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大田文化の森
催し案内

　令和3年第1回区議会定例会は、2月16日㈫～3月25日㈭に開かれる予定です。
今会期の請願、陳情の受付締切は、2月10日の予定です。傍聴を希望する方は、
本会議は区役所本庁舎11階の傍聴受付、委員会は10階の議会事務局までお越し
ください。
※せきや発熱の症状があるなど、体調が優れない方は傍聴をご遠慮ください
●手話通訳者を希望する方＝7日前までに問合先へ申し込み
●FM補聴システム受信機の貸し出しを希望する方＝前日までに問合先へ申し込み
▶問合先　議会事務局庶務調査担当 ☎5744－1474　■FAX5744－1541

大田区議会定例会の開催

食品衛生監視指導計画（案）
▶縦覧場所　区HP、問合先、区政情報コーナー
▶提出方法　問合先へ郵送、FAX、Eメール（住所、氏名を明記）
▶問合先　生活衛生課食品衛生担当（〒143－0015大森西1－12－1）
　☎5764－0697　■FAX5764－0711　■EM iken-shoku@city.ota.tokyo.jp

大規模小売店舗出店計画書
●店舗名　SAISON DES LILAS　新築工事（萩中三丁目14）（854㎡）
●届出日　令和2年11月24日
▶縦覧場所　問合先
▶提出方法　問合先へ持参
▶問合先　産業振興課商業振興担当　☎5744－1373　■FAX5744－1528

縦覧・意見書提出期間 2月1日～4月30日

縦覧・意見提出期間　2月1～15日

ご意見を募集します

全て事前申込制です。
詳しくはHPをご覧ください！

https://www.bunmori-unkyo.jp/

大田文化の森イベント 検索

特別養護老人ホーム入所
優先度評価の有効期間が

満了する方へ
　優先度評価で二次に進んだ方の有効期
間は1年です。満了後も入所を希望する
方は、再度お申し込みが必要です。
次のいずれかに該当する方

①令和2年3月に優先度評価を受けた
②区内在住で原則要介護3～5の認定を
受け、初めて入所の申し込みをする
③既に申し込んでいるが、要介護度や介
護者の状況などに変更があった
※要介護1・2の方でも、特例入所要件
に該当する場合は申し込み可
問合先、地域福祉課、地域包括支援セ

ンターへ申込書（申込先で配布。区HPか
らも出力可）を持参。2月26日締め切り
※地域包括支援センターは2月27日締め
切り
介護保険課介護サービス担当

　☎5744－1258　 5744－1551

医療費のお知らせを
お送りします

　令和元年12月～2年11月の医療費を
記載した「医療費のお知らせ」を、2月9
日前後に届くように郵送します。
令和3年1月14日時点で大田区国民健

康保険に加入している方
国保年金課国保給付係

　☎5744－1211　 5744－1516

長寿健診の受診は
お済みですか

　対象の方へ受
診票を郵送して
います。受診す
る医療機関に確
認の上、3月31
日までに受診し
てください。
国保年金課後期高齢者医療給付担当

　☎5744－1254　 5744－1677

後期高齢者医療保険料
納め忘れにご注意を

　納期限は原則毎月月末です。納期限ま
でにご納付ください。
国保年金課後期高齢者医療収納担当

　☎5744－1647　 5744－1677

児童手当の振り込みを
ご確認ください

　令和2年10月～3年1月分を、2月9日
に振り込みます。金融機関によっては2
～3日入金が遅れる場合があります。
子育て支援課こども医療係

　☎5744－1275　 5744－1525

保育ママ
4月1日からの利用申し込み
次の全てに該当する

区内在住の方
①1か月に48時間以上
の就労がある（就労内
定・1か月以内の復職
見込みも可。求職中の
保育は最長2か月）
②お子さんが平成31年

4月2日～令和3年2月17日生まれで健康
（食物アレルギーもない）
③保育ママの親族（3親等以内）でない
●申込期間　2月7日㈰～13日㈯午前
8時30分～午後5時（11日を除く）
※7・13日は午前9時～午後4時
※令和3年2月1～17日生まれのお子さ
んに限り、3月1日㈪・2日㈫も受け付け
お子さんをお連れの上、母子手帳、就

