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 の財政状況
区
保育所待機児童ゼロを達
成、マスクの捨て方に注
意ほか
民間賃貸住宅家賃助成、
平和祈念標語の募集、子
育て世帯への臨時特別給
付金、情報ボックスほか
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No．

令和２年
（2020年）

６ 月 ５・15日号は休刊し、
新型コロナウイルス感染症
対策臨時号を随時発行しま
す。感染症対策による業務
縮小にご理解・ご協力をお
願いします。

毎月5・15・25日発行

■ 屋根
トタンのめくれ、瓦の
ひび、アンテナのぐら
つきがないか

目黒区
ホームページ

■窓
強風の飛来物に備えて
雨戸を閉める。ない場
合は窓にテープを貼る

風水害に
備える
近年、地球温暖化などの影響により、大雨、洪水、暴風
などによる風水害や土砂災害の危険性がより一層高まって
います。大雨が降り始めてからでは間に合いません。日頃
から気象情報に注意し、家の周りの危険箇所や
避難経路を確認するなど準備しておきましょ
う。風水害対策の詳細は、水害ハザードマップ
やホームページ（右コード）をご覧ください。
問防災課（☎5723－8488、Ｆ5723－8725）
道路公園課補修調整係（☎5722－9775、Ｆ3712－5129）

■ 家の周り
鉢植えや物干しざおなど飛ばされ
る危険がある物はすべて室内へ入
れるかしっかりと固定
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確認

▲目黒区水害ハザード
マップ

水害ハザードマップで、自宅周辺
の浸水予想区域・土砂災害警戒区域
や地域避難所を確認しましょう。子
どもや高齢者がいるなどで移動が困
難な場合、 2 階以上の頑丈な建物で
あれば家にとどまる在宅避難の方が
安全な場合もあります。事前に検討
しておくことが大切です。
水害ハザードマップは、総合
庁舎本館 １ 階区政情報コーナ
ー、防災センターなど（※）で
配布するほか、ホーム
ページ（右コード）で
ご覧になれます。

※感染症拡大防止のため休止している場合があります

2 備える

水害ハザードマップの裏面では、
大雨・暴風への備え方などをより詳
しく確認できます。
◦土のう 区内52カ所に保管箱（左
写真）を設置しています。事前に最
寄りの保管箱を確認しておきましょ
う（右下コード）
。運ぶことが困難
な場合は、目黒土木公園事
務所（☎3711−6825）、碑文
谷土木公園事務所（☎5721
−7287）へご相談ください

◦避難バッグ 避難時に素早く避難できるよう、貴重品や
薬など、必要なものを準備しておきましょう

■ 土のう
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情報をチェック

半地下などへの浸水に
備えて土のうを準備

複数の方法で

災害発生時には、ホームページにアクセスが集中して閲覧しにくい、
防災行政無線が雨風で聞こえない可能性があります。事前に複数の方
法で情報を入手する準備をしておくことが大切です
区ホームページ 大雨への備えなどを確認できます
◦目黒区のお天気（防災気象情報〈右コード①〉）
目黒区のピンポイント気象情報や目黒川のライブカメラ・
水位観測情報などが確認できます。区のトップページから
リンクをはっています
配信
◦防災気象情報メール（右コード②）
大雨・洪水・暴風などの警報や、目黒川の警戒水位情報ほか
◦緊急情報（災害）メールマガジン（右コード③）、
区公式ツイッター（右コード④）
地震や気象、停電などに関する緊急情報
防災行政無線
◦屋外に設置したスピーカーから音声で情報を発信
※専用電話（☎3713−2880、 ☎0180−993−333）で24時間以
内の放送内容を確認できます

ペットがいるときは？

①

②

③

④

問生活衛生課生活環境係
（☎5722－9505）

ペットを自宅で待機させることが危険な場合は、避難所へ同行
できます。避難時のケージや餌の準備、しつけや予防接種など日
頃からの備えが大切です。詳細は「ペットとわたしの防
災ハンドブック」（ホームページ〈右コード〉から閲覧
可）をご覧ください。
https://www.city.meguro.tokyo.jp/
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お知らせします

区の財政状況

区の財政状況の公表に関する条例に基づいて、毎年 5 月
と11月に財政状況を公表しています。今回は 2
年度当初予算のあらましと、元年度下期の補正
予算と執行状況などをお知らせします。詳細は
ホームページ（右コード）でご覧になれます。

