※費用が記入されていない催しなどは原則無料です

暮

ら

し

の

情報箱

はがきや
FAXなどの

記入例

❶催しなどの名称 ❹年齢
（学年）
❷〒住所

❺電話番号

❸氏名
（ふりがな） ❻その他
必要事項

オンライン説明会
電子申請
オンライン個別相談
問合先へ電話連絡の上、電子申請
◇ 〜 いずれも◇
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
5744−1715
☎5744−1617

頼りになるのはご近所の縁で
す。「地域のつながり」が大切
な今、できる時に、できるこ
▲
とから自治会・町会に参加し 詳細はコチラ
ませんか。
大田区自治会連合会事務局（地域力推
進課地域力推進担当内）
5744−1518
☎5744−1224

自転車活用に関する
アンケート
応急小口資金の貸付
病気治療、区内転居など一時的な資金
にお困りの方へ、一定期間無利子でお貸
しします。詳細はお問い合わせください。
次の全てに該当する方
①区内に 3 か月以上在住している
②世帯の収入が一定基準以内
③勤務先に貸付制度がない
④税金などの未納が無く、収入が有り返
済が確実
●貸付限度額
1世帯18万円（特別な場合は 45万円）
※10万円を超える貸し付けには連帯保
証人が 1人必要です
福祉管理課援護係
5744−1520
☎5744−1245

児童育成手当
（育成・障害手当）
現況届の提出と新規申請
◆現況届の提出
児童育成手当を引き続き受給するに
は、6月1日現在の状況について届け出が
必要です。該当する方には書類を郵送し
ます。6月30日までに提出してください。
◆新規申請
令和3年中の所得が限度額未満の方が
申請できます。要件や必要書類など詳細
はお問い合わせください。
子育て支援課児童育成係
5744−1525
☎5744−1274

児童手当の現況届と
6月定例振り込みのお知らせ
◆現況届について
例年6月に提出していただ
いていた現況届は原則不要に
なります（提出が必要な方に
▲
は所定の用紙を郵送します）。 詳細はコチラ
◆6月期の振込日
2〜5月分は、6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
5744−1525
☎5744−1275

学童保育の夏休み利用
保護者の就労などで夏休
み期間中に保育が必要な、区
内在住・在学の小学生
▲
7月21日〜8月31日（日曜、 詳細はコチラ
休日を除く）
、午前8時30分
〜午後5時の必要な時間
※延長保育有り（土曜を除く）
6,000円（延長保育は別途加算。減額
免除制度有り）
各施設10名程度
利用希望の学童保育室へ申込書（学童
保育室、問合先で配布。区HP からも出
力可）と就労証明書を持参。6月13日締
め切り
子育て支援課子育て支援担当
☎5744−1273
5744−1525
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国民健康保険料の納付は
納期限までに

大田区
「優工場」

◆納入通知書などの郵送
令和4年度の国民健康保険料納入通知
書と 6〜10月期の納付書、1年払い分の
納付書を 6月中旬にお送りします。保険
料率などに変更があります。詳細は、同
封の冊子をご覧ください。
国保年金課国保資格係
5744−1516
☎5744−1210
◆延滞金の加算
納期限までに納付がない場合、未納期
間に応じて延滞金が加算されます。
国保年金課国保料収納担当
5744−1516
☎5744−1697

後期高齢者医療制度に加入の方へ
ジェネリック医薬品差額通知を
郵送します
現在処方されている薬をジェネリック
医薬品へ切り替えた場合に軽減できる自
己負担額のお知らせを、6月下旬に東京
都後期高齢者医療広域連合から郵送しま
す。
次の全てに該当する後期高齢者医療制
度の加入者
①生活習慣病などの先発医薬品を処方さ
れている
②ジェネリック医薬品への切り替えで、
自己負担額の一定額以上の軽減が見込ま
れる
国保年金課後期高齢者医療給付担当
5744−1677
☎5744−1254

地域包括支援センター
運営協議会
6月27日㈪午後1時30分〜3時
蒲田地域庁舎
先着10名
問合先へ電話。6月15日締め切り
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1250

