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性的マイノリティ対面相談
「中野にじいろ相談」

HPで

詳しく

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

内容 区内在住・在学・在勤の方が対象。
性的マイノリティ当事者による相談

日時 5 月20日
（木）
午後 3時 30 分〜5

詳しくは、区 HP をご覧になるか、区立保

時 30 分

育園係へ問い合わせを

シンポジウム「コロナ禍の生活困
窮者支援〜いま、私たちができ
ること〜」
HPで

詳しく

特別区の区立幼稚園教員
教職員係／5 階
☎
（3228）
8861

第 24 期中野区都市計画審議会
公募委員
都市計画課庶務係／9 階
☎
（3228）
8840 （3228）
5668

HPで

詳しく

（3228）
5682

対象 次の①～⑤全てに該当する方
①都市計画とまちづくりに関心、熱意が

HPで

詳しく

HP で詳しく

高齢者・介護
令和 3 年度「後期高齢者医療暫
定保険料額決定通知書」を 4 月
16 日ごろ郵送します

手話通訳あり

補助金の申請を

高齢者の介護予防などに関する活動
をしている団体は、運営費などに対する

会場 区役所1階専門相談室

日時 4 月17日
（土）
午後 2時～4 時

務先は特別区
（大田区・足立区を除く）
の

③中野区の他の付属機関の委員でない

申込み 4 月6日から電話、 danjose

会場 なかのZERO大ホール
（中野2-9-

区立幼稚園です。内容について詳しく

④中野区職員及び中野区議会議員でな

額とその納付方法をお知らせするもの

合わせを。

nta@city.tokyo-nakano.lg.jpまたは直

7）

は、特別区人事・厚生事務組合 HP をご覧

い

です。ただし、今回通知するのは前年度

申請期限 来年 2 月28日

接、平和・人権・男女共同参画係へ。先着

申込み 4 月6日～16日に

になるか、配布中の案内
（申込書在中）
を

⑤過去に 2 期以上、中野区都市計画審

の保険料額に基づいて計算された暫定

4 人。 住所
（町丁まで）
、氏名とふりが

nakanoshakyo.com、電話またはファ

確認してください。

議会の公募委員を務めていない

の額です。令和 3 年度の年間保険料額

な
（仮名可）
、連絡先、年代、相談項目

クスで、中野区社会福祉協議会へ。先着

申込み先 特別区人事・厚生事務組合教

任期 6 月から2 年間

は、同2 年中の所得に応じて7 月に計算

☆毎月第 3 火曜日に実施。詳しくは、区

500 人。 講座名、住所、氏名とふりが

育委員会事務局人事企画課採用選考担

活動回数・時間

し、再度通知します。

HP をご覧ください

な、電話番号

当
（〒102-0072 千代田区飯田橋 3-5-1

時間

東京区政会館17階）

報酬

案内配布場所

円 ☆交通費支給なし

ゼ ロ

産業振興センターのWebセミナー
産業振興センター
（中野 2-13-14）
☎
（3380）
6946 （3380）6949
次の①②とも

soumu@

募集・求人
区立保育園会計年度任用職員
（登録者）
HPで

詳しく

区役所 5 階 15 番窓口

あり、平日に開催する会議に出席できる
②区内在住で、満 20 歳以上

年 4 回程度、1回約 2

会議への出席 1回につき 3,000

①教員採用候補者

または都市計画課庶務係で配布する応

いる
（来年4月1日までの取得見込み含む）
、

23日午後 5時必着。選考で 4 人以内

昭和62 年 4 月2日以降に生まれた方

☆結果は、全応募者に郵送

申込み

申込み 4 月 6 日～開催日の 3 日前の

職種（4 種） 保育補助、短時間保育補

から申し込むか、郵送で、前記申込み先

午後 5 時に産業振興センター HP で申し

助、用務補助、調理補助

へ。インターネット＝5 月7日午後 5 時

込むか、電話、ファクスまたは直接、同セ

勤務期間

ンターへ。先着 20 人。 講座名、氏名

務日数・時間は調整可

問合せ先 ☎
（5210）
9751

とふりがな、電話番号、メールアドレス

時給 1,041円～1,244円 ☆職種、資

①自分の強みを知って、活躍の場を