問財政課（☎5722－9137）

※数字は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります

2 年度当初予算のあらまし

安全・安心を守り、明るい未来を築く予算

歳入・歳出当初予算の内訳（一般会計）
公債費
24億円

特別区債
2億円 0.2％

繰入金
38億円
3.5％

産業経済費

2.3％

7億円

0.7％

予備費など
12億円 1.1％

都市整備費
76億円
7.1％

歳入

都支出金
110億円
10.3％

議会費
7億円 0.7％

環境清掃費
50億円 4.6％

その他
82億円
7.7％

譲与税・
交付金
85億円
7.9％

1,071億円

各会計の当初予算額
区分

総務費
87億円
8.1％

特別区税
455億円
42.5％

歳出
1,071億円

区民生活費
107億円
10.0％

特別区交付金
141億円
13.2％
国庫支出金
158億円
14.7％

一般会計

健康福祉費
592億円
55.3％

国民健康保険
特別会計

介護保険
特別会計
合計

健康福祉費

教育費

私立認可保育所の開設支援ほか
38億3,892万円
特別養護老人ホーム、身体障害者入所施設
など複合施設整備支援ほか（※）


12億9,677万円
認可外保育施設保育料助成 2 億3,956万円
受動喫煙防止対策促進
3,024万円

学校における働き方改革の推進 4,820万円
学校における安全対策の拡充（※）

1,682万円
日帰り体験型英語学習（小・中学校）

1,062万円



総務費


貯金（積立基金）と
借金（特別区債）の状況
区の貯金が、借金を上回っていま
す。引き続き基金残高の確保に努め
ていくとともに、区の借金の着実な
返済を行っていきます。
（単位：億円）

187

536
169

524
163

148

平成29年度 30年度 令和元年度 2 年度
（見込み）（見込み）

メールマガジン配信中！

1,062.4

8.8

0.8%

251.4

266.9

△ 15.5

△ 5.8%

68.3

66.3

2.0

3.0%

211.0

202.0

9.0

4.4%

1,602.0

1,597.7

4.2

0.3%

1 億7,720万円



補正後の各会計予算額と執行状況 （単位：億円、△は減額）
区分

補正前

補正後

1,085.9 △ 10.2 1,075.7

国民健康保険
特別会計

265.6

△ 2.2

263.4

後期高齢者
医療特別会計

67.2

△ 0.3

67.0

210.8

0.5

211.3

介護保険
特別会計

5,350万円
1,800万円
501万円

町会会館など整備支援
多文化共生推進（※）

※総合庁舎の一部
の窓口に、通訳
サービス用のタ
ブレット端末を
導入します

環境清掃費

■補正予算（第 2 号）
一般会計では、事業の執行状況に応じた補正を行う
など、不用額の削減を徹底し、財政調整基金や施設整
備基金への積み立て等を計上した結果、約10億 2 千万
円の減額補正をしました。
収入済額
支出済額
1,030.4
898.7
235.6
247.6
63.0
66.2
204.5
191.2

その他… ●

● マイナンバーカード交付円滑化計画

民間喫煙所の整備補助
ハクビシンなどの相談・捕獲

収入率
執行率
95.8%
83.5%
89.4%
94.0%
94.1%
98.9%
96.8%
90.5%

1,200万円
548万円

産業経済費
商店街チャレンジ戦略支援
（イベントの補助）
商店街プロモーション支援
公衆浴場の耐震化促進支援

元年度下期の補正予算と執行状況ほか

一般会計
456

1,071.2

● 国勢調査

※電動アシスト自転車の貸
し出しサービス。設置場
所と自転車台数を増やし
ます

予算額
補正

増減率

区民生活費

河川の環境改善（水質改善・河川清掃）
1 億3,593万円
自転車シェアリング（※）
3,091万円
西郷山公園土砂災害対策調査 1,125万円

※災害時の大規模停電に備
え、地域避難所と中目黒
駅周辺の一時滞在施設に
太陽光パネル付きの蓄電
池を配備します

383

増減額

都市整備費

防災センター（旧地震の学習館）改修
2 億2,166万円
避難所などへの蓄電池配備（※）1,054万円
防災行政無線スピーカーの改修 551万円

借金

元年度

※区立小学校の登下校
区域に防犯カメラを
整備します。また、
区立小・中学校の熱
中症対策としてテン
トを配備します

※区有地や国有
地を活用し、
整備支援など
を行います

貯金

2 年度

後期高齢者医療
特別会計

教育費
108億円
10.1％

（単位：億円、△は減額・減率）

安全・安心なまちづくり…
子育て支援の充実と教育の振興…
福祉の充実と健康づくりの推進…
環境と調和した魅力あるまちづくりの推進…
多様性を認め合う平和な社会の実現に向けた取り組みの推進…

