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新型コロナウイルス感染症の影響で在宅時間が長くなり、大掃除のような片付けや食品の持ち帰り、
出前サービスの利用、家飲み等が増え、ごみの量が増加しています。中には、分け方・出し方のルールが
守られていないことも。
そこで今回は、中野区の資源とごみのルールの一部を場面ごとに紹介。正しい分け方の知識を身に着
け、4ページのクイズに挑戦しませんか。

ごみ減量推進係（松が丘1-6-3リサイクル展示室内）
☎（3228）5563　 （3228）5634

？？ごみの分別ごみの分別
　　できるかな　　できるかな

中野区ごみ減量
キャラクター
「ごみのん」

▲

CASE.1

乾電池をためてしまった乾電池をためてしまった
ニュージーランド出身のニュージーランド出身の
ブライヨニーさんブライヨニーさん

乾電池はどこに捨てるの？

区で回収しています

乾電池は、区役所や区民活動センター、
学校などにある回収ボックスへ。貴重な
資源として有効活用しています。ただし、
充電式やボタン電池など回収できない
ものもあるのでご注意を。設置場所など
詳しくは、右記の区HPをご覧ください。

？

今号は

No.増
2 0 5 3

えんごみ 号

　テレビや照明のリモ
コンなどでよく使って
います。捨て方が分か
らなくて…。

使用済
み

乾電池
回収

ボック
ス

4言語対応の
ごみ分別アプリは
4ページで紹介

ちなみに
ペットフードの缶も

出せるよ

CASE.2

自宅での飲食が増えた自宅での飲食が増えた
一人暮らしの浅井さん一人暮らしの浅井さん

空き缶・空きびんは資源化できるの？

大切な資源です

「びん・缶・ペットボトル集積所」に出しましょう。
中身を空にして、軽く水ですすぎ、集積所に設置
するケースに直接入れます。びんのラベルはそ
のままでも出せますよ。ただし、金属製のふたは、

「陶器・ガラス･金属ごみ」に出してくださいね。

　外出自粛で自宅での飲
食が増えました。缶やび
んが多くて…。

きれいな缶に生まれ変わりました！

▲乾電池の回収
について
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使用済みのマスクやティッシュなどのごみを捨てる
際は、下記の三つのポイントに気を付けましょう。

①袋の空気を
　抜く

②しっかり
　封をする

③ごみ捨て後はせっけん
　を使って手を洗う

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため資源とごみの拡大防止のため資源とごみの
出し方を再確認しましょう出し方を再確認しましょう

ごみ出しのポイントごみ出しのポイント

いつもの分別・収集ルールを守りましょういつもの分別・収集ルールを守りましょう

？？

　マスクは燃やすごみ。古紙や古布には混ぜないで
ください。また、ペットボトルは必ずキャップとラベ
ルを取り、中を軽くすすいでから出してください。
☆ペットボトル等の飲料容器は、作業員の感染防止
のため、飲み終えてから１週間程度待って出すよう
ご協力を

CASE.3

ピザが大好きな清水さん親子ピザが大好きな清水さん親子

ピザの箱は資源化できるの？

汚れている紙は
資源化できません

包装紙やラップの芯などの紙は、資源化可能な
「雑がみ」として地域の古紙集団回収に出すのが
基本。ただし、ピザの箱など汚れているものは資
源化できないので「燃やすごみ」に出しましょう。
ちなみに、防水加工のある紙製の容器も資源化で
きません。注意してくださいね。

　楽しい週末！しかし、親子で箱の捨
て方を悩んでしまいました。

油汚れ
は再生

の

時のト
ラブル

に

？
油汚れが
あっても？

紙は
資源化できるって
聞いたよ！

誰かに話したくなる ごみのん の 豆 知 識

①プラスチック製容器包装の分別 ②意外な分別
プラスチック製容器包装は汚れ
の有無で分別方法が変わります

汚れが落ちないもの 使い捨てカイロ

貝などの殻

汚れが
落ちるもの

軽くすすいで汚れを
落としてプラスチッ
ク製容器包装へ

燃やすごみへ

主成分は
鉄なので…

硬いけど
実は…

陶器・ガラス・
金属ごみ

燃やすごみ

歯ブラシやおもちゃなど
容器や包装ではない
プラスチック製品は
燃やすごみだよ！

ただし！

資源化できる紙は
古紙の集団回収へ

出してね

▲この
マークが目印

▲清掃事務所職員

もっと詳しく
知りたい方は
こちら

知らなかった！

ク
イ
ズ
に
答
え
て
エ
コ
グ
ッ
ズ
が
当
た
る
？  

役
立
つ
情
報
は
次
ペ
ー
ジ
に
も

出すのは決められた日時に出すのは決められた日時に
午前8時までに出してください

（びん・缶・ペットボトルは8 時30
分まで）。種類ごとに曜日や出せ
る場所も決まっているので確認
を。ご協力をお願いします。
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ごみ減量推進係
（〒165-0024松が丘1-6-3リサイクル展示室内）
☎（3228）5563　 （3228）5634

初級編クイズに挑戦

ごみ減量と資源の有効活用にご協力を

プレゼントが
当たるチャンスも

問 題　　

全問に回答した方に漏れなく、500ポイントで区内共
通商品券などと交換できる「なかのエコポイント」100ポ
イントを進呈する他、先着53人に特製「ごみのんシール」、
抽選で30人にエコグッズをプレゼントします。ぜひ気
軽にご応募を。

対象  区内在住の方　☆いず
れかの方法で一人１回限り
回答期間  10月5日～11月13
日（必着）
回答方法  区 HP から回答する
か、ハガキなどで郵送または直
接、ごみ減量推進係へ。 住所、
氏名、年代、クイズの答え、3R
の取り組み状況

