
【今号の表紙】
11月29日に開設する「みらいステップ
なかの」の外観。施設の愛称は公募で決
まりました
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区は子ども・若者支援センターや教育センターなどが入る複
合施設「みらいステップなかの」を11月29日（月）に開設しま
す。今号では、どのような相談ができるかなどを紹介します。

◀︎児童相談所設置調整係長

◀︎ロゴマーク

「みらいステップなかの」はこんなところ
「みらいステップなかの」はこんなところ

　社会生活への適応に不安や
悩みを抱える４０歳未満の方とそ
の家族の相談窓口を新設。その
方の状況に応じ、段階的に自立
につながる支援を受けられます。

30代までを対象とした
「若者相談」の窓口を新設●子ども・若者支援センター

●教育センター

●児童相談所を開設

●中野東図書館（来年2月1日開設）
●児童相談所（来年4月1日開設）

「どこに相談したら良いか分からない」
場合は総合相談をご利用ください

　用途に応じた17の相談室を用
意。相談する方の年齢や気持ちの
状態に合わせた部屋で、安心して
悩みを相談できます。

プライバシーに配慮した
相談室が充実

▶︎
緑を基調と
した相談室

▲︎総合相談窓口

子育ての相談と就学や教育の
相談は別の場所で実施

今までは
２０代・３０代の方とその家族の
相談先が分かりづらい

今までは

相談室の数が不十分で
利用に制約がある

今までは

来年４月１日

　子育てだけでなく、教育や就
学の相談がこの１か所で完結し
ます。
　また、複数の機能が集約され
ることで、相談に関する情報を
より早く共有し、解決に向けて
サポートします。

教育センターが移転し、
同じ場所で相談できるように

　子ども・若者支援センターに
総合相談の窓口を新設。子ども
やその家族に関するあらゆるこ
とが相談できます。

どんなことでも相談できる

これからはこれからは これからはこれからは

これからはこれからは

子育てや若者の困りごとなど、
幅広く相談できます

学校生活や進路の相談、学習指
導などを受けられます

　身近な地域で切れ目なく、より
専門的に児童虐待や非行などに
対応。区に設置することで素早
い支援を行います。
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例えばこんな相談ができます例えばこんな相談ができます

相談員からのメッセージ相談員からのメッセージ

中野坂上駅

みらいステップ
なかの

東京メトロ丸の内線

都
営
大
江
戸
線

山
手
通
り

神
田
川

青梅街道

至 新宿駅

至 東中野駅

中野坂上交番

塔の山
公園

A1出口

　悩みを相談するだけでも気力が必要。「相談に行く気力がない」場合や「そもそも何に悩
んでいるのか分からない」場合など、相談に行きづらいことも多いですよね。
　私たちは、ちょっとしたことから専門的な内容まで幅広く支援。対面だけでなく、電話で
も話を伺います。どんなに小さなことでも構いません。ためらわずに相談してください。

みなさんの第一歩を応援します

　11月29日からの連絡先

☆子ども家庭支援センター（新井
1-9-1）☎︎（3228）7867での業務
は11月26日で終了します

●子ども・若者支援センター
（総合相談）
☎（5937）3257

●教育センター
☎（5937）3156

☆東京メトロ丸の内線・
都営地下鉄大江戸線
中野坂上駅「A1」出口
から徒歩２分

▲施設情報を
まとめた区HP

　子ども・若者支援センターには、福
祉職、心理職、保健師など専門知識
や技術を持った職員がいます。
　また、来年４月１日の児童相談所
開設に向け、他自治体への研修派遣
を行うとともに、児童福祉に関する
専門知識や経験が豊富な職員を配
置しています。
　ためらわずに、安心して相談して
ください。

専門知識のある職員に
安心して相談できます

子どものイヤイヤ期で
困ってしまう

少し子どもから
離れたい

アルバイトに
行く気が
起きなくて…

学校の授業について
いけるか不安

集団生活になじめて
いないようで…将来が不安なんです

息子が学校に行きたがらないんです

　　 ども・若者支援センター　　 ども・若者支援センター子子 　　 育センター　　 育センター教教

話を聞いてくれる人がいない

▲2児の母 ▲1児の父

▲一人暮らし
の若者

所在地  中央1-41-2 みらいステップなかの内
受付時間  平日午前8時30分～午後5時

☆現在の野方1-35-3☎︎（3385）
9311での業務は11月26日で終
了します

共通
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身体的虐待1
殴る、蹴る、やけどを負わ
せる　など

性的虐待2
子どもへの性的行為、性器
を触る（触らせる）　など

　  ネグレクト（育児放棄）3
家に閉じ込める、食事を与
えない、自動車の中に放置
する　など

心理的虐待4
子どもの目の前で暴力を振
るう、無視、言葉による脅し
など

　児童福祉法と児童虐待防止法で、体
罰を加えてはならないことが法律で定
められています。体罰はしつけではあ
りません。体罰以外の方法で、しっか
り子どもと向き合いましょう。

