症対策特集号
感染者が急増しています！
マスクの正しい着用・３密の回避・換気にご協力を
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（1）非課税世帯 （2）家計急変世帯

所得要件

3年12／10（基準日）において、区内に住民登録があり、全員の3
年度住民税均等割が非課税の世帯
※生活保護受給者、条例による住民税均等割免除者を含む

（1）に該当しない世帯のうち、コロナの影響を受けて、3年1月以
降収入が減少し、全員が3年度住民税均等割非課税である世帯と
同様の事情にあると認められる世帯

※住民税均等割が課されているかたの扶養親族等のみで構成される世帯は対象外
給付方法 世帯主名義の銀行口座に振り込み

手続き・
必要書類

確認書の提出が必要
● 3年1／1に目黒区に住所がある対象世帯の世帯主あてに、確認書
を1／24から順次発送します
● オンラインまたは郵送で、発送日から3カ月以内（必着）に、回
答してください

● 3年1／2以降に目黒区に転入した世帯には、前住所地に課税状
況を照会するため、確認書の送付に時間がかかることがありま
す
● 必要書類など詳細は、確認書に同封の案内をご覧ください

申請が必要
郵送で、必要書類を、1／24～9／30（必着）に、臨時給付金課（〒
153－8573目黒区役所〈住所記入不要〉）へ
〈必要書類〉
①申請書　②簡易な収入（所得）見込額の申立書
※ ①②は区ホ（コード❶）から印刷できるほか、臨時特別給付金専
用ダイヤルから請求可
③ 本人確認書類のコピー　④世帯状況を確認できる住民票などの
コピー
⑤ 戸籍の附票の写し（3年1／1以降、複数回転居したかたのみ）
⑥ 受取口座を確認できる書類のコピー（通帳やキャッシュカードほ
か）
⑦ ②に記載した、収入見込額または1カ月の収入状況を確認でき
る書類のコピー（令和3年分の源泉徴収票・確定申告書、②に
記載した月の給与明細ほか）

住民税非課税世帯等への
臨時特別給付金
　住民税非課税世帯等に臨時特別給付金を支給します。詳細は、
区ホ（コード❶）をご覧いただくか、お問い合わせください。

3年度子育て世帯への臨時特別給付

問 目黒区臨時特別給付金専用ダイヤル
0120－565－229

（8：30～17：00。土曜・日曜日、祝
日を除く）
問 内閣府コールセンター
0120－526－145

（9：00～20：00。無休）支給額 1世帯当たり10万円

対象者・手続きほか

配偶者やその他親族からの暴力など（DV）を理由に
避難しているかたへ
　DVなどで住民票を動かさず目黒区に避難中のかたも、ご自身が受給できる
可能性があります。また、住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場
合でも、一定の要件（DV避難中であることの証明と収入要件）を満たせば、受
給できます。手続きなどの詳細は、臨時給付金課（☎5722－7065、フ5722
－7069）にお問い合わせください。

給付金詐欺に注意
　区や内閣府などが、ATMの操作をお願いする
ことや、給付のために手数料の振り込みを求める
ことは、絶対にありません。不審な電話や郵便物だ
と思ったら、消費生活センター（☎3711－1140）
や警察署、警察相談専用電話（＃9110）にご連絡
ください。

問子育て支援課手当・医療係（☎5722－8709、フ5722－9328）、内閣府コールセンター（ 0120－526－145）

次の①～③のうち所得制限限度額（下表）未満のかた
① 3年9月分の児童手当の受給者（特例給付〈子ども1人当たり月額5千
円の給付〉受給者は対象外）

② 高校生など（平成15年4／2～平成18年4／1生まれ）を養育してい
るかた

③ 新生児（令和3年9／1～令和4年3／31生まれ）を養育しているかた

子ども1人当たり10万円
※ 区から3年9月分の児童手当を受給
中の①のかたには、3年12／17と4
年1／7に5万円ずつ振り込みを行い
ました

扶養人数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円

所得制限限度額（2年中の所得）

※以下1人増すごとに38万円を加算
※所得は年間収入から控除などを引いた額

申請が不要なかた
　区から児童手当を受給しているかたは、申請の必要は
ありません。
※ 高校生などの兄姉がいる場合、その子どもも含めて給
付金が振り込まれます
申請が必要なかた
● ①③の対象者のうち、区から児童手当を受給していな
い公務員ほか
● ②の対象者のうち、中学生以下の弟妹がい
ない世帯のかた

対象

支給額

申請について

申請期限 3／31

❶

詳細は区ホ(コード
❷)をご覧ください ❷

感染が疑われるかたの相談
東京都発熱相談センター
☎5320－4592（24時間。無休）
電話での相談が難しい場合は
フ5388－1396

（全額現金で支給）



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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　新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みのかたで、接種可能な
時期を迎えたかたを対象に追加接種（3回目）を実施しています。
※この内容は1／10現在の国から発出された情報をもとにしています

