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いざというときに備えて

→ ４・５面でマイ・タイムライン作成例を紹介するよ9

さっそく

7

２ 面　�区の財政状況
３面　�交通安全計画の改定、環

境月間ほか
4・ 5面　�マイ・タイムライン
　　　を作ろう
６面　賃貸住宅の家賃助成ほか
７面　情報ボックスほか
８面　チャレンジめぐろほか
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今号の主な記事

マイ・タイムラインを作って

知ろう・備えよう・風水害
　近年、台風などの豪雨災害は激しさを増し、私たちの暮らしを脅かしています。いざというときのために、事前
に災害時の取るべき行動を考えておくことが大切です。そのために、自分に必要な避難行動を考えるマイ・タイム
ラインを紹介します。また、コロナ禍であることを念頭に置いて、さまざまな避難を考えておくことも大切です。

■問防災課（☎5７２３－８７00、■Ｆ5７２３－８７２5）
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そんな
時は！

避難はタマも
一緒に
できるのかな

マイ・タイム
ラインって?

おばあ
ちゃんは
一人で避難
できるかな

この前の台風は
すごかったよね…

わが家は事前の
備えを何もして
いなかったよな

大雨で道路から
雨水が入って
きそうで
怖かったわ

避難が必要な
大きな台風が
いつ来ても
おかしくない
よね…

一人暮らしだと
準備や避難を
どうしたらいいのか不安だわ
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慌てないために、
マイ・タイムラインを作りましょう

防災課職員

マイ
・タ
イムライ

ンを作ってみよう

みんなも 4・5 面を使って

マイ・タイムラインとは、
適切な避難ができるよう、時間ごとに
とるべき行動を一人ひとりが事前に考え、
決めておくものです。
コロナ禍だからこそ、どんな状況になったら
避難すべきか、決めておくことが大切です
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　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 3年度当初予算のあらま
しと、 2年度下期の補正予算・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。

　一般会計では、新型コロナウイルス感染症対策
に引き続きしっかりと対応しつつ、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、財政調整基金などへの積み立てなどを計上し
た結果、約 6億 4千万円の増額補正となりました。

　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。

補正後の各会計予算額と執行状況� 単位：億円、△は減額

区分
予算額 収入済額 収入率

補正前 補正 補正後 支出済額 執行率

一般会計 1,439.5 6.4 1,445.9
1,426.3 98.7%
1,251.7 86.6%

国民健康保険
特別会計 253.7 4.4 258.1

230.8 89.4%
239.7 92.9%

後期高齢者
医療特別会計 69.3 △ 0.4 68.9

63.6 92.3%
68.1 98.8%

介護保険
特別会計 214.2 △ 8.8 205.4

204.5 99.6%
186.2 90.7%

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 580億円 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 2 年 9 ／30現在

２ 年度下期の補正予算（＊）・執行状況ほか
＊一般会計第 4号、国民健康保険特別会計第 3号、後期高齢者医療特別会計第 ２号、介護保険特別会計第 ２号

※ 3年 3／31現在

特別区民税の負担状況（特別区民税の 2 年度予算額）

総額 438億円（ 1 世帯当たり275,787円、1 人当たり155,717円）

特別区債の状況（一般会計）
特別区債現在高 148億円

平成
30年度

令和
元年度

2年度
（見込み）

3年度
（見込み）

456
536 579 559

169 163 148 138

貯金 借金（単位：億円）

貯金（積立基金）と
借金（特別区債）の状況

■問財政課（☎5722－9137、■Ｆ5722－9331）

一時借入金の状況
一時借り入れは行っていません

区の財政状況お知ら
せ

します

3年度当初予算の
あらまし
命を守り、暮らしを支え、未来を拓く予算

　 3年度当初予算は、新型コロナウイルス感染症への対応や安全・安心なまちづくりなど、下記
の 6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。
　一般会計の予算額は、前年度と比べ約 2億円増の約1,073億円で、過去 3番目に大きく、10年
間で最大となりました。
※各図表中の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

歳入・歳出予算の内訳
（一般会計）

その他
80億円
7.4％

予備費など
14億円 1.3％

健康福祉費
599億円
55.8％

教育費
107億円
9.9％

区民生活費
105億円
9.8％

総務費
92億円
8.5％

都市整備費
69億円
6.5％

環境清掃費
51億円　4.8％

公債費
22億円 2.1％

産業経済費  8億円　0.7％
議会費  7億円　0.7％

特別区税 
448億円
41.8％

国庫支出金
167億円
15.6％

特別区交付金
135億円
12.6％

都支出金
104億円
9.7％

譲与税・
交付金
87億円
8.1％

繰入金
45億円
4.2％

特別区債
6億円　0.6％

歳入
1,073億円

歳出
1,073億円

その他
80億円
7.4％

予備費など
14億円 1.3％

健康福祉費
599億円
55.8％

教育費
107億円
9.9％

区民生活費
105億円
9.8％

総務費
92億円
8.5％

都市整備費
69億円
6.5％

環境清掃費
51億円　4.8％

公債費
22億円 2.1％

産業経済費  8億円　0.7％
議会費  7億円　0.7％

特別区税 
448億円
41.8％

国庫支出金
167億円
15.6％

特別区交付金
135億円
12.6％

都支出金
104億円
9.7％

譲与税・
交付金
87億円
8.1％

繰入金
45億円
4.2％

特別区債
6億円　0.6％

歳入
1,073億円

歳出
1,073億円

主な事業内容

重
要
課
題

新型コロナウイルス感染症への対応… 　　　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… 　
魅力と活力にあふれ環境と調和したまちづくりの推進…
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… 　　　その他…●

