暮

ら

し

の

情報箱
国保・後期高齢者医療・税
出産育児一時金
（42万円）
の支給
●請求・支払い方法
直接支払制度（一部医療機関を除く）＝
大田区国民健康保険が医療機関へ直接支
払い。医療機関で手続き。
直接支払制度が利用できない場合は区
HPをご覧ください。
出産
（妊娠85日以上での死産・流産を
含む）
をした、大田区国民健康保険加入者
（ほかの健康保険の支給を受けた方を除く）
国保年金課国保給付係
☎5744－1211
5744－1516

後期高齢者医療保険料は
納期限までに納めましょう
保険料を納付書でお支払いの方へ、平
成31年度第1〜3期分の3枚の納付書を
郵送しました。口座振替への変更、納付
相談はお問い合わせください。
●納付場所 金融機関、ゆうちょ銀行、
コンビニエンスストア、区役所本庁舎4
階、特別出張所
国保年金課後期高齢者医療収納担当
☎︎5744－1647
5744－1677

口座振替をご利用ください
◆口座振替で納め忘れをなくそう
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、介護保険料を納付書でお支払
いの方
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）
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
介護保険料＝介護保険課収納担当
☎5744－1492
5744－1551
◆以下の金融機関ではキャッシュカード
で口座振替の申し込みができます
●対象 特別区民税・都民税、軽自動車
税、国民健康保険料
●金融機関 みずほ銀行、三菱ＵＦＪ銀
行、三井住友銀行、りそな銀行、芝信用
金庫、城南信用金庫、ゆうちょ銀行
問合先へキャッシュカードを持参

夜間・土曜納付相談

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

（ふりがな）
❸ 氏名

※費用が記入されて
いない催しなどは
原則無料です。

❺ 電話番号
❻ その他必要事項

5月23日までに必要書類をハローワー
クへ持参。詳細はお問い合わせください。
都立城南職業能力開発センター大田校
☎︎3744－1013
3745－6950

（カードによっては取り扱い不可）
納税課収納推進担当
☎5744－1205
5744－1517
国保年金課国保料収納担当
☎5744－1209
5744－1516

「こどもSOSの家」
協力員

国民健康保険ジェネリック医薬品
差額通知
服用中の薬をジェネリック医薬品へ切
り替えた場合に軽減できる自己負担額の
お知らせを、毎月下旬に郵送します。
国保年金課国保保健事業担当
☎5744－1393
5744－1516

糖尿病性腎症重症化予防
プログラム参加者を募集します
栄養相談などの保健指導を受けられま
す。
●保健指導期間 7月から6か月間
大田区国民健康保険加入者で糖尿病性
腎症第2期か第3期の方
区内協力医療機関など
5月11～31日に区内かかりつけ医で
申し込み
国保年金課国保保健事業担当
☎5744－1393
5744－1516

健

康

予防接種と検査

ンター
（ ☎3498－8894）へ お 問 い 合 わ
せください。
建築調整課住宅担当
☎︎5744－1344
5744－1558

集

公共職業訓練7月入校生
（板金溶接科など）

（学年）
❹ 年齢

自治会・町会、青少対、PTAなどの活
動をしている方や区内事業者で協力いた
だける方
地域力推進課青少年担当へ電話
☎︎5744－1223
5744－1518

おおた区民大学

企画員募集

お支払いについて、窓口と電話でご相談をお受けします。

日 夜間：5月9・23日、6月13・20・27日㈭午後8時まで
■

※国保の加入・脱退、保険証の再交付申請は午後7時まで
（本人確認と証明書などが必要）

土曜：6月22日㈯午前9時～午後5時

※国保の納付相談と加入・脱退の届け出、保険証の再交付申請のみ受け付けています

会 区役所本庁舎4階
■
問 ●特別区民税・都民税について＝納税課
■
収納推進担当 ☎5744－1205
FAX 5744－1517
■
（共通）
・整理大森 ☎5744－1200 ・整理調布 ☎5744－1201
・整理蒲田 ☎5744－1202 ・整理区外 ☎5744－1203
●国民健康保険について＝国保年金課
FAX 5744－1516
・納付方法について＝国保料収納担当 ☎5744－1697
■
・手続きについて＝国保資格係 ☎5744－1210
（共通）

※国保資格係の夜間・土曜の電話対応は行っていません

対象

求

人

特別区立幼稚園の教員・
臨時的任用教員採用候補者
申し込み方法など詳細は問合先HPを
ご覧ください。
●勤務地 東京23区の区立幼稚園（大田
区・足立区を除く）
●募集職種 幼稚園の①教員②臨時的任
用教員
特別区人事・厚生事務組合
☎①5210－9751 ②5210－9857
http://www.tokyo23city.or.jp/

