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申�電話またはFAX（講座名、住所、氏名〈ふりがな〉、電話、年齢を
記入）で、9／30までに、高齢福祉課いきがい支援係（☎5722－
9837、フ5722－9474）へ

絵本の読み聞かせ
ボランティア

りぷりんと養成講座

　目黒区社会福祉協議会は、低所得世帯、障害のあるかたや介護の
必要な高齢者がいる世帯などに、資金の貸し付けと必要な相談支援
を行う生活福祉資金貸付制度を設けています。
　教育支援資金は、その一つで、進学や修学の継続を支援する制度
です。申し込みから資金交付まで、約1カ月かかります。支払い時
期を確認のうえ、早めにご相談ください。申し込み方法など、詳細
はお問い合わせください。

高校・大学などの入学金や
学費の資金をお貸しします

新しい乳幼児医療証・
子ども医療証を送ります

無利子

問目黒区社会福祉協議会（☎3711－4995、フ3719－8715）

問子育て支援課手当・医療係（☎5722－9864、フ5722－9328）

　子ども医療費助成制度は、国内の健康保険に加入している区内在
住の子どもを対象に、健康保険適用の医療費（調剤を含む）の自己負
担分と入院時の食事代を、区が助成する制度です。助成を受けるに
は、乳幼児医療証・子ども医療証の交付申請が必要です。
申請方法など、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。

◆適用期間
15歳に到達した最初の3／31まで

◆医療証の使い方
都内で受診するときは、健康保険証と一緒に医療証を提示してく
ださい。都外での受診や、医療証を提示せずに保険診療の自己負担分
を支払った場合などは、領収書により還付請求することができます。

◆こんなときは届け出が必要です
子どもの健康保険証や住所などに変更があった場合は、届け出が
必要です。また、医療証を紛失した場合は、申請により再交付でき
ます。

◆新しい乳幼児医療証・子ども医療証を送ります
医療証をお持ちのかたに、10月から使用する医療証

（淡いオレンジ色。右上写真）を、9／17以降に送付しま
す。9／30までに届かない場合はご連絡ください。
　なお、来年4月に小学校に入学する子どもの乳幼児医
療証の有効期限は、4年3／31です。4月からは子ども
医療証（3月末に送付予定）に変わります。

生活福祉資金貸付制度「教育支援資金」

子ども医療費助成制度

種類
高等学校・
専修学校
（高等課程）

高等専門学校
短期大学・
専門職短大・
専修学校

（専門課程）

大学・
専門職大学

教育支援費
（月額）

35,000円 60,000円 65,000円
学費の範囲内。
月額の1.5倍の額まで貸し付けができる場合あり

就学支度費 50万円（入学金の範囲内）
※納付済みの学費・入学金は対象外
返済期間　�14年以内（卒業後、6カ月以内の据え置き期間を経て返

済開始）

貸付限度額

①世帯の収入が基準以内（右表）
②区内に住民登録がある
③�世帯収入で、卒業までの生計維持が
可能な状況である
④�貸し付けに際して、地域の民生委員
による面接を受ける
⑤�原則、修学者本人が借受人、世帯の生計中心者が連帯借受人となる

収入基準月額（3年度）
2人世帯 272,000円
3人世帯 335,000円
4人世帯 385,000円
5人世帯 425,000円

要件

問高齢福祉課いきがい支援係（☎5722－9837、フ5722－9474）
　講座名にある「りぷりんと」とは、シニアのボランティアが子ど
もたちに絵本の読み聞かせを行い、世代間交流する取り組みです。
　養成講座では、絵本読み聞かせの意義、絵本の選び方、発声方法
などを学びます。また、講座には認知症予防のプログラムが組み込
まれています。講座修了後は、地域での読み聞かせボランティアの
デビューに向けたフォローアップ講座（3回程度）も開催します。
師地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
対９／１現在、要介護認定を受けていない65歳以上の区内在住者
定20人（抽選）

申�����電話またはFAX（講座名、住所、氏名〈ふりがな〉、電話・FAX、
年齢を記入）で、9／30までに、高齢福祉課いきがい支援係（☎
5722－9837、フ5722－9474）へ

