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はがきなどで ❶ 催しなどの名称
申し込む場合 ❷ 〒住所
の記載例
❸ 氏名（ふりがな）
❹ 年齢（学年）
※費用が記載されて ❺ 電話番号
いない催しなどは ❻ その他必要事項
原則無料です。

相談業務の経験がある方
臨床心理士の資格
心理学に関する修士以上の学位
給与支払報告書の提出を
保健師か看護師の資格
忘れずに
●採用日 平成29年4月1日
平成28年中に給与を支払った方は、給
●勤務時間、報酬など 月〜土曜、午前
与支払報告書を1月31日までに提出して
9時30分〜午後6時15分の間で実働7時
ください。電子申告システム（eLTAX）
間45分。月15日勤務。月額227,540円
でも受け付けています。
（社保完備）
●提出先 受給者が29年1月1日に住所
※報酬額は28年度実績。交通費別途支給
●勤務場所 キッズな（大森か洗足池か
を有する区市町村
蒲田）
※給与支払報告書の用紙の請求は課税課
へ。
区のホームページからも取り出せます。 ●募集人員 ①②ともに若干名
課税課 大森地区 ☎5744−1194
●選考方法 書類審査後、面接
履歴書（写真貼付）と資格を証明する
調布地区 ☎5744−1195
書類の写し、作文（課題はお問い合わせ
蒲田地区 ☎5744−1196
ください）を子ども家庭支援センター地
eLTAXについて＝税務事務調整係
域子育て推進係（〒143−0016大森北4
☎5744−1193
−16−5）へ郵送か持参。1月12日必着
5744−1515（共通）
☎5753−1153
3763−0199

特定健康診査の受診は
3月31日までです
大田区国民健康保険に加入の40〜74
歳の方
※社会保険などに加入の方（被扶養者を
含む）は、加入している健康保険か勤務
先にお問い合わせください。
●健診項目 問診、診察、身体計測、血
圧測定、血液検査、尿検査など
●受診場所 区内特定健康診査実施医療
機関
健康づくり課成人保健担当
5744−1523
☎5744−1265

※月曜休館（祝日の場合は翌日）
●ギャラリートーク 1月28日、2月25
日、3月25日。午後1時から
大人100円、小人50円
※65歳以上（要証明）と5歳以下は無料
熊谷恒子記念館
☎ 3773−0123

工場認可を受けていますか

図書館の催し

区内で工場を経営・建て替え・移転す
るには、東京都環境確保条例に基づく認
可が必要になります。認可を受けること
は、条例を遵守して操業していることを
証明し、近隣と公害などのトラブルを未
然に防止する役割もあります。該当する
工場には認可取得の案内を郵送します。
自社工場の認可取得状況の照会を受け
付けています。詳細はお問い合わせくだ
さい。
環境対策課環境調査指導担当
5744−1532
☎5744−1369

◆馬込文士の文学と名作童話を味わう
〜基礎から学ぶ参加型朗読会〜
1月14・21・28日、午後2時〜3時
30分
先着30名
問合先へ電話か来館
馬込図書館
3775−5841
☎3775−5401
◆連続講座「もっと知りたい！郷土の
川・呑川」（5日制）
区内在住・在勤で全日程に参加できる方
1月28日、2月4・11・18・25日。
午後2時〜4時30分
先着40名
問合先へ電話か来館
久が原図書館
3753−5642
☎3753−3343
◆呑川オプション講座 呑川上流ウォー
ク（大岡山〜御嶽山）
区内在住・在勤の方
2月12日㈰、午前10時〜正午
先着40名
問合先へ電話か来館
久が原図書館
3753−5642
☎3753−3343

川瀬巴水カレンダー販売
●販売場所 区政情報コーナー、大森海
苔のふるさと館、大田区観光情報セン
ター、問合先
●価格 1,000円
郷土博物館
3777−1283
☎3777−1070

参加・催し
虹のサポートおおた協力会員
在宅高齢者の日常の家事や軽度介護の
定期的なお手伝い
区内在住で18歳以上の方
●謝礼金 日常家事（掃除・洗濯・買物
など）＝800円（1時間）
軽度介護（通院や散歩の付き添いなど）
＝880円（1時間）
大田区社会福祉協議会ボランティ
ア・区民活動センター
3736−5590
☎5703−8230

子ども家庭相談員（非常勤）

「医師などの医療従事者の年末届」
を忘れずに

子どもや家庭の抱える問題や悩みなど
について①電話・窓口相談対応②子育て
ひろばで関わりながらの相談対応
次のいずれかを有し、子育てに関する

●対象と届出先 ①医師・歯科医師・薬
剤師の免許をお持ちの方＝住所か就業地
を管轄する保健所②保健師・助産師・看
護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工

区営自転車等駐車場
（駐輪場）
の
4月からの定期利用者募集
表の区営自転車等駐車場の利用者を募集します。
●利用期間 平成29年4月1日〜平成30年3月31日
●利用者の決定 募集台数を超える応募があった場合は、抽選となります。次のいずれかに該当
する方を優先します。
①身体に障がいがあり、日常生活で自転車などの利用が欠かせない方（申請書に、身体障害者手
帳の氏名・障がい名が確認できるページの写しか、理由を明記し3か月以内に発行された医師の
診断書の原本を添付）
②区内在住で自転車等駐車場の最寄り駅から優先距離以上離れた場所に居住している方
詳細は募集パンフレットをご覧ください。
問 地域基盤整備各課自転車対策担当
第一課（大森地区） ☎5764−0630 FAX 5764−0633
第一課（調布地区） ☎6450−0700 FAX 5764−0633
第二課（蒲田地区、糀谷・羽田地区） ☎5713−2004 FAX 5713−2009

