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次世代育成委員をご存じですか。地域の子育て・子育ちを
支援するネットワークの要となり、家庭・地域・学校の連携を
促進します。各中学校区ごとに選出され、現在27人が活動中。
4月に開校した明和中校区の二人に話を聞きました。

ーー 委員の活動内容は
大﨑　月1回の事務局会議の他に、定期的
に地区懇談会を開催し、ニュースを発行し
ています。以前別々の校区だった明和中校
区は、昨年度から一つの校区として活動して
います。統合前の合同地区懇談会を通して、
お互いの思いを知り認め合うことができま
した。
黒木　学校などの活動に必要な人材を探
すことが、委員の仕事の一つです。私はボラ
ンティアを募り、放課後や夏休み、鷺宮小
学校の図書室で寺子屋（自習室）を開く活
動を学校と連携して行っていました。昨年
度はできませんでしたが、8年続けてきたの
で再開したいですね。

ーー 活動のやりがいを教えてください
黒木　子どもの成長を間近で見られること
にやりがいを感じます。前述の寺子屋で知
り合ったお子さんが高校生になって、近所

で声を掛けてくれたことがありました。覚え
ていてくれたんだな、と感慨深かったですね。
大﨑　昨年は新型コロナの影響で、恒例行
事のほとんどが中止になってしまいました。
そんな中でも、時間差で集合・解散するなど
の工夫をして11月にウォークラリーを開催
できたことはうれしかったですね。たくさん
の子と顔見知りになりました。

ーー 今後の抱負やみなさんへのメッセー
ジをお願いします
大﨑　制約がある中でも、新しい形で子ど
もたちが楽しめるイベントを開きたいです。
黒木　次世代育成委員の仕事は、一人で
はできないんです。学校や児童館、主任児
童委員、地域の方などと関係をつなぐこと
が大切な役割。知り合いが増え、地域の方
との関係が深まるほど私たちにできること
が増えていきます。みなさんに気軽に声を
掛けてもらえたらうれしいです。

小・中学校の校長やPTA代表などがメン
バーの候補者推薦会から推薦を受けて選
出。3年任期の特別職の非常勤職員として
区長が委嘱します

次世代育成委員が児童館長、キッズ・
プラザ所長とともに事務局を担う、中
学校区ごとの会議。小・中学校や町
会、子ども施設などが参加します

次世代育成委員はどのように選ばれるの？Q. Q.
A. A.

地区懇談会ってなに？

委員歴約10年。「地域の方
が自分の子どもに温かい言
葉を掛けてくれた恩返しが
したい」と引き受けた

黒木さん　鷺宮在住

自身も若宮で育ち、昨年 4
月から委員に。子どもの小
学校のPTA 副会長を2年
間務め、委員に推薦された

大﨑さん　若宮在住

地域子ども施設調整係／5階
☎（3228）8884
（3228）5659

次世代育成委員
について詳しくは

子育ての輪子育ての輪を
つなぐ人つなぐ人
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地域子ども施設計画係／5階
☎（3228）5603　 （3228）5659

次世代育成委員は、地域のさまざまな催しや活動に関わっています。
今回は、明和中校区（旧第四・第八中校区）で行われた昨年度の活動の一部を紹介します。

区は、全ての子どもと子育て家庭が個々の状
況に合わせて、地域の中で安心して子育て・子育
ちができるための施策を進めています。
その一環として、地域の子ども施設を再編。各

施設の連携を強化し、子どもの安全確保や子育
て家庭の交流・相談の場の創出などを更に充実さ
せます。

▲同校区の委員が火おこし
に協力

地域や
児童館の

催しをお手伝い

今後５年間の子ども施設整備の展望

連
携
力
強
化

キッズ・プラザ 全区立小学校に開設予定。
今後5年間で4か所に整備

学童クラブ
キッズ・プラザの整備や
児童館施設の転用などに
より拡充

児童館 見守り機能などを強化し、
各中学校区に1館配置

3月に発行した合同地区懇
談会ニュース。次世代育成委
員の方などを似顔絵とコメン
トで紹介しました。

11月3日、大和地区委員会主催のウォークラリーには、子ども・
大人合わせて75人が参加。大和区民活動センターを出発し、暗号
の「宇宙文字」を探しながら鷺南公園や啓明公園などを回りました。
途中、10円玉を使って公衆電話で電話をかける体験も。
子どもたちからは、「初めての公衆電話が難しかった」「普段行か
ない地域のことが分かってよかった」という声が寄せられました。

12月19日に若宮児童館で開催した火おこし体験。
ひもを使って着火に挑戦しました。当日は3グルー
プ全てで着火に成功。保護者からは、「普段体験で
きないことができた」と喜びの感想がありました。

気軽に
声を掛けて
ください

「宇宙文字」見つけた！

こんな
活動もしています

「未来ある
子どもの育ちを地域で支えるまち」を
実現するために
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民生委員・児童委員は地域の身近な相談相手です。地区ごとに決まった担当委員が、
「生活に不安がある」「子育てで困っている」「家族の介護が心配」など、さまざまな相談
に応じます。詳しくは、地域支えあい活動支援係へ問い合わせを。

