
◆6月30日は住民税の納期限（第1期）です
●納付場所＝納税課、特別出張所、金融機関、
ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア、MMK
設置店（納付書1枚の金額が30万円までの場合
のみ）　※口座振替、モバイルレジ（クレジット
カード、ネットバンキング）もご利用ください

◆転職・退職する方はご注意ください
　転職後の新勤務先で特別徴収を継続できない
方と、12月末までに退職する方は、普通徴収
に切り替わります。納税通知書を郵送しますの
で、同封の納付書で納めてください。
　令和3年1月以降に退職する方は、原則とし
て退職時の給与や退職金などから一括で徴収さ
れます。給与明細などでご確認ください。

◆軽自動車税の納期限は6月1日です
　まだ納めていない方は至急納めてください。

納税課収納推進担当 
　☎5744－1205　 5744－1517

◆税証明の発行
　令和2年度住民税の証明発行開始日は、左表
のとおりです。

令和2年度 
特別区民税・都民税（住民税）

が決まりました
徴収方法 納め方 通知の送付日・

送付先
税証明の

発行開始日
①給与からの特別
徴収（給与から差
し 引 い て 納 め る
方）

6月から令和3年5月ま
での毎月、給与から
差し引き

5月19日に勤務先
宛 て に 税 額 の 決
定・変更通知書を
郵送しました

5月19日
※複数の方法
で納める方は
6月10日

②普通徴収
（個人で納める方）

通知書に同封の納付
書か口座振替で納付

6月10日に本人宛
てに納税通知書を
郵送しました

6月10日③公的年金からの
特別徴収（年金か
ら差し引いて納め
る方）

4・6・8・10・12月、
令和3年2月に年金か
ら差し引き

運転免許証など本人確認ができるものを持参
※代理人の場合は、代理人の本人確認ができる
ものと委任状が必要（家族でも委任状が必要）
●発行場所＝課税課、戸籍住民窓口、特別出張所、
納税課（納税証明書のみ）、コンビニエンススト
ア（マイナンバーカードをお持ちの方）
※コンビニエンスストアのみ左表①に該当する
方の納税証明書の発行は6月10日から

課税課課税担当　 5744－1515（共通）
税証明＝☎5744－1192
住民税の課税内容＝ 大森地区　☎5744－1194
 調布地区　☎5744－1195
 蒲田地区　☎5744－1196

◆電話や訪問による納付案内
　区では、住民税・軽自動車税の納め忘れの案
内を行っています。※訪問員が現金をお預かり
することはありません。ご注意ください

大田区納付案内センター　☎5744－1205

※③の方のうち、令和元年度から引き続き特別徴収の方は、4・6・8月に、令和元年
度の特別徴収税額の6分の1に相当する金額を仮徴収税額として公的年金から引き落と
します。10・12月、令和3年2月は、確定した令和2年度の住民税額から仮徴収税額を
差し引き、残った税額を3等分して引き落とします（端数は10月分で調整）
※③の方のうち、令和2年度から新たに特別徴収になる方（65歳になられた方など）は、
令和2年度住民税額の2分の1は、6・8月に納付書か口座振替（普通徴収）で納めてくだ
さい。残りの額を10・12月、令和3年2月に公的年金から引き落とします
※今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部住民税額決定後の修正が
発生する見込みです

　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：7月9・16日、8月13・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）。
　 7月16日は国保年金課の夜間窓口は行いません

■問

・整理大森  ☎5744－1200　・整理調布  ☎5744－1201
・整理蒲田  ☎5744－1202　・整理区外  ☎5744－1203　

■FAX5744－1517
（共通）

■FAX5744－1516
（共通）

●特別区民税・都民税について＝納税課
　収納推進担当　☎5744－1205（令和2年度分のみ）

●国民健康保険について＝国保年金課
・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
※国保資格係の夜間・土曜の電話対応は行っていません

■会区役所本庁舎4階

夜間納付相談　特別区民税・都民税と国民健康保険料

◆都税事務所から
　固定資産税・都市計画税（第1期分）の納期
限は6月30日です。

大田都税事務所　☎3733－2411

9月に特別養護老人ホーム入所の
優先度評価を行います

　特別養護老人ホームの入所は、要介護
度や介護者の状況などを考慮し、年2回
の優先度評価に基づき決定しています。
　対象者など詳細はお問い合わせくださ
い。
●申込書配布・提出先　地域包括支援セ
ンター、地域福祉課、問合先
●申込期限　8月31日

