間違い電話が多くなっています。今一度、番号をお確かめの上お問い合わせください。

問合先へ電話か来所
※登録制（申し込みから 6 か月間有効、
施設の空きができ次第紹介）
子育て支援課子育て支援担当
☎5744−1272
5744−1525

（仮称）大田区屋外における
喫煙マナー等に関する条例
（素案）
の基本的考え方

田地域力推進センター
当日会場へ
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
☎5744−1443
5744−1518

社会を明るくする運動
「大田区民のつどい」
7月20日㈯午後2時30分〜4時30分
アプリコ
先着1,477名
当日会場へ
総務課総務係
☎5744−1142
5744−1505

●閲覧・意見募集期間 7月1〜16日
●閲覧場所 問合先、区政情報コーナー、
特別出張所、区HP
大田区子どもフォーラム
●意見の提出方法 問合先へ持参、郵送、
FAX。区HP からも提出可
●講演 「オリンピアが描く子どもたち
の未来」
環境対策課環境推進担当
●講師 朝日 健太郎（参議院議員）ほか
☎5744−1366
5744−1532
7月27日㈯午後2時〜4時
大田区きずなメールに
大田文化の森
登録しませんか
先着200名
お子さんの成長・健康・食事、子育て
当日会場へ
サービスなどの情報を Eメール、LINE で
健康医療政策課
地域医療政策担当
配信しています。7月から対象年齢を就
学前までに拡大します。詳細は区HP を
☎5744−1264
ご覧ください。
5744−1523
健康づくり課健康づくり担当
自然観察会
☎5744−1661
5744−1523

自転車盗難多発！必ずロックを！
自宅の玄関先・駐輪場で
も被害が発生しています。
盗難された自転車のうち、
57.6％ は 鍵 を 掛
けていませんでし
た。鍵は必ずロッ
クし、自転車を守
りましょう。
防災危機管理課生活安全担当
☎5744−1634
5744−1519

アプリコの休館
7月24日㈬ ※全館清掃のため
☎5744−1600
5744−1599

生涯学習相談会
あなたに合ったサークル情報やイベン
ト、講座などの情報を紹介します。
7月5・9・19日、8月6・23・27日
午前10時〜午後2時＝生涯学習センター
蒲田、7月30日午前10時〜午後4時＝羽

「トワイライト探検隊」

夜の本門寺公園を探検し、コウモリの
鳴き声やセミの羽化を観察します。
※小学生以下は保護者同伴
7月27日、8月3日㈯午後4時30分〜8
時30分
池上会館、本門寺公園周辺
抽選で各30名
環 境 対 策 課 環 境 推 進 担 当（ 〒144−
8621大田区役所）へ往復はがき（記入例
参照。希望日も明記）か電子申請。7月
18日必着
☎5744−1365
5744−1532

夏休み親子企画
「木と仲良くなろう！」
材木になる木について学び、工具を
使った簡単な木工体験も行います。
5〜10歳のお子さんと保護者
7月27日 ㈯ 午 前10時30分 〜 午 後0時
30分
先着10組
7月2日午前10時から問合先へ電話
平和の森公園みどりの縁側
☎6450−0123（月曜日休室）

介護保険課からのお知らせ
令和元年度 介護保険料の通知書を7月8日に郵送します
保険料の納付方法

内容

① 特別徴収（年金からの差し引き）
②

納付書や口座振替で保険料を納めていて、 介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書
8月以降①に変わる

③

納付書や口座振替で保険料を納めていて、 介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書、
10月以降①に変わる
7〜9月分納付書（口座振替の方を除く）

④ 納付書や口座振替で保険料を納めている
3月22日以降に大田区への転入届の手続 介護保険料納入通知書、
⑤
きをした方
7〜9月分納付書（口座振替の方を除く）
⑥ 昭和29年4月3日から 7月2日生まれの方

大田区独自の保険料減額制度

対 保険料段階が第3段階以下で、1か月の実収入が単身で約9万円以下、2人世帯

で約13万円以下の方（家賃負担がある場合、生活保護基準を基にした金額を除外
して実収入を計算）
※生活保護受給者を除く。預貯金、扶養状況、保険料納付状況などの条件有り
申 問合先へ電話かFAXで資料を請求
（7月8日から）
●申請受付期間 8月1日〜令和2
（2020）
年3月31日

介護保険負担割合証を7月中旬に郵送します

8月1日からの有効期限の介護保険負担割合証を、介護認定を受けている方全員
に郵送します。

熊谷恒子記念館 かなの美展
「墨の濃淡 書のたしなみ」
期間中、地域連携プログラム
「墨と炭・
和のコラボレーション」も同時開催。詳
細は問合先HP をご覧ください。
7月27日㈯〜12月1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
詳細はコチラ

