
健康づくり体験（栄養・食生活）
健康推進担当／６階 
（３２２８）８８２６　 （３２２８）５６２６

　おいしく食べられて、楽しい食生活を

送るための、ちょっとした工夫を体験し

ませんか。

日時…８月２日（土）正午～午後３時

会場…区役所１階玄関前　☆雨天時は同

１階特別集会室

☆当日直接会場へ

障害者地域自立生活支援 
セミナー 

「ふれあいクッキング」
障害者地域自立生活支援センターつむぎ 

・ （３３８９）２３７５

　食事や健康に関する話を栄養士から聞

き、簡単な調理実習を行います。

日時…８月９日（土）午前１１時～午後２時

会場…障害者福祉会館（沼袋２－４０－

１８）　☆駐車場はありません

対象…区内在住の、身体障害・知的障害

のある方

参加費…４００円

申込み…７月２２日～３１日に、電話、

ファクシミリ（住所、氏名とふりがな、電

話番号、障害種別を記入）または直接、

障害者地域自立生活支援センターつむぎ

（中野５－６８－７）へ。先着１５人

骨密度相談
南部保健福祉センター 
（３３８０）５５５１　 （３３８０）５５３２

　骨量を測定し、医師や管理栄養士など

から骨粗しょう症予防の話を聞きます。

日程…９月５日（金）午後　☆受付時間

は、申し込み時にお知らせします

会場…南部保健福祉センター（弥生町２

－４１－２）

対象…３月３１日現在、１８～６４歳の区

内在住の女性　☆医療機関で骨粗しょう

症の受診をしている方はご遠慮ください

申込み…７月２２日午前９時から、電子

申請、電話または直接、南部保健福祉セ

ンターへ。先着３０人　☆一時保育あり。

あわせて申し込みを

「ピアカウンセリング基礎講座～
ピアカウンセリングってなに？～」
精神障害者地域生活支援センターせせらぎ 
（３３８７）１３２６　 （３３８７）１３４７

　同じ病気などを経験した仲間（ピア）

が、今、困っている人の話を聴くピアカ

ウンセリング。この手法を学びます。

日時…８月２３日（土）午後２時～４時

会場…スマイルなかの（中野５－６８－７）

対象…精神障害者のピアカウンセリング

に興味のある方

講師…小林伸匡氏（社会福祉法人巣立ち

会精神保健福祉士）

申込み…８月１日～２０日に、電話また

は直接、精神障害者地域生活支援セン

ターせせらぎ（スマイルなかの内）へ。先

着３０人

7月20日・21日・
27日、8月3日分

医療機関名 診療科目 所在地 電　話

７
月
20
日

当
番
医

横畠外科胃腸科病院 外・内 新　井２－６－１ （３３８９）２５３１

重福医院 内・アレルギー 野　方５－２９－５－２Ｆ （５３２７）３８０３

宮地内科医院 内・小 上高田１－３５－９ （３３６１）１８５８

中野総合病院 内・外・小・整・
脳神経外 中　央４－５９－１６ （３３８２）１２３１

常喜医院 内 東中野４－９－４ （３３６０）８１１３

高野整形外科 整 弥生町４－１８－７ （３３８０）６７００

辻塚歯科医院 歯 白　鷺１－１－１２ （３３３８）２５０６

秋元歯科医院 歯 本　町５－４８－１２－２０５（３３８１）４３８６

薬
局

むさしの薬局 新　井２－３－１５ （３３８８）３９８７

くみあい保険薬局 中　央４－６０－７ （３３８３）５２５０

７
月
21
日

当
番
医

慈生会病院 内・外 江古田３－１５－２ （３３８７）５４２１

ケイ・メディカル 
クリニック 整 大和町１－４－２－３F （３３１０）７１２１

寺内医院 内・小 新　井５－３１－１ （３３８６）２２６７

中野共立病院 内 中　野５－４４－７ （３３８６）３１６６

寺田内科医院 内・皮 本　町３－３２－２２ （３３７２）８２６６

たまつ小児科医院 小 南　台３－１５－５ （３３８０）０３２５

小木曽歯科医院 歯 白　鷺１－２３－８ （３３３８）０６９０

鎌田歯科医院 歯 中　央２－２－３１－３Ｆ （５３３０）１１５４

薬
局

青葉調剤薬局 中　野５－４７－１０ （３３８９）７１１０

けやき薬局 江古田２－２２－１ （３３８８）０７８２

７
月
27
日

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田４－１９－９ （３３８７）７３２１

熊谷医院 内・外・脳神経外 鷺　宮３－３２－５ （３３３８）１５１５

まるたに内科循環器科 内・循・呼 上高田３－２４－２ （３３８８）１２３６

東京警察病院 内・外・整・
脳神経外・産婦 中　野４－２２－１ （５３４３）５６１１

山田医院 産婦・小・内・皮 中　野２－１４－１７ （３３８４）３５５５

多田町診療所 内・呼・アレルギー・
小 南　台３－３３－５ （３３８１）３１９１

鳥居歯科医院 歯 白　鷺１－３０－８ （３３３０）００２５

歯科米沢医院 歯 中　央２－４－１－２０３ （３３６４）６４８０

薬
局

むさしの薬局江古田店 江古田４－２０－２２ （５３４３）３９１２