　対象者によって追加接種の時期が異なります。接種時期は下表をご
覧ください。

対象者 追加接種の時期
① 医療従事者、高齢者施設入所
者・従事者ほか 2回目接種から6カ月後以降

②①以外の高齢者（65歳以上） 2回目接種から7カ月後以降（※）
③上記以外のかた 2回目接種から8カ月後以降

接種時期

対象
　目黒区の住民基本台帳に記載されている18歳以上で、新型コロナ
ワクチンを2回接種したかた。
※ 2回目接種後に目黒区へ転入したかたは、3回目接種
の接種券発行申請が必要です。詳細は区ホ（コード❶）
をご覧ください

使用するワクチン
　追加接種では、１・２回目で接種した種類と異なるワクチンを接種
する交互接種が可能です。ファイザー社または武田／モデルナ社のワ
クチンを選択できます。
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施設名 所在地 ワクチンの種類

①
北部地区
サービス事務所
（2／2から開設）

大橋1－5－1
クロスエアタワー
9階 ファイザー

② 総合庁舎 上目黒2－19－15
③ めぐろ学校サポートセ
ンター 中目黒3－6－10 武田／モデルナ

④
防災センター1階

中央町1－9－7
ファイザー

武田／モデルナ防災センター3階
（1／29から開設）
⑤ 碑住区センター
（2／2から開設） 碑文谷2－16－6 ファイザー

⑥ イオンスタイル碑文谷
（2／2から開設）

碑文谷4－1－1
イオンスタイル
碑文谷7階

武田／モデルナ

⑦ 八雲体育館 八雲1－1－1
区民キャンパス内 ファイザー

予約方法
　追加接種は、接種券が届いてから予約可能です。区LINE公式アカウントまたはコールセンターで予約をお願いします。

1　LINEで予約（24時間受け付け）

　予約の流れは1・2回目接種と同じです。
既に友だち追加している場合は、改めて友
だち追加の必要はありません。
　LINE予約は本人がスマートフォンを持
っていない場合でも、家族など本人以外の
スマートフォンから予約できま
す。詳細は、同封の案内または区
ホ（コード❹）をご覧ください。

①区LINE公式アカウントを友だち追加する
② 区LINE公式アカウントのトーク画面にあるメニ
ューから「ワクチン接種予約」を押す
③ 「新規予約」を選択し、「3回目」を押す
④接種券に記載の10桁の番号と生年月日を入力
⑤ 「会場」と「日付」を選択し、時間を選ぶ
⑥予約内容を確認し、「予約完了」が出れば終了

２　電話で予約

　新型コロナワクチン接種コール
センター（下記）へ電話し、接種券
番号と生年月日を伝えてください。

0120－102－654
受付時間
月～土曜日8：30～17：00
（祝・休日を除く）

接種会場

● 接種会場には予約時間どおりにお越しください（早めに来ても、予約
時間までお待ちいただきます）。体調が優れない場合は無理をせず、
改めてご予約ください
● 事前に予診票へ必要事項を記載してください
●保険証などの本人確認書類、接種券、予診票を必ずご持参ください
●肩を出しやすい服装でお越しください

接種当日の注意点

新型コロナウイルスワクチン接種の
追加接種（３回目）を実施しています ▲ この封筒で接種券

などをお送りします

問新型コロナワクチン接種コールセンター
0120－102－654、フ5722－7048

（月～土曜日8：30～17：00〈祝・休日を除く〉）

❶

2回目接種時期 接種券発送時期（予定）
3年6／10以前 発送済み6／11～15
6／16～20 1／20発送
6／21～30 1／24発送
7／ 1 ～10 1／26発送
7／11～20 1／31発送
7／21～25 2／ 7 発送
7／26～31 2／10発送

　接種券は接種可能な時期が近づいたかたへ発送します。発送時期な
どは下表をご覧ください。

接種券の発送時期

　2回目接種時期が8月以降のかたも順次発送します。詳
細は、区ホ（コード❷）をご覧ください。
　発送時期から1週間を経過しても接種券が届かない場合
は、コールセンターへご連絡ください。 ❷

❸

❹

LINEで随時情報を発信します
　接種券発送時期の変更や会場・予約枠の追加などの最新
情報を、LINEで発信します。ぜひ、区LINE公式アカウン
トを友だち追加してご活用ください。 ▶友だち追加はこちら

※ 接種券に同封の案内には「２月から65歳以上のかたの接種間隔が7
カ月後以降になります」とありますが、1／13から接種間隔を7カ
月に前倒ししました