正しいものを一つ選んでください。正しいものを一つ選んでください。

① 飲んだ後の空き缶は（A陶器・ガラス･金属ごみへ　B燃やす
　 ごみへ　Cびん・缶・ペットボトル集積所へ）
② ピザの箱は（A雑がみへ　B燃やすごみへ　C段ボールへ）
③ 使い終えた電池のうち、区の回収ボックスに入れられるのは
　 （A充電式電池　B乾電池　Cボタン電池）
④ 使用済みのマスクを捨てる時は（A雑がみへ　B古布へ　
　 C燃やすごみへ）
⑤ ３Rで最も大切なのは（Aリデュース  Bリユース  Cリサイクル）

☆正答は回答期間後に区HPで発表。当選者の発表は発送をもっ
て代えさせていただきます

／ワンランク上にも挑戦しよう／
上記の初級編に加え、中級編、食品ロス編を、右記
の区HPで同時期に実施。重複応募も可能です

ごみ減量の基本は「3R」

迷った時はすぐ確認

次の①から順に実践を。積み重なれば、大きな効果が生まれます。

Reduce
リデュース

ごみを出さないごみを出さない
捨てずに捨てずに
繰り返し使う繰り返し使う

もう一度もう一度
資源として生かす資源として生かす

例＝買い物袋を持参 例＝詰め替え商品
を利用

例＝資源とごみの分別
ルール等を守る

リユース
Reuse

リサイクル
Recycle

1 2 3

10月は3R（スリーアール）推進月間

生ごみ処理機・コンポスト（生ごみ処理機・コンポスト（堆堆
た い ひた い ひ

肥肥）化容器の）化容器の
あっせんあっせん

ごみ減量・リサイクル情報誌ごみ減量・リサイクル情報誌
「ごみのん通信」「ごみのん通信」

リサイクル展示室のご利用をリサイクル展示室のご利用を

屋内用・屋外用など複数のタイプから選択できます。
型や価格、あっせん手続き等について詳しくは、区

HPをご覧になるか、ごみ減量推進係へ問い合わせを。

資源になる「雑がみ」見本の展示、「雑がみ保管袋」
やリユース家具・古着の無
料提供などを実施。

家庭で使用済みの小型
家電、蛍光管や乾電池な
どの資源の拠点回収ボッ
クスもあります。

年4 回発行。余り物の食材
を使ったレシピ など役立つ
情報が満載。

便利な「中野区ごみ分別アプリ」のご利用を便利な「中野区ごみ分別アプリ」のご利用を
収集日カレンダーやごみ分別辞典をご覧になれる他、

ごみ出し忘れ防止のため
のアラート機能もあり便
利です。

日本語版の他、英語・中
国語・ハングルに対応した
外国語版も配信中。 ▲ごみのんの

アイコンが目印
▲ダウンロード
は区 HPから

分別方法などをリーフレットでも確認できます分別方法などをリーフレットでも確認できます
昨年秋に、「資源とごみの分け方・出し方」

リーフレットを各世帯に配布。アプリと同じ
言語の外国語版ややさしい日本語版もあり
ます。地 域ごとの 年間カレンダー（ 日本 語
版のみ）もデータで掲載。いずれも右記の
区 HPからご覧になれます。

ごみ減量パネル展ごみ減量パネル展
期間  10月15日（木）～11月13日（金）

☆当日直接会場へ。最終日は午後３時まで
会場  中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」東側

年末年始を除く毎日午前８時３０
分～午後５時に開館

▶

区HPでチェック▲

最も大切

▲ステンレスボトルやナカ
ノさんのエコバッグなどが
当たります
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教育委員候補者として
登録の推薦を受けることができる方（自薦・他薦） 人材を推薦できる方（他薦）

教育委員候補者
人材推薦登録の仕組み

右の登録の
仕組み

以外による
人材

他薦

・登録者のプロフィールなどを冊子に
  まとめ、公表（12月）
・登録者の意見発表会（12月）

・
推
薦
無
効

・
本
人
希
望
な
し

自薦

人材推薦登録 登録せず

幅広い人材

区長が教育委員候補者を選定

区議会の同意

区長が教育委員を任命

 区HP、区民活動センター、すこやか福祉センター、
区役所４階1番窓口
☆推薦書は複写やハガキ（被推薦者の氏名・住所、
推薦理由、推薦者の氏名〔直筆〕・住所・生年月日
を記入）も可

10月19日から、所定の申込書・推薦書を
郵送または直接、総務係へ。11月9日必着

☆登録者のプロフィール、教
育委員になった際に取り組む
課題等は、冊子にまとめ、区HP

等で公表します（12月ごろ）。
なお、12月19日に意見発表会
を実施します

10月18日現在、次の全ての要件を満たしている方
●中野区長の被選挙権を有する（満25歳以上。区内
　在住であるか否かは問いません）
●破産者の場合は、復権を得ている
●禁錮以上の刑に処せられた者ではない

10月18日現在、次の全ての要件を満たしている方
●満18歳以上
●区内在住で、住民基本台帳に登録している

☆他薦は、一人１回限り。必要に応じて、推
薦書に記載された被推薦者、推薦者に対し、
記載事項の照会を行います。被推薦者には、
教育委員候補者人材登録についての意思確
認を行い、登録の意思がある方については、
他薦登録申込書等を提出後に、「他薦登録者」
として登録します

総務係／４階　☎（3228）8811   （3228）5647

区長が教育委員候補者を選任するに当たり、幅広い人材の中から教育課題に的確に対応できる人材を発掘す
るため、区には「中野区の教育委員候補者に係る人材推薦登録の仕組み」があります。この仕組みは自ら教育委
員を目指す方（自薦）、区民のみなさんが教育委員にふさわしいと考える方（他薦）を登録するものです。
このたび、４年に一度の登録実施時期を迎えるため、自薦・他薦の申し込みを次のとおり受け付けます。
☆登録者の中から教育委員候補者が必ず選定されるというものではありません

中野区教育委員候補者の
　　人材推薦登録を実施します

11/9
までに
推薦を

申込書類の配布場所

申込み

中野区教育委員が任命されるまでの流れ
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なかのなかののの秋秋をを楽しもう楽しもう

