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マニュアル・キットの配布場所
健康福祉計画課（総合庁舎本館2階、☎5722－9689、■フ5722－9347）
福祉総合課（総合庁舎本館2階、☎5722－9385、■フ5722－9062）
高齢福祉課（総合庁舎本館2階、☎5722－9839、■フ5722－9474）
障害施策推進課（総合庁舎本館2階、☎5722－9848、■フ5722－6849）
北部包括支援センター(大橋1－5－1　クロスエアタワー9階、☎5428－6891、■フ3496－5215）
東部包括支援センター(総合庁舎本館1階、☎5724－8030、■フ3715－1076）
中央包括支援センター(中央町2－9－13　食販ビル内、☎5724－8066、■フ5722－9803）
南部包括支援センター(碑文谷1－18－14　碑小学校内南西側、☎5724－8033、■フ3719－2031）
西部包括支援センター(柿の木坂1－28－10、☎5701－7244、フ3723－3432）

　地震や大雨などの災害が発生したときに、身を守るための行動が困難な介護が必要なかたや障害があるかたなどを、災害時要配慮者といい
ます。配慮が必要なかたを災害時に取り残さないためには、支援体制の整備と、地域の皆さんの協力が欠かせません。

防災行動マニュアルがあります
障害があるかたや介護が
必要なかたのための

　要配慮者が災害に備えて日頃準備しておくべき
ことや、災害発生時に取るべき行動などをまとめ
ています。避難所の一覧・備蓄チェックリストな
どのほか、●❶～●❸を同封しています。

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

　動物は、私たちと同じく生きています。ペットとして動物を飼う
場合は、マナーを守り、責任と愛情を持って最期まで世話をする気
持ちが大切です。

野生動物は静かに見守って
　野生の鳥や動物にえさを与えると、生態系を荒らす原因となります。近寄ってきても、静かに見守りましょう。

9／20～26は動物愛護週間

動物も人も幸せな社会へ

やさしくしてね

　医療情報や緊急連絡先などを記入して冷蔵
庫に保管します。緊急の際は、駆け付けた救
急隊などがキット内の情報を確認し、迅速な
支援につなげます。防災行動マニュアル内に
ある防災手帳（上記❷）も一緒にキットの中に
保管し、災害時は持って避難しましょう。

防災・救急医療情報キットも
併せて活用しましょう

どうぶつ愛護シンポジウム
問公益財団法人日本動物愛護協会（☎3478－1886、フ3478－1887）
動物愛護週間中央行事ホ（コード②）から、オンラインで、「私たちがつくるペ

ットとのこれから」をテーマとした講演などをご覧になれます。
時9／25（土） ②

飼っている動物や小さな命の大切さについて、もう一度考えよう
問生活衛生課生活環境係（☎5722－9505、フ5722－9508）
パネル展のほか、区ホ（コード①）から、オンラインで、獣医師による適正飼養
の講演、動物愛護団体による音楽劇と絵本朗読などの動画をご覧になれます。
パネル展
時9／18（土）9：00～9／27（月）15：00　場総合庁舎本館1階西口ロビー

①

災害時に安否確認などを行うため
の対象者名簿を作成しています

　対象者名簿は、区と各地域避難所で保管しています。
　対象者名簿に登載されているかたのうち、警察署、消防署、民
生・児童委員、町会・自治会への情報提供に同意されたかたの情
報を登録者名簿に登録し、平常時の声掛けや見守りに
活用しています。登録方法など詳細は、区ホ（右コード）
をご覧いただくか、お問い合わせください。

災害が発生した際の避難場所や医
療情報、緊急連絡先、避難先で配慮
してほしいことなどを記入します。

❷ 防災手帳
～災害時個別支援プラン

緊急時や災害時に、周囲の人に
どんな支援が必要かを伝えるため
の携帯用カード。緊急連絡先や、
支援してほしい内容を記入します。

❸ヘルプカード
　風水害への日頃の備え
や、災害発生時の情報収
集方法などをまとめてい
ます。

❶ 防災行動マニュ
アル（風水害編）

■消防署　■警察署
■民生・児童委員
■ 区と個人情報保護に関する協定を
締結した町会・自治会ほか

平時　声掛けなどの見守り活動ほか
災害時　情報提供、安否確認ほか

●② 外部提供の
同意確認

●③ 同意書
の提出

●⑤ 支援 避難支援等関係者

高齢者や障害が
あるかたほか

避難行動
要支援者

区

●①名簿の作成 ●④ 名簿
情報
提供

最期まで一緒に
いてね

災害時要配慮者への支援～誰一人取り残さないために
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耐震展示会・木造住宅の耐震無料相談会
～地震から命を守る建物の耐震化

