
　新型コロナウイルスの感染状況に区民の皆さまは、多くの不安を抱えな
がら生活されていることと思います。
　区は、影響を受ける皆さまの暮らしをさまざまな施策で支えてまいります。
　国難とも言うべきこの事態を終息させるためには、感染防止にすべての
方が一致団結して取り組むことが大切です。一人ひとりの行動がご自身と
大切な方の命を守ることにつながります。
　ともにこの難局を乗り越えてまいりましょう。 大田区長

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症の
影響でお困りの方お困りの方を
サポートサポートします

特別区民税・都民税、
軽自動車税証明書の申請
問 課税課課税担当

☎ 5744－1192 5744－1515

国保の加入・脱退・再交付
問 国保年金課国保資格係

☎ 5744－1210  5744－1516

国民年金
　国民年金 1 号への加入、国民年金保険料免
除・納付猶予申請、学生納付特例申請などの
届け出は郵送で手続きできます。
申請書を日本年金機構HP（https://www.

nenkin.go.jp/）から入手し問合先へ郵送
問 国保年金課国民年金係
　☎ 5744－1214   5744－1516

◆証明書発行などの手続き
新型コロナウイルスの影響による経済対策などの手続きに必要となる

証明書などは無料となる場合があります。

　問 戸籍住民課戸籍住民担当
☎ 5744 －1185

5744 －1513

　４月27日現在、大田区に住民登録のある方は、世帯構成員
1人につき10万円が世帯主に給付されます。

大田区特別定額給付金コールセンター　
（平日）午前8時30分～午後 5時
☎5744－1713 ※ 5月25日から開設

特別定額給付金

マイナポータルサイトで行い
ます。５月中旬以降給付開始予
定です。

　５月下旬〜 6 月上旬に申請書
を発送します。給付日などの詳
細は区HP をご覧ください。

大田区中小企業融資あっせん制度
「新型コロナウイルス対策特別資金」
　区が全額利子補給します。

●融資限度額　5,000 万円以内
※融資金額と融資の可否は金融機関が審査
●返済期間　108 か月以内（元金据置 12 か
月以内を含む）
申込書（区HPから出力可）を問合先へ簡易書

留で郵送。

問 産業振興課融資係
☎ 3733－6185

3733－6159

経済産業省　持続化給付金、　
東京都　感染拡大防止協力金
　詳細は区 HP をご覧ください。

　緊急事態宣言による外出の自粛に伴い、家庭で過ごす時間が増え、
家庭ごみが増えています。

▲大田区ごみ分別
アプリはコチラ

マスクの捨て方
新型コロナウイルスなどの感染予防として、鼻水などが

付着したマスクなどをごみに出すときには「ごみに直接触
れない」「ごみ袋はしっかりしばって出す」「ごみを出した
後は手を洗う」ことを心がけましょう。

●生ごみはギュッと水切りを！
●分ければ資源、混ぜればごみ。資源とごみの分別を徹底！
●粗大ごみは、リユースの検討も。

ごみを減らすポイントごみを減らすポイント

問 清掃事業課清掃リサイクル担当　☎︎ 5744－1628　FAX 5744－1550

ちょっとしたことでごみ量を減らせます

就学援助費受給申請の特例対応
　新型コロナウイルスの影響により、家計が急変した方は対象
となる場合があります。
問 学務課学事係　☎5744－1429　 5744 －1536

▶︎詳細は
コチラ

▶︎詳細は
コチラ

事業者の方 郵送でできる手続き個人の方

住居確保給付金
　経済的に困窮し住居を失うおそれのある方に、家賃相当額
を支給します。

問 JOBOTA（ジョボタ）
　☎6423－0251　 6423－0261
　生活・仕事・住まいのことなどの相談も受け付けています

納付相談　特別区民税・都民税と国民健康保険料
　経済的に困窮し、納付が困難な方は電話でご相談ください。

問 特別区民税・都民税について＝納税課収納推進担当　
　☎5744－1205　 5744－1517 
　国民健康保険料について＝国保年金課国保料収納担当
　☎5744－1697　 5744－1516

緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付
　新型コロナウイルスの影響により、収入の減少があり、緊急
かつ一時的に生計の維持が困難な世帯に貸付を行います。

専用ダイヤル　☎3736－7777
問 （社福）大田区社会福祉協議会　 3736－2030

▲
詳細は
コチラ

しっかり 
 結ぶ！

各事業の詳細やそのほかの制度は区 HP で随時更新しています  　

オンライン申請 郵送申請

新型コロナウイルス感染症対策に関する記事は5月13日時点の情報に基づき掲載しました。

地域力・国際都市　おおた
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スーパーへの買い出しなど日常生活に欠かせない外出も、できるだけ
1人で行き、混雑を避けるようにしましょう。

●不要不急の外出はしない
●手洗い、咳

せき
エチケットなどの感染症予防対策を毎日続ける

●通院、生活必需品の買い出し、出勤など、やむを得ず外出する場合は、
　「 3密（密閉・密集・密接）」を避け、人との接触をできる限り避ける

相談窓口へ
○平日午前 8 時 30 分～午後 5 時

大田区保健所 感染症対策課
☎ 5744－1729　 5744－1524

○平日午前 9 時～午後10 時（土・日曜、休日も受付）
※多言語（日・英・中・韓）による相談も可
東京都新型コロナコールセンター
☎ 0570－550571 5388－1396

