
【今号の表紙】
　最大震度7を記録した平成23年3月11日の
東日本大震災。区は令和元年度まで、毎年被災
地に職員を派遣して復興を応援してきました
（写真はその様子）。

 

03 05
No.2062
毎月5日・20日発行

令和 3年（2021 年）

中野区ホームページ https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/



　平成23年（2011年）3月11日の東日本大震災から、もうすぐ10年。先月には福島県と宮城県で最大震
度6強の地震が発生しました。首都圏でも、30年以内に70％の確率で首都直下地震が起こると言われて
います。大震災は決してひとごとではありません。
　東日本大震災の被災地である宮城県内で復興支援業務に当たった区職員に話を聞きました。

被災地での業務や当時の様子について
教えてください
　震災直後に東松島市へ派遣された時
は、まだ女川街道にがれきが残っていたの
を覚えています。
　その後平成25年から6年間、石巻市へ
派遣されました。業務の内容は、住家被害
の度合いに応じた生活支援の案内やその
事務処理です。赴任直後は「住む場所が
ない。仮設住宅に入れてほしい」という要
望がまだあり、怒鳴り声があちこちから聞
こえるような、殺伐とした雰囲気でした。
平成25年の秋ごろからだいぶ落ち着いて
きたように感じましたね。

仕事で印象に残っていることは
　市民の方から「あなたは震災を知らな
いのだから、地元の職員に代わってほしい」
と言われたことです。市の職員のほとんど
が市内に住んでおり、両親や配偶者、お子
さんなどを亡くしたり、住家を失ったりし
ています。職員の多くがそれらの悲しみや
苦しみを背負って仕事をしている姿を見
てきました。市民も職員も、本当に過酷な
状況だったと思います。

被災地の変化を見て感じたことは
　私が石巻市にいた6年の間に、がれきが
あった場所が更地になり、住家の再建も
進みました。しかし石巻市の被災者の多く
は家だけでなく、漁場や田畑などの仕事の
場も津波で奪われています。仕事ができな
ければ家を再建することも、生活すること
もできないのです。
　「心の復興が大事だ」と、派遣当初の上
司がよく言っていました。まだご遺体が見
つからない方も大勢います。被災者以外
の方にとって、3.11は年に1回思い出すだ
けかもしれませんが、被災者は仕事や大
切な人を失い、日常の中に震災の生々し
い爪痕がまだ残っていると感じています。

被災地での経験から思うことは
　「災害は理不尽だ」ということです。石巻
市のような大災害の痕跡を間近に見聞き
して、何を準備したら助かるなどと簡単に
は言えません。大震災後は予想もしないこ
とが次 と々起こります。大切なのは、「とに
かく安全な場所にいる」こと。区内なら火
事や建物の倒壊から逃れるため、防災地図
などを確認しておくことも役立ちますね。

▲石巻市日和山公園（平成23年4月）。出所：東日本
大震災アーカイブ宮城（石巻市）HP（左下写真も）

▲震災前の風景が分かるようにと日和
山公園に設置されたパネル（平成24年）

大和区民活動センター
吉田さん
震災直後に短期で東松島市へ、その
後平成25年～同30年に長期で石巻
市へ派遣。石巻市では生活再建支援
業務に従事
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▲中野区公式
YouTubeチャンネル

▲帰宅困難者対
策について詳し
くはこちら

町会・自治会はいざという時の強い味方
　地域コミュニティーに入っておくことは、
実は防災の面からも大切なんです。大災害の
時は各町会・自治会が基となった防災会が中
心となって避難所を開設。避難所は、食料品や
毛布などの備蓄品を提供する場です。
　町会に加入し、普段から近所付き合いをし
て家族構成などを知っておいてもらうことで、
非常時もスムーズに助け合うことができます。

帰宅困難者対策や地域の力
　東日本大震災の時、区内でも多くの帰宅困難者
が発生しました。そこで都と区は、一時滞在施設
や災害時帰宅支援ステーションの確保など帰宅
困難者対策を進めています。区 で詳しく紹介し
ているので、ぜひご覧ください。
　また、災害時には地域のみなさんの絆がとても
重要だと感じています。普段から近所の方と声を
交わしておくと心強いですね。

防災地図などで危険度を確認

災害後を生き抜くための備え

らくらく「日常備蓄」を

「非常用持ち出し袋」の点検を

防災動画で学ぶ

　東日本大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りするため、地震
発生時刻の午後2時46分から1分間の黙とうを行います。ご協力をお願
いします。当日、区長から黙とうのお願いを防災無線で放送します。

復興協働担当／4階　☎（3228）3250  （3228）5647

3月11日は地震の発生時刻から1分間の黙とうを

　自宅の倒壊や火災、家具の転倒などの被害を免れても、電気
やガス、水道などのライフラインや物資の供給が止まることも。
支援が届くまで、少なくとも1週間は生活できるよう、食料品
や飲料、日用品を備えましょう。

　日頃利用している食料品や生活必
需品を少し多めに備え、古いものから
消費して補充するだけで簡単に備蓄
ができます。避難生活で役立つ、水や
加熱不要の食料品、常備薬など、最低
限備えておきたいものについては、「中
野区民防災ハンドブック」などをご覧
ください。

　「中野区防災地図」（中野の防災）では地震に関する
地域危険度などを、「中野区ハザードマップ」では浸水
予想区域などを確認できます。
☆区役所8階14番窓口などで配布。
区 でもご覧になれます

