
  
 

 

 

２０１９年 4 月 25 日 

 

記者会見資料 
 

 

●区立幼稚園における幼稚園型一時預かり事業の開始について 

 

●10 連休に伴う特別休日保育事業等の実施について 

 



区立幼稚園における幼稚園型
一時預かり事業の開始について

【問い合わせ】

子ども教育部保育園・幼稚園課長 浜口 電話番号 03-3228-8947 

2 0 1 9年 4月 2 5日 

 区長記者会見資料 

～子育てしやすい環境づくりを進めるために～ 
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 出産や介護をはじめ、日常生活での突然の事情によって、一時的
に子どもを見ることが困難なときがあります。 
 中野区では、こういったご家庭を支援するために、保育所等での
一時預かりを実施しています。 
 その一環として、２０１９年６月から、区立幼稚園において一時
預かりのサービスを開始します。 
 区立幼稚園に通っているお子さんを対象に、通常の幼稚園の教育
活動時間終了後や夏休みなどの長期休業期も、それぞれ幼稚園での
お子さんをお預かりします。 

目的、背景、現状など 
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【回答者数=1,691人】 

 両親の就労形態からみた家庭類型 
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専業主婦（夫） 

パートタイム共働き 

夫婦とも無職 

無回答 

利用者のニーズ 

「中野区保育ニーズ調査結果報告書（平成29年11月）」より 
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ない 
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無回答 
2.60% 

利用者のニーズ 

 夏休み等の幼稚園での預かり保育の利用希望 

【回答者数=730人】 

 平日、幼稚園での預かり保育の利用希望 

「中野区保育ニーズ調査結果報告書（平成29年11月）」より 

【回答者数=730人】 
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 実施園：区立かみさぎ幼稚園、区立ひがしなかの幼稚園 

 
 対象児童：各区立幼稚園に在籍する4歳児 
                 または5歳児クラスの園児 
 
 利用できる日時 
 ・通常期：月～金曜日 13時40分～17時 
       （水曜日は11時40分～17時） 
 ・長期休業日（夏季、冬季、春季）：月～金曜日 9時～14時 
 
  ※祝日、年末年始、教育活動休止日等除く 
           
          

2019年6月から区立幼稚園で一時預かり事業を開始 
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（１）仕事があるため毎日利用したい ⇒ 定期利用  
  保護者が、お仕事を月に48時間以上している方で就労してい
る場合に利用できます。 
 
（２）時々利用したい ⇒ １日利用    
  理由を問わず、保護者の方が利用したい時に利用できます。 
 
（３）急な病気などで利用が必要な場合 ⇒ 緊急時利用    
  ・病気や出産などで通院または入院するとき 
  ・親族の通院のため、その付添看護にあたるとき 
  ・親族の介護を行うとき 等                 

利用目的に応じて３つのコースを設定 

 定期利用（通常期・長期休業期）       6,000円/月 
 1日利用及び緊急時利用 （通常期）         600円/回 
              （長期休業期）    1,000円/回     

利用料金 
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10連休に伴う特別休日保育事業の実施等に
ついて 

【問い合わせ】 
・（特別休日保育） 子ども教育部 保育園・幼稚園課長 浜口 電話番号 03-3228-8947 
・（キッズ・プラザ）子ども教育部 育成活動推進課長  伊藤 電話番号 03-3228-5795 
・（医療機関）   健康福祉部  保健企画課長  鈴木 電話番号 03-3382-2426  

平成31年4月25日 

 区長記者会見資料 
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  中野区では、休日保育事業を打越保育園で実施していますが、
10連休に伴うニーズに対応するため、特別保育としての休日保育
を区立保育園にて実施します。 
 １．実施日時 2019年4月30日（火）及び5月2日（木） 
                 7時15分～18時15分 
 ２．実施園  区立仲町保育園 
 ３．定 員  20名 
 ４．申込期間 2019年4月8日（月）～12日（金） 

