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児童手当・子ども医療費助成係／3階
☎（3228）8952  （3228）5657

児童育成手当の新規申請を
受け付けています

子ども・子育て

児童育成手当の受給には所得制限が
あり、5月申請分からは、審査基準とし
て適用する所得の対象年が切り替わり
ます。

平成30年中の所得では限度額超過
のため申請していなかった方や現況届
の審査で資格喪失となった方でも、令
和元年中の所得では手当を受給できる
可能性があります。

手続きなどについて詳しくは、児童手
当・子ども医療費助成係へ問い合わせを。
対象　母子家庭・父子家庭または、父母
いずれかに重度障害がある家庭の、18
歳に達した日以降の最初の3月31日ま
でのお子さんの保護者。または20歳未
満の障害のあるお子さんの保護者

☆審査基準内の場合、申請した翌月分
から受給

特別支援教育係／5階
☎（3228）5557  （3228）5680

就学相談のご利用を

発達の状況や障害の状態に応じてお
子さんが適切な教育を受けられるよう、
専門員とともに就学先を決めていきます。
対象　来年4月に小・中学校に就学する
障害のあるお子さんや就学に不安のあ
るお子さんの保護者
日時　平日（水曜日を除く）午前9時から、
午前11時から、午後2時から
☆相談時間はおおむね1時間。必ず予
約を
会場　教育センター（野方1-35-3）
申込み　区HP、区内保育園・幼稚園、す
こやか福祉センターなどで配布中の「就
学相談申込書」、「就学相談面接日カレ
ンダー」を郵送または直接、特別支援教
育係へ

公益活動推進係/5階
☎（3228）8093  （3228）5620

「区民公益活動推進基金からの
助成」事業実施団体の募集

区民団体が今年度実施する公益性の
ある活動で、区民生活への貢献性、先駆
性や創造性に優れた事業に対し、その
事業経費の一部を助成します。

これまで助成を受けたことのない団
体（事業）も、ぜひ応募してください。
申込み　5月12日から区HP、区役所5
階8番窓口で配布する申請書に記入し
必要書類を添えて、6月1日～12日に
直接、同係へ
☆対象団体は、書類審査とプレゼンテー
ションで決定。日程などについて詳しく
は、申請書入手時に確認を。多くの団体
が幅広く活用できるよう、同一団体によ
る同一事業や継続性のある事業に対し
ての助成は3回（3年）まで

保健企画係（中野区保健所）
☎（3382）2428  （3382）7765

中野区健康づくりパートナー HPで
詳しく

区や地域の団体が主催する健康づく
り（食育、糖尿病予防、がん対策等）に関
する普及啓発イベントに無償で協力で
きる個人・団体を募集します。
申込み　所定の登録申込書に必要事項
を記入し、5月29日までにファクスで、
保健企画係へ
☆必要に応じて面接を実施。応募の要
件などについて詳しくは、区HPをご覧
になるか、保健企画係へ問い合わせを

中野区準夜間こども救急診療

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。
☆ 必ず事前（午後5時30分以降）に電話で連絡を
☆ 保険証・医療証を持って受付時間内に来院を
☆ 症状により診療できない場合があります
☆ 入院などが必要な場合は、他の病院を紹介し

ます

新渡戸記念中野総合病院
（中央4-59-16）　
☎︎（3382）9991
診療日 年中無休

受付時間 午後6時30分～
9時45分

診療時間 午後7時～10時

東京消防庁

（24時間受け付け・年中無休）
救急相談センター

＃7119
ダイヤル回線

☎（3212）2323

プッシュ回線・
携帯電話・PHSからは

休日当番医の診療時間

事前に電話で確認を
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。

事前に電話で確認を
午前9時～午後5時30分
医療機関受診時の処方せんをお持
ちください。

休日当番薬局の開設時間

東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」
☎（5272）0303  （5285）8080

（ファクスは聴覚・言語障害者向け）
携帯電話などからは
http://www.himawari.metro.
tokyo.jp/kt/

夜間および日曜日、
祝・休日の医療機関案内

東京都「子供の健康相談室」
☎（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6時～翌朝8時
土・日曜日、祝・休日
　午前8時～翌朝8時