介護保険課介護サービス担当
　☎5744－1258　 5744－1551

応急小口資金の貸付
　病気治療、葬儀などの資金にお困りの
方へ、一定期間無利子でお貸しします。
　対象者など詳細はお問い合わせくださ
い。

福祉管理課援護係
　☎5744－1245　 5744－1520

戦没者の妻の特別給付金（国制度）
　戦没者の妻の方に特別給付金（に号・
わ号）が支給されます。
　申込方法など詳細はお問い合わせくだ
さい。

区内在住の戦没者の妻で特別給付金の
継続か新規対象者

福祉管理課援護係
　☎5744－1245　 5744－1520

後期高齢者医療制度に加入の方へ
ジェネリック医薬品

差額通知を郵送します
　現在処方されている薬をジェネリック
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、対象者へ6月下
旬に東京都後期高齢者医療広域連合から
郵送します。 

国保年金課後期高齢者医療給付担当
　☎5744－1254　 5744－1677

保育サービスアドバイザーへの相談
月～金曜、午前8時30分～午後5時
妊娠中の方、乳幼児の保護者

※出張相談も行っていま
す。会場など詳細は区HPを
ご覧ください

保育サービス課保育利用
支援担当
　☎5744－1617　 5744－1715

青少年問題協議会
7月27日㈪午後2時～4時
区役所本庁舎2階　
先着5名
7月13日までに問合先へ電話
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

内職相談
区内在住の方
平日午前9時～午後5時

※正午～午後1時を除く
問合先へ電話。問合先

HPからも申し込み可
（公財）大田区産業振興協会

　☎ 3733－6109
　 3733－6496

中小企業の製品・技術・優工場
　詳細は問合先HPをご覧ください。
1中小企業新製品・新技術コンクール

区内に事業所があり1年以上事業実績
のある中小企業が、平成27年7月1日～
令和2年6月30日に開発した製品・技術
●募集期限　6月30日
●賞金　最優秀賞＝30万円、優秀賞＝
10万円、奨励賞・特別賞＝5万円

2大田区「優工場」
　人やまちに優しく、技術や経営に優れ
た工場を認定・表彰します。

区内で生産・加工現場を有し、工場認
可されている工場（認可予定を含む）
●募集期限　7月31日午後
5時必着

（公財）大田区産業振興協会
　 3733－6459（共通）
1☎3733－6294
2☎3733－6476

国民健康保険事務及び
それに附帯する事務
（再評価案）の意見

●閲覧・意見募集期間　7月1～30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

国保年金課国保年金システム担当
　☎5744－1228　 5744－1516

空き家などの改修費補助
利用団体

　改修工事費用の一部を補助します。要
件や申込方法など詳細はお問い合わせく
ださい。

次の全てに該当する団体
①空家等地域貢献活用事業の登録団体
②オーちゃんネットの登録団体か特定非
営利活動法人か社会福祉法人
●募集期限　7月31日

空家総合相談窓口
　☎5744－1348　 5744－1558

技術職を目指す方へ
1公共職業訓練10月入校生

7月22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。

2ものづくり体験入校
　詳細はお問い合わせください。

7月11日㈯午前10時～正午
各5名（金属加工、板金溶接、広告美術）
7月8日までに問合先へ電話

◇1 2ともに◇
都立城南職業能力開発センター大田

校
　☎3744－1013　 3745－6950

再就職を目指す
女性のための職業訓練

Word・Excel基礎科（5日制）
結婚・出産・育児などで退職した、次

の全てを満たす方
①ハローワークで求職登録している
②全日程参加可
③修了後ハローワークの職業相談を受け
られる

7月20日㈪～24日㈷午前10時～午後
3時　※保育有り

産業プラザ
抽選で10名
6月26日 ま で に 申 込 書

（ハローワークで配布。問
合先HPからも出力可）を問
合先へ持参か郵送

東京都産業労働局能力開発課
（〒163－8001東京都庁）
　☎5320－4807

「成人のつどい」運営委員
　令和3年1月11日㈷の式典を企画・運
営する新成人を追加で募集します。

区内在住で、平成12年4月2日～13年
4月1日生まれの方

4名程度
問合先へ来所。区HPからも申込可
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

こ ど も

傍　聴

相　談

後期高齢者医療

※費用が記入されて
　いない催しなどは
　原則無料です

はがきなどで
申し込む場合
の記入例

情報箱
暮 ら

し の ❶
❷
❸
❹
❺
❻

催しなどの名称
〒住所
氏名（ふりがな）
年齢（学年）
電話番号
その他必要事項
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