問建築課耐震化促進係（☎5722－9490、フ5722－9597）

時9／8（水）～10（金）
場総合庁舎本館1階西口ロビー
内木造住宅の耐震改修工法や装置の展示（9：00～17：00）
　耐震診断士による相談会（10：00～16：00）
　※図面などの持参で具体的な相談可。希望者は当日会場へ

　首都直下地震に備えて、大切な命と財産を守るため、
建物の耐震化を考えてみませんか。

■問防災課（☎5723－8488、フ5723－8725）

　区職員の防災服を3年度に
リニューアルしました。
　軽量素材を採用し、災害時
により動きやすくなったほか、
蛍光色を取り入れることで、
夜間の視認性が向上しました。
4年度中に、現在の防災服（男
性はグレー、女性は青色）か
ら切り替える予定です。

背

面は
目黒区のロゴ入り

役立つ防犯・防災の知識をクイズで紹介。
いつもの備えを、安心につなげよう。

家の中でグラッと大きな揺れを感
じました。あなたが最初に取るべ
き行動は？

正解は、この面の一番下にあります
問防災課（☎5723－8700、フ5723－8725）

■1 ガスの元栓を閉める ■2 ブレーカーを落とす

■3 テーブルや机の下に入る ■4 外に出る

防犯・防災
クイズの答え ➡■3テーブルや机の下に入る　まずは身を守ることが最優先です。揺れが収まってから、火元の確認などを行いましょう。

長寿のかたを
　　　お祝いします

問高齢福祉課いきがい支援係（☎5722－9837、フ5722－9474）

※ 敬老のつどいは、感染拡大状況を踏まえ、中止します

敬老記念品料
　4年3月までに80歳（傘寿）、90歳（卒寿）になるかたに、敬老記念
品料5,000円を贈呈します。9月に、現金書留でご自宅へ郵送します。
※手続きなどは不要です

●傘寿の対象　昭和16年4／2～17年4／1生まれ
●卒寿の対象　昭和6年4／2～7年4／１生まれ

特別記念品料
　4年3月までに100歳になるかたには誕生月に、最高齢の男女の
かたには9月の敬老週間に、1万円を贈呈します。
※対象者に個別に案内します

長寿のかたを
　　　お祝いします　　　お祝いします

職員用防災服が新しくなりました
防犯・防　  クイズ

問
題
！

地震編
揺れた時に取るべき行動から出題

★感染症対策のため、講習などを中止・変更する場合があります。

医療に関する相談窓口があります

　医療相談窓口は、区内の診療所などに関すること、医療に関する不
安や疑問、受診時の困りごとの相談を電話で受け付けています。２年
度は167件の相談がありました。

※ 医療機関案内は東京都医療機関案内サービス「ひまわり」（9面参照）
で検索できます

問生活衛生課医薬係（☎5722－9529、フ5722－9508）

※いずれも祝・休日、年末年始を除く

区内医療機関の相談　目黒区医療相談窓口（☎5722－6852）
時月～金曜日9 ：00～17：00
都内病院に関する相談　患者の声相談窓口（☎5320－4435）
時月～金曜日9 ：00～12：00、13：00～17：00

医療相談窓口

健康相談（51件）

医療機関案内（22件）

２年度の主な相談内容

昨日ぶつけた足が痛むが
病院に行くべき？

駅から近いクリニック
はどこ？

閉
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元気あっぷシニアの部活・
脳に効く！
ウォーキング

8／1以降の利用分から
高額介護サービス費の基準額が
一部変わりました

問介護保険課介護予防係（☎5722－9608、フ5722－9716） 問介護保険課介護保険給付係（☎5722－9847、フ5722－9716）

　ずっと続けられる介護予防を目指して、一緒に運動ができる仲間を
つくりませんか。無理なく続けられる運動や続けるための方法などを
知り、学生時代の部活動のように、仲間と一緒に楽しく自主的に活動
することを目指します。
　まずは、体験・説明会にお申し込みください。体験・説明会後、会
場で参加申し込みを受け付けます。