　避難所での防災資機材の使い方などをY
ユーチューブ
ouTubeで紹

介しています。いざという時のため、ぜひご覧ください。

　自宅で生活できない場合に備えて中身を用意。
年に１度は点検し、玄関の近くや寝室、車の中など、
持ち出しやすい場所に配置しましょう。

▲「中野区民防災ハ
ンドブック」は区HP
でもご覧になれます

チェックポイント

□食料品や水、乾電池などの期限が切れていないか
□懐中電灯やラジオはつくか
□マスクや消毒剤など感染症対策用品があるか
□おむつや常備薬など、今の
　自分や家族に必要なものが
　そろっているか

▲消防職員から学ぶ動画も
▲中野区防災
地図（全域版）
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区長

東日本大震災からまもなく
10年。新型コロナウイルスの

感染拡大がいまだに予断を許さない状況です。改
めて、震災や新型コロナウイルスで亡くなられた
みなさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。
私は、大規模災害への備え、そしてワクチン接種を
始め、新型コロナウイルス感染症への対応に全力
を尽くすとともに、将来を見据えた区政運営を進
めていく決意を新たにしています。現在、中野区が
区民のみなさんと検討してきた、10年後に目指す
まちの姿を明らかにした新たな基本構想を中野区
議会に提案しています。中野の歴史、文化、伝統、
まちの魅力を大切に育みながら、人々が寄り添い、
より豊かな暮らしを実現するため、この基本構想
を定め、みなさんと共有したいと考えています。
また、令和3年度中野区当初予算案についても、

中野区議会で審議いただいています。この予算案は、
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい財

政状況が見込まれる中、抜本的な見直しを行い、歳
出抑制をできる限り図る一方、感染症と政策課題
に的確に対応し、困難を乗り越え未来へつなぐた
めのものとして編成しています。新規・拡充事業は、
関連する事業の統合・再編や見直しなど、事業の構
造改革に努めた上で予算化する一方、中野区が目
指す「子育て先進区」、地域包括ケア体制、活力ある
持続可能なまち、それぞれの実現に向けた予算と
なっています。更に、新型コロナウイルス感染症へ
の対策を進め、強化する予算です。
年頭に申し上げた通り、私は、必ずや危機を乗り

越える「良き年」とし、みなさんの中野への愛着と誇
りを一層育んでいきたい強い思いです。一緒に中野
の現在（いま）と未来（あす）を築いていきましょう。

区長施政方針説明の全文は
区 でご覧になれます▶︎

おも

施政方針と予算案に込めた思い
「つながる はじまる なかの」

　区長は、令和3年度当初予算案を第1回区議会定例会に提出しました。
　予算は、歳出の抑制を図る一方で、新型コロナウイルス感染症への対応を進める編成と
しました。また、新しい基本構想・基本計画の検討状況を見据えながら、中長期的な視点を
持って取り組みを進めます。

予算係／５階
☎（3228）8813
（3228）5650

困難を乗り越え未来へつなぐ
令和 3 年度の予算案をお知らせします

　区は、10年後に目指すまちの姿を描く基本構想の改定に取
り組んでいます。みなさんから意見をいただき、修正した検討
案を現在開会中の区議会に提案。今月中に改定する予定です。
　今後は、その実現に向けて5年間の基本計画を策定します。
☆基本構想・基本計画について詳しくは、区HPを
ご覧ください

基本構想係／4階
☎（3228）5782　 （3228）5476

こちらからアクセス▶︎

つながる
はじまる
なかの

人と人とがつながり、
新たな活力が
生み出されるまち

未来ある子どもの育ちを
地域全体で支えるまち

誰もが生涯を通じて
安心して自分らしく
生きられるまち

安全・安心で
住み続けたくなる
持続可能なまち

1 2
3 4

10年後に目指す「四つのまちの姿」

4 令和3年（2021年）3月5日号



会計ごとの予算額

令和３年度 令和２年度 差し引き 前年度比

一般会計 1,472 億 4,100 万円 1,468 億 2,300 万円 4 億 1,800 万円 0.3％

特
別
会
計

用地 18 億 5,900 万円 5 億 1,200 万円 13 億 4,700 万円 263.1％

国民健康保険事業 320 億 4,500 万円 327 億 7,700 万円 ▲ 7 億 3,200 万円 ▲ 2.2％

後期高齢者医療 71 億 4,300 万円 72 億 3,700 万円 ▲ 9,400 万円 ▲ 1.3％

介護保険 232 億 7,800 万円 239 億 8,700 万円 ▲ 7 億 900 万円 ▲ 3.0％

合計 2,115 億 6,600 万円 2,113 億 3,600 万円 2 億 3,000 万円 0.1％

☆金額等は表示単位未満で四捨五入しているため、合計などが一致しない
場合があります

四つのまちの姿に沿った取り組みに重点
　新しい基本構想で描く四つのま
ちの姿に沿った政策体系を想定し
て予算化しました。
　四つのまちの姿は、4ページをご
覧ください。

いつまでも住み続けられるための基盤を整備
　ますます高齢化が加速する中で、病気や障害があっても、い
くつになっても自分らしく生きられるまちを地域全体で築い
ていくための取り組みを進めます。

構造改革を進め持続可能な区政運営を実現　　　
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、私たち
の生活や経済は大きな影響を受けています。区の主
な財源である特別区民税などは、大幅な減少が見込
まれ、非常に厳しい状況です。
　予算の編成に当たっては、新しい基本構想で描く
10年後に目指すまちの姿の実現を見据えた新規・拡
充事業への予算配分を行うために、集中的に事業の
効率化・合理化等を検討しました。検討に当たって
は、八つの視点を設定し、経常的な事業や業務の手
法の見直しを行いました。
　今後は、中長期的な視点に立ち、施策・施設・組織
の三つの再編を視野に入れながら引き続き検討を
深めます。また、構造改革実行プログラムを策定し、
区民サービスの向上や業務の効率化を図ります。
☆構造改革について詳しくは、区HPをご覧になるか、
企画係☎（3228）3258・ （3228）5476へ