特別休日保育事業の実施について 

休日当番医以外にも開院する医療機関があります 

5月5日（日曜日・祝日） キッズ・プラザは開館 
5月5日（子どもの日）は、区立小学校9校の校内にあるキッズ・プ
ラザは、すべて開館します。 

連休中も当番制で休日診療・休日歯科診療・休日調剤薬局を実施。
当番医以外にも開院する医療機関があります。（4/23日現在延べ199ヶ所） 



 

2019 年４月 25 日記者会見 お知らせイベント等 
 

 

 
○ナカノオクトーバーフェスト2019 

 【連絡先】オクトーバーフェスト実行委員会 3524-0788 

 

○花と緑の祭典 2019 春 

 【連絡先】緑化推進係 3228-5554 

 

 

 

 



開催場所

アクセス https://www.oktober-fest.jp公式サイト
@oktoberfest1810oktoberfest1810 oktoberfest1810 @oktoberfest1810

お酒は20歳になってから。
飲酒運転は法律で禁止されています。

お酒は楽しく適量を。

GWは
中野に
集合！

お台場会場も
同時開催！！

オクトーバーフェスト
2019

お台場〈春〉
4.26㊎-5.6㊊㊡

中野
4.26㊎-5.12㊐

日比谷
5.17㊎-5.26㊐

駒沢
7.12㊎-7.21㊐

天神（福岡）
7.19㊎-7/28㊐

お台場〈秋〉
8.23㊎-9.1㊐

中野、
初開催

決定！！

中野、
初開催

決定！！

ドイツビールの祭典！！オクトーバーフェスト
四季の森公園イベントエリア中野 4 26 5 12 11:00-21:00-

※飲食は有料

入場無料
土日祝

16:00-21:00平日

※L.O.20:30※雨天決行（荒天時は中止になる場合があります）

初開催の中野会場にアンディ・デューカーがミュンヘンからやってきます。
トラディショナルなオクトーバーフェストソングからロックンロールまで連
日ステージを盛り上げます！

LAIMER GAUDI EXPRESS
ライマー・ガウディ・エキスプレス

和訳
さぁ乾杯だ　さぁ乾杯だ　皆が集まったこの時に
さぁ乾杯だ　さぁ乾杯だ　皆が集まったこの時に

1, 2, 3 飲み干せ！　乾杯！

乾杯の歌
「アイン・プロージット」

Ein Prosit, Ein Prosit

der Gemütlichkeit!

Ein Prosit, Ein Prosit

der Gemütlichkeit!

 Oans, zwoa, drei, g’suffa!

Prost!

アイン

デア ゲミュートリッヒカイト

プロージット アイン プロージット

アイン

デア ゲミュートリッヒカイト

プロージット アイン プロージット

プロースト

オアンス ツヴォア ドライ ズッファ

2ボーカル＋1MC＋1DJか
らなるユニット"Jiggy-B(ジ
ギービー)"。
"最高の悪ガキ"たちがパー
ティーパフォーマーと化しフ
ロアを盛り上げます！

Jiggy-B
ジギービー

岡田優菜
おかだゆな

MISS OKF 2019
（左より）山腰美月、美羽希。、なぎさ

低身長女子の最先端
を追求するクリエイ
ティブオーガナイザー
"岡田優菜"数多くの大
型フェスにてライブパ
フォーマンス中！

※4/27、4/28、5/11、5/12 各日15：00～。

※詳しいステージスケジュールはウェブサイトをチェック！

昨年「MISS OKTOBERFEST 2018」の
投票にて受賞した３名「美羽
希。」「山腰美月」「なぎさ」に
よる期間限定ユニット！！

中野四季の森公園 中野区役所

中野サンプラザ

中野ブロードウェイ中野四季の森公園
イベントエリア 中野体育館

中野駅
北口

● JR中央線・総武線 「中野駅」より 徒歩約7分
● 東京メトロ東西線 「中野駅」より 徒歩約7分

中野四季の森公園 イベントエリア
● 主　催： オクトーバーフェスト実行委員会
● 後　援： ドイツ観光局／バイエルン州駐日代表部／中野区観光協会
● 協　力： SKWイーストアジア
● 問合せ： TEL：03-3524-0788／E-mail：info@oktober-fest.jp
● 出店者： IEP／HOS／グリーンエージェント／グレープ・サウンズ／KIオフィス／トレジオン
 ブランク／プランニングエン／丸兆/RISE／LifetoLife

