
特別養護老人ホーム入所
優先度評価の有効期間が

満了する方へ
　優先度評価で二次に進んだ方の有効期
間は1年間です。満了後も入所を希望す
る方は再度申し込みが必要です。
区内在住で要介護3～5の認定を受け

ており、令和4年3月に優先度評価を受
けた方　
※要介護度1・2の方でも特例入所の要
件に該当すれば申し込み可
地域包括支援センターか地域福祉課か

問合先へ申込書（申込先で配布。区HPか
らも出力可）を持参。2月28日締め切り
※申込書の「介護支援専門員等意見書」は
ケアマネジャーなどに記入を依頼してく
ださい
介護保険課介護保険担当

　☎5744－1258　 5744－1551

児童手当（2月定例）振り込みの
お知らせ

　令和4年10月～5年1月分を、2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

　☎5744－1275　 5744－1525

保育ママ
4月1日からの利用申し込み
区内在住で次の全

てに該当する方
①1か月に48時間以
上の就労がある（就労
内定、1か月以内に復
職見込みも可。求職
中の方は最長3か月）
②お子さんが令和3年
4月2日～5年2月17日生まれで健康（食
物アレルギーがない）
③保育ママの親族（3親等以内）でない
●申込期間　2月13～17日
※令和5年2月1～17日生まれのお子さ
んに限り、3月1・2日も受け付け
問合先へお子さんをお連れの上、母子

手帳、就労証明書を持参　
※就労証明書は、保育園入園申請時に提
出したものが有効期間内の場合は省略可
保育サービス課保育指導担当

　☎5744－1643　 5744－1715

認可外保育施設等利用に伴う
施設等利用給付認定の申請

　申込方法など詳細は区HP
をご覧ください。
大田区に住民登録があり、

認可外保育施設などを利用し
ているか利用予定の方
●申込期間　2月13日～3月17日必着
保育サービス課保育利用支援担当

　☎5744－1280　 5744－1715

医療費のお知らせを郵送します
　令和3年12月～4年11月の医療費を記

載した「医療費のお知らせ」を2月8日前
後に届くように郵送します。
令和5年1月13日時点で大田区国民健

康保険に加入している方
国保年金課国保給付係

　☎5744－1211　 5744－1516

障がい者施策推進会議
2月2日㈭午後1時30分～3時
蒲田地域庁舎
先着5名
当日会場へ

※当日の内容を3月9日㈭午前10時～11
時30分、さぽーとぴあで動画視聴でき
ます。希望する方は2月21日までに問合
先へ電話かFAX(記入例参照)
障害福祉課障害者支援担当

　☎5744－1700　 5744－1592

東急多摩川線エリア
パートタイム就職面接会

　東急多摩川線エリアの企業6社程度と
その場で面接ができます。職種は事務、
軽作業が中心です。
2月15日㈬午後1時30分～4時
大田区民プラザ
問合先へ電話。2月14日締め切り
ハローワーク大森

　☎5493－8790　 5493－1427

相談

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、入所に関する説明
動画やよくある質問を掲載しています。
1入所に関するオンライン説明会
2月14日、3月14日㈫
先着各20組程度
電子申請

2オンライン個別相談
2月28日㈫
先着6組
問合先へ電話の上、電子申請

3電話相談（予約不要）
月～金曜（休日を除く）、午前8時30分

～午後4時
◇1～3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

　☎5744－1617　 5744－1715

ひきこもり支援室出張相談会
　専門の相談員と保健師が、
ひきこもりの悩みを抱える本
人や家族の相談をお受けしま
す。
3月2日㈭午後1時～4時
大森地域庁舎
先着6組
問合先へ電話かFAX（記入例参照）

※空きがある場合は当日も受け付け
ひきこもり支援室SAPOTA

　☎6459－6715　 6459－6714

＋WORK（旧内職）出張相談
　内職の紹介や登録ができます。登録に

は運転免許証、健康保険証などの身分証
明書が必要です。
区内在住の方
2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
　☎3733－6109　 3733－6459

地域力応援基金助成事業
　福祉、環境、まちづくり、教育など公
益性が認められ、社会貢献につながる区
民を対象とした非営利事業に助成金を交
付します。
①スタートアップ助成＝区民活動情報

サイトに登録し、申請時に設立から6年
を経過していない団体
②ステップアップ助成＝区民活動情報サ
イトに登録し、申請時に設立から2年以
上の団体
●対象事業の期間
4月1日～令和6年3月31日
●助成金額（上限）
1団体①20万円②40万円
※申請に関する相談は随時受け付け（予
約優先）
1月31日～3月1日（②3月8日まで）に

