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情報箱
福 祉
下丸子高齢者在宅サービスセンター
若年性認知症デイサービス事業
7月から、若年性認知症の方を対象と
したデイサービス事業を開始します。
大田区に住民登録がある64歳以下で、
認知症の診断を受けている介護保険要支
援・要介護の方
下丸子高齢者在宅サービスセンター
3750−8805）へ
（ ☎3750−8701
申し込み
介護保険課介護サービス担当
5744−1551
☎5744−1258

9月に特別養護老人ホーム入所の
優先度評価を行います
特別養護老人ホームの入所は、要介護
度や介護者の状況などを考慮し、年2回
の優先度評価に基づき決定しています。
優先度評価を希望する方はお申し込み
ください。 3月に評価を受け、 要介護度
や介護者の状況に変更がない方は、申し
込み不要です。 既に特別養護老人ホーム
へ入所している方は申し込みできません。
区内在住で要介護度が原則3以上の認
定を受けている方か、常に介護を必要と
し、自宅で介護を受けることが困難な次
のいずれかに該当する方①入所を初めて
申し込む②既に申し込んでいるが要介護
度や介護者の状況が変わった③昨年9月
以前に評価を受けたが、入所できていな
い ※要介護1・2でも特例入所の要件
に該当すれば申込可
●申込書配布・提出先 地域包括支援セ
ンター、地域福祉課、問合先
●申込期限 8月31日
介護保険課介護サービス担当
5744−1551
☎5744−1258

健 康
在宅で医療を受けたい方のために
往診などに関する相談をお受けします。
区内在住の方とその家族
●在宅医療相談窓口専用ダイヤル
☎5744−1632
（ 午 前9時 〜 正 午。 休
日・年末年始を除く）
※お住まいの地区ごとに相談受付日が異
なります
大森地区＝火曜、第2・4金曜
田園調布地区＝月・木曜
蒲田地区＝水曜、第1・3・5金曜
健康医療政策課地域医療政策担当
5744−1523
☎5744−1264

在宅難病の方への訪問診察

※費用が記入されて
いない催しなどは
原則無料です。

まちづくり認定審査会

年）
（学年）
❹ 年齢
❺ 電話番号
要事項
❻ その他必要事項

が訪問し、診療と療養についての相談・
指導を行います。
次の全てに該当する方
①難病医療費等助成対象疾病にかかって
いる②寝たきりなどにより受診が困難③
患者や家族が訪問診療を希望
かかりつけ医へ連絡
大森医師会 ☎3772−2402
田園調布医師会 ☎3728−6671
蒲田医師会 ☎3732−8711
け い

子宮頸がん・乳がん検診
対象者は自己負担免除で検診を受ける
ことができます。 ※平成30年度まで配布
していた
「子宮頸がん・乳がん検診の無料
クーポン券」
は廃止となりました
子宮頸がん＝平成10年4月2日〜12年
3月31日生まれ
乳がん＝昭和53年4月2日〜55年3月
31日生まれ
※5月18日以降に転入届を出した方で受
診を希望する場合はお問い合わせくださ
い
●受診期間 7月1日〜令和2（2020）年
2月29日
実施医療機関へ申し込み。6月25日受
付開始（医療機関によって異なる場合有り）
健康づくり課健康づくり担当
5744−1523
☎5744−1265

6月25日㈫午前9時30分〜正午
消費者生活センター
先着20名
当日会場へ
都市開発課都市開発担当
5744−1526
☎5744−1356

蒲田都市づくり推進会議
6月27日㈭午前10時〜11時30分
蒲田地域庁舎
先着20名
当日会場へ
都市開発課都市開発担当
5744−1526
☎5744−1339

高齢者福祉計画・
介護保険事業計画推進会議
6月27日㈭午後1時30分〜3時30分
消費者生活センター
先着20名
当日会場へ
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1430

子ども・子育て会議
6月28日㈮午後6時30分〜8時
蒲田地域庁舎
先着20名程度
当日会場へ ※保育・手話通訳希望は
6月18日までに問合先へ電話かFAX
子育て支援課経営計画担当
5744−1525
☎5744−1272

税・国保・介護保険

●委託料 1件4,536円
登録調査員申込書(問合先HPから出力
可)、介護支援専門員証(携帯用)・認定調
査員新規研修修了証書の写しを問合先へ
郵送か持参
（社福）大田区社会福祉協議会
（〒144−0051西蒲田7−49−2）
3736−2030
☎5703−8233
https://www.ota-shakyo.jp/