主な事業内容



2 年度当初予算は、安全・安心なまちづくり、子
育て支援の充実と教育の振興、福祉の充実と健康づ
くりの推進、環境と調和した魅力あるまちづくりの
推進、多様性を認め合う平和な社会の実現に向けた
取り組みの推進の 5 つの重要課題への対応を積極的
に進めていくものとしました。
一般会計の当初予算額は、前年度と比べ約 9 億円
増の約1,071億円で、過去 3 番目に大きく、10年間
で最大となりました。

8,201万円
1,700万円
231万円

※ 2 年 3 ／31現在

■区有財産の状況
土地

区分

現在高
816,815㎡

備考
－

建物

528,765㎡

－

物権

0件

－

出資による権利
物品
債権
基金

8億円 芸術文化振興財団などへの出資金
49億円 取得金額 １ 件50万円以上のもの
1億円 奨学資金などの貸付金
537億円

積立基金と公共料金支払基金など
の運用基金

※土地、建物、出資による権利は元年 9 ／30現在

■特別区民税の負担状況
総額

447億円

特別区民
１ 世帯当たり 280,992円 税の元年
度予算額
１ 人当たり
158,314円

■一時借入金の
状況
一時借り入れは
行っていません。

緊急情報、生活に役立つトピックス、講座や区議会の日程などをお知らせしています。ホームページ・携帯サイトから利用登録できます
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保育所待機児童ゼロを
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マスクなどの捨て方に
ご注意ください

達成しました

問清掃事務所（☎3719－5345）
■
問保育計画課保育計画係（☎5722－9866）
0 ～ 5 歳の就学前人口や保育需要の増加とともに、認可保育所への入園を
希望するかたが大幅に増加しています。国の待機児童数の定義の変更もあ
り、平成29年 4 月の待機児童数は617人と過去最大となりました。
これを受けて、区は同年 9 月に、新たな保育所待機児童対策の取組方針を
定め、保育所整備を進めました。その結果、 3 年間で保育施設定員を2,770
人増やし、今年度に保育所待機児童ゼロを達成しました。

新型コロナウイルス感染症対策のため、使用済みマスクやティッシ
ュは下記のように捨ててください。ウイルスの付いたごみを正しく捨
てることで、自分や家族への感染を防ぐだけでなく、収集作業員への
感染防止につながります。

❶

保育所での新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休園などにご
協力いただきありがとうございます

❷

今後の取り組み
◦待機児童ゼロを維持するた
め、公有地などを活用した
保育所整備に取り組み、 3
年 4 月までに認可保育所を
公有地 4 カ所
（定員373人）、
民有地 4 カ所
（定員240人）
で開設予定です
●保育園の園児を広い公園へ
送迎する「ヒーローバス」
を活用・充実して、保育環
境のさらなる向上を図るな
ど、子育て世帯への支援に
取り組んでいきます

❸

マスクはひもを持って
外し、マスク本体に直
接触れずビニール袋へ
入れる

袋の口をしっかり縛っ
て、空気を抜く。ごみ
が袋の外側に触れた場
合は二重にする

ごみを捨てた後は、石
けんを使って手をよく
洗う

▲園児にも大人気のヒーローバス

清掃事務所職員

スズメバチの巣を駆除します

ごみ収集は生活に欠かせない仕事です。私た
ちも感染症対策を行っていますが、区民の皆
さんの配慮でより安全に作業することができ
ます。また、ごみを収集するときに、温かい
メッセージが貼ってあることもあり、収集作
業員一同とても励まされています。ごみ収集
が継続できるよう、正しい分別や収集日を守
るなど、引き続きご協力をお願いします

▶たくさんのメッセージをい
ただきました

問生活衛生課環境衛生係（☎5722－9500）
■
6 ／ 1 から、住宅など私有地内にでき
たスズメバチの巣を駆除します（費用は
区が負担）
。申し込み方法など、詳細は
お問い合わせください。
要件