私たちも地域を見守っています

「こんにちは 民生委員・児童委員です」

日頃の活動を紹介するパネル展示を行います。いずれも、当日直接会場へ。
日時・会場
4月30日（金）～5月14日（金）＝中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」東側
5月17日（月）～20日（木）＝区役所1階区民ホール　☆午前8時30分〜
午後5時

5 月 12 日 は 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 の 日

厚生労働大臣の委嘱を受け、顔の見える
関係を大切にして地域での見守り・支えあ
い活動を行っています。全ての民生委員は
児童委員を兼ね、お子さんや妊産婦、ひとり
親家庭等の福祉に関する相談にも応じます。

常にみなさんに寄り添い、相談内容に応
じて行政や関係機関などと連携します。
☆委員には「守秘義務」があり、相談上の秘
密は守られます。安心して相談を

民生委員・児童委員は
地域をつなぐパイプ役

誰もが地域で安心して暮らせるための活動

75歳以上の単身者及び高齢者のみの世帯を訪問
し、生活状況や困っていることを伺い、必要なサー
ビスにつなげます。
☆民生委員・児童委員は、必ず「民生児童委員証」を
携帯しています

高齢者訪問調査

町会・自治会、地域ボランティアなどと連携・協力
し、さまざまな地域活動に参加しています。

地域活動への参加

高齢者や障害のある方など、日頃からの見守り
が必要な家庭へ随時訪問しています。また、特殊
詐欺被害防止のための啓発活動も行っています。

見守り・支えあい活動

いじめや不登校、虐待などお子さんを取り巻く
問題に対し、学校などと連携して解決に向け支援。
また、妊産婦やひとり親家庭などが地域で安心し
て子育てできるようサポートしています。

お子さんや子育て家庭への支援

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

◀過去のにぎわいフェスタで。
東京都民生委員・児童委員キャ
ラクター「ミンジー」と

ミンジーの由来
ミンは民生委員の「民」
ジーは児童委員の「児」

◀新1年生の登
下校を見守り︎

過去のパネル展の様子▶︎



5令和3年（2021年）5月5日号

区民区民とと区長区長のの

タウンミーティングタウンミーティング
5月の
開催予定

企画係／4階　
☎（3228）8987  （3228）5476

5月20日（木）午後6時30分から
区役所7階会議室
区政の構造改革

☆事前申込制（先着50人）。5月6日〜17日に電
子申請か、電話、 kikaku@city.tokyo-nakano.
lg.jpまたはファクスで、企画係へ。要約筆記・ ・ 

希望の方は、5月13日までにあわせて申し込
みを。 住所、氏名とふりがな、電話番号、要約筆
記・ はその旨、 はお子さんの氏名とふりがな、
月年齢

日時・会場・テーマ

就労・求人支援サイト
「ぐっJ

ジ ョ ブ
OBなかの」のご利用を

産業振興センターの講座（2件）

正社員・パート・内職など、さまざまな求人情報を無
料で閲覧できる、中野区提供のホームページです。仕事
探しに役立つ就職面接会やセミナーの情報、区内企業
の社風紹介なども掲載している
ので、ぜひ活用を。
☆事業者からの求人情報も随時
受け付け

次の①②とも
対象　区内在住・在勤の方、区内での創業を希望する方
受講方法　Z

ズーム
oom（先着20人）、動画配信

申込み　5月6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。 講座名、
受講方法、氏名とふりがな、電話番号、メールアドレス

①やりたいことで起業したい人のためのスタートアッ
プ準備講座
日時・期間　Zoom＝5月27日（木）午後1時30分〜3
時30分、動画配信＝6月5日（土）〜13日（日）
申込期限　5月24日
②自分らしく起業し、成果を出し続ける方法とは？
～ブレない経営者になる為の心構えとは～

8回連続講座の1回目。今回のみの参加も可。
日時・期間　Zoom＝6月12日（土）午後1時30分〜3
時30分、動画配信＝6月19日（土）〜27日（日）
参加費　全8回＝7,000円、今回のみ＝1,000円　
☆動画配信は無料
申込期限　6月9日

産業係／9階　☎（3228）8729  （3228）5656

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

日本政策金融公庫の融資相談会

毎週月曜日、産業振興センターで相談できます。
日本政策金融公庫の担当者が起業や経営に必要な資

金調達をサポート。新型コロナ
ウイルス対策の融資も相談可。
申込み　相談希望日の前週の金
曜日の正午までに電子メールか
電話で、産業係へ

産業係／9階　☎（3228）8729  （3228）5656
sangyosinko@city.tokyo-nakano.lg.jp

住宅政策係／9階　☎（3228）5581  （3228）5669

不動産、住まいの無料相談会

中野区居住支援協議会とは
区や不動産団体、居住支援団体等が連携し、今年

3月に設立。高齢や障害、ひとり親など、住まい探
しが難しい方を支援します。

区内在住の方が対象。弁護士や税理士などに相談で
きます。（公社）全日本不動産協会中野杉並支部との共
催で、中野区居住支援協議会も参加。詳しくは区HPを
ご覧になるか、同協会中野杉並支部へ問い合わせを。
日時  6月3日（木）午前10時〜午後4時（正午〜午後