つらい気持ちを一人で抱え込まず、子ども家庭支援センターやすこやか福祉センターへ
相談してください。また、「虐待かも」と思ったら、ためらわずに連絡・相談を。

☎（3228）7867  （3228）7870中野区子ども家庭支援センター（新井1-9-1）

子育ての不安や悩みに関する相談先 「虐待かも」と思ったら

⃝南部（弥生町5-11-26）
☎（3380）5551  （3380）5532

⃝中部（中央3-19-1）
☎（3367）7788  （3367）7789

⃝北部（江古田4-31-10）
☎（3388）0240  （3389）4339

⃝鷺宮（若宮3-58-10）
☎（3336）7111  （3336）7134

すこやか福祉センター（4か所）

☆月〜土曜日の午前8時30分〜午後5時

児童相談所
虐待対応ダイヤル ☎1

いちはやく
8 9

危険を感じたら警察署へ

中野警察署	　　☎（5925）0110
野方警察署	　　☎（3386）0110

土・日曜日、祝日含む 24 時間対応

子どもの脳の発達に悪影響も

自己肯定ができない

無気力、無表情、自傷行
為、摂食障害、非行・反
社会的行為

感情のコントロール
ができない
落ち着きがない、過度
にべたべた甘える、暴
力・暴言で従わせよう
とする

成人期に悪影響を及
ぼす
発育不全、精神不安定、
アルコール・薬物依存、
親になった時に虐待を
繰り返す

体罰は法律で禁止されています

「1
　いちはやく

89   『だれか』じゃなくて『あなた』から」
子どもの体や心を深く傷つけ、健やかな成長や人格形成を阻害する児童虐

待。その相談件数は毎年増加し、昨年度、区では過去最多の1,056件の虐待
相談を受けました。児童虐待を防止するためには、地域のみなさんの温かい
見守りや支えが必要です。

児童福祉課相談係
（新井1-9-1）
☎（3228）7867  （3228）7870

11月は
児童虐待防止

推進月間

こんなことが児童虐待こんなことが児童虐待

悩まずに相談してください悩まずに相談してください

☆11月29日以降は子ども・若者支援センターへ。相談は☎︎（5937）3257、虐待通告は☎︎（5937）3289

移転

移転
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特別支援教育係／５階
☎（3228）5557  （3228）5680

子ども発達支援係／５階
☎（3228）5613  （3228）5680 子ども政策調整係／５階

☎（3228）5605  （3228）5679

他にもあります　子育てに関する相談・支援他にもあります　子育てに関する相談・支援

催しにご参加を催しにご参加を 中野を子どもにやさしいまちへ中野を子どもにやさしいまちへ

区内在住の18歳未満のお子さんの保護者が対象。発育や発達、食
べ物の好き嫌い、歯磨きなど、子育てに関するさまざまな悩みを心
理職員や栄養士、歯科衛生士等に相談できます。

相談日などについて詳しくは、担当のすこやか福祉センターに確
認し、予約の上ご利用を。

内容  発達に支援が必要なお子さんの子育てを経験し
た方や当事者の話を聞きます
日時  11月23日（火・祝）午前9時30分～11時30分
会場  なかのZ

ゼ ロ
ERO視聴覚ホール（中野2-9-7）

申込み  11月20日までに電話☎（6821）7540または
irotori27@outlook.jpで、いろとりどりペアレントメ
ンター養成事業担当へ。先着50人。 氏名、電話番号ま
たはメールアドレス

全ての人が「子どもの権利」を理解・尊重するため、条
例制定に向けた検討を進めています。

検討に当たり、審議会の設置や意見交換会の他、区内
の学校での出前授業など、さまざまな方の意見を伺い、
考え方をまとめています。

お子さんの発達特性や状態に合わせて、より
適した支援や就学先を、専門員などと一緒に考
えていきます。
対象  来年4月に小・中学校に就学する障害の

あるお子さんや就学に不安のあるお子さんの保
護者
日時  平日（水曜日を除く）午前9時から、11時

から、午後2時から　☆相談時間はおおむね1時
間。必ず予約を
会場  教育センター（野方1-35-3）
申込み  区HP、区内保育園・幼稚園、すこやか福
祉センターなどで配布中の「就学相談申込票」、

「就学相談面接日カレンダー」を郵送または直接、
特別支援教育係へ

☆11月29日以降は☎︎（5937）3238  （5937）
3512へ

区内在住の妊婦さんを対象に、すこやか福祉センターまたは自
宅で専門相談員が面接（かんがるー面接）をします。

みなさんが安心して子育てできるよう、要望に応じて一人ひとり
に適したサービス情報を提供し、必要な支援について一緒に考え、「か
んがるープラン」を作成します。

プランを作成した妊婦の方には妊娠・子育て応援ギフト券（1万円
相当）を贈呈。ぜひ活用を。
☆問い合わせは、担当のすこやか福祉センターへ

すこやか福祉センターの「子育て専門相談」1

シンポジウム「わたしたちはここにいるよ」 （仮称）子どもの権利に関する条例の
検討を進めています

「就学相談」3

妊娠中の方へ　「かんがるープラン」を作って
ギフト券を受け取りましょう

2

1 2 とも
担当するセンターが分からない場合は、区
HP（右記二次元コード）をご覧になるか、4
ページのいずれかのすこやか福祉センター
へ問い合わせを

養育家庭（里親）体験発表会

　事前申込制。詳しくは区HPをご覧ください。

子どもの権利とは  ～四つの基本理念～
①命が守られ、心身と尊厳が傷つけられることなく、愛情
と理解を持って育まれる
②意見や考え、思いを表明でき、その意見等が尊重される
③最善の利益が優先して考慮される
④一人ひとりの個性が尊重され、誰一人取り残されること
なく権利が保障される

