
固定資産税の土地・家屋の
価格の縦覧（23区内）

令和3年1月1日現在、23区内に土地・
家屋を所有する納税者
●縦覧期間　4月1日～6月30日（土・日
曜、休日を除く)
●縦覧場所　土地・家屋が所在する区に
ある都税事務所
※納税通知書は6月1日に発送予定
大田都税事務所　☎3733－2411

教育委員会定例会
4月22日㈭午後3時から

　5月24日㈪午後2時から
　6月24日㈭午後2時から
ニッセイアロマスクエア5階（蒲田5－

37－1）
抽選で各16名
当日会場へ

※手話通訳・要約筆記希望は開催7日前
までに問合先へ電話かFAX
教育総務課庶務係

　☎5744－1422　 5744－1535

カラス被害相談専用電話
　私有地内の巣は、土地所有者が承諾し
た場合は無料で撤去します。道路や公園、
公共施設、電柱などの巣は、管理者の連
絡先をお知らせします。巣から落ちたヒ
ナに近づくと、親ガラスから威嚇や攻撃
を受けますので、ご相談ください。
●相談専用電話　☎5747－2339
●開設・受付期間　4月1日～7月31日、
午前9時～午後5時15分（土・日曜、休日
も受け付け）
環境対策課環境推進担当

　☎5744－1365　 5744－1532

老いじたく相談
～人生100年！自分らしく
明るく暮らしていくために～

　遺言・相続・不動産登記など、将来へ
の不安や疑問を司法書士などの相談員が
お受けします。
4月14・21日、5月12・26日、6月9・

23日、7月7日㈬午前9時30分～午後0
時30分（1人50分）
大田区社会福祉センター
先着各3名
問合先へ電話。4月1日から受け付け
おおた成年後見センター

　☎3736－2022　 3736－5590

子育て世帯の相談会
　子育て世帯の日常生活の相談（住まい、
仕事、家計など）を専門の相談員に無料
で相談できます。相談中は、お子さんの
一時預かりも可能です。

4月26日㈪＝蒲田地域庁舎　
　　5月25日㈫＝調布地域庁舎　
　　6月25日㈮＝大森地域庁舎
※いずれも午後1時～4時
当日会場へ（事前予約も可）
JOBOTA（ジョボタ）

　☎6423－0251　 6423－0261

離婚と養育費にかかわる
総合相談

　無料の弁護士相談です。離婚前後の生
活相談もお受けします。
※会場は申し込み時にお伝えします
未成年のお子さんの保護者
5月29日㈯午前10時～午後4時（1人1

時間）

先着12名
4月1～30日に問合先へ電話
福祉管理課調整担当

　☎5744－1244　 5744－1520

中小企業融資あっせん相談
（開業資金）

区内で開業する方
月～金曜（休日を除く）、午前9時～

午後4時
※午前11時～午後1時を除く
産業プラザ
当日会場へ
産業振興課融資係

　☎3733－6185　 3733－6159

絆サポーター
　高齢者や産前産後の
世帯を訪問し、簡単な
家事の支援を行います
（謝礼金有り）。
区内在住の18歳以上

の方
問合先へ電話
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎5703－8230　 3736－5590

おおた高校生ボランティア
追加募集中！

　東京2020大会のボラン
ティア活動を通して、一生
に一度の思い出を残そう！
区内在住・在学で令和3年

4月1日時点に15～17歳の方
●活動日　7～9月の希望する日（1～2日
程度）
問合先へ登録申請書（区HPから出力

可）を郵送か持参。4月20日必着
※持参は平日午前9時～午後5時に受け
付け
スポーツ推進課東京オリンピック・パ

ラリンピック推進担当
（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1189　 5744－1539

意見交換会開催！
～羽田空港跡地の公園を
みんなで考えよう～

　羽田空港跡地に新しく整備
する公園について、アイデア
を話し合いませんか。詳細は
区HPをご覧ください。
5月22日、6月12・26日㈯

午前9時30分～午後0時30分
※全日程への参加が要件です
産業プラザ
抽選で30名程度
区HPから電子申請。問合先へ所定の

用紙（問合先、特別出張所、図書館で配
布）を郵送かFAXか持参も可。4月23日
必着
空港まちづくり課空港まちづくり担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1650　 5744－1528

清掃・リサイクル協議会委員
区内在住の18歳以上で、資源やごみ

に関心のある方
●任期　令和3年7月～5年6月

●募集人数　若干名
●選考方法　書類選考、面接
問合先へ所定の用紙（問合先、清掃事

務所で配布。区HPからも出力可）を郵送
か持参。4月26日必着
清掃事業課清掃リサイクル担当

　☎5744－1374　 5744－1550

青少年問題協議会委員
区内在住・在勤・在学で青少年に関す

る区の総合的施策に関心・熱意のある方
（国籍は問わないが、日本語が理解でき
る方に限る）
●任期　令和3年7月1日～5年6月30日
●募集人数　2名
●選考方法　書類選考後、面接
問合先へ所定の用紙（問合先、特別出