10/11（日）
中野区民
スポーツフェスティバル

バレーやテニスなどさまざまなスポーツを無料
で楽しめます。
会場　区内スポーツ施設（キリンレモン スポーツ
センター、平和の森公園、哲学堂運動施設、上高田
運動施設、谷戸運動公園）
☆詳しくは、区HPか、中野区生涯学習スポーツ情
報紙「ないせす」10月号をご覧になるか、スポー
ツ活動係へ問い合わせを

スポーツ活動係／6階　
☎（3228）5537  （3228）5626

10/17（土）他
中野×杉並×豊島
アニメ・マンガフェス2020in中野

中野区・杉並区・豊島区の3区と東京商工会議
所の各支部が連携して開催するアニメ・マンガイ
ベントです。詳しくは、中野区公式観光サイト「ま
るっと中野」をご覧ください。

観光係／9階　
☎（3228）5433  （3228）5656

「私の好きな“まちかど”パチリ！」をテーマに撮影しよう
「 I なかのフォトコンテスト」

優秀作品は左記イベントで発表し、記念品を贈呈します。
応募方法は、インスタグラムへの投稿、 nakanoren2020@
gmail.com、地域自治推進係へ郵送（2L判で印刷したもの）の
3種類。詳しくは、中野区町会連合会HPをご覧ください。

10/31（土）まで開催中

正解者のうち抽選で100人を
「まちの仲間 ファイナルイベント」へ招待
日時　12月13日（日）午後1時30分～3時
会場　なかのZ

ゼ ロ
ERO小ホール（中野2-9-7）

☆イベントの様子を当日インターネットで生配信

中野L
ラ バ ー ズ

oversウォーク2020
～中野を撮る！知る！好きになる！～

区内を歩きながら、町会・自治会掲示板を探して、四つの文字を
集めます。パンフレットは、区役所1階総合案内、区民活動センター
で配布中。文字を集めたら「応募キーワード」を中野区町会連合会
HPか、パンフレットに付いているハガキで10月31日（消印有効）
までに応募してください。

地域自治推進係／5階　
☎（3228）8921  （3228）5620

◀︎中野区町会
連合会HP

10月17日（土） （株）ブシロードと連携したトークショー
動画の生配信
11月29日（日） 東映アニメーション（株）と連携したキャ
ラクターショーなど　☆事前申込制
11月26日（木）まで　中央図書館でのアニメ企画展示
12月5日（土） 野方図書館にてアニメ制作体験ワーク
ショップ
☆11月に杉並区、豊島区でも開催予定

主なスケジュール

▲パンフレット

▲まるっと中野
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なかのなかののの秋秋をを楽しもう楽しもう
新型コロナウイルス感染症の影響により、中止になった催しが多数ある中、

感染拡大防止に配慮して開催する予定のイベントを紹介します。
☆申し込み方法の記載がない催しは当日直接会場へ

東日本大震災及び熊本地震からの復興を継続的に支援する東北復興大祭
典なかの。例年10月に開催していますが、今年は中止となりました。震災の
記憶を風化させず復興への思いをつなげるため、過去の祭典の様子や都内
で買える東北の特産品などを区HPで紹介します。
☆11月8日までの期間限定で公開

10/23（金）から
「東北復興祈念」サイト

東日本大震災復興広域協働推進室／4階　
☎（3228）7868  （3228）5647

ご当地グルメも
楽しみの一つ

大迫力のねぶた運行

東日本大震災の翌年
2012年に初開催

なかのまちめぐり博覧会　
観光係／9階　
☎（3228）5433  （3228）5656

例年秋に開催している下記のイベントは中止となりました。

中野にぎわいフェスタ
商業係／9階　
☎（3228）5591  （3228）5656

花と緑の祭典 秋
緑化推進係／8階　
☎（3228）5554  （3228）5677

震災復興業務に従事する職員の
レポートもご覧ください

区は昨年度まで宮城県石巻市など
に区職員を派遣。その現地レポート
を区HPからご覧になれます。

中止になったイベント中止になったイベント

東北のお祭りが一堂
に会します

雨の中運行した年も

◀︎こちらから
アクセス

これまでの大祭典を取材写真で振り返ります。
プレイバック 東北復興大祭典なかのプレイバック 東北復興大祭典なかの来年また会おう

☆代替イベントを検討中。決まり次第、区HP

等でお知らせします
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区議会事務局／3階  ☎（3228）5585  （3228）5693
会議日程　
本会議＝10月13日、常任委員会＝10月5日～7日、特別
委員会＝10月8日・9日
☆どなたでも傍聴できます。日程は、変わることがあります
開会　午後1時から

中野区議会  第3回定例会
10月13日（火）まで開会中

10月月11日（日）日（日）～～20日（火）日（火）
全国地域安全運動
中野警察署　☎（5342）0110
野方警察署　☎（3386）0110

安全で安心して暮らせるまちを実現するた
め、地域団体が防犯パトロールなどを行います。
ご協力をお願いします。

1111月月44日（水）日（水）～6～6日（金）日（金）
蔵書点検蔵書点検のためのため野方図書館野方図書館はは休館休館しますします

野方図書館
☎（3389）0214  （3389）0238
☆他の図書館は、通常どおり利用できます

保育入園係／3階
☎（3228）8960  
（3228）5667

入園は、保育を必要とする度合い（指数）の高い順に決定します。結果は、来年1月29日に
全申込者に郵送でお知らせします。

詳しくは、区HP（右記二次元コード）か、区民活動センター、地域事務所、すこやか福祉センター
または区役所3階11番窓口で配布中の「中野区保育所等のごあんない」をご覧ください。

