
【今号の表紙】
中野区公式観光サイト「まるっと中野」
区民レポーター。取材先の店頭で
撮影時のみマスクを外しています

中野の魅力を
まるっと発信
区民レポーター
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 イベントやグルメ、史跡など、中野の魅力をまるごと(まるっと)発信している 
 中野区公式観光サイト「まるっと中野」をご存じですか。
 今号では、サイト内でまちのお店や散歩コースを紹介している区民レポーターの方に話を聞きました。

▲桃園川緑道のタイル絵。たどってい
くと物語がつながります

▲記事はスマートフォンからもご覧に
なれます

あふれるまちの魅力を伝えたい
▲取材先（ビア ホイ チョップ）の店内

取材を通して愛着が深まりました
　区報で区民レポーターの募集記事を
見たのが、活動のきっかけです。旅行
記事ライターの経験があり、大好きな
中野の魅力を伝えられたらと思いまし
た。友人のおすすめや雑誌を見て気に
なったお店を地図アプリにまとめるの
が好きで、それが記事作りにも生きて
います。
　取材では店員さんや普段はお店にい
ないオーナーから、いろんな話を聞け
るのが楽しいです。お店の成り立ちや
こだわり、メニュー開発の苦労といっ
た裏話を知ると、愛着が深まります。
記事に使う写真を撮る時は「あの場所
にこんなお店があったのか」と思って
もらえるように、あえて周りの風景を
入れる工夫も。

さりげない意匠と多様性が
まちの魅力
　区民レポーターになって、まちをよ
く観察するようになると、区内の道や
フェンスなどの意匠が凝っていること
に気付いたんです。例えば、桃園川緑
道(中野3-11先～中央1-12先)のタ
イル絵。西側からは桃太郎やかぐや姫、

東側からは浦島太郎が順番に見られる
ようになっています。さりげないデザ
インの工夫がまちに溶け込んでいると
ころが、すてきだなと思います。
　また、多様性も魅力の一つ。中野ブ
ロードウェイで区内の小学校の書き初
めが展示されていましたが、半紙に書
かれた名前を見て、いろんな国の子ど
もたちがいることに驚きました。実は
夫がスコットランド人なのですが「(中
野では)周りと同じようにしなければ、
という圧力を感じなくて楽」と言って
います。駅や公園でも、国籍に関係な
くいろんな人が自然にまちになじんで
いますね。

読者が足を延ばすきっかけに
　中野に住んで4年経つのですが、行っ
たことのないエリアはまだまだあります。
いつもより少しだけ寄り道して初めて
の場所に行ってみたら、お気に入りの
お店を見つけたこともありました。
　中野は少し足を延ばすだけで面白い
ことがあふれているまちだと思います。
これからも中野の魅力を伝え、読者の
行動範囲を広げるきっかけになるよう
な記事を書いていきたいです。

中野の魅力を
まるっと発信
区民レポーター

奥山さん(新井在住)
今年度から区民レポーターとして活
動。趣味は旅行と読書
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　まるっと中野では、区民レポーターの記事の他にも、次のような幅広い情報を
発信中。ぜひ、右記二次元コードからご覧ください。
●お持ち帰り＆出前推進事業
中野区商店街連合会の協力を得て、区内
飲食店のテイクアウトや出前サービスを
紹介。エリアごとにお店を検索できます

●中野人
中野にゆかりのある方へのイン
タビュー記事。まちへの熱い思い
を聞きました

▲まるっと
中野HP

刑務所跡地～社会貢献に繋
つな
がる手

づくり逸品
「キャピックショップなかの」
刑務所で製作した、安くて高品質
な商品を購入できます
新井3-37-2 ☎（3319）0677

「空が見たい」を叶
かな
える場所

「南台いちょう公園」
人工芝の運動広場や草地広場など
合わせて約1万㎡あり開放的。沿
道の並木の紅葉も楽しめます
南台1-15

大人も子どもも楽しめる、
昔懐かし駄菓子屋「ぎふ屋」
西武新宿線の新井薬師前駅から徒
歩1分。昭和24年創業、昔ながら
の駄菓子屋さん
上高田5-44-3 ☎（3389）4281

現在、4人のレポーターが活動中。これまでの記事から特にアク
セス数の多かった場所を紹介します

他にもいろいろ　まるっと中野をご覧ください

区民レポーターの記事を よりぬき

Bia Hoi Chop （ビア ホイ チョップ） 
中野5-53-1栗原ビル1F
☎（5942）4532▲開放的なテラス席と木のデッキが目印 ▲一番人気「牛スジとトマトのフォー」

以前、私がまるっと中野に
投稿したお店を改めてご紹介。
海外旅行をした気分になれる
おすすめのお店です

　友人のおすすめで知り、普段からよ
く行くお気に入りのお店。しじみスー
プなど、季節ごとのメニューもあって
毎回来るのが楽しみです。現地で買い
付けている小物や家具もすてきです。
　フォーは、日本の米粉を使った珍し
い生麺が特徴。オーナーがベトナムで

フォーを食べた時に「日本の米で作っ
たらもっとおいしいのでは」というひ
らめきから、麺づくりをスタート。「お
いしいものをリーズナブルに」を試行
錯誤の末に実現させたそうです。現地
の大衆食堂にいるかのような気分と味
を、中野で楽しんでみませんか。

ベトナム料理店
ビア ホイ チョップをレポート

奥山さんの記事から
Pick Up!