12/11（土）
みらいステップ
なかので開催

▲検討状況を
まとめた区HP

◀︎区HP

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

移転 ＝11月29日にみらいステップ
なかの内へ移転

移転

移転

移転
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◀︎詳しくは
こちら

これまでにない豪雨や猛暑などの異常気象により、深刻な被害が各地で生じ
ています。異常気象は地球温暖化が原因と考えられており、CO2（二酸化炭素）
を始めとする温室効果ガスの削減が急務です。

区は、気候危機にある現状の認識を広く区民・事業者などと共有し、一体となっ
て「2050年までにCO2排出量実質ゼロ」を目指していくことを宣言しました。
☆宣言の全文は、区HPでご覧になれます

地球温暖化対策係／8階
☎（3228）6584  （3228）5673

中野区ゼロカーボンシティゼロカーボンシティ宣言

2050年までに温室効果ガス（主にCO2）の「排
出量」と「吸収・除去量」の「差し引きゼロ（実質ゼ
ロ）」を目指すことを表明した自治体のことです。

ゼロカーボンシティとは
2018年度の排出量は89.9万tで、スカイツリー約25塔

分に相当する重さ。23区では2番目に低い数値ですが、排出
量実質ゼロを実現するためには更なる削減が必要です。

区内で排出されるCO2の半分は、みなさんの家庭から出た
もの。一人ひとりが日常レベルで取り組むことが大切です。

家庭から出るCO2を減らそう

できることから始めよう

HPで
詳しく

法律や条例の基準に適合しない焼却炉でごみや落ち葉など
を燃やすことは、原則として禁止されています。悪質な焼却
行為には、罰則が適用されます。

ごみは適正に分別し、落ち葉を処理する場合は、「燃やすごみ」
として出してください。
☆一度に大量に出す場合は有料。事前に清掃事務所へ相談を
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万 t ⃝中野区のCO2排出量

⃝部門別割合

2018年度
家庭家庭
51.2%51.2%

業務
28.5%

運輸
13.5%

その他 6.9%

環境公害係／8階　
☎（3228）5799  （3228）5673
清掃事務所
☎（3387）5353  （3387）5389

ごみ等の焼却は
禁止です

必要な分だけ調理して
食べきる
省エネになるだけでなく、
生ごみが減り、ごみの運搬・
焼却で発生するCO2を減
らせます

再エネ電気に切り替える
太陽光などによる再生可能エネルギー（再エネ）
の利用もCO2削減に効果的。太陽光発電設備を
設置するだけでなく、再エネ電気を提供する電
力会社・電気料金プランに切り替えることも有
効です

家庭からの
排出が5割

宅配便は1回で受け取る
宅配便の再配達を減らす
ことも、CO2の削減につな
がります

繰り返し使えるものを使う
レジ袋をマイバッグに、ペットボトルをマイボト
ルに。毎日使うものは繰り返し使えるものに
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中野駅周辺の各会場で、スケートボード教室
やお子さん向けのイベントなどを開催。
☆各会場の内容や時間などについて詳しくは、
中野にぎわいフェスタHPをご覧ください。イベ
ント全体については、下記へ問い合わせを

商業係／9階
☎（3228）5591  （3228）5656

▲︎中野にぎわい
フェスタHP

地球温暖化対策係／8階　☎（3228）5516  （3228）5673

11/13 土
時間  午前10時～午後３時
会場  中野四季の森公園イベントエリア

　　　 （中野４–12）　☆当日直接会場へ

区内環境団体、事業者の取り組みの紹介やヒノキの箸作りなどの工作
体験、木製遊具で遊べるコーナーなど。
☆小雨決行（荒天中止）。会場内は「燃料電池自動車」から給電します

