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　私たちが暮らすまちには、障害の有無にかかわらず、性別、
年齢などさまざまな人がいます。
　誰もが互いの人格と個性を尊重して支え合う社会（共生社
会）を目指し、障害者差別解消法が制定されました。しかし、
現実には、さまざまなバリアがあります。一人ひとりが社会に
あるバリアから生じる困りごとや痛みに気づき、どうすればな
くせるのか一緒に考え、配慮や工夫をすることが大切です。

■問障害施策推進課計画推進係（☎5722－9848、■Ｆ5722－6849）

障害者差別のないまちは

誰もが
暮らしやすいまち

12 ／ 3 ～ 9 は障害者週間

配布場所
総合庁舎本館 2階
障害施策推進課

障害者差別解消法
パンフレットを
配布しています

できることからはじめよう

11月は児童虐待防止推進月間

障害者週間記念パネル展 めぐろふれあいフェスティバル開催 中止

　区内の障害者福祉施設利用者が制作した作品
などを展示します。
日時　 11／28（土）～12／ 4（金）8：30～17：00

（最終日は15：00まで）
会場　総合庁舎本館 1階西口ロビー

　毎年12月に開催しているめぐろふれあいフ
ェスティバルは、新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、今年度の開催を中止します。

12時の方向に
鮭があります

そこに
看板が
あります！

■店などでできる取り組み

　騒いでしまうなど、待つことが難しい場
合、座れる場所を用意する等の工夫で落ち
着けることがあります。また、周囲のかた
は、優しく見守ることも大切です。

■飲食店でできる取り組み

クロックポジション
　食事の内容や皿の位置を時計の短針に
例えて知らせる手段です。

上手にできたね～！

外見から分からな
くても援助や配慮
を必要とするかた
が、周囲に知らせ
るマークです

ヘルプマーク

心臓が悪いから
座ってるのに…

もう乗っても
いいのかな？

上れないな…
届かないな…

こんなときバリア（＊）を感じます ＊障害のある人にとって生活を送るうえで障壁となる事物、制度、習慣、考え方

  189へ
（いちはやく）

虐待かもと
思ったら

☎

▲子ども虐待防止の象徴「オレンジリボン」

■病院などでできる取り組み

　移動が難しいかたなどの場合、会計
や薬を渡す手続き等、職員が待合室の
患者のところまで出向きましょう。

相手の年齢に応じた言葉遣いで
話しましょう

「もう乗れますよ」と声を掛け
ましょう

「お手伝いしましょうか」と声
を掛けましょう

そういった障害のある人がい
ることを知り、理解すること
が大切です

写真やイラストなどを使うと、
理解しやすくなります

「前方に看板があります」など
具体的な説明をしましょう

声を掛けて、代わりに取るなど
しましょう

喫煙は、喫煙所で行うなどマナー
を徹底しましょう

視覚障害の場合

知的障害や発達障害の場合

肢体不自由の場合

内部障害の場合

人工肛門・人工ぼうこうをつけてい
る人を表すマークです。袋に入った
排せつ物の処理で、多機能トイレを
使用します。一般トイレを利用できる
人はできるだけ利用を控えましょう

オストメイト

苦しいな…

乗り物に乗るとき、電車やバ
スなどの列が進んでいること
に気づけないことがあります

知的障害などがあるからと、
子どもと同様の対応をされる
ことがあります

言葉を掛けられるとき、「そ
こ」「あそこ」では、方向が
分かりません

言葉の説明だけでは、理解し
にくい場合があります

段差があるとき、ちょっとし
た高さでも、車椅子の操作は
大変です

内臓などの障害のため外見
から分かってもらえません

高い位置の機械の操作や棚上
の物を取るとき、手が届きま
せん

呼吸器障害で携帯用酸素ボンベ
を利用していると、少量のたば
この煙でも苦しい思いをします

8 面で、障害福祉施設の期間限定品を紹介しています
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特別区税
471億円
（43.4％）

特別区税
471億円
（43.4％）

国・都支出金
243億円
（22.4％）

国・都支出金
243億円
（22.4％）

特別区
交付金
183億円
（16.9％）

特別区
交付金
183億円
（16.9％）

譲与税 ･交付金
74億円（6.7％）
譲与税 ･交付金
74億円（6.7％）

繰入金　4億円（0.4％）繰入金　4億円（0.4％）

特別区債　13億円（1.2％）特別区債　13億円（1.2％） その他
97億円
（8.9％）

その他
97億円
（8.9％）

歳入歳入
1,085億円
区民 1人当たり
38万 4 千円

区の財政状況

元年度決算のあらまし

●普通会計歳入歳出の状況 ●財政指標から見る財政状況

　前年度に比べて、特別区
税が20億円の増、国・都支
出金が38億円の増、特別区
交付金が28億円の増となり
ました。その他と合わせ、
全体として90億円の歳入増
となりました。

90億円 
増えました

74億円増えました

歳入の
状況

経常収支
比率

歳出の
状況

（目的別）

※住民数は、282,628人（ 2年 4／ 1現在）で計算

※数値は項目ごとに四捨五入しているため、合計額などと一致しない場合があります

　前年度に比べて、子育て
支援施策の充実などによ
り、民生費が42億円の増、
中央体育館の大規模改修費
用などにより、教育費が26
億円の増となりました。全
体として、74億円の歳出増
となりました。

民生費
531億円
（51.7％）

民生費
531億円
（51.7％）

総務費
163億円
（15.9％）

総務費
163億円
（15.9％）

教育費
143億円
（13.9％）

教育費
143億円
（13.9％）

衛生費
86億円
（8.4％）

衛生費
86億円
（8.4％）

土木費　55億円（5.3％）土木費　55億円（5.3％）
公債費　24億円（2.3％）公債費　24億円（2.3％） 商工費　9億円（0.8％）商工費　9億円（0.8％）

