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区報に広告を
掲載しませんか
区報に広告を
掲載しませんか

区内全域に１８万８,５００
部、各戸配布しています。
料金や規格など、詳しい
資料を郵送しますので、 
問い合わせを。

区報担当／４階
☎（３２２８）８８０５
FAX（３２２８）５６４５
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来年４月から 
認可保育所保育料、認証保育所 
保護者補助が変わります
幼児施策計画担当／３階
☎（３２２８）８８３３　FAX（３２２８）５６６７

　このたび、認可保育所保育料と認証保

育所保護者補助を改定する条例案が可決

され、来年４月からは改定後の内容を適

用します。

　今回の改定は、約８年前に改正した認

可保育所保育料が税制改正の影響で実質

的に値下げの状態となっていること、ま

た、待機児童対策として新規誘致を進め

てきた認証保育所との保護者負担に格差

が生じていることから、負担を公平化す

るよう見直したものです。みなさんのご

理解をお願いします。

認可保育所保育料
①前回改定以降の税制改正を反映した階

層基準に改めました。

②高額所得者層の階層を新設しました。

③階層が異なっても保育料が同額の部分

や、階層の所得の幅が大きい部分につい

て改めました。なお、急激な負担増を緩

和するため、３歳未満児の一部階層には

経過措置を設けました。

認証保育所保護者補助
  補助上限額を引き上げるなどの見直し

を行いました。

☆改定後の金額などについて詳しくは、

１１月１４日は世界糖尿病デー 
パネル展「生活習慣を 
見直して糖尿病予防」
健康推進担当／６階
☎（３２２８）８８２６　FAX（３２２８）５６２６

　４０歳～７４歳の都民のうち、３人に１

人が糖尿病または糖尿病予備群であると

推計されています。

　糖尿病の多くは、日常生活に影響を受

けて発症するタイプの生活習慣病で、初

めのうちは自覚症状がありません。

　しかし糖尿病を放置すると、網膜症や

腎症、神経障害などの合併症を引き起こ

す恐れがあり、高血圧などの症状がある

方は悪化を招くこともあります。

　世界糖尿病デーを機に、糖尿病につい

ての正しい知識を身に着けましょう。

　区では、糖尿病予備群の方を対象に糖

尿病予防対策事業を実施しています。詳

しくは、健康推進担当へ問い合わせを。

日時　１１月１日（金）～１４日（木）

会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」

☆当日直接会場へ

ピアカウンセリング講座 
「ピアカウンセリングを 
共に学ぶ」
地域生活支援センターせせらぎ
☎（３３８７）１３２６　FAX（３３８７）１３４７

　人と話し合う中で、悩みや気持ちを共

有して自分の持っている力を引き出す「ピ

アカウンセリング」。その方法を学びます。

日時　１１月８日（金）～１０日（日）、いず

れも午前１０時～午後４時。全３回

会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）

対象　精神障害のある方とその家族、支

援者、関心のある方

講師　小林伸
の ぶ

匡
ま さ

氏（社会福祉法人巣立ち

会職員）

参加費　５００円（テキスト代・お茶代）

申込み　１０月２２日～１１月７日に電話

で、地域生活支援センターせせらぎへ。

３日間参加できる方優先で、先着２０人

区ホームページ、保護者のみなさんに施

設を通じて配布する資料をご覧ください

「保育利用者の負担の公平化（案）」に
ついてのパブリック・コメント手続き
の結果
　９月５日～２５日にパブリック・コメン

ト手続きを実施し、１１人から２２件のご

意見をいただきました（電子メール＝１０

人、郵送＝１人）。なお、それらに基づく

「保育利用者の負担の公平化（案）」の修

正は、ありませんでした。

結果の公表　区ホームページ、区民活動

センター、図書館、区役所３階幼児施策

計画担当、同４階区政資料センターで

☆保護者の方は保育所などでもご覧にな

れます

来年４月入園の 
区立（公設公営・公設民営）・
私立認可保育園児と 
区立保育室園児を募集します
入園相談担当／３階
☎（３２２８）８９６０　FAX（３２２８）５６６７

