
住民台帳の閲覧状況の公表
　令和3年4月～4年3月分を公表してい
ます。閲覧申出者氏名、閲覧の目的など
を区HP、区政情報コーナーでご覧にな
れます。

戸籍住民課戸籍住民担当
　☎5744－1185　 5744－1701

休館・休止のお知らせ
◆大森スポーツセンターアリーナ

8月1日㈪～令和5年3月31日㈮　
※耐震工事のため
　☎5763－1311　 5763－1314
◆粗大ごみ受付センター

7月23日㈯午後8時～24日㈰午後7時
※保守点検のため

清掃事業課清掃リサイクル担当
　☎5744－1628　 5744－1550

展示「世界地図で見る国際都市
おおた」「大田区地図で見る世界」

9月27日㈫まで
Minto Ota（おおた国際交流センター）
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

都市計画公園（大森ふるさとの
浜辺公園及び貴船堀公園）の
都市計画変更（原案）説明会
①8月2日㈫=大森東小

学校②8月4日㈭=中富小学校 
※いずれも午後7時～8時

当日会場へ
都市計画課計画調整担当

　☎5744－1333　 5744－1530

羽田空港公園
(羽田空港跡地第1ゾーン)に
関する都市計画変更素案説明会
8月3日㈬午後7時～8時
羽田小学校
当日会場へ
空港まちづくり課空港ま

ちづくり担当
　☎5744－1650　 5744－1528

夏休み子ども手話教室
区内在住・在学の小学生
8月17日㈬午後2時～4時
先着30名
問合先へ往復はがきかFAXかEメール

（記入例参照。保護者の同伴希望はその
旨も明記）

さぽーとぴあ
（〒143－0024中央4－30－11）
　☎5728－9355　 6303－7171
　 ota@tokyo-shuwacenter.or.jp

洗足区民センターの催し
1 ポピュラー音楽誕生の物語 

区内在住・在勤・在学の高校生以上の方
8月20日㈯午後2時～ 3時30分

2 東工大サイテク科学工作「夏」～ホバー
クラフトを作ろう～ 

区内在住・在学の小学生
8月23日㈫①午後1時30分～ 2時45分

②午後3時15分～ 4時30分
500円

◇1 2ともに◇
先着120名2各15名　
問合先へ電話か来所。17月27日28

月10日から受け付け
洗足区民センター

　☎3727－1461　 3727－1462

いきいき高齢者入浴証のご案内
　公衆浴場を1回200円で年間36回、無
料で年間1回、利用できます。

区内在住で介護老人福祉施設などに入
所していない70歳以上の方

地域包括支援センター、老人いこいの
家、地域福祉課、問合先へ申込書（申込
先で配布）を持参。問合先へ郵送も可

高齢福祉課高齢者支援担当
　☎5744－1252　 5744－1522

「介護マーク」「高齢者見守り
アイロンシール・見守りシール」

をご利用ください
1 介護マーク
　認知症の方など
の介護者が介護中
であることを周囲に
理解してもらうため
に配布しています。

区内在住で、介護を必要とする高齢者
などを介護している方
●配布場所　問合先、地域包括支援セン
ター、地域福祉課
2 高齢者見守りアイロンシール・見守り
シール
　 認 知 症 などで、
高齢者見守りキーホ
ルダーを携帯するこ
とが難しい方へ配
布しています。

区内在住の65歳以上の方　※高齢者
見守りキーホルダーの登録が必要です
●配布場所　地域包括支援センター

◇1 2ともに◇
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎5744－1268　 5744－1522

国民健康保険に加入している方へ
1「特定疾病療養受療証」を発行します
　医療機関の窓口で提示すると、1か月
の自己負担限度額が10,000円（人工透析
を受けている慢性腎不全の69歳以下で
旧ただし書所得が600万円を超える方は
20,000円）になります。受療証の有効期
限が7月31日の方には、7月中旬に郵送
します。

次のいずれかの疾病で、長期にわたり
継続した治療が必要な方
①血友病②血液凝固因子製剤の投与に起
因するHIV感染症③人工透析が必要な慢
性腎不全
2 高額療養費の「限度額適用認定証」を発
行します
　医療機関の窓口で保険証と一緒に提示
すると、1か月ごとの医療機関などに支
払う保険診療分が、医療機関ごとに自己
負担限度額までの負担となります。発行
には申請が必要です。　
※保険が適用されない診療費、食事代、
差額ベッド代などは対象外です