感染症の拡大防止対策を強化
　窓口対応等の感染症対策など
に重点を置きました。また、みな
さんが円滑に新型コロナウイル
スワクチンの接種ができるよう
引き続き環境整備等に取り組み
ます。 ▲ワクチン接種については 8

ページもご覧ください

子育てを応援
　子どもの育ちを未来の希望と
して、子ども・若者支援センター
の開設など、地域全体で子育てを
支える取り組みを進めます。

▲安心して子どもを産み育て
られる中野に

構造改革の八つの視点

①公民役割分担の明確化
②協働・協創による事業展開
③事業成果に基づく事業の縮小・廃止
④財政負担の大きい事業の見直し
⑤事業手法の選択
⑥職員配置の適正化、事業執行体制の見直し
⑦計画的な区有施設の配置と管理
⑧歳入確保の取り組み

▲空から見た中野

▶︎
構造改革についての

区 
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　新規・拡充する事業の経費を生み出すため、関連する事業の統合・再編や見直し等、事業
の構造改革に取り組みました。また、新型コロナウイルス感染症の影響等による社会・経済
状況の変化を注視し、将来的にも安定した財政運営に努めます。

予算係／５階
☎（3228）8813
（3228）5650

令和 3年度の予算案

一般会計の内訳 ☆表示単位未満で四捨五入しているため、合計などが一致しない場合があります。％は構成比

☆金額は見直した額。1万円未満を四捨五入

 一般会計の歳出予算額を目的別にし、1万円に換算して多い順に並べました。1万円の使い道
子ども
教育費
3,753円

健康福祉費
2,142円

区民費
777円

まちづくり
推進費
670円

 総務費
 595円

地域支えあい
推進費　
475円

都市基盤費
439円

環境費
359円

企画費
138円

公債費
99円

議会費
59円

その他
494円

歳入
1,472
億円

歳出
（性質別）

1,472
億円

特別区税
334億円
22.7%

投資的経費
290億円
19.7%

特別区交付金
327億円
22.2%

人件費
213億円
14.5%

地方消費税交付金・
利子割交付金等
76億円  5.2%

公債費
16億円  1.1%

国・都支出金国・都支出金
433億円433億円
29.4%29.4%

その他その他
165億円165億円
11.2%11.2%

扶助費扶助費
459億円459億円
31.1%31.1%

物件費物件費
217億円217億円
14.8％14.8％

その他その他
278億円278億円
18.9％18.9％

負担金・使用料
及び手数料
30億円  2.1%

特別区債
92億円  
6.3%

諸収入
14億円
0.9%

■区報発行回数の見直し…………………▲613万円
■「なかの生活ガイド」の作成 ……… ▲2,479万円
■シティプロモーション事業 …………▲1,448万円
■友好都市・諸外国との交流 …………… ▲802万円
■なかのまちめぐり博覧会………………▲594万円
■保育士宿舎借上げ支援事業 ……… ▲2億824万円
■民間保育施設ICT化推進事業補助、
　安全対策強化事業補助………………▲3,563万円
■定期利用保育事業の廃止………………▲769万円
■海での体験事業…………………………▲930万円

■妊娠・出産支援事業の休止…………………▲316万円
■中高生ライフデザイン応援事業の廃止・
　中高生活動発信応援事業の休止 …………▲190万円
■なかの生涯学習大学の再編 ……………… ▲575万円
■地域健康づくりの見直し……………………▲62万円
■犬の飼い方教室、猫の飼い方教室の休止……▲49万円
■なかのエコポイント………………………… ▲43万円
■リサイクル展示室運営 ……………………▲563万円
■花と緑の祭典事業 ………………………… ▲114万円
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☆1万円未満を四捨五入

PCR検査センター事業、軽症者患者移送、区立施設や窓口対応等
の感染症対策、自宅療養陽性者緊急支援事業　など
令和2年度予算も補正しワクチン接種に対応
　新型コロナウイルスのワクチン接種を迅速に進めるため、今年
度の予算をおよそ9億4,500万円追加する補正を行い、令和3年度
への繰越明許費としました。

予算編成の過程も公表しています
　区の予算編成について、更にみなさんに
知っていただき、事業執行をより成果の高
いものとするため、予算編成の各段階の「見
える化」に努めています。
　上記の区HPでは、当初予算書の他、予
算編成方針や各部（室）からの予算要求の
状況などもご覧になれます。

　生活・経済の立て直しや感染症の拡大防止策などの取り組みを引
き続き進めます。

　右記の二次元コードから
アクセスできます。

主な取り組み

4億2,325万円

●中野駅周辺のまちづくり　57億8,858万円
●区民活動センター集会室W

ワイファイ
i-Fiルーターの貸し出し　119万円

●男女共同参画・多文化共生推進に係る条例の検討　50万円

●地域型保育事業（小規模・家庭的）、認証保育所の減収に係る補助　1,846万円
●就学援助　3億2,677万円
●インターネットを通じた子育て等情報の発信　443万円
●子ども・若者支援センター等開設準備・事業等運営　9億8,324万円
●区立療育センターにおける保育所等訪問支援の実施等　3億7,664万円
●妊娠・出産・子育てトータル支援事業　2億185万円
●子どもの権利擁護に係る条例の検討　43万円
●子ども配食事業　185万円

●中野三丁目高齢者施設の運営　356万円
●公衆浴場のAED購入経費補助事業　488万円
●健診管理システム改修　693万円
●中野東図書館の開設　2億1,714万円
●（仮称）地域包括ケア総　　
　合計画の策定　293万円
●認知症とともに暮らす
　地域安心事業　11万円

