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●パソコン等小型電子機器の回収サービス開始について 

～宅配便によるパソコン等の無料回収～ 

 

●妊娠・出産・子育てトータルケア事業の拡充について 

 



パソコン等小型電子機器の 
 回収サービス開始について 

～宅配便によるパソコン等の無料回収～ 

【お問い合わせ】 
 中野区環境部副参事（ごみゼロ推進担当） 千田 電話０３－３２２８－５６９０ 

 
 平成31年3月26日 

 区長記者会見資料  
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 目的 

小型家電リサイクル法に定める小型家電等の宅配便回収を実施する 

ことにより、小型家電等の再資源化の促進と住民サービスの向上を図る。 

 

リネットジャパン株式会社と連携・協力に関する協定を締結して 
実施する。 
（上記業者の所在地／愛知県大府市） 
 

 協定に基づく連携協力事項   
① 区民からの申し込みによる小型家電等の宅配便による回収 

② 上記回収についての区への報告 

 実施方法 
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 現状・課題 

・小型家電リサイクル法（平成25年4月1日施行）による回収量が、   

  平成28（2016）年度には横ばいに 

・当初の回収目標（平成30年度までに年間14万トン）の半分程度 

小型家電(全体)の回収状況 
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 回収品目 

パソコンを中心に４００品目以上 

 
 

※パソコンが無くても回収可能です。 
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 回収料金 
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 回収方法 

自宅（玄関先）から希望日時に宅配業者が回収 

※ファクスによる申し込みもできます。 
※回収した小型家電等は、都内の小型家電リサイクル法の 
 認定事業所に搬送して、再資源化処理を行います。 
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 実施のメリット 

○パソコンの排出方法について、区民の選択肢が増える。 

○正規ルート以外での無許可業者等によるパソコンの処理量の 
 減少が期待できる。 

 実施年月日   

平成３１年４月１日   （３月２６日 協定締結） 

○回収品目にパソコン本体が含まれている場合、１箱分の回収料金 

 が無料となる。 
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 【参考】小型家電リサイクル法 

環境省ＨＰより 



中野区からのお知らせ

中野区との協定による優遇料金

１５００,
パソコン本体を含むと

宅配便による自宅回収

パソコンが入ると

パソコンや携帯電話などの小型家電には、貴金属やレアメタルといった有用金属がたくさん含まれており、

リサイクル可能な貴重な資源です。この貴重な資源をもっと有効に活用するために、2013年4月から小型

家電リサイクル法がスタートしています。中野区では、回収ボックスを設置するなどしてきましたが、新たに

国の認定事業者であるリネットジャパン㈱と協定を締結し、便利で安心な宅配便による自宅回収も併せ

て実施しています。回収を依頼する小型家電にパソコンが含まれる場合は、協定締結自治体限定で回

収料金が無料となっています。貴重な資源のリサイクルにご協力ください。

国の認定事業者「リネットジャパン㈱」は、
　

中野区と協定を締結し、回収を実施しています。



1500,

区

サービス提供会社（区の連携事業者）



平成31年3月26日 区長記者会見資料 

妊娠・出産・子育てトータルケア事業 
           の拡充について 

 

【お問い合わせ】 
  地域支えあい推進室 副参事(地域ケア担当） 伊東 
            電話番号：０３-３３６７-７７９１ 



 平成27年10月に開始した「妊娠・出産・子育
てトータルケア事業」について、利用者のニーズ
や要望等を踏まえ、平成31年4月から、新規事業
を実施するなどの拡充を行うこととし、妊娠期か
ら出産・子育て期への切れ目ない支援をより一層
推進します。 

１．妊娠・出産・子育てトータルケア事業とは 
 妊娠から出産、子育てまでの個々のニーズに応じた切れ目
ない支援を行うため、妊産婦に対する保健指導や各種サービ
スの提供を行っている。 
 医療系専門職（保健師、看護師、助産師）による相談支
援・支援プラン作成や産前・産後の母体ケア事業等の実施に
より、区内4カ所の「すこやか福祉センター」を核とした身
近な地域での支援体制づくりを進めている。 



