＝詳細は区のホームページでご覧になれます

※6月1日から郵便料金が改定されました。はがきなどで申し込む際はご注意ください。

暮

ら

し

の

はがきなどで ❶ 催しなどの名称
申し込む場合
❷ 〒住所
の記入例

（ふりがな）
がな）
❸ 氏名

情報箱
税
特別区民税・都民税
（普通徴収）
第1期の納期限は6月30日です
納期限を過ぎると日数に応じた延滞金
の加算、未納の場合は財産調査・差押な
どの処分が行われます。
●納付場所 金融機関、ゆうちょ銀行
（一部除く）、コンビニエンスストア・
MMK設置店（バーコード印刷のある納
付書のみ）、モバイルレジ、納税課、特
別出張所
納税課収納推進担当
5744−1517
☎5744−1205

傍 聴
青少年問題協議会
7月4日㈫、午後2時〜3時30分
区役所本庁舎11階
先着5名
6月30日までに地域力推進課青少年担
当へ電話
5744−1518
☎5744−1223

グリーンプランおおた推進会議
7月5日㈬、午後6時〜8時
消費者生活センター
先着20名程度
当日会場へ
都市計画課計画調整担当
☎5744−1332
5744−1530

※費用が記入されて
いない催しなどは
原則無料です。

年）
（学年）
❹ 年齢
❺ 電話番号

区内で行う次の建築行為など
●①敷地300㎡以上の建築物の新築・増
築・改築、②敷地1,000㎡以上の製造施
募 集
設・貯蔵施設・屋外運動競技施設・屋外
娯楽施設の建設、③収容台数20台以上
公共職業訓練10月入校生
で敷地300㎡以上の駐車場の設置
（3D CAD・ CAM科など）
●「地域力を生かした大田区まちづくり
条例」で規定する①事業区域面積が350
7月28日までに必要書類をハローワー
㎡以上か区画数が5区画以上の道路を設
クへ持参。詳細はお問い合わせを
ける住宅宅地開発事業②計画戸数が15
都立城南職業能力開発センター大田校
戸以上の集団住宅建設事業③事業区域面
3745−6950
☎3744−1013
積が350㎡以上の墓地開発事業
産業支援施設の入居者
※詳細はお問い合わせください。
建築審査課建築審査担当
施設の概要、使用資格、空室状況など
5744−1557
☎5744−1387
詳細は区のホームページをご覧ください。
●施設名 下丸子テンポラリー工場、本
「大田区の埋蔵文化財」第23集刊行
羽田二丁目工場アパート、本羽田二丁目
平成25・26年度に発掘調査した「南
第2工場アパート、大森南四丁目工場ア
久が原二丁目4番横穴墓」「久ヶ原遺
パート、東糀谷六丁目工場アパート、中
跡」の成果を収録しています。
小企業者賃貸住宅、創業支援施設、新産
●販売場所 郷土博物館、区政情報コー
業創造支援施設、産学連携施設
ナー（販売価格900円）
産業振興課工業振興担当
郷土博物館
☎5744−1376
5744−1528
3777−1283
☎3777−1070

障がいのある方のための
健康体操教室
区内在住で障がいのある方
7月2日㈰、午後1時30分〜3時
さぽーとぴあ
先着15名
上池台障害者福祉会館へ電話かファク
シミリ（記入例参照）
3726−6677
☎3728−3111

学校保健会学術講演会
「子どもの自己肯定感を育てる」

「日本語でスピーチ」
発表者

区内在住・在勤・
在学で日本語を母語
としない方
9月24日㈰、午後
1時30分〜4時
アプリコ展示室
抽選で20名程度
申込書（問合先
で配布）を問合先へ
郵送かファクシミリ。
7月21日必着
国際都市・多文化共生推進課
☎5744−1227
5744−1323

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。
日 7月13・27日、午後8時まで
※国保資格の取得・喪失届、再交付申請は午後 7 時まで
（本人確認、証明書などが必要）
。
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

☎5744−1205（平成29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）
・資格各種届け出について＝国保資格係 ☎5744−1210
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参加・催し