●都市計画マスタープランの改定・景観方針の策定　
　1,583万円
●蓄電システムの導入支援　1,264万円
●住宅確保要配慮者入居支援事業　101万円
●防災対策の推進　6,493万円
●住宅確保要配慮者を対象とした
　居住支援事業の推進　371万円
●空家等対策の推進　198万円
●学校情報配信システム
　220万円

1

2

3 4

HP
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新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ

国の示す接種順位に基づき、まずは重症化するリスク
の高い高齢の方に接種券を郵送します。
☆2月19日時点の情報です。詳しくは区HPをご覧にな
るか、右記コールセンターへ問い合わせを

住居確保給付金
中野くらしサポート　☎（3228）8950

家賃相当額を支給し、再就職の支援を行います。
以下の①②とも申請期限は3月31日です
①受給が終了した方も３か月の再支給が可能に

緊急事態宣言等の影響で収入が減少した場合、3か
月間の再支給が受けられるようになりました。
再支給の対象　以下の両方に該当する方
・平成27年4月1日以降に受給し、支給期間が終了
・申請する月の収入及び資産が基準以下
②支給期間が最長12か月に

今月中に申請した方に限り3回まで（最
長12か月）の延長申請が可能になりました。
☆詳しくは、区HPをご覧になるか、中野く
らしサポートへ問い合わせを

65歳以上の方に案内（接種券）を郵送します
昭和32年4月1日以前に生まれた方へ、3月中旬以降

に案内（接種券）を郵送します。
☆その他の方には4月下旬以降に案内（接種券）を郵送
予定

▲︎詳しくは
こちら

離職などで住居を失った・失う恐れがある方へ

緊急小口資金・総合支援資金
中野区社会福祉協議会　☎（5380）5775

生活資金（上限額あり）を無利子で借りられます。
申請期限は3月31日です

原則、郵送で申請を。書類作成が難しい方を対象とし
た対面相談もあります。
☆詳しくは、中野区社会福祉協議会HP（右
記二次元コード）をご覧になるか、同会へ
問い合わせを

休業・失業等で家計の維持が困難な方へ

▲︎厚生労働省
HPで詳しく

16歳以上の方が対象
で接種は任意です。効
果と副反応のリスク
を理解した上で接種
してください

中野区新型コロナウイルス
ワクチン接種相談窓口（コールセンター）
☎0570（03）5444（ナビダイヤル）
☆毎日午前9時～午後7時

▲︎最新の情報は区HP

でお知らせします

ワクチン接種に便乗した詐欺にご注意を
ワクチンの接種は無料です。区の職員などを

かたり、「ワクチンの接種ができる」などと言っ
て現金を要求する不審な電話にご注意ください。

その他の支援一覧について詳しくは、
区HPをご覧ください

ワクチン接種を準備しています

経済的にお困りの方は支援制度の活用を

問合せ先

ワクチン接種Q&A
	Q1	 4月から接種できるワクチンは何ですか
	A1	 ファイザー社製のワクチンです

	Q2	 ワクチンの効果は
	A2	 発症予防効果は約95%と報告されています

	Q3	 ワクチンの接種回数・間隔は
	A3		 2回です。1回目の接種後、通常3週間を

空けて2回目の接種を受けます
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区議会事務局／3階　
☎（3228）5585		 （3228）5693

会議日程　
本会議＝3月10日・23日、予算特別委員会＝3
月9日、予算特別委員会分科会＝3月5日、常任
委員会＝3月12日・15日・16日、特別委員会＝
3月17日・18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

一般質問放送日時（J：COMチャンネル）　
☆区内のみ視聴可
3月5日（金）＝午後6時～7時30分、3月6日

（土）・7日（日）＝午後5時～7時45分
☆放送についての問い合わせは、J:COM東京
☎0120（914）000へ（午前9時～午後6時）

中野区議会  第1回定例会
3月23日（火）まで開会中

3月10日は「東京都平和の日」
午後2時に1分間の黙とうを
平和・人権・男女共同参画係／4階
☎（3228）8229		 （3228）8860

都は、昭和20年（1945年）に、東京大空襲を受けた3
月10日を「東京都平和の日」と定めています。

戦災で亡くなられた方々のご冥福と、世界の恒久平和
を願い、1分間の黙とうを。

区内共通商品券の有効期限に
ご注意を
商業係／9階
☎（3228）5591		 （3228）5656

中野区商店街連合会が販売している区内共通
商品券（なかのハート商品券）の一部は、今年の3
月31日が有効期限です。券面を確認し、期限ま
でにご利用ください。

商品券について詳しくは、中野区商店街連合
会お客様相談室☎（6454）1995へ問い合わせを。

区長等の期末手当を改定しました
総務係／4階　☎（3228）8811			 （3228）5647

昨年12月23日、「区議会議員の議員報酬の額並びに
区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の給料の額」
について、区長の諮問に基づき中野区特別職報酬等審議
会から答申が出されました。

区は、この答申を受け、令和3年中野区議会第1回定
例会で条例の改正を行い、区長、副区長、教育長及び常
勤の監査委員の期末手当の年間支給月数を0.05か月分
減額しました。なお、区議会議員報酬の額及び区長等の
給料の額は据え置かれます。

☆表左側の給料月額は、地域手当相当分を含んだ額です

▲︎なかのハート商品券（見本）

見本

3月21日・28日、4月4日は
日曜窓口業務を臨時に拡大します

普段の日曜窓口では取り扱わない、転入・転出・転居に
伴う住民票・転出証明書の発行、印鑑登録などを臨時に
区役所で行います。
☆住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを使用
しての転入・転出は、一部処理できない場合あり。手続き
などについて詳しくは、住民記録係へ問い合わせを
開設時間　午前9時～午後4時