次のいずれかに該当する方
①69歳以下②住民税非課税世帯の70～
74歳③住民税課税世帯の70～74歳のう
ち「現役並みⅠ」「現役並みⅡ」の区分

◇1 2ともに◇
問合先へ本人確認書類、1 病名が分か

る医師の証明を持参
※令和4年1月2日以降に転入した方は、
前住所地の課税（非課税）証明書などが必
要な場合があります

国保年金課国保給付係
　☎5744－1211　 5744－1516

夜間・休日のご相談に
「高齢者ほっとテレフォン」

　福祉関係の資格を持つ相談員が、健康
や介護・福祉に関する相談をお受けしま
す。

区内在住のおおむね65歳以上の方と
その家族、関係者
●相談専用電話　☎3773－3124
●受付時間
月～金曜＝午後5時～翌日午前8時30分
土・日曜、休日、年末年始＝24時間

高齢福祉課高齢者支援担当
　☎5744－1250　 5744－1522

都営住宅入居者
　詳細は募集案内（8月1～9日に区役所
本庁舎1階、特別出張所、大田区住宅管
理センターで配布）をご覧いただくか、
お問い合わせください。
●募集住宅　①家族向住宅（ポイント方
式）②単身者向住宅③車いす使用者向住
宅④シルバーピア住宅

東京都住宅供給公社都営住宅募集セン
ター　
　☎3498－8894

大田区職員　栄養士
　申込方法や受験資格などの詳細は区
HPをご覧ください。

平成5年4月2日以降生ま
れで、管理栄養士の免許を
有している方（取得見込みを
含む）
●第一次選考　9月25日㈰

人事課人事担当
　☎5744－1152　 5744－1507

自衛官
●募集種目　自衛官候補生（通年募集）・
一般曹候補生（18～32歳）、航空学生、
防衛大学校学生、防衛医科大学校学生（医
学・看護学科）、高等工科学校生徒

自衛隊東京地方協力本部大田出張所
　☎3733－6559

都市計画審議会
8月18日㈭午前10時～正午
区役所本庁舎11階
先着20名程度
当日会場へ
都市計画課都市計画担当

　☎5744－1739　 5744－1530

献血会（全血献血）の実施������������
献血基準に該当する方　※献血カード

か、身分証明書を持参
8月12日 ㈮ 午 前10時 ～

11時30分、午後1時～4時
区役所本庁舎2階
健康医療政策課地域医療

政策担当
　☎5744－1264　 5744－1523

被災建築物応急危険度判定
　地震で被災した建物は、余震による二
次災害防止のため被害状況を調査し、当
面の使用に耐えられるか判定します。判
定後、危険（赤）・要注意（黄）・調査済（緑）
のステッカーを建物外部の見やすいとこ
ろに貼ってお知らせします。

建築審査課管理調査担当
　☎5744－1615　 5744－1557

地域力応援基金助成事業の
実施事業が決定しました

　スタートアップ助成（設立間もない区
民活動団体を応援）7事業、ステップアッ
プ助成（活動の拡大拡充を支援）4事業の
実施が決定しました。詳細は区HPをご
覧ください。

地域力推進課区民協働・生涯学習担当
　☎5744－1204　 5744－1518

自転車などの放置禁止
　放置自転車は歩道をふさぎ、特に身体
に障がいがある方や、高齢者などの通行
の妨げとなり、けがの一因になります。
また、災害時の避難や、緊急車両の通行
の妨げとなります。自転車を止める際は、
駐輪場をご利用いただき、安全なまちづ
くりにご協力をお願いします。

都市基盤管理課交通安全・自転車総合
計画担当
　☎5744－1390　 5744－1527

文化財刊行物のご案内
●「大田区の文化財」第44集
　「大田区指定有形民俗文化財『羽田神社
富士塚』保存修理報告書」（2,000円）
●販売場所　郷土博物館、区政情報コー
ナー

大田図書館文化財担当
　☎3777－1281　 3777－1283

都市計画道路補助第43号線の
事業認可を取得しました

　6月30日 に 仲 池 上 二 丁 目13・14・
21・22番の区間で都市計画事業認可を
取得しました。事業地内の建物の建築や
土地建物の売り渡しに制限などが生じま
す。詳細はお問い合わせください。

都市基盤管理課計画調整担当
　☎5744－1304　 5744－1527

平和島公園キャンプ場
リニューアルオープン

　利用できる面数を増や
し、それぞれ異なる設備を
用意しました。詳細は区HP
をご覧ください。

平和島公園事務所
　☎3765－0403

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ福　祉
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