なかのエコフェアエコフェア2021
楽しい！ 遊べる 学べる エコアクション！

午前10時～午後2時40分
「燃料電池バス試乗」

午前9時40分と午後1時に参
加券を配布。中野四季の都

ま ち

市を水
素で走るバスで１周します。

午前11時30分から
「省エネアドバイス」

家庭でできる省エネのコツを学びます。
参加者にはなかのエコポイント100ポ
イントを贈呈。

なかの
エコポイント

50
なかの

エコポイント

100
なかの

エコポイント

300

▲︎大人気の清掃車積み込み実演

▲︎小さなお子さんも楽しめます

JR中野駅

中
野
通
り

中
野
通
り

東西連絡路東西連絡路 北口北口

南口南口

⑤三菱UFJ銀行
　駐車場
⑤三菱UFJ銀行
　駐車場

④ファミリー
　ロード
④ファミリー
　ロード

②区役所
　正面玄関前

中野四季の森公園
イベントエリア
中野四季の森公園
イベントエリア

会場会場
☆④⑤は13日（土）のみ☆④⑤は13日（土）のみ

①中野セントラルパーク
　パークアベニュー
①中野セントラルパーク
　パークアベニュー

③中野ブロードウェイ・
　中野サンモール商店街
③中野ブロードウェイ・
　中野サンモール商店街

中野駅周辺地図

⃝なかのエコポイント50ポイント
⃝�オリジナル木製ストラップ
　（スタンプラリー完走者）

ご来場の方にプレゼント！
なかの

エコポイント

50
なかの

エコポイント

100
なかの

エコポイント

300

11/13（土）・
　　 14（日）

催しの問合せ先
中野にぎわいフェスタ実行委員会事務局

（一般社団法人中野区観光協会内）
☎︎（5332）7377（平日午前10時～午後5時）

info@nakano-kanko.com

◀︎区HP

「リユース品抽選会」
粗大ごみの中から、まだ使える品物を

選んで午前10時から展示。午後2時30
分からの「ごみ分別クイズ」に続いて、
抽選で希望者に提供します。

出張フードドライブ
家庭で使い切れない未利

用の食品をお持ちください。
☆対象食品の条件は区HPで
確認を
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年末の粗大ごみ収集は特に希望が多く、申し込みから収
集までに通常より日数が掛かります。次の方法で、早めに
申し込んでください（12月29日～来年1月3日を除く）。
申込み　電話＝中野区粗大ごみ受付センター☎（5715）
2255へ　☆月～土曜日午前8時～午後7時
インターネット＝区HPの「便利なサー
ビス」→「粗大ごみ収集申し込み」で
☆24時間受け付け。ただし、インター
ネットでは申し込めない品目もある
のでご注意を

年末の粗大ごみ収集は早めに申し込みを

清掃事務所
☎（3387）5353  （3387）5389

区議会事務局／3階　☎（3228）5585  （3228）5693
会議日程　
本会議＝11月25日・26日・29日、12月10日、常任委員会
＝12月1日～3日、特別委員会＝12月6日～8日
☆どなたでも傍聴できます。日程は、変わることがあります
開会　午後1時から

一般質問放送日時（J：COMチャンネル）　
☆区内のみ視聴可
12月4日（土）・5日（日）・11日（土）・12日（日）＝午後5時～
7時45分、12月6日（月）・8日（水）・10日（金）＝午後6時～
7時30分
☆放送についての問い合わせは、J:COM東京☎︎0120（914）
000へ（午前9時～午後6時）

中野区議会  第4回定例会
11月25日（木）～12月10日（金）

▲︎粗大ごみのページ
へアクセス可

スマートフォンで利用可。「ごみ収
集日カレンダー」や「ごみ分別辞典」
など、便利な機能があります。詳し
くは、区HPをご覧ください。

「中野区ごみ分別アプリ」が便利です

▲︎中野区ごみ減
量キャラクター

「ごみのん」の
アイコンが目印

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

◀︎英語・中国語（ 簡体
字）・ハングルに対応し
た外国語版も配信中

なかの里・まち

新米フェア
商業係／9階　
☎（3228）5591  （3228）5656

11月15日（月）～12月1日（水）の平日、区
役所2階中野満点食堂では、定食のご飯をな
かの里・まち連携自治体産の新米で提供。お
米の産地は日替わりです。

営業時間は午前11時～午後3時30分。売
り切れ次第終了。お米の生育状況などにより
実施期間が短くなる場合があ
ります。実施状況については、
区HPをご覧になるか、商業係
へ問い合わせを。

▲︎里の新米を味わえます

▲︎区HPは
こちら

HPで
詳しく

HPで
詳しく

8月24日、蕭智仁様から6万円、鶴丸（株）様
から10万円
9月1日、明治安田生命保険相互会社新宿支
社支社長 三戸部節郎様から85万9,000円
9月6日、伊藤達志様から10万円
期間中、匿名希望の方（2件）から計4,533万
9,062円

区への寄付（7月～9月）

ありがとうございました

環境基金への寄付（7月～9月）
9月30日、岩田芳子様から1,000円
期間中、匿名希望の方（2件）から計1万5,000円

区民公益活動推進基金への寄付（7月～9月）
期間中、匿名希望の方（3件）から計6万円
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子育て女性向けセミナーin中野
「わたし」も「子ども」も大切にしながら
働きたい！～「私らしく両立」を考える～

対象　育児中で再就職を考えている女性
日時　12月9日（木）午前10時～正午
会場　産業振興センター
申込み　11月8日から東京しご
とセンター・女性しごと応援テラ
ス HP で申し込むか、電話で同セ
ンター☎︎（5211）2855へ。先着
20人　☆3歳以下のお子さんと
一緒に参加できます

産業係／9階
☎（3228）8729  （3228）5656

▲︎女性しごと
応援テラスHP

オンラインビジネス相談のご利用を

中小企業診断士にZ
ズーム
oomで相談できます。

対象　区内事業者、区内での創業を希望する方
日時　来年3月31日までの毎日午前9時～午後10時　
☆一人当たり50分
申込み　専用フォームか、 business@nakanoku-shindan 
shikai.comで中野中小企業診断士会へ。 氏名、メールアド
レス、相談内容
☆詳しくは、区HPをご覧になるか、事業委託先
の（特非）中野中小企業診断士会☎︎050（5539）
4150へ問い合わせを

産業係／9階　
☎（3228）5518  （3228）5656

ご存じですか
就労・求人支援サイト「ぐっJ

ジョブ
OBなかの」

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、各企業の社風の情報など、ぜひ
活用を。
☆事業者からの求人情報も随時受け付け

産業係／9階　☎（3228）5518  （3228）5656

▲︎スマートフォン
専用サイト

区内事業者が出展「産業交流展2021」

11月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイト南展示棟（江
東区有明3-11-1）で開催される「産業交流展」。中小企業が出
展する国内最大級の展示会です。

