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令和3 年度行政評価の結果を
まとめました
HPで

催し・講座

詳しく

構造改革係／4 階
☎
（3228）
3258 （3228）5476

11月の不動産相談

HPで

詳しく

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。
今回は、昨年度に実施した 57 の事業

「非正規社員の暮らしを守る法律
や知識を味方に〜シーセッショ
ンに直面している今、危機的時代
を乗り越える〜」

語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガ
ル語、フィリピン語、アラビア語、ベト
ナム語、ネパール語、ロシア語

文化財係／6 階
☎
（3228）
8731

（3228）
5456

手話通訳

記載事項

来年4月から勤務する区職員
（学芸員）
人事係／4 階
☎
（3228）8894

（3228）5649

区民相談係／1 階
☎（3228）
8802 （3228）
5644

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

パソコン講座
「ワードでつくる年賀状」

6 月に旧豊多摩監獄表門として中野

対象 昭和57年4月2日以降に生まれ、

区有形文化財に指定された旧中野刑務

大学を卒業し学芸員の資格を有する方。

内容

内容

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

所正門。大正期の貴重なれんが造り建

国籍不問 ☆令和 4 年 3 月31日までに

築をご覧になれます。

取得見込みの方を含む

日時 11月 5 日
（金）
・6 日
（土）午前 10

勤務場所 区役所

区内在住の方が対象。不動産の

非正規社員に必要な労働契約や

売買や賃貸借、更新などについて宅地

税金の知識など

について内部評価を実施。決算の概要

建物取引士に相談できます

報センターとの共催

対象

と合わせ、
「 主要施策の成果」としてま

日時 11月5日
（金）
・16日
（火）
、いずれ

日時 12月3日・10日、いずれも金曜日、

に慣れていない方

時〜午後4時30分
（最終入場は4時まで）

申込み 11月15日までに電子申請で、

とめました。

も午後1時〜4 時

午後 6 時 30 分〜8 時。全 2 回

日時 11月14 日
（日）
・20 日
（土）
、いず

会場 矯正研修所跡地内
（新井3-37）

人事係へ

公開場所 区 HP 、区民活動センター、図

以内

のみの参加も可

れも午後1時 30 分〜3時 30 分

☆当日直接会場へ

☆勤務条件や選考日程などについて詳

書館、区役所 4階区政資料センター

会場 区役所1階専門相談室

会場

会場

申込み

11月1日から夕方の音楽を
午後 4時に放送します
生活・交通安全係／8 階
☎
（3228）
8736 （3228）5658
防災無線スピーカーによる夕方の音
楽「遠き山に日は落ちて」の放送を午後