　介護保険サービスの利用者負担額が一定額を超えたときに支給される、高
額介護サービス費の基準額が一部変わりました。
※�高額医療・高額介護合算制度（医療費と介護保険サービスの年間の自己負担
額が一定額以上のとき支給）の支給要件や基準額に変更はありません

対�区内在住の60歳以上で、医師から運動を止められていないかた（要
介護1～5の認定のかたを除く）
定各15人（先着）

元気あっぷシニアの部活
内�介護予防・フレイル（虚弱）予防のための運動・知識や、グループで
自主的に活動を続けるための方法
体験・説明会日時 会場 コース日時（全16回）

① 9／21（火）
14：00～15：30

目黒本町社会教育館
（目黒本町2－1－20）

10／5～4年2／8（11／23、
12／28、1／4を除く）の毎週
火曜日14：00～16：00

② 9／24（金）
14：00～15：30

駒場住区センター
（駒場1－22－4）

10／8～4年1／28（12／31を
除く）の毎週金曜日14：00～
16：00

脳に効く！ウォーキング
内認知症予防の知識や効果的なウオーキング方法

体験・説明会日時 会場 コース日時（全16回）

③ 9／22（水）
10：30～12：00

セントラルスポーツ
自由が丘
（中根1－14－17）

10／6～4年2／9（11／3・
17、12／29を除く）の毎週水
曜日10：30～12：30

所得区分

基準額

7月まで 8月から

住
民
税
課
税
世
帯

現
役
並
み
所
得
者

課税所得690万円（年収約1,160万円）以上
の65歳以上のかたがいる世帯

世帯で　　
44,400円

世帯で　　
140,100円

課税所得380万円（年収約770万円）以上で
課税所得690万円（年収約1,160万円）未満
の65歳以上のかたがいる世帯

世帯で　　
93,000円

課税所得145万円（年収約383万円）以上で
課税所得380万円（年収約770万円）未満の
65歳以上のかたがいる世帯

変更なし�

一般 住民税課税世帯で、現役並み所得相当に該
当しない世帯

住民税非
課税世帯

構成員全員が住民税非課税の世帯 世帯で　　
24,600円

�合計所得金額と課税年金収入額の合計が80
万円以下のかた

個人で　　
15,000円老齢福祉年金の受給者

生活保護受給者

認知症について医師に
相談しませんか

　認知症は、さまざまな原因で脳の細胞の働きが悪くなって日常生活に支障を来
たす状態で、誰でもかかる可能性があります。早めに診断を受け、対応すること
で、認知症の進行を遅らせることが可能な場合があります。　
　区は、認知症にやさしいまちづくりを進めるため、区民活動団体などと区が協
働して認知症の個別相談会を開催します。認知症介護で悩んでいるかたなど、ぜ
ひご相談ください。

時10／３（日）13：30～16：00
場総合庁舎（詳細は申込時にお伝えします）
内�医師・介護事業者・地域包括支援センター職員などによる個別相談
定10組程度（先着）

申�電話で、ＮＰＯ法人Ｄカフェまちづくりネットワーク　竹内
　�（☎フ共通3719－5592。木・土曜日13：00～16：00）へ

問福祉総合課認知症施策推進係（☎5722－9702、フ5722－9062）

★感染症対策のため、講習などを中止・変更する場合があります。

①�株式会社サルーク
　☎3760－2986（月～金曜日9：00～18：00。祝・休日を除く）
②�③セントラルスポーツ株式会社
　☎5543－1888（月～金曜日10：00～18：00。祝・休日を除く）

電話で、希望日時①～③いずれかの申込先へ
体験・説明会の申し込み方法

こんなお悩みはありませんか?

介護に困っていませんか?