 活動中のスズメバチの巣である
①
②所有者または管理者からの依頼
である
③巣が日常生活に支障をきたす場
所にある

６ 月の健康相談など
事業名
健康相談

▲危険性が高いスズメバチの
巣

※新型コロナウイルス感染症対策のため休止する場合があります
保健予防課

月～金曜日
8 ：30～17：00

碑文谷保健センター
☎5722 月～金曜日
－9504 8 ：30～17：00

検便（細菌検査）
受け付け（有料）

☎3711
－6447

火・水曜日
（30日を除く）
☎3711
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、 5 ／19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
問保健予防課保健管理係（☎5722－9396）、
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 ※事前連絡してから受診してください

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

小児科

☎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

☎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

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

▼歯科の診療時間は9：00～11：30、13：00～16：30

５月31日
（日）鈴木歯科医院

中町1-25-12

☎3710－0804

６月 7 日
（日）神部歯科医院

東山2-5-18

☎3712－3664

６月14日
（日）大山歯科医院

原町2-22-2

☎3712－1828

６月21日
（日）清田歯科医院

八雲1-11-15

☎3717－8070

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

4

令和2年（2020年）5月25日

民間賃貸住宅家賃の
一部を助成します

4 ／ 1 現在、要件を満たしていることが必要です。所得要件など詳細
は、募集案内書（ホームページから印刷可〈右コード〉。総合庁舎本館
6 階住宅課、地区サービス事務所〈東部地区を除く〉で配布）をご覧い
ただくか、お問い合わせください。
問住宅課居住支援係（☎5722－9878）

高齢者世帯等居住継続家賃助成

ファミリー世帯家賃助成

対象（①～④のいずれか）
高齢者世帯
①65歳以上の一人暮らし
②全 員が60歳以上で、65歳以上のかたを
含む
障害者世帯
③身 体障害者手帳（ １ ～ ４ 級）
、愛の手
帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれ
かを持つかたがいる
④精神障害による障害年金受給者がいる

内容

募集数

家賃が 1 人世帯11万円、 2
人世帯12万円、 3 人以上世
帯14万円以内の民間賃貸住 90世帯
宅に居住する世帯に、家賃 （抽選）
の最大 2 割（上限あり）を
最長 6 年間助成

小・中学生の皆さんへ

平和をテーマにした標語を
お寄せください

対象

申請方法
申請書（募集案内書に添付）などを、 6 ／ 1 ～30（必着）に、住宅課
居住支援係（〒153－8573目黒区役所〈住所不要〉）へ郵送

子育て世帯のかたへ
臨時特別給付金を支給します
問子育て支援課手当・医療係（☎5722－9162）
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、児
童手当の受給者へ支給します。申請手続きは不要です。
対象

 成16年 ４ ／ ２ ～17年 ４ ／ 1 生まれの子どもに係る 3 月分・平成17年
平
４ ／ ２ ～令和 ２ 年 ３ ／31生まれの子どもに係る ４ 月分の児童手当受給
者
※児童手当の所得制限を超えている特例給付の受給者は対象外

対象

区内在住・在学の小学 ５ 年～中学生

支給額

要件

１ 人 １ 点で自作のものに限る（著作権は区に帰属）

支給方法

応募方法 応募用紙（ホームページ〈右下コード〉から印刷可。
総合庁舎本館 ４ 階総務課で配布）を郵送、またはEメール
に標語、住所、氏名（ふりがな）、電話、学校名・学年を書
いて、 ６ ／19（必着）までに、総務課総務係（〒
153－8573目黒区役所
〈住所不要〉、□heiwa2020
@city.meguro.tokyo.jp）へ

募集数

家賃が 5 ～18万円の民間賃貸
18歳未満の子を扶養し、かつ同居してい
150世帯
住宅に居住する世帯に、月額
る世帯
（抽選）
2 万円を最長 3 年間助成

問総務課総務係（☎5722－9205）
■
区は、目黒区平和都市宣言を行い、平和に関するさまざまな事業を
通し、平和の尊さ、大切さを訴えてきました。
次代の平和を築き、担う子どもたちに、平和の大切さを考え、平和
を築くための努力を呼び掛ける標語を募集します。作品はめぐろ区報
等へ掲載する場合があるほか、平和記念事業などで活用します。

内容

対象児童 １ 人当たり １ 万円
６ 月中旬以降に、児童手当の受け取り口座へ振り込み
※給付金の受け取りを希望しない場合は届け出が必要
※公務員は勤務先に手続き方法を確認してください