来年4月来年4月のの認可保育所等認可保育所等のの入園入園のの申込期限申込期限はは11月6日11月6日ですです

HPで
詳しく

区立保育園・保育室・一部の公設民営園＝今回の申し
込みと一緒に申請書を提出
その他の保育所＝入園後、園に直接申し込み

延長保育を利用したい方は

出生前のお子さん
来年4月1日時点で保育園の受け入れ年齢に達す

る予定のお子さんは、母子健康手帳のコピーを添付す
ることで、出生前でも来年4月入園の申し込みの仮受
け付けの対象となります。
障害のあるお子さんなど

10月中旬までに保育入園係へ相談を。状況により、
申し込み後に面接を実施します。
区外の保育園等

自治体によって締め切り日や申し込み条件が異な
ります。希望する保育園等のある自治体に事前に確認
した上で、その締め切り日の1週間前までに、中野区
の保育入園係へ申し込みを。

下記の入園希望者はご確認を

10月5日～11月6日の平日午前8時30分～午後5
時に直接、区役所1階特別集会室へ
☆地域事務所、すこやか福祉センターでは相談でき
ません（提出のみ）

入園相談をしたい方は

原則郵送で保育入園係へ。11月6日必着
☆区役所1階特別集会室へも同日まで提出可。なお、
地域事務所、すこやか福祉センターの窓口への提出は、
5日前までです。ご注意を。来年1月・2月の入園を申
し込む場合も同様です

申込み

申し込み締め切り日が近くなると、窓口が
大変混雑します。入園や申し込みの相談・書

類提出は、早めに済ませてください

特殊詐欺被害防止に効果的
「自動通話録音機」のご利用を

生活・交通安全係／8階　
☎（3228）8736  （3228）5658  

区内在住の、おおむね65歳以上の方が居住
する世帯へ無料で貸し出します（先着1,500台）。
詳しくは、生活・交通安全係へ問い合わせを。
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「中野区基本構想」検討素案を改定しました「中野区基本構想」検討素案を改定しました

区は、10年後に目指すまちの姿を描く「中野区基
本構想」の改定に取り組んでいます。今年1月に検
討素案を作成しましたが、新型コロナウイルス感染
症の拡大による影響などを考慮し、素案を改定しま
した。みなさんの意見をお寄せください。
☆内容は、区HP、区民活動センター、図書館、すこや
か福祉センター、区役所4階10番窓口でご覧にな
れます

意見交換会へご参加を
申込み　10月6日～開催日の3日前の平日に電話、
電子メールまたはファクスで、基本構想係へ。要約
筆記・ ・ （各日先着3人）。希望の方は開催日の7
日前までにあわせて申し込みを。 参加希望日、住
所、氏名とふりがな、電話番号、メールアドレス、要
約筆記・ はその旨、 はお子さんの氏名とふりがな、
月年齢

１１月2日までにご意見を
意見交換会に参加しなくても、区内在住・在勤・在

学の方は意見を提出できます。11月2日必着で、意
見書（書式自由）を電子メール、ファクスまたは郵送
で、基本構想係へ。
☆内容の修正を求める場合は理由を添えてください

HPで
詳しく

HPで
詳しく

基本構想係／4階　
☎（3228）5782  （3228）5476  

kihonkousou@city.tokyo-nakano.lg.jp

日時　10月23日（金）～11月3日
（火・祝）午前7時～午後10時15分
会場　キリンレモン スポーツセン
ター（総合体育館）　
☆当日直接会場へ

子どもたちが描いた子どもたちが描いた
「未来の中野のまちの姿」を「未来の中野のまちの姿」を

ご覧くださいご覧ください

「なかの区報」8月5日号で実施した読者アンケートでは482人
の方から回答をいただきました。ご協力ありがとうございました。

広報係／4階　
☎（3228）8805  （3228）5645区報読者アンケートの結果がまとまりました

◀︎集計結果は区HPから
ご覧になれます

40代以下の回答者の割合は昨年28.1%で
したが、今年は41.7%と大幅に増えました。

若い年代からの回答が増加

80.1％の方が役立った記事があったと回答。
その内容は休日当番医や助成金の案内、イベ
ント情報など多岐にわたりました。

8割の方に記事が役立ちました

日程 時間 会場 先着
10月 18日（日） 午後 区役所7階会議室 50人
 19日（月） 夜 区役所7階会議室 50人
 21日（水） 午後 東部区民活動センター 30人
 23日（金） 夜 鷺宮区民活動センター 30人
 26日（月） 夜 野方区民活動センター 30人
 28日（水） 午後 南中野区民活動センター 20人
 29日（木） 夜 江古田区民活動センター 25人

11月1日（日） 午後 区役所7階会議室 50人

☆事前申込制。午後＝午後2時から、夜＝午後7時から

意見交換会開催一覧

区立小・中学校生の絵には、ど
んな姿が描かれているのかな▶︎

☆引き続き紙面づくりを工夫していきます

あるある
80.1％80.1％

30代30代
16.6％16.6％

20代20代
7.7％7.7％

40代40代
16.8％16.8％

60代60代
15.6％15.6％

70代70代
15.4％15.4％

80代80代
8.7％8.7％

50代50代
17.2％17.2％

ないない
17.4％17.4％

役立った記事年代別内訳
無回答無回答
2.5％2.5％

無回答無回答
1.5％1.5％

10代以下10代以下
0.6％0.6％

みなさんのみなさんの
ご意見をご意見を



10 令和2年（2020年）10月5日号

政策情報係／4階
☎（3228）8892  （3228）5643

中野区区民意識・実態調査を
実施します

区民のみなさんの日頃の考えや生活
実態などを把握し、今後の区政運営の
基礎資料とするための調査です。

今月上旬に、対象の方（無作為抽出の
20歳以上の区民、2,000人）へ調査票
を郵送します。ご理解とご協力をお願
いします。

育成活動支援係／5階
☎（3228）5648  （3228）5659

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

来年1月11日（月・祝）に区がサンプ
ラザで行う成人のつどいは、密を避け
るため2部制で開催します。次の方には、
12月中旬に案内状を郵送します。詳し
くは、区HPまたは案内状をご覧ください。
郵送対象　平成12年（2000年）4月2
日～同13年（2001年）4月1日生まれ
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
最初の3桁が164の方は第1部（午後0
時30分）、165の方は第2部（午後3時
30分）
☆当日は、都合が良い時間へ変更して
参加できます（事前連絡不要）。住民登
録がなくても対象年齢の方、家族の方
なども入場可

