間違い電話が多くなっています。今一度、番号をお確かめの上お問い合わせください。

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20・21日②12月20〜25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
☎5744−1462
5744−1540

池上本門寺はしご乗りと
池上七福神めぐり
1月8日㈷①池上七福神めぐり＝午前
10時〜午後4時②はしご乗り＝午後1時
〜2時30分
池上駅周辺、池上本門寺
当日会場へ。①は当日池上駅前、本門
寺総門前にて「マップ」
を配布、自由散策
大田観光協会
☎3734−0202
3734−0203

自然観察路「池のみち」
の
生物・植物を調べよう！
冬の洗足池で池や周辺の林の自然とそ
こに住む生き物調査を実施します。
※小学生以下は保護者同伴
1月14日㈰午前10時〜正午
洗足池公園
抽選で 30名
環境対策課環境推進担当（〒144−8621
大田区役所）へ往復はがき（記入例参照）
。
電子申請も可。1月4日必着
☎5744−1365
5744−1532

障がい者差別解消支援
地域協議会
1月17日㈬午前10時30分〜11時30分
さぽーとぴあ
先着20名
当日会場へ ※手話通訳が必要な方は
1月9日までに問合先へ連絡
障害福祉課障害者支援担当
☎5744−1700
5744−1555

家族会公開講座
統合失調症と診断された方のご家族
●内容 ①統合失調症の基礎知識②統合
失調症の薬物治療について

①1月18日㈭②1月26日㈮ ※時間は
ともに午後1時30分〜3時30分
①大森地域庁舎②蒲田地域庁舎
先着各30名
問合先へ電話か来所
①大森地域健康課健康事業係
☎5764−0662
5764−0659
②蒲田地域健康課健康事業係
☎5713−1702
5713−1509

日本赤十字社の講習
救急法資格継続研修
救急法救急員の認定者で、資格有効期
限までの期間が 1年未満の方
1月18日㈭午後1時〜5時30分
1,000円
抽選で 40名
●申込期限 12月26日必着
幼児安全法「支援員養成講習（2日制）
」
子どもに起こりやすい事故の防止と手
当ての仕方
15歳以上の方
1月20日 ㈯・21日 ㈰ 午 前9時30分 〜
午後5時30分
2,000円
抽選で 25名
●申込期限 12月27日必着
救急法基礎講習
心肺そせい、AED の使い方など
15歳以上の方
1月25日㈭午前10時〜午後4時
1,700円
抽選で 40名
●申込期限 12月25日必着
健康生活支援講習「支援員養成講習（2
日制）」
介護の仕方、高齢者との接し方
15歳以上の方
2月3日 ㈯ 午 前9時30分 〜 午 後4時45
分。2月4日 ㈰ 午 前9時30分 〜 午 後5時
30分
1,100円
抽選で 25名
●申込期限 1月13日必着
◇ 〜 いずれも◇
大森赤十字病院講堂
問合先へ往復はがき（記入例参照。受
講日、会場名、性別、生年月日も明記）。

区立小中学校への就学（指定校の変更）について
区は、住所によって就学する小中学校を決める指定校制度を採用しています。た
だし、下記の申請対象理由に該当する場合は、指定校変更申請ができます。

●指定校変更の申請対象理由
次のいずれかに該当すること。理由により添付書類が必要な場合があります。
①通学距離が最も近い②定期的に通院治療を要する疾病があり、希望校への通学が
望ましい③希望校に兄姉が在籍している④下校後の保護先に都合がよい（小学生の
み）⑤入学から1年以内に希望校の通学区域へ転居予定⑥性格的に配慮を要するため
友人と同じ学校に入学したい⑦その他、教育委員会が特段の事情があると認めた場合

●指定校変更申請の受け付け
12月15・18・22・25・26・27日、１月4・6・7日、午前9時30分〜午後3時
30分
ニッセイアロマスクエア5階（1月6・7日は区役所本庁舎2階）
※受付日に申請できない方はお問い合わせください。

●指定校変更の学校別対応
平成30年度新1年生の指定校以外の区立小中学校への就学希望は、下表のとおり
対応します（表記人数は学区域にお住まいのお子さんを含む。超えた場合は抽選）。
希望校
山王、梅田、池雪、矢口西

受け入れ
できません

千鳥、清水窪、西六郷、東六郷、新宿

65名

赤松

75名

小学校 大森第四、大森第三、入新井第一、
田園調布、中萩中

中学校

受入可能人数

95名

池上、徳持、東調布第一、雪谷

110名

馬込第三、久原、松仙、小池、高畑

130名

嶺町

150名

大森第二、大森第四、雪谷

150名

大森第八、大森第三、東調布

190名

その他の区立小中学校も、受入可能人数を超えた場合は抽選
となります。

学務課学事係 ☎5744−1429

※1月12日までの申請数に基
づき、抽選の有無を判断しま
す。1月13日以降の申請者は
抽選の対象となりません。小
学校は、通学区域内の児童数
で制限学級数を超える場合、
受入可能人数を変更すること
があります。
※池雪小学校は、児童数が増
加し受入人数の上限に近づい
ています。このため、同校の
通学区域在住のお子さんが指
定校変更を希望し、その学校
が抽選となる場合、優先的に
取り扱います。

5744−1536

問合先HP からも申し込めます。
日本赤十字社東京都支部救護課
（〒169−8540） ☎5273−6746
http://www.tokyo.jrc.or.jp/