その他　17億円（1.6％）その他　17億円（1.6％）

歳出歳出
1,028億円
区民 1人当たり
36万 4 千円

　区財政の健全化判断比率は、すべての指標において健全な状況
です。また、財政構造の硬直化度合いを表す経常収支比率は、適
正範囲となりました。しかし、これらによって財政状況に問題が
ないとはいえず、引き続きさまざまな指標を用いて状況を分析
し、安定的な財政運営に向けた取り組みを行っていきます。

①�実質赤字比率
　�一般会計などの実質的な赤字が、標準財政規模（使い道の制
約されない区の平均的な年間収入）に対してどの程度かを示
す指標
②�連結実質赤字比率
　�実質赤字比率の範囲を特別会計にまで広げて算定した指標
③�実質公債費比率
　�借入金の実質的な年間返済額が、標準財政規模に対してどの
程度かを示す指標（ 3カ年平均を算定結果とする）
④�将来負担比率
　�将来的に区が支払う負担見込額が、標準財政規模に対してど
の程度かを示す指標

　令和元年度は「安全・安心を守り支え、未来につなげる予算」と位置
付け、 4つの重要課題に積極的に取り組みました。 1つ目は「安全・安
心なまちづくり」で、災害時要配慮者への支援の充実、特殊詐欺被害の
防止対策、ブロック塀等の除却の促進などを行いました。 2つ目は「子
育て支援の充実と教育の振興」で、保育園の待機児童対策を進め、今年
4月に待機児童ゼロを達成しました。また、児童館・学童保育クラブの
充実、区立小・中学校全校への教員をサポートするスタッフの配置など
を実施しました。 3つ目は「福祉の充実と健康づくりの推進」で、特別
養護老人ホームの整備支援や受動喫煙防止対策などを進めました。 4つ
目は「良好で快適な環境と活力あるまちづくり」で、町会会館の整備助
成などのコミュニティ施策の推進や電動アシスト自転車を有料で貸し出

安心して暮らすことができる
活力あるまちの実現に向けて

す自転車シェアリング事業の実証実験などを実施しました。
　歳入は、平成30年度と比べ、特別区税と特別区交付金の増などによ
り、90億円増えました。経常収支比率は、区の歳入のうち新しい事業や
臨時の事業に使えるお金がどの程度あるかを測る指標で、 4年ぶりに適
正範囲となりました。
　元年度末の積立基金（貯金）残高は、平成30年度末の425億円から493
億円に増えました。一方、特別区債（借金）残高は148億円から139億円
に減りました。平成27年度から貯金が借金を上回っていますが、23区で
見れば貯金が少ない方となっています。
　今後に目を向けると、ふるさと納税などの国の不合理な税制改正によ
り、本来、区に入るはずの歳入が地方に流出し、さらに新型コロナウイ
ルス感染拡大に伴う景気悪化によって大幅な歳入減が懸念されます。一
方で、社会保障費などの歳出は増加していくことが予想されます。引き
続き新型コロナウイルス感染症対策にしっかりと取り組むとともに、将
来にわたって多種多様な課題に適切に対応していくため、安定的な財政
基盤の確保に努め、区長として区政の先頭に立って、「住みたいまち、
住み続けたいまち目黒」づくりに、全力で取り組んでまいります。

目黒区長　青木英二

▲�元年度中に、区有施設の空
きスペースを活用した目黒
三田保育園キミトミライト
を開設したほか、15カ所の
保育園を整備しました

▲�自転車シェアリング事業
のサイクルポート。電動
アシスト自転車で区内や
周辺区に行き来すること
ができます

▼��大規模改修工事を行った
中央体育館。区民の誰も
が、多様なスポーツ・レ
クリエーションに親しむ
ことができます

▲はマイナス

健全化判断比率�
【早期健全化基準】 目黒区 23区

●①実質赤字比率�
【11.25%以上】 黒字のため非該当 全区黒字のため非該当

●②連結実質赤字比率�
【16.25%以上】 黒字のため非該当 全区黒字のため非該当

●③実質公債費比率�
【25%以上】 ▲�4.0% 平均▲�3.5%

●④将来負担比率�
【350%以上】 マイナスのため非該当 全区マイナスのため非該当

財政健全化法に基づく
健全化判断比率

【　】の数値を上回るものが 1 つ
でもあると、早期健全化に向け
た対応が必要となります。

　区税などの経常的な収入が、どの程度人件費や
施設維持費など経常的な経費に使われているかを
示す指標です。この率が高いほど、区の財政に余
裕が少ないことになります。70～80％が適正範囲
といわれています。

令和元年度30年度29年度28年度

79.279.0

85.6
84.1

81.6

79.179.879.3
77.8 78.5

平成27年度

23区平均

目黒区

70

75

80

85

(％)90

適正範囲
70～80％

　区の財政状況の公表に関する条例に基づき、毎年 5月と11月に財政状況を公表しています。今回は、「元年度決算のあらま
し」「 2年度上期の補正予算と執行状況」についてお知らせします。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、Ｆ5722－9331）

ふるさと納税による
区の減収が
深刻化しています

22億円の
減収！

ふるさと納税による
税の減収額

ふるさと納税人数

減収額は
年々増加

20,078人

26,375人 27,412人

15,134人

8,535人

2,696人
847人

12.0億円

0.3億円 6.1億円

16.2億円 721.7億円 22.1億円

1.2億円
30年度

平成
26年度

令和
元年度27年度 28年度 29年度 2年度

　ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附できる制度です。その趣
旨には賛同しますが、区民の皆さんが区外へふるさと納税をすると、
その分、区の収入が減る仕組みです。
　ふるさと納税による減収額は毎年増え続け、 2年度は約22億円が減
収となる見込みです。 6年間で約70倍に拡大しており、区の財政に大
きな負担となっています。