住民記録係／1階		☎（3228）5500		 （3228）5653

（参考）区長等の給料・区議会議員の報酬
区分 給料月額 区分 報酬月額
区長 1,242,400円 議長 892,400円
副区長 997,300円 副議長 756,100円
教育長 874,200円 委員長 647,900円

常勤の
監査委員 799,700円

副委員長 618,600円
議員 589,000円有効期限の確認を



10 令和3年（2021年）3月5日号

成人のつどい（成人式）を
開催します

育成活動支援係／5階
☎（3228）5648		 （3228）5659

☆午後＝午後2時開始、夜＝午後6時開始
②野方警察署　☎（3386）0110

日程 時間 会場 所在地
3月19日（金） 夜 西武信用金庫鷺宮支店 若宮3-16-11
27日（土） 午後 大和区民活動センター 大和町2-44-6
28日（日） 午後 沼袋区民活動センター 沼袋2-40-18
29日（月） 夜 江古田区民活動センター 江原町2-3-15
30日（火） 夜 新井区民活動センター 新井3-11-4
31日（水） 夜 鷺宮区民活動センター分室 白鷺1-4-27

4月1日（木） 夜 上鷺宮区民活動センター 上鷺宮3-7-6
2日（金） 夜 野方区民活動センター 野方5-3-1

☆午前＝午前10時開始、夜＝午後6時開始
①中野警察署　☎（5925）0110

日程 時間 会場 所在地

3月18日（木） 午前 東中野区民活動センター 東中野5-27-5
夜 弥生区民活動センター 弥生町1-58-14

19日（金） 午前 桃園区民活動センター 中央4-57-1
夜 中野警察署 中央2-47-2

22日（月） 午前 南中野区民活動センター 弥生町5-5-2
夜 昭和区民活動センター 中野6-16-20

23日（火） 午前 東部区民活動センター 中央2-18-21
夜 鍋横区民活動センター 本町5-47-13

春の
交通安全講習会

交通事故防止のポイントなどを学びます。
この講習に参加した方は、自転車の点検整

備費用助成券（上限2,000円）を受け取れます。
点検整備を受けた自転車には、安全性が認め
られた証しとしてTSマークのシールが貼付さ
れ、1年間の付帯保険として最大1億円の賠償
責任補償が付きます。助成券について詳しく
は、区HPをご覧になるか、生活・交通安全係☎

（3228）8886へ問い合わせを。

講習会の申込み
午前8時30分～午後5時に電話で、各警察

署の交通総務係へ。①＝3月8日～12日、②
＝3月15日～18日に受け付け。各会場とも、
先着順で定員に達し次第終了。
☆全ての会場に駐車場はありません

HPで
詳しく

緊急事態宣言の延長に伴い、以下の税の申告期限が
4月15日に延長されました。

問い合わせは各担当へ。

個人事業税
新宿都税事務所　☎（3369）7154

税の申告期限が税の申告期限が4月15日4月15日にに
延長されました

緊急事態宣言を受けて延期とした「成
人のつどい」を開催します。区HPで映像
配信も行います。
開演時間　①午後0時30分から（午前
11時45分開場）、②3時30分から（2時
45分開場）　
☆2部制（各回45分）。原則、住所の郵便番号の最初
の3桁が164の方は①に、165の方は②に参加を。
都合の良い時間に変更して参加可（連絡不要）
会場　サンプラザ（中野4-1-1）
☆当日直接会場へ。対象の方には3月初旬に案内状
を郵送します。詳しくは、案内状または区HPをご覧
ください。案内状の無い対象者や家族などは、当日
受け付けで手続きを

開催中止の最終判断は3月17日に行います
区HPでお知らせします。

3
27（土）

▲︎詳しくは
こちらから

住民税(特別区民税・都民税)　
課税係／3階　☎（3228）8913		 （3228）8747

3月16日以降の申告の場合、初回
納税通知書や税証明、区の各種保険
料等への反映が間に合わないことが
あります。 ▲︎税額シミュレー

ションシステム

所得税・贈与税・消費税
中野税務署　☎（3387）8111　
☆自動音声での案内

納付期限も4月15日に延長され
ました。 ▲︎国税庁HP

確定申告書等
作成コーナー



11令和3年（2021年）3月5日号区施設へは、公共交通機関をご利用ください

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

10時～11時30分、22日（月）午後6時
～7時30分
会場　野方区民活動センター（野方5- 
3-1）
☆いずれも当日直接会場へ。要約筆記・

・ （各日先着3人）。3月8日～各開
催日の7日前の平日に電話またはファ
クスで、野方以西まちづくり係へ。 住
所、氏名とふりがな、参加希望日、要約
筆記・ はその旨、 はお子さんの氏名
とふりがな、月年齢

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

平和企画展示「核兵器なき世界へ
の連帯」

催し・講座

1月22日に核兵器禁止条約が発効し
ました。核兵器廃絶に向けて、人道・環
境・ジェンダー・安全保障など12の視点
から核兵器を巡る問題を考えるパネル
を展示します。
期間　3月12日（金）～4月8日（木）午
前6時45分～午後10時30分
会場　平和資料展示室（キリンレモン ス
ポーツセンター内）　☆当日直接会場へ

▲︎パネル提供：核兵器廃絶国際キャンペー
ン（I

アイキャン
CAN）

※連続立体交差事業＝鉄道を一定区間
連続して高架化または地下化すること
で、多数の踏切を除却する事業

都市計画係／9階
☎（3228）8981		 （3228）5668

土地建物無料相談会

対象　区内在住の方または区内に土地
建物を所有する方
日時　3月29日（月）午前10時～午後
3時30分
会場　区役所1階特別集会室
申込み　3月17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

