
後期高齢者医療制度
医療費等通知書を郵送します

　対象の方へ、医療機関などの受診歴
と医療費などの総額を1月下旬に郵送し
ます。
令和元年9月～2年8月に医療費総額が

5万円を超える月がある被保険者
国保年金課後期高齢者医療給付担当

　☎5744－1254　 5744－1677

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、後期高齢
者医療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
（後期高齢者医療保険料を除く）
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
後期高齢者医療保険料
＝国保年金課後期高齢者医療収納担当
　☎5744－1647　 5744－1677

中小企業融資あっせん相談
（開業資金）

区内で開業する方
月～金曜、午前9時～午後4時

※午前11時～午後1時を除く
産業プラザ
当日会場へ
産業振興課融資係

　☎3733－6185　 3733－6159

教育委員会定例会
1月18日、2月15日、3月29日㈪午後

2時から
ニッセイアロマスクエア5階（蒲田5－

37－1）
抽選で各16名
当日会場へ　

※手話通訳・要約筆記希望は開催7日前
までに問合先へ電話かFAX
教育総務課庶務係

　☎5744－1422　 5744－1535

障がい者差別解消支援
地域協議会

1月28日㈭午後1時30分～3時
さぽーとぴあ
先着5名程度
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。1月

20日締め切り
※手話通訳希望は申し込み時にお伝えく
ださい
障害福祉課障害者支援担当

　☎5744－1700　 5744－1592

蒲田都市づくり推進会議
1月20日㈬午後6時～8時
アプリコ
先着10名
問合先へ電話。1月19日締め切り
都市開発課都市開発担当

　☎5744－1339　 5744－1526

地域福祉計画推進会議
2月3日㈬午前9時30分～11時30分
消費者生活センター
先着10名程度
当日会場へ　

※手話通訳・要約筆記希望は1月26日ま
でに問合先へ電話かFAX
福祉管理課調整担当

　☎5744－1244　 5744－1520

空家等対策審議会
2月4日㈭午後2時～4時
区役所本庁舎11階
先着10名
当日会場へ
建築調整課空家対策担当

　☎5744－1301　 5744－1558

障がい者施策推進会議
2月9日㈫午後1時30分～2時45分
アプリコ
先着5名程度
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。1月

26日締め切り
※手話通訳希望は申し込み時にお伝えく
ださい
障害福祉課障害者支援担当

　☎5744－1700　 5744－1592

大田区国民健康保険運営協議会
2月20日㈯午後2時から
区役所本庁舎2階
先着5名程度
当日会場へ
国保年金課管理係

　☎5744－1208　 5744－1516

「大田区子ども・若者計画」（素案）
に関するご意見

区内在住・在勤・在学の方
●閲覧・意見募集期間
1月14～28日
●閲覧場所
問合先、区政情報コーナー、特別出張所、
図書館（池上・洗足池を除く）、区HP
●意見の提出方法
問合先へ郵送かFAX。区HPからも提出
可。1月28日必着
◆説明会

①1月19日㈫午後7時～8時＝消費
者生活センター
②1月24日㈰午後2時～3時＝入新井集会室
先着各20名
問合先へ電話。①1月18日②1月22日

締め切り　
※手話通訳・保育（1歳以上の未就学児各
3名程度）希望は申し込み時にお伝えく
ださい
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

ものづくり体験入校
　詳細はお問い合わせください。
1月23日㈯午前10時～正午
先着各5名（金属加工・板金溶接・広

告美術）
問合先へ電話。1月20日締め切り
都立城南職業能力開発センター大田校

　☎3744－1013　 3745－6950

ファミリー・サポートおおた
提供会員養成講座（4日制）

　育児の援助を受けたい方（利用会員）と
手助けをしたい方（提供会員）の会員組織
です。講座修了後は、提供会員（有償ボ
ランティア）として活動できます。
区内在住の20歳以上で心身ともに健

