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大震災を教訓に備える

　自身でできる災害の備え「家具の転倒防止」「感震ブ
レーカー」「３日間の食糧備蓄」「近所の絆」 かもしだ

コメント

　表彰は「これからも地域に社会に女性
の活躍に貢献せよ」の意味と捉え、一層
頑張ります！ 

かもしだ
コメント

　関東大震災から１００年を機に、総合的な防災計画を国・
都が策定し多発する災害に強い街をつくる「公助」を強化
しています。 
　阪神大震災の死亡の７割は家屋の倒壊や家具の下敷き
になった窒息死、その次は自宅の火元からの火災でした。
自宅の家具転倒防止や耐震化、感震ブレーカーの設置、
水や食料を自宅に備える「自助」。
　関東大震災や阪神大震災、東日本大震災も、未曾有の大
災害に直面した人々が「人助け」を繰り広げました。「こんに
ちは」と声をかけ、ご近所とわずかな絆を結ぶのも万が一
の時に助け合い協力する「共助」。
　過去に学ぶことで、被災する前に取組みを始められます。
　目黒区は、より効果的で即効性の高い災害対応と防災・危
機管理に専門性を有する自衛隊OBと警察官OBを採用し、
災害に強い、安心安全のしなやかな目黒を目指しています。 

新型コロナ５類へ引下げ
５月８日から 
　目黒区の新型コロナウイルスワクチン接種回数は２３区
中トップレベル。近隣区よりも接種が早くLINEのワクチン
接種予約は便利と好評です。また、目黒区民利用率の高い
LINEの利便性を高めてゆきます。 
　政府は新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを
季節性インフルエンザと同じ「５類」に５月８日から引き下
げ、医療費などの公費負担は段階的に縮小すると表明しま
した。「５類」移行でワクチン接種や重症化しやすい高齢者
の対応、医療機関のあり方など検討課題は多く、目黒区は
現状のコロナ危機体制を維持し、感染症対応力の強化に
努めてまいります。 

目黒区に住んで良かったと実感できる政策やデジタル
目黒を進めてまいります。かもしだ

コメント

心の健康は社会の健康「幸せ度の高い目黒」を
目指します。 かもしだ

コメント 令和４年度
東京都功労者表彰を受章 

　目黒区は今後３０年間で区立小中学校２４校の建替えに
1,700億円、学校以外の建替えに300億円、２,０００億円が
必要と試算しています。また、目黒川に隣接する目黒区民
センター、美術館と下目黒小学校を一体的に建替える計画
が進んでいます。 
　１００年に一度、街が大きく変わる機会に芸術文化を身近
に触れ楽しみ、心豊かな生活環境を創出するよう「目黒区
全域を芸術文化の香りあふれる街に」を提案しています。 

目黒区を芸術文化の香り
あふれる街に 生涯スポーツ

グランドゴルフ始めました

　20２２年の各国の男女格差を数値化した「ジェンダー
ギャップ指数」、日本は１４６ヵ国中１１６位。特に政治分野は
低く１３９位。女性議員や閣僚の少なさが要因ですが、昨年
の参院選は過去最多の
３５人が当選し女性比率
は25.8％へ。 
　そして、杉並区と品川
区に初の女性区長が誕
生し東京２３区の現職女
性区長は３人へ。地方議
員の女性比率は15％で
すが、目黒区議会の女
性比率は30％超を２０
数年来維持し、政策や
課題に多様性が反映さ
れています。 

杉並区と品川区に
　　初の女性区長誕生

　コロナ禍の生活応援、事業者支援に紙とデジタルを併用
して22億円分の30%プレミアム商品券を２年間実施しま
した。２２年は都の補助金で目黒区商店街連合会が独自に
商品券アプリを開発し、デジタルが苦手な方にはアプリの
使い方を説明する「出張スマホ相談」を設け、区も宣伝しま
したが、お得な商品券（１万円で３千円プラス）を知らない
区民が多いことを知り、鴨志田のSNSや口コミで購入した
方から「家族４人で申込み、お得だった。目黒区に住んで良
かった」と好評でしたが、デジタル商品券は2.5億円分余
り、認知度が低い状況です。 
　今年２３年はアプリの利便性を高め取扱店を増やし、デジ
タルのみのプレミアム「デジタルクーポン」を実施します。 

目黒区の30％
　 プレミアム商品券を
　　    利用しましたか？

　２００２年１０月の目黒区議会補欠選挙に初当選
してから２０年目、小池都知事より「地域活動
功労」部門で令和４年度の東京都功労者に表彰
されました。 
　同日、名誉都民に顕彰された脚本家の石井
ふく子氏（９６歳）は「これからも健康で皆さんに
喜ばれる作品を作りたい」と謝辞を述べられ、
まさに人生１００年時代を体現されていました。 
　東京都庁での表彰式はコロナ禍で縮小し、
303人の功労者の内、１００人が招待され最前列
の席の方々との集合写真です。 

３年ぶりの目黒区長・議長主催の新年会
（飲食無し）を目黒雅叙園で開催 

かも し だ
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エコライフめぐろ推進協会
目黒区総合庁舎別館６階

食品ロス削減とコロナ禍で必要としている方とマッチした

「フードドライブ」の常設窓口

TEL 03-3715-7835

　国は赤字国債（借金）で
予算を作りますが、地方
自治体は入りと出が同じ
の身の丈にあった予算を
作り、公園や学校、道路建
設で起債（借金）する場合
は内容を明示して透明性
の高い予算編成をしてい
ます。 

