暮

ら

し

の

はがきなどで ❶ 催しなどの名称
申し込む場合 ❷ 〒住所
の記載例
❸ 氏名（ふりがな）
❹ 年齢（学年）

情報箱

※費用が記載されて ❺ 電話番号
いない催しなどは ❻ その他必要事項
原則無料です。

ミリ（記載例参照）
☎5744−1244

東京都シルバーパス新規購入
都営交通・都内民営バスが利用可能
●利用期間 発行日（10月1日以降）〜
平成29年9月30日
都内在住の70歳以上の方
①住民税が非課税か27年の合計所得
金額が125万円以下の方＝1,000円
②その他の方＝20,510円
本人を確認できるもの（健康保険証や
運転免許証など）を最寄りのバス営業所
へ持参 ※①の方は、介護保険料納入通
知書や課税（非課税）証明書なども必要
（一社）東京バス協会 ☎5308−6950

心身障害者福祉手当の支給
64歳以下で下表の障がいのある方（施
設入所者を除く）に支給します。
対象
身体障害 1・2級
者手帳
3級

愛の手帳

1〜3度

月額（円）
20歳以上

17,500☆

20歳未満

4,500
4,500

20歳以上

17,500☆

20歳未満

4,500

4度

4,500

精神保健福祉手帳1級
脳性まひ、
進行性筋萎縮症

4,500
20歳以上

17,500☆

20歳未満

4,500

特殊疾病（難病など） 20歳以上
の医療券などをお持
20歳未満
ちの方 ◎

12,000☆
4,500

☆＝所得基準額を超える場合、4,500円
◎＝小児慢性特定疾病受給者証も対象に
なる場合があります。ご相談ください。
問合先へ次のものを持参（受給中の方
は手続きの必要はありません）
①身体障害者手帳か愛の手帳、精神障害
者保健福祉手帳をお持ちの方は、その手
帳。特殊疾病などの方は、臨床調査個人
票（東京都の難病医療受給者証申請用）
の写しか、医療受給者証。身体障害者手
帳をお持ちでない脳性まひ、進行性筋萎
縮症の方は、診断書②障がい者本人名義
の預金通帳③印鑑④マイナンバーが記
載されている書類と身元確認書類⑤別表
☆に該当し、平成28年1月2日以降大田
区に転入した方は、28年度住民税課税
（非課税）証明書
地域福祉課
大森 ☎5764−0657
5764−0659
調布 ☎3726−2181
3726−5070
蒲田 ☎5713−1504
5713−1509
糀谷・羽田
☎3743−4281
3742−3116
障害福祉課障害者支援担当
5744−1555
☎5744−1251

5744−1520

福祉有償運送
NPO法人2団体が行う有償の移送サー
ビスです。事前に利用する団体の会員と
なる必要があり、年会費などがあります。
ボランティア運転員も募集中です。詳細
はお問い合わせを。
要介護・要支援認定を受けている、障
がいがあるなど電車、バス、タクシーな
どで1人で移動することが困難な方
福祉管理課調整担当
5744−1520
☎5744−1244

介護保険料の納付書を
10月7日に郵送します
納期限までに納めてください。
●対象、納付書の種類
①保険料を納付書で納めている方＝
10月〜平成29年3月分の納付書6枚
②年金から保険料が差し引かれていて、
8月以降に保険料段階が上がった方＝
差額分の納付書
介護保険課
5744−1551（共通）
保険料額について
資格・保険料担当 ☎5744−1491
保険料の納付、口座振替について
収納担当 ☎5744−1492

児童手当の10月定例振り込み
6〜9月分を10月6日に振り込みます。
※金融機関によっては、2・3日入金が
遅れる場合があります。
◆児童手当の金額（月額）
所得制限限度額未満の方
●3歳未満（一律）＝15,000円
●3歳以上小学校修了前 第1・2子＝
10,000円、第3子以降＝15,000円
●中学生（一律）＝10,000円
◆特例給付（月額）
所得制限限度額以上の方
●中学生以下（一律）＝5,000円
※「第3子以降」＝18歳の誕生日以後、
最初の3月31日までにある児童から第1
子と数えます。「中学生以下」＝15歳の
誕生日以後、最初の3月31日までにある
児童です。
子育て支援課こども医療係
5744−1525
☎5744−1275

外国籍のお子さんの
区立小中学校への
就学申し込み

2017年4月に区立小中学校に入学を希
望する外国籍のお子さんは、就学の申し
込みが必要です。
小学校
10月上旬に就学案内を郵送します。
市民後見人養成講習
2010年4月2日〜2011年4月1日生ま
受講者募集説明会
れのお子さん
「市民後見人」とは、弁護士などの資
●申込期限 10月21日
中学校
格を持たず、社会貢献的な精神に基づき
国・公・私立の小学校を卒業している
後見業務を行う一般の方です。
区内で成年後見業務を行う意思のある、 か、卒業見込みのお子さん
平成29年4月1日時点で64歳以下の方
※区立小学校卒業見込みのお子さんは、
11月1日㈫、午後2時〜3時30分
保護者あてに11月上旬に就学案内を郵
大田区社会福祉センター
先着40名
送します。
福祉管理課調整担当へ電話かファクシ
●申込期限 11月25日
2 大田区報 平成 28 年 10 月 1 日号

