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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

情報箱
大田区奨学生
（在学生対象）の募集
必要書類の準備に時間がかかる場合が
あるため、早めの手続きを。選考基準な
ど詳細はお問い合わせください。
4月1日現在、区内に 1年以上引き続
き居住している保護者などから扶養さ
れ、学校教育法で定める高等学校・高等
専門学校・短期大学・大学・専修学校に
在学中の方
●選考基準 平成30年の世帯の総所得
額がおおむね基準以下。大学・短期大学・
専修学校専門課程に在学中の方は、成績
がおおむね基準以上
※申込者多数の場合は選考基準を満たし
ていても採用されない場合があります
●募集予定人数、奨学金貸付月額
①高等学校・高等専門学校・専修学校
高等課程＝15名。国公立14,000円以内、
私立26,000円以内
②大学・短期大学・専修学校専門課程＝75
名。国公立35,000円以内、私立44,000
円以内
●貸付期間 4月から正規の修業年限ま
で
（無利子）
5月9〜31日に願書（申込先で配布）を
福祉管理課援護係へ持参
5744−1520
☎5744−1245

70歳以上の
ひとり暮らし高齢者登録者へ
「ふれあい理美容補助券」
を
郵送します
区内の福祉理美容店で使える理美容補
助券（年2枚）を、5月初旬に郵送します。
新規で登録を希望する方は管轄の地域包
括支援センターで受け付けています。
※辞退される方は高齢福祉課高齢者支援
担当へお電話ください
5744−1522
☎5744−1250

あなたの生活をお手伝いします
福祉サービスの利用援助
福祉サービスに関する相談・助言、手
続きや支払い、預貯金の払い戻しの支援
など
※詳細はお問い合わせください

※費用が記入されて
いない催しなどは
原則無料です。

（学年）
年）
❹ 年齢
❺ 電話番号
要事項
❻ その他必要事項

次の全てに該当する方
①軽い認知症や知的障がい、精神障がい
などにより判断能力が十分でない
②このサービスの契約内容を理解できる
③在宅で暮らしている
月額基本料1,000円、援助活動1回1
時間まで 1,000円
遺言公正証書の証人の無料派遣
大森公証役場か蒲田公証役場で遺言公
正証書を作成される方
ともに◇
◇
おおた成年後見センター
3736−5590
☎3736−2022

●納期限 5月31日
●減免 身体障害者手帳などをお持ちの
方が要件を満たす場合、減免が受けられ
ます。申請期限は 5月31日（新たに自動
車を取得した場合は登録した日から 1 か
月以内）です。
通知書・減免＝課税課課税担当
5744−1515
☎5744−1192
納付方法＝納税課収納推進担当
5744−1517
☎5744−1205
東京都自動車税コールセンター
☎3525−4066

その手助けをしたい方（提供会員）の会員
組織です。本講座を修了すると、提供会
員として登録され、有償ボランティアと
して活動できます。
区内在住の 20歳以上で心身ともに健
康な方
6月6・7・11・13日、午前10時〜午
後3時（6日は午後3時30分まで）
消費者生活センター
先着50名
はがきか封書（記入例参照。生年月日
も明記）をファミリー・サポートおおた
事務局（〒143−0016大森北4−16−5）
へ郵送
3763−0191
☎5753−1152

まちづくり認定審査会

助成金で魅力ある
お店づくりをしませんか

5月20日㈪午前9時30分〜11時45分
消費者生活センター
先着20名
当日会場へ
都市開発課都市開発担当
5744−1526
☎5744−1339

大田年金事務所から

自転車等駐車対策協議会委員

4月（6月支給分）からの年金額は、3月
までの年金額のプラス0.1％となります。
6月に郵送する年金額改定通知書でご確
認ください。
日本年金機構大田年金事務所
☎3733−4141

応募方法など詳細は区HP をご覧いた
だくか、お問い合わせください。
●任期 7月から令和3
（2021）
年6月
●選考方法 書類選考と面接
●申込期限 5月31日必着
区内在住・在勤・在学で自転車や交通
安全に関心・熱意のある 18歳以上の方
都市基盤管理課交通安全・自転車総合
計画担当
5744−1527
☎5744−1315

