
発達支援応援フェア
　お子さんの発達支援に関す
る情報や相談先を区HPでご
案内します。お子さんの発達
に合った事業や制度の利用を
お考えの方、ぜひご覧くださ
い。
●公開期間　11月15～30日
さぽーとぴあ

　☎6429－8549　 6429－8559

大田区子ども生活応援基金への
寄付のお願い

　皆さんからの寄付は、子ど
もや子育て世帯への絵本・食
糧配布などの支援、地域にお
ける見守り強化に役立てて
います。引き続き、温かい支
援をお願いします。
福祉管理課調整担当

　☎5744－1244　 5744－1520

年末保育
　12月29・30日に、保護者の就労など
で保育が必要なお子さんをお預かりしま
す。
●実施園　大森西第二・大森北・池上第
三・田園調布二丁目・東糀谷・矢口第二・
蒲田本町保育園
●保育時間・料金　午前7時30分～午後
6時30分、1人1日3,000円
次のいずれかに該当する生後4か月以

上の未就学児
①区内の認可保育園、東京都認証保育所、
小規模保育所、定期利用保育室などに在
園
②区内在住で集団保育が可能
選考で各60名
区立保育園か問合先へ申込書（申込先

で配布）と勤務証明書（保護者全員分）を
持参。問合先のみ郵送も受け付け。11
月18日必着
保育サービス課管理係

　☎5744－1279　 5744－1715

令和5年4月
認可保育園の入園申し込み

　詳細は令和5年度版入園申
し込みのしおり（区立保育園、
特別出張所、子育てひろば、
問合先で配布。区HPからも出
力可）をご覧ください。子育
て相談もお受けします（要事前申し込み）。
　例年11月中旬から下旬が混み合いま
す。新型コロナウイルス感染防止のため
に、郵送の活用や、申し込み時期の分散
にご協力ください。
保護者の就労（求職中も可）、疾病、出

産、介護、看護、就学などにより、家庭
で保育を受けられないお子さん
問合先へ申込書と必要書類を郵送か持

参
※郵送は11月7日必着、持参は11月30
日締め切り。生活福祉課での受け取りは
終了しました
●休日受付　11月6日㈰午前9時～午後

4時、問合先で受け付け
保育サービス課保育利用支援担当

　☎5744－1280　 5744－1715

令和5年度
学童保育の利用申し込み

　詳細は学童保育のしおり
（区HPから出力）をご覧くだ
さい。
令和5年4月1日時点で区内

在住・在学の小学生
11月1日～12月1日に利用希望の学童

保育施設へ申込書と必要書類を持参（郵
送不可）
子育て支援課子育て支援担当

　☎5744－1273　 5744－1525

高校生等医療証（○青医療証）
　令和5年4月から、こども
医療費助成の対象を高校生相
当年齢までに拡充します。新
たに対象となる方へ申請書を
送付します。
平成17年4月2日～20年4月1日生ま

れの方
※現在、義務教育医療証（○子医療証）を
持っている中学3年生（新高校1年生相当
年齢）は申請不要です。3月に高校生等医
療証（○青医療証）を送付します
子育て支援課こども医療係

　☎5744－1275　 5744－1525

11月は児童虐待防止推進月間
◆「もしかして？」　ためらわ
ないで！　189（いちはやく）
●児童相談所虐待対応ダイヤル
　☎189
子ども家庭支援センター相

談調整担当
　☎6410－8551　 3763－0199

金融機関や
コンビニエンスストアなどで
納付・納税をお願いします

◆国民健康保険料
　納付書で納付している世帯へ、11月～
3月期分（下期分）の納付書を11月11日
に郵送します。期限内に納めてください。
※保険料を全納した世帯、口座振替世帯、
年金からの徴収に変更になった世帯（一
部例外有り）へは郵送しません
国保年金課国保料収納担当

　☎5744－1209　 5744－1516 
◆介護保険料
　口座振替と納付書での納期限は毎月月
末です。滞納すると、滞納期間に応じて
サービス利用時の自己負担額が引き上げ
られることなどがあります。口座振替を
希望する方は、口座振替依頼書を口座の
ある金融機関へ提出してください。
介護保険課収納担当

　☎5744－1492　 5744－1551 
◆特別区民税・都民税（普通徴収）第3期
●納期限　10月31日
　未納の方はお早めに納付してくださ
い。納期限を過ぎて納めると納期限後の
日数に応じて延滞金が加算されます。未
納の場合、財産調査・差押処分などを行
います。

納税課収納推進担当
　☎5744－1205　 5744－1517 
◆個人事業税第2期
●納期限　11月30日
　省エネ設備の取得に係る減免の申請も
受け付けています。
品川都税事務所　☎3774－6666

