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重症心身障害者通所事業
令和5年度新規利用者募集

　通所、食事、排せつ、入浴などの日常
生活を支援します。
区内在住で医療的ケアを要し、次のい

ずれかに該当する重症心身障がいのある
方
①令和5年4月1日時点で18歳以上
②令和5年3月31日に特別支援学校高等
部を卒業見込み
③重度の障がいがあるため、障がい者施
設などに通所できない
●通所施設・申込期限（必着）
①都立北療育医療センター城南分園＝9
月30日
②大田生活実習所、池上福祉園、上池台
障害者福祉会館＝10月31日　※今年度
中の利用についてはご相談ください
地域福祉課障害者地域支援担当

大森  ☎ 5764－0657  5764－0659
調布  ☎ 3726－2181  3726－5070
蒲田  ☎ 5713－1504  5713－1509
糀谷  ☎ 3743－4281  6423－8838

高齢者見守りキーホルダーの
登録と更新

　緊急連絡先や
医療情報などを
事前に登録する
と、登録番号が
入ったキーホル
ダーを無料でお
渡しします。キーホルダーを身に付けて
おくことで、外出先で救急搬送や保護さ
れた場合に、医療機関や警察からの照会
に迅速に対応できます。　※年1回、誕
生月に更新手続きが必要です
区内在住で65歳以上の方
お住まいの地域を管轄する

地域包括支援センターへ緊急
連絡先が分かるものを持参
高齢福祉課高齢者支援担当

　☎ 5744－1250　 5744－1522

福祉有償運送をご利用ください

　NPO法人などの5団体が運行する有償
移送サービスです。事前に利用する団体
への会員登録、年会費などが必要です。
ボランティア運転員も募集中です。詳細
はお問い合わせください。
要介護・要支援認定を受けている、障

がいがあるなど、1人で公共交通機関を
利用することが難しい方
福祉管理課調整担当

　☎ 5744－1721　 5744－1520

ぜん息キャンプ
　デイキャンプを通して療養生活上のア
ドバイスをします。

区内在住で気管支ぜん息などにか
かっている小学生と保護者（1組2名）
11月13日㈰午前9時45分

～午後4時
平和島公園キャンプ場ほか
抽選で25組50名
電子申請。問合先へ申込書（問合先へ

電話かFAXで請求。区HPからも出力可）
を郵送かFAXか持参も可。9月28日必着
健康医療政策課健康政策担当

　☎ 5744－1246　 5744－1523

○乳○子医療証の更新
　10月1日から有効の新しい医療証（淡
い緑色）を9月下旬に郵送します。有効期
限が過ぎた医療証は処分してください。
○乳 医療証＝未就学児（平成28年4月2

日以降生まれ）
○子 医療証＝小学1年～中学3年生（平成
19年4月2日～28年4月1日生まれ）
※加入している健康保険や住所、氏名が
変更になった方、まだ医療証の交付を受
けていない方は、お問い合わせください
子育て支援課こども医療係

　☎ 5744－1275　 5744－1525

新小学1年生の就学時健康診断
　10月下旬～11月に行います。案内を
10月中旬に郵送します。10月18日まで
に届かない場合はお問い合わせください。
令和5年4月に区立小学校へ入学する

お子さん（平成28年4月2日～29年4月1
日生まれ）
※国・都・私立学校への入学が決定して
いるため、区での受診が不要な方は、会
場校と問合先へ連絡して手続きする必要
があります
※外国籍のお子さんは学務課学事係で入
学手続きが必要です。在留カードか特別
永住者証明書を持参してください
学務課保健給食係

　☎ 5744－1431　 5744－1536

障がいのあるお子さんの就学相談
　保護者・お子さんとの面談を行い、就
学に関する相談をお受けします。
次のいずれかに該当するお子さんの保

護者
①令和5年4月に小学校へ入学予定で心
身に障がいがあると思われる
②令和5年4月に中学校の特別支援学級
か特別支援学校へ入学を希望する
③小・中学校の通常学級に在学中で、特
別支援学級か特別支援学校への転学を希
望する
問合先へ電話
教育センター教育相談室