環境清掃費
 新エネルギー・省エネルギー設備設置費
助成 1,012万円
プラスチック削減に関する普及啓発ほか

 598万円
食品ロス削減の推進 130万円

産業経済費
● 商店街チャレンジ戦略支援事業 

（イベントの補助） 8,201万円
 新型コロナウイルス対策融資

 5,107万円
●商店街プロモーション事業 1,700万円

都市整備費
自由が丘駅周辺地区におけるまちづくり活動支援ほか

 2億9,806万円
河川の環境改善（水質改善・河川清掃）　1億8,274万円
自転車の安全な利用の啓発事業　 371万円

自由が丘駅周辺地
区のにぎわいづく
りや、安全で快適
に暮らすことがで
きるまちの実現を
目指します

総務費
●AIチャットボットなどのICTツール試行導入による実証実験
 3,323万円
●区政再構築に向けた業務改善支援委託 2,156万円

防災区民組織へのポータブル蓄電池などの支給　1,003万円
災害時における情報共有体制の強化 249万円

防災区民組織
に、スマート
フォンなどを
充電するため
のポータブル
蓄電池等を支
給します

教育費
小・中学校におけるICT教育の充実 3億5,966万円
学校における働き方改革の推進 1,377万円
スクールゾーン規制時間前の交通安全対策　833万円

支援員の配置やeラ
ーニングによる学習
支援、ICT機器の更
新により、ICT環境
の整備を進めます

区民生活費
●マイナンバーカードの普及促進 3,054万円

 税・国民健康保険料、住民票など各種手数料の収納方法拡充
 798万円

タブレット端末による通訳サービス業務ほか 480万円

スマートフォ
ン決済アプリ
や電子マネー
での収納を実
施します

健康福祉費
保育園の待機児童ゼロを維持 24億4,463万円
新型コロナウイルスワクチン接種事業 21億2,624万円
特別養護老人ホーム等の施設整備支援ほか 6億7,233万円
PCR検査センターなどの運営 4億6,469万円

新型コロナウ
イルスワクチ
ンの区民への
円滑な接種を
実施していき
ます

 単位：億円、△は減額・減率

区分 3年度 2年度 増減額 増減率
一般会計 1,073.3 1,071.2 2.1 0.2% 
国民健康保険
特別会計 252.5 251.4 1.1 0.4% 

後期高齢者医療
特別会計 68.1 68.3 △ 0.2 △ 0.3% 

介護保険
特別会計 211.7 211.0 0.7 0.3% 

合計 1,605.7 1,602.0 3.7 0.2%

各会計の当初予算額
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6月は
環境月間です

目標像 歩行者が安心して歩けるやさしさのあるまち

交通安全計画
（ 3～ 7年度）を
策定しました
問土木管理課交通安全係（☎5722－9442、Ｆ5722－9636）

■問環境保全課環境計画係
　（☎5722－9356、■Ｆ5722－9401）

　交通安全対策とともに、安全利用による自転車活用を進めていくた
め、 3年 5月に交通安全計画を策定しました。区民の皆さんが安全、安
心に通行できる交通環境の整備に取り組んでいきます。

　国は、環境基本法で 6月 5日を環境の日と定め、 6月を環境月間とし
ています。この機会に、私たち一人ひとりが環境のためにできることを
考え、小さなことから取り組んでみませんか。

環境に優しい
暮らしの情報が満載！
めぐろスマートライフ

日時　 6／ 5（土）8：30～ 6 ／11（金）15：00
会場　�総合庁舎本館 1階西口ロビー

環境パネル展 　区の温暖化対策や環境事業などを紹介します。
主な取り組み
◦�交通安全対策
　�自転車利用者・子ども・高齢者を対象とした交通安全対策（重点項
目）、交通違反の防止、交通環境の整備ほか
◦��自転車活用の推進
　自転車の安全利用、自転車利用環境の整備ほか

　計画（全文）と計画素案に対する意見募集の実施結果は、総合庁
舎本館 1階区政情報コーナー・ 6階土木管理課、地区サ
ービス事務所（東部を除く）、住区センター、図書館の
ほか、ホームページ（右コード）でご覧になれます。
※感染症対策のため、施設での閲覧を休止する場合があります