問合先へ事前連絡の上、申請書（問合先
で配布。区HPからも出力可）と必要書類
を持参
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1204　 5744－1518

食品衛生監視指導計画（案）への
ご意見

●閲覧・意見募集期間　2月1～21日
●閲覧場所
区HP、問合先、区政情報コーナー
●意見書の提出方法　
問合先へ郵送、FAX、Eメール、持参
生活衛生課食品衛生担当

　☎5764－0697　 5764－0711

大田区景観審議会区民委員
区内在住・在勤の18歳以

上で、平日の会議に出席でき
る方
●募集人数　3名
●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）と論文を郵送か持参。電
子申請も可。2月28日必着
都市計画課都市計画担当

　☎5744－1739　 5744－1530

大田区勤労者共済会員
　福利厚生サービスや各種慶弔見舞金を
受けることができます。
次のいずれかに該当する方

①区内の工場・商店・事務所などの中小
企業で働く事業主と従業員②区内在住
で、区外の中小企業で働く従業員
入会金200円、月額500円
問合先へ申込書（問合先で配布。勤労

者共済HPからも出力可）と必要書類を郵
送か持参
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6107　 3733－6122

統計調査　登録調査員
　国の統計調査の調査員とし
て活動できる20～75歳の方
を募集しています。面接有り。
詳細はお問い合わせくださ
い。
地域力推進課統計調査係

　☎5744－1186　 5744－1518

「ほほえみ訪問」サポーター
　玄関先でのあいさつや会話を通し、安
否確認と情報提供を行う見守り訪問活動
です。訪問先はあらかじめ登録された利
用者（65歳以上の方か心身に障がいのあ
る方）です。活動は月2回、5～10分程度
です。
区内在住で18歳以上の方
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎5703－8230　 3736－5590

2月7日は「北方領土の日」
　令和4年度北方領土に関する標語・
キャッチコピーの入選作品が決まりまし
た。
●最優秀賞　
「四

し ま

島還
かえ

せ！　声出し合って　動く今」
総務課総務担当

　☎5744－1142　 5744－1505

自治会・町会に加入しませんか
　いざという時の備えやイベ
ントだけでなく、日々の見守
りや環境美化、防犯灯の管理
など、日常生活の多くを支え
るコミュニティー団体です。
住みやすいまちをつくるために、一緒に
活動しましょう。
大田区自治会連合会事務局（地域力推

進課内）
　☎5744－1224　 5744－1518

道路は正しく、
きれいに使いましょう

　通行人の安全のため、公道に物や看板、
自転車などを許可なく置くことは禁止さ
れています。転倒などの原因となる危険
性や、災害時に避難路や緊急活動の場所
が確保できず、被害が拡大することにも
なりかねません。樹木が道路にせり出す
ことも危険です。カーブミラーや交通標
識が見づらくならないよう、樹木の手入
れを心がけましょう。
地域基盤整備

第一課　☎5764－0629　 5764－0633
第二課　☎5713－2006　 5713－2009
第三課　☎3726－4300　 3726－4318

赤い羽根共同募金へ
ご協力ありがとうございました
　令和4年10月1日からの区内募金総額
は、32,281,718円でした。募金は地域
の民間福祉施設・団体に配分されます。
東京都共同募金会大田区協力会事務局

　☎3736－2023　 3736－2030

建物の新築、建て替えの際は
住居表示の届け出を

　住居番号は、建物の出入り
口の位置で決まります。新築
や建て替えの際は、届け出が
必要です。特に集合住宅は、
入居者の住民異動の届け出に
差し支えることがあるため、所有者は忘
れずに届け出てください。　
※建物の名称を変更する場合はお問い合
わせください
次のいずれかに該当する方

①新築した②建て替えた
完成予定日の約1か月前に、問合先へ

「建物その他の工作物新築・新設届」を郵
送か持参。電子申請も可
戸籍住民課戸籍住民担当

　☎5744－1185　 5744－1701

▲
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

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

国　保

大田区報　令和 5年 2月 1日号2 対象  日時  会場  費用  定員  申込方法  問合先  Eメールアドレス  HP＝ホームページ

は運転免許証、健康保険証などの身分証
明書が必要です。
区内在住の方
2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

「ほほえみ訪問」サポーター
　玄関先でのあいさつや会話を通し、安
否確認と情報提供を行う見守り訪問活動
です。訪問先はあらかじめ登録された利
用者（65歳以上の方か心身に障がいのあ
る方）です。活動は月2回、5～10分程度

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
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