軽自動車税・自動車税を納める方へ
納期限は 5月31日です

地域力応援基金

軽自動車税・自動車税は、4月1日現
チャレンジ・チャレンジプラス助成
在の所有者に課税されます。
公益的で地域社会に貢献する、区民対
軽自動車税納税通知書の郵送
象の非営利事業に助成金を交付します。
納税通知書を 5月13日に郵送します。
◆助成額、申請方法など
●納付場所 納税課、特別出張所、金融
オーちゃんネットに登録し、設立から
機関、ゆうちょ銀行、コンビニエンスス
おおむね
6年以上の団体が令和2（2020）
トア ※納付書での納付のほか、モバイ
年3月末日までに行う事業
ルレジ、クレジット納付も利用可
●助成金額 200〜250万円
●納期限 5月31日
●受付期間 5月8〜27日午後5時
●減免 障がいのある方が利用する車両
問合先へ事前連絡の上、所定の申請書
などは減免されることがあります。詳細
はお問い合わせください。申請期限は 5 （問合先で配布）と必要書類を持参
◆説明会
月31日です。
5月8日㈬午後6時30分から
※前年度減免を受けて内容の変更がない
区役所本庁舎2階
当日会場へ
方は、申請不要です
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
自動車税納税通知書の郵送
5744−1518
☎5744−1204
納税通知書を 5月上旬に郵送します。
●納付場所 金融機関、ゆうちょ銀行、
ファミリー・サポートおおた
コンビニエンスストア、ペイジー対応
提供会員養成講座
（4日制）
の ATM ※インターネットバンキング、
育児の援助を受けたい方（利用会員）と
クレジット納付も利用可

店舗診断と助言を行い、改善費用の一
部（最大50万円）を助成します。
区内で商業店舗を営んでいるか開業予
定の中小企業者・個人
先着50件
所定の申込用紙（問合先HP で出力可）
を問合先へ FAX
（公財）大田区産業振興協会
3733−6459
☎3733−6401
https://www.pio-ota.jp/

区立保育園

夏季アルバイト

保育士の補助（資格不要）
●勤務期間
①7月8日〜8月3日のうち 10日間
②8月5〜31日のうち 10日間
③7月8日〜8月31日のうち 20日間
●勤務時間など 午前9時〜午後4時（実
働6時間）
。日額6,660円（条件により交
通費別途支給）
所 定 の 申 込 書（ 区HP か ら 出 力 可 ）を
保育サービス課保育職員担当（〒144−
8621大田区役所）へ FAX か郵送か持参。
5月24日必着
5744−1715
☎5744−1278

区立児童館
児童育成指導員
（非常勤）
児童館事業や学童保育業務など。詳細
は区HP をご覧ください。
教員免許、保育士資格、幼稚園教諭免
許、社会福祉士のいずれかの資格を有す
る方（採用時までに取得見込も可）
●勤務期間・時間、月額報酬など
7月1日〜令和2（2020）年3月31日、
月17〜19日勤務（午前8時30分〜午後7
時15分の間で 1日実働6時間か 7時間45
分）、月額216,900円（別途交通費支給。

公益通報者保護法
公益のために通報した労働者を解雇などの不利益から守る法律です。

●法律の目的
この法律は、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護など
にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由
として労働者が解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう、公益通報
に関する保護制度を定めたものです。

●法律の具体的な内容
主な内容は次のとおりです。
◎労働者が事業者内部の一定の犯罪行為やその他の法令違反行為について、事業
者内部や処分などの権限を有する行政機関などに通報した場合、通報したこと
を理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
◎公益通報を受けた事業者は、公益通報の是正措置などについて、公益通報者に
通知するよう努めなければなりません。
◎公益通報を受けた行政機関は、必要な調査や適切な措置をとらなければなりま
せん。
問 総務課総務係

☎5744−1142
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FAX 5744−1505

対象

無料の弁護士相談です（1人1時間）。離婚前
後の生活にかかわる相談もお受けします。
対 未成年のお子さんの保護者
日 6月22日㈯午前10時〜午後4時
会 区役所本庁舎2階 定 先着12名
申 5月7〜31日に問合先へ電話
問 福祉管理課調整担当 ☎5744−1244 FAX 5744−1520

◆豊かな地域社会を築く区民活動を支えるために
○東京中央農業協同組合＝88,956円 ○調布大塚自治会＝7,412円
◆区政のために ○株式会社飯村工務店建友会＝100,000円
◆社会福祉のために ○かまにしコンサート＝30,156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。
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