　楽しみながらエコや省エネを
実践するコツを紹介
しているホームペー
ジ（右コード）です。

HIV検査・
相談は
匿名・無料で受けられます！
■問感染症対策課（☎5722－9896、■Ｆ5722－9890）

6 ／ 1 ～ 7 は HIV 検査普及週間
6 ／ 1 ～ 30 は都 HIV検査・相談月間

　HIV検査は、エイズの原因ウイルスであるHIVに感染しているのか
を血液で調べる検査です。HIV感染に特徴的な症状はなく、感染の可
能性を調べるためには検査を受けるしかありません。
　HIV感染は予防が可能です。また、早期発見・治療によりエイズの
発症を抑制することもできます。感染が心配なときは、迷わず相談や
検査を受けましょう。

日時　毎月第 3月曜日 9：00～11：00
〈臨時検査〉日時　 6／ 7（月）9：00～11：00
会場　総合庁舎本館 3階保健予防課
申し込み方法
電話で、感染症対策課（☎5722－9896、■Ｆ5722－9890）へ。窓口申し込み可

HIV・性感染症（クラミジア・梅毒）検査

日時 　 6 ／ 1（火）～ 7（月）8：30～17：15
会場　総合庁舎本館 1階西口ロビーパネル展

都のHIV検査・相談

〈電話相談〉☎3227－3335
受付時間　��月～金曜日12：00～21：00、�

土・日曜日、祝・休日14：00～17：00

〈HIV検査〉 6 月は、クラミジア・りん菌検査も受けられます。
日時　�月～金曜日15：30～19：30、土・日曜日13：00～16：30
　　　（祝・休日を除く）
会場　東京都新宿東口検査・相談室（JR新宿駅下車10分）
申し込み方法
電話で、東京都新宿東口検査・相談室（☎6273－8512、■Ｆ
6273－8532）へ。ホームページ（右コード）から申し込み可

◦育成手当
　受給資格　�次の①または②に該当する平成15年 4 月 2 日以降生まれ

の子どもの養育者（所得制限〈下表〉あり）
　　　　　　①�父母が離婚・死亡などにより、ひとり親の状態にある

（父または母が事実上の婚姻関係にあるときを除く）
　　　　　　②父または母に重度の障害がある
　手当額　子ども 1人当たり月額13,500円
◦障害手当
　受給資格　�心身に中度以上の障害がある20歳未満の子どもの養育者

（所得制限〈下表〉あり）
　手当額　子ども 1人当たり月額15,500円

児童育成手当・児童手当
　子どもが健やかに育つことを目的に、受給資格に該当する養育者に
手当を支給します。支給対象は、申請月の翌月分からとなります。手
当を受給中のかたには、現況届を 6月上旬に送付しますので、 6月中
に手続きをしてください。

対象 手当額（子ども 1人当たり月額）

3 歳未満（ 3歳の誕生月分まで） 1万 5千円

所得制限額（左下表）以上の
場合は一律 5千円3歳～小学校修了前

第 1・ 2子※ 1万円

第 3子以降※ 1万 5千円

中学生 1万円

手当額� ※高校生以下の子どもから第 1子と数える

受給資格　�中学校修了（平成18年 4 ／ 2 以降生まれ）までの子どもの養育者

■問子育て支援課手当・医療係（☎5722－9162、■Ｆ5722－9328）

児童手当

このようなときには手続きを（★公務員の場合は勤務先で手続き）

◦�子どもが生まれた　出生翌日から15日以内に、生計中心者の住所地
（★）で手続きをしてください
◦�受給者（養育者）が区外へ転出する　区に提出した転出予定日で受給資
格が消滅します。翌日から15日以内に、新住所地（★）で手続きをして
ください
◦�子どものみが区外へ転出する　区で引き続き受給するための手続きが必
要です
◦�受取口座を変更したい　受給者名義の口座のみ指定可能です（配偶者や
子ども名義の口座は不可）
◦�受給者が公務員になった、公務員でなくなった　勤務先と住所地の両方
で手続きをしてください。手続きが遅れると、返還金や手当を受給でき
ない期間が生じる場合があります
◦�子どもが里親に養育されるようになった、施設に入所・退所した　子育
て支援課手当・医療係にご連絡ください

■問子育て支援課手当・医療係（☎5722－9645、■Ｆ5722－9328）

児童育成手当

所得制限額（ 2年中の所得）
扶養人数 児童手当 児童育成手当
0 人 622万円 360万 4 千円
1人 660万円 398万 4 千円
2人 698万円 436万 4 千円
3人 736万円 474万 4 千円

※�以降扶養人数が 1人増すごとに、
38万円を加算

※�所得は、年間収入から給与所得
控除（または必要経費）、医療費
控除、ひとり親控除などを差し
引いたもの
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マイ・タイムラインを作ろう
　タイムラインとは、災害時に取るべき行動を時系列に沿ってあらかじめ決めておくもので
す。家族構成や生活環境などに合わせて、必要な避難行動を話し合い、自分だけのマイ・タイ
ムラインを下の表で作ってみましょう。