▲前回開催時の様子

環境公害係／8階
☎（3228）5799  （3228）5673

中野区の環境調査の結果を
公表 HPで

詳しく

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
音・振動などの調査の結果をまとめまし
た。調査結果は、区HPまたは区役所8階
11番窓口でご覧になれます。

住宅政策係／9階
☎（3228）5581  （3228）5669

「中野区あんしんすまいパック」
助成のご利用を

区内の民間賃貸住宅に住んでいる、
または住み替え予定の単身者向けに、
定期的な安否確認電話や死亡時の家財
整理費などの補償を行う民間事業者の
サービスがあります。

一定の要件に合う方は、このサービ
スの初回登録料の助成が受けられます。
詳しくは、住宅政策係へ問い合わせを。

道路監察係／8階
☎（3228）5527  （3228）5674

安全で安心して歩ける道路環境
をつくりましょう

道路上での次の行為は、道路法・道路
交通法・屋外広告物法で禁止されていま
す。街の景観を損ねるだけでなく、車両
や歩行者、特に障害のある方や高齢者
にとって危険なのでやめましょう。ご
協力をお願いします。
禁止事項
×看板やテーブルを置く
×商品を陳列する
×貼り紙や自立式の広告などを設置す
る
☆区は、貼り紙や立て看板などを発見
した場合、屋外広告物法に基づき、すぐ
に撤去します

お知らせ

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

中野駅周辺についての意見交換
会（2件） HPで

詳しく

次の①②とも
会場　産業振興センター（中野2-13-
14）
時間　午後7時～8時30分
☆当日直接会場へ。 ・ （先着3人）。
10月6日～開催日の7日前に電話また
はファクスで、中野駅周辺まちづくり係
へ。 住所、氏名とふりがな、電話番号、
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
年齢
☆説明会実施後に資料を区HPに掲載

①中野駅周辺地区駐車場地域ルール
内容　中野駅周辺の地区特性に応じた
駐車施設の適切な確保と運用のルール
日程　10月22日（木）

②中野駅駅前広場デザイン等整備方
針
内容　デザイン等の考え方について
日程　10月29日（木）

電子版区報のご利用を電子版区報のご利用を
広報係／４階 ☎（3228）8805  
 （3228）5645

無料アプリ「カタログポケット」
を利用するとスマートフォンなど
でなかの区報をご覧になれます。
10言語の自動翻訳など便利な機能
がたくさん。ぜひご利用を。

◀︎詳しくは区HPで
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電子メール  HPホームページ         HPで詳しく  一時保育あり  手話通訳あり  記載事項HPで
詳しく

月下旬に次の対象の方に郵送します。
ジェネリック医薬品利用の参考にして
ください。
対象　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　感覚器官用薬、循環器官用薬、呼
吸器官用薬、消化器官用薬など

中野年金事務所（中野2-4-25）
☎（3380）6111

国民年金保険料の納付案内を
民間委託しています HPで

詳しく

日本年金機構では、国民年金保険料
の納め忘れがある方に対する電話・文書・
訪問などによる納付及び免除・猶予制度
の手続きの案内などを民間事業者の（株）
バックスグループへ委託の上、実施し
ています。

詳しくは、日本年金機構HPをご覧に
なるか、中野年金事務所へ問い合わせを。
☆訪問の際は必ず身分証を携帯してい
ます

募集・求人

公益活動推進係／5階
☎（3228）8093  （3228）5620

「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

区民団体が行う公益活動で、区政目
標の実現に貢献する活動に対し、内容・
交付額などを審査した上で助成します。

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
所5階8番窓口で配布している手引を
ご覧ください。
助成額　1事業につき20万円まで、か
つ1団体につき年度内2事業総額40万
円まで（助成対象経費総額の3分の2以
内）
申込み　12月25日までに必要書類を
持って直接、公益活動推進係へ

区民相談係／1階
☎（3228）8802  （3228）5644

第3日曜日の法律相談
HPで
詳しく

催し・講座

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
日時　①10月18日、②11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
申込み　①＝10月12日、②＝11月9
日の午前9時から電話で、区民相談係へ。
各日先着12人
☆平日の相談は、月曜日（第3日曜日の
翌日を除く）、水曜日に実施。詳しくは、
区HPをご覧になるか、区民相談係へ問
い合わせを

都市計画係／9階
☎（3228）8981  （3228）5668

土地建物無料相談会

対象　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
土地建物協議会☎0120（406）239へ
☆同協議会との共催

住宅政策係／9階
☎（3228）5581  （3228）5669

すまいのリフォーム相談

内容　区内の小規模建設事業者団体に
よる相談
日時　10月、11月の毎週金曜日、午前
10時～午後4時（正午～午後1時を除く）
会場　区役所1階区民ホール
☆当日直接会場へ

自転車対策係／8階
☎（3228）5561  （3228）5675

10月22日～31日は駅前放置
自転車クリーンキャンペーン

放置自転車は、緊急車両や災害時避
難の通行を妨げる危険な障害物となり
ます。自転車は自転車駐車場に置きま
しょう。

放置自転車のない安全で住みよいま
ちにするために、ご協力をお願いします。

国保給付係／2階
☎（3228）8954  （3228）5655

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

高額療養費とは、1か月に支払った医
療費が個人または世帯の所得に応じた
上限額を超えた場合に、その超えた分
を支給する制度です。支給対象となる
方には、診療月の3～4か月後に「高額
療養費支給のお知らせ」を郵送してい
ます。

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
得が確定されていなかった場合、お知
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
あります。いずれも後日判明次第、お知
らせを郵送します。

