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
の記入例

の

（ふりがな）
がな）
❸ 氏名

情報箱

※費用が記入されて
いない催しなどは
原則無料です。

口座振替をご利用ください

（学年）
年）
❹ 年齢
❺ 電話番号
要事項
❻ その他必要事項

平成31年2月開設予定
都市型軽費老人ホーム入所者
必要性の高い方からの入所になりま
す。対象や募集要項などの詳細は、区
HP か申込書配布先でご確認ください。
●施設名 （仮称）都市型軽費老人ホーム
セントラル大森西
（大森西四丁目3番）
●募集期間 11月19〜30日
区内在住で、ほぼ自立した生活ができ、
身元保証人を得られる 60歳以上の方な
ど
問合先へ申込書（問合先、地域福祉課、
地域包括支援センターで入手可）を持参
か郵送
介護保険課介護サービス担当
5744−1551
☎5744−1258

災害による損害や病気などで生活が一
時的に困難になったとき、申請に基づき
保険料を減額・免除します。
国保年金課国保資格係
5744−1516
☎5744−1210

区立児童館などの
児童育成指導員
（非常勤）

一般・産業廃棄物処理施設の
変更や設置許可申請書などの縦覧

意見提出方法など詳細はお問い合わせ
ください。
●施設名 ㈱櫻商会エアポートクリーン
センター
（羽田空港3−7−4）
●縦覧期間 11月13日〜12月12日
（土・
日曜、祝日を除く）
●縦覧場所 環境計画課、問合先など
東京都環境局一般廃棄物対策課
☎5388−3582

中央新幹線品川・名古屋間
建設工事の事業区域を表示する
図面の長期縦覧

自転車の暫定保管所の移転
移転していた第2保管所（蒲田駅東口）
と第3保管所（蒲田駅西口、矢口渡・武蔵
新田・下丸子・蓮沼駅）は、工事完了に
伴い、現在の保管所から元の場所へ移転
し、11月24日から業務を行います。
地域基盤整備第二課自転車対策担当
5713−2009
☎5713−2004
平和の森
公園

第一京
浜

国民健康保険の減額・免除

幼稚園教諭普通免許状を有するなど応
募条件有り。詳細は区HP で
●勤務地 東京23区の区立幼稚園(大田
区、足立区を除く )
中高生ひろば羽田が
●募集職種・受付期間 臨時的任用教員、
オープンします
12月3・4日
所定の書類（募集案内参照）を特別区人
11月26日にオープンする羽田地域力
事・厚生事務組合人事企画課へ本人が持参
推進センターに開設します。談話室や有
教育総務部指導課教職員係
料の音楽スタジオを完備し、中高生世代
5744−1665
☎5744−1437
を対象にしたイベントも実施予定。詳細
は区HP をご覧ください。
子育て支援課子育て支援担当
5744−1525
☎5744−1273

京浜急行線

特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自
動車税、国民健康保険料は、納め忘れの
ない口座振替が便利です。問合先へ一部
金融機関のキャッシュカードを持参して
手続きすると、通常より早く口座登録が
可能です（カードによっては取扱不可）。
口座のある金融機関かゆうちょ銀行へ
口座振替依頼書、預貯金通帳、届出印を
持参するか、問合先へ口座振替依頼書を
郵送か届出印、キャッシュカードを持参
税＝納税課収納推進担当
5744−1517
☎5744−1205
国民健康保険料＝国保年金課国保料収納
担当
5744−1516
☎5744−1209

