電子メール HP ホームページ

出が必要です。
届け出をした事業者には、事業者番

お知らせ

傍聴を
☆当日直接会場へ。日程は、変わる
ことがあります

11 月の教育委員会定例会
教育委員会係／5 階
☎
（3228）
8857 （3228）
5679
① 6日 ②13日 ③ 20日 ④ 27日
いずれも金曜日、午前10時から
①③④＝区役所 5階教育委員会室
②＝中野中学校
（中野 4-12-3）

中野区健康福祉審議会
健康福祉企画係／6 階
☎
（3228）
5421 （3228）
5662
① 11月9 日
（月）
＝健康・介護・高齢
者部会、②10日
（火）
＝障害部会
いずれも午後 7時〜9時
区役所会議室
（①＝7階、②＝9階）

中野区都市計画審議会
都市計画課庶務係／9 階
☎
（3228）
8840 （3228）
5668

中止

た

し
11月13日
（金）
午後
りま 2時から
とな
区役所 4階第1・2 委員会室
☆先着 25 人。午後 1時 30 分から
会場で受け付け

中野区個人情報保護審議会

詳しく

業務改善係／6 階
☎（3228）
8299 （3228）
5646

行政評価は、区が実施した事業の効
果について、実績とコストを基に評価し、
改善につなげる仕組みです。

※支援者＝計画書に記載された情報を

進係へ問い合わせを。

の午前 8時 30 分〜午後 5時15 分
（週の

活用して要支援者の安否を確認し、必

☆ごみを出す際は、袋の容量に応じた

初日は午後 7時まで）

☆自動音声案内に

「中野区事業系有料ごみ処理券」
（シール）
を購入し、事業者番号と事業者名を明

戦没者等の遺族のみなさんへ HPで

詳しく

地域福祉推進係／6 階
☎
（3228）
5713 （3228）5662

場所は、区 HP で確認を

11月1日から夕方の音楽を
午後 4時に放送します

今回は、昨年度に実施した12 の事業

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令

について内部評価を実施。決算の概要

和 2 年 4 月1日現在、公務扶助料や遺族

とあわせ、
「 主要施策の成果」としてま

年金などを受給する方
（戦没者等の妻

とめました。

や父母など）
がいない場合には、額面 25

防災無線スピーカーによる夕方の音

公開場所 区 HP 、区民活動センター、図

万円、5 年償還の記名国債「第十一回特

書館、区役所 4 階区政資料センター

別弔慰金」を受給できます。
請求期限は令和 5 年 3 月 31日です。

催し・講座

記の上、ごみ袋に貼ってください。購入

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

11月の不動産相談

◀講演の講師の
川崎哲氏
（ピース
ボート共同代表）

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。不動産の

中野区・杉並区「保育のおしごと
就職相談・面接会」
産業振興係／9 階
☎
（3228）
8729 （3228）5656

売買や賃貸借、更新などについて宅地

日時 11月15日
（日）
午後1時〜4 時

楽「遠き山に日は落ちて」の放送を午後

建物取引士に相談できます

会場

5時から4時に変更します。この音楽は、

日時 11月 6 日
（金）
・17 日
（火）
・24 日

15-1）

防犯対策上、子どもの帰宅を促すため

（火）
、いずれも午後1時〜4 時

☆一人

杉並区役所
（杉並区阿佐谷南 1-

☆申し込み不要で入退場自由。面接希

「災害時個別避難支援計画」の
郵送調査を行っています

該当する方は、早めに請求を。

のものです。みなさんのご理解とご協

当たり25 分以内

望の方は、履歴書を必要な枚数お持ち

☆受給できるのは、ご遺族のうち1人の

力をお願いします。

会場 区役所1階専門相談室

ください。 （生後6か月以上、定員あり）

地域支えあい活動支援係／5 階
☎（3228）
5582 （3228）
5620

み
（順位あり）
。条件などについて詳しく

申込み

相談日の前週の同曜日午前 9

希望の方は、10 月 21日〜11 月 6 日正

時から電話で、区民相談係へ。各日先着

午に電話で、産業振興係へ。杉並区、ハ

6人

ローワーク新宿との共催

区は、いざという時に一人では避難
が難しい方
（要支援者）
の安否確認や避
難支援を円滑にするため、計画書の作
成を進めています。

は、厚生労働省 HP をご覧になるか、地域
福祉推進係へ問い合わせを

古着・古布は集団回収に
お出しください

HPで

詳しく

宝くじ助成金で祭りの備品を
修繕しました
地域自治推進係／5 階
☎
（3228）
8921 （3228）
5620
区は、
（一財）
自治総合センターの「令

個人情報収集事務登録について
11月16日
（月）
午後1時 30 分から
区役所 4階庁議室

査から 4 年が経過した方へ、調査票を

多くの地域で、町会・自治会などが行う

郵送しています。

集団回収に出せます
（一部地域を除く）
。

ティ活動の促進と健全な発展を図ると

洗濯後、ビニール袋に入れ、集団回収集

答を返送してください。

積場所へ。ぬれると資源化できないため、

対象

必ず晴れた日に出してください。

今年度新たに対象となった方、まだ調

届いた方は、同封の返信用封筒で回
次の①〜④のいずれかに該当す

る方

☆回収日・実施地域などについて詳しく

①要介護・要支援の認定を受けている

は、区 HP をご覧になるか、資源回収推進

②身体障害者手帳、精神障害者保健福

係へ問い合わせを

祉手帳、愛の手帳のいずれかの交付を
受けている
③障害者総合支援法の障害支援区分 1
〜6の認定を受けている
④ 70 歳以上の単身者、75 歳以上の高
齢者のみの世帯