会社や学校を休み、外出を控えてください。新型コロナウイルス以
外にも考慮する必要があります。まずは電話でかかりつけ医にご相
談ください。

換気の悪い
密閉空間

人が集まる
密集場所

近い距離で
会話が発生する

密接場面

外出を避ける
ことが基本！

不安のある方

発熱など風邪の症状がある方

次の症状がある方
家族に症状があるときの家族に症状があるときの

家での過ごし方家での過ごし方

＞＞

＞＞

新型コロナ受診相談窓口
○平日 午前９時～午後５時

大田区相談センター
☎ 5744－1360 5744－1524

○平日（夜間）午後５時～翌午前９時（土・日曜、休日は終日）
東京都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター
☎ 5320－4592

＞＞

一般の方
（子どもを含む）

●部屋を分けましょう

●こまめに手を
洗いましょう

●定期的に換気をしましょう

●感染者のお世話は
できるだけ限られた
方で
心臓、肺、腎臓に持病の
ある方、糖尿病の方や妊
婦の方などがお世話をす
るのは避けてください

食事や寝るときも
別室で

洗っていない手で目や
鼻、口などを触らないよ
うにしてください

共有スペースやほ
かの部屋も窓を開
けましょう

●マスクをつけましょう
使用したマスクはほかの
部屋に持ち出さないでく
ださい

●汚れたリネン、衣服
を洗濯しましょう

●手で触れる
共有部分を消毒
しましょう
ドアの取っ手やノブ、
ベッド柵など共有部分
は、薄めた市販の家庭用
塩素系漂白剤で拭いたあ
と、水拭きしましょう

●ごみは密閉して
捨てましょう

※ご本人は外出を
避けてください

※ PCR 検査体制を強化しました。保健所を介さずに、かかりつけ医が必
　要と認めた方は PCR センターで検査を受けられるようになりました

重症化リスクのある方
・高齢者や糖尿病、心不全、呼吸器疾患
（COPDなど）のある方
・透析を受けている方
・免疫抑制剤や抗がん剤を用いている方

息苦しさ、強いだるさ、
高熱などの症状がある場合

比較的軽い
風邪の症状がある場合

ココから見られます

　区と区内中小製造業が協力し、新型コ
ロナウイルス感染防止を目的としたアクリ
ル製飛

ひ ま つ

沫防止パネルを短納期で製造しま
した。本庁舎窓口だけでなく、区内金融
機関などの窓口で感染防止に一役買っ
ています。
「受発注相談サービス」ではさまざまな

加工・製造の外注先をお探しの方に、確
かな技術を持った大田区企業をご紹介し
ています。詳細はお問い合わせください。
問（公財）大田区産業振興協会

☎︎ 3733 － 6495　 FAX 3733 － 6496

受発注相談サービスを
利用しませんか

各館の職員が
展示室をご案内！

新型コロナウイルス感染症からあなたとあなたの大切な人を守るために

ウイルスから身を守る 感染への不安を感じたら

問 子育て支援課子育て支援担当
　☎︎ 5744 － 1272　FAX 5744 － 1525

問 文化振興課文化計画担当
　☎︎ 5744 － 1627　FAX 5744 － 1539

親子で楽しく健康に過ごそう
　家庭でも楽しめる乳幼児の親子向けの動画を配信していま
す。ちょっとした時間に遊べる手遊びや、オリジナル体操で
元気に身体を動かそう！
お腹がすいたら、保育園
人気メニューを作って食
べよう！

おうちで楽しむ博物館・記念館
　休館中の博物館・記念館の見どころが詰まった
動画や、観光 PR 特使の高橋ひとみさん、シクラ
メンさんからのメッセージ動画を YouTube（大
田区チャンネル）で配信しています！

親子で一緒に楽しめる
ふれあい遊び・手軽に
調理できるメニューの
紹介はコチラ▶︎

8 大田区報　令和 2（2020）年 5月 21日号

区の世帯と人口（令和2（2020）年4月1日現在）
●世帯数…400,825世帯　●総人口…738,128人／日本人人口…712,732 人（男…354,022 人　女…358,710人）外国人人口…25,396人
（男…12,042 人　女…13,354人）　●面積…60,83㎢

次号の区報は 6月21日号です

区内で働きたい方へ向けた求人サイト。
アルバイト情報も掲載 しています。

はねぴょん
Ⓒ大田区

5753-7830
ナ ヤ ミ ゼ ロ

㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷
㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈷

区役所本庁舎1階会 当日会場へ申
健康づくり課健康づくり推進担当　☎5744－1683　　 5744－1523問 FAX
5月29日㈮午後3時～6月2日㈫ 午後4時日

ぴったりサービス 検索

在宅での子育て困っていませんか

申込期
限

2月15日

■問大田区社会福祉協議会　☎3736－2023  3736－2030FAX

■問子ども家庭支援センター

▶
詳しくは
コチラ

（月～金曜）午前9時～午後6時
（土曜）午前9時30分～午後6時

お気軽に
相談を
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