＝詳細は区のホームページでご覧になれます

暮

ら

し

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）

の

情報箱
国 保
海外療養費の給付
国外で診療を受けたときは、全額を現
地で支払った上で、後日、国保で認めら
れた部分を支給します（治療目的の渡航
は除く）。
※申請に必要な書類などはお問い合わせ
ください。審査を経るため、支給まで原則3
か月以上かかります。
国保年金課国保給付係
5744−1516
☎5744−1211

柔道整復治療
（整骨院・接骨院）
を
受ける方へ
国保は①打撲・捻挫など②骨折・脱臼
の治療（医師の同意が必要）をした場合
に適用となります。肩こりなど慢性的な
もの、同じ原因・部位を他の病院などで
治療中の場合、労災保険が適用となる負
傷の場合は全額自己負担となります。受
診後、療養費支給申請書に書かれている
内容を確認し、署名をしてください。
国保年金課国保給付係
5744−1516
☎5744−1211

傍 聴
景観審議会
3月22日㈬、午後6時から
区役所本庁舎2階
先着20名
当日会場へ
都市計画課都市計画担当
5744−1530
☎5744−1333

求 人
特別区
（東京23区）
職員採用
詳細は募集案内（問合先で配布）、
特別区人事委員会のホームページ
（http://www.tokyo23city.or.jp/
saiyou-siken.htm）をご覧ください。
●第1次試験日 ①Ⅰ類＝5月7日
②Ⅰ類（新方式）
・経験者＝9月3日
③Ⅲ類・身体障害者＝9月10日
人事課人事係
5744−1507
☎5744−1152
特別区人事委員会事務局任用課
☎5210−9787

区立保育園アルバイト
区立保育園（36園）の保育士補助・給
食調理補助（資格不要）、看護師・栄養

おおた理科博士
小学5・6年生の理科出前授業の講師
大学、企業、研究機関において科学技
❹ 年齢（学年）
術の研究開発の経験がある方
※費用が記載されて ❺ 電話番号
●勤務時間 1日1〜4時間程度
いない催しなどは ❻ その他必要事項
原則無料です。
●謝礼 1時間8,000円
理科支援員
士（資格が必要）。申し込み後は6か月
小学3〜6年生の理科授業の実験補助
間登録され、空きがあり次第紹介します。 など
保育サービス課保育職員担当（〒144
小学生に科学技術への興味を持たせる
−8621大田区役所）へ来所か電話か郵
ことに意欲がある方
送かファクシミリ（記載例参照。性別、
●勤務時間 1日1〜4時間程度
希望職種、午前か午後の希望、自転車通
●謝礼 1時間1,000円
勤の可否、希望する園か地域、アルバイ
児童・生徒からの質問に答える
ト経験の有無と経験した園名・期間、お
おおた理科博士
持ちの方は資格名、学生は学校名も明
小中学生からの理科に関する質問に
記）
。登録は随時受け付けています。
ファクシミリなどで回答します。
5744−1715
☎5744−1278
理科に関する専門的知識がある方
※ボランティアのため、謝礼金なし
募 集
◇ 〜 いずれも◇
●採用日 4月1日以降
成人のつどいの運営委員
※登録後、学校の要望により調整します。
「成人のつどい」の企画・運営にご参
●勤務場所 区立小学校など
加いただきます。
教育総務部指導課へ電話
区内在住の平成9年4月2日から10年4
5744−1665
☎5744−1435
月1日に生まれた方
お知らせ
●募集人数 10名程度
3月31日までに問合先へ電話かファク
3月1〜7日は建築物防災週間
シミリ
文化振興課文化事業担当
災害時の被害を防ぐため、建築物の適
5744−1539
☎5744−1226
正な維持管理と点検を行いましょう。
◆防災査察を実施します
老人いこいの家 高齢者の
不特定多数の人が使用する建築物の防
チャレンジ講座等受講者
火区画や避難設備の維持管理状況を査察
生きがいさがしや健康維持のための学
します。実施する建物の所有者には事前
習講座。詳細は区のホームページをご覧
に連絡します。
になるか、お問い合わせください。
建築審査課管理調査担当
区内在住・在勤の60歳以上の方（4月
5744−1557
☎5744−1615
1日現在）
刑法犯認知件数が
4〜9月
2年連続で減少！
各老人いこいの家
実費
2月21日〜3月10日の期間に希望する
警察をはじめとした関係
講座の老人いこいの家へ電話か来館（内
機関と連携した防犯対策へ
容は館により異なります）
の取り組みや地域の皆さん
高齢福祉課高齢者支援担当
が行う見守り活動の結果、
5744−1522
☎5744−1268
平成28年1〜12月の刑法
犯認知件数が6,254件、前