1時を除く）　☆一人当たり30分程度
会場  区役所1階特別集会室
申込み  5月10日〜31日の平日午前11時〜午後4時（正
午〜午後1時を除く）に電話で、（公社）全日本不動産協
会中野杉並支部☎︎（3314）0988へ。先着35人

▲スマートフォン専用
サイトもあり︎ます

仕事・ビジネス仕事・ビジネス

HPで
詳しく

▲メール送信画面
になり︎ます
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中野駅
❶

❷

❸

❹
東中野駅JR 中央線

紅葉山公園

中野
氷川神社

山
手
通
り

神
田
川

中
野
通
り

大久保通り

Start Goal

広報係／4階　☎（3228）8805  （3228）5645

新緑や花が楽しめる季節です。「中野区ウォーキングマップ」から抜粋して、おす
すめのウォーキングコースを紹介します。感染症対策をしつつ、歩いてリフレッシュを。

中野区ウォーキングマップ＝区内を巡る12コースを地図や写真で紹介
した冊子です。区HPで電子書籍版をご覧になれます。英語版・中国語版・
ハングル版もあり。右記二次元コードからアクセス可

桃園川緑道
杉並区境（中野3-11先）から新

宿区境（中央1-12先）の約2.3km
の遊歩道。

5月〜6月は、区の花ツツジや
アジサイなど、多くの花が見頃に。
橋をたどって

旧桃園川を整備した緑道には、
橋が数多く残されています。さま
ざまなデザインの橋の欄干など
も見どころの一つ。

❶ 中野駅

❷ 桃園橋

❸ 神田川歌碑

❹ 東中野駅

1.3km

2.3km

1.2km

神田川歌碑（中央1-13-9）
昭和48年（1973年）に大ヒッ

トした「神田川」の歌碑。作詞家・
作曲家の名前と一番の歌詞が刻
まれています。

神田川四季の道
神田川沿いにある、約1.7km

の遊歩道。桜並木が有名ですが、
ツツジやハナミズキなども楽し
めます。

桃園川緑道～神田川コース 計4.8km およそ1時間14分

20分

36分

18分

すい
た時間

に少人数で

遊歩道にはお子さん
が遊べる遊具も
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軽自動車税の納税通知書を郵送します

軽自動車税は、毎年４月１日現在、原動機付自転
車や小型自動二輪、軽四輪車などの登録がある方に、
その年度分を課税します。

令和3年度分の納税通知書兼納付書を５月7日
に郵送します。納期限の5月31日までに、区役所、
金融機関、コンビニエンスストア、スマホ決済、ペ
イジー、スマートフォンなどで納付できるアプリ「モ
バイルレジ」で納付してください。
☆スマホ決済、ペイジー、モバイルレジで納付した
場合、領収証書は発行されません。なお、廃棄処分
や譲渡、盗難などで車を所有しなくなった場合でも、
４月１日現在で廃車の申告がなかった場合は課税
対象です

諸税係／３階　
☎（3228）8908  （3228）5652

「中野区特別区税条例」を改正しました

地方税法の改正に伴うもので、主な改正点は、次
のとおりです。詳しくは、区HPをご覧になるか、税
務管理係へ問い合わせを。
軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

軽自動車（自家用乗用）の環境性能割の税率を1％
軽減する特例措置について、適用期限を9か月延長
し、令和3年12月31日までに取得したものを対象
とします。
住宅借入金等特別税額控除の特例の延長・拡充

控除期間が13年の特例の適用期限を来年12月
末の入居まで延長しました（一定の期間に契約を
行った場合に限る）。また、この延長した部分に限
り合計所得金額が1,000万円以下の方は、床面積
が40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となります。

税務管理係／3階
☎（3228）8816  （3228）5652

税に関するお知らせ

申告期限の延長に伴い、申告内容が納税通知書や税
証明に反映されていない場合があります。中野区に届
いた順に処理し、変更通知等を送付します。

3月16日以降に税の申告をした方へ

課税係／3階　☎（3228）8914  （3228）8747
給与特別徴収分の令和3年度特別区民税・都民税の

課税（納税）証明書を5月19日から、地域事務所、区役
所1階証明係で交付します（1通300円）。

納税者本人が交付申請する場合は本人確認できる
もの（運転免許証など）を、代理人が交付申請する場合
は委任状（納税者本人の自署または押印があるもの）
と代理人の本人確認書類をお持ちください。
☆給与特別徴収と他の徴収方法を併用している方及
びコンビニ交付を希望する方の場合、6月10日に交
付を開始します

５月19日から課税（納税）証明書の交付を
受けられます

特別区民税・都民税を給与特別徴収（給与天引き）で納付している方へ

課税係／３階　☎（3228）8913  （3228）8747
　給与特別徴収分の令和3年度特別区民税・都民税の
税額決定通知書を5月19日に勤務先へ郵送します。
勤務先の給与担当者を通じて受け取ってください。
☆普通徴収・年金特別徴収分の税額決定・納税通知書
は、６月10日に自宅へ郵送予定

