上限 100 万円

電子メール HP ホームページ

空き家・空き室を活用しませんか

セーフティネット
（SN）
住宅への
改修費を助成します
住宅政策係／9 階
☎
（3228）
5581 （3228）5669
SN 住宅とは、高齢者や低所得世帯、子育て世帯な
ど住宅の確保に配慮が必要な方の入居を拒まない賃
貸住宅のこと。物件の所有者が、都が実施する SN 住
宅の登録制度にお持ちの住宅を登録することで、空
き家・空き室対策になることが期待できます。

手話通訳

国民健康保険料の第 2 期分
後期高齢者医療保険料の第 4 期分
介護保険料の第 4 期分

お知らせ

8 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

ご覧になれます

▲区 HP

SN 専用住宅として登録した場合、その住宅の改良
等に掛かる改修工事費の一部を助成します。
要件や助成額などについて詳しくは、区 HP をご覧
になるか、住宅政策係へ問い合わせを。

◀区 HP

8 月 13 日（土）
施設点検のため中野東図書館は休館します
中野東図書館
☎
（5937）
3559

傍聴を

手続きの結果は、区 HP か、区民活動セン

8 月の教育委員会定例会

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

計画等の全文とパブリック・コメント

☆日程は、変わることがあります

を。新型コロナウイルス感染症等の影

教育委員会係／5 階
☎
（3228）
8857 （3228）
5679
① 5日 ②19日 ③ 26日
いずれも金曜日、①＝午後7時から、
②③＝午前10時から
区役所 5階教育委員会室
☆いずれも当日直接会場へ

第6回
自転車等駐車対策協議会

（5937）
3627

☆他の図書館は、通常どおり利用できます

自転車対策係／8 階
☎
（3228）
5561 （3228）
5675

行っています

壁面をミューラル
（壁画）
で
彩りませんか

8 月17日
（水）
午後 3時〜5時
区役所 7階会議室
☆事前申込制。7月21日から kotu
seisaku@city.tokyo-nakano.lg.jp
または電話で、自転車対策係へ。先
着 5 人程度

保健予防係
（中野区保健所）
☎（3382）
6500 （3382）7765

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

日本脳炎の予防接種の特例措置を

日本脳炎の予防接種は、通常、第 1期を「生後 6 か
月〜7 歳 6か月に3回」
、第 2 期を「9 歳〜13 歳の誕生
日の前日に1回」受けます
（計 4回）
。
ただし、平成 17 年度〜同 21年度は実質的に接種
が休止状態だったため、次の①②の方には特例措置
があります。
接種を希望する方は、お子さんの母子健康手帳を
持って、すこやか福祉センターまたは保健予防係で予
診票の交付を受けてください。

多くの区民の方が参加できる壁画制作を進めるた
め、壁面を提供してくれる方を募集します。
申込み 区 HP から申込書をダウンロードし、8月31日

までに

区民の声アプリ

「なかのEYE」で

みなさんの声を区へ

promotion@city.tokyo-nakano.lg.jp、ファ

クス、郵送または直接、シティプロモーション係へ
☆詳しくは、区 HP をご覧になるか、同係へ問い合わせを

広聴係／4 階
☎
（3389）
4445
（3228）
5645

20 歳の誕生日の前日までは、定期予防接種として

4回接種できます。

▲区 HP

②平成19年4月2日〜同21年10月1日生まれの方で、
7 歳 6か月までに日本脳炎第1期の接種が完了してい
ない方
定期予防接種として接種できます。

道路の破損や放置自転車などを、
簡単に区へ情報提供できます。
詳しくは、区 HP をご覧ください。

▲昨年、中野駅北口駅前広場に完成した壁画
の制作の様子

行政評価公開ヒアリングに
ご参加を

HPで

詳しく

構造改革係／4 階
☎
（3228）
5430 （3228）5476

行政評価は、区が前年度に実施した

を除く）
、区役所 4 階区政資料センター、

事業について、実績とコストから評価す

各係窓口でご覧になれます。

る取り組みです。

①「中野区都市計画マスタープラン」
②「中野区景観方針」

都市計画係／9 階
5668
☎
（3228）
8964 （3228）

③「中野区子ども読書活動推進計画
（第4 次）
」
図書館運用支援係／5階
5679
☎
（3228）
5740 （3228）

有識者による公開ヒアリングを傍聴
してアンケートを提出する「外部評価モ
ニター」として参加しませんか。
日時 8 月 22 日
（月）
・26 日
（金）
、いず
れも午後1時 30 分から ☆ 3時間程度
会場 区役所 7階会議室
申込み 7 月 25 日〜8 月15 日に電話、
sisetu-mgt@city.tokyo-nakano.lg.
jpまたはファクスで、構造改革係へ。各
日先着 20 人。要約筆記・ ・ （各日先

「中野区地域包括ケア総合アクショ
ンプラン」にみなさんの声を
地域包括ケア計画係／6 階
8716
☎
（3228）
5803 （3228）
区は「できることからはじめよう！

着 5 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、
メールアドレス、参加希望日
（両日も可）
、
要約筆記・ はその旨、 はお子さんの
氏名とふりがな、月年齢

『オールなかの』の地域包括ケア」を合

☆参加できない方は、事前に意見を提

い言葉に、支援が必要な全ての方を対

出できます。詳しくは、区 HP をご覧くだ

象とした体制づくりを進めています。

さい

続けられるよう、みなさんと連携して行
動するために策定したものです。地域
の取り組みをより充実させるため、みな
さんの声をお寄せください。
会場・日時

詳しく

耐震化促進係／9 階
☎
（3228）
5576 （3228）5471

鷺宮すこやか福祉センター＝7 月28日

送を円滑に行うため、
「中野区耐震改修

（木）午前10 時から、野方区民活動セン

促進計画」では地震発生時に通行障害

ター＝7 月29日
（金）
午前10時から、中

を防ぐべき道路を定めています。
これにより、中野通り、大久保通りな

午後 2 時から、南部すこやか福祉セン

どに接し、地震時に倒壊すると道路を

ター＝8月4日
（木）
午後2時から ☆い

半分以上塞いでしまう建築物で、昭和

ずれも1時間30 分程度

56年5月31日以前に建築されたものは、

申込み 7 月21日〜各開催日前日の平

耐震診断、補強設計、耐震補強などに掛

日に電話または

かる費用の一部の助成を受けられます。

houkatukea@city.

tokyo-nakano.lg.jpで、地域包括ケア
◀区 HP

緊急輸送道路沿いの建築物は
耐震化の助成を受けられます HPで

地震時の避難や消火活動など緊急輸

部すこやか福祉センター＝8 月1日
（月）

①平成19 年 4 月1日以前に生まれた方

9 歳〜13 歳の誕生日の前日の間、第 1期不足分を

ター、図書館、すこやか福祉センター
（③

記載事項

このプランは、誰もが安心して住み

壁画で身近なアートを広げるプロモーション事業「中
野ミューラルプロジェクト」
。

計画等を策定・改定しました

一時保育

助成を希望する方は、実施前に耐震

計画係へ。各日先着30人程度。 住所、

化促進係へ相談を。

氏名とふりがな、電話番号、希望会場

☆助成額などについて詳しくは、区 HP を
ご覧になるか、同係へ問い合わせを
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