内容 日時 会場

説明会 10／28（木）14：00～16：00 中目黒ＧＴプラザホール（上目黒2－1－3）

講座
11／12～4年1／28（12／31、
1／14を除く）の毎週金曜日、
1／13（木）、2／3（木）14：00
～16：00（全12回）

総合庁舎内会議室

体と脳の
元気度測定

（認知度を測る
プログラム）

11／5（金）、4年2／10（木）。
時間は個別に案内します（全２
回）

中目黒ＧＴプラザホール

★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。

コロナ禍の生活を
支援します

新型コロナウイルス対策融資の
受付期間の延長
問産業経済・消費生活課経済・融資係
　（☎5722－9880、フ5722－9169）

新型コロナウイルス感染症の影響で、経営に急激な影響を受けた
区内中小企業を支援するため、新型コロナウイルス対策融資の受け
付けを、4年3／31まで延長しました。申請方法など詳細は、区ホ（コ
ード③）をご覧いただくか、お問い合わせください。

限度額　　1,000万円以内
貸付期間　5年以内（据え置き1年を含む） ③

子育て世帯生活支援特別給付金
問子育て支援課手当・医療係
　（☎5722－8709、フ5722－9328）

▲�ひとり親世帯
以外のかた

②
▲�ひとり親世帯
のかた

①

低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うため、国から子育
て世帯生活支援特別給付金が支給されます。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変したかた
などが対象で、支給には子どもの年齢や保護者の収入等の要件があ
ります。要件や申請方法など詳細は、区ホ（コード①または②）をご
覧いただくか、お問い合わせください。

支給額　　子ども1人当たり5万円
申請期限　4年2／28
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★感染症対策のため、催しなどを中止・変更する場合があります。

＊車での来場はご遠慮ください
＊持ち帰り用の袋をご用意ください
＊苗木は１人（会場によっては１家族）１本です

催し物 配布日時 会場 問い合わせ
烏森住区まつり 10／3（日）10：30 烏森小学校（上目黒3－37－27） 烏森住区センター（☎3719－0594）
環境緑化部 10／16（土）13：00 月光原住区センター（目黒本町4－16－18）☎3714－0694
苗木配布 10／17（日）午後 緑ケ丘小学校（緑が丘2－13－1） 自由が丘住区センター（☎3718－1195）
苗木配布 10／24（日）10：00 原町住区センター（南1－8－9） ☎3725－0731
なかねファミリーフ
ェスティバル 10／31（日）11：00 中根住区センター（大岡山1－37－2） ☎3725－8665

苗木配布 10／31（日）13：00 碑住区センター（碑文谷2－16－6） ☎3792－0784

住区まつり月間 11／6（土）11：00 油面住区センター（中町1－6－23）、
油面住区センター児童遊園（中町1－6） ☎3719－0894

向原ふれあいまつり 11／7（日）13：00 向原住区センター（目黒本町5－22－11） ☎3794－5441
ワイワイ祭り 11／14（日）10：00 八雲住区センター（八雲1－10－5） ☎3718－0851
苗木配布 11／20（土）10：00 東根住区センター（東が丘1－7－14） ☎3795－4445
東山貝塚まつり 12／5（日）11：00 東山住区センター（東山2－24－30） ☎3715－1836
もちつき大会 12／5（日）14：00 すずめのお宿緑地公園（碑文谷3－11－22） 大岡山東住区センター（☎3792－7301）

育てようひろげよう

みどりの都市 10月は都市緑化月間
問みどり土木政策課みどりの係
　（☎5722－9355、フ3792－2112）

　区は、みどりの基本計画に基づき、みどり
豊かなまちづくりを進めるための支援やみど
りの普及・啓発活動に取り組んでいます。

みどりのまちなみ助成 屋上・壁面・接道部の緑化の工事費用を助成しています。

接道部緑化助成
対象（そのほかの要件あり）
敷地面積500㎡未満の土地で、道路に面した場所（道路幅
員4ｍ以上）に中・高木を主体として1ｍ以上を新たに緑化
※既存樹木の植え替えは対象外
助成内容
〈新植栽〉2,000～27,000円／本
〈植栽基盤工事〉3,000～20,000円／ｍ
※縁石がある場合は5,000円／ｍ追加
〈既存樹木の移植〉※樹高1.5ｍ以上が対象
幹周りの長さにより5,000～15,000円／本
〈塀撤去〉9,000円／ｍ
※植栽基盤工事の対象部分
上限額　40万円