◀奥山さんの記事はこちらから



4 令和3年（2021年）10月20日号

福祉や教育、防災、まちづくりなど、さまざ
まな行政サービスの重要な財源となる税。そ
の意義や役割、手続き方法などについて、こ
の機会に確認してみませんか。

11月11日～17日は

「税を考える週間」です

日時・会場　①②とも時間は午後1時～4時
①11月11日（木）＝南中野区民活動センター（弥生
町5-5-2）、鷺宮区民活動センター（鷺宮3-22-5）
☆事前申込制。東京税理士会中野支部へ申し込みを
②11月17日（水）＝区役所１階特別集会室　☆当日
直接会場へ（受け付けは午後3時まで）。例年混み合
い、待ち時間が長くなる場合があります

東京税理士会中野支部
☎（5385）1717  （5385）2255

税理士による無料税務相談

給与支払報告書の作成と提出方法に
ついて、区HPで確認できます。年末調整
等関係用紙は、同HPまたは国税庁HPか
らダウンロードできます。
☆窓口での配布は、10月末頃の予定。
年末調整説明会は中止します

課税係／3階　☎（3228）8913  （3228）8747
中野税務署　☎（3387）8111　☆自動音声で案内

源泉徴収義務者向け
給与支払報告書の作成方法を紹介

▲区HP

オンラインサービスのご利用を

スマートフォン・タブレット等
を利用して、e-Tax（国税電子申
告・納税システム）からオンライ
ンで請求できます。
☆郵送による請求もできます。
窓口の混雑緩和のため、ご協力
をお願いします

中野税務署　☎（3387）8111

納税証明書の請求
「e-Tax」

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
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。

収納係／3階
☎（3228）8920  （3228）5652

事業者の方へ  住民税の納付は
「地方税共通納税システム」で

事前に届け出をすると、e
イータックス
-Taxで

申告書を提出した後、パソコンによ
る簡単な操作で預貯金口座からの
振替により、即時また
は指定した期日に納
付できます。ぜひ、ご
利用ください。

中野税務署　☎（3387）8111

国税の納付
「ダイレクト納付」

▲e-Tax

便利なキャッシュレス決済（住民税普通徴収）をご利用ください

いつでもどこでも、簡単に納付できます。利用方法などについて詳しくは、区HPをご覧ください。　
☆区役所や地域事務所の窓口では、キャッシュレス決済による納付はできません

収納係／3階　☎（3228）8045  （3228）5652

スマートフォン決済 ATMクレジットカード インターネット
バンキング

◀区HP
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10年後のまちの姿を描いた基本構想を実現するための基本的
な方向性を示す「中野区基本計画」と、あわせて個別計画を策定
しました。
各計画の全文とパブリック・コメント手続きの結果は、区HPか、

図書館、区民活動センター、すこやか福祉センター、区役所4階
区政資料センター、各係窓口などでご覧になれます。

各計画を策定しました(６件）

中野区基本計画
基本構想係／4階　☎（3228）5782  （3228）5476

中野区立小中学校施設整備計画
子ども教育施設整備係／5階　
☎（3228）5547  （3228）5441

第4次中野区一般廃棄物処理基本計画
ごみ減量推進係（松が丘1-6-3リサイクル展示室内）
☎（3228）5563  （3228）5634

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
健康福祉企画係／6階　
☎（3228）5421  （3228）5662

第4次中野区環境基本計画
地球温暖化対策係／8階
☎（3228）6584  （3228）5673

第3次中野区地球温暖化対策地方公共団体
実行計画（事務事業編）
環境課庶務係／8階
☎（3228）5524  （3228）5673

☆各計画を下支えし、持続可能な区政運営とするため、中野区構造改革実行プログラムも策定しました。
詳しくは、区HPをご覧ください

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
企画係／4階　☎（3228）8987  （3228）5476

①脱炭素社会の実現に向けた取り組み
4日（木）午後2時30分から
新井区民活動センター（新井3-11-4）
②地域包括ケア体制の推進
9日（火）午後6時30分から
野方区民活動センター（野方5-3-1）
☆事前申込制（各日先着30人）。10月21日～各開催日
の7日前に電子申請か、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、あわせて申し込みを。 住所、氏名
とふりがな、電話番号、参加希望日、メールアドレス、
要約筆記・ はその旨、 はお子さんの氏名とふりがな、
月年齢

テーマ・日時・会場

11月の
開催予定

子ども政策調整係／5階
☎（3228）3262  （3228）5679

子育て家庭子育て家庭とと区長区長のの
タウンミーティングタウンミーティング

対象  区内で子育て中の保護者
日時  11月5日（金）午前11時～正午
会場  若宮児童館（若宮3-54-7）
☆当日直接会場へ。お子さんと一緒に参加できます。
先着20人程度（お子さん含む）。午前10時30分か
ら絵本の読み聞かせや同室内での一時保育あり

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「４つのまちの姿」

◀過去の様子
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危険ドラッグを使用すると幻覚や意識障害などの症状が起こ
り、死亡する場合もあります。
体に影響がなく安全であるかのように販売されていますが、
麻薬や覚せい剤と同じぐらい危険です。
お香やアロマなどと称してインターネット上で販売されてい

ることもあり、注意が必要です。

医薬環境衛生係（中野区保健所）
☎（3382）6663  （3382）6667

危険ドラッグ危険ドラッグ
絶対やめよう

！
絶対やめよう

！

一度でも使用すると、やめられ
なくなります。多幸感をもたらす
一方、効果が切れると不安や疲労
感などの症状が。何度でも使用し
たくなる依存性と、それまでの量
では効かなくなる耐性ができ、悪
循環にはまってしまいます。

使用すると抜けられない
悪循環に

危険ドラッグを使用すると、自
分の心と体を壊すだけではなく、
家族や友人を巻き込み、人生を台
無しにします。手を出さないため
には「正しい知識」と「断る勇気」
が必要です。使用は絶対にやめま
しょう。

断る勇気を持ちましょう

医薬品医療機器等法に基づく
指定薬物に該当する危険ドラッグ
は、販売、購入、所持、使用等が禁
止されています。また、都の条例
でも都知事が指定した薬物を含む
危険ドラッグの所持、購入、使用
等が禁止されています。

