
1717歳

1818歳

1919歳

2020歳

令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。18歳になって
新たにできるようになること、それに伴って注意すべきことを把握してトラブルに遭わ
ないようにしましょう。

契約には責任が伴います 契約や消費生活で
困ったときは…

　未成年者は取引の知識や経験が少なく、判断力も未熟であることから法律で保護されています。
しかし、新成年は法律の保護がなくなったばかりのため、悪質商法のターゲットとして狙われています。

　事業者との契約トラブル、悪質商法、
商品やサービスに対する疑問などお気軽
にご相談ください。

●大田区立消費者生活センター
相談専用電話
☎ 3736－0123
月〜金曜
＝午前9時〜午後4時30分
※休日、年末年始を除く

●契約内容を理解してから契約する ●うまい話は安易に信用しない
●不要なものはきっぱり断る ●借金を勧められても安易に応じない
●契約書面や画面は保存しておく
●クーリング・オフや消費者契約法など消費者の味方になる知識を身に付ける

●消費者ホットライン

☎ 1
い や や

88
土曜＝午前9時〜午後5時
日曜、休日＝午前10時〜午後4時
※年末年始を除く

●大田区公式Twitter
身近に潜む消費者トラブ

ルに関する情報を定期的に
発信しています。

〈〈
詳細は
コチラ

〈〈
詳細は
コチラ

トラブルに遭わないためにできること

土・日曜、休日は
国・都の機関がお受けします

　「必ずもうかる」と先輩に言われて
始めたのに全然もうからず、教材代
も返してもらえない。

　１回限りのつもりで通信販売を申し
込んだら定期購入だったため、次々
と商品が届き高額な請求を受けた。

マッチングアプリで知り合っ
た異性からネックレスの購入を
勧められ、嫌われたくなくて
ローンを組んで契約した。

保護者の同意がなくても契約できます

飲酒、喫煙、公営ギャンブルなどは
20歳にならないとできません

●クレジットカードを作る
●1人暮らしのアパートを借りる

●携帯電話を契約する
●ローンを組む　　など

トラブルの例

ほかにもこんなトラブルに注意！

人に紹介するだ
けで

もうかるよ

Case 1. Case 2.

契約には原則、保護者の同意が
必要です

問合先　消費者生活センター　☎3736－7711　 FAX 3737－2936

18歳から です「「成年成年」」「成年」

地域力・国際都市　おおた
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子申請も可。12月2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

全日本学生室内飛行ロボット
コンテスト

開会式・予選＝12月18日㈯、決勝戦・
表彰式＝19日㈰
※いずれも午前10時～午後5時

大田区総合体育館
当日会場へ
産業振興課工業振興担当

　☎5744－1376　 6424－8233

障がいのある方のための教室
①編物②俳句

区内在住の障がいのある方と家族
12月20日㈪午前10時～正午
さぽーとぴあ
先着各20名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）
上池台障害者福祉会館

　☎3728－3111　 3726－6677

パパといっしょに
クリスマスコンサート

　バイオリン、チェロ、ピアノの生演奏
を楽しみましょう。

区内在住・在勤・在学の男性保護者と
未就学児

12月25日㈯午後2時30分～3時30分
抽選で12組
問合先へFAX（記入例参

照）。電子申請も可。12月
21日締め切り

エセナおおた
　☎3766－4586　 5764－0604

ものづくり教育・学習フォーラム
　区内小・中学校などによるものづくり
体験の発表や作品展示、楽しいものづく
り体験コーナーなどを行います。詳細は
区HPをご覧ください。