●❶ハザードマップで、危険な箇所や避難ルートを確認
　 （コロナ禍であることを念頭に、避難所への避難の必要性も確認）

●❷避難情報や気象情報から避難のタイミングを考える

●❸避難開始までの行動を考える

マイ・タイムライン作成のための3つのポイント

配布場所
総合庁舎本館 1階区政情報コーナー、
防災センターのほか、ホームページ
（コード①～④）でご覧になれます

・土砂災害ハザードマップ
　 　土砂災害警戒区域、土砂災
害特別警戒区域、災害発生時
の避難方向などを掲載してい
ます（コード③）。

●ハザードマップ
・水害ハザードマップ
　 　水害によって、浸水が予想
される区域や程度などを掲載
しています（コード②）。 ②

③

ペットとわたしの
防災ハンドブック
　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。
同行するときは、キャリーバッグに入
れるか、引き綱などを付けてくださ
い。えさなどの必要な物資は飼い主が
準備します。詳細は、ホームページ
（コード⑨）をご覧ください。

問生活衛生課生活環境係
（☎5722－9505、
　Ｆ5722－9508） ⑨

東京マイ・タイムライン

　都発行のマイ・タイムライ
ンの作成キットやガイドブッ
クが入った東京マイ・タイム
ラインを、防災センターで配
布しています（コード⑤）。 ⑤

風水害時の情報入手方法

　区の防災に関する情報をスマートフォンやタブレット端末で閲覧
できるアプリです。
　災害時にインターネット通信がない状態でも、地図情報の表示
や、GPS機能を使った避難所への方向確認を行うことができます。
〈機能の例〉
●  GPS（全地球測位システム）による現在
地表示
●避難所など施設までの経路案内
●避難所開設状況の表示
●区からのお知らせ・災害情報の確認
●雨量情報・台風情報の表示　　　　ほか iPhone Android

ダウンロードは
こちらから

防災地図アプリ 防災行政無線
音声自動応答サービス
　区内65カ所に設置する防災行政
無線で放送した24時間以内の内容
は、専用番号（下記）から確認す
ることができます。

専用番号　☎0180－993－333
　　　　　（通話料有料）

つながり
やすく
なりました

▲ マイ・タイムライ
ンの表はこちらか
ら印刷できます

防災気象情報メール

防災気象情報サイト
　区内の天気予報や目黒川のライブカメラ・水位
観測情報のほか、発令されている注意報や警報、
洪水・台風・地震情報などを掲載しています。ス
マートフォン版（コード⑥）もあります。

　大雨・洪水・暴風などの警報
や、目黒川の警戒水位情報を配
信します（コード⑦）。

⑥

⑦

マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
を

作
成
す
る
た
め
の
事
前
確
認

●防災マップ
　避難所の場所や避難する
際に注意すること、避難時
の持ち物などを
掲載しています
（コード①）。①

●防災行動マニュアル
　災害時にとるべき行動に
ついてまとめているほか、
ハザードマップなどを掲載
しています（コ
ード④）。

④

自宅周辺の危険度をチェック 避難行動の検討

時間経過 3 日前 2 日前 1 日前 半日前 5 時間前 3 時間前 0 時間前

警戒レベル レベル 1 レベル 2 レベル 3 （ 危険な場所から高齢者
などは避難）

レベル 4 （ 危険な場所か
ら全員避難）

レベル 5 （ 直ちに
安全確保）

避難情報
高齢者等避難 避難指示（※） 緊急安全

確保
気象情報 大雨注意報・洪水注意報など 大雨警報・洪水警報・氾濫警戒情報など 土砂災害警戒情報・氾濫危険情報など 大雨特別警報・氾濫発生情報

行
動
（
作
成
例
）

家族世帯の例
（ペットを飼っている）

□ 気象情報をテレビ、ラジオ、インタ
ーネットなどで確認
□ 避難に備えて必要なものを準備

□ マイ・タイムラインを家族で確認
□祖母の避難先を確認
□ 避難所への避難の必要性を検討
□土のうを用意する

□ 避難所への避難を決めた場合、
開設する避難所や避難経路を防
災地図アプリなどで確認

□ スマートフォンや携帯ラジオを
充電

□ 避難所で使うペット用のケージ
やえさを準備

□ 避難情報や気象情報に
注意

□ 避難所などへの避難に
備えて服装や持ち物な
どをまとめる

避難開始 避難完了

一人暮らしの高齢者の例 □ 気象情報をテレビ、ラジオ、インタ
ーネットなどで確認
□ 避難に備えて必要なものを準備
□ かかりつけ医へ常用薬を多めにとり
にいく
□ 別の場所に住む娘夫婦に避難の相談

□ 娘夫婦の家へ避難が決まった場
合、必要な荷物をまとめる
□ 大事な荷物は 2階や家の中のより
高い位置へ移動

避難開始 避難完了

わたしの計画 □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

避難先　娘夫婦の家

問道路公園課補修調整係
（☎5722－9775、
　Ｆ3712－5129）

緊急用土のう
保管箱
　区内56カ所に土のう保管箱（コー
ド⑧）を設置し、土のうを無料で提
供しています。水防時は自由にご利
用ください。土のうを取りに行くこ
とが難しいかたは、お問い合わせく
ださい。