文化国際交流係／6階
☎（3228）8863		 （3228）5456

社会教育訪問学級

内容　身体に障害のある方の自宅へ講
師が訪問。希望科目の学習指導を受け
られます　☆6月～来年2月に月1回（期
間内に9回以内）受講可。科目などにつ
いて詳しくは、文化国際交流係へ問い
合わせを
対象　区内在住で身体に障害があり、
一人で外出することが困難で、自宅で
の学習機会の無い18歳以上の方
申込み　3月8日～4月15日に電話で、
文化国際交流係へ申請書の請求を。申
請後の審査により7人

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
助成事業実施報告会

内容　今年度の助成対象5団体による
実施報告
日時　3月13日（土）午後1時～3時
会場　区役所9階会議室
申込み　3月10日までに tiikikatudo 
@city.tokyo-nakano.lg.jp で、公益活
動推進係へ。 氏名とふりがな、電話
番号

危機管理係／8階
☎（3228）8948		 （3228）5658

4月1日から避難所を一部変更し
ます

お知らせ

区立学校の再編に伴い、4月1日から
次のとおり避難所を変更します。
変更後の避難所と対象防災会
中野第一小学校（本町3-16-1）＝朝日ケ
丘防災会、道玄防災会、東郷防災会
旧向台小学校（弥生町1-25-1）＝現在の
中野第一小学校から名称を変更。弥一
向台防災会、弥生一東防災会、本一相生
防災会
明和中学校（若宮1-1-18）＝現在の第四
中学校から名称のみ変更。対象防災会
は変更なし
☆該当の区域にお住まいの世帯へは、
今月中にお知らせを配布します

野方以西まちづくり係／9階
☎（3228）5569		 （3228）5417

「西武新宿線沿線まちづくり整備
方針（野方駅周辺地区編）素案」に
ついての意見交換会

区は、西武新宿線の連続立体交差事
業（※）と合わせた、野方駅周辺地区のま
ちづくりを検討しています。

このたび、整備方針の素案を作成し
たので、意見交換会を開催します。
日時　3月20日（土・祝）・21日（日）午前

傍聴を

3月18日（木）午後7時～9時
区役所9階会議室
☆日程は、変わることがあります

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

中野区男女共同参画・多文化
共生推進審議会

☆当日直接会場へ
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続性の高い活動に対して、「区民公益活
動推進基金」から助成する制度
業務委託の提案制度＝団体から実施で
きる業務の提案を受け、区が団体に業
務を委託する制度

◀︎申込書はこちら
からダウンロード
できます

中野区国際交流協会
☎（5342）9169		 （3383）0728

外国語講座の受講生募集（5件）

次の①～⑤とも
対象　区内在住・在勤・在学または同協
会の賛助会員で、前期・後期とも出席で
きる方（各期全12回。①④⑤は予備日
含む）
会場　なかのZ

ゼ ロ
ERO西館（中野2-9-7）

参加費　各期、①～③＝15,000円、④
⑤＝12,000円　☆同協会賛助会員は
2,000円引き
申込み　3月26日までに専用フォーム
から申し込むか、電話で、同協会へ。抽
選で20人

①やさしい英会話
日時　前期＝4月12日～7月26日、後
期＝9月6日～12月20日、毎週月曜日
午前10時～正午
②実践英会話
日時　前期＝4月8日～7月1日、後期
＝9月2日～11月25日、毎週木曜日午
前10時～正午

③E
エンジョイ
njoy S

ス ピ ー キ ン グ
peaking E

イングリッシュ
nglish

日時　前期＝4月12日～7月12日、後
期＝9月6日～12月6日、毎週月曜日
午後2時～4時
④初めての中国語
日時　前期＝4月13日～7月20日、後
期＝9月7日～12月21日、毎週火曜日
午後6時30分～8時30分
⑤初めての韓国語
日時　前期＝4月14日～7月21日、後
期＝9月1日～12月8日、毎週水曜日
午前10時～正午

◀︎こちらの専用
フォームから申
し込めます

中野区シルバー人材センター
☎（3366）7971		 （3366）7998

シルバー人材センターの
講座受講生募集

長年にわたり各分野で経験や知識を
積んできた同センター会員から、親切・
丁寧な指導を受けられます。

申し込み希望の方は、まずは中野区
シルバー人材センターへ電話を。
講座の種類
①学習教室（小学校3～6年生の国語・

公益活動推進係／5階
☎（3228）8093		 （3228）5620

区民公益活動「三つの支援制度」
相談月間

区民公益活動団体が活動に合った支
援制度を活用できるよう、企画の具体
化、事業内容や目的が伝わる事業計画
書の作り方などについて、対面またはオ
ンラインでの個別相談を受けます。
☆例年開催している各制度の説明会は
中止します。各制度の申請を検討して
いる団体は、この機会をご利用ください
対象　区内で活動するNPO法人、区民
団体等
相談日時　3月9日～30日の毎週火・
木曜日、午前10時～午後5時
申込み　区HPから申込書をダウンロー
ドし、相談希望日の３日前までの平日
に tiikikatudo@city.tokyo-nakano.
lg.jpで、公益活動推進係へ

三つの支援制度
政策助成＝区の政策目的の実現に貢献
する活動を助成する制度
基金助成＝先駆性・創造性・発展性・継

WEB会議システムで行うビジネス相談・研修
①オンラインビジネス無料相談
産業振興係／9階
☎（3228）5518		 （3228）5656
内容　中野中小企業診断士会によ
る経営・創業相談
対象　区内事業者、区内での創業を
希望する方
日時　3月26日（金）午後5時～10
時　☆一人当たり40分程度
申込み　3月6日～25日に中野中
小企業診断士会 HP で申し込むか、

business@nakanoku-shindan 
shikai.comで、同会へ。先着5人。
氏名、相談内容　
☆詳しくは、同会☎050

（5539）4150へ 問い 合
わせを

②中野区合同新入社員研修会
産業振興センター（中野2-13-14）
☎（3380）6946		 （3380）6949
対象　区内事業者
日時　4月5日（月）午後1時～5時
参加費　一人3,000円
申込み　3月8日から産業振興セン
ターHPで申し込むか、電話、ファク
スまたは直接、同センターへ。先着
20人。 事業者の名称、担当者の氏
名・連絡先、参加者の氏名

