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中野区議会 第 2 回定例会

手話通訳

中野の魅力を発信しませんか

区民レポーターを募集中

6 月 22 日（水）〜7 月 11 日
（月）
区議会事務局／3 階
☎
（3228）
5585 （3228）
5693

シティプロモーション係／4 階
☎
（3228）
5467 （3228）
5645

会議日程

HPで

詳しく

活動内容 区内のおすすめスポットや地元ネタなど、

本会議＝6 月22日・24日・27日・28日、7 月11日

自分ならではの情報を取材し、記事を作成。活動期

常任委員会＝6 月30日、7 月1日・4日

間は来年 3 月まで ☆記事は区 HP で公開

特別委員会＝7 月5日～7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

申込み 区 HP から申込書をダウンロードし、6 月20

日までに

promotion@city.tokyo-nakano.lg.jp、

ファクスまたは直接、シティ

開会 午後1時から

☆一般質問放送日時
（J:COM チャンネル）
は「なかの

区報」6 月20日号でお知らせします

7 月1日から避難所を
一部変更します
防災危機管理係／8 階
☎
（3228）
5435 （3228）
5658
旧第三中学校は、7 月1日から避難所
の指定を外れます。そのため、次のとお

◀︎区 HP

令和4年全国広報コンクール初入選！

「中野ミューラル（壁画）プロジェクト」
シティプロモーション係／4 階 ☎
（3228）
5433

国民健康保険に加入している方に、

建物を新築した場合や建て替えた場

今年度の保険料を通知します。これは、

合は、住居表示の届け出を行ってくださ

同一世帯の国民健康保険加入者数と前

い。届け出をしていないと、居住する方

年中の所得を基に計算したものです。

が住民異動届
（転入届等）
をする際に受

変更後の避難所と対象防災会

を改定したため、前年度とは金額が異

明治大学付属中野中学・高等学校
（東中

なります。
保険料などについて詳しくは、納入

会、東中野五丁目小滝防災会

通知書に同封する「国保だより」をご覧

白桜小学校
（上高田1-2-28）
＝上高田一

ください。

丁目防災会、東四防災会

☆保険料の支払い方法は、口座振替が

☆該当の区域にお住まいの世帯へは、

原則です。ご協力をお願いします

広報企画部門で、
「中野ミューラルプロジェクト」が入選しました。この
小学校体育館と中野駅前北口広場を壁画で彩りました。
今年度は更に規模を拡大。地域ごとのワークショップなど、多くの区民
▲中野駅前北口広場の壁画

れていない場合があります
HPで

詳しく

YouTubeでさまざまな情報を

発信中

注目情報

広報係／4 階 ☎
（3228）
8804

告をした場合、税情報が保険料の算定
に反映できていないことがあります。該

た区内の木造住宅が対象。耐震診断を

を基に算定し直した保険料の納入通知

無料で受けられます。また、耐震補強工

書を改めて郵送します。

シティプロモーション事業の他、
防災や子育ての情報などを動画で発
信しています。ぜひご覧ください。

防災情報

相談を。詳しくは、区 HP をご覧になるか、
同係へ問い合わせてください。
◀︎こちらから
ご覧になれます

子育て情報

資格賦課係／2 階
☎
（3228）
5511 （3228）
5655

建築確認申請の前に
「緑化計画書」の提出を
環境・緑化推進係／8 階
☎
（3228）
5554 （3228）5673
次の規模の敷地で建築等を行う際は、
「中野区みどりの保護と育成に関する条

年金からの天引き
（年金特別徴収）
を

口座振替に変更したい方へ

例」に基づき、建築確認申請の前に「緑
化計画書」を提出する必要があります。

申請により、支払い方法を口座振替

提出方法などについて詳しくは、環境・
緑化推進係へ問い合わせを。

へ変更できます。
手続きなどについて詳しくは、納入通

失業した方は国民健康保険料が
軽減される場合があります

☆「建物その他の工作物新築届」は郵送

3 月16日以降に確定申告や住民税申

当する方には、後日、申告された税情報

いずれも、実施前に耐震化促進係へ

（3228）
5645

「-1」などの補助番号を付けることがで

でも申請可

昭和 56 年 5 月 31日以前に建築され

費用の一部助成も受けられます。
ブ

なお、同一住居表示の建物が複数あ

きます。詳しくは、住民記録係へ問い合

事の他、建て替えまたは除却に掛かる

ユーチュー

け出が必要です。

わせを。

耐震化促進係／9 階
☎
（3228）
5576 （3228）
5471

企画は、民間事業者と区が連携したアートを通じたプロモーション。鷺宮

アパート等の名称を変更した場合も、

る場合、申請により、住居表示の末尾に

保険料の算定に住民税情報が反映さ

木造住宅の耐震診断や
各種助成を受けられます

け付けができません。
住居表示台帳の記載を修正するため、届

今月中にお知らせを配布します

（3228）
5645

の参加による壁画制作を進める予定です。

住民記録係／1 階
☎
（3228）
5624 （3228）5653

なお、保険料率
（均等割額と所得割額）

野 3-3-4）＝昭一防災会、桜山町会防災

記載事項

住居表示の届け出をお忘れなく

資格賦課係／2 階
☎
（3228）
5511 （3228）
5655

り避難所を変更します。

プロモーション係へ。面接な
どにより若干名

令和4 年度国民健康保険料の納入
通知書を6 月14日に郵送します

お知らせ

一時保育

提出が必要な敷地の規模

知書に同封する「年金からの天引き
（年

①敷地の分割を伴い、分割前の面積が

金特別徴収）
を口座振替に変更されたい

300㎡以上

方へ」をご覧ください。

②当該建築物の敷地面積が 200㎡以上
③収容台数 20 台以上の自動車駐車場

倒産や解雇など、本人の非自発的な

を設置し、敷地面積が 300㎡以上

理由により65 歳未満で離職し、雇用保
険の特定受給資格者または特定理由離
職者と認定されている方は、国民健康
保険料の軽減の対象となります。
ナカノミライプロジェクトなど、区
の注目情報について紹介。

避難所資機材の使い方を始め、梅雨
から秋にかけて発生しやすい風水害
の対策など。

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。

「雇用保険受給資格者証」と「国民健
康保険証」
、
「マイナンバーカード等の個
人番号確認書類」を持って、資格賦課係
へ届け出を。 ☆郵送でも手続き可
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令和4年（2022年）6月5日号

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

ライン

中野区公式 LINE で情報を発信中
広報係／4 階
☎（3228）
8804

（3228）
5645

ぜひ、
「友だち」になってください。

▲詳しくは
区 HP へ

令和4年
（2022年）6月5日号
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