なお、食事療養費については、申請後
に非課税世帯となった場合、差額の支
給申請が必要となることがあります。

詳しくは、国保給付係へ問い合わせ
てください。

保健事業係（中野区保健所）
☎（3382）2430  （3382）7765

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

先発医薬品の特許期間終了後に同等
の品質で製造・販売される「ジェネリッ
ク医薬品」。先発医薬品から切り替える
と、多くの場合、薬代が安くなります。

切り替えによって自己負担額をどの
くらい軽減できるか試算した結果を、今
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中野税務署（中野4-9-15）
☎（3387）8111　☆自動音声案内で

「2」を選択し内線212へ

「記帳のしかた」の説明動画を
配信中

事業所得、不動産所得がある方向け
の動画です。記帳・帳簿保存制度や備
付帳簿などを説明する概要編の他、青
色申告編、白色申告編の3種類を掲載。
Y

ユーチューブ
ouTubeの「国税庁動画チャンネル」か

らご覧になれます。

◀︎概要編はこちら

中野区国際交流協会（中野2-9-7）
☎（5342）9169  （3383）0728

日本語ボランティア実践講座 HPで
詳しく

対象　区内在住・在勤・在学の方または
同協会の賛助会員で、受講後に同協会
のボランティアとして日本語クラスで
活動できる20歳以上の方
日時　12月15日～来年3月30日の原
則毎週火曜日、午後6時30分～9時。
全15回
会場　なかのZ

ゼ ロ
ERO西館（中野2-9-7）

受講料　15,000円 （賛助会員13,000
円）　☆全回分。別途教材費が必要
申込み　11月13日までに小論文と受
講申込書を持って直接、同協会へ。選考
で30人　☆詳しくは、中野区国際交流
協会HPをご覧になるか、同協会へ問い
合わせを

産業振興センター（中野2-13-14）
☎（3380）6946  （3380）6949

シニア生涯ワーキングセミナー

高齢者・介護

内容　ライフプランニングや再就職な
どについての話を聞きます
☆東京都、東京労働局との共催
対象　55歳以上で、就職活動中または
関心のある方
日時　11月12日（木）午後1時～3時
45分
会場　産業振興センター
申込み　10月6日からの平日午前9時
～午後5時に予約専用電話☎（5843）
7665で、（公社）長寿社会文化協会へ。
先着20人

生活機能向上プログラム（4件）

次の①～④とも
対象　区内在住の65歳以上の方
申込み　10月6日からの平日午前9時
～午後5時に電話または本人が直接、
各施設へ（③④は土曜日も可）

①お惣
そう

菜
ざい

を美
お い

味しく簡単アレンジ
～健康長寿の栄養学～
しんやまの家（南台4-25-1）
☎・ （3229）8175
日時　10月16日（金）午前10時～11時
30分
申込期限　10月13日　☆先着20人

②栄養講座「腸内環境と発酵食品」
沼袋高齢者会館（沼袋1-34-14）
☎・ （3387）7381
日時　10月23日（金）午前10時～11時
申込期限　10月22日　☆先着15人

③かんたん手縫いでマスク作り
やよいの園（弥生町3-33-8）
☎（3370）9841  （3370）8362
日時　10月29日（木）午後1時30分～
3時30分
申込期限　10月20日　☆先着12人

④楽しく踊ろう！リズムダンス
やよいの園（弥生町3-33-8）
☎（3370）9841 （3370）8362
日時　10月30日（金）午後2時～3時
30分
申込期限　10月20日　☆先着12人

家族介護教室（3件）

次の①～③とも
対象　自宅で高齢者を介護している方
申込み　10月6日～開催日前日に電話
で、各施設へ

①介護保険の仕組みと介護サービス
について
かみさぎホーム（上鷺宮3-17-4）
☎（3926）8443  （3970）9620
日時　10月15日（木）午後1時30分～
3時
☆先着15人。上鷺宮区民活動センター
で実施

相談相談がが
増えています増えています チラシの内容をよく確認してから依頼しましょうチラシの内容をよく確認してから依頼しましょう 消費生活センター／1階  

☎（3389）1191  
（3389）1199手近なチラシ広告をうのみにして修理を依頼し、

高額な請求をされてしまうトラブルが発生しています。
水漏れなどは、すぐに修理をと焦ってしまいがち

ですが、頼む前に一呼吸置いて、身近な人に相談した
り、複数の業者から見積もりを取ったりしましょう。

賃貸物件の場合は、大家さんや管理会社に連絡し
てから対応しましょう。

消費者トラブルの相談は

土・日曜日、祝日は 消費者ホットライン  ☎188
☆年末年始を除く

困った時・心配な時は
消費生活センターへ

相談専用電話  ☎（3389）1191
☆平日午前9時30分～午後4時
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よりよい生き方を考えられる
③生徒にとって学びやすく、教師にとっ
て教えやすい
☆採択の経過などは、区役所4階区政
資料センター、同5階15番窓口でご覧
になれます

北部すこやか福祉センター
（江古田4-31-10）
☎（3388）0240  （3389）4339

妊婦さんの歯っぴいお食事講座

内容　初めて出産を迎える区民の方を
対象に、妊娠中から出産後の食事のポ
イントとお口のケアなどを紹介
☆希望者は、食事診断も受けられます
日時　10月21日（水）①午後1時15分
から、②2時40分から　☆各回1時間で、
同内容
会場　北部すこやか福祉センター
申込み　10月6日～17日に電子申請
か、電話または直接、北部すこやか福祉
センターへ。各回先着6人

◀︎区HPから年間の開催
予定をご覧になれます

鷺宮すこやか福祉センター
（若宮3-58-10）
☎（3336）7111  （3336）7134

子育てワークショップ
「3歳からの親の声かけのコツ」

対象　子育て中の保護者、コミュニケー
ションに興味のある方　☆お子さんと
一緒に参加できます
日時　11月7日（土）午前10時～11時
30分
会場　鷺宮すこやか福祉センター
申込み　10月6日～11月5日に oya 
gyo.nakano@gmail.comで、おやぎょ
う中野へ。先着10人（お子さんを除く）
程度。 講座名、氏名とふりがな、電話
番号、お子さんと一緒に参加する場合
はお子さんの年齢