 
「妊娠・出産・子育てトータルケア事業」の体系 
 
 
（１）妊産期相談支援事業（かんがるー面接） 
 
（２）産前・産後サポート事業 
 
（３）産後ケア事業 
  ① ショートステイ（宿泊型） 
  ② デイケア（通所型） 
  ③ ケア支援者派遣（アウトリーチ型） 
 
（４）その他の事業 
 



（１）妊産期相談支援事業(かんがるー面接) 
 
 中野区に妊娠届を提出した全妊婦及び支援を必要とする産
婦を対象として、医療系専門職（保健師、看護師、助産師）
が面接を行い、個別の支援プランを作成。産前・産後の事業
やサービス提供につなげている。 
 
 妊娠20週以降の妊婦へ電話（プレママコール）により面接
と支援プラン作成の勧奨を行う。 
 
 面接は「すこやか福祉センター」及び自宅への訪問により
実施。プランを作成した妊婦に対しては、「妊娠・子育て応
援ギフト券（1万円相当）」を贈呈し、子育て環境の充実を
図っている。 



（２）産前・産後サポート事業 
 
【産前サポート事業】 
  妊婦を対象に、医療系専門職による母体ケアや妊 
 婦体操等の講座を実施。 
  ○ マタニティーヨガ 
  ○ マタニティーケアクラス（初妊婦が対象） 
 
【産後サポート事業】 
  母親と乳児を対象とし、医療系専門職による産後の母体 
 ケア、乳児ケアの講座を実施。また、地域の子育て経験者 
 による子育て学習会を実施し、親同士の情報交換や交流の 
 機会を設け、仲間づくりを促している。 
  ○ 赤ちゃんがきた！BPプログラム 
  ○ ほっこり～の 



（３）産後ケア事業 
 
① ショートステイ（宿泊型） 
  産後4か月までの母親と乳児を対象とし、助産院におい 
 て宿泊を利用した産婦への心身のケア及び新生児に対する 
 指導等を実施している。 
 
② デイケア（通所型） 
  産後6か月までの母親と乳児を対象とし、助産院や「す 
 こやか福祉センター」への日帰り利用により、ショートス 
 テイと同様の支援を行っている。 
 
③ ケア支援者派遣（アウトリーチ型） 
  支援を必要とする産後6か月までの母親と乳児を対象と 
 し、産婦や乳児の世話等に必要な知識・技術を有したケア 
 支援者を自宅に派遣し、相談や育児支援を行っている。 



（４）その他の事業 
 
① こんにちは赤ちゃん学級 
  初妊婦とその家族を対象に、妊娠中の健康管理、出産・ 
 育児に関する講座や沐浴等の実習を行うとともに、妊婦と 
 その家族同士の仲間づくりを進めている。 
 
② こんにちは赤ちゃん訪問 
  生後4か月に達するまでの乳児のいる家庭を医療系専門 
 職が訪問し、乳児や母親の健康状態を把握するとともに健 
 康や子育てに対する相談・支援を行っている。 
 
③ 妊婦さんの歯っぴいお食事講座 
  妊娠中からの口腔ケアや食事のポイント、栄養バランス 
 の取り方などを講話や試食等を通じ、安心で健康的な出産 
 に向けたサポートを行っている。 



  

【事業の目的】 
 
 産前産後家事支援事業は、妊娠中又は産後において
家族等の援助が受けられない体調不良等の対象者に対
し、家事支援者を派遣して家事育児の支援を行うこと
により、妊産婦の健康回復と子育てを支援することを
目的とします。 

２．産前産後家事支援事業（新規） 
  

《平成31年4月から実施》 



■対象者 
 ○ 妊娠中又は産後において家族等から家事援助を受  
  けられない 
 ○ 体調不良等のため家事を行うことが困難 
 
■利用期間 
  妊娠中から産後6か月以内 
   ※ 特に必要があると認める場合には、産後１年を経過  
    するまでの日の間で、必要と認める期間 
 
■家事支援の内容 
○ 食事準備・後片づけ ○ 衣類の洗濯 ○居室の清掃 
○ 食材・生活必需品の買い物 ○ 健診付添い・受診同行 
○ 乳児のきょうだいの世話（保育園等の送迎）など 

 

 



 

 

   

 

 