2 年度上期の補正予算と執行状況

※いずれも 2年 9／30現在（出資による権利、物品、債権は 2年 3／31現在）

● 2 年度補正予算
　新型コロナウイルス感染症対策を中心に、緊急課題などの経費について予算計
上しました。また、社会経済状況の変動などに備えるために、財政調整基金など
の区の貯金に積立を行いました。

一般会計（第 1・ 2・ 3号）、
国民健康保険特別会計（第 1・ 2号）、
後期高齢者医療特別会計・介護保険特別会計（第 1号）

補正後の各会計予算額と執行状況� 単位：億円

区分
予算額 収入済額 収入率

当初 補正 補正後 支出済額 執行率

一般会計 1071.2� 368.3� 1439.5�
845.9� 58.8%

659.4� 45.8%

国民健康保険�
特別会計 251.4� 2.3 253.7�

97.8� 38.6%

86.6� 34.1%

後期高齢者�
医療特別会計 68.3� 1.0� 69.3�

25.9� 37.4%

21.5� 31.0%

介護保険�
特別会計 211.0� 3.2� 214.2�

94.0� 43.9%

82.4� 38.5%

区有財産の状況
区分 現在高 備考

土地 817,232㎡

建物 526,795㎡

物権 0件

出資による�
権利 8億円 芸術文化振興財団など

への出資金

物品 49億円 取得金額 1件50万円以
上のもの

債権 1億円 奨学資金などの貸付金

基金 481億円 積立基金と公共料金支
払基金などの運用基金

特別区債の状況

特別区債現在高 155億円 一般会計

一時借入金の状況

一時借り入れは行っていません

特別区民税の負担状況

総額 438億円

特別区民税の 2年度予算額� 1 世帯当たり 275,315円

� 1 人当たり 155,171円

歳出の
主な
補正内容

〈その他〉
◦障害福祉サービスなどの給付費
◦小学校内学童保育クラブの整備

〈新型コロナウイルス感染症対策〉
◦特別定額給付金
◦�目黒区ひとり親家庭等生活応援給付金
◦�新型コロナウイルス対策緊急融資

◦PCR検査体制の拡充
◦�めぐろ地元のお店応援券の発行
◦�区立小・中学校における児童・生徒 1人
1台の情報端末整備

◀�こぶしえん
（仮称）の
完成イメー
ジ

　都市型軽費老人ホームは、低額な費用で、食事や生活相談などのサ
ービスを受けながら、自立した生活を送ることができる施設です。
　施設についての詳細は、運営事業者（特別養護老人ホームいずみえ
ん）へお問い合わせください。
　入所者は、入所判定会議（ 3年 3月）で決定し、施設から連絡しま
す。

問高齢福祉課高齢者支援係（☎5722－9352、Ｆ5722－9474）

都市型軽費老人ホームの
入所者を募集します

お知らせします

中
央
中
通
り

東急バス
「清水」

目黒本町
福祉工房

目黒通
り

東急バス
車庫 不動小学校ゆらりん

下目黒保育園

こぶしえん

目黒郵便局

名称　都市型軽費老人ホーム　こぶしえん（仮称）
所在地　下目黒 6－18（第四中学校跡地）
開設時期　 3年 4月（予定）
運営事業者　
社会福祉法人徳心会　

問特別養護
老人ホーム
いずみえん
（☎5722－5550）

対象　�区に住民登録があり、区内に 3カ月以上在住する、在宅生活が
困難な60歳以上のかた

定員　20人

費用　月額10万円程度（居住費、食費、水道光熱費）
※�収入に応じて月額 1万～14万3，600円のサービス提供料が別途必要

※施設の受け入れ体制により、開設当初に入所できない場合あり

申し込�み方法　申込書（総合庁舎本館 2階高齢福祉課で
配布。ホームページ〈右コード〉から印刷可）
を、12／28までに、高齢福祉課へ持参
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A digital book is delivered．★めぐろ区報は、日本語に加え英語・中国語（簡体・繁体）・ハングルで読めるデジタルブックを配信しています。

性の多様性ってなんだろう
LGBTの人たちが直面する困難

　LGBTの人たちが直面する困難を年代別にみると、幼少期は、体の性別に基づいて服やおも
ちゃを買い与えられるため、本当はそうではないものが欲しかったけれど、我慢せざるを得な
いということがあります。
　思春期になり、友人たちが恋愛に興味を持ち始める中、同性にひかれることや誰にもひかれ
ないことを言えなかった、というのもよくある経験です。また、第二次性徴期に自分の体への
違和感が増幅することもあります。制服のある学校の場合、望まない性別の服を着なければな
らない苦痛だけでなく、周囲から服の性別で認識されてしまうというストレスもあります。
　就職活動では、履歴書等の性別欄、男女別のスーツなど、入り口でつまずいてしまうことも
あります。就労してからも、心身の性別が一致していることや異性を愛することが前提の会話
の中で、嘘をつかないといけない場面があったり、日常的に男女差別の激しい職場や「ホモネ
タ」「オカマネタ」が飛び交う職場で、安心して働くことができなかったりします。
　大切なのは、身近にLGBTの人たちがいるかもしれないという意識と、正しい知識を持つこ
とです。子どもの意見も尊重する、セクシュアリティをやゆする発言をしないなど、できるこ
とはたくさんあります。ぜひあなたもアライ（LGBTの理解者・支援者）になってください。

日時　12／ 1（火）～ 3（木）
　　　 9：00～16：00
会場　総合庁舎本館 1階
   休憩コーナー
内容　啓発パネル展示と人権クイズ
■問人権政策課人権・同和政策係（☎5722－9214、Ｆ5722－9469）
※例年区民センターホールで開催する「人権週間区民のつどい」
　は、感染症対策のため中止します

