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後期高齢者医療保険料の納め忘れ
にご注意ください

　保険料の納め忘れは、制度の運営に支
障を来します。特別な理由なく保険料を
滞納している場合は、有効期限の短い被
保険者証の交付や、財産の差し押さえを
行うことがあります。納期限までに納め
ることができない場合は、ご相談くださ
い。
国保年金課後期高齢者医療収納担当

　☎ 5744－1647　 5744－1677

事業者の方は
給与支払報告書の提出を忘れずに
　令和2年中に給与を支払った方は、給
与支払報告書（問合先で配布。区HPから
も出力可）を2月1日までに提出してくだ
さい。電 子申告システム（e

エルタックス
LTAX）でも

受け付けています。
●提出先　給与受給者が令和3年1月1日
に住所を有する区市町村
課税課課税担当
5744－1515（共通）

大森地区　☎ 5744－1194
調布地区　☎ 5744－1195　
蒲田地区　☎ 5744－1196
eLTAXについて　☎ 5744－1193

3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。9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令和2年3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
当すれば申し込み可
●申込書配布・申込先　地域包括支援セ
ンター、地域福祉課、問合先
申込先へ申込書を持参。2月26日締め

切り　※地域包括支援センターは2月27
日まで受け付け
介護保険課介護サービス担当

　☎ 5744－1258　 5744－1551

使用済み切手の収集に
ご協力ください

　収集した使用済み切手は、売却・換金
してお米を購入し、ひとり親家庭に配布
します。
●収集方法　問合先へ郵送か来所
※切り取る場合は、切手の縁から5㎜程
度を残してください

おおた地域共生ボランティアセンター
（〒144－0051西蒲田7－49－2）
　☎ 3736－5555　 3736－5590

特定健康診査・長寿健康診査を
受けましょう

　生活習慣病の予防・早期発見が目的で
す。対象の方へ受診票を郵送しています。
特定健康診査＝大田区国民健康保険に

加入の40～74歳の方
長寿健康診査＝後期高齢者医療制度に加
入の方
※社会保険などに加入の方（被扶養者を
含む）は、加入している健康保険か勤務
先にお問い合わせください
●受診期限　3月31日
●健診項目　問診、診察、身体計測、血
圧測定、血液検査、尿検査など
●受診場所　区内健康診査実施医療機関
国保年金課

特定健康診査＝国保保健事業担当
　☎ 5744－1393　 5744－1516
長寿健康診査＝後期高齢者医療給付担当
　☎ 5744－1254　 5744－1677

コロナ禍でも気を付けたい
お酒の飲み方

コロナ禍での外出自粛時や年末年始は
自宅でお酒を飲む機会が増えますが、節
度ある飲酒を心がけることが大切です。
お酒を飲む回数や量が増え
たと感じる方は「こころの体
温計」のアルコールモードで
チェックしてみてください。
健康づくり課健康づくり担当
☎ 5744－1683 5744－1523

都市計画審議会
1月8日㈮午後2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

子ども家庭相談員（心理士）
　子どもや家庭の抱える問題や悩みなど
についての相談対応。作文の課題など詳
細は区HPをご覧ください。
子育てに関する相談業務の経験がある

方で、臨床心理士資格か公認心理師資格
を有するか心理学に関する修士以上の学
位を有する　※取得見込みも可
●任用期間
令和3年4月1日～4年3月31日
●勤務時間
月～土曜のうち週4日、午前9時30分～
午後6時15分の間で実働7時間45分
●報酬（予定）　月額239,616円（社保完
備。期末・通勤手当別途支給）
●勤務場所
キッズな大森・洗足池・蒲田のいずれか
●募集人数　若干名
●選考方法　書類選考後、面接
問合先へ履歴書（写真貼付）と資格を証

明する書類の写し、作文を郵送か持参。
1月8日午後5時必着
子ども家庭支援センター地域子育て推

進係
（〒143－0016大森北4－16－5）
　☎ 5753－1153　 3763－0199

社会教育指導員
　対象など詳細は区HPをご覧ください。
●任用期間　
令和3年4月1日～4年3月31日
●勤務時間　
原則週4日、1日実働7時間45分
●報酬（予定）　月額227,712円（期末・
通勤手当別途支給）
●勤務場所　区役所本庁舎
●募集人数　若干名
●選考方法　書類選考後、面接
問合先へ申込書(問合先で配布。区HP

