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ひとり暮らし高齢者登録の
ご案内を郵送します

　普段の見守りのために、緊急連絡先を
登録する制度です。10月中旬に対象の
方へ「ひとり暮らし高齢者登録」のご案内
を郵送します。
次のいずれかに該当する1人世帯の方

①65歳以上で、令和2年9月23日～3年
9月14日に区内に転入しているか、新た
に1人世帯となっている
②令和4年1月1日時点で65・70歳
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎ 5744－1250　 5744－1522

口座振替をご利用ください
　特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自
動車税、国民健康保険料、後期高齢者医
療保険料、介護保険料を納付書でお支払
いの方は、納め忘れのない口座振替をご
利用ください。
口座のある金融機関かゆうちょ銀行

へ、口座振替依頼書、預貯金通帳、届出
印を持参。問合先へ口座振替依頼書を郵
送も可（後期高齢者医療保険料を除く）
特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自

動車税＝納税課収納推進担当
　☎ 5744－1205　 5744－1517
国民健康保険料
＝国保年金課国保料収納担当
　☎ 5744－1209　 5744－1516
後期高齢者医療保険料
＝国保年金課後期高齢者医療収納担当
　☎ 5744－1647　 5744－1677
介護保険料＝介護保険課収納担当
　☎ 5744－1492　 5744－1551

在宅で医療を受けたい方のために
　往診などに関する相談をお受けします。
区内在住の方と家族

●在宅医療相談窓口専用ダイヤル
　☎ 5744－1632
（午前9時～正午。休日・年末年始を除く）
※お住まいの地区ごとに相談受付日が異
なります
大森地区＝火曜、第2・4金曜
田園調布地区＝月・木曜
蒲田地区＝水曜、第1・3・5金曜
健康医療政策課地域医療政策担当

　☎ 5744－1264　 5744－1523

こころの健康を保つには？
　私たちは日々、心と体にさまざまなス
トレスを受けています。コロナ禍が長期
化し、不安や生きづらさなど、さらなる
ストレスを感じることも多い状況です。
対処法として、信頼する人に話をする、
社会との接点を持つ、体を動かすなどの
セルフケアがあります。問合先でも精神
科医師や保健師による相談を行っていま
すのでお気軽にご相談ください。
地域健康課健康事業係

大森　☎ 5764－0662  5764－0659
調布　☎ 3726－4147  3726－6331
蒲田　☎ 5713－1702  5713－1509
糀谷　☎ 3743－4163  6423－8838

障がい別相談会
1精神障がい「高齢化した当事者と家族
の地域生活安定について」
区内在住の精神障がいのある方と家族
10月16日㈯①講演会＝午前10時～正

午②相談会＝午後1時～3時
2発達障がい「ひきこもりについて学ぼ
う」
障がいのある方かその家族
11月25日㈭午前10時～正午

◇12ともに◇
先着130名 220名
問合先へ電話
さぽーとぴあ

　☎ 5728－9433　 5728－9437

高齢者福祉計画・
介護保険事業計画推進会議
区内在住・在勤の方
10月25日㈪午後1時30分～3時30分
蒲田地域庁舎
先着5名程度
問合先へ電話。10月22日締め切り
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎ 5744－1257　 5744－1522
介護保険課介護保険担当
　☎ 5744－1732　 5744－1551

青少年問題協議会
11月9日㈫午後2時～4時
区役所本庁舎11階
先着5名
問合先へ電話。10月26日締め切り
地域力推進課青少年担当

　☎ 5744－1223　 5744－1518

令和4年度実施
地域力応援基金助成事業

　福祉、環境、まちづくり、教育など公
益性が認められ、社会貢献につながる区
民を対象とした非営利事業に助成金を交
付します。
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6年以上
経過している　※過去に地域力応援基金
助成事業で採用された団体は、実施終了
から2年以上経過していること
●対象事業の期間
令和4年4月1日～5年3月31日
●助成金額
•チャレンジ助成（新たな地域課題や新規
事業にチャレンジし、地域の連携・協働
の深まりが期待できる事業への支援）
＝1団体200万円まで
•チャレンジプラス助成（チャレンジ助成
の対象で区の提示したテーマに即した事
業への支援）＝1団体250万円まで
●申請期間
10月14日～11月15日午後5時必着
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　
※申請に関するご相談は随時受け付けて
います（予約優先）
◆説明会
10月14日㈭午後6時30分から
消費者生活センター
問合先へ電話かFAXかEメール(団体

