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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。※費用が記入されていない催しなどは原則無料です

対象  日時  会場  費用  定員  申込方法  問合先  Eメールアドレス  HP＝ホームページ

情報箱
暮 ら

し の 記入例
❶催しなどの名称
❷〒住所
❸氏名（ふりがな）

❹年齢（学年）
❺電話番号
❻その他
　必要事項

後期高齢者医療制度
医療費等通知書を郵送します

　対象の方へ、医療機関などの受診歴と
医療費などの総額を1月下旬に郵送しま
す。

令和2年9月～3年8月に医療費総額が
5万円を超える月がある被保険者

国保年金課後期高齢者医療給付担当
　☎︎5744－1254　 5744－1677

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（種別割）、国民健康保険料、後期
高齢者医療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（種別割）
＝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

中小企業融資あっせん相談
（チャレンジ企業応援資金）

経営革新にチャレンジする中小企業者
月～金曜（休日を除く）、①午前9時～

11時②午後1時～4時
産業プラザ
当日会場へ
産業振興課融資係

　☎︎3733－6185　 3733－6159

教育委員会定例会
1月20日㈭、2月14日㈪、3月28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（記入例参照）

教育総務課庶務係
　☎︎5744－1422　 5744－1535

地域包括支援センター運営協議会
1月24日㈪午後1時30分～3時
蒲燃第3ビル8階（蒲田5－40－16）
先着9名
問合先へ電話。1月20日締め切り
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎︎5744－1250　 5744－1522

空港臨海部グランドビジョン
専門部会

1月25日㈫午前10時から

蒲燃第3ビル8階(蒲田5－40－16)
先着8名
当日会場へ
都市計画課公共交通・臨海部担当

　☎︎5744－1303　 5744－1530

障がい者差別解消支援地域協議会
1月27日㈭午後1時30分～3時
区役所本庁舎2階
先着5名程度
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。

1月17日締め切り
※手話通訳希望は申し込み時にお伝えく
ださい

障害福祉課障害者支援担当
　☎︎5744－1700　 5744－1592

蒲田都市づくり推進会議
1月31日㈪午後2時～4時
区役所本庁舎5階
先着6名
問合先へ電話。1月27日

午後5時締め切り
鉄道・都市づくり課鉄道・都市づくり

担当
　☎︎5744－1339　 5744－1526

グリーンプランおおた推進会議
1月31日㈪午後2時～4時
区役所本庁舎2階
先着10名
当日会場へ
都市計画課計画調整担当

　☎︎5744－1333　 5744－1530

都市計画マスタープラン
改定推進委員会

2月2日㈬午前9時30分から
区役所本庁舎5階
先着10名
当日会場へ
都市計画課計画調整担当

　☎︎5744－1333　 5744－1530

大田区青少年問題協議会
2月2日㈬午前10時～正午
区役所本庁舎11階
先着5名
問合先へ電話。1月19日締め切り
地域力推進課青少年担当

　☎︎5744－1223　 5744－1518

大田区移動等円滑化推進協議会
2月3日㈭午前10時～正午
区役所本庁舎2階
先着10名
当日会場へ
都市計画課計画調整担当

　☎︎5744－1333　 5744－1530

障がい者施策推進会議
2月3日㈭午後1時30分～3時30分
さぽーとぴあ
先着5名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。

1月24日締め切り　
※手話通訳希望は申し込み時にお伝えく
ださい

障害福祉課障害者支援担当
　☎︎5744－1700　 5744－1592

医療的ケア児・者
支援関係機関会議

2月7日㈪午後1時30分～3時30分
区役所本庁舎2階
先着5名
当日会場へ　

※手話通訳希望は1月31日までに問合先
へ電話かFAX（記入例参照）

障害福祉課障害者支援担当
　☎︎5744－1700　 5744－1592

（仮称）新大田区生涯学習推進計画
策定会議

2月10日㈭午後2時～4時
産業プラザ
先着5名
問合先へ電話。1月25日締め切り
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎︎5744－1443　 5744－1518