申し込みの流れ
現在利用中の方、補欠の方、新規に利用を希望する方いずれも、所定の申請書による申し込
みが必要です。
●申請書の配布場所 自転車等駐車場、問合先、都市基盤管理課
※申請書は地域別になっています。区のホームページからも取り出せます。
●申込方法 所定の申請書を管理室のある自転車等駐車場、問合先、都市基盤管理課交通安全
対策担当へ持参か郵送。1月31日消印有効
※申し込みは1人につき申請書1枚、駐車場1か所に限ります。重複申し込みや事実を偽った記
載、記載内容に不備・記入もれがあった場合は無効です。
●結果通知 2月下旬に郵送。利用料金の払い込みなどの手続方法を同封
※表のほか、駐車場の管理室へ直接申し込む先着受付の自転車等駐車場もあります。区のホー
ムページか募集パンフレットをご覧ください。
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士で12月31日現在業務に従事している
方＝就業地を管轄する保健所
●届出期限 1月16日必着（郵送可）
●届出用紙 問合先へ請求
生活衛生課医薬担当（〒143−0015
大森西1−12−1）
5764−0711
☎5764−0692

明るい選挙ポスター展
区内在住・在学の小学〜高校生の作品
①12月17〜21日②12月21・22、
24〜26日
区役所本庁舎①1階②3階
選挙管理委員会事務局庶務・開票担当
5744−1540
☎5744−1462

ゆず湯
12月21日㈬
※一部の浴場で実施日が異なります。
区内の公衆浴場
入浴料460円
産業振興課産業振興担当
5744−1528
☎5744−1373

洗足池・
冬のバードウォッチング
1月15日㈰、午前10時〜正午
洗足池公園
抽選で30名
問合先へ往復はがき（記載例参照）。
1月4日必着。電子申請も可
環境計画課環境計画担当
（〒144−8621大田区役所）
5744−1532
☎5744−1365

区民による区民のための連携講座
（3日制）
「5分で作る『楽しい俳句
5.7.5』〜はじめての俳句を一緒に
楽しみましょう〜」

熊谷恒子記念館 かなの美展Ⅲ
「春を詠む展」
1月4日〜4月16日、午前9時〜午後4
時30分（入館は午後4時まで）

「句会くちなしの会」が講師をします。
区内在住・在勤・在学の16歳以上
1月17・24日、2月7日。午後1時30
分〜3時30分
消費者生活センター

所定の申請書で申し込みが必要な自転車等駐車場（抽選で決定する駐車場）
利用料金(円）
駐車場名
大森駅山王小前
大森駅東口

山王1−26先

◆

年額

大森北1−1・12先

大森駅西口 ◆
西馬込駅前 ○◆
北千束駅前
長原駅交番横
洗足池駅前 ◆
雪が谷大塚駅前

優先距離
（ｍ以上）

所在地

◆

沼部駅前
鵜の木駅前
鵜の木駅前交番横
多摩川台公園下
石川台駅一の橋
大岡山駅前地下 ◎◆
石川台駅前 ◎◆
石川台駅線路脇 ◆
蒲田呑川右岸 ◆
蒲田あやめ橋
京急蒲田呑川緑道 ◆
蒲田駅東口 ◆
蒲田交差東口 ◆
蒲田駅西口 ◆
蒲田駅西口御園 ◆
蒲田駅西口環八下 ◆
糀谷駅前地下 ●
蓮沼

山王2−8
西馬込2−20
北千束2−15先
上池台1−7先
東雪谷1−1先
南雪谷2−17先、
雪谷大塚町8・9先
田園調布本町28
鵜の木2−4
鵜の木1−16
田園調布1−56
東雪谷2−11先
北千束3−27先
東雪谷2−24
東雪谷2−4･6先
蒲田5−3･4･5･6先
蒲田5−27先
蒲田4−2・3・9先
蒲田5−12先
蒲田5−3先
西蒲田8−1先
西蒲田7−70先
新蒲田1−1
西糀谷4−29−16
西蒲田7−38先

問合先

自転車

原付

3,000

4,000

1,000 1,400
1,800 2,000
月額
1,200
1,500 1,800
600
800

年額

管理室

地域基盤整備
各課
自転車対策担当

☎3765−9487
☎3778−7098
☎5709−3227

3,000
第一課
（調布）

600

月額

2,000
1,700

1,000

第一課
（大森）

年額

3,000
3,000

☎3717−5081
☎3726−6388

3,000

800
1,000 2,000
1,200
1,000
1,000 2,000
月額
1,200
1,700
1,800
600
1,400

3,000
3,000

☎3735−4810
☎3735−4810
☎3735−3807
☎3735−3807
☎3735−5789
☎5735−6811
☎3737−3432

第二課

※蓮沼は自動二輪車（募集台数：15台、利用料金：月額6,000円）の募集もあります。
表の見方
表中の「原付」は、原動機付自転車（白ナンバーの50cc以下に限る）を表します。
利用料金が年額の駐車場（登録制）は、表記の金額を一括で納めます。
◆印の駐車場は抽選時に駐車場所を指定します。○◎●印の駐車場は地下構造です。安全確保のため夜間は閉鎖します。
（閉鎖時間○印＝午前0時30分〜5時30分、◎印＝午前1時〜5時、●印＝午前1時〜5時30分）

対象

日時、日程

会場

費用

定員

申込方法、申込先

問合先