学事係／5階
☎（3228）5459  （3228）5680

外国籍のお子さんで区立小・中学
校へ入学を希望する方へ

外国籍のお子さんで、来年4月から
新1年生として中野区立の小学校・中学
校に入学を希望する場合の手続きを受
け付けています。区役所5階12番窓口
へ来てください。
☆小学校入学のための健康診断が10 
月中旬から始まるため、早めに手続きし
てください
持ち物　入学の対象となるお子さんの
在留カードまたは特別永住者証明書
新1年生対象のお子さんの生年月日
小学校　2014年4月2日～2015年4 
月1日生まれ
中学校　2008年4月2日～2009年4 
月1日生まれ

中野区社会福祉協議会中野区ファミ
リー・サポート事業担当
☎（5380）0752  （5380）6027

ファミリー・サポート事業
予約制会員登録

子育てを地域で手助けする、相互援
助活動の利用・協力会員の登録を予約
制で受け付けます。
対象　利用会員＝区内在住で子育ての
援助を受けたい方、協力会員＝区内在
住・在勤・在学か隣接区にお住まいで、子
育ての援助をしたい20歳以上の方
日時　10月20日（火）、11月5日（木）、
いずれも午前9時45分～正午
会場　スマイルなかの（中野5-68-7）
申込み　10月6日から電話で、中野区
ファミリー・サポート事業担当へ
持ち物　登録希望の方（利用会員は保
護者）の顔写真（3㎝×2.5㎝、スナップ
写真可）2枚、印鑑、
黒ボールペン、本
人確認書類

②介護のあれこれ
中野友愛ホーム（江古田2-24-11）
☎（3389）5515  （5318）5992
日時　10月27日（火）午後1時～3時
☆先着15人

③オムツについて悩んでいませんか
やよいの園（弥生町3-33-8）
☎（3370）9841  （3370）8362
日時　11月27日（金）午後1時15分～
2時45分
☆先着10人

教育事業係／5階
☎（3228）5545  （3228）5682

中学校の教科書を採択しました

子ども・子育て

来年度から区立中学校で使用する教
科書を次のとおり採択しました。

採択基準
①学習意欲が喚起される
②生きて働く知識・技能の習得と未知の
状況にも対応できる、思考力・判断力・表
現力等の育成に応えられ、生徒自らが

科目 種目 発行者

国語
国語 光村図書
書写 教育出版

社会

地理的分野 帝国書院
歴史的分野 教育出版
公民的分野 教育出版
地図 帝国書院

数学 数学 東京書籍
理科 理科 東京書籍

音楽
一般 教育出版
器楽 教育出版

美術 美術 日本文教出版
保健体育 保健体育 大修館書店

技術・
家庭

技術分野 開隆堂出版
家庭分野 開隆堂出版

外国語 英語 開隆堂出版
道徳 道徳 東京書籍
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出産・育児支援係／3階
☎（3228）5623  （3228）5657

「不妊専門相談」と
「ほっとピアおしゃべり会」

健康･福祉

日程　11月14日（土）
会場　区役所9階会議室
内容・時間・人数
不妊専門相談＝午後2時30分～4時30
分　☆一人当たり30分程度。先着3人
ほっとピアおしゃべり会＝午後2時30
分～4時　☆5人程度
申込み　10月6日～11月13日に電子
申請か、電話または直接、出産・育児支
援係へ　☆両方への参加も可

　妊娠に向けた体づくりや不妊治療の
ことなどについて、区内の産婦人科や
泌尿器科で、無料で相談できます。
　相談券は区役所3階子ども総合相談
窓口、すこやか福祉センターで配布中。
電子申請による郵送受け取りも可能。
詳しくは、区HPをご覧になるか、出産・
育児支援係へ問い合わせを。

保健企画係（中野区保健所）
☎（3382）2428  （3382）7765

糖尿病予防対策事業にご参加を

対象　次の全ての条件に当てはまる方
●来年3月31日の時点で35歳～64歳
で区内在住

保健指導相談券もご利用を HPで
詳しく

●申し込みの時点で、2020年度国保・
社保特定健診、健康づくり健診を区内
医療機関で受診済み
●前記の健診結果が、区の定める基準
に該当（健診医の意見書が必要）
日時・会場・内容　次の①～④の会場で、
11月・12月コース、来年2月・3月コー
スの計8コース。各コース期間中に個
別運動や集団指導を計12回
①東京アスレティッククラブ（中野2- 
14-16）　☆各コース先着6人
②TACサンプラザ　スポーツスペース

（中野4-1-1）　☆各コース先着8人
③南部スポーツ・コミュニティプラザ（弥
生町5-11-26）　☆各コース先着3人
④鷺宮スポーツ・コミュニティプラザ（白
鷺3-1-13）　☆各コース先着3人
参加費　2,000円（全回分）
申込み　いずれのコースも、10月9日
から電話または直接、保健企画係へ。各
コース開始月の前月25日（土・日曜日、
祝日に当たる場合は直前の平日）まで受
け付け　☆健診医の意見書は申し込み
後に別途確認します

南部すこやか福祉センター
（弥生町5-11-26）
☎（3380）5551  （3380）5532

こころの病のある方の家族セミナー
「地域で安心して暮らすために」

対象　区内在住で、精神障害のある方
の家族、関心のある方
日時・講師　11月1日＝根津力三氏（中
野区福祉団体連合会事務局）、11月15
日＝花田照久氏（精神科医）　☆いずれ

も日曜日、午後1時30分～3時30分。
1回のみの参加も可
会場　スマイルなかの（中野5-68-7）
申込み　10月7日～各開催日の2日前
の正午に、電子申請か、電話または直接、
南部すこやか福祉センターへ。各回先
着17人