壁面緑化助成

苗木を配布します
　友好都市の宮城県角田市で育てられた
ムクゲ、アジサイ、ハギなどの苗木を配
布します（無くなりしだい終了）。時間や
会場などは変更になる場合があります。
詳細は、問い合わせ先へご確認ください。

対象（そのほかの要件あり）
● 建築物の壁面に最低1㎡以上
で高さ2ｍ以上を新たに緑化

● 建築物の外壁から50cm以内
に植栽

助成内容
〈新植栽〉
施工方法により
2,000～20,000
円／㎡
上限額
屋上緑化助成と
合わせて70万円

　結核は、結核菌によって主に肺に炎症が起こる病
気です。薬で完治できるようになった現在も、日本
では1日に平均40人以上が発症し、6人が命を落と
している重大な感染症です。
　高齢者は症状が出ないこともあり、特に注意が必
要です。結核は早期発見・早期治療によって治すこ
とができる病気です。年１回の健診で胸部X線検査
を受けることが大切です。

　今年度の式典は、2年度に新成人となったかたと、3年度に新成人となるかたを対
象に、めぐろパーシモンホールで開催します。また、感染症対策のため、1日2回に
分けて実施します。詳細は、後日送付する招待状をご確認ください。

対 平成12年4／2～13年4／1生まれ
の区内在住者

2年度に新成人
となったかた 4年1／9（日）

9 ／24～30は結核予防週間
問感染症対策課感染症対策係　
　（☎5722－9896、フ5722－9890）問生涯学習課青少年係（☎5722－9309、フ3715－3099）

助成

配布

　区のみどりやいきもの、生物多様性な
どについてパネル展示するほか、緑化助
成などのパンフレットを配布します。
時 10／1（金）～8（金）8：30～17：00
場総合庁舎本館1階西口ロビー

パネル展
生物多様性に
配慮した街をめざして

屋上緑化助成
対象（そのほかの要件あり）
建築物の屋上に最低1㎡以上
を新たに緑化
※ 容量が100ℓ未満のプラン
ターなどによる植栽は対象外
※軒・ひさしなどの下は対象外
助成内容
〈新植栽〉土の厚さにより20,000～30,000円／㎡
〈既存樹木の移植〉
 樹高・幹周りの長さにより1,000～10,000円／本
〈縁石設置〉1,000円／ｍ　
〈自動かん水装置設置〉2,000円／㎡
上限額　壁面緑化助成と合わせて70万円

２・３年度の新成人の皆さんへ
成人の日のつどいを開催します

3年度に新成人となるかたへ～新成人のことばを募集します
　新成人としての主張・感想・決意などを書いた作文（800字程度）をお寄せく
ださい。優秀作品は、4年1／10に開催する式典会場で発表していただきます。
応募者には図書カードを進呈します。
申 住所、氏名（ふりがな）、電話、Eメールアドレスを書いて、郵送（持参可）・
FAX・区ホ（右コード）で、10／15（必着）までに、総合庁舎本館
5階生涯学習課青少年係（〒153－8573目黒区役所〈住所不要〉、
フ3715－3099）へ

新型コロナウイルス感染症と異なる点
　結核も新型コロナウイルス感染症も呼吸器疾患
で、咳や発熱、倦怠感を伴いますが、発病までの
スピードに違いがあります。新型コロナウイルス
感染症はおおむね14日以内に発病することが多
いと言われていますが、結核は感染すると半年か
ら2年以内に発病することが多く、中には10年以
上たって発病する場合があります。

3年度に新成人
となるかた 4年1／10（祝）

対 平成13年4／2～14年4／1生まれ
の区内在住者

水辺のいきもの発見隊

時 10／30（土）10：00～12：00※荒天時は中止
場駒場野公園（駒場2－19－70）
師自然教育研究センター職員
対区内在住・在勤・在学者
定30人（抽選）。小学生以下は保護者同伴
￥保険料1人50円

