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。

糖尿病性腎症重症化予防
プログラム参加者を募集します
保健指導を無料で受けられます。
国民健康保険加入者で糖尿病性腎症第
2期か第3期の方
区内協力医療機関
先着40名
区内かかりつけ医へ申し込み
国保年金課国保保健事業担当
☎5744−1393
5744−1516

確定申告の内容を
間違えていたら
確定申告書提出後、申告内容の誤りに
気付いた場合は、次の方法で申告内容を
訂正してください。
①税額を少なく申告していた＝修正申告
②税額を多く申告していた＝更正の請求
※①は延滞税などがかかる場合有り
大森税務署 ☎3755−2111
雪谷税務署 ☎3726−4521
蒲田税務署 ☎3732−5151

軽自動車税（種別割）
グリーン化特例（軽課）
の延長
適用期間が令和5年3月31
日 ま で 延 長 さ れ て い ま す。
詳細は区HPをご覧ください。
▲
課税課課税担当
詳細はコチラ
☎5744−1192
5744−1515

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 5年以下の団体
●対象期間
4月1日〜令和5年3月31日
●助成額 最大20万円
※申請に関するご相談は随時受け付けて
います（予約優先）
4月8日〜5月6日（必着）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
◆説明会
4月8日㈮午後6時30分から
区役所本庁舎2階
先着20団体
問合先へ電話か FAX か Eメール（団体
名・参加者名・電話番号を明記）
。4月7
日正午締め切り
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

絆サポーター
高齢者や産前産後の世帯を
訪問し、簡単な家事支援を行
います（謝礼金有り）。
▲
区内在住で 18歳以上の方
詳細はコチラ
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

出力可）を郵送か持参
子育て支援課子育て支援担当
☎5744−1272
5744−1525

区立中学校の柔道指導員

令和4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

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。
柔道二段以上の方
●勤務期間 9月〜令和5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

教育委員会定例会
①4月25日㈪午後3時から
②5月23日㈪午後2時から
③6月23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

地域力応援基金助成事業
実施団体
（スタートアップ助成）
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
はがきや FAX などの記入例

区立児童館などの
夏季業務補助員
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。
児童の健全育成に熱意があり、体力に
自信のある方（資格不要）
●勤務期間 7月1日〜8月31日
●勤務条件 週3日
（月〜土曜 ※休日を
除く）、午前8時30分〜午後7時15分の
間で実働7時間45分
●予定報酬 日額8,764円（交通費支給
有り）
●募集人数 10名程度
●選考方法 書類選考後、面接
4月1〜22日（必着）に問合先へ申込書
（写真貼付。問合先で配布。区HP からも

❶催しなどの名称

5764−0604

ものづくり工場
立地助成金の拡充
工場などの新増設や移転、付帯設備に
かかる経費の一部を助成しています。4
月1日〜令和5年3月31日は対象経費の
下限額を 50万円に拡充しました。詳細
はお問い合わせください。
区内中小企業者（製造業）
問合先へ電話
（一財）日本立地センター
☎3518−8966
3518−8969

避難行動要支援者名簿に
ご登録を
災害時に自力で避難することが困難な
方の名簿を民生委員や自治会・町会など
に提供し、災害時には安否確認や避難支
援、平常時には見守り活動などに役立て
ます。登録を希望する方は、お問い合わ
せください。
要介護3〜5 の 65歳以上の方、障害者
手帳をお持ちで避難行動に支援が必要な
方など
※区外在住の方、施設などに入所中の方
は対象外
福祉管理課調整担当
☎5744−1721
5744−1520
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1430
障害福祉課障害者支援担当
5744−1555
☎5744−1251

令和4年度大田区
食品衛生監視指導計画の策定

固定資産税にかかる
土地・家屋の価格の縦覧
（23区内）

エセナおおた
☎3766−4586

食の安全・安心を確保するため、区の
食品衛生監視員が行う監視指導の内容に
ついてまとめました。
●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

AED設置・交換費用の一部を
助成します
手続き、条件など詳細は
お問い合わせください。
区内に所有する施設に 24
▲
時間誰でも使える AED を設 詳細はコチラ
置する民間団体など
●助成額
① 初 期 設 置 費 用 の 1/2
（消費税の確定申告義務
が あ る 団 体 ＝323,000
円、そのほかの団体＝356,000円まで）
②消耗品交換費用の 1/2（バッテリパッ
ク＝20,000円、除細動パッド＝10,000
円まで）
健康医療政策課健康政策担当
☎5744−1262
5744−1523

ママたちの
オンラインほっとカフェ
毎 日 忙 し い マ マ た ち が、
日々感じるモヤモヤを聞いた
り、話したり、ほっとできる
オンラインサロンです。
区内在住・在勤・在学で子
育て中の女性
第2月曜、午前10時〜正午
※休日の場合は翌日
電子申請

❷〒住所 ❸氏名（ふりがな） ❹年齢（学年） ❺電話番号

おおた介護のお仕事
定例就職面接会
区内介護事業者4社がさまざまな職種
についての就職相談、面接会を実施しま
す。詳細は区HP をご覧ください。
4月14日、5月19日、6月16日、7月
14日㈭午後2時〜4時30分
先着各社4名
問合先へ電話。実施日の前日締め切り
ハローワーク大森
☎5493−8790
3768−9872

JR蒲田駅東口
地下自転車駐車場工事・
都市計画変更説明会
①4月15日 ㈮ 午 後7時 〜8
時30分（午後6時30分から受
け付け）
▲
②4月16日 ㈯ 午 前10時 〜11 詳細はコチラ
時30分（午前9時30分から受
け付け）
消費者生活センター
先着各50名
当日会場へ
※手話通訳希望は 4月6日までに問合先
へ FAX
（記入例参照。希望日時も明記）
鉄道・都市づくり課鉄道・都市づくり
担当
5744−1526
☎5744−1339

パパの手で作る赤ちゃんの
ハッピータイム
人気のベビーダンスで赤
ちゃんと触れ合い、家事・育児
を夫婦でシェアし、チーム力
▲
をアップする方法を学びます。 詳細はコチラ
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・在学の夫婦
（2日間参加でき
る方優先）
①4月17日㈰＝お子さんと父親
②4月24日㈰＝お子さんと夫婦
※いずれも午前10時〜11時30分
抽選で各15組
問合先へ FAX（記入例参照）。電子申
請も可。4月12日締め切り
エセナおおた
☎3766−4586
5764−0604

大田区学
クイズ
に挑戦！

▲
詳細はコチラ

❻その他必要事項

シンガー・ソングライター福山雅治
さんの曲で有名な、区内にある桜の
名所はどこでしょう？
＞＞答えは、7面インフォメーション
で確認！
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