■事業の実施方法 
  助産師・保健師・看護師等の有資格者並びに、育児に関  
 する知識を有し妊産婦の支援に関する講座や研修等を受講  
 した者を家事支援者として派遣することのできる事業者に 
 委託して実施します。 
 
■利用時間数 
  1回の利用につき1時間以上とし、妊産婦一人あたり34 
 時間を限度とします。 
 
 なお、以下の場合は利用時間数を加算します。 
① 多胎児（出産後）の場合：17時間 
② きょうだい（兄、姉）がいる場合：6時間 
  



■利用日 
  日曜日及び土曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月 
 3日）を除いた日 
  
■利用できる時間帯 
  午前7時から午後7時まで 
 
■利用者負担金 
  1時間につき1,000円（生活保護世帯、住民税非課税 
 世帯等は免除） 
 
※ 午前7時～9時、午後5時～7時の時間帯は30分につき125円を加算 

 



３．産前サポート事業（拡充） 
 初めての出産を迎える妊婦を対象として、中部すこやか福
祉センター及び北部すこやか福祉センターの2か所で実施し
てきた「マタニティーヨガ」について、新年度からは、出産
経験のある妊婦の利用枠を設けるとともに、全てのすこやか
福祉センター（4カ所）で実施します。 
 
（実施会場及び実施回数） 
   平成30年度：中部及び北部（合計17回） 
   平成31年度：中部、北部、鷺宮及び南部（合計24回） 
  
 ※ 「マタニティーヨガ」並びに、中部すこやか福祉センター及び南 
   部すこやか福祉センターで行う産後ケア事業の「デイケア」にお 
   いて一時保育を行います。 



～手続きのご案内～ 
◆出産育児一時金：ご加入の健康保険に確認しま

しょう。（直接支払制度については出産する医療機

関へ） 

◆子ども医療費助成：お子様の保険診療の自己負

担分を助成する制度です。出産後、お子様の健

康保険証ができましたら、すぐに手続きを！ 

童 出産後 続きを  

妊娠おめでとうございます。中野区では、妊婦さんとそのご家族が安心して赤ちゃんを迎え子育てがで

きるように保健師等が妊娠期から相談をお受けし、お一人おひとりに適したサービをご提案します。 

2019 年度 中野区 妊娠・出産・子育てトータルケア事業 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

母子健康手帳交付 妊婦健康診査 

医療機関にて妊娠確定の診断を受けた方は、中野区役所

または、各すこやか福祉センターにて妊娠の届出を行っ

てください。母子健康手帳、妊婦健康診査受診票を含む

「母子バック」をお渡しします。お母さん自身の体とお

なかの赤ちゃんの体を守るため、定期的に妊婦健康診査

を受けましょう。 

こんにちは赤ちゃん学級 
はじめての赤ちゃんを迎えるご両親と 

ご家族のための講座です。沐浴実習、パパの妊婦体験等

を実施しています。妊娠２０週から３５週までの参加を

お勧めします。 

【開催場所】●各すこやか福祉センター 

 

          妊婦さんの歯っぴいお食事講座 

はじめて出産を迎えるお母さんの妊娠中からの口腔ケ

アや食事のポイント、栄養バランスの取り方、手軽な調

理法の講話や体験・試食を通して安心で健康的な出産に

向けたサポートをします。体験型妊婦さんの歯っぴいお

食事講座を、産前産後の健康づくりにお役立てくださ

い。妊娠初期からの受講が可能です。 

【開催場所】●各すこやか福祉センター 

       

「マタニティケアクラス」 ～産前サポート事業 

安産を目指して心身ともに準備を整えていけるよう、

身体づくりや妊娠期間中からのおっぱいの手入れ等を

お伝えします。はじめての出産を迎える妊娠２８週か

ら３６週までの方が対象です。                       

【開催場所】 

●堤式助産母乳育児相談処 中野区新井 2-5-4           

        ●南部・鷺宮すこやか福祉センター 

          

なかの子育て応援メール 

出産予定日やお子さんの誕生日を登録すれば、時期ごと

のお腹の赤ちゃんの成長の様子や育児のアドバイスをメ

ールでお届けします。下記のアドレスに空メールを送信

してください。折り返し、登録手続きのメールが届きま

す。 

【妊娠期】      【子育て期】 
nakano@            nakano_kosodate@ 

reg.kizunamail.com        reg.kizunamail.com                

 

