
ます。詳細は区HPをご覧ください。�
●観光者向け事業＝限度額20万円
●区民向け事業＝限度額10万円
区内の自治会連合会、商店街、NPO

法人などの団体、民間企業
など
観光課観光振興担当�

　☎5744－1322
　 5744－1323

防犯パトロール活動費の助成
自治会・町会、PTA、NPO団体など

定期的に区内で防犯活動を行う団体
①防犯パトロール活動用品購入費＝上限
初回10万円、2回目以降3万円②青色回
転灯購入費＝上限1万5,000円③青色防
犯パトロールの燃料費＝上限3万円
防災危機管理課防災危機管理担当

　☎5744－1634　 5744－1519

昭和56年5月以前に建築された
木造住宅をお持ちの方へ

　耐震性が不足する旧耐震基準の木造住
宅を除却する際にかかる費用の一部を助
成します。申請方法など詳細はお問い合
わせください。
●助成額　工事費用の2/3（上限75万円）
※4月1日から区内中小企業を利用して
除却する場合の限度額や助成率を引き上
げました
防災まちづくり課耐震改修担当

　☎5744－1349　 5744－1526

特別区立幼稚園の臨時的任用教員
採用候補者

　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する方
4月23日～5月6日（消印有効）に問合

先へ指定の申込書（問合先
などで配布）を郵送
特別区人事・厚生事務組

合教育委員会事務局
　☎5210－9857�

おしごとナビ大田区
　大田区で働きたい方に向けた求人サイ�
トです。企業の一般求人情報をはじめ、�
パート・アルバイト情報も
掲載しています。
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6109
　 3733－6459

ゾーン30を新たに整備しました
　ゾーン30は、時速30キロの速度規制
とそのほかの安全対策をすることで、生
活道路の安全な通行を確保することを目
的としています。詳細は最寄りの警察署
へお問い合わせください。

都市基盤管理課交通安全・自転車総合
計画担当
　☎5744－1315　 5744－1527

出産育児一時金（42万円）の支給
●請求・支払い方法
　大田区国民健康保険が医療機関へ直接
支払い。医療機関で手続き。
　上記の支払制度が利用できない場合の
手続きは区HPでご確認ください。
出産（妊娠85日以上での死産・流産を

含む）をした、大田区国民健康保険加入
者（ほかの健康保険の支給を受けた方を
除く）
国保年金課国保給付係

　☎5744－1211　 5744－1516

後期高齢者医療保険料は
納期限までに納めましょう

　保険料を納付書でお支払いの方へ、令
和3年度の納付書（第1～3期分の計3枚）
を郵送しました。口座振替への変更、納
付相談はお問い合わせください。
●納付場所　金融機関、ゆうちょ銀行、
コンビニエンスストア、区役所本庁舎4
階、特別出張所
国保年金課後期高齢者医療収納担当

　☎5744－1647　 5744－1677

口座振替をご利用ください
　口座振替で納め忘れをなくしましょ
う。
特別区民税・都民税（普通徴収）、軽自

動車税、国民健康保険料、後期高齢者医
療保険料、介護保険料を納付書でお支払
いの方
口座のある金融機関かゆうちょ銀行

へ、口座振替依頼書、預貯金通帳、届出
印を持参。問合先へ口座振替依頼書を郵
送も可（後期高齢者医療保険料を除く）
特別区民税・都民税、軽自動車税

＝納税課収納推進担当
　☎5744－1205　 5744－1517
国民健康保険料
＝国保年金課国保料収納担当
　☎5744－1209　 5744－1516
後期高齢者医療保険料
＝国保年金課後期高齢者医療収納担当
　☎5744－1647　 5744－1677
介護保険料＝介護保険課収納担当
　☎5744－1492　 5744－1551

住民税・軽自動車税・国保料の
納付にはクレジット納付を

ご利用ください
　納付書のバーコードをスマートフォン

などで読み取り、特別区民税・都民税（住
民税）、軽自動車税、国民健康保険料の
クレジットカード払いができます。詳細
は区HPをご覧ください。
納税課収納推進担当

　☎5744－1205　 5744－1517
　国保年金課国保料収納担当　
　☎5744－1209　 5744－1516

国民健康保険ジェネリック医薬品
差額通知

　服用中の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、薬剤費軽減見込額が一定額
を超えた方に毎月下旬に郵送します。
国保年金課国保保健事業担当