⑧▲防災地図アプリトッ
　プ画面

要配慮者向け
防災行動マニュアル
（風水害編）
　自力で避難が困難な高齢者や障害の
あるかたなどに向けて、日頃の備えや
避難行動、情報の入手方法などについ
てまとめた冊子です。
配布場所　
総合庁舎本館 2階健康福祉計画課、地
域包括支援センター

問 健康福祉計画課要配慮者支援係
　（☎5722－9689、Ｆ5722－9347）

※ 時間軸に応じて各種情報が発令され
るタイミングはあくまで一例です

　　 　上記の作成例を参考に、自分自身
がとるべき行動を書き込んでみまし
ょう。

　避難行動を検討する際の目安として活用してください。
自宅や自分の身に危険が差し迫った場合は、迷わず避難所
へ避難しましょう。

コロナ禍では感染リスクを考え、安全な場所を確保できる場合、さまざまな避難を検討しましょう

避難先　●●小学校

新しく
なりました

◀ 防災地図アプリ
アイコン

防災マップに持ち物が書い
てあったわ

土のうの保管箱がどこ
にあるのか調べて持っ
てこよう

ペットとわたしの防
災ハンドブックを読
んでおいて良かった

防災気象情報メールを
登録しておいた方が良
さそうだわ

娘夫婦（めぐ郎の妹）
の家へ避難すること
に決めたわ

防災地図アプリや防災気象
情報サイトを活用しよう

自宅で身の安全が確保できる場合は、自宅にとどまる在宅避難をする
ことで、感染リスクを避けることができます

■□在宅避難

災害時は、安全な場所に住む親戚や知人宅への分散避難も有効です。
日頃から互いに情報を共有しておきましょう

■□分散避難

屋外への避難が危険な場合は、建物内のより上層階へ移動すること
で、自分の身を守ることができる場合があります

■□垂直避難

風水害時は、状況に応じて特定の地域避難所のみを開設します。避難
指示の対象地域や、避難所の開設状況に関する情報にも注意しましょう

■□避難所へ
　避難

自宅周辺が、洪水浸水想定区域または
土砂災害警戒区域である

自宅や知人宅などで、安全を確保でき
る場所がある

はい

はい

いいえ

いいえ水害時、住んでいる地域が浸水
した場合に想定される水深は？

あなたの住んでいる地域は？
□  洪水浸水
　 想定区域

□ どちらも該当しない

□  土砂災害
　 警戒区域

【　　　　　～　　　　　m】

　水害ハザードマップ（コード②）や土
砂災害ハザードマップ（コード③）を確
認しましょう。

※ 災害対策基本法が改正され、
これまで警戒レベル４相当で
発令されていた避難指示（緊
急）と避難勧告が、避難指示
に一本化されました



Ｈは、区のホームページから申し込み・提出可

　取り組み結果の詳細は、総合庁舎本館 1階区政情報コ
ーナー・ 4階経営改革推進課、地区サービス事務所（東
部を除く）、住区センター、図書館のほか、ホームペー
ジ（右コード）でご覧になれます。

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
（木）～30（水）に開催予定です。請願
（紹介議員が必要）・陳情の審査を
希望するかたは、 6／ 9（水）12：00
までに持参してください（原則、郵
送では審査不可）。
　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・
陳情者の記入例②～④と提出年月
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、Ｆ5722－9335）

青少年問題協議会の公開
日時　 6 ／ 7（月）10：00～11：30
会場　めぐろ学校サポートセンター
（中目黒 3－ 6－10）
問生涯学習課青少年係（☎5722－
9309）。傍聴希望者は当日会場へ

Ｈ区民まつり（10／10開催
予定）の運営チームスタッ
フと出演団体・出店団体を
募集します
〈❶運営スタッフ〉
募集チーム名　①おまつり広場②子
ども広場
〈❷出演・出店団体〉

対象　区内で活動する団体。詳細は
ホームページをご覧ください
申❶はハガキ・FAXに、記入例②～
④と希望募集チーム名①または②を
書いて、❷は募集要項内の参加企画
書（総合庁舎本館 4階文化・交流課
で配布。ホームページから印刷可）
を、郵送・FAXまたはEメールで、
6／11（必着）までに、文化・交流
課交流推進係（☎5722－9278、Ｆ
5722 － 9378、 □meguro.matsuri@
city.meguro.tokyo.jp）へ

3 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 金額
老齢基礎年金 （満額）780,900円

障害基礎年金
（ 1級）976,125円
（ 2級）780,900円

遺族基礎年金
（子 1人のある配偶者） 1,005,600円

都民住宅（都施行型）の入
居者を募集します
募集住宅　都内全域の中堅所得世帯
の家族向け　申し込み方法　募集案
内（ 6／ 1～ 9に、総合庁舎本館 1
階西口ロビー・ 6階住宅課、別館 6
階公営住宅の窓口で配布。都住宅供
給公社ホームページから印刷可）に
添付の申込書を、 6／14（必着）ま
でに、指定先へ郵送
問公営住宅の窓口（☎3715－1871）