危険ドラッグの所持・使用
は犯罪です

ナカナカ会 ～中野の仲間と語らう会～

「ナカノさん」の撮影を通じて、中野の好きなとこ
ろを考えるきっかけや、区民同士のつながりを創出
してきたナカナカ会。
今回は区内各所でナカノさん・ちびナカノさんを
撮影し、その写真を元に中野の魅力を語り合います。
(株）ケンコー・トキナー、（株）フジヤカメラ店による
撮影の講義も。
対象　フェイスブック、ツイッター、インスタグラム
いずれかのアカウントをお持ちの方
日時・内容　①11月6日午後1時～5時＝まちかど
撮影編、②12月11日午後2時～4時＝中野の良い
とこ語らい編　☆いずれも土曜日。両日参加できる
方優先

申込み　10月20日～28日に promotion@city.
tokyo-nakano.lg.jpで、シティプロモーション係へ。
抽選で各日20人。 住所、氏名とふりがな、年齢、電
話番号、利用中のSNSとアカウント名、参加の動機

シティプロモーション係／4階　
☎（3228）5433  （3228）5645

▲区HP

中野区新型コロナワクチン接種
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

接種を希望する方は、なるべく11月中に2回目の
接種を済ませてください。
予約方法などについて詳しくは、区HPをご覧にな

るか、右記コールセンターへ。

新型コロナワクチン  接種はお早めに

▲区HP

▲中野大好きナカノさん。貸し出しもしています。
詳しくは区HPで確認を
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犯罪の被害に遭った方が住み慣れた
地域で安心して暮らすためには、みなさ
んの理解と温かい支援が必要です。区は、
この週間に合わせ、犯罪被害者について
の理解を深める取り組みを行います。

11月25日～12月1日  は
「犯罪被害者週間」です

①11月2日（火）　犯罪被害者相談会
時間  午後1時～3時
会場  区役所１階区民ホール
対象  区内在住・在勤・在学の方
☆当日直接会場へ。中野・野方警察署との共催

③11月20日（土）　講演会「知っていますか？
被害者のこと～聴

き
いてみよう！被害者の声～」

内容  松井克幸氏（強盗殺人事件のご遺族）、和田真理氏
（交通犯罪事件のご遺族）による講演とパネルディスカッ
ション　☆手話通訳あり
時間  午後1時30分～4時
会場  なかのZ

ゼ ロ
ERO小ホール

申込み  10月21日～11月19日に電話、電子メール、ファ
クスまたは直接、犯罪被害者等相談支援窓口へ。先着250
人。 （先着5人）希望の方は、11月12日までにあわせて
申し込みを。 氏名とふりがな、電話番号、 は住所、お
子さんの氏名とふりがな、月年齢☆その他、10月30日～11月25日に中央図書館

での関連図書特別展示も予定しています

②11月3日（水・祝）～18日（木）　
犯罪被害に関するパネル展
会場  中野駅ガード下ギャラリー「夢通り」東側
☆当日直接会場へ

犯罪被害者等相談支援窓口／6階
☎（3228）5713  （3228）5662
hanzaihigaishasien@city.tokyo-nakano.lg.jp

相談窓口のご利用を

対象　犯罪被害者とその家族
相談日時　平日午前8時30分～午後5時
相談窓口　 区役所6階犯罪被害者等相談

支援窓口
☆電話や電子メール、ファクスでも相談可

点検整備を受けると保険が付きます
助成券がもらえる自転車安全利用講習会
生活・交通安全係／8階　
☎（3228）8886  （3228）5658
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
して損害賠償責任補償（最大1億円）の保険が付きます。
講習会に参加した方は、自転車の点検整備費用助成券（上

限2,000円）がもらえます。
日時　11月6日・13日、いずれも土曜日、午
前10時からと午後2時から　☆各回1時間
で、同内容　
会場　区役所7階会議室
申込み　10月21日～11月4日に電話で、
生活・交通安全係へ。各回先着30人

▲TSマーク

都の条例により、自転車を利用する
方は、対人賠償事故に備える保険等に
加入することが義務付けられています。
いざという時のため、必ず加入を。

自転車損害賠償保険等
への加入はお済みですか
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仕事・ビジネス（3件）仕事・ビジネス（3件）HPで
詳しく

中野駅中野駅
北口北口

南口南口中
野
通
り

中
野
通
り

中野駅桃園広場中野駅桃園広場
（2026年度に開設）（2026年度に開設）

なかの区報5月20日号で募集した「中野駅西
口広場」（中野3-36）の名称は、「中野駅桃園広場」
に決まりました。
広場が位置する中野3丁目一帯にあった「桃

園」に由来。旧町名でもあり、歴史的資源を後世
に残していきたいという思いが込められています。
たくさんのご応募ありがとうございました。

土木事業調整係／8階
☎（3228）5592  （3228）5674

広場の名称が
「中野駅桃園広場」に決定

申込み　往復ハガキで緑化推進係へ。11月5日
必着。抽選で300人（区民優先）。 住所、氏名
とふりがな（返信用にも住所、氏名）　
☆1家族につき往復ハガキ1通のみ。11月27日
（土）午前10時～午後2時に区役所で引き取り可
能な方のみ申し込みを。花の色は選べません