労証明書を問合先へ持参
※就労証明書は、保育園入園申請で提出
済みで有効期限内であれば省略可
保育サービス課保育指導担当　

　☎5744－1643　 5744－1715

産後の家事・育児を
お手伝いします

　詳細はお問い合わせいただ
くか、区HPをご覧ください。
区内在住で、保育サービス

を受けていない3歳になる前日
までのお子さんを育児中の世帯
月～土曜、午前9時～午後9時

（日曜、休日、年末年始を除く）
1時間1,000円（2時間から利用可。お

子さん1人につき年間18時間が上限）
※免除制度有り
区HPから電子申請。問合先へ申請書（問

合先で配布）を郵送か持参も可。申請後、
「大田区産後家事・育児援助事業利用決定
通知書」が届いたら、区指定事業者へ利
用日時を予約
※免除制度利用者は、別途必要書類有り
子ども家庭支援センター相談調整担当

　☎6410－8551　 3763－0199

保育サービスアドバイザーの
子育て相談

　保育施設のご案内や、子育て
に関する相談をお受けします。
保育園の入所手続きは、動画で
も紹介しています。
　詳細は区HPをご覧ください。
妊娠中の方、乳幼児の保護者　
月～金曜、午前8時30分～午後4時　
問合先へ電話

※電話相談は予約不要
※出張相談は会場によって申込方法が異
なります
保育サービス課保育利用支援担当　

　☎5744－1617　 5744－1715

空港臨海部グランドビジョン
専門部会

2月5日㈮午前10時から
区役所本庁舎11階
先着8名
当日会場へ
都市計画課計画調整担当

　☎5744－1332　 5744－1530

内職相談
　在宅でできる仕事を紹介し
ます（登録制）。
区内在住の方
月～金曜、午前9時～午後

5時（土・日曜、休日を除く）
※正午～午後1時は相談できません
問合先へ電話。問合先HPからも申し

込み可
（公財）大田区産業振興協会

　☎3733－6109　 3733－6496

一級建築士の無料建築相談
　建築、増築、耐震診断・改修などの相
談をお受けします。
区内在住・在勤・在学の方
第1・3水曜、午後1時～4時
区役所本庁舎1階
問合先へ電話
建築調整課建築相談担当

　☎5744－1383　 5744－1558

「こどもSOSの家」
協力員

　「こどもSOSの家」は、子どもたちが
身の危険を感じたときに助けを求める避
難場所です。
自治会・町会、青少対、PTAなどに

加入している方、区内事業者で協力いた
だける方
問合先へ申請書（問合先へ電話して入

手）を郵送。問合先へ来所も可
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

イベント名 開催日時 対象・定員 申込締切
（必着）

1人物デッサンの基本、
　クロッキーを描こう！

3月6日㈯
午後1時30分～5時

小学4年生以上
抽選で15名 2月18日

2Aから始めるやさしい英会話
　（3日制）

3月9・16・23日㈫
午前10時30分～11時45分

18歳以上
抽選で15名 2月22日

3春の映画鑑賞会
　「ミニオンズ」（吹き替え版）

3月29日㈪
午前10時～11時40分

中学生以下
抽選で116名 3月12日4春の映画鑑賞会

　「僕のワンダフル・ジャーニー」
　（吹き替え版）

3月29日㈪
午後1時45分～3時40分

5春が来た！
　わくわくピアノ・コンサート

4月3日㈯
午後2時開演 抽選で110名 3月16日

▶会場・問合先
大田文化の森運営協議会（〒143－0024中央2－10－1大田文化の森4階）
☎3772－0770 3772－0704

▶費用 15500円（5未就学児無料）21,500円
▶申込方法　問合先へ往復はがき（1枚につき1講座）。問合先HPからも申し込み
可。同伴者342名（保護者同伴可）51名まで記名可　

▲
詳細はコチラ

ご注意ください！
　新型コロナウイルス感染症の影
響により、本紙や過去の「おおた区
報」掲載の催しなどが中止・延期に
なる場合があります。各催しの問
合先にご確認いただくか、区HPで
最新の情報をご確認ください。

4月2日～令和3年2月17日生まれで健康
（食物アレルギーもない）
③保育ママの親族（3親等以内）でない
●申込期間　2月7日㈰～13日㈯午前
8時30分～午後5時（11日を除く）
※7・13日は午前9時～午後4時
※令和3年2月1～17日生まれのお子さ

空港臨海部グランドビジョン
専門部会

2月5日㈮午前10時から
区役所本庁舎11階

※費用が記入されて
　いない催しなどは
　原則無料です

はがきなどで
申し込む場合
の記入例

情報箱
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し の ❶
❷
❸
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催しなどの名称
〒住所
氏名（ふりがな）
年齢（学年）
電話番号
その他必要事項

がな）
年）

要事項
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