人権週間パネル展 クイズ参加者に、
来年の干支土鈴を
プレゼント！
（限定360個）
※筆記用具を要持参

みんなの人権110番（東京法務局）

問人権政策課男女平等・多様性推進係（☎5722－9214、Ｆ5722－9469）

　出生時の性別と自分の認識する性別が異なる、好きになる相手が異性ではないなど、性にはさまざ
まな姿があります。近年実施された調査では、約10％の人がLGBTに該当するという調査結果も出て
おり（出典：LGBT意識行動調査2019〈LGBT総合研究所〉）、自分の周りにいないのではなく、見えて
いないだけかもしれません。
　区は、性の多様性を尊重し、誰もがその人らしく生きていくことのできる社会を実現するため、今
年 3月、これまでの条例に性の多様性尊重の理念を加え、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重
する社会づくり条例として改正・施行しました。すべての人が性別などによって差別的な扱いを受け
ることのない社会づくりに向けて、自分にできることを考えてみませんか。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

認定NPO法人ReBit（リビット）
教育事業部マネージャー

小川奈津己さん

特集
性の多様性

\                                            /ありのままの自分で生きていける社会に

名称 内容・問い合わせ先

男女平等・共同参画センター
こころの悩みなんでも相談

自分の生き方、家庭や職場の人間関係など女性のさまざまな心の悩みと性的マイノリティなどの相談
☎5721－8572（火・木・金・土曜日10：00～16：00、水曜日18：00～21：00〈祝日・年末年始を除く〉）

男女平等・共同参画オンブーズ（要予約） 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阻害事項、セクシュアル・ハラスメントなどの相談
☎5722－9601（予約専用。火～日曜日9 ：00～17：00〈年末年始を除く〉）

Tokyo LGBT 相談
東京都性自認及び性的指向に関する専門電話相談

性自認と性的指向に関するさまざまな悩みや不安についての相談
☎3812－3727（火・金曜日18：00～22：00〈祝日・年末年始を除く〉）

　自身の性について、ほかの人に開示することを、カミングアウトといいます。カミングアウトを受け
た周囲の人は、それがどれだけ勇気と決断を要するものであったかを理解し、本人の性的指向や性自認
を尊重することが求められます。
　カミングアウトの内容を、本人の同意なくほかの人に暴露することをアウティングといいます。たと
え善意であっても、本人を著しく傷付ける可能性があり、決して行ってはいけません。誰にどこまで伝
えているのかを必ず確認し、それ以外の人には話さないことを徹底しましょう。

そうか！LGBTの人たちは、周囲の理解が足りなくて
つらい思いをすることが多いんだね

めぐちゃ
ん

めぐ蔵と
一緒に考

える

区内に両親と弟と暮らす小学 3年
生。祖父母と 2世帯住宅に住む

※ 6色のレインボーフラッグ
は、多様性の象徴で、LGBT
支持を示すシンボルです

めぐちゃん
めぐちゃんの祖父。めぐ
ちゃんと遊ぶのが楽しみ

めぐ蔵

今日ね、学校でLGBTの話を聞いたの。
おじいちゃん、LGBTって知ってる？

えるじーびーてぃー…
聞いたことはあるが、よく分からないなぁ

人は皆違っていて当たり前。性のあり方も同じだと
理解すれば、偏見をなくせるね

なくそう！差別につながる身元調査

問戸籍住民課戸籍証明係
（☎5722－9805、Ｆ5721－7814）

　戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）などを、不正に
取得する事件が明らかになっています。このような
不正行為は、プライバシーの侵害にあたるだけでな
く、人権侵害にもつながります。
　区は、不正取得の防止に努めるとともに、不正取
得が明らかになった場合には、本人にその事実をお
知らせしています。

レズビアン（Lesbian） ゲイ（Gay）

バイセクシュアル（Bisexual） トランスジェンダー（Transgender）

　性自認が女性で、女性を好き
　になる人

　性自認が男性で、男性を好き
　になる人

　異性と同性、どちらの性別も
　好きになる人

　出生時の性別と性自認が一致
　 しない人（下図は、性別が女
性で、性自認は男性の例）

男 男

男 男

女 女

女 女

性的指向 性的指向

性別

性自認 性自認

性的指向
性自認

　次の 4つの言葉の頭文字を取った言葉です。これらに当てはまる人を含
む性的マイノリティ（性的少数者）を総称する言葉の一つとしても使われ
ています。

　人の性を構成する要素として、下図の 4つがあります。
　性には、これらの 4要素の掛け合わせによって、多様なあり方が存
在しています。性的指向・性自認（SOGI※）を典型的なパターンに
当てはめて勝手に判断することは、思わぬ形で人の心を傷付けること
につながります。多様な性があるということを理解しましょう。
※SOGI（ソジ・ソギ）＝性的指向（Sexual Orientation）と性自認
（Gender Identity）の頭文字をとった言葉

男女

性表現

身体的特徴を基にある程度
客観的に判断されます

服装や言葉遣いほか

性別（戸籍の性）

自分の性別をどのように
認識しているか

性自認（心の性）

恋愛や性愛の対象となる
性別のこと

性的指向（好きになる性）

そうだね！皆がありのままの自分でいられるように、皆で
アライ（LGBTの理解者・支援者）になったらいいんだね

性の多様性

カミングアウトとアウティング

大切なのは違いを受けとめる心

多様な性についての相談窓口・支援機関

LGBTとは

人権に関する相談はこちらへ

　☎0570－003－110　
　（月～金曜日 8  ：30～17：15）

女性の人権ホットライン

　☎0570－070－810
　（月～金曜日 8  ：30～17：15）

子どもの人権110番

　 0120－007－110
　（月～金曜日 8  ：30～17：15）

外国語人権相談ダイヤル

　☎0570－090－911
　（月～金曜日 9  ：00～17：00）

※受け付けは、いずれも祝日・休日・年末年始を除く　※人権身の上相談は、感染症対策のため休止中

法務省

インター
ネット
による
人権相談

打ち明けられたら
どうすれば
いいのだろう

日時　12／23（水）～ 3年 1／12（火）8：30～19：00
　　　 （12／29～ 1 ／ 3 ､ 1 ／11を除く。初日は14：00から、最終日は12：