かもしだ
コメント

　子ども達は未来への最も有効な投資。待ったなしの日
本は「子育て教育は家庭」から「社会で育てる」意識変革
が必要です。 

かもしだ
コメント

　国の税収はコロナ禍でも伸び続け、消費税・所得税・法人
税（税収の多い順）の主要３税は３年連続で過去最高額にな
りました。一方でコロナ関連の経済対策で歳出は膨らみ、
過去最高の税収があったとはいえ、歳出の半分も届かず、
巨額の国債発行に頼る構造は続いています。 
　東京都も企業収益の伸びが反映し２３年度一般会計予算
は初の８兆円超を見通し、目黒区は給与所得が伸び区税収
は４８８億円余の最高額に。当初予算は過去最高の1,197
億円。 
　国は借金財政ですが、目黒区は貯金が借金を上回り、
区民一人当たりの貯金は１９万円。 
　予算の提案権は区長、決定権は議会にあり、予算審議は
議員の最も重要な職務です。 

　子ども医療費や給食費を国が補助し、地域格差を
無くす異次元の全国一律の対策を求めます。 かもしだ

コメント

介護・福祉人材の確保・定着・育成に予算要望しました。 
かもしだ
コメント

　食料品やお菓子
が余っていないか、
今一度チェックく
ださい。 

かもしだ
コメント

　保育職員の家賃補助・キャリアアップ補助など保育士
支援へも力を入れています。 かもしだ

コメント

23年度　国、東京都、
目黒区も過去最高の税収 

　都は２３年度４月から中学生までの医療費無償化を高校
生に拡大しますが、所得制限を設け、通院１回当たり２００円
を自己負担にする方針。しかし、実施主体の区市町村に事
前協議がなかったことから、東京２３区長会は「所得制限で
差別すべきでない」と所得制限や自己負担を設けない完全
無償化を２３区が自主財源で実施します。 
　東京多摩１６市は、所得制限なしで無償化するかは財源
問題もあり「各市の判断」となり、多摩地域を含めて全国的
に子ども医療費助成は格差が生じています。 

東京23区は
高校生医療費を無料に

　区立中学校跡地や国有地に3年間で３カ所の特養老人
ホームを新設し、令和７年度に駒場東大前の国有地に目黒
区内１０カ所目の特養ホームを新設します。また、６０歳以上
で在宅の生活に不安のある方が低額な料金で利用できる
都市型軽費老人ホームも２か所開設しました。 

目黒区内の特養ホームが
10施設に

骨粗しょう症の無料検診
始めます

帯状疱疹予防接種の費用
助成始めます 

　食べられるのに捨てられている日本の食品ロスは毎日
1杯のご飯に相当し、年間で522万トン。家庭で余っている
未利用食品を集め、福祉団体やフードバンクに提供する
「フードドライブ活動」が各地で広がっています。目黒区内
は町会・自治会・住区の掲示板で告知していますので注目
ください。

「フードドライブ」に
協力しませんか？

　目黒区議会は
地方議会で最初
に在日ウクライナ
大使に義援金を
お渡ししました。

かもしだ
コメント

　ロシアのウクライナ侵攻から１年の間に目黒区のウクラ
イナ避難民は少しずつ増え、８世帯１６名（２３年１月時点）が
生活しています。住宅は都が用意し、区は生活必需品や資
金、活動支援や通訳サービスを行っています。 
　ウクライナ支援チャリティーコンサートの開催、区のイベ
ントへの出演、クラウドファンディングでは目標の５００万円
を超える支援金が集まりました。そして、昨年末の目黒区
へのふるさと納税「ウクライナ避難民支援」に３３００万円の
寄付が集まりました！ 
　残念ながら侵攻は続き、その戦禍に多くのウクライナ国
民が犠牲となっています。お預かりした支援金は避難民の

目黒区のウクライナ避難民は
8世帯16名

　国・都も出産・子育ての支援金を充実し、区は独自に出生
時に２万円、0～１８歳の児童一人当たり１万円の現金給付
を２３年度に実施します。
　老朽化した保育園跡に「子ども総合相談センター」、碑文
谷保健センターを建替え「児童相談所・一時保護所」を計画
しています。 

目黒区の妊娠期から
青年期の支援と児童相談所

　目黒区は保育所を増やし待機児童ゼロになりました。今
後は子育て広場や一時保育、学童保育クラブや児童館を
増やします。 

目黒区は待機児童ゼロに、
学童保育クラブ・児童館・
子育て広場に予算　２０年前から少子化が進むことは数字が示していながら

政府は有効な対策を打てず、小池知事は「都が国をけん引
する」と「１８歳以下へ月５千円給付」や第二子以降の保育料
無償化など少子化対策に1.6兆円を投じる２３年度予算案
を発表。 
　岸田首相が掲げた「異次元の少子化対策」は、経済的支
援強化、幼児教育や保育などのサービス拡充、働き方改革
の三本柱。児童手当など経済的支援は所得制限がありま
すが、所得のある家庭は税金を払っているので所得制限は
無くすべきと考えます。 
　子ども関連予算がOECDで最低水準の日本が異次元を
実行する場合、新たに年１０兆円の財源が必要とされ、増税
などの議論は避けたい思惑があり財源は４月の統一地方
選挙後に先送りになりました。 
　防衛費の大幅増はＧＤＰ費２％の額を指示した姿勢とは
対照的で、曖昧な遠い将来になることを危惧しています。
少子化は確実に今後も続きます。 

都は少子化対策1.6兆円、
首相は異次元の対策

生活支援や健康管理、医
療など個々に応じた支援
に充てています。 

　早期に骨量減少者を発見して治療や健康管理をアドバ
イスします。
　目黒区内在住の女性で４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の
方に受診券を送付します。 

担当： 健康推進課　03-5722-9589

　８０歳までに３人に一人が帯状疱疹になるといわれ、ワク
チン接種費用は全額自己負担。５０歳以上の目黒区民に
５千円から１万円を助成します。

担当： 保健予防課　03-5722-7047
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