男女平等共同参画週間講座
「人気アニメ作品からみる
ジェンダーと男性性」
日時　 6 ／27（日）14：00～16：00　
会場　中目黒住区センター（中目黒
2 －10－13　中目黒スクエア内）　
講師　専修大学国際コミュニケーシ
ョン学部教授　河野真太郎氏　定員�
30人（先着）　
申電話またはFAX（記入例①～④と
保育〈未就学児〉希望者は子どもの
③⑤を記入）で、 6／18（必着）ま
でに、男女平等・共同参画センター
（〒153－0061中目黒 2 －10－13　
中目黒スクエア内、☎5721－8570、
Ｆ5721－8574）へ

発達障害支援拠点ぽると講
演会「ゲーム・ネット依存
の現状と対応 」
日時　 7 ／ 3（土）15：00～17：00　�
会場　めぐろパーシモンホール（八
雲 1－ 1－ 1 　 区民キャンパス内）�
講師　久里浜医療センター院長　樋
口進氏　定員　90人（先着）
申電話、往復ハガキ・Eメール（記
入例①～④を記入）で、 6／25（必
着）までに、発達障害支援拠点ぽる
と（〒153－0043東山 2 －24－30　
東山住区センター内、☎6412－
7151、□porto-moushikomi@outlook.
jp）へ。手話通訳希望者は 6／18ま
でに予約

子どものためのワークショ
ップ～演劇・ダンスワーク
ショップ
日時　 7 ／20（火）～23（祝）16：30～
20：30。 7 ／24（土）は発表会（全 5

回）　会場　めぐろパーシモンホー
ル小ホール　内容　演劇とダンスを
組み合わせたワークショップ　講師�
劇作家　大池容子氏ほか　対象　中
学・高校生　定員　20人（先着）　
費用　参加費3,500円
申 5 ／30から、ハガキ・Eメール
に、記入例① ～⑥ 、 学校名・学
年、演劇経験の有無と保護者の③、
Eメールアドレスを書いて、めぐろ
パーシモンホール事業課（〒152－
0023八雲 1－ 1－ 1　区民キャンパ
ス内、☎5701－2913、□engeki@
persimmon.or.jp）へ

マイミニ田んぼを作ろう
日時　 6 ／13（日）10：00～11：30　
会場　駒場野公園拡張部（駒場 2－
17－20）　内容　米ができるまでを
学び、自宅で稲を育てる　定員　 8
人（抽選。小学 3年生以下は保護者
同伴）
申往復ハガキに、記入例①～⑤、保
護者の③を書いて、 6／ 3（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

目黒吹奏楽団アフタヌーン
コンサート
日時　 6 ／ 6（日）14：00開演（13：
20開場）　会場　めぐろパーシモン
ホール大ホール（八雲 1－ 1－ 1　
区民キャンパス内）　出演　鳥谷部
武夫（指揮）ほか　曲目　「ディズ
ニーメドレー 2 」 ほか　共催　目黒
区芸術文化振興財団　申し込み方法�
目黒吹奏楽団ホームページまたは電
話で、目黒吹奏楽団事務局（☎080
－4149－7158）へ

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

↗

　行革計画（平成30～令和 2年度）では、不断の見直しによる持続可能
で質の高い区民サービスの提供と、将来を見据えた経営基盤の確立のた
めの取り組みの推進を基本方針に掲げ、組織・職員数の適正化や人材育
成、区有施設の見直しなどの46項目について取り組みました。

■問経営改革推進課
　（☎5722－9457、■Ｆ5722－6134）

行革計画の２年度取り組み結果を
まとめました

※感染症対策のため、施設での閲覧を休止する場合があります

中止
となりました

令和3年（2021年）5月25日6

★�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

民間賃貸住宅家賃の
一部を助成します

対象（①～④のいずれか） 内容 募集数

高齢者世帯
①65歳以上の一人暮らし世帯
②�全員が60歳以上で、65歳以上のか
たを含む世帯

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
民間賃貸住宅に居住す
る世帯に、家賃の最大
20％（上限あり）を最
長 6年間助成

90世帯
（抽選）

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世帯
④�精神障害による障害年金受給者が
いる世帯

高齢者世帯等居住継続家賃助成

■問住宅課居住支援係（☎5722－9878、■Ｆ5722－9325）

　 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
（ 6／ 1から、総合庁舎本館 6階住宅課、地区サービス事務所〈東部を除く〉、目黒駅行政
サービス窓口、住区センターで配布。ホームページ〈コード①または②〉から印刷可）を
ご覧いただくか、お問い合わせください。