緑化推進係／8階
☎（3228）5554  （3228）5677

シャクナゲの苗木を
無料配布します

（往信）

164-850163

（空白のまま）

中
野
区
役
所

緑
化
推
進
係

（
苗
木
配
布
）宛

▲往信面の宛先は郵便
番号だけで住所不要

▲返信面

（返信）
63 16X-XXXX 住所●●●●

氏名●●●●
（ふりがなも）

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
様

往復ハガキの書き方

産業係／9階　
☎（3228）8729  （3228）5656

中野区・杉並区
「保育のおしごと就職相談・面接会」

日時　11月14日（日）①午後1時30分から、②3時5
分から
☆各回1時間25分で、同内容
会場　産業振興センター
申込み　10月21日から電話で、産業係へ。各回先着
32人。 （生後6か月以上、定員あり）希望の方は、11
月4日までにあわせて申し込みを
☆杉並区、ハローワーク新宿との共催。中野区・杉並区
内の民間保育事業者19社が参加予定

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

オンライン講座
「中小企業のための信用保証協会
徹底活用術」

対象　区内在住・在勤の方、区内での創業を希望する方
動画配信期間　11月6日（土）～14日(日)
申込み　10月21日～11月2日に産業振興センターHP

で申し込むか、電話、ファクスまたは直接、同センターへ。
氏名とふりがな、電話番号、メールアドレス

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

55歳以上の方へ
「シニア生涯ワーキングセミナー」

内容　社会保険労務士等から、ライフプランニングや
再就職などについて聞きます
☆東京都、東京しごとセンターとの共催
対象　55歳以上で、働く意欲のある方
日時　11月17日（水）午後1時～3時45分
会場　産業振興センター
申込み　10月21日からシニア生涯ワーキングセミナー
HPで申し込むか、平日午前9時～午後5時に☎（5256）
6200（セミナー予約専用ダイヤル）へ。先着30人

◀こちらから
申し込めます
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区施設へは、公共交通機関をご利用ください

子ども政策調整係／5階
☎（3228）5605  （3228）5679
kodomo-tyosei@city.tokyo-nakano.lg.jp

「（仮称）中野区子どもの権利に関
する条例」の考え方についての
意見交換会

区は、子どもの権利を保障し、子ども
にやさしいまちづくりを推進するため、
「（仮称）中野区子どもの権利に関する条
例」の検討を進めています。
このたび、条例の考え方をまとめたの
で、意見交換会を開催します。
日時・会場
①10月26日（火）午後2時から＝鍋横
区民活動センター（先着30人）、②31
日（日）午前10時から＝野方区民活動セ
ンター（先着20人）、③11月1日（月）午
後6時から＝オンライン（Z

ズーム
oom）　

☆各回1時間30分
申込み　10月21日～各開催日前日の
平日に電話、電子メールまたはファクス
で、子ども政策調整係へ。要約筆記・ ・ 
（各回先着1人）希望の方は、各開催
日の3日前まで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、参加希望日、③はメールアドレス、
要約筆記・ はその旨、 はお子さんの
氏名とふりがな、月年齢

小・中学生の方へ
みなさんの声を聞かせてください
日時・会場　10月22日（金）＝若宮児童
館（若宮3-54-7）、27日（水）＝野方児童
館（新井2-48-10）、11月10日（水）＝城
山ふれあいの家（中野1-20-4）　☆午後
2時～5時30分（11月10日のみ午後3
時から）に直接会場へ。入退出自由

意見を募集しています
10月21日～11月10日（必着）に意
見書（書式自由）を電子メール、ファクス
または郵送で、子ども政策調整係へ。条
例の考え方は区HPでご覧になれます。

みなさんのご意見を
パブリック・コメント手続き（2件）

次の①②とも
資料公表・意見募集の期間　10月20日
～11月10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、各係窓口
☆②は図書館、すこやか福祉センター
でもご覧になれます
意見を提出できる方　区内在住・在勤・
在学の方、区内に事務所や事業所のあ
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
意見提出の方法　意見書（書式自由）を
電子メール、ファクス、郵送または直接、
各係へ。 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

①「第11次中野区交通安全計画（案）」
生活・交通安全係／8階
☎（3228）8886  （3228）5658
kikikanri@city.tokyo-nakano.lg.jp

②「第2次中野区地域情報化推進計
画（案）」
情報政策推進係／6階
☎(3228）8807  （3228）5646
johosystem@city.tokyo-nakano.lg.jp

契約係／6階
☎（3228）8903  （3228）5651

「（仮称）中野区公契約条例」の
考え方についての意見交換会

区は、区が発注する工事請負・業務委
託契約等（公契約）に従事する労働者の
適正な労働環境の整備を図り、公契約
の良好な品質を確保するための条例の
制定を目指しています。
このたび、その考え方をまとめたので、
意見交換会を開催します。
日時　10月24日（日）午後2時から
会場　区役所7階会議室
☆事前申込制（定員あり）。10月22日
までに電話で、契約係へ

お知らせ

傍聴を
☆どなたでも傍聴できます。
当日直接会場へ

①5日 ②19日
いずれも金曜日、午前10時から
区役所5階教育委員会室

教育委員会係／5階
☎（3228）8857  （3228）5679

11月の教育委員会定例会

個人情報収集事務登録について
11月16日（火）午後1時30分から
区役所4階庁議室

文書・情報公開係／4階
☎（3228）8994  （3228）8834

中野区個人情報保護審議会

特別区民税・都民税の第3期分
国民健康保険料の第５期分
後期高齢者医療保険料の第７
期分
介護保険料の第７期分
11月1日は納期限です。
忘れずに納付を
☆口座振替の方は、事前に残高
の確認を。新型コロナウイルス
感染症等の影響で納付が困難な
方は、早めに相談を。区HPで納付
相談や猶予、減免の案内をご覧
になれます