この展示会に区内の17事業者が特別出展します。無料で入
場（来場登録が必要）できるので、ぜひご覧ください。
☆今年は11月17日～12月10日にオンライン
でも開催し、こちらは区内19事業者が出展。詳
しくは、産業交流展HPで確認を

産業係／9階　☎（3228）8729  （3228）5656
産業振興センターのオンライン講座

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
申込み　11月8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。 氏名とふりがな、電話番号、メールアドレ
ス　☆申込期限は開催日初日の3日前午後5時

①中堅社員のための上司を動かし、部下を育
てる実践戦略的コミュニケーション力
日時　12月3日（金）午後1時～5時　☆Zoom
を利用。先着20人
参加費　3,000円（テキスト代など）

②お客様から売れる商品の答えをもらうマー
ケットイン商品開発入門
配信期間　12月11日（土）～19日（日）

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

▲︎専用フォーム

東北復興応援展なかの実施のため

11月月21日日は
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
などの窓口業務を休止します。
証明係／1階　☎（3228）5506
住民記録係／1階　☎（3228）5500

仕事・ビジネス HPで
詳しく

▲︎産業交流展HP

▲︎東北復興応援展なかの
については区HPへ
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国民年金係／1階
☎（3228）5514  （3228）5654

国民年金保険料控除証明書を
郵送します

国民年金保険料を納付した方へ、11
月上旬に日本年金機構から「社会保険
料（国民年金保険料）控除証明書」が郵
送されます。

国民年金保険料は、全額が確定申告
や年末調整の社会保険料控除の対象に
なります。この証明書に加え、10月1日
以降に納付した領収証書も必要になる
ので、あわせて大切に保管してください。

なお、10月1日以降に今年初めて保
険料を納付した方には、来年2月上旬に
証明書が郵送されます。
☆紛失などについての問い合わせは、基
礎年金番号を用意して、中野年金事務
所☎︎（3380）6111へ

中野税務署　☎（3387）8111
☆自動音声で案内しています

所得税及び復興特別所得税の
予定納税（第2期分）の納期限は
11月30日です

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、申請や納税が困難な方は早めに
相談を。申請による納期限延長制度や
納付の猶予制度があります。
☆予定納税の減額申請書（第2期分）の
提出期限は、11月15日です

構造改革係／4階
☎（3228）3258  （3228）5476

中野区区有施設整備計画を策定
しました

お知らせ

区が所有する施設の再編、整備、利活
用などの方針をとりまとめた総合的な
計画です。

計画の全文とパブリック・コメント手
続きの結果は、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。

野方以西まちづくり係／9階
☎（3228）5569  （3228）5417

「西武新宿線沿線まちづくり整備
方針（野方駅周辺地区編）案」の
パブリック・コメント手続き

区は、西武新宿線の連続立体交差事
業と合わせた、同沿線地域のまちづくり
を検討しています。

このたび、野方駅周辺地区の整備方
針の案を作成したので、みなさんの意
見を募集します。
資料公表・意見募集の期間　11月8日～
29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9階19
番窓口
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

matidukurikeikaku@city.tokyo-na 
kano.lg.jp、ファクス、郵送または直接、
野方以西まちづくり係へ。 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

交通政策係／8階
☎（3228）5819  （3228）5675

「中野区交通政策基本方針（素案）」
の意見交換会 HPで

詳しく

誰もが利用しやすく円滑に移動でき
る交通環境の実現に向けた方針素案を
まとめたので、意見交換会を開催します。
☆素案は区HPでご覧になれます
日時　11月19日（金）午後6時30分～
8時、20日（土）午前10時～11時30分
会場　区役所7階会議室
☆当日直接会場へ。各日先着30人程度。
要約筆記・ ・ （各日先着3人）希望の
方は11月8日～12日に電話、 kotu 
seisaku@city.tokyo-nakano.lg.jpま
たはファクスで、交通政策係へ。 住所、
氏名とふりがな、電話番号、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

地域自治推進係／5階
☎（3228）8921  （3228）5620

宝くじ助成金で祭りの備品を
修繕しました

区は、（一財）自治総合センターの「令
和3年度コミュニティ助成事業」を活用
し、「本三西町会」の祭り用備品の修繕
を助成しました。

コミュニティ助成事業は、コミュニ
ティ活動の促進と健全な発展を図ると
ともに、宝くじの社会貢献広報を目的と
しています。

▲︎区HP
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区施設へは、公共交通機関をご利用ください

消費生活センター／1階
☎（3389）1191  （3389）1199

くらしの講座「暗号資産（仮想通
貨）の基礎知識と利用上の注意点」

対象　区内在住・在勤・在学の方
日時　12月2日（木）午後3時～4時30
分
会場　区役所7階会議室
申込み　11月8日～22日に電子申請か、
電話で消費生活センターへ。先着20人。
（先着5人）希望の方は、あわせて申

し込みを

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

オンライン「ユニバーサルデザイン
（UD）サポーター養成講座」

UDとは、全ての人が快適に暮らせる
ようあらかじめ考慮して生活環境など
を設計すること。その基礎知識を学び
ます。　☆修了後、区認定証等を送付
対象　区内在住・在勤・在学で、UDに関
心がある方
受講方法　12月15日（水）～来年1月
14日（金）の都合の良い時間にオンライ
ンで。所要時間は約2時間
申込み　11月8日～26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70人程度