ファミリー世帯家賃助成

対象 内容 募集数

18歳未満の子を扶養し、かつ同居し
ている世帯

家賃が 5 ～18万円の民
間賃貸住宅に居住する
世帯に、月額 2 万円を
最長 3年間助成

160世帯�
（抽選）

募集案内書に添付の申請書などを、 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

申し込み方法

① ②



◆子育てひろばで乳幼児の相手や活動
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　双葉の園保育園（大橋 2－16－
6 ）
◆ミニデイサービスでゲームなどの活
動を手伝う　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）
◆ミニデイサービスで体操などの活動
を手伝う　日時　毎週（月）～（水）13：
00～15：00　場所　上目黒住区センタ
ー（祐天寺 2－ 6－ 6）
◆ミニデイサービスで体操・脳トレ・
作品づくりなどの活動を手伝う　日時 
毎週（水）9：30～12：00　場所　碑住
区センター（碑文谷 2－16－ 6 ）
◆ミニデイサービスで手芸や折り紙な
どの活動を手伝う　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）
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相談名 相談日時 問い合わせ・申し込み
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）
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
（予約制） 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

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、男女平等の視点が欠
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。 2年度のオン
ブーズ年次報告は、総合庁舎本館 1
階区政情報コーナー・ 4階人権政策
課、男女平等・共同参画センターで
配布するほか、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）

環境に関するアンケート調
査にご協力お願いします
　区民の皆さんのご意見・ご要望を
伺い、環境行政に役立てるため、住
民基本台帳から無作為抽出した18歳
以上の2,000人に、 6 ／ 1 に調査票
を送付します。
問環境保全課環境計画係（☎5722－
9356）

健康づくり健診
日時　 6 ／25（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。保育（ 3歳未満の乳幼児。定員
あり〈先着〉）希望者は申込時に予約

生活習慣病が気になるかた
の個別栄養相談

日 時　 6 ／ 7（月）① 9：15から②
10：15から③11：15から（各40分程
度）　会場　総合庁舎本館 3 階栄養
相談室　定員　各 2人（先着）
申電話で、保健予防課保健サービス
係（☎5722－9503、Ｆ5722－9508）
へ

災害時に巡回する栄養相談
チームの会員を募集します

対象　管理栄養士・栄養士の資格が
ある区内在住・在勤者。平時は知識･
スキル向上の勉強会あり。詳細はお
問い合わせください
問保健予防課保健サービス係（☎
5722－9503、Ｆ5722－9508）

スズメバチの巣を駆除します
　生活に支障を来す場所にできた、
活動中のスズメバチの巣を 6月から
駆除します。費用は区が負担し、私
有地の所有者または管理者からの依
頼が必要です。申し込み方法など詳
細はお問い合わせください。
問生活衛生課環境衛生係（☎5722－
9500、Ｆ5722－9508）

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
相談名 相談日時 問い合わせ・申し込み

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

住宅増改修相談 第 2・4（金）。7月の第
4、8月の第 2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、
Ｆ5722－9062

6 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）25（金）8：45～10：30
☎5722
－9396

歯科相談（予約制）
8（火）・22（火）　�
〈乳幼児〉9：00～10：00�
〈一般〉10：00～10：30

☎5722
－7057

1（火）・15（火）・29
（火）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）・23（水）�
13：30～15：30

☎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）15：00～15：30�
〈グループ〉�
18（金）13：30～14：45

9（水）
9：30～11：30

思春期・青年期の
親の会 （予約制）

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

健康相談 月～金曜日
8：30～17：00

月～金曜日
8：30～17：00

HIV・性感染症相
談・検査（予約制）

7（月）・21（月）
9：00～11：00

☎5722
－9896

検便（細菌検査）
受け付け（有料）

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

☎3711
－6448

※�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）

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

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
5 月30日（日）　大山歯科医院　原町2-22-2� ☎3712－1828
6 月 6 日（日）　南風歯科医院　洗足1-1-12� ☎3710－1802

新型コロナウイルス感染症

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（無休。24時間） 
電話での相談が難しい場合はＦ5388－1396

ワクチンに
ついての
問い合わせ

　�目黒区新型コロナワクチン接種コールセンター�
☎0570－058－050、Ｆ5722－7048 
（月～土曜日8：30～17：00。祝・休日を除く）

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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ワクチン接種の状況

　日本全国でワクチン接種が進んでいます。接種は、国の方針によ
り、①医療従事者②高齢者③基礎疾患を有するかたや高齢者施設な
どの従事者④それ以外のかたの順に行います。
　目黒区でも医療従事者向けの接種からスタートし、夜間や 5月の
連休中も接種を進め、医師会などに所属する医療従事者の 1回目の
接種がおおむね完了しました。
　並行して高齢者向けの接種も進めています。 4 月19日に75歳以
上、 5月15日に65歳以上のかたへ接種券をお送りし、接種が進みつ
つあります。
　高齢者向けの接種開始時には、コールセンターが一時的につなが
りにくい状況もございました。心からおわびを申し上げます。今後、
国から供給されるワクチン量と配送日が確定次第、予約枠を順次拡
大していきますので、安心してお待ちいただきたいと思います。
　また、特別養護老人ホームなどの高齢者施設の入所者への接種も
並行して進めています。
　今後、現在お待ちいただいている基礎疾患を有するかたや、高齢
者施設などの従事者、それ以外の皆さんにも、状況が整い次第、ホ
ームページやめぐろ区報などを通じて、分かりやすくご案内してま
いります。もうしばらくお待ちください。

