
相談内容 相談日時など 問合せ

子ども家庭専門相談
臨床心理士による、１８歳未
満のお子さんとその家庭の
悩みなどに関する相談

月１回、平日の午後１時～５時に区役所３階子ども
家庭支援センター相談室で。事前に電話で、子ど
も家庭相談等担当へ予約を。日時は、予約時に
お知らせします
☆一時保育希望の方は、１週間前までにあわせて
申し込みを

子ども家庭相談等担当／３階
☎（３２２８）７８６７　FAX（３２２８）７８７５

子育て専門相談
１８歳未満のお子さんとその
保護者を対象とした、お子
さんの発育、健康、しつけ、
友達関係など、子育てに関
するさまざまな相談

事前に電話で、各すこやか福祉センターへ予約
を。日時は、予約時にお知らせします

南部すこやか福祉センター
弥生町２－４１－２
☎（３３８０）５５５１　FAX（３３８０）５５３２

中部すこやか福祉センター
中央３－１９－１
☎（３３６７）７７８８　FAX（３３６７）７７９８

北部すこやか福祉センター
江古田４－３１－１０
☎（３３８８）０２４０　FAX（３３８９）４３３９

鷺宮すこやか福祉センター　
若宮３－５８－１０
☎（３３３６）７１１１　FAX（３３３６）７１３４

巡回育児相談
児童館を巡回する育児アド
バイザーによる、育児やし
つけなど、子育てに関する
相談

月１回程度、各児童館や民間の子育てひろばを
巡回します。巡回予定日は、各すこやか福祉セン
ターや児童館のお知らせをご覧ください

相談内容 相談日時など 問合せ
不動産相談★
宅地建物取引士による、土地建物の賃貸借、更新、売買などに
関する相談　
☆各日先着６人。一人３０分まで

毎月第１金曜日、第３・４火曜日
午後１時～４時に区役所１階専門相
談室で

区民相談担当／１階
☎（３２２８）８８０２
FAX（３２２８）５６４４

新築・増改築相談
専門家が自宅に出張しての相談や見積もりも可

毎週金曜日
午前９時半～正午、午後１時～４時半
に直接、区役所１階区民ホールへ

住宅施策担当／９階
☎（３２２８）５５８１
FAX（３２２８）５６６９

公的賃貸住宅（都営住宅・区営住宅・福祉住宅・区民
住宅など）の手続き・相談
☆区営住宅・福祉住宅は年１回、都営住宅は年４回募集（区民住
宅の募集は不定期）

月～金曜日
午前８時半～午後５時に直接、区役
所９階住宅施策担当へ

住宅施策担当／９階
☎（３２２８）５５７９
FAX（３２２８）５６６９

分譲マンション等の管理に関する相談
住み替え住宅の相談
民間の賃貸住宅にお住まいの高齢者・障害者・ひとり親世帯等の
方で、区内の他の民間賃貸住宅への転居を必要とする方の相談 月～金曜日

午前８時半～午後５時に直接、区役
所９階住宅施策担当へ

住宅施策担当／９階
☎（３２２８）５５８１
FAX（３２２８）５６６９

住宅資金等融資あっせんの相談
自己居住用の住宅の水災害対策・耐震改修資金の調達が困難
な方に向けた相談
☆あっせんには、着工前の申し込みが必要。詳しくは、問い合わせを

耐震相談
耐震診断・改修などの相談や助成制度の紹介

月～金曜日
午前８時半～午後５時に電話または
直接、区役所９階耐震化促進担当へ

耐震化促進担当／９階
☎（３２２８）５５７６  
FAX（３２２８）５４７１

★のついているものは、相談当日の午前９時から電話で区民相談担当へ予約を
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相談内容 相談日時など 問合せ
生活相談
病気や高齢、その他の事情で、収入が少なく生活に困る方の、
生活に関する相談

月～金曜日
午前８時半～午後５時に区役所２階
１５番窓口へ

生活相談担当／２階
☎（３２２８）８９２７
FAX（３２２８）５６６４

住居確保給付金相談
離職者の就労活動への支援としての賃貸住宅の家賃に関する相談

月～金曜日
午前８時半～午後５時に区役所２階
１６番窓口へ。事前に予約を

中野くらしサポート／２階
☎（３２２８）８９５０
FAX（３２２８）５６０１

受験生チャレンジ支援貸付相談
中学校３年生と高校３年生のお子さんを持つ、所得が一定基準
以下の家庭への塾代や受験費用の貸し付けに関する相談

月～金曜日（第３月曜日を除く）
午前９時～午後５時にスマイルなかの
（中野５−６８−７）へ。事前に予約を

中野区社会福祉協議会
☎（５３８０）５７７５
FAX（５３８０）０７５０

貸付相談
母子・父子家庭のお子さんの就学資金や医療費、葬儀費、災害
復旧費などの支払いにお困りの方への貸し付けに関する相談

月～金曜日
午前８時半～午後５時に区役所２階
１６番窓口へ

自立支援担当／２階
☎（３２２８）８８８９
FAX（３２２８）５６０１

消費生活相談
消費生活相談員による、契約上のトラブル、商品・サービスに
関するトラブルなどの消費生活に関する苦情・相談

月～金曜日　
午前９時半～午後４時に電話で、消
費生活センターへ。対面での相談
を希望する場合は、事前に予約を

消費生活センター／１階
☎（３３８９）１１９６
FAX（３３８９）１１９９
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★のついているものは、相談当日の午前９時から電話で区民相談担当へ予約を

