電子メール HP ホームページ

便利なマイナンバーカードの
取得を
マイナンバーカード交付係／1 階
☎（3228）
5425 （3228）5653

可能性があります。申請はお早めに。

融機関における口座開設、

ていない方は、下記コールセンターまで連絡してください。

パスポートの新規発給など、

添付書類を忘れずに

さまざまな場面で身分証明
書として利用できます。詳

▲マイナンバー
キャラクター
「マイナちゃん」

しくは、マイナンバーカード

申請の際は、本人確認書類と口座確認書類の写しを必ず

添付してください。
問合せ

交付係へ問い合わせを。

中野区特別定額給付金コールセンター

☆現在、申請からお渡しま
▲マイナンバーカー
ド の 取得 に つ い て
詳しくはこちら

で約 2 か月かかります。必
要な方は早めに手続きを

コンビニエンスストア
（コンビニ）
で
証明書を受け取れます

☎（6863）6808

☆掛け間違いにご注意を

平日午前 8 時 30 分〜午後 5 時

◀詳しくは
区 HP へ

マイナンバーカード
（利用者証明用電子証明
書を発行したもの）
を利用して、住民票の写し
と印鑑登録証明書をコンビニで取得できます。
1通当たり200 円と、区役所窓口での発行より
も100円安く取得でき、時間も5 分程度で済み
ます。
☆証明書のコンビニ交付について詳しくは、証
明係☎
（3228）
5506 へ問い合わせを

お知らせ

期限が近付くと、申請が集中し、支給までに時間がかかる
4 月27日時点で中野区に住民登録があり、申請書が届い

マイナンバーカードは金

一時保育あり

特別定額給付金の申請期限は
8 月 18 日（消印有効）です

国民健康保険料の第２期分
後期高齢者医療保険料の第４期分
介護保険料の第４期分

平和の森公園と総合体育館の利
用ルールについての意見交換会

☆口座振替の方は、事前に残高の確認を。新型コロナウイル
ス感染症等の影響で納付が困難な方は、早めに相談を

人。定員を超えた場合のみ連絡します。
・ （各日先着２人）
希望の方は、あわ
せて申し込みを。 住所、氏名とふりが

HP で詳しく
記載事項

海外での診療費用の保険者負担
分の給付を受けるには
HPで

詳しく

国保給付係／2 階
☎
（3228）5508 （3228）5655

な、電話番号、メールアドレス、参加希

国民健康保険に加入している方が海

公園マネジメント係／8 階
☎
（3228）
8849 （3228）
5677
koen@city.tokyo-nakano.lg.jp

望日、 はその旨、 はお子さんの氏名

外渡航中に急病などで診療を受けた場

とふりがな、月年齢

合は、現地で必ず書類
（①診療内容明細

☆会場には上履き持参で参加を

書②領収明細書③領収書）を作成して

日時・会場 ８月１日
（土）
午後２時から、

意見の募集もしています

もらってください。

5日
（水）
午後７時から、いずれも新井区

公表資料 「平和の森公園及び総合体

民活動センター
（新井 3-11-4）
で

育館の利用ルール
（案）
」

HP からダウンロード可）
。なお、クレジッ

申込み 7 月 21日午前 9 時〜27 日午

意見募集期間 8 月3日〜14日
（必着）

トカードの明細は、③領収書とはみなさ

後 5 時に電子メールまたはファクスで、

公表場所 区 HP、新井区民活動センター、

れません。

区役所 6階３番窓口、同8階８番窓口

①と②は、所定の用紙が必要です
（区

帰国後、①②③の書類
（外国語で記入

意見を提出できる方 区内在住・在勤・在

されている場合は、日本語の翻訳文を

傍聴を

学の方
（団体を含む）

添付）
及びパスポート等をそろえて申請

意見提出の方法

すると、審査通過後に、保険者負担分の

8 月の教育委員会定例会

電子メール、ファクスまたは郵送で、公

教育委員会係／5 階
☎
（3228）
8857 （3228）5679

7 月31日は納期限です。忘れずに納付を

公園マネジメント係へ。各日先着 40

手話通訳あり

HPで

詳しく

21日
（金）
午前10時から、28日
（金）

意見書
（書式自由）
を

園マネジメント係へ

給付を受けられます。
ただし、日本国内で保険を適用され

☆総合体育館については、スポーツ環境

ない診療や治療目的での渡航の場合は、

整備係☎
（3228）
8864へ問い合わせを

対象外です。
必要書類や制度について詳しくは、

午後 7時から

区 HP をご覧になるか、渡航前に国保給

区役所 5階教育委員会室

付係へ問い合わせを。

☆当日直接会場へ。日程及び会場
は変わることがあります

団体や法人等の方へ

区立中学校教科用図書の採択

シティプロモーションに関する助成

シティプロモーション係／4 階

☎
（3228）
5467

（3228）
5645

所 7階会議室で

HPで

詳しく

中野区全体や区民のみなさんを元気づける事業などに助成します。区のシティプロモー
ション活動に取り組む団体が対象で、上限は30 万円。審査の上、助成事業を決定します。
要件などについて詳しくは、区 HP をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響の中で、中野の活力を取り戻す事業

ナカノさんを活用した新しい商品の開発と販売を行う事業

事業の説明動画を配信します

8 月 3 日〜31日に、区 HP（下記二次元コード）

8

7 月 27 日
（ 月）午後 5 時から、

で申請書をダウンロードし、直接区役所 4 階 5

YouTube 中野区公式チャンネル

番窓口へ。

で配信。
◀助成事業に
ついて詳しく
はこちら

令和2年（2020年）7月20日号

着）
に電子申請か、郵送または直接、
教育委員会係へ。抽選で 50 人。結
果は8月3日までに全応募者へ通知。
詳しくは区 HP をご覧ください。

中野区健康福祉審議会

❷「中野大好きナカノさん」活用事業

▲ナカノさんを活用した
商品例

☆事前申込制。7月20日〜27日
（必

住所、氏名

❶今こそ中野を元気にする事業〜キズナ、ナカノ、チカラ〜

助成の申し込みは

8 月 5 日午前 11 時ごろ
防災無線スピーカーから
試験放送が流れます

8月7日
（金）午前 10 時から、区役

健康福祉企画係／6 階
☎
（3228）
5421 （3228）5662
8月6日
（木）
＝健康・介護・高齢者部
会
8 月7日
（金）
＝地域福祉部会
いずれも午後 7時〜9時

◀説明動画
はこちら

区役所 9階会議室
☆当日直接会場へ

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

▲総合体育館のイメージ

鷺宮小学校・西中野小学校の統合
時期についての意見交換会
学校再編・地域連携係／5 階
☎
（3228）
5548 （3228）
5679

危機管理係／8 階
☎
（3228）8948 （3228）5658
大規模な災害や武力攻撃などの緊急
事態が発生した時は、全国瞬時警報シ
ステム
（Jアラート）
により国から情報が
伝達されます。

鷺宮・西中野小学校の統合時期につ

みなさんへ確実に伝えるための手段

いて、中野区立小中学校再編計画
（第 2

の一つが、防災無線スピーカーです。全

次）
を改定するため、意見交換会を開催

国一斉の試験放送として、8 月5日
（水）

します。

には自動放送が 30 秒程度流れます。

日時・会場 8月5日
（水）
午後6時30分
から、8日
（土）
午前10 時から、いずれも
鷺宮区民活動センター
（鷺宮3-22-5）
で
☆当日直接会場へ。 （各日先着 3 人）
希望の方は、7月21日〜30日に電話で、
学校再編・地域連携係へ
令和2年
（2020年）7月20日号

9

