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区役所本庁舎での手話通訳者の配置
　本庁舎内の各窓口へ同行します。必要
な方は問合先へお越しください。

月曜（休日の場合は翌日）、午後1時～
4時

障害福祉課障害者支援担当
　☎︎5744－1253　 5744－1555

身体障害者・知的障害者・
精神障害者相談員をご存じですか
　日常生活や学校、福祉サービスなどの
悩みを気軽に相談することができます。
また、今年度から精神障害者相談員を新
設しました。詳細は区HPをご覧ください。

さぽーとぴあ
　☎︎5728－9134　 5728－9136

国民健康保険に加入してください
　国民健康保険や社会保険などの公的医
療保険制度は、国民が必ず加入する制度
です。社会保険などに加入していない方
は、国民健康保険に加入する届け出をし
てください。

国保年金課国保資格係
　☎︎5744－1210　 5744－1516

厚生年金と健康保険の加入
　全ての法人事業所や適用業種の事業所
で常時従業員を5名以上雇用している個
人事業所は、厚生年金と健康保険の加入
が法律で義務付けられています。加入の
手続きがお済みでない事業主の方はお問
い合わせください。

日本年金機構大田年金事務所
　☎︎3733－4141

国保人間ドック受診助成
●助成対象期間　令和5年3月31日まで
●助成額　上限8,000円

令和4年4月1日時点で大田区国民健康
保険に加入しており、受診日に40～74
歳の方（保険料未納無しなどの条件有り）

先着800名
人間ドック受診後、問合先へ申請書兼

請求書、質問票（いずれも区HPから出力）
に医療機関発行の領収書、検査結果報告
書の写しなどを郵送か持参
●申込期間
5月2日～令和5年4月28日必着

国保年金課国保保健事業担当
（〒144－8621大田区役所）
　☎︎5744－1393　 5744－1516

児童用防犯ブザーを配布します
大田区立以外の学校に通う区内在住の

小学1年生　※区立小学校に
通う児童には学校で配布

問合先へ申請書（問合先で
配布。区HPからも出力可）と
通学する学校の在学証明書・身分証明書
の写しを郵送か持参

学務課学校運営係
（〒144－8623大田区教育委員会事務局）
　☎︎5744－1427　 5744－1536

風しんの抗体検査と予防接種
　詳細は区HPをご覧ください。
1第5期定期接種

昭和37年4月2日～54年4月1日生まれ
の男性　※クーポン券未使用の方へ5月
ごろに新しいクーポン券を送付。4月に
必要な方はお問い合わせください
2大田区助成制度

大田区に住民登録があり、検査日・接
種日現在19歳以上で風しんにかかった
ことがなく、抗体検査・予防接種も受け
たことがない次のいずれかに該当する方
①抗体検査＝風しんの抗体価が不明で妊
娠を希望する女性と同居者（妊婦の同居
者も含む）
②予防接種＝抗体検査を受けた結果、抗
体価が不十分だった方

◇1 2ともに◇
実施医療機関へ直接申し込み
感染症対策課感染症対策担当

　☎︎5744－1263　 5744－1524

HIV抗体検査
　区では月に1回の検査を行っており、
無料・匿名で受けることができます。　
※診断書・証明書は発行していません

HIVなどの感染に不安があり、感染が
心配される機会から60日以上経過した方

第2水曜、午前9時～10時
※東京都では、毎日（休日を除く）検査を
行っています

蒲田地域庁舎
先着各10名
問合先へ電話
感染症対策課感染症対策担当

　☎︎5744－1263　 5744－1524

住宅マスタープラン
有識者検討委員会

区内在住の方
5月13日㈮午後2時～4時
産業プラザ
先着10名
当日会場へ
建築調整課住宅担当

　☎︎5744－1416　 5744－1558

保育補助員
　区立保育園で子どもの見守りや清掃な
ど、保育士の補助を行う仕事です（資格
不要）。詳細は区HPをご覧ください。

問合先へ申込書（区HPから出力可）を
郵送。登録は随時受け付け

保育サービス課保育職員担当
　☎︎5744－1278　 5744－1715

多文化共生推進協議会委員
区内在住で月～金曜（休日を除く）の日

中に出席できる方
●任期　令和6年3月31日まで

選考で2名程度
4月18日 ～5月18日（ 消 印

有効）に問合先へ申込書（問合先で配布。
区HPからも出力可）と作文を郵送かE
メールか持参

国際都市・多文化共生推進課国際都市・
多文化共生担当
　☎︎5744－1227　 5744－1323
　 boshu-kokusai@city.ota.tokyo.jp

