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法律相談（予約制）３月１９日（月）・４月９日（月）午後１時～

編 集

中 区 役 所

※予約照会先 市役所市民相談室（西庁舎１階）�９７２‐３１６０・３１６１まちづくり推進室
〒４６０―８４４７
栄四丁目１番８号
代表 �２４１‐３６０１

�２６１‐０５３５

区の人口 ７１，１６１人 世帯数 ４２，１２７世帯 （１９年１月１日現在）
名古屋のまん中なかなかＮＥＴ リンク集など盛りだくさんです。
ホームページアドレス http : //www.naka―net.city.nagoya.jp

● 広報なごや 平成１９年 月号 中 区１２



春は引越しに伴うごみが多くなります。家庭から出るごみをまとめ

て出しますと収集業務に支障をきたしますので、小分けにして計画的

に出すようにしてください。一度に大量のごみを処理する必要がある

場合は、下記のいずれかの方法で処分してください。

１ ご自分で直接、市の処理施設へ搬入する
可燃ごみの搬入場所（月～金） →富田工場（中川区）

不燃ごみの搬入場所（月・火・木・金）→大江破砕工場（港区）

不燃ごみの搬入場所（水） →愛岐処分場

（岐阜県多治見市）

処理施設での処分手数料は１�２０円です。
ただし、１�あたりの重量が２００�以下のときは１�まで
ごとに４，０００円です。

搬入の手順
中環境事業所で搬入申請手続きを行ってから、市の処理施設へ

搬入します。なお、資源は搬入することができません。搬入にあ

たっては遵守事項がありますので、事前に中環境事業所にお尋ね

ください。

２ 許可業者に処理を依頼する
名古屋市一般廃棄物事業協同組合（�９６１―５３８３）にお問い合わせ

ください。

※粗大ごみは事前電話申し込みにより各戸収集します。
各地域で決められた収集日の１週間前までに、粗大ごみ受付セ

ンター（�０１２０―７５８―５３０）に電話でお申し込みください。携帯電
話、愛知県外からのお申し込みは�９５０―２５８１にお電話ください。

次のものは、市では収集しません
○家電リサイクル法の対象となる家電製品
家電リサイクル法の対象となる家電製品（エアコン、ブラウン管

式テレビ、電気冷蔵庫および電気冷凍庫、電気洗濯機）は市では収

集・受け入れをしません。小売店又は家電リサイクル受付センター

（�４８２―３１６７）にお申し込みください。ただし、家電リサイクル受
付センターは、平成１９年３月１６日までの受け付けとなります。

○パソコン
資源有効利用促進法に基づく使用済み家庭用パソコンはパソコン

メーカーによるリサイクルが行われています。市では収集・受け入

れをしません。各メーカー又はパソコン３Ｒ推進センター（�０３―
５２８２―７６８５）にお申し込みください。

家庭からの引越しごみの出し方について

【照会先】中環境事業所 �２５１―１７３５ �２５１―１７３６

大大ききなな木木やや古古いい木木はは、、そそれれだだけけでで私私たたちちのの「「宝宝物物」」でであありり、、ここれれをを後後世世にに残残ししてていいかかななけけれればばななららなな
いいとと考考ええてていいまますす。。今今回回はは、、ここれれかからら花花がが楽楽ししめめるる木木をを紹紹介介ししまますす。。一一度度、、ごご覧覧ににななっっててくくだだささいい。。