名、参加者氏名、電話番号を明記)
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎ 5744－1204　 5744－1518
j-kyoudou@city.ota.tokyo.jp

視覚障害者ガイドヘルパー
同行援護従業者養成研修一般課程を修

了していてガイドヘルパーとして活動が
可能な方
●業務内容　視覚障がい者の外出のサ
ポート、視覚情報の提供など
問合先へ電話の上、履歴書（写真貼付）、

修了証明書の写し、登録ヘル
パー申込書（問合先HPから出
力）を郵送　
※面接有り
（社福）大田区社会福祉協議会

（〒144－0051西蒲田7－49－2）
　☎ 3736－5560　 3736－2030

建設リサイクル法に基づく
全国一斉パトロール

　10月18～22日に区職員、労働基準監
督署職員が建築物解体の工事現場を立ち
入り調査します。特定建設資材分別の実
施、石綿の適正除去、施工者の建設業許
可票や解体工事業の登録票の掲示などを

確認し指導します。
建築調整課建築相談担当

　☎ 5744－1383　 5744－1558

駅前放置自転車クリーンキャンペーン
「自転車の 代わりに置こう 思いやり」
　駅周辺に放置された自転車は、歩行者
や緊急車両の通行を阻害するとともに、
街の美観を損ねるなど社会問題となって
います。放置自転車の状況は改善されつ
つありますが、引き続き、放置自転車の
ない安全なまちづくりにご協力をお願い
します。
10月22日㈮～31日㈰
都市基盤管理課交通安全・自転車総合

計画担当
　☎ 5744－1315　 5744－1527

コミュニティサイクルを
利用しませんか

　サイクル
ポート間で
自由に自転
車を利用で
きるサービ
スです。会
員登録をす
れば、都内11区（大田・千代田・中央・港・
新宿・文京・江東・品川・目黒・渋谷・
中野区）どこからでも利用でき
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。
都市基盤管理課交通安全・自転車総合

計画担当
　☎ 5744－1315　 5744－1527

令和3年7月1日現在の
基準地価格が閲覧できます

　東京都財務局HPでご覧い
ただけます。詳細はお問い合
わせください。
経理管財課土地対策担当

　☎ 5744－1166　 5744－1508

分譲マンション耐震化助成
　昭和56年以前に建てられた分譲マン
ションに対し、耐震化に向けた専門家派
遣や助成制度を行っています。申込方法
など詳細はお問い合わせください。
区内にある昭和56年5月以前に建てら

れた分譲マンションを所有している方
◆分譲マンション耐震化アドバイザー派
遣制度（無料）
　一級建築士が建物を調査してアドバイ
スします。
◆助成制度
　耐震診断・改修設計・改修
工事費用の一部を助成しま
す。業者との契約前に申請が
必要です。
防災まちづくり課耐震改修担当

　☎ 5744－1349　 5744－1526

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

 ☎0570－550571
■FAX5388－1396

東京都新型コロナコールセンター
（午前9時～午後10時　土・日曜、休日も対応）
※多言語（英・中・ハングル）による相談も可

感染への不安のある方
☎5320－4592東京都発熱相談センター（24時間対応）
☎5744－1360
  ■FAX5744－1524

大田区相談センター（平日、午前9時～午後5時）

症状がある・感染が疑われる方／新型コロナ受診相談窓口

新型コロナワクチン接種について

　大田区における新型コロナウイルス感染症対策については、
区HPをご覧ください。

▲
詳細はコチラ

▲
予約については
コチラ

　ワクチン接種事業の進捗に伴い、接種を希望される
方への集団接種を11月をもって完了し、大幅に縮小し
ます。接種を希望される方は予約受付期間中に必ず1回
目・2回目をご予約ください。

▶問合先　大田区新型コロナワクチン接種コールセンター　☎6629－6342　■FAX5744－1574
(月～土曜、午前8時30分～午後5時15分　※休日を除く)　
※締め切り間際になると、希望日に予約が取れない場合がありますので、お早めにご予約ください

予約受付期間 武田／モデルナ社　10月22日まで ファイザー社　10月29日まで

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

お知らせ

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ
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