1月15日㈯午前9時～午
後4時（展示・体験は午後3
時まで）

産業プラザ
11月29日～12月24日に

電子申請
教育総務部指導課

　☎5744－1435　 5744－1665

第2回記念館講座
「尾﨑士郎と馬込文士村の詩人たち」

1月22日㈯午後2時～3時30分
大田文化の森
抽選で50名
問合先へ往復はがきかFAX（記入例参

照。「第2回」と明記）。1月7日必着
※1通2名まで

龍子記念館
（〒143－0024中央4－2－1）
　☎ 3772－0680

看護職復職支援研修（3日制）
　区内での職場復帰を検討している方を
サポートするための研修です。

看護師か准看護師の免許をお持ちの方
1月31日㈪～2月2日㈬午前9時～午後

4時
東京労災病院

（大森南4－13－21　☎3742－7301）
先着5名
12月20日～1月20日に会場へ電話（月 

～金曜、午前9時～午後5時　※休日、年 
末年始を除く）

健康医療政策課地域医療政策担当
　☎5744－1264　 5744－1523

歳末たすけあい・地域ふれあい
募金

　12月1～31日に自治会・町会の協力
のもと実施します。募金は在宅で重度障
がいのある方への見舞金やボランティア
活動など、地域福祉の推進に活用します。

（社福）大田区社会福祉協議会
　☎3736－2023　 3736－2030

国民健康保険の資格喪失後の
医療費返還

　勤務先の健康保険に加入した方や区外
に転出した方は、必ず大田区の国民健康
保険をやめる届け出をして保険証を返却
してください。資格がない期間に大田区
の国民健康保険証で医療機関を受診した
場合、区が負担した医療費を返還してい
ただき、ご自分で加入先の健康保険など
に請求することになります。
　新しい保険証の交付前に受診するとき
は、手続き中の健康保険などに相談し、
医療機関の窓口にも手続き中であること
を伝えてください。

国保年金課国保給付係
　☎5744－1211　 5744－1516

葬祭費の支給
国民健康保険（社会保険から国民健康

保険に切り替わった場合は3か月以上加
入）か後期高齢者医療制度に加入中に亡
くなった方の、葬祭費を支払った方
●支給額　70,000円
●申請期間　葬儀の翌日から2年以内

問合先へ申請書（亡くなった方の遺族
などへ送付）と必要書類を郵送か持参

国保年金課
国民健康保険＝国保給付係
　☎5744－1211　 5744－1516
後期高齢者医療制度
＝後期高齢者医療給付担当
　☎5744－1254　 5744－1677

（仮称）新大田区生涯学習
推進計画策定会議

12月2日㈭午前10時～正午
池上図書館
先着5名
問合先へ電話。11月30日締め切り
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1443　 5744－1518

大田区報編集業務委託事業者
　詳細は区HPをご覧くださ
い。
●応募期限　12月9日必着

広聴広報課広報担当
　☎ 5744－1132
　 5744－1503

「みんなでいっしょに自然の電気」
キャンペーン

　太陽光や風力などで作られる自然の電

気をお得に利用できる、都のキャンペー
ンです。参加者が多いほど、電気代がお
得になります。

住宅、商店、小規模オフィスなど（従
量電灯B、C)
「みんなでいっしょに自

然の電気」キャンペーン事
務局
　☎0120－267－100

（携帯電話からは☎0570－058－100）

大田区空家等の適切な
管理の推進に関する条例（案）

へのご意見
●閲覧・意見募集期間
12月3～16日
●閲覧場所　区HP、問合先、区政情報
コーナー、特別出張所
●意見書の提出方法　
問合先へ郵送、FAX、Eメール、持参

建築調整課空家対策担当
　☎5744－1301　 5744－1558

大田区手話通訳者
登録選考試験

●試験日　1月16日㈰
●選考方法
一次試験＝読み取り問題・筆記問題
二次試験＝表現問題・面接

区内で通訳活動のできる次のいずれか
に該当する20歳以上の方
①区主催の手話講習会上級課程を修了
②上記①と同等の講習会を修了したか、
修了と同等の技術があると認められる

問合先へ申込書（区HPから出力か問合
先へ請求）を郵送。12月21日必着

さぽーとぴあ
　☎5728－9134　 5728－9136

大田文化の森運営協議会
運営委員

　詳細は問合先HPをご覧ください。
●申込期限
12月21日必着

大田文化の森運営協議会
　☎3772－0770
　 3772－0704

社会教育指導員
（会計年度任用職員）

　詳細は区HPをご覧ください。
●申込期限
12月24日必着

地域力推進課区民協働・
生涯学習担当
　☎ 5744－1443
　 5744－1518

「大田区くらしのガイド」
令和3年版を発行しました

　区民の生活に関わる区の事務や、区施
設、各種相談窓口などを掲載しています。
●配布場所　戸籍住民窓口、区政情報
コーナー、特別出張所

広聴広報課広報担当
　☎5744－1132　 5744－1503

就学通知書を送付します
　4月に区立小・中学校に入学するお子
さんの就学通知書を12月1日に発送しま
す。次のいずれかに該当する方は手続き
が必要です。詳細は就学通知書か区HP
をご確認ください。
①就学通知書で指定された学校以外の大
田区立小・中学校へ入学を希望
②国立・都立・私立の小・中学校へ入学
することが決まった
③大田区外の区市町村立小・中学校へ入
学を希望
④大田区立以外の小学校を卒業して、大
田区立中学校へ入学を希望
※②～④は学級編制に影響するため、早
めの手続きをお願いします
※新1年生保護者説明会については各学
校へ直接お問い合わせください