能楽堂横のシダレザクラ

桜の名所は、名古屋城、那古野神社な

どがよく知られていますが、お薦めし

たいのがここ。４月上旬が見ごろです。

選挙豆知識「期日前投票」
選挙人が、選挙の当日仕事などの用事で投票所にいけないとき

には、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において、

選挙の当日と同じく投票を行うことができ、期日前投票といいま

す。選挙期日の公示（告示）の日の翌日から選挙の期日の前日ま

での毎日、午前８時半から午後８時まで、日曜日や祝日でもする

ことができ、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会の指

定した場所に設けられる期日前投票所において、受け付けます。

【照会先】中区選挙管理委員会事務室 �２６５―２２１７ �２６１―０５３５

名古屋市議会議員一般選挙・愛知県議会議員一般選挙
４月８日（日）午前７時～午後８時

名古屋城のヒトツバタゴ（ナンジャ

モンジャ）正門を入った梅林の一角

に植えられています。ほかにも、大

津通矢場町交差点南にも植えられて

います。５月が見ごろです。

もう一度、わが家の可燃ごみをチェック！

ごみの減量・リサイクルにご協力ください

リサイクルステーション

※第２・４火曜日の受付時間は、正午から午後１時を除く。

資源化できる古紙類
新聞、雑誌、ノート、

段ボール、カタログ、

カレンダー、はがき、

紙ファイル、コピー用紙、

封筒、名刺、

トイレットペーパーの芯、

ラップの芯、メモ用紙

封筒は窓の透明フィルムを

取って

小さい紙類は紙袋に入れて

緊緊急急ごごみみ減減量量キキャャンンペペーーンン

緊急ごみ減量キャンペーンの取り組みの一つとして、２月１５・１６

日に、市職員と地域の役員の方が区内のごみ集積場を巡回しまし

た。ごみの出し方の状況を調査し、分別が不十分な袋には、シール

をはって、資源とごみの分別の徹底を呼びかけました。

中警察署前のハナキササゲ（カタ

ルパ）中警察署の向かいのどんぐ

り広場の隅にあります。大正５年

ごろ植えられたものと考えられて

います。５月中旬が見ごろです。

チェック１

可燃ごみの４３％をし

める生ごみ。実はその

約８割が水分です。

台所でしっかり水を切

るだけで、ごみ減量に

なります。

チェック２

資源化できる紙類が、可燃

ごみの２０％をしめるごみとし

て出されています。

リサイクルすれば、ごみ減

量になり、森林を守ることも

できます。

ごみで燃やせば、二酸化炭

素を増やすだけ。古紙類は地

域の集団資源回収に出すか、

リサイクルステーションに持

ち込みましょう。

１１月月号号中中区区版版にに掲掲載載

ししままししたた「「中中区区制制１１００００

周周年年カカウウンントトダダウウンン

おお年年玉玉ククイイズズ！！中中区区

のの今今昔昔」」にに多多数数ののごご

応応募募ををいいたただだききあありり

ががととううごござざいいまましし

たた。。２２月月中中旬旬にに、、正正

解解者者のの中中かからら抽抽選選でで

３３００人人のの方方ににユユリリカカをを

おお送送りりししままししたた。。なな

おお、、正正解解はは次次ののととおお

りりでですす。。
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開 催 場 所 所 在 地 開 催 日 受付時間

東別院

東参道入り口駐車場
橘二丁目８番５５号

第２・４火曜日

第１・３木曜日

午前１０時～

午後２時

※

松坂屋ストア千代田店

駐車場

千代田四丁目

１３番１号
毎週火曜日

午前１０時～

午後２時
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平成１９年（度） 平成１８年（度） 負担増減額

市・県民税 ９７，０００ ４９，３００ ４７，７００

所 得 税 ４４，０００ ７９，２００ ▲３５，２００

合 計 １４１，０００ １２８，５００ １２，５００

給与所得者 年金所得者 事業所得者

市・県民税の変更 平成１９年６月以降に支払われ
る給与から

平成１９年６月の税額から
平成１９年６月の税額
から

所得税の変更 平成１９年１月以降に支払われ
る給与から

平成１９年１月以降に支払わ
れる年金から

平成２０年３月の確定
申告から

税負担 所得税の減少が先行 所得税の減少が先行
市・県民税の増加が
先行

前前津津児児童童館館
�２６２―６２９９ �２６２―６２９９

中中ススポポーーツツセセンンタターー
�２３２―２３２７ �２３２―２３６４

開 催 日 開 催 時 間

３月１３日（火）
午前１０時３０分～１１時

午後１時３０分～２時

開 催 日 開 催 時 間

３月１５日（木） 午前１０時３０分～１１時

３月２２日（木）

３月３０日（金）
午後１時３０分～２時

こんな時には、すぐ１１０番

○駐車車両の中をのぞき込んでいる

○留守の隣家で窓ガラスの割れる音がした

○留守の隣家で物音がする

○隣家の飼い犬が、異常なほえ方をしている

○マンションの通路で、２～３人が周囲の様

子をうかがっている

○深夜に閉店しているはずの店の中で人影が

ある

○パトカーに追われていた人が、隣家の庭に

逃げ込んだ

○住宅街で付近の様子をうかがいながらうろ

ついている

警察の捜査には皆さんのご協力が必要です

ので、不審な人を見かけたら迷わず１１０番をし

ていただきますようお願いします。

【中警察署】�２４１―０１１０
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平成１９年から税源移譲によって市・県民税は、どう変わるの？（年金収入の方）
【夫婦２人、年金収入が毎年３００万円のモデルケース】

※平成１９年度の市・県民税と所得税の合計額が、平成１８年度より１２，５００円増えているのは、

定率減税が廃止されたことによるものです。

※年金受給者が６５歳以上、配偶者は控除対象配偶者で、一定の社会保険料が控除されるもの

として計算しています。

市・県民税と所得税の納付方法によって税源移譲の影響が出る時期に
ズレがあります。
税源移譲に伴い、ほとんどの納税者の方は、市・県民税が増加し、所得税が減少しますが、

