
　令和4年第1回区議会定例会は、2月15日㈫～3月25日㈮に開かれる予定です。
今会期の請願、陳情の受け付け締め切りは、2月8日の予定です。
　傍聴を希望する方は、当日に以下の受付へお越しください。
本会議（予算・決算特別委員会を含む）＝区役所本庁舎11階傍聴受付
委員会（予算・決算特別委員会を除く）＝区役所本庁舎10階議会事務局
※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
●手話通訳を希望する方＝7日前までに問合先へ申し込み
●FM受信機の貸し出しを希望する方＝傍聴の際にお申し出ください
▶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

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
方は再度申し込みが必要です。
区内在住で原則要介護3～5の認定を

受けており、令和3年3月に優先度評価
を受けた方
※要介護度1・2の方でも特例入所の要
件に該当すれば申し込み可
地域包括支援センターか地域福祉課か

問合先へ申込書（申込先で配布。区HPか
らも出力可）を持参。2月28日締め切り
※申込書の「介護支援専門員等意見書」に
はケアマネジャーなどに記入を依頼して
ください
介護保険課介護保険担当

　☎5744－1258　 5744－1551

使用済み切手などの収集に
ご協力ください

　収集したものは、売却・
換金してお米を購入し、ひ
とり親家庭に配布していま
す。
●収集できるもの　
使用済み切手、書き損じは
がき、家庭用プリンタの使用済みインク
カートリッジ
※切手を切り取る場合は、縁から5mm
程度を残してください
●収集方法　問合先へ郵送か持参
（社福）大田区社会福祉協議会

（〒144－0051西蒲田7－49－2）
　☎3736－5555　 3736－5590

児童手当（2月定例）
振り込みのお知らせ

　令和3年10月～4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
区内在住で次の全てに該当する方

①1か月に48時間以上の就労がある（就
労内定、1か月以内に復職見込みも可。
求職中の方は最長2か月）
②お子さんが令和2年4月2日～4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13～18日午前8時30

分～午後5時
※13日は午前9時～午後4時
※令和4年2月1～17日生まれのお子さ
んに限り、3月1・2日も受け付け
問合先へお子さんをお連れの上、母子

健康手帳、就労証明書を持参
※就労証明書は、保育園入園申請時に提
出したものが有効期間内であれば省略可
保育サービス課保育指導担当

　☎5744－1643　 5744－1715

医療費のお知らせを
発送します

　令和2年12月～3年11月の医療費を記
載した「医療費のお知らせ」を2月10日前
後に届くように郵送します。
令和4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

後期高齢者医療保険料の
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

長寿健診の受診はお済みですか
　生活習慣病の予防・早期発見などのた
め、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

東急多摩川線エリア
パートタイム就職面接会

　東急多摩川線沿線の企業6社とその場
で面接できます（履歴書持参）。職種は事
務、軽作業が中心です。
2月16日㈬午後1時30分～4時
大田区民プラザ
問合先へ電話。2月15日締め切り
ハローワーク大森

　☎5493－8711　 3768－9872

大田区高齢者福祉計画・
介護保険事業計画推進会議
区内在住・在勤の方
2月9日㈬午後1時30分～3時30分
区役所本庁舎2階
先着5名程度
問合先へ電話。2月7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

保育サービスアドバイザー
　保育所入所、育児に関する
相談をお受けします。令和4
年度保育所入所二次利用調整
のご案内は動画で紹介してい
ます。詳細は区HPをご覧く
ださい。
1電話相談
月～金曜（休日を除く）、午前8時30分

～午後4時
問合先へ電話

2オンライン個別相談
問合先へ電話連絡の上、電子申請

◇12ともに◇
出産予定のある方、乳幼児の保護者
保育サービス課保育利用支援担当

　☎5744－1617　 5744－1715

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
2月15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

地域力応援基金助成事業
（ステップアップ助成）

　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。ステップアップ助成では、団
体を発展させる事業や、スタートアップ
助成事業実施後の規模拡大を支援しま
す。詳細は募集案内（問合先で配布。区
HPからも閲覧可）をご覧ください。
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2年以上経過し
ている団体
●対象事業の期間
4月1日～令和5年3月31日
●助成金額
１団体40万円まで
※申請に関するご相談は随時受け付けて

います（予約優先）
1月31日～3月1日に問合先へ事前連

絡の上、申請書（問合先で配布。区HPか
らも出力可）と必要書類を持参
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1204　 5744－1518

食品衛生監視指導計画（案）
へのご意見

●閲覧・意見募集期間
2月1～21日
●閲覧場所　
区HP、問合先、区政情報コーナー
●意見書の提出方法　
問合先へ郵送、FAX、Eメール、持参
生活衛生課食品衛生担当

　☎5764－0697　 5764－0711

文化芸術情報紙「A
ア ー ト

RT b
ビ ー

ee H
ハ イ ヴ

IVE」
区民記者「みつばち隊」

　文化芸術に関わる取材
や、情報紙の記事作成を
行います。
18歳以上の方（高校生

を除く）
●募集人数　若干名
問合先HPから申し込

み。2月28日締め切り
（公財）大田区文化振興協会
　☎3750－1611

3750－1150

助っ人サービス
　高いところに収納した季節家電や布団
の出し入れを手伝ってほしい方などを、
単発でサポート（20分程度、謝礼金有り）
する活動です。
区内在住で18歳以上の方
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎5703－8230　 3736－5590

大田区勤労者共済会員
　福利厚生サービスや各種慶
弔見舞金の給付を受けること
ができます。
次のいずれかに該当する方

①区内の工場・商店・事務所
などの中小企業で働く事業主と従業員
②区内在住で、区外の中小企業で働く従
業員
入会金200円、月額500円
問合先へ必要書類（勤労者共済HPから

出力。問合先でも配布）を郵送か持参
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6107　 3733－6122

2月7日は「北方領土の日」
令和3年度北方領土に関する標語・キャッ
チコピーの入選作品が決まりました。
●最優秀賞
「手を繋

つな

ぎ　返還願う　大きな輪」
総務課総務担当

　☎5744－1142　 5744－1505

▲
使用済み切手、
書き損じはがき
の収集はコチラ

▲
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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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

保育サ ビスアドバイザ

います（予約優先）
1月31日～3月1日に問合先へ事前連

絡の上、申請書（問合先で配布。区HPか
らも出力可）と必要書類を持参
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1204　 5744－1518

食品衛生監視指導計画（案）
情報箱
暮 ら

し の 記入例はがきや
FAXなどの

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

※費用が記入されていない催しなどは原則無料です
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