
令和4年（2022年）3月1日号　めぐろ区報 9
フ3793－0588、 megu21@sjc.
ne.jp）へ

お知らせ

情報公開・個人情報保護審議
会の公開
時 3／28（月）14：00～16：00。
傍聴希望者はお問い合わせくださ
い
問 行政情報マネジメント課（☎
5722－9622、フ5722－8674）

マイナンバーカードに関する手
続きの臨時窓口を開設します
時 3／19（土）10：00～16：30
場 総合庁舎本館1階戸籍住民課
内 カード受け取り、電子証明書の発
行・更新、暗証番号の変更・再設
定、マイナポイント設定支援ほか
問 戸籍住民課マイナンバーカード交
付係（☎5722－9349）

住宅増改修出張相談
時 3／6（日）10：00～16：00
場 区民センター総合案内所前（目黒
2－4－36）
相談員　目黒区住宅リフォーム協会
員
問 住宅課居住支援係（☎5722－
9878）。希望者は当日会場へ

多重債務110番
　債務整理の方法と適切な専門機関
を案内します。
時 3／7（月）・8（火）9：30～16：
30
申 電話で、消費生活センター（☎
3711－1140、フ3711－5297）へ

若者のトラブル110番
　SNS（会員制交流サイト）での高額
商品購入や、必ずもうかると誘うマ
ルチ商法など、消費者トラブルに関
する相談をお受けします。
時 3／14（月）・15（火）9：30～16：
30
 申 電話で、消費生活センター（☎
3711－1140、フ3711－5297）へ

くらしとお金のFP（ファイナ
ンシャル・プランナー）相談
時 3／14（月）①11：00から②12：
00から③13：00から④14：00
から⑤15：00から（いずれも1時
間以内）
場 総合庁舎本館1階西口ロビー
内 教育・住宅資金、老後の生活設計、
保険の見直しなど、資産や家計に
関する個別相談
定 各1～2組（先着）　
後援　目黒区
申 電話で、3／10までに、NPO法
人日本FP協会関東ブロック事務
所（☎5403－9495）へ。空きが
あれば、当日も会場で受け付け

建築無料相談
時 3／26（土）10：00～15：00

場 総合庁舎本館1階D会議室　
内 建築士による建築物の安全性確保
のための助言、建築基準法の解説、
建て替えなどの相談　
共催　目黒区
問 一般社団法人東京都建築士事務所
協会目黒支部（株式会社三京建設
内☎3723－5845）。希望者は当
日会場へ

国民健康保険に加入している
世帯の学生のかたへ
　国民健康保険の加入者が、修学の
ため家族と離れて区外へ住所を異動
する場合、学生用の被保険者証に切
り替える必要があります。
　手続き方法など詳細はお問い合わ
せください。
問 国保年金課資格賦課係（☎5722
－9810、フ5722－9339）

東京都平和の日に黙とうを
　東京大空襲をはじめ、戦災で亡く
なられたかたに哀悼の意を表すると
ともに、世界の恒久平和を願い、3
／10（木）14：00から、1分間の黙
とうへの参加をお願いします。
　また、東京都平和の日記念式典（3
／ 10の14：00～ 15：
15開催）を、都ホ（コー
ド❺）からご覧になれま
す。
問 総務課総務係（☎5722－9205）

登録制自転車置場の4年度利
用者を追加募集します
利用期間　4／1～5年3／31
募集場所　都立大学駅周辺（八雲橋・
呑川橋・稲荷橋置場）
対 都立大学駅から自宅・勤務先など
が600ｍ以遠にあり、通勤・通学
などで自転車または原動機付自転
車（総排気量50cc以下。ミニカー
を除く）を利用するかた
￥ 手数料1台3,000円（身体障害者
手帳・愛の手帳・精神障害者保健
福祉手帳を持つかた、生活保護受
給者は免除。4／1現在65歳以上
は半額）
申 申請書（都立大学駅の区広報スタ
ンドなどで配布。区ホ〈コード❻〉
から印刷可）、原動機
付自転車は標識交付証
明書の写し、登録手数
料の免除・減額を受け
る場合は証明書類の写しを、総合
庁舎本館6階土木管理課自転車対
策係（☎5722－9444）へ郵送ま
たは持参。3／31までは区ホ（コ
ード❻）で申し込み可。予定数に
達し次第終了

区展（目黒区民作品展）の
スタッフを募集します
　9／14（水）～25（日）に開催予定
です。企画・運営を担当する作品部
会のスタッフを募集します（無償。
団体可）。
部会名　①写真②絵画③書④手工芸
申 ハガキに、記入例1～4と希望部