児童手当・児童育成手当受給中のかたへ現況届をお送りします
６ 月上旬に送付します。感染症対策のため、窓口では原則受け付けま
せん。同封の返信用封筒（送料無料）で提出してください。

情報ボックス
区議会への請願・陳情を
受け付けています
第 2 回 区 議 会 定例 会 は、 6 ／17
（水）
～30
（火）
に開催予定です。請願
（紹介議員が必要）
・陳情を希望す
るかたは、 6 ／ 9（火）12：00までに
総合庁舎本館 5 階区議会事務局に持
参してください。
提出の際は、請願・陳情の趣旨と
事項を文書（邦文）にして、請願・
陳情者の住所・氏名・電話・提出年
月日を記載し、押印してください。
詳細はお問い合わせください。
問区議会事務局議事・調査係（☎
5722－9414）

2 年度国民年金の年金額を
お知らせします
4・5 月分は 6 月に支払われます。
問目黒年金事務所（☎3770－6421）
種別
老齢基礎年金
障害基礎年金

金額
（満額）781,700円
（ 1 級）977,125円
（ 2 級）781,700円

遺族基礎年金
（子 1 人のある配偶者）

1,006,600円

目黒本町社会教育館の一部
を臨時休室します
改修工事のため、第 3 ～ 6 研修室
は、11／17
（火）
～ 3 年 2 ／28（日）は

利用できません。
問目黒本町社会教育館（☎3792－
6321）

国民健康保険料の通知書・
簡易申告書を ６ 月中にお送
りします
〈保険料通知書〉
納付書は ６ 月と11月の ２ 回に分け
て送付します。全期一括払いの納付
書は ６ 月分に同封します。
〈簡易申告書〉
前年の所得税・住民税の申告をし
ていない、22歳以下、66歳以上、外
国籍の国民健康保険加入者に郵送し
ます。前年の収入などを記入し、返
送してください。前年所得が一定基
準以下の場合は保険料の均等割額が
減額されます。
問国保年金課資格賦課係（☎5722－
9810）

男女平等・共同参画オンブ
ーズの活動を報告します
職場や学校でのセクシュアル・ハ
ラスメントや、男女平等の視点に欠
けると思われる区の施策など、男女
が平等に共同参画し性の多様性を尊
重する社会づくりの推進を阻害する
事項について、相談や申し出を受け
ています。

申し出を受けると、区から委嘱さ
れたオンブーズ（法律・労働関係の
専門家）が、公平・公正な立場で迅
速に調査をし、必要に応じて指導や
是正勧告を行います。
元年度のオンブーズ年次報告は、
ホームページでご覧になれます。
問人権政策課男女平等センター係
（☎5722－9601）

青少年の育成に関する相談
は青少年委員へ
青少年委員は、子どもたちの健全
な育成のため、地域行事を通して活
動しています。青少年活動に関する
相談を希望するかたは、お問い合わ
せください。
問生涯学習課青少年係（☎5722－
9309）

地域活動団体損害賠償責任
保険に加入しましょう
子ども会などの地域活動団体を対
象とする、行事運営上の不備が原因
の事故などに備える損害賠償責任保
険です。保険料は、区が負担します。
けがや死亡の場合に支払われる傷害
保険ではありません。申し込み方法
など、詳細はお問い合わせください。
申込期限 6 ／10
問地域振興課区民活動支援係（☎

5722－9872）

ボランティア・区民活動の
経費を助成します
対象 福祉のまちづくりを目的に区
内で活動する団体の 2 年度の活動
助成内容 物品や機材、広報、研修
講習会などの経費（ 2 年度終了事業
を含む） 助成額 50,000円（この
助成は歳末たすけあい・地域福祉募
金の配分金を運用しています）。申
し込み方法など、詳細はお問い合わ
せください 申込期限 6 ／ 5
問めぐろボランティア・区民活動セ
ンター（☎3714－2534）

都営住宅入居者を募集します
募集住宅 都内全域の①家族向け②
単身者向け（一般募集住宅）③若年
夫婦・子育て世帯向け（定期使用住
宅）。申し込み方法など、詳細は募
集案内（ ６ ／ ８ ～16に、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、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。都住宅供給公社ホームページか
ら印刷可）をご覧ください。感染症
対策の影響で、募集案内の配布期間
などを変更する場合があります。
問公営住宅の窓口（☎3715－1871）