産業振興センター（中野2-13-14）
☎（3380）6946  （3380）6949

健康経営
「中小企業向け出張健康測定」HPで

詳しく

区内事業所でスポーツクラブの講師
が測定します。

開催日（11月9日～27日の平日いず
れか1日）、定員などは相談して決定。
利用について詳しくは、産業振興セン
ターHPをご覧になるか、同センターへ
問い合わせを。　☆10月6日～23日に
申し込みを受け付け、抽選で1社

中野区社会福祉協議会ほほえみサービ
ス事業担当
☎（5380）0753  （5380）6027

ほほえみサービス協力会員説明会

20歳以上で、家事や介護のお手伝い
ができる協力会員を募集します。
日時　10月22日（木）午後1時30分～
3時
会場　スマイルなかの（中野5-68-7）
申込み　10月21日午後5時までに、電
話でほほえみサービス事業担当へ
☆会員登録には、年会費1,000円と本
人名義のゆうちょ銀行口座が必要
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☆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）

10月5日～20日の休日当番医・当番薬局
月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

10
月
11
日（
日
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田4-19-9 （3387）7321
横畠病院 外・内 新井1-38-6 （3389）2531
大場診療所 内・小 大和町3-40-6 （3330）0073
上高田ちば整形外科・小児科 小 上高田1-8-13 （3228）1555
新中野内科クリニック 内・消内 本町4-45-9 4階 （6382）5270
三五医院 内・神経内 南台2-6-8 （3381）0313
山内歯科医院☆ 歯 東中野4-4-3 2階 （3361）0526

薬
局

むさしの薬局新井薬師店 新井1-26-6 （5380）3935
栄真堂薬局 大和町3-44-2 （3337）2510
カメイ調剤薬局中野南台店 南台2-9-3 （5328）2313

10
月
18
日（
日
）

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

中野共立病院 内 中野5-44-7 （3386）3166
小池小児科医院 小 若宮3-2-10 （3330）0743
中野の森クリニック 内・小 上高田1-37-11 （3361）1381
ハートケア銀河クリニック 内・心内 本町2-50-12 2階 （5371）0909
多田町診療所 内・小・呼 南台3-33-5 （3381）3191
大久保歯科クリニック☆ 歯 野方6-4-1 2階 （3330）4144

薬
局

中野中央薬局 中央4-60-5 （6304）8530
青葉調剤薬局 中野5-47-10 （3389）7110
わかみや薬局 若宮1-43-11 （5327）3663

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

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

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

広報係／４階
☎（3228）8805  
（3228）5645

　区内全域に約20万部、
各戸配布しています。
　料金や規格などにつ
いての詳しい資料を郵
送しますので、問い合わ
せを。

区報に広告を
掲載しませんか

HPで
詳しく



開催状況は事前に確認を 感染症の拡大を防ぐために
　新型コロナウイルス感染症の影響により、
催しなどが中止や延期になる場合があります。
最新の情報は、区 HPで確認するか、各担当へ
問い合わせてください。

　催しなどに参加する際は、マスクの着
用や手洗い、せきエチケットにご協力を。
☆発熱などの症状がある場合は、参加を
控えてください

催しに参加する際はご注意を

未来のかけらを一緒に探そう次号予告
なかの区報二次元コード

区内各家庭の郵便受けなどに配布しています
情報活用後は、資源として古紙の集団回収へ

ご協力
ありがとう
ございます

政策情報係／４階
☎（3228）8892  （3228）5643

国勢調査のイメージ
キャラクター

「センサスくん」

▲ センサスくんの妹
「みらいちゃん」

▶︎

まだ回答していない方は、早めに提出を
お願いします。インターネットまたは郵
送で回答してください。

調査関係書類が不足している方は、右記
コールセンターへ問い合わせを。

新型コロナウイルス感染症に関する支援制度

国勢調査の回答はお済みですか

☎0120（550）980
☆10月20日（火）まで利用可（平日午前9
時～午後7時、土・日曜日、祝日は午後5時
まで）。翌日以降の問い合わせは平日の午
前8時30分～午後5時に政策情報係へ

中野区国勢調査コールセンター
問合せ

なるべく
早く出してね

9月24日現在の情報です。要件や申請方法などについて詳しくは、区HPを
ご覧になるか、各担当部署へ問い合わせを。
☆その他の支援一覧は、右記区HPをご覧ください

個人向け▲ 事業者向け▲

支援一覧はこちら

事業者向けの支援個人向けの支援

感染などにより仕事ができない方へ　
国民健康保険の傷病手当金

補助金や経営について相談したい方へ　
経営・補助金相談窓口

売り上げが前年比で半減した方へ　
持続化給付金

賃料等の負担を軽減したい方へ　
家賃支援給付金

税・各種保険料の納付が難しい方へ　
猶予・減免等の相談

給与所得者が対象などの要件があります。必ず事前
に問い合わせを

火～金曜日の午前9時～午後5時に直接、産業振興
センター（中野2-13-14）へ。  nakano.yorozu.
soudan@city.tokyo-nakano.lg.jpでも相談可●国保給付係／２階　 ☎（3228）5510
●産業振興係／9階　 ☎（3228）8729

●持続化給付金事業コールセンター 
　☎0120（279）292
☆午前8時30分～午後7時（土曜日、祝日を除く）

●家賃支援給付金コールセンター 
　☎0120（653）930
☆午前8時30分～午後7時
　（土曜日、祝日を除く）

●特別区民税・都民税（住民税）の猶予等
　納税係／3階 　☎（3228）8924
●国民健康保険料の減免 
　資格賦課係／2階　☎（3228）5511
●国民健康保険料の納付相談 
　国保徴収係／2階　☎（3228）5509
●後期高齢者医療保険料の減免等
　後期高齢者医療係／2階　☎（3228）8944
●介護保険料の減免等
　介護資格保険料係／2階　☎（3228）6537
●国民年金保険料の免除等
　国民年金係／1階　☎（3228）5514
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