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4 月1日から避難所の名称を一部
変更します
在学の方、区内に事務所や事業所のあ

お知らせ

る個人・法人またはその他の団体、案件
に直接利害関係のある方

中野区地域防災計画
（第 42 次修
正）
案のパブリックコメント
手続き
HPで
危機管理係／8 階
☎
（3228）
8948 （3228）
5658

詳しく

内容 区や防災関係機関
（警察、消防等）

意見提出の方法

kikikanri@city.tokyo-nakano.lg.jp、
ファクス、郵送または直接、危機管理係
へ。 住所、氏名とふりがな、区内在勤・
在学の方は勤務先・通学先の名称と所在
地、利害関係のある方はその理由

が災害応急活動などで処理すべき対策

健康福祉に関する計画
（素案）
の
意見交換会

等をまとめた総合的な計画。避難所で
の感染症対策などを見直しました
資料公表・意見募集の期間 3 月 19 日
〜4 月9日
（必着）
公表場所 区 HP 、区民活動センター、区
役所 4 階区政資料センター、同 8 階 12
番窓口
意見を提出できる方

区内在住・在勤・

意見書
（書式自由）
を

健康福祉企画係／6 階
☎（3228）
5421 （3228）
5662
区は、中野区地域福祉計画、中野区
成年後見制度利用促進計画、中野区ス
ポーツ・健康づくり推進計画の策定を進
めています。

HPで

詳しく

区は、中野区基本計画と中野区区有施設整備計画の策定を進めています。
このたび、両計画の素案をまとめたので、意見交換会を開催します。
☆素案は、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階区政資料センター、同4階10 番窓口でご覧になれます
日時
（4 月）
3日
（土）
午後

会場
（先着人数）
野方区民活動センター
（30 人）

申込み 3 月 22 日〜各開催日

の 3 日前の平日に電子申請か、
電 話、

tokyo-nakano.lg.jpまたはファ
クスで、基本構想係へ。要約筆

7日
（水）
午後

江古田区民活動センター
（25 人）

の方は、各開催日の 7 日前まで

9日
（金）
夜

鷺宮区民活動センター
（30 人）

東部区民活動センター
11 日
（日）
午前
（30 人）
13 日
（火）
夜

区役所 7 階会議室
（50 人）
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区立学校の再編に伴い、4 月1日から

（弥生町 5-5-2）
＝4 月5日
（月）
午後 7 時

次のとおり名称を変更します。なお、対

HP で詳しく

「令和3 年度中野区食品衛生監視
指導計画」を策定しました
HPで

詳しく

食品衛生係
（中野区保健所）
☎
（3382）
6664 （3382）
6667

この計画は、食品衛生法に基づき、み

の平日にあわせて申し込みを。
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、要約筆記・ はその旨、
はお子さんの氏名とふりがな、
月年齢