多くの皆さんの力を合わせて

　今回の大規模なワクチン接種は、多くの皆さんの協力なくしては
実現できません。
　通常の診療時間だけでなく、診療時間外も使って、接種にあたっ
ていただいている目黒区医師会所属の医師や看護師の皆さん。ワク
チンの管理にあたっていただいている目黒区薬剤師会の皆さん。こ
れまでも新型コロナウイルス感染症にり患したかたの治療に奮闘し
ていただいているだけでなく、ワクチン接種にもご協力いただき、
本当にありがとうございます。また、医師や看護師の調整やさまざ
まな物品の手配など、病院や医師会で事務に従事していただいてい
る皆さんや、外出自粛などコロナ対策へのご理解とご協力いただい
ている区民の皆さんにも改めてお礼申し上げます。
　コロナ禍の中、区民の生命と健康を守り、地域社会を維持してい
くために、多くの方々がそれぞれの立場で懸命に力を発揮していた
だいています。皆さんの多大なる協力をしっかりと受けとめ、コロ
ナ禍が一日も早く収束するよう、これからも全力でワクチン接種な
どの対策に取り組んでまいります。

全力で新型コロナウイルスワクチンの接種を進めています

ひとりで悩まずご相談ください

人権相談

虐待

差別

いじめ

ハラス
メント

問人権政策課人権・同和政策係（☎5722－9214、Ｆ5722－9469）

　人権擁護委員は、地域で人権を守り、人
権侵害が起きないよう活動をしています。

6月 1日は人権擁護委員の日

※�感染状況により休止となる場合があります

●人権身の上相談　☎ 5722－9280（予約制）
日時　�毎月第 1 ・ 3 木曜日13：00～16：00

●パネル展
日時　�5 ／28（金）13：00～ 6 ／ 3（木）16：00
会場　�総合庁舎本館 1階西口ロビー

新型コロナウイルス感染症に係る
人権問題に関する専門電話相談（東京都人権プラザ）
☎6722－0118
相談日時　月～金曜日 9：30～17：30。祝・休日、休館日を除く

移動が困難な高齢者などへ

ワクチン接種会場への
タクシー代を支援します

■問健康福祉計画課ワクチン接種移送支援担当
　（☎5722－7059〈 7 月まで開設〉、■Ｆ5722－9347）

　要介護認定のあるかたや障害がある
かたなど、ご自身で移動が困難なかた
の新型コロナウイルスワクチン接種を
支援するため、接種会場に移動するた
めのタクシー代相当分を助成します。
助成を受けるには申し込みが必要です。対象者には、 6月から申請
書などを順次郵送します。

対象　�接種会場へご自身で行くことが困難で家族などの送迎が難し
い、次の①または②に該当するかた�
①要介護認定 1～ 5のかた（施設入所者を除く）�
②次の手帳のいずれかをお持ちのかた�
　・身体障害者手帳総合等級 3級以上�
　・愛の手帳

助成内容　接種 2回分の往復タクシー代相当（上限4,000円）を支給

　区内介護保険の通所系介護事業所が、介護保険外サービス
として、単独で移動が困難な利用者（区民）等の接種会場へ
の送迎や会場内での介助などの支援を行った場合、事業者に
接種者 1人につき接種 1回当たり10,000円を助成します。

接種会場への移送支援を行う
介護事業所を支援します

■問子育て支援課手当・医療係（☎5722－7065、■Ｆ5722－9328）

赤ちゃんが
生まれた家庭を
支援します
10万円分の目黒区商店街商品券をお送りします

10万円分のギフトカードをお送りします
（東京都出産応援事業）

■問保健予防課保健サービス係（☎5722－9503、■Ｆ5722－9508）

　対象世帯に、専用ウェブサイトで育児用品などが購入
できるギフトカードを郵送します。送付時期など、詳細
はホームページ（右コード）をご覧ください。

対象　次の①または②に該当するかた
　　　�①区内在住の 3年 1／ 1以降生まれの子どもがいる世帯　
　 　 　 ②�5 年 3 ／31までに出産予定の世帯（生後 2カ月頃に送付予

定）
内容　�対象の子ども 1人当たり10万円相当のポイントが付与された

ギフトカードを送付

※受け取りを希望しない場合は届け出が必要です

対象　�基準日（ 3年 4／28）に目黒区に居住し、 2年 4／28～12／
31生まれの子どもがいる世帯

内容　�対象の子ども 1人当たり10万円分の目黒区商店街商品券を送
付

　対象世帯に、 7月中旬以降に目黒区商店街商品券を郵
送します（ 6月下旬以降に事前のお知らせを送付）。申
し込みは不要です。

新型コロナ
ウイルス
支援

新型コロナ
ウイルス
支援
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