00まで。土・日曜日は 8：30～17：00）
会場　総合庁舎本館 1階西口ロビー

小・中学生人権啓発 標語作品展

「だいじょうぶ　なにがあったの　いってごらん」

「つみとろう　いじめの芽　差し出そう　あなたの手」

五本木小学校 1年　浦谷悠里さん

目黒中央中学校 3年　杉本陽菜さん
※学校名・学年
　は受賞当時

元年度
区長賞
受賞作品



Ｈは、区のホームページから申し込み・提出可

　主に区内公共施設で活動している
趣味のサークルで、営利性・政治
性・宗教性のないものを紹介してい
ます。入会・申し込みなどは当事者
間で。区は関与しません。
　掲載を希望するかたは所定の申込
書に必要事項を記入し、郵送・FAX
などで広報課区報係へ。

を歩く。入会金なし、会費年額3,500
円。問酒井（☎3717－5724）
◆めぐろジェンダー平等の会（女性の社
会参画）
毎月第 3（木）14：30～16：30、男女平
等・共同参画センターで。入会金なし、
会費年額1,000円。問中島（☎3719－9516）

◆子育てひろばで乳幼児の相手など活動
を手伝う
日時　毎週（月）～（金）10：00～16：00で
都合のよい曜日・時間　場所　双葉の園

◆目黒ウォーキングクラブ
毎月 2～ 4回、関東周辺の里山やまち

保育園（大橋 2－16－ 6 ）
◆地域交流の集まりでゲームなどをして
高齢者の相手をする
日時　毎月第 1～ 3（月）12：30～16：00
場所　下目黒住区センター（下目黒 2－
20－19）
◆活動のお便りの発送準備を手伝う　
日 時　毎月第 3・ 4（火）（木）14：00～
15：00　場所　地域活動支援センターセ
サミ（中央町 2－32－ 5 　スマイルプラ
ザ中央町内）
◆障害がある1₀～2₀代のかたのマラソン
の伴走をする
日時　毎週（土）10：00～11：00　場所　

林試の森公園（下目黒 5－37）ほか
◆ふれあいサロンで手芸や小物作りなど
を手伝う　
日時　毎月第 1～ 3（月）10：00～12：00
場所　自由が丘住区センター宮前分室
（八雲 3－22－15）
◆ミニデイサービスで小物作りなどを手
伝う
日時　毎月第 2・ 4（金）10：00～11：30
場所　総合庁舎別館 4階目黒区社会福祉
協議会

問めぐろボランティア・区民活動セン
ター（☎3714－2534、Ｆ3714－2530）
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■問土木管理課交通安全係（☎5722－9442、■Ｆ5722－96₃6）、
　目黒警察署（☎₃710－0110）、碑文谷警察署（☎₃794－0110）

　年末年始は、お酒を飲む機会が多くなります。
　飲酒運転は犯罪という意識を持ちましょう。運転する人に酒類を
提供する、飲酒した人が運転する車に同乗する、飲酒した人に車を
貸すなどの行為も、運転手と同様に刑事責任を問われます。
　また、飲酒運転には自動車やバイクだけでなく、自転車も含まれ
ます。
　飲酒・酒気帯び運転は、絶対にしない・させないという強い意思
を持ち、みんなで協力しましょう。

年末年始の交通事故防止

飲酒運転は、
絶対にしない・させない

1  飲んだら、運転しない

2  運転する人に、飲ませない

₃  飲んだ人に、運転させない

飲酒運転を無くす３つの約束

12 ／ 1 ～ 7 は TOKYO交通安全キャンペーン期間

ハンドルキーパー運動に
ご協力ください
　自動車で仲間などと飲みに行く場合、お酒を
飲まない人（ハンドルキーパー）を決めて、そ
の人が仲間を送り届けるという、飲酒した人に
ハンドルを握らせない運動です。

～15：30　内容　 1 ／ 1 ～ 9 の買い
物で、抽選会参加券を進呈
問目黒銀座商店街協同組合（☎3712
－2944）

歳末たすけあい・地域福祉
募金にご協力ください
　75歳以上のひとりぐらし等高齢者
登録者などへの見舞金や地域福祉活
動の推進に使われます。
実施期間　12／ 1 ～31
問目黒区社会福祉協議会（☎3711－
4995）

Ｈ₅₀歳以上胃がん検診　　
（12～ ₃ 年 2 月受診分）

会場　区内実施医療機関　検査方法
胃X線（バリウム）または胃内視鏡

対象　昭和46年 3 ／31以前生まれの
区内在住者。ただし次のかたを除く
①元年度に区の胃がん検診を受診②
勤務先・家族検診などで同検査が受
けられる③胃の治療中ほか
申電話で、12／14までに、健康推進
課成人保健係（☎5722－9589、Ｆ
5722－9329）へ

健康づくり健診
日時　12／18（金）8：45～10：30　
会場　総合庁舎本館 3階目黒区保健
所　内容　身長・体重・血圧測定、
尿・血液検査　対象　 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　定員　40人（先着）　
費用　健診料500円（生活保護受給
者などは無料）
申電話で、保健予防課保健管理係
（☎5722－9396、Ｆ5722－9508）
へ。窓口申し込み可

