暮

ら

し

はがきなどで ❶ 催しなどの名称
申し込む場合
❷ 〒住所
の記入例

の

（ふりがな）
がな）
❸ 氏名

情報箱

※費用が記入されて
いない催しなどは
原則無料です。

東京都シルバーパス新規購入
発行日（10月1日以降）〜平成30年9月
30日まで都営交通・都内民営バスが利
用できます。
都内在住の 70歳以上の方
①住民税が非課税か 28年の合計所得
が 125万円以下の方＝1,000円
（譲渡所得の特別控除適用がある方は、
合計所得125万円を超えても該当する場
合があります。問合先にご確認くださ
い。）
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
マイナンバーカードなど）を最寄りのバ
ス営業所へ持参 ※①の方は、介護保険
料納入通知書か課税（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
該当するかどうか、申請方法などの詳
細は、区HP か問合先へご確認ください。
（手当受給中の方は、手続き不要です。）
施設入所者でない 64歳以下でいずれ
かに該当する方
①障害者手帳所持②脳性まひ・進行性筋
委縮症③特殊疾病・小児慢性特定疾病の
医療受給者など
●手当月額 4,500円〜17,500円
問合先へ次のものを持参
①障害者手帳、診断書など②本人名義の
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⑤1月2日以降に
区へ転入した方は、29年度住民税課税
（非
課税）
証明書が必要な場合があります。
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
6423−8838
障害福祉課障害者支援担当
☎5744−1251
5744−1555

市民後見人養成講習
受講者募集説明会

年）
（学年）
❹ 年齢
❺ 電話番号
要事項
❻ その他必要事項

10月26日㈭午後2時〜3時30分
大田区社会福祉センター
先着40名
福祉管理課調整担当へ電話か FAX（記
入例参照）
5744−1520
☎5744−1244

介護保険料の納付書を
10月10日に郵送します
納期限までに納めてください。
保険料を納付書で納めている方、年金
から保険料が引かれていて、8月以降に
保険料が上がった方
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

高齢者福祉計画・
介護保険事業計画推進会議
10月17日㈫午後1時30分〜3時30
分区役所本庁舎2階 六郷集会室
当日会場へ
先着20名
介護保険課計画担当
☎5744−1732
5744−1551
高齢福祉課高齢者支援担当
☎5744−1430
5744−1522

納付猶予期間は未納扱いにならず、老
齢基礎年金の受給資格期間に入ります。
10年以内にさかのぼって納めると、年
金受給額に反映させることができます。
20〜49歳で、本人か配偶者の所得が
一定額以下の方
国保年金課国民年金係
☎5744−1214
5744−1516

ネットが便利 申告・納税
e-Tax
詳しくは、国税庁HP へ。
大森税務署 ☎3755−2111
雪谷税務署 ☎3726−4521
蒲田税務署 ☎3732−5151

児童手当の振り込みを
ご確認ください
6月〜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。（振り込みが
ない場合は、現況届の未提出の可能性が
ありますので、ご連絡ください）
子育て支援課こども医療係
☎5744−1275
5744−1525

区HPで、昭和20年代から現在までの写
真を閲覧できます。地域別、風景別など
から探すことができます。
※有料で貸し出しも行っています。
問 広聴広報課広報担当
☎5744−1132 FAX 5744−1503

ご意見を募集します

区立小中学校における
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30年4月1日〜31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）
、166,200
円
（予定）、交通費支給・社保完備
●募集人員 書類審査後、面接（11月下
旬）
で 20名程度
履歴書と作文（申込先で配布。区HP か
ら出力可）を指導課学校職員担当（〒144
−8623）
へ郵送か持参。10月18日必着
☎5744−1424
5744−1665

10月16〜22日は行政相談週間

大田図書館の休館

行政相談委員による相談会
行政に関する要望、苦情など
①10月18日 ㈬ 午 後1時30分 〜4時
＝大森銀座商店街（守半海苔店向かい）
②10月19日 ㈭ 午 後1時30分 〜4時 ＝ 京
急蒲田商店街（あすと事務所前）
③11月4日㈯・5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
☎5744−1135
5744−1504
行政書士による無料相談会
相続、遺言、成年後見、会社設立など
10月19日㈭午前10時〜午後4時
区役所本庁舎2階
当日会場へ
東京都行政書士会大田支部
☎3734−0491 ※会場が本庁舎3階に
変更になりました