広げよう！
「女性活躍推進講座」

格の有無などにより異なります。無資格・

②臨時的任用教員採用候補者

未経験の方も歓迎

いる方

日時 5 月18日
（火）
午後1時 30 分〜3

申込み

申込み 郵送で、前記申込み先へ

時 30 分

書を郵送または直接、区立保育園係へ

☆新規申込者を対象とした選考を毎月

法などについて詳しくは、区 HP か、区役

②テレワーク導入のポイント～手順
の大切さを学ぼう～

☆欠員などの状況に応じて随時面接を

実施。更新申込者は6 月・12 月選考

所 5 階 9 番窓口で配布している手引を

実施。登録申込書や勤務条件について

問合せ先 ☎
（5210）
9857

ご覧ください。

区内在住・在勤の方、区内での創

業を希望する方

来年 3 月 31日まで

☆勤

電子申請か、所定の登録申込

幼稚園教諭普通免許状を持って

「区民公益活動に関する政策助
成」助成事業
HPで

詳しく

公益活動推進係／5 階
☎
（3228）
3251 （3228）
5620

区民団体が行う公益活動で、区の政
策目的の実現に貢献する活動に対し、内
容・経費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

助成限度額 1事業 20 万円まで、かつ
1団体につき 2 事業まで
（助成対象経費
総額の3 分の2 以内） ☆限度額の範囲
内であっても、申請額全額が交付され
ない場合あり
申込み 4 月12 日～6 月 4 日に必要書
類を持って直接、対象となる各活動に
該当する係へ

「納付書での支払い」
「口座振替」のいず
詳しくは、通知をご覧になるか、後期
高齢者医療係へ問い合わせを。

認知症の方のためのサービスのご利用を
高齢者サービス係／6 階 ☎（3228）
5632
はいかい

①徘徊高齢者探索サービス

認知症の高齢者が徘徊した時に

居場所を探索できる GPS
（ 全地球
測位システム）
端末を貸し出します。
位置の情報は、パソコン、スマー
トフォン、携帯電話
（一部機種を除
く）
でご覧になれる他、電話での確
認も可能です。
利用者負担金 月額600円
（住民税

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

（3228）5492

①②とも

対象

区内在住で、在宅で生活し

ている要支援 1～要介護 5 の方で、
認知症により徘徊行動のある65 歳
以上
（初老期認知症の場合は 40 歳
以上）の方。なお、①は前記の徘徊

行動のある高齢者を日常的に介護

していて、位置情報の確認後に徘
徊した高齢者を迎えに行くことが

非課税世帯は300円）

できる方
（代わりに迎えに行ける方

②認知症高齢者等個人賠償責任
保険

申込み

法律上の賠償責任を負った場合に、

は、高齢者サービス係へ問い合わ

認知症の方が他人に損害を与え、

その費用を補償
（最高 3 億円）する
保険です。自己負担はありません。

令和3年（2021年）4月5日号

▲区 HP はこちら

特別区人事・厚生事務組合 HP

必着、郵送＝5 月7日までの消印有効

対象

ご覧になるか、介護予防推進係へ問い

募用紙を郵送または直接、同係へ。4 月

区立保育園係／3 階
☎（3228）
8906 （3228）
5667

対象

申請方法について詳しくは、区 HP を

れかです。

申込み 4 月5日から電子申請か、区 HP

幼稚園教諭普通免許状を持って

この通知は 4 月～6 月までの保険料

補助金の交付を受けられます。

なお、納付方法は「年金からの天引き」

または前記申込み先
対象

後期高齢者医療係／2 階
☎
（3228）
8944 （3228）
5661

HPで

詳しく

介護予防推進係／6 階
☎︎
（3228）8949 （3228）5492

☆一人当たり30 分

募集は①②の 2 種類で、いずれも勤

記載事項

地域で介護予防の活動をしている方へ

中野区社会福祉協議会
☎（5380）
0751 （5380）
0750

日時 4 月 20 日
（火）午後 6 時～8 時

10

一時保育あり

がいる場合を含む）
も対象
直接、担当の地域包括支

援センターへ

☆①は電話も可。

担当のセンターが分からない場合
せを

令和3年
（2021年）4月5日号

11