開
催
概
要

ビール購入時に、グラス代金を預かり、
グラス返却時にその代金を返却するシス
テムです。銘柄ごとに異なるグラスをお楽
しみください。

1,000
1,000グラス代金

預かり金
￥1,000～(　　  ) ビール代

ビール代
＋

＋
お好みのブースで

直接オーダーしてください。
ビールはデポジット制です。

デポジット制とは

会場内でのお願い

● お手荷物、貴重品等はお客様自身で責任を
持って管理して下さい。盗難等は主催者では
一切責任を負えませんので、ご了承ください。

　また、ビールグラスの紛失、盗難、破損に関し
ても、一切補償いたしませんので各自で管理
するようご注意ください。

● 会場内販売以外の飲食物のご飲食は固くお
断りいたします。 

● 会場内は禁煙です。タバコ・電子タバコ等は
所定の喫煙所にてお願いします。 

● 未成年による飲酒、及び飲酒運転は固くお断
りいたします。なお、自転車も車両の一種（軽

車両）ですので、ルールをお守りください。 
● ステージテント内へのペットの同伴は原則禁
止しております。 

● 会場内では、出来るだけ席を詰めて、多くの
人が座れるようにご協力ください。 

● 私物を置いての席取りはご遠慮ください。ま
た長時間私物（飲食物を含む）を放置されて
いる場合は、撤去させていただく場合があり
ますので、予めご了承ください。 

● 会場内はセルフサービスとなっております。
お済になりましたグラス・食事の片付けは各
自で行ってください。ご協力をお願いします。

※まれに、グラスにヒビが入っ
ている場合がございますの
で、ご購入の際に確認して
いただき、ヒビがある場合は
お召し上がる前にお申し付
けください。

1杯目 2杯目以降 お帰りの際

空いたグラスは、どのビール
ブースに持っていっても、ビー
ル代のみで、次の1杯が購入
可能です。
※1ℓ以上のビールは除く
（※破損等がないグラスに限りま
す。また基本的にグラスは各ビー
ル専用のものに注がれます。）

最後に飲んだグラスについて
は、最後に購入したビール
ブースにご返却ください。そこ
でデポジットが戻ってきます。
（※グラス等の破損・紛失・盗難に
ついては、理由の如何を問わず、補
償いたしかねます。十分にお気をつ
けて、各自で管理をお願いします。）



