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9月に特別養護老人ホーム入所の
優先度評価を行います

　特別養護老人ホームの入所は、要介護
度や介護者の状況などを考慮し、年2回
の優先度評価に基づき決定しています。
優先度評価を希望する方はお申し込みく
ださい。3月に評価を受け、要介護度や
介護者の状況に変更がない方は、申し込
み不要です。既に特別養護老人ホームへ
入所している方は申し込みできません。
区内在住で要介護度が原則3以上の認

定を受け、常に介護を必要とし、自宅で
介護を受けることが困難な次のいずれか
に該当する方
①入所を初めて申し込む
②既に申し込んでいるが、要介護度や介
護者の状況が変わった
③令和3年9月以前に評価を受けたが、
入所できていない　
※要介護1・2でも特例入所の要件に該
当すれば申し込み可
●申込書配布・提出先　地域包括支援セ
ンター、地域福祉課、問合先
●申込期限　8月31日
介護保険課介護保険担当

　☎ 5744－1258　 5744－1551

特別区民税・都民税、軽自動車税、
国民健康保険料、介護保険料など

をお支払いの方へ
1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（ゆうちょ銀行含

む）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　
※特別区民税・都民税（普通徴収）、軽
自動車税（種別割）、国民健康保険料は
キャッシュカードで申し込みできます。
利用できる金融機関についてはお問い合
わせください
2スマートフォンで簡単にお支払い
　納付書のバーコードをスマートフォン
で読み取ることで、モバイルレジ（ネッ
トバンキング支払い、クレジットカード
支払い）やスマートフォン決済でも納付
できます。　
※介護保険料はネットバンキング支払い
のみ利用可

◇12ともに◇
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、介護
保険料を納付書でお支払いの方
特別区民税・都民税、軽自動車税

＝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
介護保険料＝介護保険課収納担当
　☎ 5744－1492　 5744－1551

まちづくり認定審査会
6月28日㈫午前9時15分～11時45分

消費者生活センター
先着10名
当日会場へ
鉄道・都市づくり課鉄道・都市づくり

担当
　☎ 5744－1356　 5744－1526

仕事と介護の両立に関する
相談窓口

　毎月1回程度、仕事と介護の両立支援、
介護離職防止に向けた支援を行う相談窓
口です。詳細は区HPをご覧ください。
区内在住の方、区内の介護

サービス事業者
区HPから申し込み
介護保険課計画担当

　☎ 5744－1732　 5744－1551

消費生活相談の
来所予約を開始します

　「注文した覚えのない商品が届いた」
「ある製品を使ってけがをした」など、消
費生活に関する相談をお受けします。
区内在住・在勤・在学の方
月～金曜（休日、年末年始を除く）、午

前9時～午後4時30分
問合先へ電話か来所

※6月から来所予約ができるようになり
ました。詳細はお問い合わせください

消費者生活センター
　☎ 3736－0123　 3737－2936

保育補助業務講習会
～区内の保育園で
働いてみませんか～

　「保育園で働く
にはどうしたらい
い？」「どんな仕事
をしているの？」の
声に、経験豊富な
元園長先生や、実
際に就業している
方がお話しします。
区内在住で60歳以上の方
7月8日㈮午前10時～正午
消費者生活センター
先着50名
問合先へ電話かFAX（記入

例参照）
（公社）大田区シルバー人材センター
　☎ 3739－6666　 3734－0722

「大田区くらしのガイド」への広告
　区に転入された方などに配布する、行
政サービスや施設案内をまとめた冊子に
掲載する広告を募集します。
●発行時期　毎年10月
●部数　34,500部
●広告料　大きさにより異なります。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）を郵送かFAXか持参。7
月15日必着
広聴広報課広報担当

　☎ 5744－1132　 5744－1503

大田区文化祭「書道展」作品
　8月6・7日開催の大田区文化祭に展示
する作品を募集します。
区内在住・在勤・在学で、小学生以上

の方
●募集作品　
未発表の作品を軸装。作品の裏面上下に
〒住所、氏名を書いた紙を貼り付け。作
品のサイズはお問い合わせください
大田区書道連盟（〒156－0055世田

谷区船橋4－16－2今福方　☎ 090－65
01－4472）へ封書(〒住所、氏名、電
話番号、団体の場合は参加人数を明記。
84円切手を貼った返信用封筒に〒住所、
氏名を記入し同封)。1人1点。6月17日
必着
文化振興課文化振興担当