コケ観察と
コケテラリウムづくり

日時　12／12（土）10：00～12：00。
荒天時は室内活動のみ　会場　駒場
野公園拡張部展示室（駒場 2－17－
20）　内容　公園のコケ観察とコケ
を使ったインテリア作り。透明な容
器を 1人 1個持参　定員　 6 人（抽
選。小学生以下は保護者同伴）
申往復ハガキに、記入例①～⑤を書
いて、12／ 2 （必着）までに、駒場
野公園自然観察舎（〒153－0041駒
場 2－19－70、☎3485－1754）へ

家族介護教室
～食事・移乗介助のコツ

日時　12／13（日）10：00～12：00　
会場　特別養護老人ホーム東が丘
（東が丘 1 － 6 － 4）　対象　在宅
で高齢者を介護する家族・援助者、
介護に関心のあるかたほか　定員　
10人（先着）　費 用　テキスト代
1,000円
申電話またはFAX（記入例①～⑤
を記入）で、12／10までに、特別養
護老人ホーム東が丘（☎5481－
5639、Ｆ5481－5168）へ

まち歩きボランティアガイ
ド養成講座

日時　12／12（土）10：30～12：00　
内容　目黒の魅力を案内する観光ガ
イド活動のためのスキルを学ぶ。会
議アプリZoom（ズーム）によるオ
ンラインで実施　定員　30人（先
着）。詳細は、めぐろ観光まちづく
り協会ホームページをご覧ください
申Eメールに、記入例①～④を書い
て、12／10までに、めぐろ観光まち
づくり協会（☎5722－6850、□
meguro@meguro-kanko.com） へ。
同協会ホームページから申し込み可

笑いと健康講座
日時　12／11（金）14：00～16：00　
会場　総合庁舎別館 4階目黒区社会
福祉協議会　内容　笑いヨガ（笑い

と深呼吸を組み合わせた健康体操）
で元気に過ごす方法。会議アプリ
Zoom（ズーム）によるオンライン
参加あり　講師　日本笑いヨガ協会
代表　高田佳子氏　定員　来場＝ 8
人、オンライン＝20人。いずれも先着
申来場希望者は電話で、オンライン
希望者はEメール（記入例①～④を
記入）で、目黒区社会福祉協議会（☎
3714－ 2841、 Ｆ 3711－ 4954、 □
zaitakufukushi@meguroshakyo-i.
net）へ

会議を公開します
会議名 日時・会場

❶�情報公開・個人情報
保護審議会

問広報課報道・情報公
開係（☎5722－9622）

12／ 7（月）14：00
～16：00・総合庁
舎本館 1階E会議
室

❷子ども施策推進会議
問子育て支援課子育て
支援推進係（☎5722
－8723）

12／ 8（火）16：00
～18：00・総合庁
舎本館 4階特別会
議室

※傍聴希望者は当日会場へ

男女平等・共同参画オンブ
ーズ特別相談会

日 時　12／11（金）10：30～12：30
（受け付けは12：00まで。 1人30分
程度）　会場　総合庁舎本館 1 階男
女平等・共同参画オンブーズ室　相
談内容　職場や学校などでのセクシ
ュアル・ハラスメント、男女平等の
視点が欠けていると思われる区の施
策ほか
問人権政策課男女平等センター係
（☎5721－8570）。希望者は当日会
場へ

「目黒銀座クリスマスセー
ル」「新春初売り」

会場　目黒銀座商店街（中目黒駅下
車 2分）
〈目黒銀座クリスマスセール〉
日程　12／ 1（火）～25（金）　内容　
福引加盟店での買い物500円以上で
スクラッチカード 1枚を進呈。金券
の有効期限は 3年 1／31
〈新春初売り〉
抽選会日時　 3 年 1 ／ 9（土）13：00

ハガキ・FAX
の記入例

往復ハガキに
は、返信用に
も住所・氏名
を書いてくだ
さい

情報
ボックス
情報
ボックス

★ 感染症対策のため、講習などを中止する場合があります。最新情報はホームページをご覧いただくか、お問い合わせください
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相談名 日時 問い合わせ
法律相談（予約制・前週
の水曜日から受け付け）

毎週（水）、第1・2・4・5（木）13：00～16：00

区民の声課
☎5722－9424

第 3（木） 9：00～12：00
税務相談（予約制・前週の
火曜日から受け付け） 第 1～ 4（火）

13：00～16：00

不動産取引相談（予約制・前
週の月曜日から受け付け） 第 2・4（月）

登記・成年後見制度相談（予約
制・前週の月曜日から受け付け）第 3（月）

こころの相談
（予約制・電話相談可） 毎週（金）

少年相談（前日までに予約）第 3（火）
年金・労務相談（予約制・前
週の金曜日から受け付け） 第 3（金）

行政相談（予約制・前週
の月曜日から受け付け）

第 1（月）
行政書士相談（予約制・前
週の月曜日から受け付け）

外国人相談

英語＝毎週（月）～（金）、中国
語＝毎週（月）（火）（水）（金）、
ハングル＝第 1・3（木）、
タガログ語＝第 2・4（木）

10：00～12：00
（英語は 9：00から）
13：00～17：00

外国人相談窓口
（英語は☎5722－9187、中国
語・ハングル・タガログ語は
☎5722－9194）

人権身の上相談
※休止中 第 1・3（木）

13：00～16：00
当日受け付け
は15：00まで

人権政策課人権・同和政策係
☎5722－9280

男女平等・共同参画オンブーズ
（苦情処理機関）相談（予約制） 日時は相談に応じます

男女平等・共同参画オンブーズ
☎5722－9601

女性のための法律相談
（予約制） 第 2・4（土） 9：30～12：05 男女平等・共同参画センター☎5721－8570
女性のためのからだの
相談（電話相談可） 第 1・3（土） 10：00～12：00 男女平等・共同参画センター☎5721－8573
女性のこころの悩みなん
でも相談（電話相談可）