おおたっ子ひろば事業運営委託
詳細は区HPをご覧ください。
●施設名 新宿・西六郷・萩中おおたっ
子ひろば
●運営委託開始日 令和2
（2020）年4月
1日
●申込締切日 7月12日
子育て支援課子育て支援担当
5744−1525
☎5744−1273

「花火の祭典」
協賛金に
ご協力ください
昭和59年に行った平和都市宣言を記
念し、8月15日に「花火の祭典」を開催し
ます。
●協賛金額 個人＝3,000円以上、企業・
団体＝10,000円以上
● 募 集 期 限 8月14日 ※7月5日 受 付
分まではパンフレットに氏名を記載
郵便振替。払込取扱票は特別出張所、
図書館、問合先などで配布
文化振興課文化事業担当
5744−1539
☎5744−1226

地域福祉計画推進会議

住民税・国民健康保険料・
介護保険料などをお支払いの方へ
●対象 住民税、軽自動車税、国民健康
保険料、介護保険料
納め忘れのない口座振替をご利用く
ださい
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。問合先へ口座振替依頼書を郵
送も可
※税と国民健康保険料はキャッシュカー
ドで申し込みが可能です。利用できる金
融機関についてはお問い合わせください
モバイルバンキングを利用して携帯
電話などでも納付できます
納付書のバーコードを読み取ること
で、簡単にお支払いが可能です。
ともに◇
◇
特別区民税・都民税（普通徴収）
、軽自
動車税＝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
介護保険料＝介護保険課収納担当
5744−1551
☎5744−1492

地域のかかりつけ医と専門医、看護師

学校デビュー
応援プログラム

傍 聴

7月3日㈬午後1時30分〜3時
区役所本庁舎11階
先着20名
当日会場へ ※手話通訳希望は6月25
日までに問合先へ電話かFAX
福祉管理課調整担当
5744−1520
☎5744−1244

募 集
「大田区くらしのガイド」
広告

お知らせ
「おおた地域力発見ガイド2019」
発行しました
自治会・町会、NPOなどの各地域活
動や、地域参加を応援する事業が一覧で
き、地域活動の道しるべとなる冊子です。
●配布場所 micsおおた、こらぼ大森
など ※区HPでも閲覧可
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
5744−1518
☎5744−1204

主に大田区に転入された方へ配布しま
す。11月発行、部数37,500部程度。
本文中指定ページ（A4サイズ、5ペー
ジ分、カラー）に掲載します。広告料、
掲載基準などの詳細は区HPをご覧くだ
さい。予定数を超えた場合は抽選を行い
大規模小売店舗出店計画書の縦覧
ます。
問合先へ申込書
（区HPから出力可）を
次の店舗の出店が生活環境に与える影
持参か郵送かFAX。6月28日必着
響について、意見書を提出できます。
広聴広報課広報担当
●店舗名 スポーツ用品店 新築工事
（〒144−8621 大田区役所）
（千鳥三丁目128番地1外）
（973㎡）
5744−1503
●縦覧場所・意見書提出先 問合先
☎5744−1132
※9月10日締め切り
介護保険認定調査員
産業振興課産業振興担当
次の要件に該当する方
5744−1528
☎5744−1363
①介護支援専門員
郷土博物館休館のお知らせ
②認定調査員研修を修了している
●業務内容 区内全域での要介護認定調
6月24日㈪〜28日㈮ ※館内消毒作
査
業のため
●選考方法 書類審査・面接
3777−1283
☎3777−1070

小学校入学に備えて、親子で心の準備をしよう！
保護者はお子さんとの関わり方を学び、お子さんは模擬授業・学校体験ができます。

令和2年度小学校入学予定のお子さんと保護者
①7月23日㈫＝都南小学校
②7月25日㈭＝入新井第一小学校
③7月28日㈰＝矢口西小学校 ④8月2日㈮＝清水窪小学校
⑤8月19日㈪＝大森東小学校 ※いずれも午前10時〜正午
2 大田区報 令和元（2019）年 6 月 11 日号

抽選で各30組。保育有り
（おおむね1歳6か月以上の未就学児、15名）
問合先へ往復はがき
（記入例参照。保護者とお子さん2人分記入。希望日・
会場も明記。保育希望はお子さんの氏名・ふりがな・月齢も明記）
。区ＨＰからも申込可。7月9日必着
教育総務課教育地域力推進担当
（〒144−8623大田区教育委員会事務局）
☎5744−1447
5744−1535
対象

日時、日程

会場

費用

定員

申込方法、申込先

問合先
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