日本年金機構大田年金事務所
からのお知らせ

◆国民年金保険料の控除証明書
　9月までに納付した方は11月上旬、
10月以降に今年初めて納付した方は2月
上旬に日本年金機構から郵送します。
大田年金事務所　☎3733－4141

障がい別相談会　発達障がい
「幸せな家庭づくりをするために

必要なこと」
　子どもとのコミュニケー
ションの取り方や親子で居心
地のよい家庭をつくるための
話し合いを行います。
区内在住の発達障がいの

ある方と家族、支援者
11月29日㈫午前10時～正午
先着25名
問合先へ電話
さぽーとぴあ

　☎5728－9433　 5728－9437

創業相談
　創業者のさまざまな課題に
相談員がお応えします。
区内で創業を考えている

方、創業間もない方
月～金曜（休日を除く）、

①午前10時から②午後1時30分から③午
後3時から　※1回1時間程度
産業プラザ
問合先HPから申し込み
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6144　 3733－6459

大田区バリアフリー基本構想
「“すいすい”プラン」（素案）

への意見
　詳細は区HPをご覧くださ
い。
●閲覧・募集期間
11月16日～12月7日　
都市計画課計画調整担当

　☎5744－1333　 5744－1530

区立保育園の非常勤保育士
　詳細は区HPをご覧ください。
保育士資格（②幼稚園教諭免許も可）を

持つ方　※取得見込みを含む
●任用期間　
令和5年4月1日～6年3月31日
●勤務時間
①1日実働7時間45分、週4日
②1日4時間（午前か午後）、週5日
●月額報酬（予定）
①206,592円（社保完備）
②135,576円（社保完備）
●募集人数　各10名程度
●選考方法　書類選考と面接
問合先へ次の全てを郵送か持参。11

月21日必着
・申込書（写真貼付）
・保育士証（②幼稚園教諭免許状も可）の
写し

・作文
※申込書、作文用紙は区HPから出力
保育サービス課保育職員担当

　☎5744－1278　 5744－1715

区立児童館などの
児童育成指導員

　対象、業務内容など詳細は区HPをご
覧ください。
●任用期間　
令和5年4月1日～6年3月31日
●勤務時間　1日実働7時間45分、週4日
●月額報酬（予定）　197,664円（社保
完備）
●募集人数　１0名程度
●選考方法　書類選考後、面接
問合先へ次の全てを郵送か持参。11

月30日必着
・申込書（写真貼付。問合先で配布、区
HPからも出力可）
・資格証明書類の写し
・作文（申込書に添付の様式）
子育て支援課子育て支援担当

　☎5744－1272　 5744－1525

区立小・中学校職員
　勤務条件、募集人数など詳細は区HP
をご覧ください。
●募集職種　事務補助、栄養士ほか
●任用期間　令和5年4月1日～6年3月
31日（更新有り）
●選考方法　書類選考後、面接
問合先へ申込書（問合先で配布。区HP

からも出力可）、必要書類を郵送か持参。
11月18日必着
教育総務部指導課学校支援担当

　☎5744－1424　 5744－1665

東急池上線エリア
パートタイム就職面接会

　東急池上線エリアの企業6社程度とそ
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
11月17日㈭午後1時30分～4時
池上会館
問合先へ電話。11月16日締め切り
ハローワーク大森

　☎5493－8790　 5493－1427

ふくしのしごと市
　福祉の仕事に関する相談、面接会を行
います。求人情報は、11月11日から問
合先HPで公開します。
11月26日㈯午後1時～3時30分
区役所本庁舎2階
当日会場へ
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎3736－2023　 3736－2030

おしごとナビ大田区
　未経験者歓迎の町工場での
仕事をはじめ、ITから事務な
ど幅広い区内企業の求人情報
を取り扱っています。
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6109　 3733－6459

税についての作文2022
　区内在学の中学生による「税について
の作文」の優秀作品を区HPに掲載しま
す。この作文は、全国納税貯蓄組合連合
会と国税庁が、租税教育の一環として、
全国の中学生から募集したものです。
●公開期間　11月11～30日
納税課収納推進担当

　☎5744－1205　 5744－1517
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納税課収納推進担当
　☎5744－1205　 5744－1517 
◆個人事業税第2期
●納期限 11月30日
　省エネ設備の取得に係る減免の申請も
受け付けています。
品川都税事務所　☎3774－6666

・作文
※申込書、作文用紙は区HPから出力
保育サービス課保育職員担当

　☎5744－1278　 5744－1715

区立児童館などの
児童育成指導員情報箱

暮 ら
し の 記入例はがきや

FAXなどの

❶催しなどの名称
❷〒住所
❸氏名（ふりがな）

❹年齢（学年）
❺電話番号
❻その他
　必要事項

※費用が記入されていない催しなどは原則無料です




