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口座振替をご利用ください
　特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自
動車税、 国民健康保険料を納付書でお支
払いの方は、納め忘れのない口座振替が
便利です。
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
※問合先へキャッシュカードと届出印を
持参して申し込むこともできます。利用
できる金融機関については区HPをご覧
ください
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
　☎ 5744－1205　 5744－1517
国民健康保険料
＝国保年金課国保料収納担当
　☎ 5744－1209　 5744－1516

個人事業者の方へ
◆決算説明会
　今年はオンラインで実施します。国税
庁HPに動画が公開されますので、ご活
用ください。
◆青色申告特別控除
　令和2年分の所得税確定申告から65万
円の青色申告特別控除を受けるために
は、ご自宅などのパソコンからe
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確定申告書・青色申告決算書などのデー
タを提出する必要があります。詳細は国
税庁HPをご覧ください。
※税務署のパソコンで送信しても控除は
受けられません
大森税務署　☎ 3755－2111

　 雪谷税務署　☎ 3726－4521
　 蒲田税務署　☎ 3732－5151

11月18日は世界COPDデー
　COPD（慢性閉

へい
塞
そく
性肺疾患）の主な原因

は喫煙です。長年喫煙をすることで肺は
壊れていき、重症化すると酸素吸入が必
要になるなど生活に大きく影響します。
40歳以上でたばこを吸っている（または
吸っていた）人で、3か月以上
息切れ・せき・たんが続く場
合は、呼吸器科を受診してみ
ましょう。
◆禁煙を考えている方へ
　区内で禁煙外来治療を受けられる医療
機関は区HPをご覧ください。
健康づくり課健康づくり担当

　☎ 5744－1683　 5744－1523

ひきこもり・生きづらさ茶話処
どころ

　参加者同士での語り合いや相談ができ
ます。
12月2日㈬午後1時30分～4時

※2部入れ替え制
区役所本庁舎2階
先着各20名
問合先へ電話
健康づくり課健康づくり担当

　☎ 5744－1683　 5744－1523

都市計画マスタープラン
改定推進委員会

12月8日㈫午前10時から
区役所本庁舎2階
先着20名
当日会場へ
都市計画課都市計画担当

　☎ 5744－1333　 5744－1530

特別区立幼稚園の
臨時的任用教員採用候補者

　詳細は問合先HPをご覧ください。
幼稚園教諭普通免許状を有する方

●勤務地　東京23区の区立幼稚園（大田
区・足立区を除く）
●選考方法　書類選考後、12月1～3日
のいずれかに面接（新規申込・直近5年以
内に勤務実績のない方）
問合先へ申込書(問合先などで配布)を

11月20日(消印有効)までに郵送
特別区人事・厚生事務組合

教育委員会事務局
　☎ 5210－9857

助っ人サービス

　ちょっとしたご家庭でのお困り事をサ
ポートします。詳細はお問い合わせくだ
さい。
ご家庭にサポートできる方がいないた

め、単発でサポートが必要な方

●利用料金　300円（20分以内）
問合先へ電話
おおた地域共生ボランティアセンター

　☎ 5703－8230　 3736－5590

生産緑地地区の指定
　生産緑地地区の指定を受けるには、手
続きが必要です。指定要件な
どの詳細は区HPをご覧にな
るかお問い合わせください。
産業振興課商業振興担当

　☎ 5744－1373　 5744－1528

地球にやさしいまちづくり
ポスターコンクール作品発表

　環境学習の一環として、小・中学生が
環境をテーマとしたポスター作成に取り
組むことにより、環境問題に関心を持っ
て学んでもらうきっかけとなることを目
指しています。皆さんも子どもたちの作
品を通して、環境問題につい
てぜひ考えてみてください。
入選作品は区HPをご覧くだ
さい。
環境計画課計画推進・温暖化対策担当

　☎ 5744－1362　 5744－1532

休場のお知らせ
◆萩中公園プール
11月16日㈪～令和3年3月19日㈮

※施設工事のため
道路公園課公園管理担当

　☎ 5744－1319　 5744－1527
◆大田スタジアム
令和3年1月12日㈫～29日㈮

※施設整備点検のため
　☎ 3799－5820　 3799－5782
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詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ
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詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

　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います。
●夜間　月～金曜、午後7時まで（休日・年末年始を除く）
●土・日曜　午前9時～午後5時（年末年始を除く）

　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をご覧いた
だくかお問い合わせください。
▶問合先　戸籍住民課戸籍住民担当（〒144－8621大田区役所）　 5744－1546（共通）
　　　　　戸籍＝☎5744－1233　住民票＝☎5744－1676

　マイナンバーカードをお持ちの方は、全国の主なコンビニエンスストアに設置されている
マルチコピー機で、以下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をご覧いただくかお問い合わせください。

※システムメンテ
ナンスのためサー
ビスを停止するこ
とがあります※1 預かりのみ。翌開庁日以降に審査・処理を行います

※2 本人、同一世帯員からの届け出・請求のみ取り扱います
※3 日本国籍の方の届け出のみの預かり
※4 本人、同一戸籍の方からの請求のみ。電算化されたものに限る
▶問合先　戸籍住民課戸籍住民担当
☎5744－1185　 5744－1513

住民票の写しなどは
夜間、土・日曜窓口や郵送で請求できます

内　容
取扱窓口

夜間 土・日曜
戸籍届出の受領（埋火葬許可証の発行含む）  ※1 　　 〇 　　 〇
住民異動届出書（転入・転出・転居など）のお預かり  
※1

　 　〇 
　　 取り扱い

ません
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・個人事項証明書 　　 〇 ※4 　　 〇 ※4
住民票の写し 　　 〇 ※2 　　 〇 ※2
住民票記載事項証明書 　　 〇 ※2 　　 〇 ※2
戸籍の附票の写し 　　 〇 ※4 　　 〇 ※4
印鑑登録証明書 　　 〇 　　 〇
住民税証明書 〇 〇

内　容 発行時間※ 手数料
戸籍の全部・個人事項証明書
（大田区に住民登録と本籍を置いている方のみ）

午前9時～午後5時（土・日曜、
休日、年末年始を除く） 400円

住民票の写し
午前6時30分～午後11時
（年末年始を除く） 250円印鑑登録証明書（印鑑登録をしている方のみ） 

住民税証明書

▶問合先　　
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　 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　 5744－1513
住民税証明書＝課税課課税担当　☎5744－1192　 5744－1515

　区役所本庁舎で夜間、土・日曜窓口 　郵送での請求

　コンビニエンスストアでの発行

税・国保

※2※3
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