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10 月22日～31日は駅前放置
自転車クリーンキャンペーン

お知らせ
中野駅周辺についての意見交換
会
（2 件）
HPで

詳しく

中野駅周辺まちづくり係／9 階
☎
（3228）
8980 （3228）5670
次の①②とも
会場

中野区区民意識・実態調査を
実施します

中野区の環境調査の結果を
公表

政策情報係／4 階
☎（3228）
8892 （3228）
5643

環境公害係／8 階
☎
（3228）
5799 （3228）
5673

た。調査結果は、区 HP または区役所 8 階

ちにするために、ご協力をお願いします。

いします。

☆当日直接会場へ。 ・ （先着 3 人）
。

へ。 住所、氏名とふりがな、電話番号、

11番窓口でご覧になれます。

「中野区あんしんすまいパック」
助成のご利用を

来年の成人のつどい
（成人式）
は
2部制で開催します
HPで

詳しく

育成活動支援係／5 階
☎（3228）
5648 （3228）
5659

住宅政策係／9 階
☎
（3228）
5581 （3228）5669

中野区の国民健康保険に加入し

ている20 歳以上で、次の種類の先発医
薬品を今年 7 月に処方された方
種類

放置自転車のない安全で住みよいま

時間 午後 7時～8時 30 分

ください。
対象

国民健康保険に加入している方へ

高額療養費のお知らせが遅れる
場合があります

国保給付係／2 階
☎
（3228）
8954 （3228）
5655

感覚器官用薬、循環器官用薬、呼

手話通訳あり

記載事項

催し・講座

ジェネリック医薬品利用の参考にして

吸器官用薬、消化器官用薬など

音・振動などの調査の結果をまとめまし

一時保育あり

月下旬に次の対象の方に郵送します。

ます。自転車は自転車駐車場に置きま

基礎資料とするための調査です。
20 歳以上の区民、2,000 人）へ調査票

HP で詳しく

しょう。

区は、昨年度実施した、区内の河川の
水質、幹線道路の自動車交通による騒

を郵送します。ご理解とご協力をお願

はファクスで、中野駅周辺まちづくり係

難の通行を妨げる危険な障害物となり

区民のみなさんの日頃の考えや生活

14）

10 月6 日～開催日の 7 日前に電話また

放置自転車は、緊急車両や災害時避

実態などを把握し、今後の区政運営の
今月上旬に、対象の方
（無作為抽出の

産業振興 セン ター（ 中野 2-13-

HPで

詳しく

自転車対策係／8 階
☎
（3228）
5561 （3228）
5675

HPで

詳しく

第 3日曜日の法律相談

HPで

詳しく

区民相談係／1 階
☎
（3228）
8802 （3228）5644
内容

区内在住の方が対象。弁護士に

よる相談。必ず事前予約を

国民年金保険料の納付案内を
民間委託しています
HPで
中野年金事務所
（中野 2-4-25）
☎
（3380）
6111

詳しく

日時

① 10 月18 日、② 11月15 日、い

ずれも日曜日、午後1時～4 時

☆一人

当たり25 分以内
会場 区役所1階専門相談室

日本年金機構では、国民年金保険料

申込み

①＝10 月12 日、②＝11月 9

の納め忘れがある方に対する電話・文書・

日の午前9時から電話で、区民相談係へ。

訪問などによる納付及び免除・猶予制度

各日先着12 人

の手続きの案内などを民間事業者の
（株）

☆平日の相談は、月曜日
（第 3 日曜日の

区内の民間賃貸住宅に住んでいる、

高額療養費とは、1か月に支払った医

または住み替え予定の単身者向けに、

療費が個人または世帯の所得に応じた

バックスグループへ委託の上、実施し

翌日を除く）
、水曜日に実施。詳しくは、

来年 1月11日
（月・祝）に区がサンプ

定期的な安否確認電話や死亡時の家財

上限額を超えた場合に、その超えた分

ています。

区 HP をご覧になるか、区民相談係へ問

年齢

ラザで行う成人のつどいは、密を避け

整理費などの補償を行う民間事業者の

を支給する制度です。支給対象となる

詳しくは、日本年金機構 HP をご覧に

☆説明会実施後に資料を区 HP に掲載

るため2部制で開催します。次の方には、

サービスがあります。

方には、診療月の 3～4 か月後に「高額

なるか、中野年金事務所へ問い合わせを。

療養費支給のお知らせ」を郵送してい

☆訪問の際は必ず身分証を携帯してい

ます。

ます

メールアドレス、参加希望日、 はその