◀区HP

◀直近の開催
案内がご覧に
なれます



10 令和3年（2021年）10月20日号

区民相談係／1階
☎（3228）8802  （3228）5644

11月の不動産相談
HPで
詳しく

催し・講座

内容　区内在住の方が対象。不動産の
売買や賃貸借、更新などについて宅地
建物取引士に相談できます
日時　11月5日（金）・16日（火）、いずれ
も午後1時～4時　☆一人当たり25分
以内
会場　区役所1階専門相談室
申込み　相談日の前週の同曜日午前9
時から電話で、区民相談係へ。各日先着
6人
☆毎月第1金曜日、第3・第4火曜日に
実施（祝・休日を除く）。その他の専門相
談について詳しくは、区HPをご覧にな
るか、区民相談係へ問い合わせを

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

性的マイノリティ
オンライン区民講座

内容　性的マイノリティの当事者とし
て幅広く活動する浅沼智也氏（T

トランス
RANS 

V
ボ イ ス
OICE I

イン
N J

ジャパン
APAN代表）から、多様な

性の基礎知識など学びます
☆Z

ズーム
oomでの開催。顔を出さず、任意

のアカウント名で参加可
日時　11月30日（火）午後6時30分～
8時
申込み　10月21日～11月29日に電
子申請か、電話または直接、平和・人権・
男女共同参画係へ。先着50人

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

「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～」

内容　非正規社員に必要な労働契約や
税金の知識など　☆東京都労働相談情
報センターとの共催
日時　12月3日・10日、いずれも金曜日、
午後6時30分～8時。全2回　☆1回
のみの参加も可
会場　産業振興センター（中野2-13-
14）
申込み　10月21日からT

トウキョウ
OKYOはた

らくネットHPで申し込むか、電話また
は参加申込書をファクスで東京都労働
相談情報センター☎（5211）2209・
（5211）3270へ。各回先着30人。（定
員あり）希望の方は11月24日までにあ
わせて申し込みを　☆申込書は区HP、
区役所4階9番窓口で配布

中
なか
野
の
区
く
国
こく
際
さい
交
こう
流
りゅう
協
きょう
会
かい

☎（5342）9169  （3383）0728

外
がい
国
こく
人
じん
のための無

む
料
りょう
専
せん
門
もん
家
か
相
そう
談
だん

会
かい
～法

ほう
律
りつ
・ビザ・税

ぜい
務
む
・労
ろう
働
どう
・教

きょう
育
いく
～

内
ない
容
よう
　弁

べん
護
ご
士
し
などの専

せん
門
もん
家
か
による無

む
料
りょう

相
そう
談
だん
（通

つう
訳
やく
付
つ
き）

日
にち
時
じ
　11月

がつ
6日
にち
（土

ど
）午
ご
後
ご
1時
じ
～5時

じ

会
かい
場
じょう
　なかのZ

ゼ ロ
ERO西

にし
館
かん
（中

なか
野
の
2-9-7）

☆事
じ
前
ぜん
申
もうし
込
こみ
制
せい
。詳
くわ
しくは、10月

がつ
29日

にち
ま

でに電
でん
話
わ
または anic@nifty.comで、

同
どう
協
きょう
会
かい
へ問
と
い合
あ
わせを

対
たい
応
おう
言
げん
語
ご
　やさしい日

に
本
ほん
語
ご
、英
えい
語
ご
、中
ちゅう
国
ごく

構造改革係／4階
☎（3228）3258  （3228）5476

令和3年度行政評価の結果を
まとめました 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

について内部評価を実施。決算の概要
と合わせ、「主要施策の成果」としてま
とめました。
公開場所　区HP、区民活動センター、図
書館、区役所4階区政資料センター

生活・交通安全係／8階
☎（3228）8736  （3228）5658

11月1日から夕方の音楽を
午後4時に放送します

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
5時から4時に変更します。この音楽は、
防犯対策上、子どもの帰宅を促すため
のものです。みなさんのご理解とご協
力をお願いします。

中野年金事務所（中野2-4-25）
☎（3380）6111

「ねんきんネット」のご利用を HPで
詳しく

インターネットでご自身の年金記録
や将来の年金見込み額などを確認でき
るサービスです。
利用方法などについて詳しくは、日本
年金機構HPをご覧になるか、中野年金
事務所またはねんきんネット等専用ダ
イヤル☎0570（058）555（ナビダイヤル）
へ問い合わせを。

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
があります。最新の情報は、区HPで確認
するか、各担当へ問い合わせてください。

開催状況は事前に確認を
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。
☆発熱などの症状がある場合は、参加を
控えてください

感染症の拡大を防ぐために

催しに参加する際は
ご注意を
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区施設へは、公共交通機関をご利用ください

文化財係／6階
☎（3228）8731  （3228）5456

旧中野刑務所正門 公開見学会

6月に旧豊多摩監獄表門として中野
区有形文化財に指定された旧中野刑務
所正門。大正期の貴重なれんが造り建
築をご覧になれます。
日時　11月5日（金）・6日（土）午前10
時～午後4時30分（最終入場は4時まで）
会場　矯正研修所跡地内（新井3-37）　
☆当日直接会場へ

▲旧中野刑務所正門

募集・求人

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）

都営住宅（家族向け・単身者向け
など）入居者

対象　都内在住で、住宅に困窮してい
る一定の所得基準内の世帯
募集案内・申込書の配布　11月1日～
10日に、区民活動センター、区役所1階
総合案内、同9階4番窓口、JKK東京都
営住宅募集センター及び同窓口センター
で　☆土・日曜日、祝日、夜間は区役所1
階夜間・休日窓口で受け取れます
申込み　募集案内に同封の申込書を渋
谷郵便局へ郵送
☆所得基準や申込期限などについて詳
しくは、募集案内をご覧ください。募集
センターのナビダイヤルは、申込書配
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