毎週（火）（木）（金）（土）10：00～16：00 男女平等・共同参画センター
☎5721－8572毎週（水） 18：00～21：00

子育て総合相談
（電話相談可） 毎週（月）～（土） 8：30～17：00 子育て支援課ほ・ねっとひろば☎3715－2641

子ども相談室
（電話相談可） 毎週（水）～（土） 10：00～17：00

めぐろはあとねっと
（子どもの権利擁護委員制度）
0120－324－810（相談日のみ）

保健福祉サービス苦情
調整委員による相談

週 1回（詳細はお問
い合わせください）

午前または午
後

権利擁護センター「めぐろ」
☎5768－3963

内職相談 毎週（月）～（金） 8：30～17：00 高齢福祉課いきがい支援係☎5722－9719
ワークサポートめぐろ
就労相談 毎週（月）～（金）

9：00～17：00 ハローワーク相談室☎5722－9326
10：00～17：00 キャリア相談コーナー☎5722－9632

受発注情報室（電話相談のみ）毎週（月）～（金） 10：00～11：30 中小企業センター内
☎3711－1185創業相談室（予約制） 毎週（火）～（木） 13：00～16：00

消費生活相談
（電話相談可） 毎週（月）～（金） 9：30～16：30 消費生活センター相談コーナー☎3711－1140
生活の相談
（生活の不安・困り事相談）毎週（月）～（金） 8：30～17：00 めぐろくらしの相談窓口☎5722－9370
健康体力相談（予約制）
メディカル・整形・栄養

土曜日の午後（相談内容に応じて時
間が異なります）

八雲体育館
☎5701－2984

住宅増改修相談 第 2・ 4（金）。12月の
第 4、 1月を除く 10：00～16：00 住宅課居住支援係☎5722－9878

福祉の相談窓口（サン
デーコンシェルジュ） 第 4（日） 9：00～17：00 福祉の相談窓口☎5722－9037、Ｆ5722－9363

新型コロナウイルス感染症対策として一部の相談を休止して
います。実施状況を、事前にお問い合わせください

くらし
の相談

12月の健康相談など　
※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

事業名 保健予防課 碑文谷保健センター
肝炎検査

（区民無料・予約制） 18（金）8：45～10：30 ☎5722
－9396

歯科相談（予約制）
1（火）・15（火）�
〈乳幼児〉9：00～10：00�
〈一般〉10：00～10：30

☎5722
－9503

10（木）・24（木）
時間などはお問い合わせ
ください

☎3711
－6446

精神保健相談（専門
医による・予約制）

10（木）13：30～15：30�
23（水）9：30～11：30

☎5722
－9504

11（金）13：00～14：30

☎3711
－6447

精神保健家族会
（予約制） 21（月）13：30～15：30

依存問題等家族相談 
（予約制）

〈個別〉�
1（火）13：50～16：00�
18（金）15：15～15：45�
〈グループ〉�
18（金）13：30～15：00

23（水）9：30～11：30

思春期・青年期の親
の会（予約制）

〈個別〉�
14（月）15：15～15：45
〈グループ〉�
14（月）13：30～15：00

健康相談 月～金曜日（28日まで）
8：30～17：00

月～金曜日（28日まで）
8：30～17：00

検便（細菌検査）
受け付け（有料）

火・水曜日（22・23・29・
30日を除く） 9：00～
12：00、13：00～15：00

☎3711
－6448

※�HIV・性感染症相談・検査、パーキンソン教室、ことばの相談室は、現在中止しています。
最新の状況はホームページをご覧いただくか、お問い合わせください
問保健予防課保健管理係（☎5722－9396、Ｆ5722－9508）、
　碑文谷保健センター保健サービス係（☎3711－6446、Ｆ5722－9330）

＋休日・土曜日・平日夜間などの診療・調剤案内
※事前連絡が必要です

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

八雲休日診療所　（休）9：00～11：30、13：00～16：30
　　　　八雲1-1-8　区民キャンパス内� ☎5701－2492

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

八雲休日調剤薬局　（休）9：00～17：00
　　　　八雲1-1-8　区民キャンパス内� ☎5701－2587

歯
科

▼歯科の診療時間は9：00～11：30、13：00～16：30

11月29日（日）　嘉部歯科医院
　　　　上目黒5-4-10� ☎3713－4700

12月 6 日（日）　益山歯科クリニック
　　　　柿の木坂1-30-16-2F� ☎3725－5588

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

　

問人権政策課（☎5722－9214、Ｆ5722－9469）

高まるパワハラへの関心
　職場のパワーハラスメント
（パワハラ）への関心が、年々
高まっています。都道府県労
働局などへの相談は右肩上が
りに増えて、元年度は87,570
件となり、平成24年度以降、
相談事由の第 1位です。
　一方、厚生労働省の平成28
年度パワハラに関する実態調
査では、パワハラを受けたと
感じたときに何もしなかった
人は40.9％でした。「何をし
ても解決にならないと思っ
た」などが理由に挙がってお
り、黙って我慢する被害者の
姿が想像されます。
早い段階で適切な相談を
　パワハラは、上司から部下
とは限らず、部下から上司、
後輩から先輩、同僚同士のい
じめや嫌がらせもあります。
　例えば、人格や能力を否定
するような内容のメールを多
くの従業員に送る、在宅ワー
ク中の従業員を必要以上に監
視して、私的なことに立ち入
るなどの行為もパワハラとな
る可能性があります。また、
性的指向や性自認に関するか
らかいや、本人同意のないア
ウティング（暴露）もハラス
メントです。こうした行為
は、個人の尊厳を深く傷つ
け、心身に測り知れないダメ
ージを与えます。仲間が精神
的な不調や離職、命に関わる