 

 

 

  

かんがるープランを作成しましょう 

出産後、赤ちゃんとの生活はめまぐるしく変化します。

安心して子育てができるように、保健師等が妊産婦さ

ん・ご家族からの相談を受け、妊娠～出産子育て期に適

したサービス・施設等をご紹介したり、支援プランを作

成します。（面接対象は、妊娠２０週以降の方になりま

す。その頃に、すこやか福祉センターから電話で面接の

ご案内をさせていただきます。） 妊娠中に面接を行った

方には「妊娠・子育て応援ギフト券」 

（1 万円相当）をお渡しします。 

【実施場所】●各すこやか福祉センター 

 

「マタニティーヨガ」 ～産前サポート事業 

助産師によるヨガ体験のほか、産前産後の気になるこ

となどにもお答えします。妊娠２０週以降の妊娠経過

が順調な方が対象です。経産婦の方は希望により一時

保育を行います。 

【開催場所】●各すこやか福祉センター 

～妊娠したら～ 

産前産後家事支援事業 

裏面をごらんください。 



＊各種利用料は一部 10 月より変更予定 

産前産後家事支援事業。 

家族等からの支援がなく、体調が悪いため家事・育児

を行うことが困難な妊婦・産婦の方を対象に、ご家庭

に家事支援者が伺い、日常的な家事・育児支援を行い

ます。上のきょうだいのお世話もします。 

＊利用対象：家族等からの支援のない体調不良の妊産婦の方 

＊利用料金：1 時間 1,000 円（住民税非課税世帯等は 0 円） 

＊利用方法等、詳細については別途事業のチラシをご覧くださ

い。 

産まれたら～   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ショートステイ ～産後ケア事業 

出産後、ご家族からのお手伝いが見込めない方等を対

象に、助産院に宿泊して赤ちゃんのケア、母体の回復

を行う事業です。 

＊利用対象：「産後ケア事業」利用認定を受けた方。 

＊利用料金：1 日 3,000 円（住民税非課税世帯等は 0

円） 

＊利用期間：出産後 4 か月以下 のべ 5 日利用可能 

（1 回の利用は 1 泊 2 日で 2 日分の利用料金） 

＊宿泊場所、利用予約等につきましては別途事業のチラシをご覧くだ

さい。 

 

デイケア ～産後ケア事業  

産後のお母さんと赤ちゃんの心身の休養および回復

をはかるため、日帰り（デイケア）で受けられるサー

ビスです。助産師が母乳・育児相談等をお受けします。 

＊すこやか福祉センター会場でのデイケアでは経産婦

の方は希望により一時保育を行います。 

＊利用対象：「産後ケア事業」利用認定を受けた方。 

＊利用料金：1 日 1,000 円（住民税非課税世帯等は 0 円） 

＊利用期間：出産後６か月以下 のべ５日利用可能 

（1 日 3 時間以上の利用が基本） 

＊実施場所、利用予約等につきましては別途事業のチラシをご覧くだ

 

 

ケア支援者派遣 ～産後ケア事業 

産後のお母さんの過ごし方、赤ちゃんのお世話に必要

な知識・技術を持ったケア支援者がご自宅に伺い、赤

ちゃんのお世話、育児相談等お母さんの援助を行いま

す。 

＊利用対象：「産後ケア事業」の利用認定を受けた方。 

＊利用料金：1 時間 1,000 円（住民税非課税世帯等は 0 円） 

＊利用期間：出産後 6 か月以下 のべ 15 時間利用可能 

（1 回につき 2 時間以上の利用が基本） 

＊利用方法等、詳細につきましては別途事業のチラシをご覧く

ださい。 

こんにちは赤ちゃん訪問 

生後４か月以下の赤ちゃんがいるご家庭に訪問指導員

が伺い、赤ちゃんの発育、健康状態の確認をしながら、

お母さんの健康や子育ての相談をお受けします。 

出産後、母子健康手帳交付時にお渡しした出生通知票

（ハガキ）を投函してください。出生通知票をもとに

訪問いたします。訪問日は事前にご連絡します。 

「ほっこり～の」 ～産後サポート事業 

生後４か月以下の赤ちゃんをはじめて子育てするお

母さん対象の事業です。助産師と一緒に、育児全般や

お母さん、赤ちゃんの健康管理について情報交換を行

います。 

【開催場所】●各すこやか福祉センターほか 

「赤ちゃんがきた！BP プログラム」 

～産後サポート事業 

はじめての育児をする生後２か月から５か月の赤ち

ゃんをもつお母さんが集まり、赤ちゃんの育ちや生

活、お母さんの悩みを、参加者の方々と保育士等が一

緒に話し、情報交換を行います。1 週間に１回、4 回

連続コースです。（テキスト代実費） 

 