　☎5744－1393　 5744－1516

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4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）
問合先へ検査希望日前月の20日まで

に電話
健康医療政策課健康政策担当

　☎5744－1246　 5744－1523

肝炎ウイルス検査
　問診、採血によるB型・C型肝炎ウイ
ルス検査（1回限り無料）
区内在住で15歳～39歳の方

※手術などを受ける際の事前検査として
受けることはできません
●検査期間　令和4年3月31日まで
区内の実施医療機関
問合先へ電話
感染症対策課感染症対策担当

　☎5744－1263　 5744－1524

内職相談	
　在宅でできる仕事の相談にお応えしま
す。仕事の紹介は登録制です。詳細は問
合先HPをご覧ください。
区内在住の方
月～金曜（休日を除く）、午前9時～午

後5時�
産業プラザ

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
　 3733－6459

「こどもSOSの家」協力員
自治会・町会、青少対、PTAなどに所

属している方や区内事業者で協力いただ
ける方
問合先へ申請書（問合先へ電話して入

手）を郵送。問合先へ来所も可
地域力推進課青少年担当

　☎5744－1223　 5744－1518

男女共同参画推進区民会議委員
区内在住の20歳以上の方

●募集人数　選考で4名以内
●募集期間　5月6～28日（必着）
問合先へ作文と申込書（問合先、エセ

ナおおたで配布。区HPからも出力可）を
郵送か持参
人権・男女平等推進課男女平等推進担当

　☎5744－1610　 5744－1556

区民協働推進会議委員
　詳細は区HPをご覧ください。
区内在住・在勤・在学で、区民活動に

熱意と関心があり、年7回の会議（平日夜
間2時間程度）と助成事業の審査・観察に
参加できる方
●募集人数　選考で若干名
●選考方法　書類審査、面接
●募集期間　5月20日まで（消印有効）
問合先へ作文と申込書（問合先で配

布。区HPからも出力可）を郵送か持参
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1204　 5744－1518

公共職業訓練7月入校生
（板金溶接科・施設警備科）
4月23日～5月25日に必要書類をハ

ローワークへ持参。詳細はお問い合わせ
ください
都立城南職業能力開発センター大田校

　☎3744－1013　 3745－6950

都営住宅の入居者
　詳細は募集案内（5月6～14日に区役
所本庁舎1階、特別出張所、大田区住宅
管理センターで配布）をご覧いただくか、
お問い合わせください。�
●募集住宅　①家族向住宅②単身者向住
宅③若年夫婦・子育て世帯向住宅④居室
内で病死などがあった住宅
東京都住宅供給公社都営住宅募集セン�

ター�
　☎3498－8894

大田区勤労者共済会員
①区内の工場・商店・事務所などの中

小企業で働く事業主と従業員②区内在住
で区外の中小企業で働く従業員
200円（入会金）、月額500円
問合先へ申込書（問合先へ来所か大田

区勤労者共済HPで入手）を
郵送か持参
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6107
　 3733－6122

東京2020大会を契機とした
地域活性化事業補助金

　東京2020大会開催時期に、人が密集
しない朝の涼しい時間帯を有効利用し、
安全で健康的に楽しめる観光・地域活性
化事業に対して補助（補助率1/2）を行い

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
申し込みは
コチラ

求　人

健　康

相　談

国保・後期高齢者医療・税

下丸子駅下丸子駅

環八通り
環八通り

東急東急多摩川線
多摩川線下丸子公園下丸子公園

矢口西小矢口西小

大田区民大田区民
　プラザ　プラザ

整備区域整備区域

特別区民税・都民税と国民健康保険料の夜間・日曜納付相談窓口
　お支払いについて、窓口と電話でご相談をお受けします。
▶日時� 夜間　5月13・27日、6月10・17・24日㈭午後7時まで
� 日曜　6月20日㈰午前9時～午後5時（国保のみ）
� ※国保の加入・脱退、保険証の再交付申請も受け付け（本人確認書類と証明書などが必要）
▶会場　区役所本庁舎4階
▶問合先 ●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
（共通）・整理大森�☎5744－1200　・整理調布�☎5744－1201

・整理蒲田�☎5744－1202　・整理区外�☎5744－1203
●国民健康保険について＝国保年金課
・国保料収納担当（納付方法）　☎5744－1697
・国保資格係（手続き）　☎5744－1210
※国保資格係の夜間・日曜の電話対応は行っていません

5744－1516
（共通）

※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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