令和3年度の税額決定通知書を郵送します

住民税の納付は
「地方税共通納税システム」のご利用を
収納係／３階　
☎（3228）8920  （3228）5652

特別徴収の納入には「地方税共通納税システム」
が便利です。パソコン操作で複数の自治体へ一
括して納付ができ、手数料は掛かりません。詳し
くは、e

エルタックス
LTAX（地方税ポータルシステム）HPをご

覧ください。

事業者の方へ
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区は、次の基金を設け、区民、事業者のみなさんからの寄付金などを積み立てて、活用しています。
いずれの寄付も、個人の場合、所得税（または住民税）の確定申告の際に寄付金控除の対象になります。

申し込みは、随時受け付けています。電子申請か、区HP・窓口で配布する申込用紙に記入し、ファ
クス、郵送または直接、下記の各係へ。
☆申し込み後の手続き方法などについて詳しくは、区HPをご覧になるか、各係へ問い合わせを

中野区の基金への寄付にご協力を
貴重な財源として活用します

区民公益活動推進基金
公益活動推進係／5階　
☎（3228）3251  （3228）5620

区内では、さまざまな区民団体が幅広い
分野で自主的な公益活動を行っています。

この基金は、その活動に必要な資金を助
成するものです。昨年は、「特定非営利活動
法人Z

ゼ ロ
EROキッズ」他4団体に助成しました。

寄付の金額は、いくらでも構いません。な
お、3万円以上の場合は、区から感謝状を贈
呈します。

HPで
詳しく

2月1日、明治安田生命保険相互会社取締
役代表執行役社長根岸秋男様から80万円
2月22日、八島自治会様から30万円
期間中、匿名希望の方（1件）から37,801円

区への寄付（1月～3月）

ありがとうございました

環境基金への寄付（1月～3月）
1月18日、中村壮秀様から3,000円
2月9日、（株）中野屋様から2,000円
期間中、匿名希望の方（7件）から14,000円

環境基金
「中野の森プロジェクト」

地球温暖化対策係／8階
☎（3228）5516  （3228）5673

このプロジェクトへの寄付は、次の①〜③の3コースで、
いずれも森林整備等の費用の一部として活用します。

1口1,000円で募集。結婚や還暦、入学などの記念名を入
れた「森林再生応援メンバー証」を発行

①森林再生応援M
マイ
y記念

3万円以上で募集。ヒノキで作った「中野の森パートナー
証」を贈呈し、区HPに掲載

②中野の森パートナー

任意の寄付金額を上乗せした商品やサービスを提供する
商店・団体を募集。2万円以上の場合はヒノキで作った感
謝状を贈呈し、区HPに掲載

③中野の森づくり貢献協賛

◀群馬県みなかみ町
の「中野の森」（15ha）。
福島県喜多方市とも協
定を締結し、森林を整
備しています

緑化推進係／8階
☎（3228）5554  （3228）5677

住宅地の占める割合が多い中野区では、庭木や生け垣、
マンションのベランダにある緑なども緑化の大きな要素
です。

このコースへの寄付金は、区が「花と緑の祭典」などで
配布するための苗木購入費用の一部として活用します。

1口1,000円で募集。なお、1回の申し込みにつき、花の
種1袋を贈呈します。

「身近な緑を守り育てる」寄付コース

区政全般への寄付も随時受付中
財政調整係／5階 ☎（3228）8813  
 （3228）5650

区役所 5 階 5 番窓口
または、こちらから▶︎
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電子メール  HPホームページ   一時保育  
手話通訳  記載事項

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

緑化推進係／8階
☎（3228）5554  （3228）5677

緑を守り増やすための助成の利
用を

次の①②とも、制度や対象条件など
について詳しくは、緑化推進係へ問い
合わせを。

①生け垣・植樹帯の設置
一定の条件を満たす生け垣・植樹帯を

設置する場合、費用の一部を助成する
制度です。
助成限度額　設置延長1m当たり1万
円（上限30万円）
☆各年度の予算の範囲内で支出し、予
算額に達した時点で受け付けを終了

②樹木・樹林・生け垣の維持管理（保
護指定制度）

一定の基準を満たす緑を保護指定し、
維持管理費用の一部を助成する制度で
す。
助成額（年額）　樹木＝1本当たり1万円、
樹林＝面積に応じて3万〜8万円、生け
垣＝長さ1m当たり1,000円
☆保護指定相談・助成金申請は、緑化推
進係で随時受け付け。助成金交付は、保
護指定の翌年度からです

防災危機管理係／8階
☎（3228）5435  （3228）5658

6月1日から避難所を一部変更し
ます

区立学校の再編に伴い、旧多田小学
校と旧第八中学校は6月1日から避難
所の指定を外れます。そのため、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
南中野中学校（南台5-22-17）＝多田地
域防災会、弥生六南台地区防災会
鷺宮小学校（鷺宮3-31-4）＝鷺宮四丁目
防災会
☆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

衛生環境係（中野区保健所）
☎（3382）6662  （3382）6667

あき地は適正に管理しましょう

あき地に雑草が生い茂ると、美観を
損ねるだけではなく害虫の発生や花粉
アレルギー発症などの原因にもなり、環
境衛生上も好ましくありません。

また、ごみの投棄や犯罪、火災を招く
危険もあるので、あき地の管理者は定
期的に見回り、雑草が長く伸びないうち
に刈り取るなどの管理をお願いします。
☆自分で刈り取れない場合は、区に有
料で委託もできるので相談を

