電子メール HP ホームページ
手話通訳

詳しく

（3228）5653

◀マイナンバー
キャラクター
「マイナちゃん」

さまざまな場面で身分証明書として利用できます。詳しくは、マイナンバーカード
交付係へ問い合わせを。 ☆申請からお渡しまで約2か月掛かります

コンビニエンスストア
（コンビニ）
で
証明書を受け取れます

まだお持ちでない方の
申請手続きをお手伝いします
会場・日時

証明係／1 階

野方地域事務所＝６月２日( 木）

☎
（3228）
5506

江古田地域事務所＝6 月23日( 木）

☆各日午前10時〜11時 30 分

申込み 5月23日〜各開催日前日の正午に
電話で、マイナンバーカード交付係へ

（3228）
5653

☆各日先着 20 人程度。当日は本人確認書
類
（運転免許証、健康保険証など）
が必要

国のコンビニで受け取れます。窓口での発行手数料より
100円安く、お得です。
①住民票の写し②印鑑登録証明書

③ (非)課税・納税証明書④戸籍全部 ( 個人 ) 事項証明書
⑤戸籍の附票の写し

☆④⑤は本籍地が中野区の場合

のみ。令和4 年度の③は 6 月10日に交付開始

情報政策推進係／6 階

☎（3228）8807

（3228）
5646

で最大 20,000 円相当のポイントがもらえます
（①は第1弾で利用済みの方
を除く。②③は 6 月開始予定）
。

▲総務省 HP

▲区 HP

詳しくは、総務省のマイナポイント HP で確認するか、マイナンバー総合フ
リーダイヤル☎0120
（95）
0178
（自動音声案内で「5」を選択）
へ問い合わせを。
5,000
ポイント

対応するキャッシュレス決済でチャージまたは買
い物をすると、利用金額の25％相当
（最大5,000円分）
がもらえます
（事前手続きが必要）
。

❷ 健康保険証

7,500
ポイント

よう申し込むと、7,500円分もらえます
（6 月を予定）
。
7,500
ポイント

給付金などの公金を受け取る預貯金口座を登録す
ると、7,500円分もらえます
（6 月を予定）
。
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❶〜❸の手続きを
お手伝いします
マイナンバーカードとカード取
得時に設定した数字 4 桁のパス

マイナンバーカードを健康保険証として利用する

❸ 公金受取口座

不正改造の情報は、関東運輸局東京

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令

運輸支局☎
（3458）
9231へ。暴走行為

和 2 年 4 月1日現在、公務扶助料や遺族

に気付いたら、すぐに110 番通報を。

年金などを受給する方
（戦没者等の妻や

詳しく

ための計画です。
「できることから始め
よう！
『オールなかの』の地域包括ケア」
をスローガンに、誰一人取り残すことな
く、重層的に支援できる体制の構築を
目指します。
計画の全文は、区 HP 、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などでご覧になれ

父母など）
がいない場合に、額面25万円、
5 年償還の記名国債「第 11回特別弔慰

年金振込通知書を郵送します

金」を受給できます。

国民年金係／1 階
☎
（3228）
5515 （3228）
5654

ワードを用意し、当日直接会場へ。
☆前記の他、❶は決済サービスID

とセキュリティコード、❸はメー
ルアドレスと本人名義の口座情報

も必要
時間 平日午前 9時〜午後 4 時
会場 区役所1階 8 番窓口前

請求期限は令和 5 年 3 月 31日です。
該当する方は、早めに請求を。

公的年金を口座振込で受給している

☆受給できるのは、ご遺族のうち1人の

方へ、6 月上旬に、日本年金機構から年

み
（順位あり）
。条件などについて詳しく

金振込通知書を郵送します。

は、厚生労働省 HP をご覧になるか、地域

この通知書は、6 月〜来年 4 月の偶数

福祉推進係へ問い合わせを

月に支払われる金額をお知らせするも

ます。

☆どなたでも傍聴でき
ます。当日直接会場へ。
日程は、変わることが
あります

6 月の教育委員会定例会

9 月末までにマイナンバーカードを申請した方が対象。次の①〜③の合計

❶ キャッシュレス決済

地域包括ケア計画係／6 階
☎
（3228）
5803 （3228）
8716

傍聴を

マイナポイントがもらえます

地域福祉推進係／6 階
☎
（3228）
5713 （3228）5662

生活・交通安全係／8 階
☎
（3228）
8886 （3228）
5658

のです。

最大 20,000 円分

戦没者等の遺族の方へ

「中野区地域包括ケア総合アク
ションプラン」を策定しました HPで

区に関わる全ての人が、ともに行動する

を受けているもの）
を利用して、住民票の写しなどを全

取得できる証明書

6 月は不正改造車排除・東京都暴
走族追放の強化期間です

お知らせ

誰もが安心して住み続けられるよう、

マイナンバーカード
（利用者証明用電子証明書の発行

東部地域事務所＝6 月９日( 木）

記載事項

HPで

マイナンバーカードを作りませんか
マイナンバーカード交付係／1階 ☎（3228）
5425

一時保育

教育委員会係／5 階
☎
（3228）
8857 （3228）
5679
① 3日 ②10日 ③17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

中野区健康福祉審議会
健康福祉企画係／6 階
☎
（3228）
5421 （3228）
5662
① 6 月6日
（月）
＝障害部会
② 6 月7日
（火）
＝地域福祉部会
いずれも午後 7時〜9時
区役所 7階会議室

中野区個人情報保護審議会
文書・情報公開係／4 階
☎
（3228）
8994 （3228）
8834
個人情報収集事務登録について
6 月10日
（金）
午後1時 30 分から
区役所 4階庁議室

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

紛失した場合は、基礎年金番号を用
意して、中野年金事務所☎
（3380）
6111
（自動音声案内に従い「2」の「2」を選択）
へ問い合わせてください。

シロアリにご注意を
衛生環境係（中野区保健所）
☎
（3382）
6662 （3382）6667
ヤマトシロアリは風呂場など水気の

☆年金から天引き
（特別徴収）
されてい

ある場所に巣を作り、家を食い荒らしま

る税や保険料については、各所管の係

す。4 月〜5 月の午前中に、羽アリが巣

へ問い合わせを

から飛び出すことがあります。家に湿
気をためない、家の周囲に木材を置か

若者相談フリースペースの
ご利用を

HPで

詳しく

子ども・若者支援センター総合相談係
（中央 1-41-2）
☎
（5937）
3271 （5937）
3514
子ども・若者支援センター4階にある、
利用者がゆっくり過ごせる場所です。6

ないなどが予防になります。
アメリカカンザイシロアリは乾燥に
か りゅう

強く、砂のような顆 粒 状のふんが特徴。
家の柱など乾燥した木材に巣を作りま
す。根絶することは難しく、長期間放置
しておくと、被害が広がってしまいます。
いずれも被害の広がりを防ぐために、

月から開設日が増え利用しやすくなり

不安があれば早めに専門の業者へ依頼

ます。さまざまなイベントも開催予定。

を。

ぜひお越しください。

☆駆除や防除工事の相談は、
（ 公社）東

利用方法について詳しくは、区 HP を

0014・ （3254）
0190 へ

ご覧ください。
6 月からの開設日時

火〜土曜日午前

11時 30 分〜午後 7 時 ☆祝日・年末年
始を除く
対象

京都ペストコントロール協会☎
（3254）

区内在住・在勤・在学の 15 歳〜

◀アメリカカンザイ
シロアリの羽アリ。
6 月〜10 月の日中に
出現

39 歳の方
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