産業振興センターHP▶︎

▲︎こちらから
申し込めます
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算数、中学生の英語・数学）、②英会話（入
門・基礎・基礎上級・中級・実用）、③実用
書道、④万葉集講座
期間・回数　4月からの3か月～半年（①
は通年）、週1～2回
会場　中野区シルバー人材センター
北部分室（若宮3-15-12）、同南部分室

（本町6-17-12）、同江古田分室（江古田
4-14-11／②の入門・基礎のみ）
参加費　講座の種類により月2,500円
～6,000円　☆入会金不要

募集・求人

道路監察係／8階
☎（3228）5527		 （3228）5674

中野区違反広告物除却協力員
（ボランティアグループ）

活動内容　区が管理する道路上の電柱
等に貼られた違反広告物の除却　☆活
動前に講習あり
対象　申し込み時点で20歳以上の、区
内在住・在勤の方5人以上で構成され、
活動期間中に無償で継続して活動でき
るグループ
活動期間　登録日～来年3月31日
申込み　区役所8階3番窓口で配布す
る申請書に必要事項を記入し、3月8日
～4月15日に郵送または直接、道路監
察係へ。面接などの選考により70人程
度

オリンピック・パラリンピック
推進係／6階
☎（3228）8988		 （3228）5626

中野区オリンピック・パラリンピッ
ク推進実行委員（第4期） HPで

詳しく

活動内容　区が実施するオリンピック・
パラリンピック関連事業の企画・運営
任期　4月からの1年間　☆毎月1回、
平日夜に2時間程度の会議を開催。事
業実施日のみ従事者に報酬を支給予定
申込み　3月22日までに電子申請か、
区HP、区役所6階3番窓口で配布する
申込書に必要事項を記入し、オリンピッ
ク・パラリンピック推進係へ郵送（必着）
で提出を。選考で5～10人程度　☆結
果は全応募者に郵送で通知

◀︎対象などにつ
いて詳しくは区
HPで確認を

介護給付係／2階
☎（3228）6531		 （3228）8972

「介護給付費通知」を郵送します

高齢者・介護

介護保険サービスを利用している方
へ、昨年10月・11月に利用したサービ
スの内容や費用などを記載した「介護
給付費通知」を今月上旬に郵送します。

届いた方は、介護保険サービス事業
者が発行した請求書や領収書などと照
合し、内容を確認してください。
☆この通知による新たな給付や料金など

の請求はありません。また、この通知は
所得税の確定申告には利用できません

やよいの園（弥生町3-33-8）
☎（3370）9841		 （3370）8362

生活機能向上プログラム（2件）

次の①②とも
対象　区内在住の65歳以上の方（②は
女性のみ）
申込み　3月8日から本人が電話また
は直接、やよいの園へ

①落語の笑いで健康に！
日時　3月15日（月）午後1時30分～
3時
申込期限　3月12日　☆先着15人

②女性のための排尿障害予防講座
日時　3月29日（月）午後1時30分～
3時
申込期限　3月22日　☆先着12人

かみさぎホーム（上鷺宮3-17-4）
☎（3926）8443		 （3970）9620

家族介護教室「認知症について
専門医からのアドバイス」

対象　自宅で高齢者を介護している方
日時　3月13日（土）午後1時30分～
3時
申込み　3月6日～12日に電話で、か
みさぎホームへ。先着15人



14 令和3年（2021年）3月5日号

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　3月24日（水）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　3月8日から電話で、中野区ファ
ミリー・サポート事業担当へ

健康･福祉

在宅福祉係／1階
☎（3228）8953		 （3228）5665

令和3年度分の福祉タクシー利
用券等は宅配便で受け取りを

対象の方へ、令和3年度分の福祉タ
クシー利用券・リフト付福祉タクシー利
用券・福祉ガソリン券を3月8日以降に
宅配便で発送します。宅配業者からの

「不在連絡票」がポストに入っていたら、
内容を確認し、受け取ってください。
☆対象要件などについて詳しくは、在
宅福祉係へ問い合わせを

犯罪被害者等相談支援窓口／6階
☎（3228）5713		 （3228）5662

犯罪被害者からのメッセージ
「ミニ・生命のメッセージ展	in	な
かの」

日時　3月24日（水）・25日（木）午前9
時～午後5時　☆最終日は午後4時まで
会場　区役所1階特別集会室　☆当日
直接会場へ

▲︎犯罪被害者一人ひとりの等身大の
人型と遺品の靴、被害者家族のメッ
セージを展示。命の大切さや犯罪被
害者等への理解が深まります

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

日常生活を有償でお手伝いする区民
同士の支えあい活動です。

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　3月18日（木）午前10時～11時
30分
会場　スマイルなかの（中野5-68-7）
申込み　3月17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

学校再編・地域連携係／5階
☎（3228）5548		 （3228）5679

南台小学校と中野第一小学校の
校舎が移転します

子ども・子育て

南台小学校・中野第一小学校は、4月
に校舎が移転します。移転先は、次のと
おりです。
南台小学校＝南台4-4-1（旧新山小学校
の位置）
中野第一小学校＝本町3-16-1（旧桃園
小学校の位置）
☆両学校内にキッズプラザ（4月1日利
用開始）を、中野第一小学校内に地域開
放型学校図書館（4月20日利用開始）を
併設