▲雑草は刈り︎取り︎ましょう

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

「事業系廃棄物排出届出書」の
提出はお済みですか

HPで
詳しく

小規模事業者で、ごみの自己処理が
困難な場合は、例外的に区のごみ収集
を利用できます。その場合は、届け出が
必要です。

届け出をした事業者には、事業者番
号を記載した「届出済証」を郵送します。
届け出制度について詳しくは、ごみ減量
推進係へ問い合わせを。
☆ごみを出す際は、袋の容量に応じた

「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
記の上、ごみ袋に貼ってください。購入
場所は、区HPで確認を

お知らせ

統計係／4階
☎（3228）8892  （3228）5643

「経済センサス-活動調査」に
ご協力を

全国の事業所・企業の経済活動の状
態を把握するための調査です。

今月中旬から、区内の全事業所・企
業を調査員が訪問して調査票を配布し
ます。

調査内容を統計以外の目的で使用す
ることはありません。ご理解とご協力
をお願いします。
回答方法　郵送またはインターネット
☆調査員は「調査員証」を携帯しています

国保収納係／2階
☎（3228）5507  （3228）5655

国民健康保険料の口座振替手続
きはお済みですか HPで

詳しく

口座振替にすれば、毎月の支払いの
手間がありません。手続きは国保収納
係へ電話し、郵送された用紙に記入、押
印して投

とう
函
かん

するだけです。区役所や銀
行に行く必要はありません。なお、国民
健康保険料の支払いは、年金から天引
きされている方を除き、口座振替が原
則です。

詳しくは区HPをご覧になるか、国保
収納係へ問い合わせを。

傍聴を
☆日程は、変わることがあります

5月14日（金）午後7時〜9時
区役所5階教育委員会室
☆事前申込制。5月6日〜12日に平
和・人権・男女共同参画係へ

平和・人権・男女共同参画係／4階
☎（3228）8229  （3228）5476

中野区男女共同参画・多文化
共生推進審議会
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区選挙管理委員会／9階
☎（3228）5541  （3228）5687

東京都議会議員選挙　
立候補予定者説明会

7月4日（日）に行う東京都議会議員
選挙に立候補（中野区選挙区）を予定し
ている方を対象に、説明会を開催します。

立候補を予定している方は、事前に
電話で区選挙管理委員会へ申し込みの
上、必ず出席してください。
☆代理人でも可。1人の立候補予定者
につき2人まで出席できます
内容　立候補届け出の手続き、選挙運
動の説明など
日時　5月22日（土）午後2時から
会場　区役所7階会議室

防災危機管理係／8階
☎（3228）5435  （3228）5658

5月19日午前11時ごろ
防災無線スピーカーから
試験放送が流れます

大規模な災害や武力攻撃などの緊急
事態が発生した時は、全国瞬時警報シ
ステム（Jアラート）により国から情報が
伝達されます。

みなさんへ確実に伝えるための手段
の一つが、防災無線スピーカーです。全
国一斉の試験放送として、5月19日（水）
には自動放送が30秒程度流れます。

地域防災係／8階
☎（3228）8930  （3228）5658

防災用品や消火器を区であっせ
んしています HPで

詳しく

区内在住・在勤の方は、家具転倒防止
器具や家庭用消火器などの購入に区の
あっせんを利用できます。

種類や価格などについて詳しくは、
区HPか、区民活動センター、区役所8階
14番窓口で配布している案内をご覧く
ださい。
☆区役所や消防署の職員が、訪問販売
を行うことはありません。悪質な訪問
販売にはご注意を

募集・求人

公益活動推進係／5階
☎（3228）3251  （3228）5620

公益活動団体への助成等事業 HPで
詳しく

次のいずれも、公益活動団体が行う
事業が対象。申請書に必要書類を添え
て、5月24日〜6月4日に直接、区役所
5階9番窓口で申し込みを。

応募の手引きや申請書は、5月12日
から同窓口で配布。区HPでもご覧にな
れます。

区民公益活動推進基金からの助成
区民生活への貢献性、先駆性や創造

性に優れた事業に対し、その事業経費
の一部を助成します。今年度実施する
活動が対象で、同じ団体の同一事業は3
回まで申請可。助成額は最大30万円。
対象団体は、書類審査、プレゼンテー
ションで決定します。

▲区HP

業務委託の提案制度
来年度に区からの受託を希望する業

務を提案する制度です。区がまだ行って
いない業務も提案できます。提案を受け
た業務は、書類審査、ヒアリングを経て
提案団体に委託します。

区立保育園係／3階
☎（3228）8906  （3228）5667

区立保育園会計年度任用職員
（登録者） HPで

詳しく

職種（4種）　保育補助、短時間保育補
助、用務補助、調理補助
勤務期間　来年3月31日まで　☆勤
務日数・時間は調整可
時給　1,041円〜1,244円　☆職種、資
格の有無などにより異なります。無資格・
未経験の方も歓迎
申込み　電子申請か、所定の登録申込
書を郵送または直接、区立保育園係へ
☆欠員などの状況に応じて随時面接を
実施。登録申込書や勤務条件について
詳しくは、区HPをご覧になるか、区立保
育園係へ問い合わせを