要事項
❻ その他必要事項

9月1日〜11月30日に、区内指定施術所（割引券郵送時一覧を同封）を1回
1,000円で利用できる割引券（3回分）の申し込みを受け付けます。
次のいずれかに該当し、保険料の未納がない方
①昭和17年8月2日〜昭和23年3月31日生まれの大田区国民健康保険加入者
②後期高齢者医療制度加入者
はがき（「はり・きゅう申込」、〒住所、氏名（ふりがな）、
生年月日、電話番号、保険証の記号・番号か被保険者番号を明
記）。①は国保年金課管理係、②は後期高齢者医療給付係へ。
●申込期間 7月1〜31日（消印有効）
※割引券は8月下旬に郵送します。
国保年金課管理係
5744−1516
☎5744−1208
後期高齢者医療給付係
☎5744−1254
5744−1677
（〒144−8621大田区役所）

収納推進担当

7月10〜15日（特別整理のため）
☎3736−0131
3736−1094

みどりのまちづくりのため
緑化計画書の提出が必要です

区内公衆浴場こども入浴デー
区内在住の小学生
以下の方は、毎月第1
日曜に無料で利用で
きます。当日、年齢
を申告してください。
産業振興課産業振
興担当
5744−1528
☎5744−1373

粗大ごみ受付センターの業務休止
7月29・30日（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

LGBTと多様性についての講話
区内在住の方・学校関係者
●講師 NPO法人SHIP代表 星野慎二
7月6日㈭、午後2時30分〜4時30分
池上会館
先着100名
当日会場へ
学務課保健給食係
5744−1536
☎5744−1431

図書館の催し
◆大人のためのおはなし会
「ねむりひめ」
「地獄からもどった男」
高校生以上
7月8日㈯、午前10時30分〜正午
先着40名
当日会場へ
蒲田図書館
3736−9782
☎3738−2459
◆生誕150周年記念・漱石満載講座
徹底鑑賞「吾輩は猫である」
高校生以上
7月9日㈰、午後2時〜3時30分
先着35名
問合先へ電話か来館
洗足池図書館
3726−3268
☎3726−0401

吹付けアスベストに対する
助成・融資あっせん制度

はり・きゅう・マッサージ・指圧割引券

夜間納付相談

蒲田駅前図書館の休館

お知らせ

飛散すると健康に有害な吹付けアスベストは、建築物増改築時などに適法に除
却してください。制度利用には工事利用前の相談が必要です。

吹付けアスベスト分析調査費助成
吹付け材がアスベストであるかの分析調査費の2分の1（上限10万円）
建築調整課建築相談担当 ☎5744−1383
5744−1558

住宅リフォーム助成
区内の所有者が居住する住宅の吹付けアスベスト除去工事費の10分の1（上限
30万円）
建築調整課住宅担当 ☎5744−1343
5744−1612

中小企業融資あっせん
区内の賃貸共同住宅、事務所、工場などの吹付けアスベストの除去・飛散防止
の改修工事費。融資限度1,500万円（利子全額補給、信用保証料全額補助）
産業振興課融資係 ☎3733−6185
3733−6159

◆アスベストの工事に関する注意
●増改築などの工事面積が床面積の2分の1以下でアスベストの劣化損傷がない
場合、封じ込め・囲い込み工事ができます。耐火被覆のアスベスト除去時には代
替の耐火措置をしてください。
建築調整課建築相談担当 ☎5744−1383
5744−1558
●工事には次の書類の提出が必要です。
・除去工事＝①特定粉じん排出等作業実施届出書②石綿飛散防止方法等届出書
③建設工事計画届
・封じ込め工事など＝上記①・②、④作業届
※①〜③は工事開始日の14日前まで、④は前日までに提出
①②＝環境対策課環境調査指導担当 ☎5744−1369
5744−1532
③④＝大田労働基準監督署安全衛生課 ☎3732−0173
対象

日時、日程

会場

費用

定員

申込方法、申込先

問合先