◀︎修了者は、ユニ
バーサルマナー
検定3級を取得
可能

募集・求人

人事係／4階
☎（3228）8957  （3228）5649

DX推進担当（一般任期付職員）

勤務内容　「自治体DX推進計画」に向
けた情報システムや区役所新庁舎のネッ
トワーク環境の構築など
勤務期間　来年2月1日から最長5年
☆任期は本人の希望も考慮し決定
申込み　11月9日～22日に区HPまた
は募集業務委託先の（株）ビズリーチHP

で　☆選考（書類、面接）で7人程度

教職員係／5階
☎（3228）8861  （3228）5682

区立小・中学校教員
（任期付短時間勤務） HPで

詳しく

対象　小学校または中学校教諭普通免
許を有する方　☆来年4月1日までに
取得見込みの方を含む
勤務内容　教科指導、放課後学習指導、
指導資料・教材作成など
勤務期間　令和4年4月1日以降～同
7年3月31日
勤務時間　週4日、1日当たり7時間45分
給与（予定）　月額199,000円程度
選考日　1次（筆記）＝12月4日（土）、2
次（面接）＝12月25日（土）
申込み　11月24日（消印有効）までに
所定の受験申込書を郵送または直接、
教職員係へ　☆選考により30人。詳し
くは、教育委員会HP か、区役所5階15
番窓口で配布中の採用選考案内をご覧
ください

都市計画係／9階
☎（3228）8964  （3228）5668

土地建物無料相談会

催し・講座

対象　区内在住の方、区内に土地建物
をお持ちの方
日時　11月24日（水）午前10時～午後
3時30分　☆一人当たり30分程度
会場　区役所1階区民ホール
申込み　11月15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

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

「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展

配偶者・パートナーからの暴力や性犯
罪、ストーカー行為など女性に対する暴
力は、人権を著しく侵害する行為です。

11月12日～25日の「女性に対する
暴力をなくす運動」期間にあわせ、パネ
ルを展示します。
期間　11月15日（月）～22日（月）
会場　中野駅ガード下ギャラリー「夢
通り」西側　☆当日直接会場へ
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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。

◀︎こちらから
アクセス

高齢者支援基盤整備係／6階
☎（3228）5631  （3228）5492

初心者向けオンライン研修
「介護に関する入門的研修」 HPで

詳しく

介護の基本的知識とスキルを学びま
す。自宅で学べるので育児中の方もぜ
ひご参加を。修了後に区内介護事業所
による「介護のお仕事相談会」を予定。
日時　12月2日（木）・3日（金）・7日（火）・
8日（水）・14日（火）・15日（水）、いずれ
も午前9時30分～午後4時30分（休憩
あり）　☆全6回
対象　全回参加可能で、介護の仕事に
興味のある18歳以上の方、区内介護事
業所に就職を考えている方
☆Z

ズーム
oomを利用（先着50人）。11月8

日からの事前申込制。詳しくは、区HPを
ご覧になるか、高齢者支援基盤整備係
へ問い合わせを

生活機能向上プログラム（5件）

次のいずれも
対象　区内在住の65歳以上の方
申込み　本人が電話または直接、各施設
へ　☆受付時間は午前9時～午後5時

やよいの園（弥生町3-33-8）
☎（3370）9841  （3370）8362
アニマル洗濯ばさみ作り教室
日時　11月16日（火）午後1時30分～
3時
申込期間　11月6日～15日（日曜日を
除く）　☆先着12人
落語の笑いで健康に
日時　11月20日（土）午後1時30分～
3時
出演者　桂文ぶん（真打落語家）
申込期間　11月6日～19日（日曜日を
除く）　☆先着15人
楽しく踊ろう！カントリーダンス
日時　11月29日（月）午後2時～3時
30分
申込期間　11月6日～27日（日曜日、
祝日を除く）　☆先着12人

しんやまの家（南台4-25-1）
☎・ （3229）8175
白
はく
田
た
先生の口

こう
腔
くう
講座～健康はお口か

ら～
日時　11月19日（金）午前10時～11
時30分
申込期間　11月8日～16日の平日　
☆先着20人

宮園高齢者会館（中央2-18-21）
☎・ （3365）0318　
歩き方講座～冬編～
日時　11月29日、12月６日、いずれも
月曜日、午後1時30分～3時　
☆全2回
申込期間　11月8日～19日の平日　
☆先着15人。両日参加できる方のみ申
し込みを

区立保育園係／3階
☎（3228）8906  （3228）5667

区立保育園で働きませんか
（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。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

教職員係／5階
☎（3228）8861  （3228）5682

特別区立幼稚園臨時的任用教員
採用候補者（登録者）

対象　幼稚園教諭普通免許を有する方
勤務場所　大田区・足立区を除く特別
区の区立幼稚園
募集案内の配布場所　区役所5階15番
窓口、特別区人事・厚生事務組合教育委
員会事務局人事企画課採用選考担当（千
代田区飯田橋3-5-1東京区政会館17階）
申込み　募集案内にある所定の書類を
12月7日（消印有効）までに郵送で、前
記の採用選考担当へ
☆詳しくは、募集案内をご覧になるか、
前記の採用選考担当☎︎（5210）9857へ
問い合わせを
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地域子ども施設調整係／5階
☎（3228）8884  （3228）5659