「しめやかに（長塚節）」昭和38（1963)年

夏休みバス見学会
金属リサイクル施設などの見学会
●見学先 ㈱リーテム、大田清掃工場
区内在住の小学生と保護者（1名）
※幼児の同伴はできません
8月6日 ㈫ 午 前8時30分 〜 午 後0時30
分（JR蒲田駅東口集合・解散）
抽選で 20組40名
環境計画課計画推進・温暖化対策担当
（〒144−8621大田区役所）へ往復はが
き（記入例参照。お子さんの氏名・年齢・
学年も明記）か電子申請。7月19日必着
☎5744−1362
5744−1532

大田市場
親子フラワーアレンジメント教室
都内在住の小学3〜6年生と保護者
8月6日㈫午後1時〜3時
大田市場
1組2,000円
抽選で 10組20名
往復はがき（記入例参照。参加者全員
の氏名を明記）を大田市場業務課（〒143
−0001東海2−2−1）へ郵送。都HP か
らも申込可。7月10日必着
☎3790−6530
3790−6544

子どもの救急法講座
子どもの特性に配慮した救命処置・判
断基準などを学びます。実際を想定した
救助体験も行い、実践力を高めます。
区内在住・在勤・在学の16歳以上の方

8月17日㈯午前10時〜午後4時
区役所本庁舎2階
先着25名
800円
地域力推進課青少年担当へ電話か来所。
地域力推進課青少年担当へ電話か来所
区HP からも申込可
☎5744−1223
5744−1518

夏休みこども手話教室
聴覚障がい者について知り、簡単な手
話も学べます。
区内在住の 5〜12歳のお子さん
※未就学児は保護者同伴
8月21日㈬午後2時〜4時
先着30名
問合先へ往復はがきか FAX か Eメール
（記入例参照）
さぽーとぴあ
（〒143−0024中央4−30−11）
6303−7171
☎5728−9355
ota@tokyo-shuwacenter.or.jp

男の気楽なおしゃべりサロン
家庭や地域でいきいきと暮らしたい男
性が気楽に語り合える広場です。
区内在住・在勤の男性
毎月第1水曜、午後3時〜4時30分（5
月は第2水曜、8月はお休み）
当日会場へ
エセナおおた
☎3766−4586
5764−0604

多摩川流域自治体交流
イベントラリー
多摩川流域12自治体が実施する対象
イベントに参加しスタンプを集めると、
抽選で各自治体の特産品が当たります。
詳細は区HP をご覧ください。
企画課政策・企画担当
☎5744−1122
5744−1502

◆福祉のために
○金子 悦子＝690,000円
○藤原 幸雄＝678,000円
◆日本赤十字社の災害義援金・救援金
を受け付けています
各災害義援金・救援金情報、寄付者
の氏名・団体名などは区HPに掲載して
います。

介護保険負担限度額の認定

低所得の方の居住費（滞在費）と食費を減額する制度です。
7月31日までの認定証をお持ちの方へ、申請書を郵送しました。更新希望の方は手
続きをしてください。新規の方は、区HPをご覧になるかお問い合わせください。
対 介護保険施設、ショートステイを利用中か利用予定の方で、預貯金などの資産が一
定金額以下であり、次のいずれかに該当する方
①生活保護か中国残留邦人等支援給付を受給中②世帯全員（別世帯の配偶者を含む）
が特別区民税非課税 ※減額対象外の施設があります。入所時に施設へ確認してく
ださい

生計困難者利用者負担額軽減制度

軽減実施事業者の対象サービスを利用した場合
に、介護費・食費・居住(滞在)費の利用者負担額を
軽減する制度です。
対 特別区民税非課税世帯で、次の全てに該当する方
①世帯の年間収入と預貯金額が基準額（右表参照）
以下②居住用の家屋・日常生活に必要な資産以外の
資産を所有していない③扶養されていない④介護
保険料を滞納していない⑤負担限度額の認定を受
けている（施設サービスを利用する場合のみ）
申 必要書類など詳細はお問い合わせください。

●年間収入と預貯金額の基準額
世帯員数

世帯の
年間収入額

世帯の
預貯金額

1人

150万円

350万円

2人

200万円

450万円

3人

250万円

550万円

※世帯員が 1人増えるごとに年間収
入額に 50万円、預貯金額に 100万
円を加算

問 介護保険課

〜

FAX 5744−1551
（共通）
保険料、減額申請について＝資格・保険料担当 ☎5744−1491
納付、口座振替について＝収納担当 ☎5744−1492
給付担当 ☎5744−1622

はがきなどの記入例 ①催しなどの名称 ②〒住所 ③氏名
（ふりがな） ④年齢
（学年） ⑤電話番号 ⑥その他必要事項

大田区報

令和元（2019）年 7 月 1 日号 3