シンワ薬局中野店 野　方１－６－１ （３３８７）０９１０

８
月
３
日

当
番
医

横畠外科胃腸科病院 外・内 新　井２－６－１ （３３８９）２５３１

高梨医院 内・小 大和町４－１０－２１ （３３３７）６９８７

赤沢医院 内 中　野５－３３－２８ （３３８７）１８１１

佼成病院 内・外 弥生町５－２５－１５ （３３８３）１２８１

武藤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 東中野１－３５－２１ （３３６１）４０２３

本郷診療所 内 本　町４－２６－２ （３３８１）５４５６

しらさぎ歯科医院 歯 白　鷺２－１０－１０ （３２２３）８８１７

岩橋歯科医院 歯 中　央２－４５－５ （３３６１）０９０１

薬
局

むさしの薬局 新　井２－３－１５ （３３８８）３９８７

仁天堂薬局 東中野１－３６－８ （３３６８）８４４６

１５歳以下のお子さんを対象に、
小児科医が診療を行います。
開設場所…中野総合病院内
　　　　　／中央４－５９－１６
　　　　  　（３３８２）９９９１
診療時間…午後７時～１０時
　　　　　  （年中無休）

☆ 受診する旨を電話で連絡のうえ、
　 保険証・医療証をお持ちください
☆ 入院などが必要な場合は、ほかの
　 病院を紹介します

●休日当番医の診療時間
　＝午前９時～午後５時
　保険証・医療証をお持ち
　ください。往診はしません。

●休日当番薬局の開設時間
　＝午前９時～午後５時半
　医療機関受診時の処方せんを
　お持ちください。

★夜間及び日曜日、祝・休日の
　医療機関案内
　＝東京都保健医療情報センター
　「ひまわり」
　 （５２７２）０３０３
　 （５２８５）８０８０
　（ファクシミリは聴覚・言語障害者
　向け）
　携帯電話などからは

http://www.himawari.metro. 
tokyo.jp/kt/

★救急相談センター
　（２４時間受け付け・年中無休）
　プッシュ回線・携帯電話・PHSからは
　＃７１１９
　ダイヤル回線　 （３２１２）２３２３

★医療機関案内
　中野消防署　 （３３６６）０１１９
　野方消防署　 （３３３０）０１１９

★小児救急相談、育児・妊産婦
　の相談

＝東京都「母と子の健康相談室」
（５２８５）８８９８

☆プッシュ回線・携帯電話からは
＃８０００も利用可
月～金曜日＝午後５時～１０時
土・日曜日、祝・休日
＝午前９時～午後５時

☆
事
前
に
電
話
で
確
認
を

　区が提供する福祉サービスへの苦情や不満の申し立てを受
けて、区の決定などが適正か、区以外の公平な第三者の立場
の福祉オンブズマンが調査し審査する制度です。

　民間の事業者が提供する福祉サービスの利用について、
トラブルがあるときに、調停委員が調停を行います。

電話、ファクシミリまたは手紙（住所・氏名・電話番号・苦情内容を明記）で権利擁護推進担当へご相談ください。

福祉オンブズマンが
公正に調査し、審査。申立人に回答

苦情申し立て

福祉オンブズマン制度
民間福祉サービス紛争調停制度の運営状況
福祉オンブズマン制度
民間福祉サービス紛争調停制度の運営状況

《区の対応が現状ではやむを得ないと判断したもの》
生活援護関係（２件）

「生活保護における収入認定の際の特別
控除についての職員の説明が不適切」

「作業所職員の欠勤・休暇に対する所長
の説明が不十分」

「保護者の転出による児童手当返還請求
にかかる職員の対応が不適切」

「家庭福祉員の申し込み方法が申し込み
時に突然変更された」

《実施機関に対し、是正や制度の改善を求める意見表明を
行ったもの》
　該当はありませんでした。

《改善を検討するよう口頭または文書で区に申し入れたもの》
生活援護関係
（１件）

障害福祉関係
（１件）

子育て支援関係
（１件）

保育園・幼稚園関係
（１件）

福祉オンブズマン制度とは

利用方法

　事業者・利用者からの申し立てはありませんでした。

民間福祉サービス紛争調停制度の処理状況

申し立ての概要・件数と福祉オンブズマンの処理状況

？

　申し立て内容や福祉オンブズマンの審査内容の詳細
は、地域センター、図書館、保健福祉センター、区役
所１階区政資料センターでご覧になれます。また、区
ホームページにも掲載しています。トップページの暮
らしのガイド「福祉・医療・保健」からご覧ください。

権利擁護推進担当／６階
（３２２８）８７２５
（３２２８）８７１６

民間福祉サービス紛争調停制度とは

福祉オンブズマンサービス利用者

？

区ホームページから、   　 は電子申請が、    　は申請書などのダウンロードができます区ホームページから、   　 は電子申請が、    　は申請書などのダウンロードができます

健康・
　福祉

毎月第１土曜日は
「中野区健康づくりの日」
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