募集 　駒場野公園大池のかいぼり後の池などに住むいきも
のを調査して、生物多様性について考えます。

申 ハガキ・FAXに、「いきもの発見隊参加
希望」と明記のうえ、住所、参加者全員の
氏名（ふりがな）、年齢、電話を書いて、
10／11（必着）までに、みどり土木政策
課みどりの係（〒153－8573目黒区役
所〈住所不要〉、フ3792－2112）へ
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問土木管理課土木監察係（☎5722－9426、フ5722－9636）
　目黒警察署（☎3710－0110）、碑文谷警察署（☎3794－0110）

　日没が早まる秋は、夕暮れ
時や夜間に交通事故が増える
傾向にあります。夕暮れ時は、
自動車・自転車前照灯を早め
に点灯させましょう。

問土木管理課交通安全係（☎5722－9442、フ5722－9636）
　目黒警察署（☎3710－0110）、碑文谷警察署（☎3794－0110）

　飲酒運転による交通事故が、依然として発生しています。飲酒運転に
より引き起こされた事故は、当事者だけでなく、周囲のすべての人にも
悲惨な結果を招きます。また、飲酒運転は自転車も含まれます。自転車
なら大丈夫という安易な気持ちが事故につながります。酒を飲んだら運
転しない、運転するなら酒は飲まないを徹底しましょう。

飲酒運転は犯罪。飲酒運転をしない！させない！

　突出看板や日よけを、道路上空にはみ出して取り付ける計画があ
る場合は、土木管理課占用係（☎5722－9418、フ5722－9636）
へお問い合わせください。

突出看板や日よけの設置は道路占用許可が必要です

違法です！
標識や電柱などへの
広告物の貼り付け

9／21～30は
秋の全国交通
安全運動期間

・子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保
・ 夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など
安全運転意識の向上

・自転車の安全利用と交通ルール遵守の徹底
・飲酒運転などの悪質・危険な運転の根絶
・二輪車の交通事故防止

運動の重点

悪質商法・特殊詐欺の回避術

悪質商法 特殊詐欺

　言葉巧みに近づき、不当な利益を得る悪質商法・特殊詐欺の被害は増加しています。特に高齢者は狙われやすく
注意が必要です。気付かないうちにだまされていたということにならないためには、回避する術を知っておくこ
とが大切です。また、周りのかたの見守りで被害を未然に防ぐことができます。被害の早期発見にご協力ください。

　特殊詐欺は、被害者の自宅の固定電話に電話をかけることから始まりま
す。自分だけはだまされないとは、思わないでください。犯人は、言葉巧
みにあなたをだまします。

怪しいと思ったら、
迷わず連絡を！

目黒警察署（☎3710－0110）
碑文谷警察署（☎3794－0110）

問消費生活センター
　（☎3711－1133、フ3711－5297）

問生活安全課
　（☎5722－9667、フ5722－9409）

突然自宅を訪問して不安をあおり、契約を迫る手口

相手の話をうのみにしない！回避術

その場で契約をせず、いったん冷静に考え、家族などに相談する
信頼できる複数の事業者から見積もりをとる

クーリング・オフ制度
 　工事が終わった後でも、契約書面を受け取った日から8日以内
であれば、無条件で契約を解除できる制度です。少しでも不審に
思ったら、消費生活センターにご相談ください。
相談専用電話　☎3711－1140
相談時間　　　月～金曜日9：30～16：30

えっ

この工事、
本当に必要
だったの？

お宅の屋根がズレて
いるのが見えました。
無料で点検しますよ

あら、
助かるわ

屋根にひびが
入っていました

では、修理を
お願いします

コロナワクチンを
打つことができます

還付金があり、
お金が戻ってきます。
手続きは今日までです

キャッシュカードが
不正に使われています。
至急対応が必要なため、
預かりに伺います

　貼り紙を、標識や電柱などに貼ったり、カラーコーンに付けて路上に置
いたりすることは、法律で禁止されています。このような違反屋外広告物
は、まちの景観を損なうだけでなく、歩行者や車の通行の妨げとなり、緊
急・災害時の活動にも支障をきたします。