　☎ 5748－1202　 5748－1390

スマートフォンで国民年金手続き
①国民年金の加入②保険料の免除・納

付猶予申請③保険料の学生納付特例申請
※手続きには、マイナポータ
ルの利用者登録が必要です
ねんきん加入者ダイヤル

　☎ 0570－003－004

障がい者施策推進会議
10月6日㈭午後1時30分～3時
カムカム新蒲田（新蒲田一丁目複合施

設）
先着5名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。9

月26日締め切り　※手話通訳などの希
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

総合教育会議
10月24日㈪午後4時から
区役所本庁舎5階
抽選で16名
当日会場へ
総務課総務担当

　☎ 5744－1142　 5744－1505

公証週間特別講演会・
公証人による無料相談会

　遺言・任意後見・そのほか各種契約書
類などの公正証書作成、尊厳死宣言の認
証などの相談ができます。
10月6日㈭①講演会＝午後1時30分～

3時②相談会＝午後1時30分～4時30分
消費者生活センター
先着①50名②10名
問合先へ電話かFAX（記入例参照）。9

月14日から受け付け
おおた成年後見センター

　☎ 3736－2022　 3736－5590

予約制・日替わり就職面接会
　高齢者採用を積極的に行う事業者6社
程度と日替わりで面接できます。
区内在住のおおむね55歳以上の方
9月26日㈪～28日㈬①午前10時～正

午②午後2時～4時
大田区社会福祉センター
先着25名
問合先へ電話か来所。9月22日締め切

り
大田区 いきいき しごと ステーション

　☎ 5713－3600　 5713－3602

京急空港線エリア
パートタイム就職面接会

　京急空港線エリアの企業6社とその場
で面接できます。職種は事務、軽作業が
中心です。
9月27日㈫午後1時30分～4時
萩中集会所
問合先へ電話。9月26日締め切り
ハローワーク大森

　☎ 5493－8790　 5493－1427

大田区勤労者共済会員
中小企業で働く方が各種福利厚生サー

ビスや各種給付を受けることができます。
次のいずれかに該当する方

①区内の工場・商店・事務所などの中小
企業で働く事業主と従業員
②区内在住で区外の中小企業で働く従業
員
入会金200円、月額500円
問合先へ申込書（問合先で配布。大田

区勤労者共済HPからも出力可）を郵送か
持参
（公財）大田区産業振興協会
　☎ 3733－6107　 3733－6122

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金の申請は

お済みですか
　支給対象の方で、まだ申請がお済みで
ない方は、お早めにご提出ください。詳
細は区HPをご覧ください。

大田区臨時特別給付金（住
民税非課税世帯等）コールセ
ンター
　 ☎  0120－435－280
　 5744－1520

都市計画公園(大森ふるさとの
浜辺公園、貴船堀公園)に関する

都市計画変更案の縦覧
●縦覧・意見書の受付期間
9月15～29日
●縦覧場所　問合先
●意見書の提出方法
問合先へ郵送かFAXか持参
都市計画課計画調整担当

　☎ 5744－1333　 5744－1530

羽田空港公園
(羽田空港跡地第1ゾーン)に関する

都市計画変更案の縦覧
●縦覧・意見書の受付期間
9月15～29日
●縦覧場所　問合先
●意見書の提出方法
問合先へ郵送かFAXか持参
空港まちづくり課空港まちづくり担当

　☎ 5744－1650　 5744－1528

平成25年10月改定の
「事業系有料ごみ処理券」の還付・
差額交換は10月31日で終了します

　還付（払い戻し）・差額交換(差額を支
払っての現行券への交換)の手続きは、
問合先で受け付けています。
清掃事業課清掃リサイクル担当

　☎ 5744－1374　 5744－1550
大森清掃事務所
　☎ 3775－5165　 3775－6028
蒲田清掃事務所（調布・蒲田地区）
　☎ 6715－2077　 6451－9623

休館・休止のお知らせ
◆ライフコミュニティ西馬込
10月31日㈪まで　※外壁工事のた

め。期間中は一部施設が使用休止。詳細
は区HPなどをご覧ください
馬込特別出張所

　☎ 3774－3301　 3774－4997
◆郷土博物館
10月17日㈪～24日㈪

※展示替えのため
　☎ 3777－1070　 3777－1283

▲ 
詳細はコチラ

提出書類（申請種別）
申請締切日
（消印有効）

確認書（令和4年度分） 9月27日
申請書（非課税世帯・
家計急変世帯） 9月30日

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ

▲ 
詳細はコチラ
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