ともに◇
◇
在留カード、特別永住者証明書を持っ
て学務課就学関係申請窓口へ来所
学務課学事係
☎5744−1429
5744−1536

ネットが便利
申告・納税 e-Tax

い④区内在住（グループ保育室希望者は
除く）
●募集人数 若干名程度
所定の申込書（申込先へ電話請求）を保
育サービス課保育指導担当へ郵送か持参
☎5744−1643
5744−1715

大田区職員（清掃作業員）

詳しくは、国税庁ホームページへ。
大森税務署 ☎3755−2111
雪谷税務署 ☎3726−4521
蒲田税務署 ☎3732−5151

総合教育会議
10月19日㈬、午後4時30分〜5時30分
区役所本庁舎6階
抽選で16名
当日会場へ
総務課総務係
5744−1505
☎5744−1142

教育委員会定例会
10月19日、11月16日、午後2時から。
12月21日、午後3時から。
※日時など変更の場合があります。事前
にお問い合わせください。
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の1週
間前までに教育総務課庶務係へ申し込み
5744−1535
☎5744−1422

景観審議会

選考日、申込方法など詳細は、選考案
内（問合先で配布）か区のホームページ
をご覧ください。
昭和57年4月2日〜平成11年4月1日
に生まれた方
●採用予定日 29年4月1日以降
●職種 技能Ⅵ（作業Ⅲ）
●職務 清掃事業（ごみ収集など）
●募集人数 若干名
人事課人事係
5744−1507
☎5744−1152

介護保険認定調査協力員
（非常勤）
要介護認定申請をした方の自宅などへ
訪問調査を行い、調査票を作成する業務
です。詳細は区のホームページをご覧に
なるかお問い合わせください。
次のすべてに該当する方
①介護支援専門員か主任介護支援専門員
などの資格がある②都道府県などが実施
する認定調査員新規研修を修了している
●任用期間、募集人員 11月1日〜平成
29年3月31日、若干名
●申込期限 10月11日
蒲田地域福祉課管理係
5713−1509
☎5713−1505

区立保育園の保育士
（非常勤）

10月31日㈪、午後6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
5744−1530
☎5744−1333

障がい者施策推進会議
11月7日㈪、午前10時〜正午
さぽーとぴあ
先着20名
当日会場へ
※手話通訳希望は、10月31日までに障
害福祉課障害者支援担当へ申し込み
5744−1555
☎5744−1700

10月17〜23日は行政相談週間
行政に関する要望、苦情などを行政相
談委員がお受けします。
①10月19日㈬、午後1時30分〜午
後4時＝大森銀座商店街（守半海苔店向
かい）
②10月20日㈭、午後1時30分〜午後4時
＝京浜蒲田商店街（あすと事務所前）
③11月12・13日、午前10時〜午後4時
＝OTAふれあいフェスタ（水のエリア）
当日会場へ
広聴広報課広聴担当
5744−1504
☎5744−1135

保育士資格（下記②は幼稚園教諭免許
でも可）を持ち、体力に自信のある方
※資格は採用日取得見込みも可
●採用日 11月1日
●勤務日・時間 ①1日実働7時間45
分、月17日②1日4時間か3時間（主に
夕方勤務）、月22日
●月額報酬 ①211,200円（社保完
備）②4時間＝143,600円（社保完備）、
3時間＝107,700円（社保無し）
●募集人数 書類選考後面接で10名程度
履歴書（写真貼付）、資格を証明する
書類の写し、作文（「保育園での私の役
割」手書きで400字程度）を保育サービ
ス課保育職員担当（〒144−8621大田
区役所）へ郵送か持参。10月7日必着
5744−1715
☎5744−1278

区立小中学校特別支援学級の
介添員（非常勤）

知的障がい児に対する教育や学校生活
での介助に熱意のある健康な方
●雇用期間 平成29年4月1日〜30年3
月31日
●勤務日・時間、月額報酬 月〜土曜、1
日6時間（土曜は月1回程度）、165,400
円（予定）、交通費支給・社保完備
●募集人員 書類審査後面接で20名程度
履歴書と作文（申込先で配布。区の
ホームページからも取り出せます）を郵
保育ママ
送。指導課学校職員担当へ。10月17日
自宅か区が用意するグループ保育室で、 必着
生後43日〜2歳の乳児を保育していただ
5744−1665
☎5744−1424
きます。報酬、選考方法など詳細はお問
い合わせください。
次のすべてに該当する方
10月は3R推進月間
①心身ともに健全な25〜62歳②保育経
験がある保育士などの有資格者か、育児
リ デ ュ ー ス （ R e d u c e ）・ リ ユ ー ス
経験がある③6歳未満のお子さんがいな
（Reuse）・リサイクル（Recycle）
対象

日時、日程

会場

費用

定員

申込方法、申込先

問合先