ような事態に陥る前に、相談
ができる体制、仕組みを整え
ることが大切です。組織内部
に、中立・公正で信頼できる
相談・解決の仕組みづくりが
求められます。
職場環境改善で予防へ
　パワハラが起きやすい職場
は、さまざまな立場の従業員
が一緒に働いている、コミュ
ニケーションが少ないなど、
共通した特徴があることが分
かっています。
　あらゆる職場で、まず組織
の長が「パワハラを許さな
い」と明言して、加害者に対
する処分を規定化することが
大切です。職場全体でもそう
した意識の共有化を図り、現
状を客観的に把握し、改善策
を話し合える職場風土をつく
ることが予防の道筋です。
パワハラ対策は事業主の義務
　昨年 5月に、改正労働施策
総合推進法（パワハラ防止法）
が成立し、就業規則等でパワ
ハラを禁止することを定める
ことや相談窓口の設置などが
企業に義務づけられました。
人はストレスの高い環境にお
かれると、他者に向けて発散
しようとする傾向が強まりま
す。そのような言動を起こさ
ないためにも周囲が職場で苦
痛を感じている人に気づき、
深刻化する前にパワハラの芽
を摘み取っていきましょう。

語ろう人権　家庭で地域で

パワーハラスメントの芽を
摘み取ろう

新型コロナウイルス感染症が
疑われるかたの相談

●東京都発熱相談センター
　☎5320－4592（無休。24時間）
●目黒区新型コロナ受診相談窓口
　☎5722－9089、Ｆ5722－9890（月～金曜日〈祝・休日を除く〉9：00～17：00）
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プロフィール
松尾雄治（まつお・ゆうじ）　ラグビー評論家、元ラグビー日本代表選
手。東京都出身。小学校からラグビーを始め、高校、大学で活躍後、新日
本製鐵釜石ラグビー部に入部。社会人選手権、日本選手権 7連覇達成とい
う「不滅の大記録」の原動力となる。引退後、ラグビー界初のスポーツキ
ャスターへ。第 4回目黒シティランでスターターを務める。

　区内の障害福祉施設では、菓子や雑貨などの製造・販売や、各種受注作
業などを行っています。作業や商品の売り上げは、工賃になり、自立した
生活を送るための大切な収入となります。
　クリスマスや新年向けの期間限定品を販売します。自宅用、プレゼント
におすすめです。

 ■問障害施策推進課障害施設係（☎5722－9893、■Ｆ5722－6849）

①福祉の店「Sun Marchē（さんまるしぇ）」
（目黒本町 1－14－24。月～土曜日11：00～19：00〈年末年始を除く〉）
②総合庁舎本館 1階西口ロビー
（販売日はホームページ〈右コード〉でご確認ください）
③ めぐろパーシモンホール（八雲 1－ 1－ 1　区民キャンパ
ス内。販売日は障害施策推進課へお問い合わせください）

販売場所

■1

■2

■4

■5

■3

　コロナ禍で少しでも前向きな気持ちになれるよう、目黒にゆかりのある
かたにメッセージを寄せていただきました。
　今回は、目黒高等学校（現在は目黒学院高等学校）出身で、元ラグビー
選手の松尾雄治氏です。

み ん な で
乗 り 越 え る

～リレー応援メッセージ　No.6

　新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活のいろいろなと
ころに影響しており、昨年ワールドカップで大いに盛り上がっ
たラグビー界にも大きな影響を与えています。それでも、みん
なの努力により、少しずつではありますが前進しています。
　 2月23日を最後に、中止となったジャパンラグビートップリ
ーグは2021シーズンが、来年 1月16日に開幕する予定です。大
学や高校のラグビーの大会も順次、開幕しています。
　コロナの影響で、日常生活は不便な部分もありますが、その
ような状況でも私たちは「オール　フォー　ワン、　ワン　フ
ォー　オール」の精神で、相手を思いやり、自分たちができる
ことを精いっぱい頑張って、コロナ克服という共通の目標に向
かっていかなければなりません。みんなでスクラムを組んでコ
ロナに立ち向かい、一歩ずつでも「前へ」進んでいきましょう。

障害福祉施設の
クリスマス ・ お正月の
期間限定品をご利用ください

■1シナモンのシフォンケーキ（ホール800円、カット300円）■2革製のカップホルダー（各
2,500円）■3ミルク・ココア・ラズべリー味の 3種類がセットになったナッツショコラ（600
円）■4ドイツのクリスマスの定番焼き菓子、シュトーレン（1,500円）■5クリスマスカード
（各100円）、ヘアゴム（各500円）、ボールペン（各800円）
■6おせちに使えるゆず大根、なます、豆ピクルスの 3 点セット（1,000円）■7来年の干支
「牛」の土鈴（各850円）■8縁起物のだるま土鈴（大1,000円、小600円）■9ガラスの箸置き
（ 2個セット1,000円、単品500円）10野菜の切りくずなどを再利用して色付けたペーパーク
ラフトのポチ袋（ 3枚入りで各200円）

11 マスクを耳にかけずに着け
られる革製のマスクベルト
（300円）

12 マスクを首から下げられる
ビーズのマスクコード
　（500円）

13 左右をつなげてマスクベル
トにもなるビーズのマスク
チャーム
　（400円）

クリスマ
ス・

お正月は
、

マスクを
おしゃれ

に！

各製品の作製施設
■1■2下目黒福祉工房　■3■5■7■8目黒本町福祉工房　■4かみよん工房　■6■910大橋えのき園　
11～13東が丘福祉工房

■6

■7

■8

■9

■10
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