建物の解体・改修工事には
アスベスト（石綿）の事前調査が

必要です
　建物の解体やリフォーム（改造・補修）
工事を行う際は、大気汚染防止法に基づ
き、建築時期・規模・用途を問わず、全
ての建物においてアスベストの含有建材
の有無を事前に調査する必要がありま
す。また一定規模以上の工事については、
新たに事前調査結果の届け出が義務付け
られました。工事を発注する方は、元請
業者に対し、事前調査に使用する設計図
書などの提供や適切な費用の負担をお願
いします。

環境対策課環境調査指導担当
　☎︎5744－1369　 5744－1532

大田スタジアムに銘板設置
　大田スタジアムは、東京2020大会の
野球の公式練習会場として、オリンピッ
ク初の金メダルを獲得した日本代表をは
じめ、出場した全6か国の代表チームに
使用されました。この実績を
レガシーとして永く区民の皆
さんに伝えていくため、記念
銘板を設置しました。

スポーツ推進課スポーツ推進担当
　☎︎5744－1441　 5744－1539

次世代ものづくり人材
育成プロジェクト

　区内中学校の職場体験事業にご協力い
ただく企業への助成を行います。詳細は
申込先HPをご覧ください。
●助成額　1回60,000円まで
●対象期間　令和5年3月9日まで

（一社）大田工業連合会（☎︎3737－0797
3737－0799）へ連絡して、申込書を

入手しFAX。HPからも申し込み可
産業振興課工業振興担当

　☎︎5744－1376　 6424－8233

日曜の窓口での
住民税課税（非課税）証明書・
納税証明書の発行を一部休止

●発行休止日　4月24日㈰
※証明書は郵送でも請求できます

日曜窓口＝戸籍住民課戸籍住民担当
　☎︎5744－1185　 5744－1701
郵送請求＝課税課課税担当
　☎︎5744－1192　 5744－1515

3月11日号4面掲載記事の
訂正について

　「自転車に子どもを乗せるときのルー
ル・マナー」の記事で、自転車に乗せる
ことができる子どもについて、「6歳未満
の幼児」と記載がありましたが、正しく
は「小学校入学までの幼児」です。おわび
して訂正いたします。

都市基盤管理課交通安全・自転車総合
計画担当
　☎︎5744－1315　 5744－1527

ビーチバレー場無料開放DAY
4月23日㈯、5月10日㈫・15日㈰・26日㈭、

6月10日㈮・19日㈰、7月5日㈫・17日㈰
①午前10時30分～午後0時30分②午後1
時30分～4時30分

大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場
当日会場へ
スポーツ推進課スポーツ推進担当

　☎︎5744－1441　 5744－1539

企画展「写真家の卵がとらえた
海
の

苔
り

と共に生きる大森の人々」

　区内在住のカメラマン・日高勝彦が、
大学時代に撮影した大森の海苔養殖の風
景と、それをなりわいとする人々を写し
た写真を展示します。

4月19日㈫～8月14日㈰午前9時～午
後5時　※6～8月は午後7時まで

当日会場へ
大森 海苔のふるさと館

　☎︎5471－0333　 5471－0347

森の親子学級（春編）
　自然の中で季節を感じる野遊びなどを
通じて、春の森を親子で体いっぱいに感
じてみませんか。

4・5歳のお子さんと保護者
※きょうだいでの参加も可

4月29日㈷午前10時～11時
先着10組
問合先へ電話。4月12日午前10時か

ら受け付け
平和の森公園展示室みどりの縁側

　☎︎ 6450－0123（月曜休室）

東京国際音楽祭2022

　詳細は東京国際音楽祭HPをご覧くだ
さい。

4月29日㈷・30日㈯＝大田文化の
森、5月1日㈰＝大田区総合
体育館　※いずれも午前11
時～午後6時30分

観光課観光振興担当
　☎︎5744－1322　 6424－9922

障がいのある方のための教室
①健康体操②パソコン

区内在住の障がいのある方と家族
①5月8日㈰午後1時30分～3時

②5月15日㈰午後2時～4時
さぽーとぴあ
先着①15名②10名
問合先へ電話かFAX（記入例参照。希

望日時も明記）
上池台障害者福祉会館

　☎︎3728－3111　 3726－6677

自転車事故を再現した交通安全教室
　年間を通じて区内中学校で行います。
スタントマンが自転車事故を再現し、自
転車のルール違反がなぜ危険なのかを視
覚的に理解できる内容となっています。
日程など詳細は区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
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