その改正の影響が生じる時期については、市・県民税と所得税の納付方法によって異なります。

【照会先】区役所市民税課 �２６５―２２５９ �２６５―２２６９

�美術クラブ員募集
４月～９月の原則第１・３土曜日の午後２

時～４時に活動します。興味のある方、ぜひ

参加ください。

�対象 小学１年～４年生

�定員 ２２人

�費用 １，０００円

�申込 ３月１７日（土）午前１０時～

�幼児と保護者対象
�ママと遊ぼう
�日時 ３月１３日（火）、４月１０日（火）

午前１０時３０分～

�自由参加
�将棋ひろば
初心者でも参加できます。

�日時 ３月２４日（土）

午前１０時～

hhttttpp::////wwwwww44..ooccnn..nnee..jjpp//～～mmaaeezzuu――jjii

前前津津児児童童館館
ホホーームムペペーージジ
オオーーププンン��
前津児童館で活動している各ク

ラブの紹介や行事案内などを載せ

ています。ぜひ、ご覧ください�

３

救急車の出動は年々

増加し、昨年市内では

１０万件を超えました。

その中には、「救急車

は、タダ…」「お酒を飲

み過ぎて…」など緊急

性が無い場合や、自分

で病院へ行けるにもかかわらず救急車を要請

するケースもあります。

生命にかかわる方を一刻も早く搬送するの

が、救急車本来の姿です。救急車を呼ぶ程の

ことはないけが、病気のときは、愛知県救急

医療情報センター�２６３―１１３３（イイミミ）で、
お住まいに近い診察できる病院をお知らせし

ています。

「救急車の適正利用」にご理解とご協力をお

願いします。

【中消防署】�２３１―０１１９

救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車はははははははははははははははははははははははははははははははははははは適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正正利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用をををををををををををををををををををををををををををををををををををを������������������������������������

区内に所在する土地、家屋の縦覧を行いま

す。縦覧される場合は、平成１９年度の納税通

知書と課税明細書をお持ちください。

�期間 ４月２日（月）～５月１日（火）

（土・日曜、４月３０日を除く）

�時間 午前８時４５分～正午

午後１時～５時

�会場 区役所３階 固定資産税課

【照会先】区役所固定資産税課

�２６５―２２７１・２２７４ �２６５―２２６９

固固定定資資産産税税のの縦縦覧覧ののおお知知ららせせ

ホームページオープン�
http : //www.nakakko―net.jp 「なかっこ★ねっと」

は子育てに関する情報を発

信しています。区内で開催してい

る事業を中心に紹介しています。

一度ご覧ください。

○遊び場…園庭開放など、就学前の幼児とその保護者が自由に遊べる場所の紹介
○サロン…乳幼児を持つ母親の交流の場所の紹介
○クラブ、教室…就学前の幼児とその保護者を対象に継続して行う事業の紹介
○講座、勉強会…１回および数回限りの子育てに関する事業の紹介
○相談…子育ての悩みなどを相談できるところの紹介
○イベント情報…おまつりやクリスマス会などの季節行事の紹介。

主催 子育て支援ネットワークグループ 「なかっこ★ねっと」

【照会先】区役所民生子ども課

�２６５―２３３２ �２４１―６９８６

転勤、入学・卒業など

の引越しによる水道の使

用開始、使用中止のお届

けは、下記までお早めに�
インターネットでのお届けも受け付けています。

【照会先】

◎上下水道局お客さま受付センター（年中無休）
�８８４―５９５９ �８７２―１２９６

平日 午前８時～午後７時

土・日曜日、休日 午前８時～午後５時

◎上下水道局中営業所

�３２２―７７６０ �３２２―５０７５
◎上下水道局ホームページ

http : //www.water.city.nagoya.jp/
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平成１９年７・８・９月分の一般利用の受け