年比−438件という成果を上げることが
できました。
誰もが安心して暮らせるまちであるよ
う、今後も防犯対策に取り組みます。
防災危機管理課生活安全・危機管理担当
☎5744−1634
5744−1519

3月12日に改正道路交通法が施行
安全運転に努めましょう
高齢運転者の交通安全対策の推進のた
め、加齢による認知機能の低下に着目し
た臨時認知機能検査制度や臨時高齢者講
習制度の新設、その他制度の見直しなど
が行われます。また、免許制度につい
て、車両総重量7.5トン未満（最大積載
量4.5トン未満）の自動車を運転するこ
とができる準中型免許が新設されます。
警視庁運転免許本部
☎6717−3137

区民ギャラリーを
ご活用ください
地域の皆さんの絵画や写真、書などの
作品を展示し鑑賞す
る場として、特別出
張所と地域庁舎で開
催しています。
区内在住・在勤・
在学の方
希望月の前月の
10日から各施設で受
け付け。詳細は各施
設へお問い合わせを。
文化振興課文化事業担当
5744−1539
☎5744−1226

歳末たすけあい運動
ご協力ありがとうございました
区内の募金額は45,959,733円でした。
この募金は、高齢者・障がい者福祉、地
域での支えあい活動などに活用します。
大田区社会福祉協議会
3736−2030
☎3736−2021

郷土博物館の臨時休館
3月6〜10日（展示替えのため）
3777−1283
☎3777−1070

子ども・子育て会議委員

区内在住で幼稚園・保育所・学童保育
を利用中か利用経験がある、18歳未満
のお子さんがいる方。子育て支援に関心
のある方
●募集人数 2名まで
所定の申込書（問合先で配布。作文有
り）を問合先へ郵送か持参。3月7日必着
子育て支援課経営計画担当
5744−1525
☎5744−1272

小学校おもしろ理科教室の
指導員と支援員
詳細はお問い合わせください。

夜間・土曜納付相談 特別区民税・都民税と国民健康保険料
お支払いについて、窓口と電話でご相談をお受けします。
3月9・23日、午後8時まで
土曜 3月18日、午前9時〜午後5時

日 夜間

※国保資格の取得・喪失届・再交付申請は夜間窓口のみ午後 7 時まで
（証明書などが必要。電話相談、土曜開設なし）
会 区役所本庁舎4階

※電話番号をご確認のうえ、お問い合わせください。

問 ●特別区民税・都民税の納付について＝納税課

収納推進担当

☎5744−1205（平成28年度分のみ）

FAX 5744−1517
（共通）
・整理大森 ☎5744−1200 ・整理調布 ☎5744−1201
・整理蒲田 ☎5744−1202 ・整理区外 ☎5744−1203
●国民健康保険について＝国保年金課
FAX 5744−1516
・保険料納付について＝国保料収納担当 ☎5744−1697
（共通）
・手続きについて＝国保資格係 ☎5744−1210

10月1日から事業系有料ごみ処理券の料金を改定します 〜資源とごみを区の収集に出している事業者の皆様へ〜
10月1日から新料金の事業系有料ごみ処理券を販売します。現在ご利用いただいている事業系ごみ処理券は11月1日から使用できなくなりますので、10月31日までに
使い切るようにお願いします。使い切れなかったごみ処理券は10月1日から当分の間、次の窓口で差額料金を支払って新料金の事業系ごみ処理券と交換できます。
事業系有料ごみ処理券の種類と料金

事業系有料ごみ処理券交換窓口・問合先

9月30日まで

10月1日から

清掃事業課

蒲田5−13−14

☎5744−1628

5744−1550

セット料金

セット料金

大森清掃事務所

中央2−3−6

☎3774−3811

3775−6028

5枚セット

2,415円

2,660円

調布清掃事務所

田園調布本町32−12

☎3721−7216

3722−3478

10枚セット

3,100円

3,420円

10枚セット
中・20L券
10枚セット
小・10L券
使用期限

1,380円
690円

1,520円
760円

蒲田清掃事務所

蒲田5−44−12

☎3732−5545

3739−4889

10月31日まで

−

券の種類
特大・70L券
大・45L券

セット枚数
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区の収集から自己処理へ
事業活動に伴って出るごみは事業者が自分で処理する責任があります。ごみの収集を、
区の収集から民間許可業者委託に切り替えるなど、ごみの自己処理にご協力ください。
対象

日時、日程

会場

費用

定員

申込方法、申込先

問合先