産業係／9階
☎（3228）8729  （3228）5656

「産業交流展」特別出展者
（出展料無料） HPで

詳しく

東京都等が主催する国内最大級の中
小企業の展示会「産業交流展」。今年は、
11月に会場とオンラインの同時開催を
予定しています。

この展示会に特別出展する場合、出
展経費の一部の補助を受けられます。
対象　ICT・コンテンツまたはライフサ
ポートビジネスに関連する区内中小企
業者等（屋号を持つ個人を含む）
応募期間　5月6日〜6月4日
☆審査の上、先着30者。応募要件など
について詳しくは、区HPをご覧になるか、
産業係へ問い合わせを

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

▲区HP
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電子メール  HPホームページ  一時保育  手話通訳  記載事項

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

中野区シルバー人材センター
☎（3366）7971  （3366）7998

区民のためのパソコン・スマホ
入門講座

対象　区内在住・在勤でパソコン・スマー
トフォン（スマホ）操作に慣れていない
方
内容・日時　パソコン入門＝5月28日

（金）午前10時〜午後3時、スマホ基礎
＝29日（土）午前10時〜正午、スマホ
L
ライン
INE＝29日（土）午後1時〜3時

会場　中野区シルバー人材センター北
部分室（〒165-0033若宮3-15-12）、同
南部分室（〒164-0012本町6-17-12）、
同江古田分室（〒165-0022江古田4- 
14-11）
申込み　往復ハガキで受講を希望する
会場へ。5月17日必着。抽選で各回6
人（計54人）。 受講希望講座名・会場、
住所、氏名とふりがな、電話番号（返信
用にも住所、氏名）
☆結果は、5月21日までに郵送

日本赤十字社東京都支部中野区地区
（地域自治推進係内）／5階
☎（3228）8921  （3228）5620

赤十字運動強化月間パネル展

内容　日本赤十字社の新型コロナウイ
ルスへの対応や災害・献血活動など
日時　5月10日（月）〜13日（木）午前9
時〜午後5時
会場　区役所1階区民ホール
☆当日直接会場へ

平和・人権・男女共同参画係／4階
☎（3228）8229  （3228）5476

平和企画展示「中野の空襲」

催し・講座

昭和20年（1945年）5月の山の手大
空襲では、中野の大半が焼け野原となり、
400人以上の方が亡くなりました。

戦争が二度と繰り返されないよう、
平和への願いを込めて、中野の空襲や
東京大空襲の写真を展示します。
日時・会場　5月11日（火）～20日（木）
午前6時45分〜午後8時＝平和資料展
示室（新井3-37-78キリンレモン スポー
ツセンター内）、5月25日（火）～6月2
日（水）午前8時30分〜午後5時（最終
日は午後2時まで）＝上高田区民活動セ
ンター（上高田2-11-1）
☆当日直接会場へ。平和資料展示室の
時間は、キリンレモン スポーツセンター
の開館時間に準じて変わる場合があり
ます

▲大空襲の翌日の沼袋付近（昭和20年5月）

都市計画係／9階
☎（3228）8964  （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　5月17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　5月11日までの平日午前10
時〜午後4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

中野区国際交流協会
☎（5342）9169  （3383）0728

やさしい（わかる）日本語講座

内容　外国人に分かりやすく伝える文
章や会話を学びます
日時　8月3日〜9月21日の毎週火曜日、
午後6時30分〜8時30分。全6回（予
備日含む）
会場　なかのZ

ゼ ロ
ERO西館（中野2-9-7）

参加費　5,000円
申込み　7月9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27人

▲こちらから
申し込めます
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生活機能向上プログラム（2件）

次の①②とも
内容　排尿トラブルの予防体操など
対象　区内在住の65歳以上の方（①は
原則全回参加できる方で女性のみ、②は
男性のみ）
申込み　5月6日から本人が電話または
直接、各施設へ

①骨盤底筋体操
宮園高齢者会館（中央2-18-21）
☎・ （3365）0318
日時　5月26日、6月9日・23日、いず
れも水曜日、午後1時30分〜3時30分。
全3回　☆初めての方優先
申込期限　5月17日　☆先着20人

②男性のための排尿障害予防講座
やよいの園（弥生町3-33-8）
☎（3370）9841  （3370）8362
日時　5月31日（月）午後1時30分〜3時
申込期限　5月28日　☆先着12人

児童手当・子ども医療費助成係／3階
☎（3228）8952  （3228）5657

児童育成手当の新規申請を受け
付けています

子ども・子育て

児童育成手当の受給には所得制限が
あり、5月申請分からは、審査基準とし
て適用する所得の対象年が切り替わり
ます。

令和元年中の所得では限度額超過の
ため申請していなかった方や現況届の
審査で資格喪失となった方でも、令和2

年中の所得では手当を受給できる可能
性があります。

手続きなどについて詳しくは、児童
手当・子ども医療費助成係へ問い合わ
せを。
対象　母子家庭・父子家庭または、父母
のいずれかに重度障害がある家庭の、
18歳に達した日以降の最初の3月31
日までのお子さんの保護者。または20
歳未満の障害のあるお子さんの保護者