令和2年（2020年）10月20日号

和・人権・男女共同参画係へ

従い、最初に「1」
、次に「2」を選択。平日

古着・古布
（はぎれ・マスクを除く）
は

▲区 HP

の方は、10 月21日〜30日に電話で、平

届出制度について詳しくは、ごみ減量推

度などの状況が変わった方、前回の調

対象などについて
詳しくは、区 HP をご覧
になるか、専用ダイヤ
ルへ問い合わせを。

記載事項

の午前 9時 30 分〜午後 4時

支援係へ問い合わせを

査が完了しない方、介護度や障害の程

児童手当・子ども医療費助成係
給付金専用ダイヤル
☎
（3228）
3253

手話通訳あり

☆当日直接会場へ。 （先着 8 人）希望

②中野年金事務所

要に応じて避難を手助けする人

一時保育あり

時 30 分〜午後 5 時 15 分、第 2 土曜日

号を記載した「届出済証」を郵送します。

文書・情報公開係／4 階
☎
（3228）
8994 （3228）
8834

臨時特別給付金の
申請期限は 12 月 24 日（木）
必着です

HP で詳しく

度について詳しくは、地域支えあい活動

資源回収推進係
（リサイクル展示室内）
☎
（3228）
5555 （3228）5634

ひとり親世帯の方へ

10

令和 2 年度行政評価の結果を
まとめました
HPで

HPで

詳しく

和2 年度コミュニティ助成事業」を活用

☆毎月第 1 金曜日、第 3・第 4 火曜日に
実施。その他の専門相談ついて詳しくは、
区 HP をご覧になるか、区民相談係へ問
い合わせを

し、
「 鷺宮三丁目町会」の祭り用備品の
修繕を助成しました。
コミュニティ助成事業は、コミュニ

平和のつどい2020〜戦後 75 年
平和への願いを新たに〜

産業振興センター（中野 2-13-14）
☎
（3380）6946 （3380）6949
次の①②とも
対象

区内在住・在勤の方、区内での創

ともに、宝くじの社会貢献広報を目的と

平和・人権・男女共同参画係／4 階
☎
（3228）
8229 （3228）
8860

申込み 10 月 21日〜配信開始日の 3

しています。

内容 「サダコの折り鶴
（※）
」貸与式、

日前の午後 5 時に産業振興センター HP

講演「核兵器をなくすためにあなたが

で申し込むか、電話、ファクスまたは直

できること」 、映画「母べえ」
（日本語

接、同センターへ。 氏名とふりがな、

字幕あり）

電話番号、メールアドレス

年金相談をする方は事前予約の
ご利用を
中野年金事務所
（中野 2-4-25）
☎
（3380）
6111

被爆し 12 歳で亡くなった佐々木禎子

録などについて相談できます。相談す

ごみ減量推進係
（リサイクル展示室内）
☎
（3228）
5563 （3228）5634

予約先

4時 35 分
（正午開場）

年金の請求や見込み額、被保険者記

業を希望する方

※サダコの折り鶴＝2 歳の時に広島で

「事業系廃棄物排出届出書」の
提出はお済みですか

小規模事業者で、ごみの自己処理が

産業振興センターの
インターネット配信講座
（2 件）

さんが、
「千羽鶴を折ると願いがかなう」

①英語アレルギーでも英語で接客で

きる お店のカタコト英語コミュニケー

という言い伝えを信じて、病床で回復を

ション術

る方は次の予約先へ原則、事前予約を

祈るため薬包紙などで折った鶴

配信期間 11月21日
（土）
〜29日
（日）

してください。

日時 11月22日
（日）
午後 0 時 30 分〜

②金融機関が見る創業融資審査のポ

☆避難時に必要な情報等を支援者
（※）

困難な場合は、例外的に区のごみ収集

①「 予約受付専用電話 」☎ 0570（05）

会場 なかのZERO小ホール
（中野2-9-

イント

と共有するために必要な調査です。制

を利用できます。その場合は、必ず届け

4890

7）

配信期間 11月28日
（土）
〜12月6日
（日）

※発行直前で中止が確定したものにその旨を表示しました

☆ナビダイヤル。平日の午前 8

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

令和2年
（2020年）10月20日号
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