付けを行います。

�日時 ４月２日（月）

午前９時～９時３０分 受付

午前９時３０分～ 抽選

�会場 区役所ホール

【照会先】区役所総務課

�２６５―２２１４ �２６１―０５３５

区区役役所所ホホーールルのの利利用用受受付付

�英語に親しみながら家族で楽しむフィット
ネス（託児あり）
�日時 ３月１７日（土）

午前１０時～１１時３０分

�対象 小学生とその保護者

�定員 ２０組（託児は先着９人）

�費用 １組５４０円（含保険料）

託児は１人別途３４０円

�申込 ３月１１日（日）９時から電話、ファ

クス、窓口で受け付けます。（先着順）

�ワンポイントアドバイス
下記の日程の時間中にプールに入場されて

いる方ならどなたでも受けることができま

す。（プール入場料は必要です）

【水泳】息継ぎのポイントや泳ぎ方のチェッ
クなどをアドバイスいたします。

【水中エクササイズ】水中でのストレッチン
グやトレーニング法・リラクゼーション法な

どをアドバイスいたします。（先着５人まで）

● 広報なごや 平成１９年 月号 中 区１４



中中生生涯涯学学習習セセンンタターー
�３２１―５５１１ �３２１―５５１２

前前津津福福祉祉会会館館
�２６２―１８６９ �２４２―５７６１

西西自自動動車車図図書書館館巡巡回回日日程程
�５２１―１４５１ �５２１―１４５３

実 施 日 対象学区 会 場 受 付

３／２６（月） 全 学 区 中 保 健 所 ９：３０～１０：００

実 施 日 対 象 受 付

４／１０（火） 平成１８．１２．１～１２．２０生 ９：００～９：１５

実 施 日 対 象 受 付

３／１５（木） 平成１７年８月生 １３：１５～１３：４５

場 所 実 施 日 電 話

中 川 保 健 所 毎週火・水・木 ３６３―４４６３

名古屋市医師会
健診センター

毎週日曜日 ９３７―８４６０

実施日 学区 受付

４／１０（火） 名城・栄・新栄

１４：００～１５：００

４／１７（火） 御園・千早・老松

４／２４（火） 大須・平和・正木

５／８（火） 松原・橘

区分 実施日 内容 受付

１日目 ３／１９（月）
体脂肪測定、試食

医師・栄養士の話
１３：１５

～

１３：３０２日目 ３／２７（火）
血圧測定、健康体操

保健師・歯科衛生士の話

むし歯予防教室

実 施 日 対 象 受 付

３／２２（木）
平成１７年３月生 １３：００～１３：２０

平成１６年９月生 １４：００～１４：３０

４／５（木）
平成１７年４月生 １３：００～１３：２０

平成１６年１０月生 １４：００～１４：３０

歯ッピー教室

実 施 日 対 象 受 付

３／２７（火）
平成１５年９月生 ９：００～９：２０

平成１８年３月生 １０：００～１０：１５

実施日 対 象 受 付

４／６（金）
千早公園 １０：００～１１：３０

新栄公園 １３：００～１４：３０

４／９（月）
本町公園 １０：００～１１：３０

白川公園（南東角）１３：００～１４：３０

４／１０（火）東別院（南側）
１０：００～１１：３０

１３：００～１４：３０

４／１１（水）
仲ノ町公園 １０：００～１１：３０

中保健所 １３：００～１４：３０

�なかふれあい座 講演会
「大魔王信長」

�日時 ３月１４日（水）午後２時～４時

�定員 一般６６人（先着順）

�講師 郷土史研究家 梶野 渡さん

�高齢者しごと相談
毎週金曜日

５０歳以上の方

�健康相談 第２・４木曜日

午後２時～

どなたでも無料で本が借りられる動く図書

館です。一人８冊借りられます。

日程・駐車時間は次のとおりです。

�長岡公園 ３月１５日（木）

午前１０時～１１時

●市民健診

�胸部Ｘ線間接撮影（結核健診）
�対象 １５歳および１８歳（健診時の年齢）以

上の方（妊娠中の方・治療中の方は

除きます）。４０歳以上の方（今年度中

に４０歳になる方を含む）は、肺がん

検診も兼ねています。

�成人基本健康診査（血圧測定・尿検査・血
液検査など）

�対象 ４０歳以上の市民の方（今年度中に４０

歳になる方を含む）。

�料金 １，０００円【免除制度あり】

�大腸がん検診（免疫便潜血検査）
�対象 成人基本健康診査を受診された方で

希望者

�料金 ５００円【免除制度あり】

�Ｃ型・Ｂ型肝炎ウイルス検査
（問診、血液検査）

�対象
（１）成人基本健康診査を受診され、今年度

中に４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳、

６５歳、７０歳になる方で希望者

（２）成人基本健康診査を受診され、今年度

中に４０歳から７０歳になる方で次のいず

れかに該当する希望者