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

栄養講座「パパが体験！家族の
健康ごはんと離乳食」

対象　区内在住で、家族に妊婦または
生後8か月未満の乳児がいる男性
日時　6月12日（土）午後1時30分〜
2時45分
会場　北部すこやか福祉センター
申込み　5月12日〜6月9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。先着8人

中部すこやか福祉センター
（中央3-19-1）
☎（3367）7788  （3367）7789

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　5月20日（木）①午後1時15分

介護事業者係／2階
☎（3228）8878  （3228）8972

介護（予防）サービス地域情報検索
サイト「けあプロnavi」のご利用を

高齢者・介護

事業所などのさまざまな情報を簡単
に検索できます。利用したいサービス
や種類から探すことができ、事業所の
空き情報が確認できます。また、地図上
で近くの事業所を探せる機能も。ぜひ、
活用してください。

東中野いこいの家（東中野4-9-22-201）
☎・ （3364）5938

健康生きがいづくり事業

6月〜来年3月までの連続講座。月1
〜2回程度開催。リズム体操や気功太極
拳など、楽しく体を動かす6種類。詳し
くは、東中野いこいの家へ問い合わせを。
対象　区内在住の65歳以上の方
申込み　5月6日〜14日に直接、東中野
いこいの家へ

家族介護教室（2件）

次の①②とも
対象　自宅で高齢者を介護している方
申込み　5月6日〜開催日前日に電話で、
各施設へ。先着15人

①介護保険を受けたら、どうするの？
かみさぎホーム（上鷺宮3-17-4）
☎（3926）8443  （3970）9620
日時　5月20日（木）午後1時30分〜3
時30分

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　5月25日（火）午後1時〜3時

こちらから
アクセス▶︎
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区施設へは、公共交通機関をご利用ください

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　5月28日（金）、6月12日（土）、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　5月10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（3cm×2.5cm、スナッ
プ写真可）2枚、印鑑、黒ボールペン、本
人確認書類

中野区社会福祉協議会
☎（5380）5775

緊急小口資金・総合支援資金は
6月末まで申請できます HPで

詳しく

健康・福祉

休業・失業等で家計の維持が困難な
方が対象。生活資金（上限額あり）を無
利子で借りられます。その申請期限が、
6月末までに延長されました。

申請方法について詳しくは、中野区
社会福祉協議会HPをご覧になるか、同
会へ問い合わせを。

保健企画係（中野区保健所）
☎（3382）2428  （3382）7765

5月31日は世界禁煙デー
5月31日～6月6日は禁煙週間

肺がんや心筋梗
こう

塞
そく

、くも膜下出血な
ど、命にかかわる重大な病気の原因に
なるたばこ。吸う人だけではなく、周囲
の人々の健康にも悪影響を及ぼします。

これを機に、禁煙習慣を身につけま
しょう。

世界禁煙デーパネル展
期間　5月17日（月）〜31日（月）
会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢
通り」東側

禁煙する方をサポートします

◀禁煙外来治療費を
助成します。詳しく
は区HPで確認を

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

カラダ・バランスセミナー
「お腹

なか
の引き締め はじめの一歩」

対象　区内在住・在勤の方
日時　6月19日（土）午前10時〜11時
会場　産業振興センター
申込み　5月6日午前9時から産業振
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
15人。 氏名とふりがな、電話番号、
メールアドレス

から、②2時40分から　☆各回1時間で、
同内容
会場　中部すこやか福祉センター
申込み　5月6日〜17日に電子申請か、
電話または直接、中部すこやか福祉セ
ンターへ。各回先着6人

「歯みがき教室」（2件）

次のいずれも
内容　歯科衛生士に学ぶお子さんの歯
磨き習慣の準備と保護者のお口のケア
対象　区内在住の乳幼児とその保護者
☆①②は生後6か月〜11か月、③は1
歳〜1歳半のお子さん
時間　①午前10時から、②11時15分
から、③午後1時30分から（鷺宮すこや
か福祉センターは午後2時から）　☆各
回45分で、①②は同内容
会場　申込み先のすこやか福祉センター
申込み　5月10日から電子申請か、電
話または直接、すこやか福祉センターへ。
各回先着8組

中部すこやか福祉センター
（中央3-19-1）
☎（3367）7788  （3367）7789
日程　5月24日（月）
申込期限　5月21日

鷺宮すこやか福祉センター
（若宮3-58-10）
☎（3336）7111  （3336）7134
日程　5月28日（金）
申込期限　5月26日
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住宅政策係／9階
☎（3228）5581  （3228）5669

賃貸住宅探しにお困りの方は
相談を HPで

詳しく

高齢者世帯や障害者世帯など、民間
賃貸住宅への住み替えが難しい方が対
象。契約時に保証会社を利用する際の
保証料の一部助成や住み替え物件の情
報提供など、さまざまな入居支援を行っ
ています。詳しくは、住宅政策係へ問い
合わせを。