人事係／4階
☎（3228）8894  （3228）5649

来年4月から勤務する区職員
（学芸員）

対象　昭和57年4月2日以降に生まれ、
大学を卒業し学芸員の資格を有する方。
国籍不問　☆令和4年3月31日までに
取得見込みの方を含む
勤務場所　区役所
申込み　11月15日までに電子申請で、
人事係へ
☆勤務条件や選考日程などについて詳
しくは、区HPまたは図書館、区民活動セ
ンター、区役所4階3番窓口で配布して
いる採用選考案内をご覧ください

◀区HP

在宅療養推進係／6階
☎（3228）5609  （3228）8716

中野区地域包括支援センター
運営協議会委員

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
報酬　会議への出席1回につき3,000
円　☆交通費支給なし
提出書類　応募の理由と作文「中野区
における地域包括支援センターの高齢
者支援のあり方」（400字程度、書式自由）
申込み　11月1日～19日（必着）に、住
所、氏名とふりがな、生年月日、性別、電
話番号、簡単な経歴を書いたものに提
出書類を添えて、 houkatukea@city.
tokyo-nakano.lg.jp、ファクス、郵送ま
たは直接、在宅療養推進係へ。選考で2
人　☆結果は全応募者へ通知

語
ご
、韓
かんこくちょうせんご
国・朝鮮語、スペイン語

ご
、ポルトガ

ル語
ご
、フィリピン語

ご
、アラビア語

ご
、ベト

ナム語
ご
、ネパール語

ご
、ロシア語

ご

中野区シルバー人材センター
☎（3366）7971  （3366）7998

パソコン講座
「ワードでつくる年賀状」

対象　区内在住・在勤で、パソコン操作
に慣れていない方
日時　11月14日（日）・20日（土）、いず
れも午後1時30分～3時30分
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）　☆いずれの日時・会場とも同
内容で、1回のみ受講可
参加費　300円（材料費）
申込み　往復ハガキで受講を希望する
会場へ。11月2日必着。抽選で各回6
人（計36人）。 講座名、住所、氏名と
ふりがな、電話番号、受講希望日・会場
（返信用にも住所、氏名）
☆結果は、11月8日までに郵送

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
時30分＝個別相談
会場　産業振興センター（中野2-13-
14）
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

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

（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
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日、午後2時～2時45分
申込期間　各開催日の7日前～3日前
☆抽選で各回17人。各回の内容は異な
る予定。2回目は初めての方を優先

④脳を元気にする食事
沼袋高齢者会館（沼袋1-34-14）
☎・（3387）7381
日時　11月12日（金）午前10時～11時
申込期間　10月21日午後1時～11月
9日　☆先着14人

介護・高齢者支援課管理企画係／2階
☎（3228）5629  （3228）8972

11月11日は「介護の日」
介護についてのパネル展

日時　11月11日（木）・12日（金）午前9
時～午後5時
会場　区役所正面玄関前　☆当日直接
会場へ

はぴね中野坂上（中央1-11-8）
☎（5348）7753  （5348）7754

家族介護教室「口
こう
腔
くう
ケア基礎知識」

対象　自宅で高齢者を介護している方
日時　11月21日（日）午後1時30分～
3時30分
会場　東部区民活動センター（中央2- 
18-21）
講師　花岡新八氏（歯科医師）
申込み　10月21日～11月20日に電話
で、はぴね中野坂上へ　☆先着7人

子ども・子育て

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

「歯みがき教室」

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
日時　11月15日（月）①午前10時から、
②11時15分から、 ③午後1時30分か
ら　☆各回45分で、①②は同内容
会場　北部すこやか福祉センター
申込み　10月28日～11月11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。各回先着8組

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」

内容　離乳食の作り方や味付け、大人
の食事からの取り分け方など
対象　区内在住で、家族に妊婦または
生後8か月未満の乳児のいる男性
日時　12月3日（金）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　11月4日～30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

高齢者・介護
生活機能向上プログラム（4件）

次の①～④とも
対象　区内在住の65歳以上の方（②は
女性のみ）
申込み　本人が電話または直接、各施
設へ

①転ばぬ先の予防
～沢田先生の転倒予防講座～
しんやまの家（南台4-25-1）
☎・（3229）8175
内容　柔道整復師から学ぶ歩き方やス
トレッチなど
日時　11月5日（金）午後2時～3時30分
申込期間　10月21日～29日　
☆先着20人

②骨盤底筋体操
宮園高齢者会館（中央2-18-21）
☎・（3365）0318
内容　排尿トラブル予防や改善のため
の講義と体操
日時　11月10日・24日、12月8日、いず
れも水曜日、午後1時30分～3時30分。
全3回
申込期間　10月19日～11月2日　
☆抽選で15人。全回参加できる方優先

③神田山緑の講談 はじめの一歩
昭和高齢者会館（東中野3-19-18）
☎・（3367）0813
日時　11月11日・25日、いずれも木曜
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育成活動支援係／5階
☎（3228）5648  （3228）5659

ハイティーン会議
オンライン報告会

内容　中学生、高校生メンバーが話し
合いの成果をZ

ズーム
oomで発表します

☆オンラインで見られない方は、育成活
動支援係へ相談を
対象　区内在住の方
日時　11月7日（日）午後2時30分～4
時30分
申込み　10月21日～11月4日に電話、
kenzenikusei@city.tokyo-nakano.

lg.jp、ファクスまたは直接、育成活動支
援係へ。先着30人。 住所、氏名とふ
りがな、メールアドレス

子育てサービス係／3階
☎（3228）5612  （3228）5657

子育て個別相談会

内容　区内在住のひとり親の方が対象。
心理カウンセラーに相談できます
日時　11月17日（水）①午後1時30分
から、②2時40分から　☆各回50分
会場　中野区さつき寮
申込み　10月25日～11月12日に電
話で、子育てサービス係へ。各回先着1
人。 希望の方は、あわせて申し込みを

