暮

ら

し
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福 祉
「ひとり暮らし高齢者登録」
と
一斉調査
災害時や普段の見守りのために、緊急
連絡先を登録します。登録した70歳以
上の方には区内の福祉理美容店で年2回
使える理美容補助券を差し上げます。
65歳以上のひとり暮らしで、同一敷
地内や隣地に18歳以上の三親等以内の
血族か配偶者が居住していない、次のい
ずれかに該当する方
①今年度中に区内に転入した70歳以上
の方と今年度中に70歳になる方で、こ
の調査を受けたことがない
②今年度65〜69歳の方で、この調査を
受けたことがない
※①の方には民生委員が訪問して一斉調
査を行い、②の方にはひとり暮らし登録
申請書を郵送します。
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1250

傍 聴
総合教育会議
区立図書館の今後のあり方について
10月25日㈬午後4時〜5時
区役所本庁舎5階
抽選で16名
当日会場へ
総務課総務係
5744−1505
☎5744−1142

交通政策基本計画推進協議会
11月13日㈪午後1時30分〜3時30分
消費者生活センター
先着15名
当日会場へ
都市計画課公共交通企画担当
5744−1530
☎5744−1303

障がい者施策推進会議
11月14日㈫午前10時〜正午
さぽーとぴあ
先着20名

ご意見を
募集します

などの証明発行は通常どおり行います。
戸籍住民課戸籍住民担当
☎5744−1185
5744−1513

（ふりがな）
がな）
❸ 氏名

情報箱

パブリック
コメント
募集

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
※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
要事項
❻ その他必要事項

当日会場へ。手話通訳は11月6日まで
に問合先へ申し込み
障害福祉課障害者支援担当
5744−1555
☎5744−1700

相 談
無料調停相談会
金銭債務、家庭のもめごとなどについ
て裁判所の調停委員が秘密厳守、無料で
調停手続きの相談に応じます。
11月11日㈯午前10時〜午後3時30分
区役所本庁舎2階
当日会場へ
東京民事調停協会連合会
(平日午前10時〜午後4時)
☎5819−0267

募 集

入 学 準 備 費 用 の 一 部(小 学 校23,210
円、中学校26,120円)を援助します。
平成30年度小中学校に入学予定のお
子さんの保護者で、次の全てに該当する
区内在住の方
①生活保護を受けていない②同一生計を
営む世帯全員の平成28年中の総所得金
額が、認定基準所得金額に満たない
●申込期限 11月17日
学務課学事係
5744−1536
☎5744−1429

「主要施策の成果」
の公表
「おおた未来プラン10年」の28年度進
捗状況を10月23日から公表します。
●閲覧場所 問合先、区政情報コーナー、
特別出張所、図書館、区HPなど
企画課企画担当
5744−1502
☎5744−1735

交通政策基本計画区民説明会
区営・都営住宅の入居者
●募集住宅 ①家族向住宅②単身者向住
宅③定期使用住宅④若年ファミリー向住
宅⑤車いす住宅（世帯向）
※①②は区営・都営③④都営⑤区営住宅
●応募資格 募集案内（申込書）をご覧い
ただくか、受付・相談窓口にお問い合わ
せください。
●募集案内配布期間 11月1〜10日
● 募 集 案 内 配 布 場 所 区 役 所 本 庁 舎1
階、特別出張所、大田区住宅管理センター
●受付・相談窓口 区営住宅＝大田区住
宅管理センター（☎3730−7325）
都営住宅＝東京都住宅供給公社都営住宅
募集センター（☎3498−8894）
建築調整課住宅担当
5744−1612
☎5744−1344

お知らせ
戸籍住民窓口
土・日窓口サービスの一部休止
11月4日㈯・5日㈰は
「戸籍に係る証明」
の発行業務を休止します。
※戸籍届書の受領や住民票、印鑑証明書

民泊条例案
（特区民泊及び民泊新法等）
に対する
区民意見等の募集について

●閲覧・募集期間 10月24日〜11月6日
●閲覧場所 問合先、区政情報コーナー、特別出張所、区HP
●意見の提出方法 問合先へ持参、郵送、FAX、Eメール
生活衛生課環境衛生担当
（〒143−0015大森西1−12−1）
5764−0711
☎5764−0693

①11月23日 ㈷ 午 後2時 〜4時 ＝ 糀
谷・羽田地域庁舎②11月25日㈯午後1
時30分〜3時30分、午後6時〜8時＝消
費者生活センター③11月26日㈰午後2
時〜4時＝調布地域庁舎④11月26日㈰
午後6時〜8時＝入新井集会室
先着①③20名②④50名
当日会場へ
都市計画課公共交通企画担当
5744−1530
☎5744−1303