◀区HPでもご覧
になれます

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
や介護を手伝う協力会員（資格不要、謝
礼金あり）を募集します。
日時　5月21日（金）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　5月20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

高齢者サービス係／6階
☎（3228）5632  （3228）5492

三療サービス
（はり・きゅう・マッサージ）

次の①②とも、資格を持った施術者
から、1回（45分間）900円でマッサー
ジ等を受けられます。

①施設サービス
区内の高齢者会館など30か所の施

設で、毎月1回実施。
対象　区内在住の60歳以上の方
申込み　住所・氏名・年齢を確認できる
もの（健康保険証など）を持って、実施
施設で手続きを。共通登録証を発行し
ます
☆きゅうは位置の指示のみ。実施施設
の所在地や実施日などについて詳しく
は、高齢者サービス係へ問い合わせを

②出張サービス
年4回まで、自宅で施術を受けられ

ます。
対象　次のいずれかに該当する区内在
住の方
・65歳以上で、常時寝たきりまたは重度
の認知症
・身体障害者手帳1級を持っている
・被爆者健康手帳を持っている
申込み　お住まいの地域を担当する地
域包括支援センターへ
☆担当センターが不明な場合は、高齢
者サービス係へ問い合わせを

新型コロナワクチン接種を進めています

▲最新の情報は
区HPでお知らせ
します

HPで
詳しく

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

予約・問合せ先

接種券を郵送しました。5月10日から個別接種医療機関の予約ができます。
75歳以上の方へ

6月15日に接種券を郵送します。
65歳未満の方へ

5月14日に接種券を郵送します。5月21日から予約できます。
65歳～74歳の方へ

いずれも、詳しくは接種券に同封の案内をご覧ください。
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区施設へは、公共交通機関をご利用ください

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

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で確認を

☆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）

月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

5
月
5
日（
水
・
祝
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田3-15-2 （3387）5421
中野共立病院 内 中野5-44-7 （3386）3166
塩崎クリニック 内・胃・外・肛 鷺宮2-5-7  2階 （5327）3336
松が丘医院 内・小 松が丘2-34-2 （3953）0682

かねなか脳神経外科 内・外・
脳神経外・整 中央4-4-2 （6382）4880

河崎外科胃腸科 内・外 本町3-7-5 （3372）0273
歯科米沢医院 歯 中央2-4-1-203 （3364）6480
竹村歯科クリニック 歯 松が丘1-33-15  1階（3319）8239

薬
局

アクア薬局 江古田2-24-14 （3389）5411
青葉調剤薬局 中野5-47-10 （3389）7110
中野新橋調剤薬局 本町3-1-8 （3379）0072
アサヒ薬局 野方1-5-17 （5942）5460

5
月
9
日（
日
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田4-19-9 （3387）7321

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

いたばしクリニック 内・外 大和町1-27-3 （5356）1623
赤沢医院 内 中野5-33-28 （3387）1811
やよい町こども医院 小 弥生町1-8-11 （6300）4790
三五医院 内・神経内 南台2-6-8 （3381）0313
こばやし歯科医院☆ 歯 中野5-66-3  3階 （3388）7887

薬
局

中野中央薬局 中央4-60-5 （6304）8530
やまと調剤薬局 大和町1-64-1 （3337）3380
カメイ調剤薬局中野南台店 南台2-9-3 （5328）2313

5
月
16
日（
日
）

当
番
医

総合東京病院 内・外 江古田3-15-2 （3387）5421
横畠病院 外・内 新井1-38-6 （3389）2531
武田内科クリニック 内・循 江原町3-5-10-202 （3950）3836
中野の森クリニック 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
やまぎしこどもクリニック 小 本町4-45-9  2階 （3382）2525
大橋歯科医院☆ 歯 新井2-25-4 （3386）3444

薬
局

けやき薬局 江古田2-22-1 （3388）0782
むさしの薬局新井薬師店 新井1-26-6 （5380）3935
わかみや薬局 若宮1-43-11 （5327）3663

5月5日～20日の休日当番医・当番薬局



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。

緊急事態宣言発令中
●不要不急の外出は控えてください
●マスクの着用、手洗いを徹底しましょう
●3密（密閉・密集・密接）を避けましょう

最新の情報は区HPで確認を▶︎

新型コロナウイルス感染症の相談
東京都発熱相談センター
☎（5320）4592
☆感染への不安などの一般的な相談は、東京
都新型コロナコールセンター☎︎0570（55）
0571へ（ナビダイヤル。毎日午前9時〜午後
10時）

毎日
24時間
受け付け

地域のチカラで  みんなが笑顔に
〜広がる  介護ネットワーク〜

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

広報係／4階　
☎（3228）8803　 （3228）5645

　防災や子育てなどの情報を動画で発信しています。
ぜひご覧ください。

▲︎上記の二次元コード
からご覧になれます

消防職員から学ぶ動画や避難所での防災資機
材の使い方など

子ども向けの動画や保育士による手遊び歌、
区立保育園施設案内など

スポーツイベントの動画配信、認知症講座・ゲー
トキーパー研修など

新型コロナウイルス感染予防策や区長記者会見
など（写真は中野区シティプロモーションの動画）
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