10月16〜24日
（特別整理のため）
☎3758−3051
3758−3625

○神田清次

◆社会福祉のために

介護保険事務における特定個人情報保護評価への意見

10月は 3R推進月間

①リデュース（Reduce）＝ごみを減ら
す工夫をすること。②リユース（Reuse）
＝繰り返し使えるものは再利用すること。
③リサイクル（Recycle）＝1度使われた
ものを資源として活用すること。3R で
教育委員会定例会
ごみを出さないように工夫しましょう。
環境計画課計画推進担当
10月25日、11月22日㈬午後2時から。
☎5744−1625
12月20日㈬午後3時から。 ※日時な
5744−1532
ど変更の場合があります。
10月15〜21日は
ニッセイアロマスクエア5階（蒲田5−
違反建築防止週間
37−1）
抽選で各16名
当日会場へ
建築基準法の手続きを正しく行い、違
※手話通訳・要約筆記希望は開催の 1週
反建築を防止しましょう。10月19日に
間前までに教育総務課庶務係へ申し込み
新築工事の建物を重点対象とした全国一
斉公開パトロールを行います。
☎5744−1422
5744−1535
建築調整課監察担当
☎5744−1384
5744−1558

◆区民活動を支えるために

平成25年10月〜29年9月に
販売の事業系有料ごみ処理券の
使用は 10月31日まで
未使用のごみ処理券は、問合先で差額
を支払って新券と交換できます。
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
3775−6028
☎3774−3811
調布清掃事務所
3722−3478
☎3721−7216
蒲田清掃事務所
3739−4889
☎3732−5545

1,000,000円
○蒲田仏教会 100,000円 ○大森仏教会 100,000円

○東京朝鮮第六幼初級学校同胞大夜会実行委員会 30,000円

◆災害義援金（日本赤十字社東京都支部大田区地区受付分 ※平成29年8月31日まで）
○東日本大震災義援金 2億1,245万3,550円
○熊本地震災害義援金 3,250万6,670円
○大雨災害義援金 113万7,801円
※寄附された方の氏名・団体名などは区HPに掲載しています。

●閲覧・募集期間 10月2〜31日
●閲覧場所 問合先、区政情報コーナー、特別出張所、区HP
●意見の提出方法 問合先へ持参、郵送、FAX、Eメール
問 介護保険課管理担当
（〒144−8621大田区役所）
☎5744−1359 FAX 5744−1551
2 大田区報 平成 29 年 10 月 1 日号

選考に関する詳細は、問合先で配布す
る選考案内か区HP をご覧ください。
●採用日 平成30年4月1日
●募集人数 若干名
人事課人事担当
☎5744−1152
5744−1507

10月25日㈬午前10時〜11時30分
消費者生活センター
先着20名程度
当日会場へ
※手話通訳の希望は 10月18日までに福
祉管理課調整担当へ申し込み
☎5744−1244
5744−1520

◆区政のために
パブリック
コメント募集

大田区職員
（歯科衛生）

地域福祉計画推進会議
納付猶予制度をご利用ください

弁護士などの資格を持たず後見業務を
外国籍のお子さんの
担う市民後見人の養成講習。説明会参加
区立小中学校への就学申し込み
後、選考で講習に参加していただきます。
区内で成年後見業務を行う意思のある、
2018年4月に区立小中学校入学希望の
平成30年4月1日時点で 64歳以下の方
外国籍のお子さんは申し込みが必要です。

昭和37年
蒲田陸橋開通式▶

小学校
10月上旬に就学案内を郵送します。
2011年4月2日〜2012年4月1日生ま
れのお子さん
●申込期限 10月20日
中学校
国・公・私立の小学校を卒業している
か、卒業見込みのお子さん ※区立小学
校卒業見込みのお子さんは、保護者あて
に 11月上旬に就学案内を郵送します。
●申込期限 11月24日
◇
ともに◇
在留カード、特別永住者証明書を持っ
て学務課学事係へ来所
5744−1536
☎5744−1429

対象

日時、日程

会場

費用

定員

申込方法、申込先

問合先 HP＝ホームページ