8020運動表彰式
11月5日㈰午前10時30分〜正午
大森東急REIホテル（大森北1−6−16）
大森歯科医師会 ☎3755−5400

声の図書室をご利用ください
点字図書や録音図書、対面朗読などで
読書を楽しめます。
※初回利用時に登録が必要です。
区内在住で、視覚に障がいがある方、
障がいなどのため活字で読書が困難な方
平日の午前9時〜午後5時
さぽーとぴあ
5728−9438
☎5728−9434

郷土博物館の休館

糀谷地区子どもフェスティバル
ゲーム、工作、模擬店など
小学生
10月29日㈰午前9時〜午後2時30分
糀谷文化センター、西糀谷さざんか公園
糀谷特別出張所
3742−4479
☎3742−4451

高齢者交通安全体験教室
講演や自動車の横転事故疑似体験、自
転車の走行疑似体験など
おおむね65歳以上の方
10月30日㈪午後1時30分〜4時
産業プラザ
先着200名
当日会場へ
都市基盤管理課交通安全対策担当
5744−1527
☎5744−1315

人と動物との絆と笑顔を広げよう
動物愛護推進パネル展
ペットの飼い方や災害対策などを紹介
11月2日㈭午後1時〜6日㈪午後5時
区役所本庁舎1階
生活衛生課環境衛生担当
5764−0711
☎5764−0670

郷土博物館の催し
赤ちゃんと一緒に博物館へ
絵本の読み聞かせや手遊びの後、学芸
員が特別展「麦わら細工の世界」を解説
2歳未満の乳幼児と保護者
11月2日㈭午前10時〜11時30分
先着10組
大森麦わら「張り細工」づくり
11月5日㈰午後1時〜4時30分
500円
先着20名
稲わら細工「しめ飾り」づくり
11月11日 ㈯ ① 午 前9時30分 〜 午 後0
時30分②午後1時30分〜4時30分
先着各20名
◇ 〜 いずれも◇
問合先へ電話
郷土博物館
3777−1283
☎3777−1070

大田校技能祭

10月23〜27日（展示替えのため）
3777−1283
☎3777−1070

工作教室、実演コーナー、作品展示など
11月3日㈷午前10時〜午後3時
都立城南職業能力開発センター
大田校
3745−6950
☎3744−1013

蒲田図書館の休館
11月13〜18日（特別整理のため）
3736−9782
☎3738−2459

図書館の催し

参加・催し

ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎にご注意を！
ノロウイルスなどを原因とする感染症胃腸炎は主に冬季に流行し、施設や学
校などで集団感染する事例も多い感染症です。
①感染経路…主に経口感染です
（少量のウイルスでも感染します）。
●感染した人の便や吐物に触れた手指を介して口に入ったとき
●感染した人が十分に手を洗わず調理した食品を食べたとき
●ウイルスを取り込んだ二枚貝を、生や不十分な加熱で食べたとき
②主な症状…おう吐や下痢、腹痛です。乳幼児や高齢者が感染すると脱水症状
を起こすことがあるので、早めに受診しましょう。
③予防のポイント…食事の前やトイレの後には石けんと流水で30秒以上手を
洗うことを習慣づけましょう。カキなどの生食は避け、十分加熱してから食
べましょう。
④おう吐物の処理…おう吐物は手袋やマスクを着用して処理し、ビニール袋な
どに密閉して捨てましょう。汚染された場所は塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナ
トリウム)で消毒します。処理後は十分手を洗いましょう。
感染症対策課感染症対策担当 ☎5744−1263
5744−1524
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小中学校入学予定者就学援助

❺ 電話番号

午後4時30分（入園は午後4時まで）
池上梅園
●入園料 大人100円、小中学生20円
※65歳以上の方
（要証明）
と6歳未満は無料
地域基盤整備第一課管理係
5764−0633
☎5764−0629

対象

菊花展示会
10月21日 ㈯ 〜11月5日 ㈰ 午 前9時 〜

夜間納付相談

◆久が原サロン
①図書のリサイクル市＝11月4日㈯午
前10時〜午後4時②クリスマス工作会ほ

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。
土曜：11月18日㈯午前9時〜午後5時

日 夜間：11月9・30日㈭午後8時まで

※国保資格の取得・喪失届、再交付申請は夜間は午後 7 時まで、
土曜窓口は午後 5 時まで
（証明書などが必要）
。
会 区役所本庁舎4階
問 ●特別区民税・都民税について＝納税課

収納推進担当 ☎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
・納付方法について＝国保料収納担当 ☎5744−1697
・手続きについて＝国保資格係 ☎5744−1210
（共通）
※資格係の夜間・土曜の電話対応は行っていません。

日時、日程

会場

費用

定員

申込方法、申込先

問合先

HP＝ホームページ