「共生社会のまちづくり」をテーマに企
画を考え、運営に携わってみませんか。
区内在住・在勤・在学の方
5月16日 〜7月11日 の 木 曜、 午 前10
時〜正午（5月16日は説明会）
区役所本庁舎2階ほか
抽選で7名
問合先へ往復はがき
（記入例参照）
か電
話。区HPからも申し込み可。5月7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

自治会・町会、PTA、NPO団体など
定期的に区内で防犯活動を行う団体
①防犯パトロール活動用品購入費＝上限
初回10万円、2回目以降3万円②青色回
転灯購入費＝上限1万5,000円③青色防
犯パトロールの燃料費＝上限3万円
防災危機管理課生活安全担当
☎︎5744－1634
5744－1519

おおた健康プラン推進会議委員

参加・催し

区内在住で20歳以上の方
●任期 7月〜平成36（2024）
年3月
●募集人員 2名（書類選考後、面接）
所定の申込書
（問合先で配布。区HP
からも出力可）と作文
（テーマ「おおた健
康プラン（第三次）実現のために提案した
いこと」
800字以内）を問合先へ郵送か持
参。5月17日消印有効
健康医療政策課経営計画担当
☎︎5744－1682
5744－1523

1 高齢者用肺炎球菌定期予防接種
対象の方へ、予診票を郵送しました。
次の全てに該当する方、そのほか法令
で指定された方
①過去に肺炎球菌の予防接種を受けたこ
とがない②平成32
（2020）年3月31日現
大田区勤労者共済会員
在、65・70・75・80・85・90・95歳、
100歳以上となる方
①区内の工場・商店・事務所などの中
●接種期間 平成32（2020）年3月31日
小企業で働く事業主と従業員②区内在住
まで
で区外の中小企業で働く従業員
4,000円（生活保護受給者は免除）
200円（入会金）、月額500円
予診票を実施医療機関へ持参
問合先の窓口か大田区勤労者共済HP
2 肝炎ウイルス検査
（https://otakyousai.zenpuku.or.jp）
から
問診、採血によるB型・C型肝炎ウイ
申し込み
ルス検査
（1回限り無料）
（公財）
大田区産業振興協会
区内在住で平成17年4月1日以前に生
☎︎3733－6107
3733－6122
まれた方
都営住宅入居者
※手術などを受ける際の事前検査として
受けることはできません
●募集住宅 ①家族向け②単身者向け③
●検査期間 平成32（2020）年3月31日
若年夫婦・子育て世帯向け（定期使用住
まで
宅）④居室内で病死などがあった住宅
区内の実施医療機関
●応募資格 募集案内（5月7〜15日に区
問合先へ電話
役所本庁舎1階、特別出張所、大田区住
◇1 2 ともに◇
宅管理センターで配布）をご覧いただく
感染症対策課感染症対策担当
か、東京都住宅供給公社都営住宅募集セ
☎5744－1263
5744－1524

特別区民税・都民税と国民健康保険料
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募

お知らせ
防犯パトロール活動費の助成

熊谷恒子記念館

春の庭園公開！

4月27日㈯〜5月6日㉁午前9時〜午後
4時30分
●入館料 100円
（子ども50円）
※65歳以上
（要証明）
と5歳以下は無料
熊谷恒子記念館
☎︎ 3773－0123

庭園の様子

パパの手で作る
赤ちゃんのハッピータイム
（2日制）
ベビーダンスや親子遊びなど
区内在住・在勤・在学の男性の保護者
と第1子の乳児
5月12・19日㈰午前10時〜11時30分
抽選で25組
問合先へFAXかEメール（記入例参照、
お子さんの氏名、月齢も明記）
。5月2日
必着
エセナおおた
☎︎3766－4586
5764－0604
escena@escenaota.jp

― 東京2020大会ID登録はお済みですか？ ―

東京2020大会公式チケット販売サイトを通じて東京2020大会のチケットを購
入するためには、TOKYO 2020 IDの登録が必要です。
ホッケーやブラジルチームなど区にゆかりのある競技や選手を応援し、 大
会の感動と興奮を会場で味わおう！

TOKYO 2020 ID 検索

TOKYO 2020 IDを登録するとお得がいっぱい！！
❶ 購入方法などチケット情報のお知らせが届く
❷ 関連イベントや公式ライセンス商品の紹介！
❸ TOKYO 2020 PASSによるオリジナル特典

チケット
申込・購入の
詳細はコチラ ▶

スポーツ推進課東京オリンピック・パラリンピック推進担当
☎︎5744－1189
5744－1539
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