犯人と直接話をしない！回避術

常に留守番電話にしておく
自動着信拒否装置「トビラフォン」を使用する

　警察から提供される詐欺グループな
どの電話番号をもとに、不審な電話を
判別して着信を拒否するトビラフォン
（右写真）の貸し出しを行っています。
また、自動通話録音機の貸し出しもあ
ります。申し込み方法など、詳細は生
活安全課にお問い合わせください。

9月は高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間 10／11～20は全国地域安全運動

こんなに
高いの？

このまま
放置する
と危険で
すよ

1 2

3 4

消費生活
センターに
相談
しなきゃ！
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権利擁護センター ｢めぐろ｣
２年度事業報告
問権利擁護センター「めぐろ」（☎5768－3964、フ5768－3965）

保健福祉サービス苦情調整委員による苦情調整事業

　法律や福祉の専門家である保健福祉サービス苦情調整委員が、保健福
祉サービスの苦情などを中立的な立場で調査し、対応します。2年度の
相談件数は64件でした。

苦情申し立て
　苦情調整委員と面談後、申立
書を提出し、申し立てを行いま
す。申し立ての内容は表3のと
おりです。

苦情調整委員の対応状況
　申し立てについて調査を行っ
た結果を申立人に通知し、事業
者などに要望等を行います。対
応の内容は表4のとおりです。日常生活自立支援・身体障害者等福祉サービス利用援助事業

　判断能力が十分でない高齢者や障害のあるかたなどに、次の支援を行っ
ています。2年度末の契約件数は40件でした。
●福祉サービス利用援助（郵便物などの書類整理、各種行政手続きほか）
●日常的な金銭管理（預貯金からの生活費払い戻しや公共料金支払いほか）

表4　苦情調整委員の対応件数
内容 件数

勧告 0
意見表明 0
文書による申入れ 4
口頭による申入れ 0
文書による要望 1
口頭による要望 1
申し立ての取り下げ 0
面談のみ 1

合計 7

表3　苦情申立件数
内容 件数

介護保険に関するもの 2
高齢者福祉に関するもの 0
保健福祉に関するもの 1
障害者福祉に関するもの 0
障害者総合支援法に関するもの 1
低所得に関するもの 1
子育て支援に関するもの 0
保育に関するもの 1

合計 6

成年後見制度の利用支援事業
●後見人などの紹介
　 　親族以外の後見人などを希望するかたに、弁護士・司法書士・社会福
祉士等の専門家を紹介します。2年度の紹介件数は30件でした。
● 法人後見などの受任　
　 　親族や専門家への後見人の依頼が困
難なかたに、目黒区社会福祉協議会が
法人として法定後見人などを受任して
います。2年度末の受任件数は表2の
とおりです。
●成年後見制度の啓発・親族後見人へのサポートほか
　 　専門家による組織「めぐろ成年後見ネットワーク」と協力し、講演・
講座や親族後見人支援のための交流会などを実施しています。

　2年度苦情調整委員運用状況報告書は、9月下旬から、総合庁舎
本館1階区政情報コーナー・権利擁護センター「めぐろ」、地域包
括支援センターでご覧になれます。
※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

　権利擁護センター「めぐろ」は、高齢者や障害のあるかたが地域で安心
して自立した生活を送ることができるよう、さまざまな支援を行っていま
す。また、保健福祉サービス苦情調整委員の事務局としての業
務も行っています。詳細は目黒区社会福祉協議会ホ（右コード）
をご覧いただくか、お問い合わせください。

相談事業
●一般相談
　 　成年後見制度の概要、高齢者や障害のある
かたへの福祉サービスの利用や日常的な金銭
管理などの相談を受け付けています。2年度
の相談件数は表1のとおりです。
●専門相談
　 　成年後見制度の利用、遺言・相続などについて、弁護士や司法書士に
よる無料相談を行っています。2年度の相談件数は64件でした。

表 1　一般相談件数
内容 件数

権利擁護 1,554
成年後見制度など 961
苦情相談 64
その他 10

合計 2,589

表2　 法定後見人などの年度末
受任件数
内容 件数

法定後見人 8
法定後見監督人 8

ごみの？は
ボクにおまかせ

ゴミラス
教えて！

ゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラスゴミラス
雨の日でも、新聞や雑誌類、
段ボールを古紙回収日に出し
ていいですか？Q