旨、 はお子さんの氏名とふりがな、月

12 月中旬に案内状を郵送します。詳し

一定の要件に合う方は、このサービ

①中野駅周辺地区駐車場地域ルール

くは、区 HP または案内状をご覧ください。

スの初回登録料の助成が受けられます。

内容

郵送対象

詳しくは、住宅政策係へ問い合わせを。

中野駅周辺の地区特性に応じた

平成 12 年
（2000 年）
4月2

駐車施設の適切な確保と運用のルール

日～同 13 年
（2001年）
4 月1日生まれ

日程 10 月22日
（木）

で中野区に住民登録のある方
区分け
（開演時間） 住所の郵便番号の

②中野駅駅前広場デザイン等整備方

最初の 3 桁が 164 の方は第1部
（午後 0

安全で安心して歩ける道路環境
をつくりましょう
道路監察係／8 階
☎
（3228）
5527 （3228）5674

らせを発送できないことがあります。ま
た、支給後に返還額が発生する場合も

針

時 30 分）
、165 の方は第 2 部
（午後 3 時

内容 デザイン等の考え方について

30 分）

日程 10 月29日
（木）

☆当日は、都合が良い時間へ変更して

交通法・屋外広告物法で禁止されていま

なお、食事療養費については、申請後

参加できます
（事前連絡不要）
。住民登

す。街の景観を損ねるだけでなく、車両

に非課税世帯となった場合、差額の支

録がなくても対象年齢の方、家族の方

や歩行者、特に障害のある方や高齢者

給申請が必要となることがあります。

なども入場可

にとって危険なのでやめましょう。ご

電子版区報のご利用を

協力をお願いします。

広報係／４階 ☎
（3228）
8805
（3228）
5645

あります。いずれも後日判明次第、お知
らせを郵送します。

詳しくは、国保給付係へ問い合わせ
てください。

禁止事項
×看板やテーブルを置く

無料アプリ「カタログポケット」

×商品を陳列する

を利用するとスマートフォンなど

×貼り紙や自立式の広告などを設置す

でなかの区報をご覧になれます。

る

10 言語の自動翻訳など便利な機能

☆区は、貼り紙や立て看板などを発見

がたくさん。ぜひご利用を。
▲前回開催時の様子
◀︎詳しくは区 HP で

道路上での次の行為は、道路法・道路

募集・求人

得が確定されていなかった場合、お知

対象

「区民公益活動に関する政策助
成」助成事業
（追加募集）
HPで

詳しく

公益活動推進係／5 階
☎
（3228）
8093 （3228）
5620

区民団体が行う公益活動で、区政目

保健事業係
（中野区保健所）
☎
（3382）
2430 （3382）
7765
先発医薬品の特許期間終了後に同等

区内在住または区内に土地建物

をお持ちの方
日時 10 月19日
（月）
午前10 時～午後
3時 30 分
会場 区役所1階区民ホール
申込み 10 月12 日までの平日午前 9
時～午後 5時に電話で、まちづくり推進

標の実現に貢献する活動に対し、内容・

土地建物協議会☎ 0120
（406）
239 へ

交付額などを審査した上で助成します。

☆同協議会との共催

助成の対象となる活動や申し込み方
法などについて詳しくは、区 HP か区役

ジェネリック医薬品
（後発医薬品）
利用差額をお知らせします

土地建物無料相談会
都市計画係／9 階
☎
（3228）
8981 （3228）5668

ただし、今年は住民税の申告期限が
延長されたため、支給額の計算時に所

い合わせを

所 5 階 8 番窓口で配布している手引を

すまいのリフォーム相談

助成額 1事業につき 20 万円まで、か

住宅政策係／9 階
☎
（3228）
5581 （3228）5669

つ1団体につき年度内 2 事業総額 40 万

内容

円まで
（助成対象経費総額の3 分の 2 以

よる相談

ご覧ください。

区内の小規模建設事業者団体に

した場合、屋外広告物法に基づき、すぐ

の品質で製造・販売される「ジェネリッ

内）

日時 10 月、11月の毎週金曜日、午前

に撤去します

ク医薬品」
。先発医薬品から切り替える

申込み 12 月 25 日までに必要書類を

10時～午後4時
（正午～午後1時を除く）

と、多くの場合、薬代が安くなります。

持って直接、公益活動推進係へ

会場 区役所1階区民ホール

切り替えによって自己負担額をどの

☆当日直接会場へ

くらい軽減できるか試算した結果を、今
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