来年4月からの区立学童クラブ
利用者を募集します HPで

詳しく

子ども・子育て

区立（公設民営）学童クラブの利用を
希望する次の対象の保護者の方は、期
間内に手続きしてください。
対象　保護者の就労などの理由により、
放課後に家庭で適切な保護を受けられ
ない、区内在住の小学生　☆小学校4～
6年生は特に支援を必要とする場合
保育料　月額5,600円　☆減額・免除
制度があります
募集要項・申請書類の配布　11月8日
から学童クラブ、すこやか福祉センター、
区役所3階子ども総合窓口で。区HPか
らもダウンロ－ドできます
申込み　11月15日～12月15日（すこ
やか福祉センターは12月10日まで。
書類の取り次ぎのみ）に申請書を持って
直接、前記のいずれかの配布場所へ。転
入予定の方が郵送する場合、12月10日
の消印有効（施設への申し込みは日曜日、

祝日を除く。区役所は土曜日も不可）
☆結果は全申込者に郵送。施設の所在
地、二次募集の有無、定員などについて
詳しくは、募集要項または区HPをご覧
ください

民間（民設民営）学童クラブの申し込
みは各施設へ

募集期間や申し込み方法が異なりま
す。直接、各施設に問い合わせを。所在
地や連絡先などは、区HPをご覧ください。
☆区立・民間とも、2か
所以上の学童クラブ
の併願はできません

母子医療助成係／3階
☎（3228）5623  （3228）5657

5歳児歯科健康診査は
11月30日までに受診を HPで

詳しく

平成28年4月2日～同29年4月1
日生まれのお子さんで、まだ受けていな
い方は今月中に受診してください。受
診場所は区内の指定歯科医療機関です。

詳しくは、4月下旬に郵送した案内か
区HPをご覧ください。

家族介護教室（2件）

次のいずれも
対象　自宅で高齢者を介護している方
申込み　電話で、各施設へ

「口腔ケア」基礎知識
はぴね中野坂上（中央1-11-8）
☎（5348）7753  （5348）7754
日時　12月12日（日）午後1時30分～
3時30分
講師　花岡新八氏（歯科医師）
申込期間　11月6日～12月11日　
☆先着15人。会場は東部区民活動セン
ター（中央2-18-21）

介護懇談と学習会
中野友愛ホーム（江古田2-24-11）
☎（3389）5515  （5318）5992
日時　11月30日（火）午後1時～3時
申込期間　11月8日～29日の平日午
前9時～午後5時　☆先着10人

11月8日から、年末保育の利用者を募集します
子育てサービス係／3階　
☎（3228）5612  
（3228）5657

保護者の方が就労などの理由で年末に保育できない
場合、お子さんを預かります。
対象　12月30日現在、次のいずれかに該当する就学前
のお子さん
①区内に居住し区内の認可保育所、認証保育所、認定こ
ども園（2号・3号認定）、地域型保育事業（小規模保育事
業、家庭的保育事業）、企業主導型保育事業を利用して
いて生後8か月以上
②区外に居住し、区内の認可保育所または認定こども園

（2号・3号認定）を利用していて生後8か月以上
③前記①以外で区内に居住していて満1歳以上
☆健康状態などにより特別な対応が必要なお子さんは、
預かれない場合があります
実施保育園　弥生保育園（弥生町5-4-8）、宮園保育園（中
野1-21-6）、あけぼの保育園（上高田2-58-21）、七海保
育園（大和町4-12-10）

実施日・定員（うち0歳児クラス）　12月29日（水）＝各
園36人（5人程度）、12月30日（木）＝各園27人（3人程
度）　☆弥生保育園のみ、29日＝35人（5人）、30日＝
25人（3人）
保育時間　午前7時15分～午後6時15分の間で、必要
とする時間
保育利用料　一人当たり1日3,000円　
☆ひとり親世帯のお子さんは一人当たり1日1,500円
申込み　11月8日～19日必着で電子申請か、所定の申
請書を郵送または直接、子育てサービス係へ。すこやか
福祉センター、区役所3階子ども総合窓口への提出も可。
申請書は前記の提出先または保育園にあります（保育園
への提出は不可）。定員を超えた場合
は、抽選で決定。事前に利用園での面
接が必要な場合があります。詳しくは
子育てサービス係へ問い合わせを ▲︎区HPはこちら

HPで
詳しく

▲︎区HPはこちら
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保健事業係（中野区保健所）
☎（3382）2430  （3382）7765

国保特定健診を受診した方へ
受診勧奨通知を郵送します

健康・福祉

国保特定健診の結果、生活習慣病の
疑いがあり、まだ医療機関を受診してい
ない方へ「健診結果レポート」を今月下
旬に郵送します。また、レポートが届く
頃に電話で受診状況を確認します。

生活習慣病は自覚症状がなく進行し
ます。届いた方は医療機関を受診しま
しょう。

在宅福祉係／1階
☎（3228）8953  （3228）5665

オンライン障害者居住支援セミナー
「住宅」と「福祉」の相互理解を
進めるために

内容　障害のある方の住まいの確保に
ついて、住宅・福祉の両面から理解を深
めます
☆Z

ズーム
oomを利用。中野区障害者自立支

援協議会、中野区居住支援協議会との
共催
日時　11月19日（金）午後2時～5時
申込み　11月6日～17日に zaitaku 
fukusi@city.tokyo-nakano.lg.jpまた
はファクスで、在宅福祉係へ。先着70人。