小児救急相談

中野消防署　☎（3366）0119
野方消防署　☎（3330）0119

救急病院案内

5月5日～20日の休日当番医・当番薬局

☆印は、歯科医療拠点事業（午前9時～正午は、歯科救急電話相談も受け付け）

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

5
月
5
日（
火
・
祝
）

当
番
医

新渡戸記念中野総合病院 内・外・整・脳神経外 中央4-59-16 （3382）9991
横畠病院 外・内 新井1-38-6 （3389）2531
塩崎クリニック 内・胃・外・肛 鷺宮2-5-7  2階 （5327）3336
小池小児科医院 小 若宮3-2-10 （3330）0743
新中野女性クリニック 産婦 本町4-48-23 （3384）3281
三五医院 内・神経内 南台2-6-8 （3381）0313
こばやし歯科医院 歯 中野5-66-3  3階 （3388）7887
はいばら歯科医院 歯 野方3-15-14 （3385）6480

薬
局

中野中央薬局 中央4-60-5 （6304）8530
むさしの薬局新井薬師店 新井1-26-6 （5380）3935
わかみや薬局 若宮1-43-11 （5327）3663
カメイ調剤薬局中野南台店 南台2-9-3 （5328）2313

5
月
6
日（
水
・
休
）

当
番
医

中野共立病院 内 中野5-44-7 （3386）3166
すぎやまクリニック 内・小 鷺宮1-27-5  3階 （3223）1275
ちひろこどもクリニック 小 野方5-22-8 （3339）6658
西武沼袋医院 内 沼袋1-7-14 （3388）1791
やまぎしこどもクリニック 小 本町4-45-9  2階 （3382）2525
白川クリニック 内・外 南台2-51-8  1階 （6382）5011
景山歯科医院 歯 中央2-59-11  1階（3367）3456
船坂歯科医院 歯 野方3-25-8 （3388）6818

薬
局

アサヒ薬局 野方1-5-17 （5942）5460
青葉調剤薬局 中野5-47-10 （3389）7110
沼袋薬局 沼袋1-8-20 （3387）8668
すずらん薬局 南台2-51-7 （6382）7941

5
月
10
日（
日
）

当
番
医

横畠病院 外・内 新井1-38-6 （3389）2531
新渡戸記念中野総合病院 内・外・整・脳神経外 中央4-59-16 （3382）9991
いたばしクリニック 内・外 大和町1-27-3 （5356）1623
赤沢医院 内 中野5-33-28 （3387）1811
中野中央クリニック 内・小 中央2-59-18  2階（5332）5429
中村診療所 内・小 本町5-39-2 （3381）3797
まさみデンタルクリニック☆ 歯 中野4-2-1  4階 （3388）8383

薬
局

やまと調剤薬局 大和町3-1-3 （3337）3380
東京中央薬局 中央2-59-18 （3362）1441
本町鈴薬局 本町5-37-11 （3382）6787

5
月
17
日（
日
）

当
番
医

横畠病院 外・内 新井1-38-6 （3389）2531
かねなか脳神経外科 脳神経外・内 中央4-4-2 （6382）4880
橋本医院 内 野方3-15-3 （3389）0355
哲学堂石井内科医院 内・消 江古田1-1-4 （5906）5010
山田医院 産婦・内・小 中野2-14-17 （3384）3555
堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本町2-42-15 （3372）4701
サエグサ歯科医院☆ 歯 沼袋1-7-13 （3385）3751

薬
局

むさしの薬局新井薬師店 新井1-26-6 （5380）3935
ライフ薬局 中野2-11-5 （3380）9393
茜調剤薬局中野坂上店 本町2-42-15 （6300）6122

新型コロナウイルス感染症
拡大の影響により、診療が中
止になる場合があります。最
新の情報は区HPでご確認を

新型コロナウイルス感染症の拡大により、友達と遊べないなど子どもたち
は大きなストレスを抱えています。また、普段とは異なる生活に不安を感じて
いる保護者の方も多いことでしょう。子育てがつらいと感じたら、気軽に子ど
も家庭支援センターへ相談してください。

子ども家庭支援センターへ相談を
子育てがつらいと
感じたら

◀︎区HPもご覧
ください

子ども家庭支援センター
（新井1-9-1旧商工会館）

☎（3228）7867  
（3228）7870


