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情報箱
福 祉
区役所本庁舎では
手話通訳者を配置しています
月曜（祝日の場合は翌
日）、午後1時〜4時に問
合先に配置しています。
ほかの窓口へも対応し
ます。
障害福祉課障害者支援担当
5744−1555
☎5744−1253

身体障害者・知的障害者相談員を
ご存じですか
日常生活や福祉サービスなどの悩みを
気軽に相談することができます。区HP
に相談員の名簿を掲載しています。
さぽーとぴあ
5728−9136
☎5728−9134

国 保
国民健康保険に加入してください
国民健康保険や健康保険などの公的医
療保険制度は、国民が必ず加入する制度
です。会社の健康保険などに加入してい
ない方は、国民健康保険に加入する届け
出をしてください。
国保年金課国保資格係
5744−1516
☎5744−1210

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）
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

娠を希望する女性とパートナー・同居者
の方
（妊婦のパートナー・同居者も含む）
・予防接種＝抗体検査を受けた結果、抗
体価が不十分だった方
ともに◇
◇
実施医療機関へ直接申し込み
感染症対策課感染症対策担当
5744−1524
☎5744−1263

求 人

同行援護従業者養成研修一般課程を修
了していて、活動可能な方
●業務内容 外出のサポート、情報支援
など
●募集人数 面接で若干名
問合先へ電話の上、
履歴書
（写真貼付）
、
修了証明証の写し、登録ヘルパー申込書
兼台帳（問合先HPから出力可）を問合先
へ郵送か持参
（社福）大田区社会福祉協議会
（〒144−0051西蒲田7−49−2）
3736−5590
☎3736−5560
https://www.ota-shakyo.jp/

区立保育園のアルバイト

住民税課税
（非課税）
証明書・
納税証明書の窓口での土・日曜の
発行を一部休止します
郵送請求は可能です。詳細は課税課
5744−
課税担当
（ ☎5744−1192
1515）
へお問い合わせください。
●発行休止日 4月20・21日
戸籍住民課戸籍住民担当
5744−1513
☎5744−1185

自転車の違反行為を指導員が直接注意
するものです。自転車事故が増加傾向に
あることを受け、事故の多い交差点など
で運用を開始します。
東京都青少年・治安対策本部交通安全課
☎5388−3124

次世代ものづくり
人材育成プロジェクト

保育士・給食調理の補助
（資格不要）
、
看護師・栄養士
（資格必要）
。6か月間登
録し、欠員があり次第保育園に紹介しま
す。 ※登録は随時受け付け
問合先へ来所か電話かはがきかFAX
健 康
（記入例参照。性別、希望職種、午前か
午後の希望、自転車通勤の可否、希望す
石綿
（アスベスト）
検診
る園か地域、アルバイト経験の有無と経
験した園名・期間、保育関係資格のある
環境省の委託を受け、石綿ばく露者の
健康管理に係る試行調査を実施します。 方は資格名も明記。学生は学校名も）
保育サービス課保育職員担当
従来のフォローアップ検診も受診可能で
（〒144−8621大田区役所）
す。※原則無料ですが、検査内容によっ
5744−1715
☎5744−1278
ては自己負担が生じます
区内在住で、石綿の健康被害に不安が
グループ保育室の保育ママ
あり、調査に同意する方
（結果は個人を
生後43日から2歳に達するまでの児童
特定せずに統計資料として使用）
の保育。要件があります。報酬、選考・申
東京労災病院
込方法など詳細はお問い合わせください。
●検査内容 問診、X線検査
（X線検査結
保育経験のある保育士などの有資格者
果によりCT、精密検査）
か育児経験者で、25〜62歳の方
●受付期間 5月7日〜10月15日
●勤務場所
希望日の前月1〜15日に問合先へ電話
①北糀谷グループ保育室
（北糀谷一丁目）
健康医療政策課公害保健担当
②中馬込グループ保育室
（中馬込三丁目）
5744−1523
☎5744−1246
●勤務開始日 7月（予定）
風しんの抗体検査と予防接種
●募集人員 各1名程度
●申込締切日 5月17日
第5期定期接種
保育サービス課保育指導担当
成人対象向けに新しく始まります。
5744−1715
☎5744−1643
昭 和47年4月2日 〜54年4月1日 生 ま
れの男性 ※5月下旬に申し込みに必要な
募 集
クーポン券を送付
大田区助成制度
日中青少年友好訪問団団員
大田区に住民登録があり、検査日・接
夏休みを利用して、友好都市である北
種日現在19歳以上で、次のいずれかに
京市朝陽区や大連市の庁舎訪問、学校交
該当する方
流、ホームステイなどを行います。詳細
・抗体検査＝風しんの抗体価が不明で妊