学務課学事係
　☎5744－1429　 5744－1536

郷土博物館の休館
12月27日㈪～1月7日㈮　※展示替えのため

　☎3777－1070　 3777－1283

特殊詐欺被害防止のための
DVD上映

　日時など詳細は区HPをご覧いただく
か、お問い合わせください。

老人いこいの家（ゆうゆうクラブ）、シ
ニアステーション、区民センター（ゆう
ゆうクラブ併設）

当日会場へ
消費者生活センター

　☎3736－7711
　 3737－2936

麦わらの
クリスマス・オーナメントづくり

中学生以上
12月5日㈰①午前9時30分～午後0時

30分②午後1時30分～4時30分
500円
先着各10名
問合先へ電話

郷土博物館
　☎3777－1070
　 3777－1283

ものづくり体験入校
12月11日㈯午前10時～正午
金属加工先着10名、板金溶接・広告

美術先着各5名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。

12月8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

区民講師講座
「私の身

か ら だ

体を整えよう
〜セルフメンテナンスについて考える〜」
　大田区生涯学習ボランティア制度に登
録している区民の方が講師の講座です。
①人生を輝かせるために、閉経前から食
生活を見直す
②身体と対話しながら、姿勢と呼吸を整
える

区内在住・在勤・在学で
16歳以上の方

12月14日㈫
①午前10時～11時
②午後1時30分～2時30分

区役所本庁舎2階
抽選で各30名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
電子申請
はコチラ

▲
参加はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

参加・催し

募　集

傍　聴

お知らせ

国保・後期高齢者医療

求　人

福　祉
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情報箱
暮 ら

し の 記入例
❶催しなどの名称
❷〒住所
❸氏名（ふりがな）

❹年齢（学年）
❺電話番号
❻その他
　必要事項

※費用が記入されていない催しなどは原則無料です



▶問合先　（公財）大田区スポーツ協会（〒143－0011大森本町2－2－5（大森スポーツセ
ンター内）） 　☎5471－8787　 5471－8789　https://www.sportsota.or.jp/
◆健康体操教室

▶会場・問合先　大田区総合体育館（〒144－0031東蒲田1－11－1） 
　☎5480－6688　 5703－1105　http://www.ota.esforta.jp/
　詳細はお問い合わせいただくか、問合先HPをご覧ください。

◆定期教室ワンコイン体験

▶会場・問合先　ゆいっつ（〒143－0006平和島4－2－15）
　☎6424－5101　 6424－5120

　スポーツ（フットサル）を通じて国際交流しませんか。申込方法など詳細は問合
先HPをご覧ください。
▶対象　区内在住・在勤・在学で15～29歳の方
▶日時　12月19日㈰午後1時～5時
▶会場　昭和島二丁目公園フットサル場、少年サッカー場
▶定員　日本人・外国人各10名
▶問合先　（一財）国際都市おおた協会
　☎6410－7981　 6410－7982
　https://www.ota-goca.or.jp/sports_2021/