張所、図書館で配布。区HPからも出力可）
を郵送か持参。5月7日必着
地域力推進課青少年担当　

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1223　 5744－1518

地域力応援基金助成事業実施団体
（スタートアップ助成）

　公益性が認められ、社会貢献につなが
る非営利事業に助成します。
●助成対象期間　令和3年4月1日～4年
3月31日
●助成額　最大20万円
区民活動情報サイト（オーちゃんネッ

ト）に登録し、設立からおおむね5年以
内の団体
4月7日～5月7日（午後5時必着）に問

合先へ事前連絡の上、申請書（問合先で
配布）に必要書類を添付し持参
※申請に関する相談も受け付けています
（予約優先）
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1204　 5744－1518

区立中学校の柔道指導員
　1日4～5時間、授業で教員と一緒に指
導。詳細はお問い合わせください。
大学生で柔道二段以上の方

●勤務期間　令和3年9月～4年3月（予定）
●謝礼　1時間3,000円（源泉徴収有り）
教育総務部指導課

　☎5744－1435　 5744－1665

区立児童館などの夏季補助員
　児童館事業や学童保育業務
の補助。詳細は区HPをご覧
ください。
児童館や学童保育に興味が

ある方、子育ての経験を生か
したい方（資格不要）
●勤務期間　7月1日～8月31日
●勤務条件　週3日、午前8時30分～午
後7時15分の間で実働7時間45分
●報酬など　日額8,142円（交通費支給
有り）
●募集人数　30名程度
●選考方法　書類選考後、面接
4月1～23日に問合先へ申込書（写真

貼付）を郵送か持参
※申込書は区HPから出力するか、問合
先で入手可
子育て支援課子育て支援担当

　☎5744－1272　 5744－1525

計画を策定しました
◆令和3年度大田区食品衛生監視指導計
画
●閲覧場所　区HP、問合先、区政情報

コーナー
生活衛生課食品衛生担当

　☎5764－0697　 5764－0711
◆おおた障がい施策推進プラン
●閲覧場所　区HP、問合先、区政情報
コーナー、地域福祉課、さぽーとぴあ
障害福祉課障害者支援担当　

　☎5744－1700　 5744－1592
◆おおた高齢者施策推進プラン
●閲覧場所　区HP、問合先、地域福祉課、
地域包括支援センターほか
高齢福祉課高齢者支援担当　

　☎5744－1430　 5744－1522
　介護保険課計画担当　
　☎5744－1732　 5744－1551

保護樹木・緑地制度を
ご存じですか

　区内の貴重な緑の保護のた
め、一定基準以上の樹木や緑
地を保護樹木・緑地に指定し、
維持管理費用を補助します。
詳細は区HPをご覧ください。
環境対策課環境推進担当

　☎5744－1365　 5744－1532

郷土博物館
4月1日から再開館・
常設展示リニューアル！

　郷土博物館が生まれ変わります。「地中
に刻まれた歴史」「農漁村の風景」「馬込文
士村」「近代化とまち」などのテーマと展示
物で区の歴史を語る“おおたモノ語り”を、
ぜひお楽しみください！
郷土博物館　

　☎3777－1070　 3777－1283

（公財）大田区文化振興協会
動画コンテンツ

「オンライン あーと シアター」
　公式Y

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeチャンネル
では、文化・芸術に関するアー
トな動画を配信中！区内在住
の人間国宝に焦点を当てた
「おおた和の祭典特別動画『つ
なぐ』」や、龍子記念館の作品解説などを
ご覧いただけます。
（公財）大田区文化振興協会
　☎3750－1611　 3750－1150

山王草堂・尾﨑士郎記念館
ギャラリートーク

4～7月の第1土曜
①午前11時～正午②午後1時～2時
山王草堂記念館集合（尾﨑士郎記念館

解散）
先着①②各10名
問合先へ電話
龍子記念館「山王・尾﨑ギャラリートー

ク」係
　☎ 3772－0680

パパの手で作る赤ちゃんの
ハッピータイム（2日制）

　人気のベビーダンスと親子
遊びを通して、パパの子育て
デビューを応援します。
第1子（首が座っている生後

3か月～ハイハイ）のお子さん
と、区内在住・在勤・在学の父親
5月9・23日㈰午前10時～11時30分
抽選で12組
問合先へFAX（記入例参照。お子さん

の名前、月齢も明記）。電子申請も可。
5月1日必着

エセナおおた　
　☎3766－4586　 5764－0604

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ
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3大田区報　令和 3年 4月 1日号

新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。催しなどにご参加の際は、マスク着用などの感染症対策にご協力をお願いします。

はがきなどの記入例　①催しなどの名称　②〒住所　③氏名（ふりがな）　④年齢（学年）　⑤電話番号　⑥その他必要事項




