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区役所本庁舎には
手話通訳者がいます

　本庁舎内の各窓口へ対応します。
月曜（祝日の場合は翌日）、午後1時～

4時
●受付場所　問合先
障害福祉課障害者支援担当
☎ 5744－1253 5744－1555

身体障害者・知的障害者相談員を
ご存じですか

　日常生活や学校、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。
詳細は区HPをご覧ください。
さぽーとぴあ
☎ 5728－9134　 5728－9136

国民健康保険に加入してください
　国民健康保険や社会保険などの公的医
療保険制度は、国民が必ず加入する制度
です。社会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

　☎ 5744－1210　 5744－1516

厚生年金と健康保険の加入
　全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

糖尿病性腎症重症化予防
プログラム参加者を募集します

　食事などの保健指導を受けられます。
大田区国民健康保険加入者で糖尿病性

腎症第2期か第3期の方
区内協力医療機関など　
先着40名
区内かかりつけ医で申し込み
国保年金課国保保健事業担当

　☎ 5744－1393　 5744－1516

児童用防犯ブザーを配布します
大田区立以外の学校に通う区内在住の

小学1年生　※区立小学校に通う児童に
は学校で配布
申請書（問合先で配布。区HPからも出

力可）と通学する学校の在学証明書・身
分証明書の写しを問合先へ持参か郵送。
学務課就学関係申請窓口（区役所本庁舎
6階）でも持参のみ受け付け
学務課学校運営係（〒144－8623大

田区教育委員会事務局）
　☎ 5744－1427　 5744－1536

アスベストフォローアップ検診
　問診・胸部Ｘ線撮影によるアスベスト
に特化した健康診査

●受診期間　6月1日～令和3年3月31日
の金曜の午後（休診日などを除く）
区内在住でアスベストによる健康被害

に不安を抱えている方
東京労災病院（大森南4－13－21）
検査希望日前月の20日までに健康医

療政策課健康政策担当へ電話
　☎ 5744－1246　 5744－1523

風しんの抗体検査と予防接種
　詳細は区HPをご覧ください。
1第5期定期接種
昭和37年4月2日～54年4月1日生ま

れの男性　
※昭和37年4月2日～47年4月1日生ま
れの男性の方に、5月下旬に申し込みに
必要なクーポン券を送付
2大田区助成制度
大田区に住民登

録があり、検査日・
接 種 日 現 在19歳
以上で風しんにか
かったことがなく、
抗体検査・予防接種
も受けたことがな
い次のいずれかに
該当する方
●抗体検査＝風しんの抗体価が不明で妊
娠を希望する女性とその同居者（妊婦の
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

◇1 2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

　☎ 5744－1263　 5744－1524

区立児童館などの補助員（登録制）
　児童館事業や学童保育業務の補助。詳
細は区HPをご覧ください。
児童館や学童保育に興味がある方、子

育て経験を生かしたい方。資格不要
●勤務期間など　連続する6か月。週5
日、午前8時30分～午後7時15分の間で
実働4時間
●報酬　月額88,258円、交通費支給有
り。雇用保険加入
●選考方法　書類審査、面接　※欠員が
出た児童館で面接
登録票（問合先で配布。区HPからも出

力可）を問合先へ郵送か持参。電話も可
子育て支援課子育て支援担当

　☎ 5744－1272　 5744－1525

保育補助員
　区立（直営）保育園での保育士の補助業
務。資格不要。1年間登録し、欠員があ
り次第選考を行います。勤務時間など詳
細は区HPをご覧ください。
申込書（問合先で配布。区HPからも出

力可）を問合先へ持参か郵送。登録は随
時受け付け
保育サービス課保育職員担当

　☎ 5744－1278　 5744－1715

特別区立幼稚園教員採用候補者
　申し込み方法など詳細は問合先HPを
ご覧ください。
幼稚園教諭普通免許状を有し、昭和

61年4月2日以降生まれの方　※令和3
年4月1日までの取得見込みも可
●勤務地　東京23区の区立幼稚園（大田
区・足立区を除く）
●申込方法・期間　郵送＝5月7日当日
消印有効、持参＝5月7・8日に問合先で
受け付け
特別区人事・厚生事務組合教育委員会

事務局
☎ 5210－9751
http://www.tokyo23city.or.jp/

「絆サポート」の担い手
　要支援高齢者の自宅に訪問し、簡単な
家事などの援助を行いま
す。希望者には、支援に
必要な知識や支援方法の
講習も実施します。
おおた地域共生ボラン

ティアセンターへ来所
☎ 3736－5555 3736－5590

「区民による区民のための
連携講座」実施団体

　初心者向け体験会を開き、サークルを
活性化させたい団体を募集します。
社会教育関係団体の登録がある団体

●申込期間　5月11日㈪～6月15日㈪
●募集団体　15団体
※詳細はお問い合わせください
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
☎ 5744－1443 5744－1518

おおた区民大学企画員
1【環境講座企画会】子どもたちに残し
たい自然環境
5月8日～7月17日の金曜（5月22日、

6月19日を除く）午前10時～正午　
※5月8日は説明会
消費者生活センター
抽選で8名

2【地域で子育て講座企画会】産休育休
明けでも安心！みんなで楽しむ子育て
5月28日～7月30日の木曜（6月18日、

7月23日を除く）午前10時～正午　
※5月28日は説明会
区役所本庁舎2階、消費者生活セン

ター
抽選で10名　※保育有り（おおむね1

歳6か月以上の未就学児）
3【 若 者 講 座 企 画 会 】City Pride 

Project～自分らしさをいかす～
6月14日、7月5・12日㈰午後1時30分

～午後3時30分（初日のみ午前10時から）
区役所本庁舎2階　
抽選で10名

◇1 ～3いずれも◇
区内在住・在勤・在学の方　

※23はおおむね16～39歳の方
問合先へ電話か区HPから申し込み。4

月25日締め切り
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
☎ 5744－1443 5744－1518

大森 海苔のふるさと館
「ボランティアはまどの会」

募集説明会

　海苔づくりに関する学校の体験学習、
子ども向けのイベントなどで、学びや遊
びのサポートをするボランティアです。
活動の説明とイベント体験（海藻おしば
づくり）を行います。
高校生以上
5月10日㈰午後1時30分～3時30分　
5月7日までに問合先へ電話
大森 海苔のふるさと館

　☎ 5471－0333　 5471－0347

視覚障害者ガイドヘルパー
同行援護従業者養成研修一般課程を修

了していて、ガイドヘルパーの活動が可
能な方
●業務内容　視覚障がい者の外出のサ
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
（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）
　☎ 3736－5560　 3736－2030
　https://www.ota-shakyo.jp/
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●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月に世帯主に郵送します。
●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　■FAX5744－1516

令和元年の所得額を基に、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

国民健康保険料率などが決まりました令和
2年度

医療分
（最高限度額63万円）

後期高齢者支援金分
（最高限度額19万円）

介護分
（最高限度額17万円）

加入者全員の基礎となる
所得額（※）の合計×7.14％

所得割額

加入者数×39,900円

均等割額

加入者全員の基礎となる
所得額（※）の合計×2.29％

所得割額

加入者数×12,900円

均等割額

40～ 64歳の加入者全員の
基礎となる所得額（※）の合計

×1.97％

所得割額

40～ 64歳の加入者数
×15,600円

均等割額

以下の合計額が1年間（4月～翌年3月）の国民健康保険料となります

※基礎となる所得額＝個人の令和元年の合計所得額－33万円
健　康

国　保

こ ど も

求　人

福　祉

募　集