雨が降っていても、収集作業は
通常どおり行うから、いつもど
おり古紙を出してね。

　古紙は、雨で濡れてもリサイクルに支障はないよ。
ビニール袋には入れず、新聞、雑誌類など品目ごとに
ひもでしばって出してね。ビニール袋に入っていると、
ごみと間違って回収しない可能性があるんだ。
　ちなみに古紙で回収できる雑がみは、紙箱・コピー
用紙・包装紙・パンフレット・カレンダーなどの紙類
のことだよ。

A

問清掃リサイクル課計画普及係
　（☎ 5722－ 9883、フ 5722 － 9573）

ごみに関するちょっとした疑問や質問をお寄せください

ハガキ・Eメールに、聞きたいこと、氏名（ニックネーム可）、
年代を書いて、広報課区報係（〒153－8573目黒区役所
〈住所不要〉、 kohobosyu@city.meguro.tokyo.jp）へ。
いただいた質問などから、ゴミラスが選んで回答します。

問めぐろ観光まちづくり協会（☎5722－6850、フ5722－6891）
　目黒の観光をより楽しみ、目黒の魅力を知ってもらうため
に、目黒観光検定を実施します。申し込み方法や実施日程な
ど、詳細はめぐろ観光まちづくり協会ホ（右コード）をご覧く
ださい。

　めぐろ観光まちづくり協会が認定する検定試験です。「知っ
てから行くと目黒の観光が10倍楽しくなる」をテーマに、区
の観光スポットにまつわる歴史や逸話、見どころなどに関する
理解度を測ります。出題は、公式テキスト「目黒観光大百科」
（下写真）から出題します。
時4年1／23（日）　￥検定料3,500円
内 オンライン試験。選択式で50問（100
点満点）出題。80点以上で合格（合格
者には認定証・カードホルダー〈右
写真〉を進呈）

目黒巡りが
もっと楽しくなる

　目黒観光大百科は、めぐ
ろ観光まちづくり協会（上
目黒2－1－3　中目黒GT
内）窓口、または協会ホ（上
コード）で販売します
（1,100円）。
※ ホから購入する場合は別
途送料1冊200円が必要
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凡例時日時　場会場　内内容　師講師　対対象　定定員　￥費用　申申し込み　問問い合わせ　ホホームページ　 子ども・子育て世帯対象　 高齢者対象

五本木小学校
主任教諭 鈴

すず

木
き

陽
よう

子
こ

 さん

図工の魅力は、思ってもみなかった自分と出会うこと

　図工は「自ら作り出す喜び」を感じながら、表したり、見たりすることを通
して、「思ってもみなかった自分と出会うことができる」と思います。私は、
図工を学ぶことの大切さは何か、いつも子どもたちと一緒に考えています。図
工の知識は、自分の感覚や行為を通して分かるのです。だから、子どもたちが
材料や用具に働きかけながら「私はこの色が好き」「この形面白い」「どう組み
合わせようか」と試行錯誤する図工の時間を大切にしています。その中から、
自分の新しい一面に気付くきっかけになってくれたらと思います。

いろいろな出会いから広がる、深まる学び

　授業では、いろいろなモノに触れ、学び、見方を広げていくプロセスを大切にしています。
　以前から、自分たちの住んでいる大地を感じる授業をしたいと考えていました。そこで山形の枝豆農家のか
たの協力のもと、栄養教諭と一緒に実践したのが、土を絵の具にして表現する「大地のおくりもの」という授
業。授業で使う土は、子どもたち自身で集めてもらうことに。しかし、目黒ではアスファルトや人工芝が多く
て、土が集められないということに、子どもが気付いたのです。それでも祖父母の家の土など、70種類の土
をみんなで集めました。集めた土は天日干しして、ふるいにかけて、瓶に入れ、見比べました。子どもたちか
ら「なぜ土はみんな色が違うのだろう」という問いが生まれました。土をのりで溶き、絵の具にして描いてみ
ました。中には作品のタイトルに「大地はなぜ命を生み出すのだろう」とつけた子がいて、表す過程で新しい
見方や問いが生まれたことに驚かされました。子どもたちの問いからも共に学ばせてもらうことばかりです。