大田区国民健康保険運営協議会
2月19日㈯午後2時から
区役所本庁舎2階
先着5名程度
当日会場へ
国保年金課管理係

　☎︎5744－1208　 5744－1516

文化財保護専門員
　勤務内容、対象、申込方法など詳細は、
区HPをご覧ください。
●任用期間　4月1日～令和5年3月31日
●勤務場所　郷土博物館
●募集人数　若干名

問合先へ必要書類を郵送か
持参。2月10日午後5時必着

大田図書館文化財担当
　☎︎3777－1281　 3777－1283

スクールカウンセラー
（名簿登録制）

　学校での児童・生徒のカウンセリング
など。欠員が生じた場合、名簿登録者の
中から委嘱します。詳細は区HPをご覧
ください。

公認心理師・臨床心理士かこれに準ず
る資格がある方など
●活動時間　1日8時間（年間38日）
●委嘱期間　4月1日～令和5年3月31日
●謝礼（予定）　時間単価4,500円から
●募集人数　若干名
●選考方法　書類選考後、面接

問合先へ申込書（区HPから
出力）、作文を郵送か持参。
1月21日必着

教育センター教育相談担当
　☎︎5748－0801　 5748－1390

区立児童館などの業務補助員
（名簿登録制）

　児童指導の補助（資格不要）。欠員が生
じた場合、選考を行います。

週5日勤務が可能な方
●勤務時間　
週5日、午前8時30分～午後7時15分の
うち実働4時間
●任用期間
職務に応じて定められた期間
●報酬
月額88,258円（交通費支給有り）

問合先へ申込書（問合先で配布。区HP
からも出力可）を持参か電話

子育て支援課子育て支援担当
　☎︎5744－1272　 5744－1525

教育施設技術専門員
　業務内容、報酬などの詳細は区HPを
ご覧ください。
●任用期間　4月1日～令和5年3月31日
●選考方法　
書類選考後、面接
●申込期限　1月31日必着

教育総務課施設担当
　☎︎5744－1399　 5744－1535

ものづくり体験入校
　詳細はお問い合わせください。

1月22日㈯午前10時～正午
先着①金属加工10名②板金溶接5名③

広告美術5名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。1

月19日締め切り
都立城南職業能力開発センター大

田校
　☎︎3744－1013　 3745－6950

都営住宅の入居者
　詳細は募集案内（2月1～9日に区役所
本庁舎1階、特別出張所、大田区住宅管
理センターで配布）をご覧いただくか、
お問い合わせください。
●募集住宅　
①家族向住宅②単身者向住宅③シルバー
ピア④居室内で病死などがあった住宅
※①ポイント方式②～④抽選

東京都住宅供給公社都営住宅募集セン
ター
　☎︎3498－8894

ファミリー・サポートおおた
提供会員養成講座（4日制）

　育児の援助を受けたい方（利用会員）と
手助けをしたい方（提供会員）の会員組織
です。講座修了後は、提供会員（有償ボ
ランティア）として活動できます。

区内在住の20歳以上で心身ともに健
康な方

2月3・7・9・10日午前10時～午後3
時　※3日は午後3時30分まで

キッズな大森
※10日の午前中はエセナおおた

先着9名
問合先へはがきか封書（記

入例参照）を郵送。1月19日
必着

ファミリー・サポートおおた事務局
（〒143－0016大森北4－16－5）
　☎︎5753－1152　 3763－0191

 改定蒲田駅周辺地区グランド
デザイン素案に関するご意見

●閲覧・意見募集期間
1月17日～2月4日（消印有効）
●閲覧場所　
問合先、区政情報コーナー、特別出張所、
図書館、区HPなど
●意見の提出方法
問合先へ郵送、FAX、持参。電子申請も可
◆説明会

①1月28日㈮午後6時～8時②29日㈯
午前10時～正午

区役所本庁舎2階
先着各40名
問合先へ電話。1月26日

午後5時締め切り　
※保育・手話通訳希望は1月
19日午後5時までに申し込み

鉄道・都市づくり課鉄道・都市づくり
担当
　☎︎5744－1339　 5744－1526
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