　保護者や同居の祖父母などが働いてい

たり病気や障害があったりして、家庭で

の保育が受けられない、０歳～就学前の

お子さんが対象です。

　保育園への入園は、家庭で保育できな

い状況の度合い（選考指数）の高い順に決

定します。結果は、来年２月中旬に全申

込者に郵送でお知らせします。

　入園対象となる条件、園の所在地、募

集定員など詳しくは、区民活動センター、

地域事務所、すこやか福祉センター、区

役所３階子ども総合相談窓口で１１月１

日から配布する「保育園のご案内」または

区ホームページをご覧ください。

申込み　１２月１０日までに直接、区役

所３階子ども総合相談窓口へ。地域事務

所、すこやか福祉センターで取り次ぎも

第２７回薬物乱用防止 
中野区民大会
医薬環境衛生担当（中野区保健所内）
☎（３３８２）６６６３　FAX（３３８２）６６６７

　薬物犯罪の現状や薬物乱用の恐ろしさ

について、警察署員の講演を聞きます。

　あわせて、薬物乱用をテーマに作成し

たポスター・標語の中学生入賞作品の表

彰をします。

日時　１１月１４日（木）午後３時～５時

（２時半から受け付け）

会場　なかの芸能小劇場（中野５－６８－

７）

☆当日直接会場へ。先着１００人

在宅療養講演会 
「最後まで寄り添う 
地域連携を目指して」
健康推進担当／６階
☎（３２２８）８８２６　FAX（３２２８）５６２６

　「家族の最期に寄り添いたい」「住み慣

れた自宅や地域で暮らし続けたい」とい

う希望をかなえるには、どのような医療

や支援が必要なのか、夫をみとった方や

在宅療養者を支える医師の話を聞いて考

えてみませんか。

☆手話通訳あり

日時　１１月２３日（土・祝）午後２時～４時

会場　中野セントラルパークサウス（中野

４－１０－２）コングレスクエア

対象　区内在住・在勤・在学の方

講師　渡辺幸康氏（のがたクリニック院

長）

☆当日直接会場へ。先着１００人。一時

保育希望の方は、１０月２１日～１１月

２１日に電話、ファクシミリ（お子さんの

住所・氏名・月年齢を記入）または直接、

健康推進担当へ。先着６人

高齢者・障害者のための 
巡回無料法律相談
中野区成年後見支援センター
☎（５３８０）０１３４　FAX（５３８０）０５９１

　法テラス（日本司法支援センター）の民

事法律扶助の仕組みを利用した個別法律

相談会です。

☆東京弁護士会、第一東京弁護士会、第

二東京弁護士会、法テラス、中野区社会

福祉協議会との共催

行っています　☆来年１月・２月の入園

申し込みの締め切り日も同日。区立（公

設公営）保育園・保育室の延長保育を申

し込む場合は、区役所３階子ども総合相

談窓口のみで受け付け。公設民営園と私

立保育園の延長保育は、入園後、園に直

接申し込みを

☆出生前のお子さんについても、母子手

帳のコピーを提出することで、仮受け付

けの対象となります。詳しくは、入園相

談担当へ問い合わせを

障害のあるお子さんなどの入園希望
　１１月中旬までに入園相談担当へ相談

を。

区外の保育園への入園希望
　区市町村によって締め切り日が異なりま

す。希望する保育園のある自治体に事前

に確認した上で、締め切り日の１週間前ま

でに中野区入園相談担当へ申し込みを。

第１５回中野区学校給食 
展示会「生きる『食』をつなぐ 
学校給食」
学校健康推進担当／５階
☎（３２２８）５５２２　FAX（３２２８）５６８０

　区立小・中学校の学校給食の実物と、

給食を中心とした食育の取り組みのパネ

ルをご覧になれます。

日時　１１月２１日（木）・２２日（金）、い

ずれも午前９時～午後５時　☆受け付け

は午後４時半まで

会場　区役所１階区民ホール

☆当日直接会場へ

日時　１１月２５日（月）午後１時～５時　

☆相談時間は、一人当たり４５分

会場　スマイルなかの（中野５－６８－７）

対象　区内在住の高齢者・障害者方　

☆法テラスの制度を利用するため、資力

要件あり。要件について詳しくは、中野

区成年後見支援センターへ問い合わせを

申込み　１０月２２日～１１月２０日（日

曜日、祝日、第３月曜日を除く）に電話

またはファクシミリ（住所、氏名とふりが

な、電話番号、ファクシミリ番号、相談

内容を記入）で、中野区成年後見支援セ

ンターへ。先着１２人

健康講座「ツボを知りツボを
極めてキレイを進化！」
鷺宮すこやか福祉センター 
鷺宮３－１８－１５
☎（３３３７）８４５０　FAX（３３３０）１３４０

　風邪予防のツボや体を温める方法等を

学び、免疫力の向上などを目指します。

日時　１１月２５日（月）午後２時～４時

会場　鷺宮区民活動センター（鷺宮３－

２２－５）

講師　堀内泰枝氏（針灸清明堂針灸師）

申込み　１０月２１日～１１月２２日に電

話または直接、鷺宮すこやか福祉セン

ターへ。先着２０人　

女性のための健康講座 
「骨量測定と骨の健康づくり」

中部すこやか福祉センター
中央３－１９－１
☎（３３６７）７７８８　FAX（３３６７）７７８９

　骨量測定後、専門医から骨
こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

の予

防に役立つ話を聞きます。健康運動指導

士の解説による体操も。

日時　１１月２９日（金）午後１時１５分～

４時

会場　中部すこやか福祉センター

対象　区内在住で、３月３１日現在１８歳

～６４歳だった女性

講師　竹内晃
あきら

氏（ルカ医院院長）

申込み　１０月２１日～１１月２８日に電

子申請か、電話または直接、中部すこや

か福祉センターへ。先着３０人　☆一時

保育希望の方は、あわせて申し込みを。

先着６人

健康
福祉

子ども
子育て
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区
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設
へ
は
、
公
共
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通
機
関
を
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く
だ
さ
い

（
区
役
所
で
は
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車
場
を
利
用
で
き
ま
す
）

平成25年（2013年）　10月20日号　13 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

子
ど
も
・
子
育
て

健
康
・
福
祉


