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情報箱
受験生チャレンジ支援貸付
学習塾などの受講料や高校・大学受験
料の貸し付けを無利子で行います。詳細
はお問い合わせください。
中学3年生、高校3年生のお子さんを
養育し、世帯の総収入金額が基準額以下
であるなどの要件に該当する方
●学習塾などの受講料 上限20万円
●受験料 中学3年生＝上限27,400円
高校3年生＝上限80,000円
※貸付金は高校・大学などに入学した場
合、申請により返済免除となります
（社福）大田区社会福祉協議会
☎3736−2026
3736−2030

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

がな）
（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。

年）
（学年）
❹ 年齢
❺ 電話番号
要事項
❻ その他必要事項

います。訪問員が現金をお預かりするこ
とはありませんので、ご注意ください。
大田区納付案内センター
☎5744−1596

医療的ケア児・者
支援関係機関会議
7月30日㈫午後1時30分から
さぽーとぴあ
先着20名
当日会場へ（手話通訳希望は、7月23
日までに問合先へ電話か FAX）
障害福祉課障害者支援担当
☎5744−1700
5744−1555

教育委員会定例会

①7月23日 ㈫ ②8月7日 ㈬ ③9月19日
㈭いずれも午後2時から
7月1日現在区内在住で、被爆者健康
※①②の受付時間は午後1時〜1時40分
手帳をお持ちの方
①②産業プラザ③ニッセイアロマスク
●支給額、予定日 12,000円、8月15日
エア5階
（蒲田5−37−1）
7月19日までに被爆者健康手帳、印鑑、
①②抽選で各240名③抽選で 16名
本人名義の預金通帳を問合先へ持参
当日会場へ ※保育希望は 3週間前ま
で、手話通訳・要約筆記希望は 1週間前
※昨年度支給を受けた方は申し込み不要
地域福祉課身体障害者支援担当
までに教育総務課庶務係へ申し込み
☎5744−1422
大森 ☎5764−0657
5764−0659
5744−1535
調布 ☎3726−2181
3726−5070
蒲田 ☎5713−1504
5713−1509
糀谷 ☎3743−4281
6423−8838

原爆の被害を受けた方への見舞金

多文化共生推進協議会委員

機能訓練室で
リハビリしませんか

●任期 令和2（2020）年3月末日まで
区内在住の方
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
2名程度（選考有り）
などによる機能訓練。高次脳機能障がい
申込書（問合先、mics おおたで配布。
にも対応。詳細はお問い合わせください。 区HP からも出力可）と作文を問合先へ持
区内在住で、主治医から訓練が適当と
参か郵送か FAX。7月31日午後5時必着
判断されたおおむね 18〜64歳の方
国際都市・多文化共生推進課
☎5744−1227
さぽーとぴあ
5744−1323
☎5728−9433
5728−9437

明るい選挙のポスターを
描いてみよう！

住民税・軽自動車税の納付案内
電話と訪問で納め忘れの案内を行って

区内在住・在学の小中学生、高校生
●紙の大きさ 四つ切りか八つ切り画用
紙 ※画材は絵の具、紙、布など自由

9月6日までに
作品（裏に学校名、
学 年、 氏 名・ ふ
りがなを明記）を
学校へ提出
選挙管理委員会事務局投票担当
☎5744−1464
5744−1540

保険料の納付方法

地域包括支援センターとシニアステー
ションの一体的運営を行う事業者を募集
します。詳細は区HP をご覧ください。
●申込締切 8月28日午後5時
高齢福祉課高齢者支援担当
☎5744−1250
5744−1522

平成30年10月1日〜令和元（2019）年
9月30日に区内で撮影した未発表作品を
募集します。詳細は応募要領
（問合先で配
布。区HP からも出力可）
をご覧ください。
●募集期間 7月1日〜10月2日
広聴広報課広報担当
☎5744−1132
5744−1503

作文（テーマ「税の意義と役割について
特別区
（東京23区）
職員
考えたこと」、1人1編、800〜1,200字。
〜Ⅲ類・経験者・障害者〜
冒頭に学校名・学年・氏名・ふりがな・
題名を、末尾に応募者の〒住所を明記）
詳細は採用試験・選考案内（人事課、
を問合先へ持参か郵送。9月5日必着。
問合先で配布）
をご覧ください。
大森税務署 ☎3755−2111
次の要件に該当する方
雪谷税務署 ☎3726−4521
① Ⅲ 類 ＝ 平 成10年4月2日 〜14年4月1
蒲田税務署 ☎3732−5151
日生まれ②経験者＝昭和35年4月2日以
降の生まれ③障害者＝昭和63年4月2日
ものづくり体験入校
〜平成14年4月1日生まれ
※②③その他要件有り
7月13日㈯午前10時〜正午
●第一次選考 ②9月1日㈰①③9月8日㈰
金属加工=5名、板金溶接=10名、広
●申込期限 郵送＝7月23日（消印有効）
告美術=5名
インターネット＝7月25日
（受信有効）
7月10日までに問合先へ電話
都立城南職業能力開発センター大田校
特別区人事委員会事務局任用課
☎3744−1013
☎5210−9787
3745−6950
5210−9708
http://www.tokyo23city.or.jp/
全国少年少女
saiyou-siken.htm