買い物で小銭の
支払いができな
くなった

父が、家に居る
のに「帰る」と
言って外に出よ
うとする

ささいなことで
祖母が急に怒り
っぽくなった

冷蔵庫に同じ
食材がたくさ
ん入っている

道に迷って自宅
に戻れない
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★感染症対策のため、講習などを中止・変更する場合があります。

　今日は仕事がお休み！少し暑さが
やわらいできたから、都立大学駅を
散歩。ぶらぶら歩いていると公園の
中に竹林を発見。奥に入ってみると、
古民家が現れた。家の中には囲炉裏
や土間があって、昔の暮らしを感じ
られる。古民家の縁側を見ていたら、
子どもの頃、縁側でお月見したのを
思い出した。久しぶりにお団子作っ
てみようかな。

めぐの日記

めぐのプロフィール
　最近、目黒区に引っ越
してきたインテリアコー
ディネータ。休日を使っ
て目黒のまちを訪ね歩き、
おすすめスポットを日記
につづっている。

No.02

目黒区古民家
（碑文谷3－11－22
すずめのお宿緑地公
園内）

今月の
おすすめスポット

目黒区古民家
　目黒区指定文化財で、江戸時代に「年寄」という村の重要
な役職を務めた栗山家の主屋を、すずめのお宿緑地公園内に
移築・復元し、保存・公開しています。

連載「めぐの日記」は、めぐというキャラクターが目黒区のおす
すめスポットなどを日記形式で紹介するコーナーです。
 問広報課区報係（☎5722－9486、フ5722－8674）

　中目黒公園では、自然を
大切に農薬や化学肥料を使
わない循環型園芸を学ぶ講
座を実施します。
　詳細は、区ホ
（右コード）をご
覧ください。

■問道路公園課公園活動支援係
　（☎5722－9242、■■フ3712－5129）

時 10／7～4年2／17の毎月第1・3木曜日
10：00～12：30（全10回) 

場花とみどりの学習館
内 家庭でも実践できる生ごみ堆肥づくり、ハーブの育て方・
利用法ほか

定16人（抽選）
申 往復ハガキに、「エコ園芸生活講座」と明記し、住所、氏
名（ふりがな）、電話・FAXを書いて、9／15（必着）までに、
花とみどりの学習館（〒153－0061中目黒2－3－14　中
目黒公園内）へ

▲挿し木苗づくり

▲堆肥づくり ▲ 土をつくる生きものの講座

エコ園芸生活講座

心を込めたお別れに 　いずれの斎場も感染防止対策を行っています。

問戸籍住民課戸籍証明係（☎5722－9805、フ5721－7814）

臨海斎場

　故人をしのぶ告別の場にふさわしい、周囲の
みどりと調和した落ち着きのある施設です。葬
儀と火葬が行えます。
■所在地　大田区東海1－3－1　
■電話　 問い合わせは☎5755－2833、

予約は☎5755－2834（24時間受け
付け）

■料金（区民の場合）　
　●葬儀式場・控室10万円
　●火葬料4万円(12歳以上)、待合室2万円
　●ひつぎ保管施設3,000円（1日）

問地域振興課庶務係（☎5722－9870、フ5721－7807）

　23区在住のかたが利用できる、低料金で簡素に葬儀が行える制度です。詳細はお問い合わせください。区民葬儀

セレモニー目黒（区民斎場）

　通夜、告別式、繰上げ初七日などが行える、区民のための葬儀専用式場です。交通
の便が良く、落ち着いた雰囲気の中で葬儀が行えます。火葬施設はありません。

■所在地　八雲1－1－9　区民キャンパス内
■電話　☎フ共通5701－3777（予約は24時間受け付け）
■料金　葬儀式場・控室72,200円　
■利用できるかた
　●区に住民登録があったかたが亡くなり、その葬儀を行う
　●区に住民登録のあるかたが葬儀を主宰する

施設見学会
日 10／11（月）10：00～12：40
（1組50分程度）
内 施設見学、記念・遺影撮影会
（1人1カット）、葬儀相談ほか
定 12組（1組3人まで。先着）
申 9／13から、電話で、セレモニ
ー目黒（☎フ共通5701－3777。
9：00～17：00）へ
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