区 HP はこちら▶

一時保育あり

手話通訳あり

記載事項

令和3年度分の
国民年金学生納付特例の申請は
4 月1日から受け付けます
国民年金係／1 階
☎
（3228）5515 （3228）5654

なさんから意見を募集して策定しました。

この制度は、国内の学校に在学する

同計画の全文は3月22日から、区 HP 、

20 歳以上の学生で、国民年金保険料の

から、②鷺宮区民活動センター
（ 鷺宮

象防災会は変わりません。

3-22-5）
＝8 日
（木）午後 7 時から、③区

変更後の避難所の名称

区民活動センター、図書館、すこやか福

支払いが困難な方の納付を猶予するも

役所 9 階会議室＝10 日
（土）午前 10 時

南台小学校
（南台 4-4-1）

祉センター、中野区保健所でご覧にな

のです。

から ☆当日直接会場へ。要約筆記・

＝現在の旧新山小学校

れます。

・ （各日先着 3 人）
希望の方は、3 月22

旧多田小学校
（南台 3-44-9）

日〜各開催日の 7 日前の平日に電話、

＝現在の南台小学校

ファクスまたは直接、健康福祉企画係

旧第八中学校
（鷺宮 4-7-3）

へ。 氏名とふりがな、電話番号、参加

＝現在の第八中学校

希望日、要約筆記・ はその旨、 はお

☆該当の区域にお住まいの世帯へは、

子さんの氏名とふりがな、月年齢

今月中にお知らせを配布します

申請は毎年度必要です。学生証か在
学証明書と、写真付きの本人確認書類

4月以降に設置した蓄電システム
設置費の一部を助成します HPで
詳しく

地球温暖化対策係／8 階
☎
（3228）
5516 （3228）
5673

区は、地球温暖化防止対策を推進す
るため、区内の住宅などに太陽光発電

2020区民意識・実態調査の結果
がまとまりました
HPで

詳しく

ごみ集積所の防鳥用ネットを
貸し出します
清掃事務所
（松が丘1-6-3）
☎
（3387）
5353 （3387）
5389

区は、区民のみなさんの生活に関す

カラス等によるごみの散乱被害を防

る意識や実態を調査し、必要としている

止するため、防鳥用ネットを貸し出して

ことを的確に把握・分析して区の政策に

います。老朽化した場合は、再度貸し出

生かすため、
「 中野区区民意識・実態調

しますので、ご利用ください。

査」を年1回実施しています。

貸出対象

今年度の調査結果は、区 HP 、図書館、

複数世帯でごみ集積所を利

用しており、防鳥用ネットを適正に管理

（マイナンバーカードなど）
を持って、区
役所1階1番窓口へ。郵送でも申請でき
ます。
☆本人の所得による制限や対象外の学
校などについて詳しくは、国民年金係へ
問い合わせを

設備と連携する蓄電システムの設置に
要した費用の一部を助成します。
4 月 1 日以降に設置したものが対象
で、7 月1日から受け付けます。申請要
件などについて詳しくは、区 HP をご覧
ください。

飼い主のみなさんへ
狂犬病予防集合注射を忘れずに

HPで

詳しく
衛生環境係（中野区保健所）
☎
（3382）6662 （3382）6667

狂犬病の予防注射は飼い主の義務で
す。区が実施する集合注射などを利用

ごみ出し等は午前8時までに
清掃事務所
☎
（3387）
5353

（3387）
5389

し、年1回、必ず愛犬に受けさせてくだ
さい。
飼い犬の登録がお済みの方へ、3 月

区役所 4 階区政資料センターでご覧に

できる方

なれます。

サイズ
（3 種類） 小＝1.5m×2m
（おお

道路事情や天候などにより、燃やす

☆なかの区報 4 月20日号で、結果を一

むね 2〜6 世帯の集積所用）
、中＝2m×

ごみ、陶器・ガラス・金属ごみ、プラスチッ

しく知りたい方は、区 HP をご覧になるか、

部抜粋してお知らせする予定です

3m
（おおむね 7〜20 世帯の集積所用）
、

ク製容器包装の収集時間が変わること

衛生環境係へ問い合わせを。

大＝3m×4m
（おおむね 21世帯以上の

があります。

☆飼い犬の登録も義務です。未登録の

集積所用）
区 HP はこちら▶

どの地域でも、ごみ等は、決められた

受付・貸出場所 直接、清掃事務所へ

曜日の午前 8時までに集積所へ。

12日に案内を郵送しました。案内が届
いていない場合や集合注射について詳

方は、同じ会場で同時に手続き可能
（登
録料 3,000 円）
。登録時に「犬鑑札」を
発行します

記・ ・ （各日先着 3 人）希望

☆午前＝午前 10 時 30 分から、午後＝午

後 2時 30 分から、夜＝午後 6時 30 分から

危機管理係／8 階
☎
（3228）
8948 （3228）
5658

会場・日時 ①南中野区民活動センター

kihonkousou@city.

南中野区民活動センター
（50 人）

5日
（月）
午前

交換会を開催します。

政策情報係／4 階
☎
（3228）
8892 （3228）5643

基本計画と区有施設整備計画の素案についての意見交換会
基本構想係／4 階
☎
（3228）
5782 （3228）5476

このたび、素案をまとめたので、意見

HPで

詳しく

実施日 4 月10日
（土）
･12日
（月）
〜17

傍聴を
☆どなたでも傍聴できます。
当日直接会場へ

中野区環境審議会

催しに参加する際はご注意を
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

催しなどに参加する際は、マス

地球温暖化対策係／8 階
☎
（3228）
6584 （3228）
5673

響により、催しなどが中止や延期

クの着用や手洗い、せきエチケッ

になる場合があります。最新の情

トにご協力を。

3 月29日
（月）
午前10時から
区役所 5階教育委員会室

報は、区 HP で確認するか、各担当

☆発熱などの症状がある場合は、

へ問い合わせてください。

参加を控えてください

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

日
（土）
☆実施日ごとに、会場・時間が異なりま
す。都合の良い日に、直接会場へ
料金 3,750円
（注射代・注射済票料）

▲（左から）狂犬病予防注射済票、犬鑑札。
いずれも首輪等に付けましょう
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