児童福祉課支援係（新井1-9-1）
☎（3228）7867  （3228）7870

養育家庭（里親）体験発表会

日時　12月11日（土）午前10時～正午
会場　子ども・若者支援センター（中央
1-41-2）　☆11月29日に開設
申込み　10月21日～11月26日に電
話か、 kodomosoudan@city.tokyo-
nakano.lg.jpまたはファクスで、児童
福祉課支援係へ。先着40人。 ・ （先
着10人）希望の方は、あわせて申し込
みを。 住所、氏名とふりがな、電話番
号、 はその旨、 はお子さんの氏名と
ふりがな、月年齢

健康・福祉

保健企画係（中野区保健所）
☎（3382）2428  （3382）7765

11月14日は世界糖尿病デー
パネル展「糖尿病予防のための生
活習慣」

40歳～74歳の都民の4人に1人が
糖尿病または糖尿病予備群であると推
計されています。糖尿病の多くは、日常
生活の影響を受けて発症する生活習慣
病です。パネル展で知識を深め、日頃の
生活習慣を見直しましょう。
期間　11月11日（木）～30日（火）
会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢
通り」東側

区民健診係（中野区保健所）
☎（3382）2429  （3382）7765

乳房Ｘ線検査（マンモグラフィ検
査）を検診車で受診できます

対象　昨年度乳がん検診を受けていな
い40歳以上の女性　
☆昨年度視触診検査のみ受診した方も
対象
会場・日程
区役所＝12月11日（土）、来年2月27
日（日）
中野区保健所（中野2-17-4）＝10月31
日（日）、11月23日（火・祝）、12月10日
（金）、来年1月10日（月・祝）・25日（火）
上鷺宮二丁目集会室（上鷺宮2-4-6）＝
11月24日（水）、来年2月4日（金）
申込み　検査希望日前日までの平日午
前9時～午後5時に電話で、東京都予防
医学協会☎0120（128）331（予約専用
電話）へ。各日先着45人　☆携帯電話
からは☎（3269）4752へ。予約の際は、
手元に「令和3年度区民健診受診券（乳
がん検診）」のご用意を。受診券がない
方は、区民健診係へ申し込んでください

◀詳しくは
こちら

保健予防係（中野区保健所）
☎（3382）6500  （3382）7765

中野区に転入した保護者の方へ
予防接種の手続きを忘れずに HPで

詳しく

転入後、手続きをしないと予診票は
郵送されません。定期予防接種の対象
となるお子さんの保護者は、予診票の
交付申請手続きをしてください。
詳しくは、区HPをご覧になるか、保健

予防係へ問い合わせを。

妊婦さんの歯っぴいお食事講座
（2件）

次のいずれも
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
時間　 ①午後1時15分から、②2時
40分から　☆各回1時間で、同内容
申込み　開催日の2週間前～3日前に
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6人

中部すこやか福祉センター
（中央3-19-1）
☎（3367）7788  （3367）7789
日程　11月11日（木）

鷺宮すこやか福祉センター
（鷺宮3-58-10）
☎（3336）7111  （3336）7134
日程　11月12日（金）
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中部すこやか福祉センター
（中央3-19-1）
☎（3367）7788  （3367）7789

歯科相談

内容　歯科衛生士によるお口全般に関
する相談　☆お子さんと一緒に参加可
対象　区内在住の方
日時　11月12日（金）午後1時～3時
30分　☆一人当たり30分程度
会場　中部すこやか福祉センター
申込み　10月22日～11月11日に電話、
ファクスまたは直接、中部すこやか福祉
センターへ。先着4人。 住所、氏名と
ふりがな、年齢、電話番号、ファクス番
号、お子さんと参加する場合はお子さ
んの年齢

南部すこやか福祉センター
（弥生町5-11-26）
☎（3380）5551  （3380）5532

こころの病のある方の家族セミナー
「地域で安心して暮らすために」

対象　区内在住の方
日時・内容　11月7日＝精神科医によ
る病気の理解と対応、21日＝災害への
備え　☆いずれも日曜日、午後1時30
分～3時30分。1回のみの参加も可
会場　スマイルなかの（中野5-68-7）
申込み　10月22日～各開催日の2日
前の正午に電子申請か、電話または直
接、南部すこやか福祉センターへ。各回
先着17人

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

健康経営「リラックスストレッチ
とバランストレーニング」

対象　区内在住・在勤の方
日時　11月20日（土）午前10時～11時
会場　産業振興センター
申込み　10月21日～11月17日に産
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

南部すこやか福祉センター
（弥生町5-11-26）
☎（3380）5551  （3380）5532

今から備える！災害時の食事の
工夫

内容　管理栄養士による災害時の知恵
や食事の工夫についての話と調理実演
対象　区内在住の18歳～64歳の方
日時　11月30日（火）午後1時30分～
2時30分
会場　南部すこやか福祉センター
申込み　11月1日～26日に電子申請か、
電話または直接、南部すこやか福祉セ
ンターへ。先着10人

▲ポリ袋を使った調理の例

母子医療助成係／3階
☎（3228）5623  （3228）5657

「不妊専門相談」と「ほっとピアお
しゃべり会」

日程　11月6日（土）
会場　区役所7階会議室
内容・時間・人数
不妊専門相談＝午後2時30分～4時
30分　☆一人当たり30分程度。先着
3人（初めての方限定）
ほっとピアおしゃべり会＝午後2時30
分～4時　☆先着5人程度
申込み　10月21日～11月5日に電子
申請か、電話または直接、母子医療助成
係へ　☆両方への参加も可