区内中学校の職場体験事業にご協力い
ただく企業への助成を行います。詳細は
申込先HPをご覧ください。
●助成額 1回につき40,000円まで
（一社）大田工業連合会（☎3737−0797
3737−0799）へ連絡し、所定の応募
用 紙 を 入 手 しFAX。HP（http://www.
ootakoren.com/）
からも申込可
産業振興課工業振興担当
5744−1528
☎5744−1376

参加・催し

4月15日㈪〜26日㈮※展示替えなど
のため
龍子記念館 ☎ 3772−0680
熊谷恒子記念館 ☎ 3773−0123

問合先、区政情報コーナーで閲覧でき
ます。詳細は区HPをご覧ください。
企画課政策・企画担当
5744−1502
☎5744−1735

対象

東京都自転車安全利用指導員制度
が大田区でも運用されます

龍子記念館・熊谷恒子記念館
休館のお知らせ

大田区実施計画
（平成31年度版）
を
策定しました

すべての法人事業所や常時従業員を5
人以上雇用している個人事業主は、厚生
年金と健康保険の加入が法律で義務付け
られています。加入の手続きがお済みで
ない事業主の方はお問い合わせください。
日本年金機構大田年金事務所
☎3733−4141

わせください。
●期間 平成36（2024）
年3月まで
●助成費用 除去に要する費用の2分の
1
（上限50万円）
防災まちづくり課耐震改修担当
5744−1526
☎5744−1349

お知らせ

視覚障がい者ガイドヘルパー

厚生年金と健康保険の加入

2 大田区報 平成 31 年 4 月 11 日号

は区HPをご覧ください。
※申込締切 5月7日
区内在住の平成12年4月2日〜16年4
月1日生まれの方
8月1日㈭〜7日㈬の6泊7日
30,000円 ※渡航の手続きに要する経
費など別途自己負担有り
選考で10名 ※書類審査・面接
●事前説明会
4月24日㈬午後6時30分から
micsおおた
当日会場へ
国際都市・
多文化共生推進課
☎5744−1227
▲詳細はコチラ
5744−1323

自転車事故を再現した
交通安全教室
年間を通して区内中学校で行います。
自転車のルール違反がなぜ危険なのか、
視覚的に感じ取ることができる内容と
なっています。日程など詳細は区HPでご
確認ください。
都市基盤管理課交通安全・
自転車総合計画担当
☎5744−1315
▲詳細はコチラ
5744−1527

木造住宅の除去助成制度を
開始しました
昭和56年5月以前に建てられた木造住
宅は地震により倒壊する危険性が高いた
め、除去費用の一部を助成する制度を新
設します。古くなった住宅の活用に困って
いる方や建て替えを考えている方はぜひ
ご検討ください。条件など詳細はお問い合

今年度の国民健康保険料率などが決まりました
平成30年の所得額をもとに、医療分、後期高齢者支援金分、介護分を算定します。

●国民健康保険料の計算方法
以下の合計額が1年間（4月〜来年3月）の国民健康保険料
所得割額

医療分

（最高限度額61万円） 加入者全員の基礎となる
所得額（※）の合計×7.25％

後期高齢者支援金分

均等割額
加入者数×39,900円

所得割額

（最高限度額19万円） 加入者全員の基礎となる
所得額（※）の合計×2.24％

均等割額
加入者数×12,300円

所得割額

介護分

40 〜 64歳の加入者全員の
（最高限度額16万円） 基礎となる所得額（※）の合計
×1.86％

均等割額
40 〜 64歳の加入者数
×15,600円

※基礎となる所得額＝個人の30年の合計所得額−33万円（基礎控除額）
●39歳以下の方は、介護分の負担はありません。また、65歳以上の方の介護分は
介護保険料として別に納めます。
●保険料の納入通知書を6月に世帯主へ郵送します。
●特別徴収（公的年金からの天引き）の保険料は8月徴収分から新年度分に切り替わ
ります。
問 国保年金課国保資格係 ☎5744−1210 FAX 5744−1516

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