★のついているものは、相談当日の午前９時から電話で区民相談担当へ予約を

相談内容 相談日時など 問合せ
法律相談★
弁護士による、金銭賃借、遺産相続、土地、家屋など、
日常の法律的事項に関する相談
☆各日先着１２人。一人３０分まで

毎週月・水曜日（月８回まで実施）
午後１時～４時に区役所１階専門相談室で

区民相談担当／１階
☎（３２２８）８８０２
FAX（３２２８）５６４４

暮らしの手続と書類の相談★
行政書士による、契約書、内容証明書、公正証書・外国
人のビザなどに関する相談
☆各日先着６人。一人３０分まで

毎月第３金曜日
午後１時～４時に区役所１階専門相談室で

行政相談★
行政相談委員による、国の仕事やサービス、各種手続き
などについての意見、要望、苦情に関する相談
☆各日先着４人。一人３０分まで

毎月第４金曜日
午後２時～４時に区役所１階専門相談室で

登記相談★
司法書士・土地家屋調査士による、建物表示登記、土地
分筆、測量、不動産や法人の登記に関する相談
☆各日先着６人。一人３０分まで

毎月第２火曜日
午後１時～４時に区役所１階専門相談室で

税務相談★
税理士による、相続税、贈与税、所得税、事業税などに
関する相談
☆各日先着６人。一人３０分まで

毎月第１火曜日
午後１時～４時に区役所１階専門相談室で

暮らしの手続と書類の相談（行政書士会）
東京都行政書士会中野支部会員による、書類の作成や
法律手続きなどに関する相談

偶数月第１金曜日
午後１時～４時に南中野区民活動センター
（南台３−６−１７）で
奇数月第２金曜日
午後１時～４時に鷺宮区民活動センター（鷺
宮３−２２−５）で　☆事前に電話で、東京都
行政書士会中野支部へ予約を

東京都行政書士会
中野支部

０１２０（４０４）３４７

税金相談
東京税理士会中野支部の会員による税金相談

毎月第２木曜日（８月、来年２月・３月を除く）
午後１時～４時に直接、南中野区民活動セ
ンター（南台３−６−１７）または鷺宮区民活
動センター（鷺宮３−２２−５）へ

税務管理担当／３階
☎（３２２８）８８１６
FAX（３２２８）５６５２
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★のついているものは、相談当日の午前９時から電話で区民相談担当へ予約を

相談内容 相談日時など 問合せ
社会保険・労務管理相談★
社会保険労務士による、年金、健康保険、雇用保険、
労災保険、労働問題などに関する相談　
☆各日先着６人。一人３０分まで

毎月第３金曜日
午後１時～４時に区役所１階専門相談室で

区民相談担当／１階
☎（３２２８）８８０２
FAX（３２２８）５６４４

創業相談
中小企業診断士による、創業支援資金利用に当たっての
創業計画の立て方などの相談。これから区内で創業する
方、創業して１年未満の中小企業主が対象

月～金曜日
午後１時～５時に産業振興センターで
☆事前に同センター窓口で予約を

産業振興センター
中野２－１３－１４
☎（３３８０）６９４７経営・創業相談

中小企業診断士による、経営に関する相談・創業全般に
関する相談

相談内容 相談日時など 問合せ
人権擁護相談★
人権擁護委員による、いじめや言葉による暴力、差別、
嫌がらせなど人権侵害に関する相談　
☆各日先着６人。一人３０分まで

毎月第１火曜日
午後１時～４時に区役所１階専門相談室で

区民相談担当／１階
☎（３２２８）８８０２
FAX（３２２８）５６４４

犯罪被害者等相談
犯罪被害者等相談支援員による、犯罪被害などで生じる
あらゆる問題に関する相談。裁判所や医療機関への付き
添いや家事援助等の支援も（条件あり）

月～金曜日
午前８時半～午後５時に電話または直接、
区役所６階５番犯罪被害者等相談支援窓口
へ

権利擁護推進担当／６階
☎（３２２８）８９５１
FAX（３２２８）８７１６

ひとり親家庭相談
ひとり親家庭への支援や制度に関する情報の提供と、住
宅・仕事・生活・貸し付けなどについての相談

月～金曜日
午前８時半～午後５時に電話または直接、
区役所３階１１番子ども総合相談窓口へ

子育てサービス担当／３階
☎（３２２８）５６１２
FAX（３２２８）５６５７

女性のための相談
女性専門相談員による、ＤＶ被害、若年妊娠、性暴力被害
など女性が抱えるさまざまな問題の解決に向けての相談

月～金曜日
午前８時半～午後５時に右記へ電話を

専用電話番号
☎（３２２８）５５５６
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