からも出力可)と作文（「大田区の社会教
育指導員として取り組むべきこと」手書
きで1,000～1,200字程度）を郵送か持
参。12月25日必着
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎ 5744－1443　 5744－1518

消費生活相談員
　詳細は区HPをご覧ください（12月14
日から公開）。
●任用期間
令和3年4月1日～4年3月31日
●勤務時間
月～金曜のうち週4日、午前8時30分～
午後5時15分の間で実働7時間45分
●報酬（予定）　月額295,488円（地域手
当含む。期末・通勤手当別途支給）
●募集期間　12月14～28日
●募集人数　1名程度
●選考方法　書類選考後、面接
問合先へ申込書（写真貼付）と資格を証

明する書類の写し、作文（「区民に期待さ
れる消費生活相談員の役割を示した上で、
具体的にどう取り組んでいくか考えを述
べてください」手書きで1,000字程度）を
郵送か持参。12月28日午後5時必着
消費者生活センター

(〒144－0052蒲田5－13－26－101)
　☎ 3736－7711　 3737－2936

要介護認定調査業務
契約職員・登録調査員

　詳細は問合先HPをご覧ください。
介護支援専門員の資格を有し、次のい

ずれかに該当する方
①契約職員＝認定調査の経験を有する
②登録調査員＝認定調査員研修を修了し
ている（見込み含む）
●業務内容
①要介護認定調査と調査票の点検
②区内全域での要介護認定調査
問合先へ所定の申込書（問

合先HPから出力可）と添付書
類を郵送か持参
（社福）大田区社会福祉協議会

（〒144－0051西蒲田7－49－2）
　☎ 5703－8233　 3736－5590

（仮称）名勝洗足池公園
保存活用計画（案）

　皆さまからのご意見を募集します。
●募集期間
12月22日～1月12日
●閲覧・意見用紙の配布場所
問合先、雪谷・千束特別出張所、大田
図書館、区HP 

問合先へ意見用紙を郵送かFAXか持参
都市基盤管理課計画調整担当

　☎ 5744－1304　 5744－1527

区民農園利用者
　利用料金、申込方法など詳細は区HP
か募集チラシ（特別出張所、図書館で配
布）をご覧ください。
●募集区民農園
西馬込、田園調布、千鳥、南馬込、梅の木
●利用期間
令和3年4月1日～5年2月末
産業振興課商業振興担当

　☎ 5744－1373　 5744－1528

医療従事者の年末届を忘れずに
●対象・届出先
①医師・歯科医師・薬剤師の免許をお持
ちの方＝住所か就業地を管轄する保健所
②保健師・助産師・看護師・准看護師・
歯科衛生士・歯科技工士で、12月31日
時点で業務に従事している方＝就業地を
管轄する保健所
●届出方法　問合先へ届出用紙（問合先
へ請求。区HPからも出力可）を郵送か持
参。1月15日必着
生活衛生課医薬担当

（〒143－0015大森西1－12－1）
☎ 5764－0692 5764－0711

防音工事助成制度
　自宅の防音工事（防音サッシへの改修
など）への助成制度があります。工事前
に手続きが必要です。詳細は区HPをご
覧ください。
環状7・8号線、中原街道の一部の沿

道にお住まいの方
対象地域・受付方法＝

防災まちづくり課市街地整備担当
　☎ 5744－1338　 5744－1526
助成内容＝東京都建設局管理課
☎ 5320－5279

工場認可を受けていますか
　区内で工場を経営・建て替え・移転す
るには、都民の健康と安全を確保する環
境に関する条例に基づく工場認可が必要
です。詳細はお問い合わせください。
環境対策課環境調査指導担当

　☎ 5744－1369　 5744－1532

大田区障がい者施設の
自主生産品販売

（おおむすび販売会）
　区内の障がい者施設で作った焼き菓子
や雑貨などを販売します。
12月19日㈯・20日㈰午前11時～午

後5時
グランデュオ蒲田3階東西連絡通路

（西蒲田7－68－1）
志茂田福祉センター
☎ 3734－0763 3734－0797

名作展「時代を描く
龍子作品におけるジャーナリズム」
12月19日㈯～3月21日㈰午前9時～

午後4時30分（入館は午後4時まで）
●入館料　200円（子ども100円）　
※65歳以上（要証明）と5歳以下は無料
◆ギャラリートーク
12月20日、1月17日、2月21日、3

月21日㈰
①午前11時30分～正午
②午後1時～1時30分
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