康な方
2月5・8・9・12日午前10時～午後3

時（5日は午後3時30分まで。12日は午
前9時45分から）
キッズな大森（12日の午前中はエセナ

おおた）
先着9名
問合先へはがきか封書（記入例参照）を

郵送
ファミリー・サポートおおた事務局

（〒143－0016大森北4－16－5）
　☎5753－1152　 3763－0191

「絆サポート」の担い手
　要支援高齢者の自宅に訪問
し、簡単な家事などの支援（謝
礼金有り）を行います。
問合先へ電話
（社福）大田区社会福祉協議会
　☎5703－8230　 3736－5590

都営住宅の入居者
　詳細は募集案内（2月1～9日に区役所
本庁舎1階、特別出張所、大田区住宅管
理センターで配布）をご覧いただくか、
お問い合わせください。
●募集住宅　
①家族向住宅
②単身者向住宅
③シルバーピア
④居室内で病死などがあった住宅　
※①ポイント方式②～④抽選
東京都住宅供給公社都営住宅募集セン

ター
　☎3498－8894

青年学級の学級生と協力者
　グループ活動、宿泊研修などを行い
ます。
1コスモス青年学級
①学級生＝区内在住で肢体に障がいのあ
る18～29歳の方（高校生を除く）
②協力者＝学級生の介助ができる16歳
以上の方（未経験者可）
令和3年4月～4年2月の日曜

※平日夜や土曜の活動有り

大田生活実習所（☎3745－0878）へ
電話。学級生は面接有り
2若草青年学級
①学級生＝区内在住で知的障がいがあ
り、ある程度団体行動ができる18～29
歳の方
②協力者＝学級生と活動できる18歳以
上の方（未経験者可）
令和3年5月～4年3月の日曜。月1回

程度
※平日夜の活動有り
①先着80名
（社福）大田幸陽会（☎3745－0808）へ
電話。学級生は面接有り
さぽーとぴあ　 5728－9136（共通）

1☎6429－8526　2☎5728－9135

区立児童館などの業務補助員
（名簿登録制）

　児童指導の補助（資格不要）。欠員が生
じた場合、選考を行います。
週5日勤務が可能な方

●勤務時間　午前8時30分～午後7時15
分のうち実働4時間
●勤務期間　
職務に応じて定められた期間
●報酬　
月額88,258円（交通費支給有り）
●選考方法　書類選考後、面接
問合先へ所定の用紙（問合先で配布。

区HPからも出力可）を提出か電話
子育て支援課子育て支援担当

　☎5744－1272　 5744－1525

スクールカウンセラー
（名簿登録制）

　学校での児童・生徒のカウンセリング
など。欠員が生じた場合、名簿登録者の
中から委嘱します。詳細は区HPをご覧
ください。
公認心理師・臨床心理士かこれに準じ

る資格がある方など
●勤務時間　1日8時間（年間38回）
●勤務期間　
令和3年4月1日～4年3月31日
●報酬（予定）　時間単価4,500円から
●選考方法　書類選考後、面接
問合先へ申込書（区HPから出力可）、

作文を郵送か持参。1月22日必着
教育センター教育相談担当

　☎5748－0801　 5748－1390

大田区版手話動画を
作成しました

　大田区を舞台とした手話
の物語を作成しました。動
画内で区内の名所を巡りな
がら、簡単な手話が学べま
す。ぜひご覧ください。
さぽーとぴあ

　☎5728－9134　 5728－9136

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

後期高齢者医療・税

ものづくり体験入校
　詳細はお問い合わせください。
1月23日㈯午前10時～正午
先着各5名（金属加工・板金溶接・広

告美術）
問合先へ電話。1月20日締め切り

大田生活実習所（☎3745－0878）へ
電話。学級生は面接有り
2若草青年学級
①学級生＝区内在住で知的障がいがあ
り、ある程度団体行動ができる18～29
歳の方
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