＊各事業の詳細・お問い合わせは、お住いの地域を 

担当する「すこやか福祉センター」へご連絡ください。 

●中部すこやか福祉センター：中 央 3-19-1  ☎ 3367-7788   

●北部すこやか福祉センター：江古田 4-31-10 ☎ 3388-0240 

●南部すこやか福祉センター：弥生町 5-11-26 ☎ 3380-5551       

●鷺宮すこやか福祉センター：若 宮 3-58-10  ☎ 3336-7111   

開設時間：月曜～金曜日  8時 30分～19時  

土曜日  8時 30分～17時  

(日曜日・祝日・12月 29 日～1 月 3 日は休みです) 

2019/4/1 
 
 
 
 

＊二次元コードより、お住まいの地域を担当する

「すこやか福祉センター」を検索できます。 



 

2019 年３月 26 日記者会見 お知らせイベント等 
 

 

 
○JR中野駅開業130周年記念特別展「中野駅と街の移り変わり」 

 【連絡先】中野区立歴史民俗資料館 3319-9221 

 

○第 33回中野通り桜まつり 

 【連絡先】新井区民活動センター運営委員会 3389-1310 

 

 

 







   
◆開催日時 

２０１９年 ４月５日（金）１７：００から２０：３０ 
４月６日（土）１０：００から２０：３０         ４月７日（日）１０：００から１７：００ 今年で３３回目を迎えます。実行委員会を中心として、地域の皆様方のボランティア

により、地域のふれあいと商業の振興による明るいまちづくりを目指し、中野区の後援

を得て毎年実施しております。 
◆開催場所  新井薬師公園(中野区新井５－４) 

 JR中野駅より徒歩 12分、または西武新宿線 新井薬師前駅より徒歩 10分  
◆イベント等  新井薬師公園内に舞台が設置され、歌、和太鼓、踊り（フラダン
ス、エイサー、チアダンスなど）の催しが行われます。７日（日）はサ

ンプラザ付近から新井薬師公園までのパレードが行われます。（雨

天中止） 午前 11：00から中野通りをブラスバンドやハーレーダビッ

ドソン等とともにパレードします。 

中野通りは 3月下旬から 4月上旬まで、提灯等による飾りが付け

られ、終日ライトアップされて夜桜も楽しめます。  
＜提灯を点灯するのは…＞ 
時期 ３月下旬～４月上旬 

中野駅北口～中野通り～片山橋まで 終日点灯 

新井薬師公園 ２１時消灯  

 

２０１４年、「中野通り桜まつ

り」は中野区認定観光資源

に登録されました。 

◆桜の見どころ 
中野通りの桜の本数は約３0０本。中野駅北口から中野通りにソメイヨシノの桜並木が約２km 続き、桜のトン

ネルが作られます。また、新井薬師梅照院境内にも見ごたえのある巨木の桜や、しだれ桜やプリンセス雅

等の桜も美しいです。 

＜中野通りの桜並木は、中野区中野５丁目～松が丘２丁目あたりになります＞ 
☆データ 
＜品種＞ソメイヨシノを中心にヤマザクラ、オオシマ

ザクラなど 

総数 約３0０本（中野通り沿道約２km） 

※新井薬師公園には約１０本 

＜見頃＞３月下旬～４月上旬  

◆連絡先   新井区民活動センター運営委員会 

  担当：野中、吉谷 

  ☎３３８９-１３１０ 

Mail ： nakano_arai@eco.ocn.ne.jp 

   ※公園内 火気厳禁！（模擬店をのぞく） 
※ゴミは各自でお持ち帰りください。 
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