ア 過去に輸血を受けたことがある

イ 過去に肝機能異常を指摘されたこと

がある

�料金 １，０００円【免除制度あり】

※健康手帳をお持ちの方は、

持参してください。市民健

診では、診断書・証明書の

発行は行いません。���
については市内の協力医院

・病院でも受診できます。

●乳幼児健康診査
【３カ月児】

※４月１２日（木）に生後３カ月以上６カ月未満

の乳児を対象にＢＣＧ接種を行います。

（受付時間 午前９時１５分～１０時）

【１歳６カ月児】

�持ち物 母子健康手帳、筆記具

●胃がん・大腸がん検診（予約制）
�日時 毎週月・水・金曜日

午前９時～９時３０分受付

�対象 ４０歳以上の市民の方（今年度中に４０

歳になる方を含む）。妊娠中および胃

疾患で治療中の方は除きます。

�料金 １，４００円（胃がん検診のみは９００円）

【免除制度あり】

�他施設のご案内

※市内の協力医院・病院でも受診できます。

予防接種は市医師会の協力で実施します。

接種の際は「予防接種と子どもの健康」をよ

くお読みください。

�持ち物 母子健康手帳（本冊・別冊）

●指定医療機関で受ける予防接種
�三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）
�麻しん風しん混合
※指定医療機関に予約をしてから受けてくだ

さい。

●保健所で受ける予防接種
【ポリオ（急性灰白髄炎）予防接種】

�対象 生後３カ月から９０カ月未満の乳幼児

（できるだけ生後１８カ月までに接種）

�回数 ６週間以上の間隔をあけて２回接種

（通常春１回、秋１回）

※都合の悪い方は、他の学区の実施日にお越

しください。

●子育て総合相談
�日時 月曜日～金曜日

面接 午前９時～午後４時３０分

電話相談 �２６９―７１５５
午前８時４５分～午後５時１５分

●子育てサロン「マンマ・ママ」（予約制）
初めての赤ちゃんを子育て中のお母さんや

妊婦さんなどの交流と情報交換の場です。

１歳の誕生月まで参加できます。

�日時 毎週月曜日または木曜日

午前１０時～正午

�場所 中区在宅サービスセンター３階

※申し込みは中保健所へ

●母乳相談（予約制）
�日時 ３月１９日（月）

午後１時１５分～２時４５分受付

�対象 母乳不足や卒乳などでお困りの方

�内容 個別相談と交流会

�持ち物 母子健康手帳、タオル２本、ビニー

ル袋小１枚

●生活習慣病予防教室（予約制・２日コース）
高脂血症・高血圧症・糖尿病といった生活

習慣病を予防するための教室です。

�定員 ３０人（先着順）

�申込期限 ３月１２日（月）

●精神保健福祉相談（予約制）
�日時 毎週金曜日 午後３時～４時３０分

●エイズ検査・梅毒検査
�日時 毎週金曜日 午後３時～４時受付

�エイズ検査
料金無料。匿名で行います。ただし、証明

書発行を希望する方は別途記名をしていただ

き、料金１，２６０円が必要です。

�梅毒検査
料金１，３６５円、追加検査は料金２５５円

●Ｃ型・Ｂ型肝炎ウイルス検査
�日時 毎月第１月曜日

午前９時３０分～１０時３０分受付

�料金 Ｃ型・Ｂ型両方 １，２８５円

Ｃ型のみ １，０５５円

Ｂ型のみ ３２５円

※一部の方は、市民健診でも受けられます（料

金１，０００円）。詳しくは保健所へお問い合わ

せください。

●歯の健康のために

�内容 歯科検診

フッ素塗布（料金７２０円）

�持ち物 母子健康手帳、歯ブラシ、タオル

【検診料金免除制度】
次の方は検診が無料になります。

�７０歳以上の方（今年度中に７０歳になる方も
含みます）

�市民税非課税世帯（１０日程前までに保健所
へ申し出てください。印鑑が必要です）

�生活保護世帯（区役所で発行する生活保護
受給証明書を持参してください）

�名古屋市医療費助成制度対象者（障害者医
療・ひとり親家庭等医療の各医療証を持参

してください）

�福祉給付金資格者（資格者証を持参してく
ださい）

※��は介護保険料納入通知書（保険料段階
第１段階、第２段階および第３段階表示の

方）の提示でも可能です。

●狂犬病予防注射

生後９１日以上の犬は、毎年１回の狂犬病予

防注射が必要です。

お近くの会場に、通知はがき（登録済の場

合）を持参してください。

※雨天でも実施します。都合の悪い方は、開

業獣医で狂犬病予防注射を受け、保健所で

手続きをしてください。

【登録済の飼犬】３，３００円
（注射料２，７５０円、注射済票交付手数料５５０円）

【新規登録の飼犬】６，３００円
（登録料３，０００円、注射料２，７５０円、注射済票交

付手数料５５０円）

３中 区 広報なごや 平成１９年 月号 ●１５