一人ひとりの持つ「良さ」を大切にしてほしい

　図工に、うまい、下手はありません。失敗しても大丈夫、失
敗したらほかの方法を考えて作り直すことで新しい発見があり
ます。子どもたちの持って生まれた「良さ」は一人ひとり違い
ます。自分の感じ方、考え方を大切にしてほしいと思います。
子どもたちが、心と体をいっぱいに働かせて、面白さ、不思議
さ、美しさ、神秘さなどに目を見張り、想像をたなびかせてい
る人に成長してほしいと心から願っています

め
ぐろで活躍する人を紹介

ひ
とり

めぐ
vol.2

教育委員会の事務の管理・執行状況の
点検と評価結果をお知らせします
問教育政策課教育政策係（☎5722－9432、フ5722－9332）

　区教育委員会は、区民の皆さんに信頼され、効果的な教育行政を推進
するため、毎年、事務の管理・執行の状況について、学識経験者に意見
を伺いながら点検・評価を行っています。
　2年度の報告書をまとめましたので、お知らせします。

対象事業　 2年度教育行政運営方針の4つの重点課題に対応した53事業

報告書(全文)は、総合庁舎本館1階区政情報コーナー・5階教育
政策課、めぐろ学校サポートセンター、社会教育館、緑が
丘文化会館、青少年プラザ、図書館で配布するほか、区ホ
（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

重点課題 A評価 B評価 C評価 評価
不能＊ 計

子どもの「生きる力」をはぐくむ学校教育の
推進 10 9 0 1 20
学校の教育活動を支える条件整備の充実 7 7 0 0 14
子どもの安全・安心の確保と学校環境の整備 6 4 1 0 11
生涯学習の推進 4 4 0 0 8

合計 27 24 1 1 53

点検・評価結果

点検・評価の基準
A評価：実施策の進捗が計画どおりできており、一定の成果が得られた
B評価： 実施策の進捗がおおむね計画どおりできているが、さらに取り組みの強化

が必要である
C評価：実施策の進捗が計画どおりできておらず、改善の余地がある
＊ 感染症の影響により、対象事業がすべて中止となった実施策は、評価不能としま
した

※ 点検・評価は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づいて実施

身近なあなただから寄り添える
市民後見人養成講習

問権利擁護センター「めぐろ」
　（☎5768－3964、フ5768－3965）

　認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でな
いかたの権利や財産を守る成年後見制度の利用者が増え、注目
されています。親族でも専門職でもない、地域住民の立場から
支援を行う市民後見人を養成するため、市民後見人養成講習を
開催します。講習参加には、説明会への参加が必要です。詳細
は、説明会で配布する募集要項をご覧ください。

◆市民後見人養成講習
時11月～4年3月（全8回）
対4年3／31現在、66歳以下の区内在住者
選考方法　作文、面接

後見人の役割
　被後見人の意思・状況に配慮しながら、被後見人の代理とし
て財産管理や契約などの保護・支援を行います。後見人は長期
に渡って役割を担うため、健康で、強い責任感を持ち、根気強
くコミュニケーションを図る必要があります。

※感染症対策のため、変更になる場合があります

◆市民後見人養成講習説明会
時 ①10／5（火）14：00～15：30②10／8（金）18：30～
20：00③10／13（水）10：30～12：00

場総合庁舎別館4階目黒区社会福祉協議会
定各10人（先着）
申 電話で、希望日までに、権利擁護センター「めぐろ」（☎
5768－3964、フ5768－3965）へ

身近なあなただから寄り添える

▲ 2019年に開催された五本木
小学校での展覧会の作品

▲ 「大地のおくりもの」の授業で集めた70種類の土
©池田晶紀

©池田晶紀

©池田晶紀
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　東京都生まれ。都内の小学校、中学校教諭を経て、現在は目黒区立五本木小学校の図画工作
専科教員。小学校学習指導要領解説図画工作編作成協力者（平成20年）、小学校図画工作教科書
の著者などとして、美術教育の発展に努める。

プロフィール
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