障がい者施策推進会議
7月15日㈮午後2時〜3時30分
産業プラザ
先着5名程度
問合先へ電話か FAX（記入例参照）。6
月20日締め切り
※手話通訳が必要な方は申し込み時にお
伝えください
障害福祉課障害者支援担当
5744−1592
☎5744−1700

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。区HP
では保育所についてのご案内
▲
動画やよくお問い合わせいた 詳細はコチラ
だく内容を掲載しています。
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
対象

日時

人やまちに優しく、技術や
経営に優れた工場を認定・表
彰します。
▲
区内で生産・加工現場を有 詳細はコチラ
し、工場認可されている工場
（認可予定を含む）
申込書（問合先へ電話して請求。問合
先HP からも出力可）を郵送か持参。7月
29日午後5時必着
（公財）大田区産業振興協会
3733−6459
☎3733−6476

出張内職相談
内職の仕事の紹介や登録を受け付けま
す。登録には運転免許証、健康保険証、
マイナンバーカードなどの身分証明書が
必要です。
※問合先では、随時受け付けています
区内在住の方
6月21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
3733−6459
☎3733−6109

六郷地域パートタイム
就職面接会
六郷地域の企業6社とその場で面接で
きます。職種は事務、軽作業が中心です。
パートタイムでの就労を希望する方
6月23日㈭午後1時30分〜4時
六郷地域力推進センター
問合先へ電話。6月22日締め切り
ハローワーク大森
5493−1427
☎5493−8790

看護職・看護助手
就職相談会
看護助手については、資格や
経験がなくても相談できます。
区内の病院に就職を考えて
▲
いる方
詳細はコチラ
6月25日 ㈯ 午 後1時 〜3時
30分
消費者生活センター
①電子申請。6月17日締め切り
②問合先へ電話。6月24日締め切り
健康医療政策課地域医療政策担当
5744−1523
☎5744−1264

6月1日は
人権擁護委員の日です
人権擁護委員は、いじめやハラスメン
トなどの人権問題に対する相談や救済、
人権の大切さを伝える啓発活動を行って
います。活動の詳細についてはお問い合
わせください。
人権・男女平等推進課人権・同和対策
担当
5744−1556
☎5744−1148

自治会・町会に参加しませんか
地震や風水害など、いざというとき
会場

費用

定員

申込方法

問合先

大田区自転車等総合計画を
推進するため、自転車利用者
へアンケートを行います。回
▲
答していただいた方は、はね 詳細はコチラ
ぴょん健康ポイントが獲得で
きます。
●回答期間 6月1〜30日
●回答方法 電子申請
都市基盤管理課交通安全・自転車総合
計画担当
5744−1527
☎5744−1315

雑色自転車駐車場の廃止
●廃止日 7月31日㈰
●所在地 仲六郷3−31
都市基盤管理課交通安全・自転車総合
計画担当
5744−1527
☎5744−1390

高齢者の健康維持に関する
専門家の無料派遣
リハビリテーション専門職が、介護予
防・フレイル予防に関する講話や技術指
導、体力測定など活動へのアドバイスを
無料で行います。
区内で介護予防に関する活動をしてい
るか、これから始める自主グループ・団
体
地域包括支援センターへ電話か来所
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1624

大田区地球温暖化防止
アンバサダーの就任
気象予報士の依田司さんに加え、NPO
法人気象キャスターネットワークが就任
しました。アンバサダーには地球温暖化
防止のための情報を発信してもらいます。
●任期 令和6年5月31日まで
環境計画課計画推進・温暖化対策担当
5744−1532
☎5744−1362
どころ

涼み処で熱中症予防
高齢者は体内の水分量が不
足しやすいため、特に注意が
必要です。こまめな水分補給
▲
を心がけ、扇風機やエアコン 詳細はコチラ
を活用しましょう。涼み処と
して一部の公共施設を開放していますの
で、お出かけの際はご利用ください。
●開放期間 9月30日まで
特別出張所、文化センター、区民セン
ター、老人いこいの家、シニアステーショ
ン、図書館など
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1250

「大井町駅周辺広町地区開発」
環境影響評価書の縦覧・閲覧
●縦覧・閲覧期間 6月7〜21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
5388−1377
☎5388−3406

アプリコ受け付け業務の休止
6月12日㈰ ※電力点検のため
5744−1599
☎5744−1600
Eメールアドレス HP＝ホームページ