不妊検査や治療への助成があります
不妊検査等助成・特定不妊治療費助
成について詳しくは、区HPで確認を。

地域生活支援センターせせらぎ
☎（3387）1326  （3387）1347

「ピアカウンセリングを共に学ぶ」

対象　区内在住の精神障害のある方と
その家族、支援者、関心のある方
日時　11月13日（土）・14日（日）、いず
れも午後1時15分～4時30分。全2回
会場　スマイルなかの（中野5-68-7）
参加費　500円（テキスト代など全回分）
申込み　10月21日～11月12日に電
話で、「せせらぎ」へ。先着10人

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）

10月20日～11月5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

10
月
24
日（
日
）

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
小金澤医院 内・循 江原町3-35-8 （3951）5621
ちひろこどもクリニック 小 野方5-22-8 （3339）6658
中野中央クリニック 内・小 中央2-59-18  2階 （5332）5429
三五医院 内・神経内 南台2-6-8 （3381）0313
ジョージ歯科☆ 歯 中野3-34-31  3階 （3384）1384

薬
局
むさしの薬局新井薬師店 新井1-26-6 （5380）3935
東京中央薬局 中央2-59-18 （3362）1441
カメイ調剤薬局中野南台店 南台2-9-3 （5328）2313

10
月
31
日（
日
）

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
美穂診療所 内・小・消 鷺宮5-3-14 （3990）1208
宮地内科医院 内・小 上高田1-35-9 （3361）1858
堤耳鼻咽喉科医院 耳鼻咽喉 本町2-42-15 （3372）4701
セイメイ内科 内・循 中央1-25-5 （5389）2972
はいばら歯科医院☆ 歯 野方3-15-14 （3385）6480

薬
局
アクア薬局 江古田2-24-14 （3389）5411
茜調剤薬局中野坂上店 本町2-42-15 （6300）6122
ことぶき薬局末広橋店 中央1-25-3 （3227）1907

11
月
3
日（
水
・
祝
）

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

中野江古田病院 内・外 江古田4-19-9 （3387）7321
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
山田医院 産婦・小・内 中野2-14-17 （3384）3555
ハートケア銀河クリニック 内・心内 本町2-50-12  2階 （5371）0909
長井歯科医院 歯 本町6-26-14 （3380）2371
荒牧歯科医院 歯 大和町1-64-10 （5356）7273

薬
局
むさしの薬局江古田店 江古田4-20-22 （5343）3912
中野中央薬局 中央4-60-5 （6304）8530
ライフ薬局 中野2-11-5 （3380）9393

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

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

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



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

みらいステップなかの がオープン次号予告

　

10月1日現在。 （　　）内は前月比

※日本人と外国人の混合世帯 2,011 を含む

世帯数住民基本台帳

（117減）195,903※ （135減）159,631 （100減）157,544 （235減）317,175

（174減）11,271 （91減）8,286 （90減）7,903 （181減）16,189
333,364（416減）

男
日本人

外国人

女 小計 合計
人口（人）

　中野区ものしり博士で「中野通」を自認する私も、今号
で特集した区民レポーターの掲載記事を毎回楽しみにし
ています。みなさんも中野区公式観光サイト「まるっと
中野」には気になる情報があるはず。感染予防策を講じ
て、秋の深まりを感じながら、イベントやグルメ、史跡な
どを楽しんでいただきたいと思います。
　前月末、区は、本年３月に改定した「中野区基本構想」
で目指す将来像の実現に向けて基本計画を策定しました。
この計画に基づき、区政を着実に進めます。

　私は、日頃からタウンミーティングや子育てカフェなど、
できる限り、区民のみなさんのご意見を伺うように努め
ています。また、区に寄せられた声、区議会での議論など
を踏まえながら、区民や事業者のみなさんにとって良い
サービスが提供できるよう、見直すべき点やより良い方
法がないかを考え、総合的に判断しながら区政を運営し
ています。区は、来年度の予算編成に向けて、一層対話に
努め、実効性の高い政策をみなさんとの協働・協創により
実現していきます。ご理解とご協力をお願いします。

区長

おも

～「対話の区政」を更に進めます～

区選挙管理委員会／9階
☎(3228）8092
（3228）5687

１．衆議院議員選挙の小選挙区の投票
　 候補者氏名を１人記入
２．比例代表選出の投票
　 政党など団体の名称または略称を記入
３．最高裁判所裁判官の国民審査
　 辞めさせたい裁判官氏名の上の欄に×印を記入

　10月20日までに入場券を封書で世帯ごとに郵送し
ます。なお、入場券が届いていない場合でも、投票資
格があれば投票できます。

10月31日は日曜窓口を休止します
　住民票などの発行や転入・転出届の預かりなどの
窓口業務を停止します。
　また、10月30日午後10時～11月1日午前7時、
タイムズ中野区役所駐車場は臨時休業します。

今回の選挙の投票は3種類

投票所入場整理券（入場券）をお持ちください

　中野区は小選挙区の区割りが「東京都第7区」と「東京都第10区」に分割されて
おり、選挙区ごとに投票できる候補者が異なります。不明な点などは、区選挙管理
委員会へ問い合わせを。　☆投票・開票状況は区HPでお知らせします

10月31日（日）午前7時～午後8時は
衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票日です

　ご自分の選挙区を確認の上、来場を。入場券が届い
ている場合は、裏面の期日前投票宣誓書に記入してお
持ちください。
☆投票日当日は、指定された投票所以外では投票不可

10月24日(日)～30日(土)午前8時30分～午後8時 
☆区役所のみ10月20日(水)から

混雑緩和のため、積極的な期日前投票を

期日前投票所

7区
区役所1階特別集会室
南部すこやか福祉センター（弥生町5-11-26）
東部区民活動センター（中央2-18-21）

10区

区役所1階区民ホール
江古田区民活動センター（江原町2-3-15）
野方区民活動センター（野方5-3-1）
鷺宮区民活動センター（鷺宮3-22-5）

◀中野区での投票資格や代理
投票・点字投票などについては、
区HPで確認を
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