▶申込方法　実施日の3日前までに問合先へ電話か来館

教室番号・
教室名 日程 時間 会場 費用 定員

（抽選） 申込期限

❶さわやか
シェイプアップ
体操教室

1～3月の
火曜

①午前9時30分
～10時30分

田園調布
せせらぎ
館

9,100円

18名

12月10日

②午前10時45分
～11時45分

❷はつらつ
体操教室

1～3月の
水曜

（2月23日を
除く）

①午前9時30分
～10時30分

8,400円
②午前10時45分
～11時45分

❸かんたん
ヨガ

（初心者向け）

1月14・28
日、2月25日、
3月11・25
日㈮

（2月11日を
除く）

午前9時30分
～10時30分

3,500円 20名
❹リフレッシュ
ヨガ

午前10時45分
～11時45分

❺かんたん
ヨガ

（初心者向け）

1月6・20日、
2月3・17日、
3月3・17日
㈭

午前10時～11時

多摩川台
公園古墳
展示室

4,200円 12名

❻優しい
フィットネス・
姿勢美容
エクササイズ
～カキラ～

1月8・22日、
2月12・26
日、3月12・
26日㈯

六郷地域
力推進セ
ンター

3,000円

30名

12月17日
1月12・26日、
2月9・23日、
3月9・23日
㈬

大森ス
ポーツ
センター

25名

教室番号・教室名 対象 日程 時間

月
①かんたんピラティス

高校生以上 12月13日
午後1時30分～2時30分

②フラダンス 午後3時～4時

火
③わんぱく親子体操 2・3歳

12月14日
午前10時30分～11時30分

④親子フィット＆ダンス 就園児
（年少～年長） 午後4時～5時

水
⑤ヨーガ 高校生以上

12月15日
午前9時30分～10時30分

⑥ベビー＆
ママケアストレッチ

生後1.5か月
～12か月 正午～午後0時50分

木
⑦はじめてのヨーガ

高校生以上 12月16日
正午～午後1時

⑧カキラ
（姿勢美容エクササイズ） 午後3時～4時

金
⑨よちよち親子体操 生後12か月

～2歳未満 12月10日
午前9時～10時

⑩ヨーガ 高校生以上 午後7時50分～8時50分
教室名 対象 日程 時間 定員

（先着） 費用

グリーティング
カードを作ろう － 12月4日㈯

午後2時～4時
10名

300円
パソコンで年賀状
を作ろう 小学生以上 12月11日㈯ 5名

健康体笑 60歳以上 12月28日、
1月25日、
2月22日㈫

午前9時30分
～10時30分 20名

1,000円
/回パパママ　with　ベ　 

ビートレーニング
2歳未満のお子
さんと保護者

午前10時45分
～11時45分 10組

教室番号・教室名 対象 日程 時間

①なかよし親子体操 歩行可能な
1・2歳 1月24日～3月14日の月曜

午前10時30分～
11時20分

②チャレンジ親子体操 2・3歳 1月20日～3月17日の木曜
（2月3日を除く）

③幼児体操（年少） 年少
1月19日～3月23日の水曜

（2月2･23日を除く）

午後3時～
3時50分

④幼児体操
（年中・年長） 年中・年長 午後4時～

4時50分

⑤ソフトエアロ

15歳以上

1月11日～3月22日の火曜
（2月1日を除く）

午前9時30分～
10時30分

⑥美・Body 1月12日～3月23日の水曜
（2月2日を除く）

午後2時30分～
3時30分

⑦優雅なフラダンス 1月13日～3月10日の木曜
（2月3日を除く）

午前9時30分～
10時30分

⑧筋トレ・で・スリム 1月13日～3月24日の木曜
（2月3日を除く）

午後2時30分～
3時30分

⑨シェイプアップ
エアロ

1月14日～3月25日の金曜
（2月11日を除く）

午前9時30分～
10時30分

⑩ステップエアロ 1月15日～3月19日の土曜
午後2時30分～
3時30分⑪ボクシング

エクササイズ 1月16日～3月20日の日曜

⑫かんたんヨガ 1月18日～3月15日の火曜
（2月1日を除く）

午前9時30分～
10時30分⑬太極拳 1月19日～3月23日の水曜

（2月2･23日を除く）
⑭ストレッチ＆筋トレ

60歳以上

1月10日～3月14日の月曜
⑮健康マット体操

午後2時30分～
3時30分⑯いきいき体操 1月11日～3月22日の火曜

（2月1日を除く）

⑰さわやかリズム体操 1月12日～3月23日の水曜
（2月2日を除く）

午前9時30分～
10時30分

⑱足腰元気体操 1月14日～3月25日の金曜
（2月11日を除く）

午後2時30分～
3時30分

（公財）大田区スポーツ協会の催しなど

大田区総合体育館のスポーツ教室など

ゆいっつのスポーツ教室など

Otaスポーツで国際交流

大森スポーツセンターの定期スポーツ教室
▶会場・問合先　大森スポーツセンター（〒143－0011大森本町2－2－5）
　☎5763－1311　 5763－1314　https://omori-sc.jp/

▶費用　①②全8回各600円③④全8回各1,000円（毎回当日払い）
⑤⑥⑧～⑪⑭～⑱全10回5,000円⑦⑫⑬全8回4,000円（初回一括払い）
▶定員　抽選で①②各10組（保護者1人にお子さん1人） ③④各10名⑤⑥⑧～⑪⑰
各16名⑦⑫～⑯⑱各20名
▶申込方法　問合先へ往復はがき（記入例参照）。1人1教室。12月5日消印有効

