くらしの情報
相談

市役所☎２２－2111 豊田支所☎38－3111

各種相談日程
相談内容について秘密は厳守します。
お気軽にご相談ください。

行政相談
期日 ５月10日㈪、６月10日㈭
会場・時間 ※５月10日㈪の中野会場は市民会館45号です。
中野会場：市民会館44号 午後１時～４時
豊田会場：豊田支所相談室 午前９時～11時30分
問
庶務課庶務文書係(内線211)

定期健康相談
①日時 毎週水曜日 午前10時～11時30分
会場 中野保健センター
②日時 毎月第１木曜日 午前10時～11時30分
会場 豊田保健センター
問
健康長寿課健康管理係(内線242)

介護に関する総合相談
日時
会場
問

展示

中野陣屋・県庁記念館

会場

交通事故巡回相談 ( 毎月第 3 木曜日 )
日時
会場

５月20日㈭ 午前10時～午後３時
北信地方事務所（☎22-3111）

職業相談
日時
会場

毎週月～金曜日 午前８時30分～午後５時
南宮庁舎職業相談室（☎23-4710）

心配ごと相談
日時
会場

毎週月～金曜日 午後１時30分～４時30分
福祉ふれあいセンター（☎26-3111）

結婚相談（予約制）
日時
会場

毎週月～金曜日 午前9時～午後５時
福祉ふれあいセンター（☎26-3111）

福祉相談・ボランティア相談
日時
会場

毎週月～金曜日 午前9時～午後５時
福祉ふれあいセンター（☎26-3111）

医療
相談

会場
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毎月第１・３水曜日

医療に関する相談
看護師・保健師など経験豊富なスタッフ
がお答えします。秘密は厳守します。
お気軽にご相談ください。

電話番号

23- 0300

午前８時 30 分～午後 10 時
（土・日曜日、祝日を除く）

子ども

相談

子どもに関する相談

保健師による子育て相談
毎週月・水・金曜日 午前10時～11時
（休所日を除く）
りんごっこ（中央子育て支援センター）
☎22-2259

会場

子ども電話相談
毎週月～金曜日
☎23-3191

日時

人口
と

世帯

人 口
男
女
世 帯

午前８時30分～午後５時
45,717 人
22,077 人
23,640 人
15,180 戸

( － 94)
( － 55)
( － 39)
( ＋ 13)

平成22年4月１日現在(国勢調査を基に推計)

法律相談（予約制）

午後２時～４時

日時

毎月第１・３月曜日

福祉ふれあいセンター（☎26-3111）

会場

福祉ふれあいセンター（☎26-3111）

※5月は第3水曜日のみ実施

平成22年５月号

－申請は毎年必要です－
「ねんきんダイヤル」(平日午前８時30分～午後５時15分)
☎０５７０－０５－１１６５

学生納付特例制度について
所得が無い学生については、申請により在学中
の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付
特例制度」が設けられています。ご本人の所得が
一定以下の学生が対象となります。
障害・遺族基礎年金との関係
納付特例期間中に障害や死亡といった不慮の事
態が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金
が支給されますので、万が一のときも安心です。
申請の方法は？
年金手帳、学生証の写し（または在学証明書）、
印鑑をもって市役所で手続きをしてください。ま
た、郵送でも申請することができます。
保険料の追納について
納付特例期間は、10年以内であれば、あとから
保険料を納めること（追納）ができます。ただし、
３年度目以降は、一定の金額が加算されます。
問 長野北年金事務所 ☎026（244）4100

ご寄付

日時 毎週月～金曜日 午前８時30分～午後５時
会場 市役所内 子ども相談室（内線278）
日時

国民年金「学生納付特例制度」
シリーズ

地球温暖化

◎エコカー補助金の延長決定!!
環境対応車(2010年燃費基準達成車)の新車新
規登録に対する補助金（エコカー補助金）の交付
対象期間が、平成22年９月30日まで延長されまし
た。また、一定の要件を満たした輸入車も対象と
なり、選択の幅が増えました。
※※今回は、予算の範囲内で補助金が交付されるた
め、申請状況に応じて交付対象期間が短縮され
る場合があります。
補助金の概要
111最初の登録などから13年以上経過した車（経
年車）の廃車を伴う新車購入補助【乗用車】
登録車 25万円 軽自動車 12.5万円
222新車購入補助(経年車の廃車を伴わないもの)
排気ガス性能４☆かつ2010年度燃費基準+15
％以上【乗用車】
登録車 10万円 軽自動車 ５万円
詳しくは、経済産業省製造産業局自動車課また
は、自動車販売店へお問い合わせください。
問 経済産業省製造産業局自動車課
☎03（3501）1690

子どもに関することなら何でもお気軽
にご相談ください。秘密は厳守します。

子ども相談室

身体障害者相談所
日時

㊡火曜日 ☎ 23-2718

綏陽会(すいようかい)30周年記念作品展
5月16日㈰まで
ナンチャッテ「織りと編み」二人展
5月30日㈰まで

電話

年金

㊡火曜日 ☎ 22-2005

常設展示「中野市の自然と歴史・文化」

毎週月～金曜日 午前８時30分～午後５時
中野保健センター
地域包括支援センター（内線366）
毎週月・水・金曜日
（電話）午前9時～午後５時
（面接）午前9時～午後１時
中野人権センター（☎23-4810）

中野市立博物館、中野陣屋・県庁記念館
の展示案内です。是非、ご覧ください。

中野市立博物館

女性相談窓口（面接は予約制）
期日
時間

展 示 案 内

午後１時30分～３時30分

※5月は第1木曜日・第3月曜日に実施

ありがとうございました

●ふるさと寄附金 市長が選定する政策のため
現金 5,000円
＜東京都世田谷区 北澤 優 様＞
●ふるさと寄附金 市長が選定する政策のため
現金 10,000円
＜東京都中野区 髙橋 清次 様＞
●中心市街地活性化のため 現金 12,000,000円
＜中野商工会議所 様＞
●市長が選定する政策のため 商品券 10,000円分
＜岩船 増田 敏納 様＞
●中央公民館充実のため 会議用テーブルほか
＜中野市公営結婚運営委員会 様＞
●ふるさと寄附金 医療・福祉のため
現金 10,000円
＜埼玉県入間市 山岸 光雄 様＞
●保育環境充実のため ぬりえセット 2,400個
＜西一丁目 松村 勇夫 様＞
問 庶務課秘書広報係（内線400）

ご利用ください
(4月28日現在)

ゆずります
★スキーセット★テニスラケット★人形
ケース★小動物用ケージ（かご）★肘掛け
座椅子★自転車★味噌桶★茶だんす★サイ
ドボード★柔道着★ポリ製桶

ゆずってください
★ノートパソコン★掃除機★車いす★電動
自転車★電子ピアノ★子ども用自転車（補
助輪付、女の子用）★介護用歩行器★変速
機付自転車★電動フライヤー★こたつ★子
ども服（男の子用150～170㎝）★自転車★
チャイルドシート★女性用スキーセット★
農機具★ワープロ
問い合わせ・申し込み先
市民課生活交通安全係（内線238）
平成22年５月号
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