1月26日㈮午後2時〜3時
エセナおおた
抽選で 12名
1月16日までに問合先へ電話。保育有
り。詳細はお問い合わせください。
ハローワーク大森 ☎5493−8612

区民による区民のための
連携講座
ハーモニカ「超」
入門（3日制）
区民団体「ハーモニカ・ミュージック・
ファミリー池上」
がやさしく指導します。
1月20日、2月3・17日㈯午後2時〜4
時 ※ハーモニカ持参（お持ちでない方
は要相談）
池上会館
先着20名
問合先へ電話
千束・洗足・大岡山ものがたり
（3日制）
区民団体「千束歴史の会」の会員の方か
ら千束地域の歴史を学びます。
1月27日、2月3・10日㈯午前10時〜
正午
洗足池図書館
抽選で 30名
問合先へ往復はがき。電子申請も可。
1月11日必着
◇
ともに◇
区内在住・在勤・在学の方
地域力推進課生涯学習担当
（〒144−8621大田区役所）
☎5744−1443
5744−1518

記念館講座「尾﨑士郎の馬込・
源蔵ヶ原・山王時代」

地域における
ユニバーサルデザイン実践講座
区内在住・在勤・在学の方
1月27日㈯午後1時〜4時30分
ふれあいはすぬま
先着40名
電 話 か 申 込 用 紙（ 区HP か ら 出 力 可 ）
を郵送。福祉管理課調整担当（〒144−
8621大田区役所）へ
☎5744−1721
5744−1520

聴覚障害者理解・啓発講座
（3日制）
区内在住・在勤・在学の方
1月28日、2月4・11日㈰午後2時〜4時
先着30名
問合先へ往復はがきか Eメール（記入
例参照。区内在勤・在学の方は勤務先・
学校名も明記）
さぽーとぴあ手話通訳派遣担当
（〒143−0024中央4−30−11）
☎5728−9355
5728−9136
ota@tokyo-shuwacenter.or.jp

居場所セミナー

1月20日㈯午後2時〜3時30分
大田文化の森
抽選で 50名
往復はがきか FAX（記入例参照。2名ま
での希望人数も明記）
。龍子記念館
（〒143
−0024中央4−2−1）
へ。1月9日必着
☎ 3772−0680

コミュニティビジネス創業塾
〜始めよう！
まちを元気にするビジネス〜
創業に興味のある方
①1月25日㈭=初歩編、②2月1・8日
㈭=実践編、③2月22日㈭=相談会
※時間は午後7時〜9時30分
産業プラザ
①先着80名②③先着各30名
問合先へ電話か FAX。区HP からも申
し込めます。
産業振興課連携推進担当
☎5744−1340
5744−1528

子育てママのための
面接対策セミナー
ハローワークで求職申し込み（当日で
も可）
をした区内在住の子育て中の方

ラ ジ オ 番 組「 未 来 の 鍵 を 握 る 学 校
SCHOOL OF LOCK！」制 作 者 と 考 え
る、青少年の居場所ってなんだ？どこに
ある？！
区内在住・在勤・在学の 16歳以上
2月4日㈰午後2時〜4時
入新井集会室
先着60名
問合先へ電話か来所。区HP からも申
し込めます。
地域力推進課青少年担当
☎5744−1223
5744−1518

子ども科学教室
「電波を
キャッチしてラジオを聴こう」
IC やトランジスタを使って、感度が良
いラジオを作ります。
小学5年〜中学2年生
2月24日㈯午前10時〜正午
清水窪小学校
抽選で 24名
問合先へ往復はがき
（記入例参照。学校
名、保護者氏名も明記）
。1月19日必着
教育センター子ども科学教室担当
（〒146−0082池上1−32−8）
☎5748−1306
5748−1390

区民スポーツ大会 サッカー
詳細はお問い合わせください。
3月25日㈰から
多摩川緑地サッカー場ほか
渡辺（ 5700−2860） ※1月12日まで
（公財）大田区体育協会 ☎5471−8787
5471−8789

平成29年9月30日現在の

区の財政状況 をお知らせします

■一般会計予算執行状況
予算現額

収入済額

（表示単位未満を四捨五入）

収入率

支出済額

執行率

2,638億5,824万円 1,076億7,179万円 40.8% 1,064億5,494万円 40.3%

■区有財産
（表示単位未満を
四捨五入）

※詳細は区HPを
ご覧ください。

区 分
土
地
建
物
工
作
物
動
産
無 体 財 産 権
有 価 証 券
用 益 物 権
出資による権利
物
品
債
権
基
金

数 量
2,588,003㎡
1,246,027㎡

金 額
8,291億3,427万円
839億8,240万円
87億9,586万円

8個
53件
4,020万円
1,326㎡
12件
210,310点
14件
15件

9億4,384万円
275億6,341万円
114億9,398万円
1,402億7,034万円

問 財政課

■特別区債現在高
（表示単位未満を四捨五入）

29年9月末現在高 281億3,166万円
内 容
庁舎、学校、公園など
庁舎、学校など
公園、児童遊園の施設など
浮標、浮桟橋
著作権など
株券
地上権
大田区土地開発公社出えん金など
庁舎、学校などの備品など
土地開発公社貸付金など
積立基金及び運用基金

☎5744−1126

FAX 5744−1502

大田区報 平成 29 年 12 月 11 日号 3