会名①～④のいずれか、団体の場
合は団体名を書いて、3／22（必
着）までに、文化・交流課交流推
進係（☎5722－9291）へ

申請社会教育学級を
募集します
内 団体の継続的な学習（５月～5年
３月に10回以上）に、団体推薦の
指導者を派遣（6回以内）。原則と
して、学級には会員以外も参加で
きる
対 次の❶または❷に該当する5人以
上の社会教育関係登録団体、また
は同様の要件を備える団体❶4／
1現在結成5年未満で、援助年数
が2年以内❷援助年数が4年以内
（❶による援助年数を除く）
要件　次の①～③のいずれかの課題
を学習①人権②地域の家庭教育支援
ネットワーク形成③障害がある人と
ない人がともにする学習
定 12団体（青少年団体は3団体）
申 申請書（社会教育館、緑が丘文化
会館、青少年プラザで配布）を、
3／25までに、各施設へ持参
問 緑が丘文化会館（☎3723－8741）

地域密着型サービス拠点の
開設を希望される事業者へ
　介護保険事業計画に基づき、3月
下旬から公募を開始する予定です。
円滑に事務手続きを進めるため、3
／23まで、事前相談を行います。
詳細は、区ホ（コード❼）
をご覧いただくか、お問
い合わせください。
問 高齢福祉課介護基盤整
備係（☎5722－9607）

　都営住宅シルバーピア（高
齢者向け）の入居者を募集し
ます

募集住宅　都営八雲一丁目アパート
（八雲１－１）
対 次の①～④すべてに該当するかた
①単身で都内に3年以上かつ区内
に1年以上居住している65歳以上
②所得が基準以下③住宅に困って
いる④常時介護が必要なかた（障

害のあるかたを含む）は、介護サ
ービスなどを利用しながら居宅生
活ができる

募集数　単身用1戸（抽選で、審査
対象・補欠者を決定）
￥ 使 用 料（ 予 定 ）月 額22,700～
44,500円。共益費3,000円

申 本人が、3／14までに、身分証明
書（保険証など）を、総合庁舎本館
2階高齢福祉課高齢者福祉住宅・
施設係（☎5722－9403）へ持参

自衛隊一般幹部候補生・曹候
補生の募集

一般幹部候補生 一般曹候補生

応募
資格

①大卒程度は22
～25歳②院卒は
修士課程修了など
（見込みを含む）で
20～27歳

採用予定月の
末日現在18～
32歳

受付
期限

①4／14②6／16
（②は飛行要員を
除く）

5／10

試験
日

次のうち指定する
1日 ①1次 ＝4／
23・24（24日は
飛行要員のみ）、
2次＝5／27～6
／ 2②1次 ＝6／
25、2次＝8／1～
7

1次＝5／20～
29の指定する
１日、2次＝6
／17～7／3の
指定する1日

　歯科・薬剤科幹部候補生・飛行要
員などは、お問い合わせください。
問 自衛隊東京地方協力本部五反田募
集案内所（☎3445－7747）

保健衛生

健康づくり健診
時 3／25（金）8：45～10：30　
場 総合庁舎本館3階目黒区保健所
内 身長・体重・血圧測定、尿・血液検査
対 1年以内に同じ健診を受けていな
い、16～39歳の区内在住者　

定 40人（先着）　
￥ 健診料500円（生活保護受給者な
どは無料）

申 区ホ（コード❽）で、保
健予防課保健管理係
（☎5722－9396、フ
5722－9508）へ。保
育（3歳未満の子ども）希望者は申
込時に予約

❺

❻

❼

❽

★感染症対策のため、催し物などを中止・変更する場合があります

↗

　新型コロナウイルス感染症の影響により申告が困難なかたについ
て、申告期限を、4／15まで延長します。

問税務課課税第一～三係（☎5722－9820、フ5722－9324）

住民税の申告期限を延長します

住宅増改修出張相談
時 3／6（日）10：00～16：00
場 区民センター総合案内所前（目黒
2－4－36）
相談員　目黒区住宅リフォーム協会
員
問 住宅課居住支援係（☎5722－
9878）。希望者は当日会場へ

中止
となりました

　年度当初の住民税額・各種保険料などに、申告内容の反映が
間に合わない場合があります。順次反映を行い、税額・保険料
などに変更がある場合は通知をお送りします。

3／16以降に、
住民税の申告または確定申告をされた場合


