
　屋根に降った雨水を一時的に貯めるタンクです。植木や庭への散水、夏場の打
ち水にも利用でき、環境にもやさしい設備です。

●小型貯留槽（500ℓ未満）を設置する場合の助成額
　個　人＝（本体価格＋設置工事費）× 2/3 　 
　その他＝（本体価格＋設置工事費）× 1/2
●助成限度額　1基につき4万円。1敷地につき2基まで
　※大型貯留槽（500ℓ以上）の助成もあります
　※売買を目的とした建物や住民税などを滞納している場合は対象外です

◎雨どいで集めた雨水を浸透ますと浸透トレンチ管（雨水浸透管）で地下に浸み込
ませるタイプの雨水浸透施設の助成もあります。詳細はお問い合わせください   

大田区雨水貯留槽設置助成・雨水浸透施設設置助成のご案内雨水を有
効活用

しません
か？

雨水貯留槽（タンク）とは？
　大雨が降ったときに、雨水が下水
道に一気に流れ込むと、水があふれ、
浸水することがあります。屋根に
降った雨水を下水道や河川に流さ
ず、一時的に「雨水貯留槽」に貯めた
り、「浸透ます・雨水浸透管」から地
下に浸み込ませたりするための工事
費の一部を助成します。

▶問合先　
建築調整課地域道路整備担当
　☎5744－1308　■FAX5744－1558
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内職相談
　内職の紹介や登録を受け付けます。
※登録には健康保険証、マイナンバー
カードなどの身分証明書が必要
区内在住の方
12月14日㈫午前9時30分～11時30分
ハローワーク大森
問合先へ電話
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6109　 3733－6459

地域福祉計画推進会議
2月1日㈫午前9時30分～11時30分
蒲田地域庁舎
12月1～28日に問合先へ電話
福祉管理課調整担当

　☎5744－1721　 5744－1520

妊婦面接員
助産師か保健師の資格があり、基本的

なOA入力ができる方
●任用期間　
令和4年4月1日～5年3月31日
●勤務時間　
月～日曜のうち週4日、午前8時30分～
午後6時の間で実働7時間45分
●報酬（予定）　月額259,008円（別途賞
与・交通費支給。各種休暇・社保完備）
●募集人数　若干名
●選考方法　書類選考後、面接
問合先へ次の全てを郵送か持参。12

月17日必着
●申込書（問合先で配布。区HPからも出
力可。写真貼付）
●資格証明書の写し
●作文（課題「あなたが妊婦さんと面接す
る際に大切にしたいこと」について手書
きで600～800字程度）
健康づくり課健康づくり担当

　☎5744－1683　 5744－1523

区立保育園の保育支援員
●任用期間　
令和4年4月1日～5年3月31日
●勤務時間　
1日実働4時間、週5日
●報酬（予定）　月額94,203円（社保完備）
●選考方法　書類選考後、面接
問合先へ次の全てを郵送か持参。12

月20日必着
●申込書（区HPから出力。写真貼付）
●作文（課題「あなたが保育園で働く上
で大切にしたいこと」について手書きで
200字程度）
保育サービス課保育職員担当

　☎5744－1278　 5744－1715

区立児童館などの児童育成支援員
●任用期間　
令和4年4月1日～5年3月31日
●勤務時間　
月～土曜のうち週5日、午前8時30分～
午後7時15分の間で1日実働4時間
●報酬（予定）　月額88,258円（交通費支
給。各種休暇・社保完備）
●募集人数　10名程度
●選考方法　書類選考後、面接
12月1～28日（必着）に、問合先へ次

の全てを郵送か持参
●申込書（問合先で配布。区HPからも出
力可。写真貼付）
●作文（申込書に記入）
子育て支援課子育て支援担当

　☎5744－1272　 5744－1525

六郷B
ベ ー ス

ASE（南六郷創業支援施設）
入居者

　申込方法など詳細は施設
HPをご覧ください。
次のいずれかに該当する個

人か中小企業者
①区内で創業しようとしている
②創業後5年以内
③そのほか新分野に進出しようとしている
産業振興課工業振興担当

　☎5744－1376　 6424－8233

「住宅市街地の開発整備の方針」
原案の公述申出と公聴会

　意見の提出方法や公聴会
など詳細は区HPをご覧くだ
さい。
●縦覧・公述申出期間　
12月1～15日（必着）
●縦覧場所　都市計画課、問合先
東京都都市整備局都市計画課