チャレンジ創造コンテスト
大田地区大会出場チーム

①に該当せず、口座振替の手続きが未済

納入通知書、7月〜翌3月分の納付書

③

①に該当せず、口座振替の手続き済み

納入通知書

④

納付書で納めていて 10月以降①へ変更

納入通知書兼特別徴収決定通知書、
7〜9月分の納付書3枚

⑤

口座振替の手続き済みで10月以降①へ変更

納入通知書兼特別徴収決定通知書

子育て世帯の日常の中での困りごと
（住まい、仕事、家計など）を専門の相
談員に無料で相談できます。相談中は、
お子さんの一時預かりも可能です。
日 会 ①7月19日 ㈮＝糀 谷・羽 田 地 域 庁
舎②8月19日㈪＝蒲田地域庁舎③④8月
22日㈭・26日㈪＝区役所本庁舎2階⑤9月24日㈫＝調布地域庁舎
※①②⑤午後1時〜4時、③④午前9時〜午後4時
申 当日会場へ
問 JOBOTA
（ジョボタ） ☎6423−0251 FAX 6423−0261

●納付方法、延滞金について
納付方法の決定（保険料の月割）は区が行っています。ご自身の納付方法は通知書でご確認く
ださい。特別徴収の方は口座振替に変更できます。納期限までに保険料の納付がない場合、納
期限の翌日から納付までの期間に応じて、延滞金が加算されます。保険料は必ず納期限までに
納めてください。
FAX 5744−1677
（共通）

通知書・保険料額に関すること＝後期高齢者医療資格担当 ☎5744−1608
保険料の納付・口座振替・延滞金に関すること＝後期高齢者医療収納担当 ☎5744−1647
会場

費用

児童指導の補助
（資格不要）
週2〜5日勤務可能な方
●勤務時間など 午前8時30分〜午後6
時15分のうち実働4時間。日額4,320円
（要件を満たす場合、交通費別途支給）

子育て世帯の相談会

内容

日時、日程

区立児童館アルバイト

区内在住の小学3年生〜中学3年生
問合先HP から申し込み
（公財）大田区産業振興協会
☎3733−6144
3733−6459
https://www.pio-ota.jp/

納入通知書兼特別徴収決定通知書

対象

昭 和57年4月2日 〜 平 成12年4月1日
生まれの方で児童指導員の資格を有する
か、保育士の資格を有し都道府県知事の
登録を受けている方
（取得見込み含む）
●第一次選考 8月25日㈰
所定の申込書（問合先で配布）を問合先
へ郵送か持参。7月19日消印有効
人事課人事担当
☎5744−1152
5744−1507

税に関する高校生の作文

特別徴収（年金からの差し引き）
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大田区職員
福祉
（保育士・児童指導）

いきいき大田写真コンクール作品

●保険料について
前年の所得に基づき、東京都後期高齢者医療広域連合が年間保険料額を決定します。令和元
年度の所得割率は8.80％、均等割額は43,300円、限度額は62万円です。また、保険料の軽減
措置が段階的に本則に戻されることとなりました。詳細は同封のお知らせをご確認ください。

問 国保年金課

子どもたちが環境を楽しく学ぶイベン
トへの参加・出展団体を募集します。
区内で活動する区民団体、NPO・企業
区内で活動する区民団体、NPO・企業
令和2（2020）年2月16日㈰午前10時
〜午後3時30分
東六郷小学校
問合先へ所定の申込書（問合先へ電話
で請求。区HP からも出力可）を FAX か
郵送か持参。7月31日必着
環境計画課計画推進・温暖化対策担当
☎5744−1362
5744−1532

地域包括支援センター・
シニアステーションの
運営受託事業者（馬込地区）

令和元年度 後期高齢者医療保険料通知書を
7月中旬に郵送します
保険料の納付
方 法 に 応 じ て、 ①
右表のとおり郵 ②
送します。

「エコフェスタワンダーランド」
参加・出展団体

夏季プール利用引換券 を配布します
対 74歳以下の大田区国民健康保険加入者

●配布場所、期間
特別出張所＝7月10〜31日
国保年金課＝7月10日〜8月30日
※平日、午前9時〜午後5時
●利用可能施設、期間
平和島・東調布・萩中公園プール、7月10日〜9月1日
申 保険証を持って配布場所へ
（1人1回）
問 国保年金課国保保健事業担当

定員

申込方法、申込先

問合先

☎5744−1393

FAX 5744−1516

Eメールアドレス HP＝ホームページ