☆一人当たり25 分

14）

部分室
（〒165-0033 若宮 3-15-12）
、同

ンター、区役所 4 階 3 番窓口で配布して

時から電話で、区民相談係へ。各日先着

申込み 10 月 21日から TOKYO はた

南部分室（ 〒164-0012 本町 6-17-12）
、

いる採用選考案内をご覧ください

6人

らくネット HP で申し込むか、電話また

同江古田分室（ 〒165-0022 江古田 4-

☆毎月第 1 金曜日、第 3・第 4 火曜日に

は参加申込書をファクスで東京都労働

14-11） ☆いずれの日時・会場とも同

実施
（祝・休日を除く）
。その他の専門相

相談情報センター☎
（5211）
2209・

内容で、1回のみ受講可

談について詳しくは、区 HP をご覧にな

（5211）
3270へ。各回先着30人。 （定

相談日の前週の同曜日午前 9

性的マイノリティ
オンライン区民講座

のものです。みなさんのご理解とご協
力をお願いします。

「ねんきんネット」のご利用を HPで
中野年金事務所
（中野 2-4-25）
☎
（3380）
6111

産業振興 セン ター（ 中野 2-13-

申込み

わせて申し込みを

会場へ。11 月 2 日必着。抽選で各回 6

☆申込書は区 HP 、

区役所 4階 9 番窓口で配布

内容

会〜法律・ビザ・税務・労働・教育〜

VOICE IN JAPAN 代表）から、多様な
性の基礎知識など学びます

がい こく じん

かい

ほう りつ

む りょう せん もん か そう だん

ぜい む

ろうどう きょう いく

内容

や将来の年金見込み額などを確認でき

のアカウント名で参加可

相談
（通訳付き）

るサービスです。

日時 11月30日
（火）
午後 6 時 30 分〜

日時 11月 6日
（土）
午後 1時〜5時

8時

会場

年金機構 HP をご覧になるか、中野年金

申込み 10 月 21日〜11 月 29 日に電

☆事前 申 込制。詳しくは、10 月 29日ま

事務所またはねんきんネット等専用ダ

子申請か、電話または直接、平和・人権・

でに電話 または

イヤル☎0570
（058）
555
（ナビダイヤル）

男女共同参画係へ。先着 50 人

同 協 会へ問い合わせを

利用方法などについて詳しくは、日本

弁護士などの専門家による無 料

なかのZERO 西館
（中野 2-9-7）
anic@nifty.com で、

対応言語 やさしい日本語、英語、中 国

へ問い合わせを。

催しに参加する際は
ご注意を

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、催しなどが中止や延期になる場合

感染症の拡大を防ぐために
催しなどに参加する際は、マスクの着
用や手洗い、せきエチケットにご協力を。

があります。最新の情報は、区 HP で確認

☆発熱などの症状がある場合は、参加を

するか、各担当へ問い合わせてください。

控えてください

令和3年（2021年）10月20日号

募集・求人

（返信用にも住所、氏名）
☆結果は、11月8日までに郵送

都営住宅
（家族向け・単身者向け
など）
入居者
東京都住宅供給公社（JKK 東京）都営住
宅募集センター
☎ 0570
（010）
810
（ナビダイヤル）

（区内活動団体等の情報）

参加費の書いていないものは無料です

相続税・財産分与等の講習会
（一社）
中野青色申告会
☎
（3380）
8761 （3380）
8763
日程 11月7日
（日）
時間・内容

午後 1時 30 分から＝

相続税について、2 時 45 分から＝
遺言と財産分与について、4 時〜4

開催状況は事前に確認を

▲旧中野刑務所正門

人
（計 36 人）
。 講座名、住所、氏名と

中野区国際交流協会
☎（5342）
9169 （3383）
0728

☆ Zoom での開催。顔を出さず、任意

インターネットでご自身の年金記録

往復ハガキで受講を希望する

ふりがな、電話番号、受講希望日・会場

外国人 のための無料専門家相談

性的マイノリティの当事者とし

◀区 HP

参加費 300円
（材料費）

員あり）
希望の方は11月24日までにあ

平和・人権・男女共同参画係／4 階
☎（3228）
8229 （3228）
5476
て幅広く活動する浅沼智也氏（TRANS

詳しく

☆ 1回

区内在住・在勤で、パソコン操作

しくは、区 HP または図書館、区民活動セ

るか、区民相談係へ問い合わせを

防犯対策上、子どもの帰宅を促すため

☆東京都労働相談情

中野区シルバー人材センター北

5時から4時に変更します。この音楽は、

10

旧中野刑務所正門 公開見学会

一時保育

時 30 分＝個別相談
会場 産業振興センター
（中野2-1314）
申込み 電話またはファクスで、中
野青色申告会 へ。各回先着 45 人。
氏名とふりがな、電話番号

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

対象

都内在住で、住宅に困窮してい

中野区地域包括支援センター
運営協議会委員
在宅療養推進係／6 階
☎（3228）5609 （3228）8716
センターの運営等について協議しま
す。会議は平日の昼間または夜間に約1
時間30 分、区役所で年 3回開催。
対象

区内在住で、来年 1月1日現在、

介護保険の第1号被保険者
（65 歳以上）
または第 2 号被保険者
（40 歳以上）
任期 来年1月21日からの2 年間

る一定の所得基準内の世帯

報酬

募集案内・申込書の配布 11月1日〜

円 ☆交通費支給なし

10日に、区民活動センター、区役所1階

提出書類

総合案内、同 9 階 4 番窓口、JKK 東京都

における地域包括支援センターの高齢

営住宅募集センター及び同窓口センター

者支援のあり方」
（400字程度、書式自由）

で ☆土・日曜日、祝日、夜間は区役所1

申込み 11月1日〜19 日
（必着）
に、住

階夜間・休日窓口で受け取れます

所、氏名とふりがな、生年月日、性別、電

申込み

話番号、簡単な経歴を書いたものに提

募集案内に同封の申込書を渋

会議への出席 1回につき 3,000
応募の理由と作文「中野区

谷郵便局へ郵送

出書類を添えて、 houkatukea@city.

☆所得基準や申込期限などについて詳

tokyo-nakano.lg.jp、ファクス、郵送ま

しくは、募集案内をご覧ください。募集

たは直接、在宅療養推進係へ。選考で 2

センターのナビダイヤルは、申込書配

人 ☆結果は全応募者へ通知

布期間中の平日午前 9 時〜午後 6 時に
利用可。期間外は、☎
（3498）
8894 へ

令和3年
（2021年）10月20日号
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