会場マップ

ステージ

テント席

シュナイダーヴァイセ9
シュティーグル8

ヴァルシュタイナー4

モンヒスホフ3

ヴァイエンステファン2

ハッカープショール1

カールスブロイ7

東北酒場トレジオン10 プランク11 クロンバッハ12

パウラーナー6

ゾラホフ5

NAKANO
OKTOBERFEST 2019

4/26㊎~5/12㊐

インフォメーション
グッズ販売

土日祝
16:00-21:00（L.O. 20:30）
11:00-21:00（L.O. 20:30）

平日

QUICPay
ブース

ソフトドリン
クも

あるよ！

ハッカー・プショール
アノ1417ナチュラルケラー
自然発酵・非加熱・無濾過の希少なラガービール

ハッカープショール ミュンヘナードゥンケル
濃厚なダークラガー登場！

若鶏もも肉の唐揚げドイツ風ディップ添え

5種類のソーセージバラエティ

大人も子供も
大好き、
鶏の唐揚げ！

お得なソーセージセット
サプライズ スペアリブ

超超超ビッグサイズの甘辛お肉！

ベーコンステーキと
バケットのラクレットがけ

ベーコンとバケットにとろーりラクレットをかけます

ハッカー・プショール1 ヴァイエンステファン2 モンヒスホフ3 ヴァルシュタイナー4

ゾラホフ5 パウラーナー6

カールスブロイ7 シュティーグル8

シュナイダーヴァイセ9 東北酒場トレジオン10 プランク11 クロンバッハ12

ヴァイエンステファン ヴィタス
【守護神】と言う名の超貴重ビール登場！

ヴァイエンステファン フルーツビール
色鮮やかなトロピカルフルーツビール

メガ盛りキングムール貝
ガーリックバター味
こってりガーリックと
新鮮ムール貝

モンヒスホフ オリジナル
修道士が現代（いま）に伝える
プレミアムピルスナー クルムバッハ ピルス

修道士が現代（いま）に
伝えるプレミアムピルスナー

モンヒスホフ スペシャル盛り
ボリューム満点満足セット。
大人数に最適

ソーセージ＆チップス
大人気と大人気の
コラボレーション！

ヴァルシュタイナー ヘルブ
超ドライ！ダブルホップピルスナー

ケーニッヒルードヴィッヒ
ナチュアトルーブ

マイルドな酵母風味！無ろ過ラガー

ホッペルポッペル ～農夫のオムレツ～
ドイツ農夫の味

アイスバイン
バイエルン地方伝統料理

ゾラホフ クリスタルヴァイツェン
ビール嫌いも好きになるスッキリさ

カーメリテン クロスター ドゥンケル
修道院伝統のダークラガー！

厚切りベーコンステーキ
自家製厚切りベーコンをこんがり焼き上げました

揚げもちフランク
カリッとスパイシー

バイエルンケーゼ
ふわふわ食感！
大判ドイツ風
ミートローフ

ガーリックチキンステーキ
スパイシー

パウラーナー サルバトーレ
芳醇ドッペルボック！

パウラーナー ヴァイス ドゥンケル
ミュンヘン産最上級モルト！ダークな小麦ビール

カリーヴルスト
ドイツ屋台の味！

カールスブロイ ウルピルス
苦味と麦芽の旨味の
バランスが絶妙なピルスナー

カールスブロイ IPA
ドイツ産ホップ使用 アロマバランスが抜群のIPA

シュナイダーヴァイセ オリジナル 日本酒飲み比べセット
1872年から変わらないレシピで作られています

シュナイダーヴァイセ アヴェンティヌス
奥深い複雑な味わい。とてもリラックスしたひとと

ベイクドポテト
見ごたえも食べごたえもボリューム満点

ソーセージ4種
特徴のある
味わいの4種類
ソーセージです

日本酒3種を飲み比べ！

石巻の牛タンつくね串(２本)
仙台味噌で食べる！

三陸直送！
活ホタテの
浜焼き(2個)

ぷりっぷり！肉厚！

プランク ピルザール
モルトとホップの絶妙なバランス！

プランク ヘフェヴァイツェン
ワールドビアカップ総合チャンピオンビール！

やみつきガーリックシュリンプ
ガーリック風味がやみつき！

冷製3種オードブル盛り合わせ
彩り鮮やか！お洒落で美味しい3種の前菜

ソーセージランド22本盛り
（フライドポテト付き）
ようこそ！
夢のソーセージ
ランドへ！！

クロンバッハ ヴァイツェン
爽快感あるフルーティーなヴァイツェン！

クロンバッハ ヘル
モルトの甘みを感じる軽やかな味わい！

エビとマッシュルームの
アヒージョ
（Bigフォカッチャ付き）
ぷりっぷりエビの
定番アヒージョ

日本
初上陸！

日本
初上陸！

日本
初上陸！

日本
初上陸！

日本
初上陸！

シュティーグル ゴールドブロイ
何杯でも飲める、味わい深いラガー

シュティーグル ツヴィックル
シュティーグルの限定樽

無濾過ビール

ヘンヒェンフリューゲル
ドイツでも日本でも人気のチキンウィング

シュペック・生サラミ
盛り合わせ
オーストリアを
代表する
高級生ハム

日本
初上陸！ 日本

初上陸！
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