児童手当・子ども医療費助成係／3階
☎（3228）5484		 （3228）5657

4月に小学校に入学する乳医療
証をお持ちのお子さんのいる世
帯に子医療証を郵送します

現在「乳幼児医療証」（ 乳 医療証）をお
持ちで4月に小学校に入学する年齢の
お子さんは、医療証の資格が「子ども医
療証」（ 子 医療証）に切り替わります。

新たに申請する必要はありません。
対象のお子さんの保護者には、4月か

ら使える 子 医療証を3月中旬に郵送し
ます。4月1日以降は新しい医療証をお
使いください。
☆郵便物の確実な受領のため、ポスト
への名前表示をお願いします

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
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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）

3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

3
月
7
日（
日
）

当
番
医

新渡戸記念中野総合病院 内・外・小・整・脳神経外 中央4-59-16 （3382）9991
総合東京病院 内・外 江古田3-15-2 （3387）5421
たかとり内科 内 大和町1-30-6 （6265）5835
ちひろこどもクリニック 小 野方5-22-8 （3339）6658
やよい町こども医院 小 弥生町1-8-11 （6300）4790
山本クリニック 内 弥生町3-26-3 （3372）0007
小林歯科医院☆ 歯 本町6-16-5 （3381）9183

薬
局

けやき薬局 江古田2-22-1 （3388）0782
中野中央薬局 中央4-60-5 （6304）8530
ひかり薬局 弥生町3-26-1 （3375）3516

3
月
14
日（
日
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田4-19-9 （3387）7321
中野共立病院 内 中野5-44-7 （3386）3166
天正堂クリニック 小・内 丸山1-5-7 （3319）3965
哲学堂石井内科医院 内・消 江古田1-1-4 （5906）5010
かねなか脳神経外科 脳神経外・内 中央4-4-2 （6382）4880
三五医院 内・神経内 南台2-6-8 （3381）0313
しらさぎ歯科医院☆ 歯 白鷺2-10-10 （3223）8817

薬
局

青葉調剤薬局 中野5-47-10 （3389）7110
にこにこ薬局あおだも店 丸山1-15-22 （5942）7746
カメイ調剤薬局中野南台店 南台2-9-3 （5328）2313

3
月
20
日（
土
・
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
美穂診療所 内・小・消 鷺宮5-3-14 （3990）1208
橋本医院 内 野方3-15-3 （3389）0355
新中野女性クリニック 産婦 本町4-48-23 （3384）3281
秋吉クリニック 内 本町3-20-22 （3378）1600
神戸歯科医院 歯 沼袋2-10-7 （3386）0648
三上歯科医院 歯 南台3-37-27 （3384）0385

薬
局

ことぶき薬局中野中央店 中央4-59-11 （5385）2971
むさしの薬局新井薬師店 新井1-26-6 （5380）3935
ラビット薬局新中野店 本町3-23-5 （3372）8916

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・
携帯電話からは



催しの開催状況は事前に確認を 催しに参加する際は感染症の予防対策を
　新型コロナウイルス感染症の影響により、
イベントなどの開催が中止や延期になる場
合があります。参加を予定している方は、事
前に区HPで確認するか、各催しの担当へ電話
などで確認を。

　催しなどに参加する際は、マ
スクの着用やせきエチケット
に協力を。発熱などの症状が
ある場合は参加を控えてくだ
さい。

対象　区内在住・在学の方
会場　南部スポーツ・コミュニティプラザ
申込み　電子申請か、郵送でオリンピック・パラ
リンピック推進係へ。3月15日必着。抽選で50
人。 住所、氏名とふりがな、生年月日、電話番
号、メールアドレス、在学の方は通学先の名称

　いずれも元バレーボール選手でオリンピック出場経験者の山本
隆弘さんと迫田さおりさんがゲストアスリートとして登場。トーク
ショーを動画で生配信します。

オンライン トークショー
オリンピック・パラリンピック推進係／6階　☎（3228）8988  （3228）5626

オンラインで
どなたでも視聴できます

中野区公式Y
ユ ー チ ュ ー ブ

ouTube
チャンネルからご覧にな
れます。

▲山本隆弘さん

▲迫田さおりさん

会場観覧者を募集

HPで
詳しく

HPで
詳しく

商業係／9階
☎（3228）5591  （3228）5656

　なかの里・まち連携（※）自治体の合同物産展で、新
鮮な野菜や果物など特産品を購入できます。ぜひ、
お越しください。

日時　3月10日（水）午前10時〜午後4時
会場　区役所正面玄関前
☆当日直接会場へ。売り切れ次第終了

※なかの里・まち連携＝都市と地方が距離を越えて連携
し、互いに補いながら、地域住民が中心となり交流する
ことで「新しい時代に合った豊かさ」を目指すこと

連携自治体名 販売品（変更になる場合あり）
福島県喜多方市 新鮮野菜、ラーメンなど
茨城県常陸太田市 そば（乾麺）、納豆など
群馬県みなかみ町 新鮮野菜、リンゴなど
千葉県館山市 新鮮野菜、干物など
山梨県甲州市 ワインなど

なかの里・まちなかの里・まち

春マルシェ春マルシェ

ワン　ナカノ　バレーボール　ミーティング3/21
（日）

    午後3時〜
4時30分

「なかの里・まちパートナーズ」で
特産品の購入を

　区内の連携事業協力店で、連
携自治体の特産品を購入でき
ます。詳しくは、区 HPをご覧く
ださい。

ステッカーやミニ
のぼりがお店の目印▶︎

▲︎中野酒販協同組合
も出店。ナカノさんと
コラボレーションした
お酒も販売

区HPで詳しく▶︎

中野和太鼓フェスタ次号予告
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
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