11月19日㈪①午後5時から②午後7時
から
馬込小学校
先着各50名程度
当日会場へ
防災まちづくり課市街地整備担当
☎5744−1338
5744−1526

特別区立幼稚園
妊娠出産休暇・育児休業
補助教員採用候補者

平和島駅

第2

平和島
公園

第3
り

通

七
児童館施設などでの学童保育業務など
10月17日に国土交通省が中央新幹線
大森
環
消防署
教員免許、保育士資格、幼稚園教諭
の大深度地下使用を認可したため、図面
免許、社会福祉士資格のいずれかを有す
の長期縦覧を実施しています。
る方（採用時までに取得見込みも可）など。 ●縦覧場所 問合先
100件以上事故増加！
詳細は区HP をご覧ください。
都市計画課公共交通企画担当
区内での交通事故件数
●勤務期間 平成31年4月1日〜32
（2020）
5744−1530
☎5744−1303
（1〜9月）は 1,056件です
年3月31日
東馬込二丁目
●勤務日数・時間 月17〜19日、午前
この内自転車が関与しているものは
（補助29号線沿道地区）
8時30分〜午後6時15分の間で勤務日に
40.8％です。自転車は便利で環境に優
都市計画変更
（案）
説明会
よって実働6時間か 7時間45分
しい乗り物ですが、交通ルールの違反に
●報酬 月額216,900円（予定）。交通
区HP で詳細を確認できます。
より事故を起こす危険もあります。周囲
費支給有り。各種休暇・社保完備
●募集人員 20名程度
●選考方法 書類選考後、面接
11月5〜30日に履歴書（写真貼付）と
平成30年第4回区議会定例会は、11月28日〜12月7日に開かれる予定です。
資格証明書類の写しと作文（課題「児童の
今会期の請願、陳情の受け付け締め切りは、11月20日の予定です。傍聴を希望
健全育成に際して心がけること」手書き
する方は、本会議は区役所本庁舎11階の傍聴受付、委員会は10階の議会事務局
で 400字程度）を子育て支援課子育て支
へお越しください。
援担当（〒144−8621大田区役所）へ郵
手話通訳希望の方＝7日前までに問合先へ申し込み
送か持参
FM補聴システム受信機貸し出し希望の方＝前日までに問合先へ申し込み
5744−1525
☎5744−1272
問 議会事務局 ☎5744−1474 FAX 5744−1541

決算説明会を
12月に開催します
青色決算書・収支内訳書の作成、消
費税・地方消費税の決算・申告の仕方、
e-Tax など
個人事業者
大森税務署 ☎3755−2111
雪谷税務署 ☎3726−4521
蒲田税務署 ☎3732−5151

大田区議会定例会の開催

（仮称）新大田区観光振興プラン
策定委員会
11月19日㈪午後1時30分〜3時30分
区役所本庁舎9階
先着20名
当日会場へ
観光課観光振興担当
5744−1323
☎5744−1322

住民票の写しなどは夜間、土・日曜窓口の利用や郵便で請求できます
区役所本庁舎で夜間、土・日曜窓口を開設

郵便での請求は戸籍住民課へ

区役所本庁舎1階の戸籍住民窓口では、以下の業務を取り扱っております。
●夜間 月〜金曜 午後7時まで（祝日・年末年始を除く）
●土・日 午前9時〜午後5時（年末年始を除く）

その戸籍や住民票に記載されている方が請求してください。そのほかの方が請求する
場合は、記載されている方との関係と請求理由を具体的に記入してください。詳細は区
HPをご覧になるかお問い合わせください。
問 郵送関係＝戸籍住民課郵送担当
（〒144−8621大田区役所） FAX 5744−1546
（共通）
戸籍関係＝☎5744−1233 住民票関係＝☎5744−1676

届出・証明書
戸籍届出の受領（埋火葬許可
証の発行含む）※1

取扱窓口
夜間

土・日

〇

〇

住民異動届出書（転入・転出・
転居など）のお預かり ※1

〇

印鑑登録・廃止・登録証亡失
届書のお預かり ※1

〇

戸籍の全部・一部事項証明書
住民票の写し
住民票記載事項証明書
戸籍の附票の写し
印鑑登録証明書
住民税証明書

問 戸籍住民課戸籍住民担当

※2
※3

〇 ※4
〇 ※2
〇 ※2
〇 ※4
〇
〇

土・日は
取り扱いま
せん

〇 ※4
〇 ※2
〇 ※2
〇 ※4
〇
〇

☎5744−1185
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マイナンバーカードで
コンビニ発行できます

証明書

発行時間

手数料

戸籍の全部・個人事項証明書 午前9時〜午後5時
（大田区に住民登録及び本籍 （土・日曜、祝日、 400円
全国の主なコンビニエンススト を置かれている方のみ）
年末年始を除く）

※1 預かりのみ。翌開庁日以
降に審査または処理を行いま
す。
※2 本人、同一世帯員からの
届出または請求のみ取り扱い。
※3 日本国籍の方の届出のみ
のお預かり。
※4 本人、同一戸籍の方から
の請求のみ取り扱い。電算化
されたものに限る。

FAX 5744−1513

対象

アで、右記の証明書を発行できま
す。発行できる要件がありますの
で、詳細は区HPをご覧になるかお
問い合わせください。

住民票の写し
午 前6時30分 〜 午
印鑑登録証明書（印鑑登録を 後11時（年末年始、
250円
している方のみ）
システムメンテナ
ンス時を除く）
住民税証明書

問 戸籍の全部・個人事項証明書＝戸籍住民課戸籍住民担当

☎5744−1183 FAX 5744−1509
住民票の写し、印鑑登録証明書＝戸籍住民課戸籍住民担当
☎5744−1185 FAX 5744−1513
住民税証明書＝課税課管理係 ☎5744−1192 FAX 5744−1515

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