　☎5388－3336

大田区自転車等総合計画（素案）
へのご意見

●閲覧期間　12月6～21日
●閲覧場所　
区HP、問合先、区政情報コー
ナー、特別出張所、図書館
◆区民説明会
①12月10日㈮午後7時から

②12日㈰午後2時から
蒲田地域庁舎
先着各30名
当日会場へ　

※手話通訳希望は12月6日までに問合先
へ申し込み
都市基盤管理課交通安全・自転車総合

計画担当
　☎5744－1315　 5744－1527

第2期おおた
子どもの生活応援プラン（素案）

へのご意見
●閲覧・意見募集期間　12月7～27日
●閲覧場所　区HP、問合先、区政情報
コーナー、特別出張所、地域福祉課、さ
ぽーとぴあ、子育て支援課、保育サービ
ス課、児童館、子ども家庭支援センター、
教育総務課、図書館など
●意見の提出方法　
問合先へ郵送かFAXかEメールか持参
◆区民説明会
①12月12日㈰午前10時～正午

②13日㈪午後7時～9時
区役所本庁舎2階
先着各30名程度
当日会場へ　

※保育・手話通訳希望は12月6日までに
問合先へ申し込み
福祉管理課調整担当

　☎5744－1244　 5744－1520

移転のお知らせ
◆地域包括支援センター田園調布と田園
調布特別出張所
●移転日　1月11日㈫
●移転先　田園調布1－30－1（旧田園調
布富士見会館）
2階＝地域包括支援センター田園調布
3階＝田園調布特別出張所
田園調布特別出張所

　☎3721－4261　 3721－1386
地域包括支援センター田園調布
　☎3721－1572　 5755－5707
※電話・FAX番号に変更はありません
◆蒲田西特別出張所
●移転日　1月17日㈪
●仮移転先　西蒲田7－12－2（1階）
　☎3732－4785　 3735－4279
※電話・FAX番号に変更はありません

政治家の寄附はNO！
　政治家の寄附は禁止されています。「贈
らない」「求めない」「受け取らない」の「三
ない運動」を進めましょう。
選挙管理委員会事務局庶務・開票担当

　☎5744－1462　 5744－1540

「大井町駅周辺広町地区開発」
環境影響評価書案に係る

見解書の縦覧
●縦覧・閲覧期間　
12月2～21日
●縦覧場所　環境計画課
●閲覧場所　入新井特別出張所
東京都環境局環境政策課　

　☎5388－3406　 5388－1377

勝海舟記念館の休館
12月13日㈪～16日㈭

※展示替えのため 
　☎6425－7608　 6425－7610

マンション居住者向け
防災講演会（オンライン）

　発災後に在宅で生活を続
ける「在宅避難」をするため
のポイントを動画で解説し
ます。大田区チャンネル
（YouTube）で配信します。
●視聴期間　11月30日㈫～3月31日㈭ 
防災危機管理課防災危機管理担当

　☎5744－1611　 5744－1519

大家さん向け
居住支援セミナー

区内に賃貸用物件を所有している方
12月21日㈫午前9時30分～正午（午

前9時から受け付け）
区役所本庁舎2階
先着50名
問合先へ電話かFAXかはがき（氏名、

電話番号、「賃貸用物件の大家」「不動産
関係団体」「そのほか」のいずれに属する
かを明記）。12月10日必着
住宅相談窓口

（〒144－8621大田区役所建築調整課）
　☎5744－1343　 5744－1558

被害者にも加害者にもならない！
スマホ・ネットの上手な使い方
　講義、グループワークなど
区内在住・在勤・在学で16歳

以上の方
2月26日㈯午前10時～午後

3時 
ゆいっつ
先着20名
12月1～17日に問合先へ電話か来所。 

区HPからも申し込み可
地域力推進課青少年担当 　

　☎5744－1223　 5744－1518

認知症家族教室DVD
の貸し出し

　認知症の知識や対応方法、
認知症の方との接し方につい
て学ぶことができる講座の
DVDを無料で貸し出します。
荏原病院 認知症疾患医療

センター（☎5734－7028）へ電話かE
メール　
※Eメールでの申込方法の詳細は区HPを
ご覧ください
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎5744－1250　 5744－1522

▲
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

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

3大田区報　令和 3年 12月 1日号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

内職相談
　内職の紹介や登録を受け付けます。
※登録には健康保険証、マイナンバー
カードなどの身分証明書が必要
区内在住の方
12月14日㈫午前9時30分～11時30分

区立児童館などの児童育成支援員
●任用期間　
令和4年4月1日～5年3月31日
●勤務時間　
月～土曜のうち週5日、午前8時30分～
午後7時15分の間で1日実働4時間

第2期おおた
子どもの生活応援プラン（素案）

へのご意見
●閲覧・意見募集期間 12月7～27日
●閲覧場所　区HP、問合先、区政情報
コーナー、特別出張所、地域福祉課、さ

勝海舟記念館の休館
12月13日㈪～16日㈭

※展示替えのため 
　☎6425－7608 6425－7610

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。
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