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情報箱
福 祉
ひとり暮らし高齢者登録と訪問調査
普段の見守りのために、ひとり暮らし
の方を訪問調査し、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
地内や隣地に三親等以内の血族か配偶者
が居住していない次の方で、訪問調査を
受けたことがない方
①今年区内に転入した70歳以上の方と
今年70歳になる方
②今年65〜69歳の方
※①の方には民生委員が訪問調査しま
す。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
蒲田駅東口駅前広場検討部会
10月31日㈬午前10時〜11時30分
区役所本庁舎2階
先着20名
当日会場へ
都市開発課都市開発担当
5744−1526
☎5744−1339

新おおた教育振興プラン策定懇談会
11月6日㈫午後2時〜4時
区役所本庁舎2階
抽選で20名
当日会場へ
教育総務課経営計画担当
5744−1535
☎5744−1423

グリーンプランおおた推進会議
11月12日㈪午後6時〜8時
区役所本庁舎2階
先着20名
当日会場へ
都市計画課計画調整担当
5744−1530
☎5744−1332

地域福祉計画推進会議
11月16日㈮午前10時〜正午
消費者生活センター
先着20名程度
当日会場へ。手話通訳希望の方は11
月8日までに問合先へ申し込み
福祉管理課調整担当
5744−1520
☎5744−1244

相 談
無料調停相談会
土地建物、金銭債務、近隣問題、交通
事故や家庭内・親族間のもめごとについ
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10日㈯午前10時〜午後3時30分
区役所本庁舎2階
当日会場へ
東京家事調停協会（平日午前10時〜午
後4時）
☎3502−8822

ファミリー法律相談会
成年後見、遺言、相続、悪質商法被害、
多重債務など、家庭のなかで起きる法律
問題について、弁護士が無料で相談をお
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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
の記入例

●縦覧・意見書の受付期間
10月24日〜11月7日
●意見書提出先
問合先へ郵送かFAXか持参
都市計画課計画調整担当
（〒144−8621大田区役所）
5744−1530
☎5744−1332

（ふりがな）
がな）
❸ 氏名

※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
要事項
❻ その他必要事項

受けします。
区内在住・在勤の方
11月28日㈬午前10時〜午後3時
（1人
1時間）
消費者生活センター
先着28名
問合先へ電話
おおた成年後見センター
3736−5590
☎3736−2022

「主要施策の成果」
の公表
「おおた未来プラン10年」の平成29年
度進捗状況を公表しています。問合先、
区政情報コーナー、特別出張所、図書館、
区HPなどでご覧になれます。
企画課政策・企画担当
5744−1502
☎5744−1735

参加・催し

募 集
区営・都営住宅の入居者

糀谷地区子どもフェスティバル

●募集住宅 ①家族向住宅②単身者向住
宅③若年夫婦・子育て世帯向住宅
（定期
使用住宅）④居室内で病死などがあった
住宅
※①②は区営・都営 ③④は都営
●応募資格 募集案内をご覧いただく
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1〜9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
5744−1558
☎5744−1344

大田区青少年交流センター
指定管理者
●対象施設 大田区青少年交流センター
（平和島4−2−15 旧平和島ユースセン
ター）
● 指 定 期 間 平 成31
（2019）年5月1日
〜平成35（2023）年3月31日
●施設見学会 10月25日㈭午後2時〜3
時30分 平和島公園で実施※10月23日
までに問合先へ申し込み
●申請書受付期間 11月7〜9日
※詳細は区HPをご覧ください。
地域力推進課青少年担当
5744−1518
☎5744−1223

区立保育園の民営化に伴う
運営事業者
詳細は区HPをご覧ください。
●対象保育園 ①南馬込保育園②西糀谷
保育園
●移管年月日 平成32（2020）年4月1日
問合先へ所定の申込書
（区HPから出力
可）
と必要書類を持参
保育サービス課保育政策担当
5744−1715
☎5744−1713

ゲーム、工作、模擬店など
小学生
10月28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
当日会場へ
糀谷特別出張所
3742−4479
☎3742−4451

東京23区の魅力が集結
「東京メトロポリタンウィーク」
10月29日 ㈪ 〜11月2日 ㈮、 午 後2時
10分開門
大井競馬場（品川区勝島2−1−2）
100円
特別区競馬組合競馬事務局
☎3763−2151

高齢者交通安全体験教室
警察官による講演
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
11月8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1日㈭正午〜5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「作品の中の大田区」を解説
2歳未満の乳幼児とその保護者

11月1日㈭午前10時〜11時30分
先着12組
問合先へ電話
郷土博物館
3777−1283
☎3777−1070

大田校技能祭
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

高齢者のための椅子ヨガと魅惑の
インテリアタマゴのクラフト教室
健康を維持する運動 椅子ヨガ 教室と
ご家族やお友達と手軽にできる インテ
リアタマゴ のクラフト教室です。
区内在住・在勤の方
11月4日㈰午前10時〜11時30分
平和の森会館
先着25名
平和の森会館へ電話
☎3766−4250

膝痛・腰痛ストップ体操
効果的な運動を身につけ、予防と痛み
の改善をしませんか。
次の全てに該当する方
①区内在住で65歳以上
②自分で会場まで通える
③医師から運動制限を受けていない
11月〜平成31年3月の第2水曜、午後
1時30分〜2時30分
先着各60名
ライフコミュニティ西馬込
当日会場へ（飲み物・タオルを持参）
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1624

尿もれ予防教室
（2日制）
尿もれ予防に関する講義と運動実習
次の全てに該当する区内在住の方
①要介護認定を受けていない②医師から
運動制限を受けていない③2日とも参加
できる
11月8日、12月6日㈭※いずれも午後
2時〜3時30分
大森地域庁舎
先着30名
問合先へ電話
大森地域福祉課高齢者地域支援担当
5764−0659
☎5764−0658

高齢の方の再就職に向けて
再就職支援セミナー
経験豊富なキャリアカウンセラーが、
社会の中で働くことの意義や心構え、就
職活動の仕方などを解説します。
11月14日㈬午後1時30分〜4時
シニアステーション糀谷
先着30名
問合先へ電話
保育補助員養成講習会（5日制）
保育補助職へ就労するうえで必要とな
る、基礎的な知識・技術を習得します。

「日本語でスピーチ」
参観者
日本で暮らしている外国人や外国にルー
ツがある方のお話を聞いてみませんか。
11月25日㈰午後1時30分〜4時
区役所本庁舎2階
当日会場へ
（一財）国際都市おおた協会
6410−7982
☎6410−7981

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。
日 夜間：11月8・22日、12月6・20日㈭、午後8時まで

※国保の加入・脱退、保険証の再交付申請は午後7時まで
（本人確認と証明書などが必要）

土曜：11月17日、12月15日 午前9時〜午後5時
※11月17日のみ国保の加入・脱退、保険証の再交付申請などを受け付けています。
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

お知らせ

収納推進担当

洗足公園の都市計画変更（案）の縦覧
洗足公園の一部拡張に伴う都市計画変
更
（案）の縦覧を行い、意見書を受け付け
ます。
●縦覧場所 問合先
対象

☎5744−1205（現年分のみ）

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）

※国保資格係の夜間・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
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