スポーツ
健康都

市
宣言 スポーツ

おおたde
スポーツ
おおた

新型コロナウイルス感染予防のための大田
区スポーツイベントガイドラインはコチラ ▶

種目 日程 会場
ダンススポーツ 1月30日㈰ 大森スポーツセンター
サッカー 3月20日㈰から 多摩川緑地サッカー場ほか

▶費用　各500円
◆12月の個人開放
▶費用　1利用区分（2時
間30分）300円
※ バ ス ケ ッ ト ボ ー ル は 
1時間で入れ替え
▶定員　種目ごとに異な
ります（先着順）
▶申込方法　問合先へ電話。利用日の前日午前9時から受け付け
※中学生以下は保護者同伴

▶対象　❶～❺15歳以上❻おおむね40歳以上の方
▶申込方法　問合先HPから申し込み。問合先へ電話かFAX（記入例参照。❶❷希望時
間も明記)も可。❶～❺重複不可
◆区民スポーツ大会

種目 日程 時間
午前 午後1午後2 夜間

バスケットボール
12月13日㈪

― ― ―
○バドミントン

○ ○ ○
卓球 12月15日㈬

 大田区スポーツ協会 検索

申込先・期限など
詳細は問合先HPを

ご覧ください

3大田区報　令和 3 年 11 月 21 日号はがきなどの記入例　①催しなどの名称　②〒住所　③氏名（ふりがな）　④年齢（学年）　⑤電話番号　⑥その他必要事項

情報箱
暮 ら

し の 記入例
❶催しなどの名称
❷〒住所
❸氏名（ふりがな）

❹年齢（学年）
❺電話番号
❻その他
　必要事項

新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。催しなどにご参加の際は、マスク着用などの感染症対策にご協力をお願いします。



に泊まるバスツアーに泊まるバスツアー

に泊まるバスツアーに泊まるバスツアー

バスツアーバスツアー

▶問合先　地域力推進課区民施設担当  ☎5744－1229　 5744－1518        

▶対象　代表者が区内在住・在勤の方
▶日程　1月7日㈮・8日㈯（1泊2日）
▶費用　29,800円（小学生以下28,700円）から
▶定員　抽選で20名
▶問合先　休養村とうぶ（長野県東御市和6733－1） ☎0268－63－0261

善光寺・北向観音初詣といちご狩りツアー

〈〈
詳細はコチラ

▲いちご狩り▲冬の善光寺（画像提供：善光寺）

●下表の施設は、利用申し込みを随時受け付けています

施設名 サービス 対象

区
立
施
設

志茂田福祉センター、大田福祉作業
所、くすのき園、うめのき園、うめの
き園分場、しいのき園、はぎなか園

就労継続支援
B型
（生産活動の機
会の提供）

知的障がいがあるか、知的障が
いと身体障がいが重複している
18歳以上の方

上池台障害者
福祉会館

知的障害者作業室
身体障害者作業室 身体障がいがある18歳以上の方

上池台障害者福祉会館生活介護室（知
的）、大田生活実習所、大森東福祉園、
久が原福祉園、はぎなか園、池上福祉
園、南六郷福祉園、新井宿福祉園

生活介護
（排せつ、食事
などの介護）

知的障がいがあるか、知的障が
いと身体障がいが重複している
障害支援区分が3以上で18歳以
上の方（50歳以上は区分2以上）民

立
施
設
まごめ園、いずみえん

施設名 サービス

区
立
施
設

さぽーとぴあ 就労移行支援、自立訓練（機能訓練）、
自立訓練（生活訓練）

志茂田福祉センター 自立訓練（機能訓練）
上池台障害者福祉会館生活介護室（身体） 生活介護
上池台障害者福祉会館知的障害者作業室馬込分場

就労継続支援B型
大田福祉作業所大森西分場

民立施設
施設ごとに異なります　
※詳しくは冊子「障がい者福祉のあら
まし」（申込先、問合先で配布。区HP
でも閲覧可）をご覧ください

令和4年4月からの障がい者通所施設の
利用申し込みを受け付けます

▶申込期間　11月22日〜12月24日
▶申込方法　お住まいの地域を管轄する地域福祉課へ電話予約の上、来所
▶申込・問合先　地域福祉課

　 身体障害者支援担当 知的障害者支援担当 FAX番号（共通）
大森 ☎5764－0657 ☎5764－0710 5764－0659
調布 ☎3726－2181 ☎3726－6032 3726－5070
蒲田 ☎5713－1504 ☎5713－1507 5713－1509