希望の方は11月10日までにあわせ
て申し込みを。 氏名とふりがな、メー
ルアドレス、 はその旨

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

栄養講座「知らなきゃ怖い！塩の
摂
と

り過ぎ～適塩を知ろう～」

内容　食塩と血圧の関係や減塩のポイ
ントなど。簡単な調理実演も　
☆お子さんと一緒に参加可
対象　区内在住の18歳～64歳の方
日時　12月10日（金）午後1時30分～
2時45分
会場　中部すこやか福祉センター
申込み　11月10日～12月7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。先着10人

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　11月19日（金）午後3時30分～
5時、26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　各開催日前日の午後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

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

親医療証の現況届は11月30日
（必着）が期限です

ひとり親家庭等医療費助成制度医療
証（ 親 医療証）をお持ちの方のうち、児
童扶養手当を受給していない方に、更
新に必要な現況届を郵送しました。必
要書類を添えて期限までに提出してく
ださい。
☆詳しくは、同封した案内で確認を。児
童扶養手当の現況届を提出した方は、
親 医療証の現況届の提出は不要です

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　11月26日（金）、12月11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　11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
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月日 医療機関名 診療科目 所在地 電話番号

11
月
7
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
大場診療所 内・小 大和町3-40-6 （3330）0073
東中野セント・アンジェラ
クリニック 内 東中野5-17-10 

1階 （6908）9698

渡辺整形外科・外科・内科 整・外 中央2-2-3 （3361）1770
三五医院 内・神経内 南台2-6-8 （3381）0313
桃園通り村上歯科医院☆ 歯 中野3-27-15  1階 （6382）8618

薬
局

けやき薬局 江古田2-22-1 （3388）0782
栄真堂薬局 大和町3-44-2 （3337）2510
カメイ調剤薬局中野南台店 南台2-9-3 （5328）2313

11
月
14
日（
日
）

当
番
医

中野江古田病院 内・外 江古田4-19-9 （3387）7321
中野共立病院 内 中野5-44-7 （3386）3166
すぎやまクリニック 内・小 鷺宮1-27-5  3階 （3223）1275
ケイ・メディカルクリニック 整 大和町1-4-2  3階 （3310）7121
武医院 外・皮・小 東中野1-59-14 （3368）8597
やよい町こども医院 小 弥生町1-8-11 （6300）4790
とりつかせい歯科医院☆ 歯 鷺宮1-27-8  1階 （3337）8815

薬
局

むさしの薬局江古田店 江古田4-20-22 （5343）3912
青葉調剤薬局 中野5-47-10 （3389）7110
やまと調剤薬局 大和町1-64-1 （3337）3380

☆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）

11月5日～20日の休日当番医・当番薬局

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



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
合等があります。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。

ひきこもり当事者、家族への支援次号予告
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

生活・交通安全係／8階
☎（3228）8736　 （3228）5658

▲録音可能時間は
最大60分

　9月末までに区内で起きた特殊詐欺の被害総額は、約1億
4,000万円に上ります。
　その手口の9割以上は次の3種類。特にキャッシュカードをす
り替えたり、盗んだりする手口が増えています。

　特殊詐欺の始まりのほとんどは、家庭の固定電話にかかってくる一本の電話です。
相手はだますプロ。電話に出たことで、多くの方がだまされている実態がありま
す。被害に遭わないためには、話を聞かないことが重要。常に留守番電話にして、
電話に出ないようにしましょう。自動通話録音機の設置も効果的です。

　警告と録音機能があり、特殊詐欺被害を防ぐ効
果があります。ご利用ください。
☆設置は利用者が行い、電気代は自己負担
対象  区内在住の、おおむね65歳以上の方が居

住する世帯
申込み  電話で、生活・交通安全係へ
☆無くなり次第終了。非常通報装置を接続してい
る電話機など、設置できない場合あり。詳しくは、
生活・交通安全係へ問い合わせを

一番の対策は「電話に出ない」こと一番の対策は「電話に出ない」こと

「自動通話録音機」を無料で貸し出し中です

特殊詐欺に注意！特殊詐欺に注意！
被害に遭わないために被害に遭わないために

防犯機能

通話録音

留守番電話

区役所の職員に
なりすまし

警察や銀行協会職員等
になりすまし 孫、息子になりすまし

1 2 3

　「医療費が戻ります。ATM
で手続きしてください」と指示
し、他人の口座に振り込ませる。

　「あなたのカードが不正利用
されています」と言って、暗証
番号とカードをだまし取り、預
金を全額引き出す。

　「大事なカバンを無くした」「会
社の金を使い込んだ」と言って、
現金を要求する。

「変だな」と思ったら
相談・確認・通報を

中野警察署  ☎（5925）0110
野方警察署  ☎（3386）0110
　　または  ☎ 110

警告機能＝着信音が鳴る前に相手に対し
て「詐欺被害防止のため自動録音されます」
と警告メッセージを流します

録音機能＝通話内容
を自動で録音します

特殊詐欺防止
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