
▶保険料について
　前年の所得に基づき東京都後期高齢者医療広域連合が年間保険料額を決定しま
す。令和3年度の所得割率は8.72％、均等割額は44,100円、限度額は64万円です。
また、保険料の軽減措置が段階的に本則に戻されました。詳細は同封のお知らせを
ご確認ください。
▶納付方法について
　納付方法の決定（保険料の月割）は区が行っています。ご自身の納付方法は通知書
でご確認ください。特別徴収の方は口座振替に変更できます。申請方法は通知書に
同封のお知らせでご確認ください。

　7月中旬に郵送します。8月1日以降にお使いください。現在お持ちの被保険者証
は8月1日からは使用できません。一部負担金の割合に変更のない方は、現在お持
ちの被保険者証を引き続きご使用ください。

▶問合先　国保年金課　■FAX5744－1677（共通）
通知書・保険料額・保険証＝後期高齢者医療資格担当　☎5744－1608
保険料の納付・口座振替＝後期高齢者医療収納担当　☎5744－1647

　保険料の納付方法に応じて、下表のとおり郵送します。
令和3年度 後期高齢者医療保険料通知書を7月中旬に郵送します

一部負担金の割合が変更になる方へ
新しい後期高齢者医療被保険者証を郵送します

後期高齢者医療保険に加入している方へ

　塀の所有者か管理者は、その維持管理に努めなけれ
ばなりません。災害時に備えた安全対策をとりましょう。
●塀をつくる・つくりかえる場合
　地震などの自然災害に備え、ブロック塀などの重い
塀から、倒壊のおそれが少ない生け垣やネットフェン
スなどの軽い塀にしましょう。
●既存ブロック塀の改修や補強
　倒壊を最小限にするための応急的な補強方法があり
ます。詳細はお問い合わせください。
▶問合先　建築審査課構造審査担当
　☎5744－1389　■FAX 5744－1557

塀をつくる・つくりかえる際の注意点

182億7,650万円令和3年3月末現在高

3,649億9,975万円 3,429億1,549万円 3,252億9,188万円 89.1%93.9%
収入済額 収入率 執行率支出済額予算現額

庁舎、学校、公園など
庁舎、学校など
公園、児童遊園の施設など
浮標、浮桟橋
著作権など
株券
地上権
大田区土地開発公社出えん金など
庁舎、学校等の備品など
大田区土地開発公社貸付金など
積立基金と運用基金

2,652,400㎡
1,261,428㎡

10個
58件

1,326㎡
13件

89,305点
13件
19件

9,219億766万円
1,000億4,397万円
90億6,665万円

4,020万円

9億4,784万円
244億5,219万円
154億1,433万円
1,235億8,262万円

数　量 内　容金　額区　分

令和3年3月31日現在の区の財政状況をお知らせします

■一般会計予算執行状況

■区有財産
■特別区債現在高

※債権には、令和2年度の歳入に係る債権以外の債権について記載しました

詳細は、区HPをご覧ください。
▶問合先　財政課財政担当　☎5744－1126　■FAX5744－1502

土 　 地
建 　 物
工 作 物
動 　 産
無 体 財 産 権
有 価 証 券
用 益 物 権
出資による権利
物 　 品
債 　 権
基 　 金

（表内の数値は各表示単位未満を四捨五入）

※

©大田区

●意見書提出期間　7月2日～8月16日
●縦覧場所　環境計画課
●閲覧場所　入新井特別出張所
東京都環境局環境政策課

　☎5388－3406　 5388－1377

多摩川親水緑地
（ソラムナード羽田緑地）
都市計画変更素案の説明会

　緑地区域を拡張する都市計
画変更の素案に関する説明を
行います。
7月13日㈫午後7時～8時30分

※資料は7月14日から区HPで閲覧可
羽田特別出張所　
先着60名　 当日会場へ
空港まちづくり課空港まちづくり担当

　☎5744－1650　 5744－1528

意見交換会の成果お披露目！
～羽田空港跡地の公園を参加者
の皆さんが考えました！～

　新しく整備する公園につい
て意見交換会を実施し、皆さ
んで話し合っていただきまし
た。その成果を参加者の方に
発表していただきます。
7月17日㈯午前10時～11時30分
区役所本庁舎2階
先着30名　 当日会場へ
空港まちづくり課空港まちづくり担当

　☎5744－1650　 5744－1528

大田区プレミアム付商品券の発行
（紙・デジタル）

　7月以降に商店会が紙の地域商品券
を、秋以降に区がデジタル商品券を販売
します。詳細は随時、区HPと大田区商
店街ナビ「おーたふる」などでお知らせし
ます。
産業振興課商業振興担当

　☎5744－1373　 6424－8233

文化財刊行物のご案内
●「大田区歴史散策ガイドブック」雪谷・
千束編、嶺町・田園調布編　A5判
（各100円）

●「大田区の埋蔵文化財」第25集
　「新井宿横穴墓群Ⅴ 発掘調査報告」
（1,000円）
●販売場所
郷土博物館、区政情報コーナーなど
大田図書館文化財担当

　☎3777－1281　 3777－1283

休館のお知らせ
◆勝海舟記念館
6月28日㈪～7月1日㈭　

※展示替えのため
　☎6425－7608　 6425－7610
◆熊谷恒子記念館
7月5日㈪～16日㈮　

※展示替えなどのため
　☎ 3773－0123

生涯学習相談会
　あなたに合ったサークル情報やイベン
ト、講座などの情報を紹介します。
7月9・13・30日、8月3・20・24日

※いずれも午前10時～午後2時
生涯学習センター蒲田　
当日会場へ

※予約希望の方は問合先へ電話
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1443　 5744－1518