　☎ 5744－1226　 5744－1539

秋田県美郷町「味
み

郷
さ と

くらぶ」
　友好都市の秋田県美郷町のおいしい
「味」を堪能しませんか。詳細は申込書（問
合先、特別出張所などで配布。区HPか
らも出力可）をご覧ください。
●品物・価格
100%美郷町産あきたこまち一等米、
シャインマスカットなど。1口4,500円
から受け付け
●申込期間　6月13日～7月29日必着
文化振興課文化振興担当

　☎ 5744－1226　 5744－1539

古着の拠点回収
　詳細は区HP、ごみ分別アプリなどで
お知らせしますのでご確認く
ださい。
清掃事業課清掃リサイクル

担当
　☎5744－1628　 5744－1550

建設リサイクル法に基づく
全国一斉パトロール

　6月27日～7月1日に区職員、労働基
準監督署職員が建築物解体の工事現場を
立入調査します。特定建設資材分別の実
施や石綿の適正除去の状況、施工者の建
設業許可票や解体工事業の登録票の掲示
などを確認し指導します。
建築調整課建築相談担当

　☎ 5744－1383　 5744－1558

「おおた地域力発見ガイド2022」
を発行しました

　区内で行われている
地域活動や、地域活動
を応援する区内事業を
掲載しています。既に
地域活動に携わってい
る方だけでなく、これ
から地域活動を始めた
い方の道しるべとなる冊子です。
●配布場所　micsおおた、こらぼ大森
など　※区HPからも閲覧可
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎ 5744－1204　 5744－1518

蒲田駅東口地下自転車駐車場
都市計画変更案の縦覧

●縦覧期間　6月20日～7月4日
●縦覧場所　問合先
●意見の提出方法
問合先へ郵送かFAXか持参
鉄道・都市づくり課鉄道・

都市づくり担当
　☎ 5744－1339　 5744－1526

羽田空港跡地第1ゾーン
都市計画公園コンセプトブックを策定
●閲覧場所　区HP、問合先、
区政情報コーナー
空港まちづくり課空港ま

ちづくり担当
　☎ 5744－1650　 5744－1528

地籍調査（街区調査）を行います
　令和3年度に現地調査・測量を行った
2地区で、民有地と公道との境界の立ち
会い（官民境界確認）を行います。
●対象地区
久が原五丁目、多摩川二丁目
●調査時期　7月～令和5年3月
道路課道路台帳・認定・境界担当

　☎ 5744－1313　 5744－1527

「住宅市街地の開発整備の方針」案
の縦覧

　詳細は区HPをご覧ください。
●縦覧期間　6月23日まで
●縦覧場所　
問合先、都市計画課
東京都都市整備局都市計画課

　☎ 5388－3225

声の図書室をご利用ください
　小説やビジネス本、実用書などさまざ
まな本の音声版（CD）や点字版を貸し出
します。区報など各種定期刊行物もCD
での貸し出しを行っています。
※初回利用前に登録が必要です。利用前
にお問い合わせください
区内在住・在勤で障がいなどにより活

字の本や資料を読むことが困難な方
月～金曜（休日を除く）、午前9時～午

後5時
さぽーとぴあ

　☎ 5728－9434　 5728－9438

省エネ性能の高い機器への
買い替えにポイントを付与します
　対象機器や期間など詳細は問合先HP 
をご覧いただくか、店頭でご確認ください。
都内在住で対象製品に買い

替えを行い、都内の住宅に設
置した方
●申込期限　令和5年3月31日
東京ゼロエミポイントコールセンター

　☎ 0570－005－083

休館のお知らせ
◆郷土博物館
6月13日㈪～17日㈮

※館内消毒のため
　☎ 3777－1070　 3777－1283
◆大森 海苔のふるさと館
6月20日㈪～24日㈮

※館内消毒のため
　☎ 5471－0333　 5471－0347
◆雪谷文化センター
9月1日㈭～12月28日㈬予定

※改修工事のため。工事日程の詳細は区
HPをご覧ください
　☎ 3729－0066　 3729－1313

ラジオ体操指導者養成講習会
16歳以上で、夏休みにラジオ体操の

指導をする方
7月7日㈭・8日㈮午後6時30分～8時
大田区総合体育館
当日会場へ　※室内用運動靴を持参
（公財）大田区スポーツ協会
　☎ 5471－8787　 5471－8789
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