糀谷・羽田 ☎3743－4281 ☎3741－6526 6423－8838

▶問合先　都市基盤管理課交通安全・自転車総合計画担当
　　　　　☎5744－1315　 5744－1527        

1月～9月末までの交通事故発生状況（前年同期比）

区内の交通事故の件数や負傷者数が前年より増え、交通事故のうち、自転
車が関与した事故の割合も年々増えて、半数近くになっています。運転者も
歩行者も、交通ルールやマナーを守り、交通事故を防止しましょう。

※自転車関与率：49.1％　高齢者関与率：30.7％

令和 2年 令和 3年 増減
事故件数 910 1,049 ＋139

死
傷
者
数

死者 9 2 -7
重傷者 47 64 ＋ 17
軽傷者 958 1,098 ＋140
合計 1,014 1,164 ＋150

TOKYO交通安全キャンペーン
世界一の交通安全都市TOKYOを目指して

❶�子供と高齢者を始めとす
る歩行者の安全な通行の
確保

❷�飲酒運転等の悪質・危険
な運転の根絶と歩行者等
の保護など安全運転意識
の向上

❸自転車の交通事故防止
❹二輪車の交通事故防止
❺違法駐車対策の推進

12月
1～7日

重点

　　　　　  （個人番号）を
証明する書類をチェックしよう

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

 ☎6629－6342　■FAX5744－1574

大田区新型コロナワクチン接種コールセンター
（月～土曜、午前8時30分～午後5時15分　※休日、年末年始を除く）

※間違い電話が多くなっています。今一度、番号をお確かめの上お電話ください
※曜日・時間帯によってはお電話がつながりにくい場合があります

新型コロナワクチン接種について

　大田区における新型コロナウイルス感染症対策については、
区HPをご覧ください。

▲
詳細はコチラ

▲
予約については
コチラ

●症状がある・感染が疑われる方／新型コロナ受診相談窓口
東京都発熱相談センター（24時間対応）　☎5320－4592
大田区相談センター（月～金曜、午前9時～午後5時　※休日、年末年始を除く）　
☎5744－1360　■FAX5744－1524

●感染への不安のある方
東京都新型コロナコールセンター（午前9時～午後10時　土・日曜、
休日、年末年始も対応）　※多言語（英・中・ハングルなど）による相談も可　
☎0570－550571　■FAX5388－1396

相談窓口
　10月をもって大規模なワクチン集団接種会場での1回目・2回目接種のインターネット
予約は終了しました。以下の方はコールセンターまでご相談ください。

新たに12歳になる方で
ワクチン接種を希望する方

大田区に転入し、
ワクチン接種を希望する方

これから1回目・2回目の
ワクチン接種を希望する方

▶問合先　大田区マイナンバーコールセンター
　　　　　（月〜金曜、午前9時〜午後5時　※休日、年末年始を除く）
　　　　　☎0570－03－3370　 050－3737－9318

〈〈
詳細は
コチラ

ふるさと納税ワンストップ特例申請などの手続きで求められる

※マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きの相手方
に確認してください

　通知カードの住所、氏名などの変更や再交付はできません。

通知カード（記載事項（氏名、住所など）が
住民票と一致しているもののみ）

3

マイナンバーが記載された「住民票の写し」か
「住民票記載事項証明書」

2

　通知カード廃止日以降、新たにマイナンバーを付番された
方には「個人番号通知書」で、マイナンバーを通知していま
す。この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類
として使用できません。

通知カードは令和2年5月25日に廃止されました

　これから申請する場合、交付準備完了（交付通知書の送付）
までおおむね1か月半程度かかります。

マイナンバーカード1

4 大田区報　令和 3 年 11月 21日号

次号の区報は 11日号・21日号は新聞折込か駅広報スタンド、区施設、公衆浴場、セブンｰイレブンで配布。
配送サービス（外出困難などの要件有り）も行っています。12 月1日号 感染症対策　

この冬を乗り越えよう特集

区内で働きたい方へ向けた求人サイト。アルバイト情報も掲載しています。

はねぴょん
Ⓒ大田区

「児童虐待防止」パネル展

㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷
㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷

1月9日㈭～1月14日㈫ 正午日 区役所本庁舎1階会
子ども家庭支援センター相談調整担当　☎6410－8551　　 3763－0199問 FAX

ぴったりサービス 検索

おしごとナビ大田区

■問東京都聖火ランナー選考事務局
　☎6277－2459

詳細はコチラ▶

●マスクを外しての会話はやめよう　●体調が悪いときは外出をやめよう　●換気のために空気を入れ替えよう

■問大田区社会福祉協議会　☎3736－2023  　   3736－2030FAX

みんなで取り組もう
感染対策