ものづくり体験入校
7月17日㈯午前10時～正午
金属加工10名、板金溶接・広告美術

各5名
問合先へ電話。7月14日締め切り
都立城南職業能力開発センター大田校

　☎3744－1013　 3745－6950

YouTube 水防災講演会
　京都大学防災研究所の矢守
克也氏による風水害に関する
オンライン講演会を公開しま
す。
●視聴期間　7月19日㈪～10月31日㈰
防災危機管理課防災危機管理担当

　☎5744－1611　 5744－1519

おおた区民大学受講者
1生涯学習特別講座「見知らぬ誰かと
ゲームする～オンラインゲームの先に～」
7月31日㈯午前10時～正午
産業プラザ
抽選で40名

2生涯学習入門「インターネット活用能
力向上講座」
①情報を正しく選ぶ
②SNSの仕組みを学ぶ
①8月2日㈪午後2時～4時

②8月5日㈭午前9時45分～11時45分
消費者生活センター
抽選で各30名

◇12ともに◇
区内在住・在勤・在学の方
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電

子申請も可。7月15日必着
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1443　 5744－1518

写真展
スウェーデンのパパたち

　父親の9割が育児休暇を取
得するスウェーデン。子育
てを楽しむヒントが見つか
ります。
7月22日㈷～8月22日㈰
エセナおおた

　☎3766－4586　 5764－0604

ぜん息などの方の
水泳教室（7日制）

①水泳健康教室
②水中リラックス教室
区内在住で気管支ぜん息、

ぜん息性気管支炎、慢性気
管支炎、肺気腫のいずれか

にり患している①小学生②おおむね75
歳までの方
9月21日㈫～11月2日㈫午後3時30分

～5時30分
萩中公園プール
①60名（参加歴の少ない方を優先）

②先着15名（変更の可能性有り）
7月1～16日（必着）に問合先へ申込書

（問合先へ電話かFAXで請求。区HPか
らも出力可）を郵送かFAXか持参
健康医療政策課健康政策担当

　☎5744－1246　 5744－1523

自然観察会
「トワイライト探検隊」

　夜の公園を探検し、セミの抜け殻を集
めてその種類の見分け方などを学習した
後、羽化する瞬間を観察します。
※小学生以下は保護者同伴

①7月31日㈯＝萩中公園周辺
②8月7日㈯＝本門寺公園周辺
※いずれも午後4時30分～8時30分
抽選で各20名
問合先へ往復はがき（記入例参照。希

望日を明記）。電子申請も可。①7月1～
19日②7月11～28日必着
環境対策課環境推進担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1365　 5744－1532

認知症ってなあに？
～夏の小学生向け認知症講座～
　オンラインで行います。申
込方法など詳細は区HPをご
覧ください。
小学4～6年生
8月2日㈪午後2時～3時
先着10名
蒲田地域福祉課地域包括ケア推進担当

　☎5713－3126　 5713－1509

保険料の納付方法 内容

① 特別徴収（年金からの差し引き） 納入通知書兼特別徴収決定通知書

② ①に該当せず、口座振替の手続きが未済 納入通知書、7月～令和4年3月分の納付書 

③ ①に該当せず、口座振替の手続き済み 納入通知書

④ 納付書で納めていて10月以降①へ変更 納入通知書兼特別徴収決定通知書、
7～9月分の納付書3枚

⑤ 口座振替の手続き済みで10月以降①へ変更 納入通知書兼特別徴収決定通知書

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

3大田区報　令和 3年 7月 1日号

新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどは中止・延期となる可能性があります。催しなどにご参加の際は、マスク着用などの感染症対策にご協力をお願いします。

はがきなどの記入例　①催しなどの名称　②〒住所　③氏名（ふりがな）　④年齢（学年）　⑤電話番号　⑥その他必要事項

●意見書提出期間　7月2日～8月16日
●縦覧場所　環境計画課
●閲覧場所　入新井特別出張所
東京都環境局環境政策課

　☎5388－3406　 5388－1377

多摩川親水緑地
（ソラムナ ド羽田緑地）

●「大田区の埋蔵文化財」第25集
　「新井宿横穴墓群Ⅴ 発掘調査報告」
（1,000円）
●販売場所
郷土博物館、区政情報コーナーなど
大田図書館文化財担当

　☎3777－1281 3777－1283

おおた区民大学受講者
1生涯学習特別講座「見知らぬ誰かと
ゲームする～オンラインゲームの先に～」
7月31日㈯午前10時～正午
産業プラザ
抽選で40名

にり患している①小学生②おおむね75
歳までの方
9月21日㈫～11月2日㈫午後3時30分

～5時30分
萩中公園プール
①60名（参加歴の少ない方を優先）

②先着15名（変更の可能性有り）
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