正しく使おう！ ●火気の近くでは使用しない
消毒用アルコール

令和4年度
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住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金のご案内

大田区臨時特別給付金
（住民税非課税世帯等）
コールセンター

（月～土曜、午前8時30分～午後5時15分 ※休日を除く）
※10月以降の開設日時は区HPをご覧ください

5744－1520

配偶者などからの暴力(DV)を理由に避難している方

令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別
給付金の申請は引き続き受け付けています(9月30
日消印有効)。詳細は区HPをご覧ください。

対象となる要件や必要書類などについては、お問い合
わせください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親世帯以外）のご案内
詳細は区HPをご覧ください。
▶対象 次の全てに該当する方
①令和4年3月31日時点で17歳以下の
お子さん
（令和5年2月までに出生の新
生児や、障がいのある19歳以下の特別
児童扶養手当受給対象児童も対象）を
養育する父母など
②令和4年度分の住民税均等割が非課
税か、新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて令和4年1月以降の家計が急
変し、住民税均等割が非課税相当と認
められる
（家計急変者）

▶支給手続き
令和4年4月分の児童手当か特別児
童扶養手当の支給を受けており、令和
4年度分の住民税均等割が非課税の方
は申請不要
上記以外の方は要申請
▶支給額 児童1人当たり5万円
▶問合先 子育て支援課
こども医療係
☎︎ 5744－1275
5744－1525
●

▲︎
詳細はコチラ

5,000円で5,500円分のお買い物！
！
10％お得な区内共通商品券の購入申し込みが始まります。区内の2,400か所以
上
（予定）のお店で、11月1日から令和5年1月31日まで利用できます。詳細は特
設サイトをご覧ください。
▶販売額 5,000円
（発行額5,500円）
、最大20万部発行
▶対象 区内在住・在勤・在学の方
▶申込期間 7月19日～8月15日
▲︎
▶申込方法 特設サイトか申込専用はがき(区内郵便局、
特設サイトは
コチラ
商店街店舗などで配布)で申し込み
（申込多数の場合は抽選）
▶問合先 プレミアム付大田区内共通商品券コールセンター
☎5200－5874
（7月19日〜10月31日開設）

プレミアム率20％のデジタル商品券も10月ごろに発売予定
※区内共通商品券を購入した方も申し込みできます
▶問合先 産業振興課産業振興担当 ☎5744－1373
6424－8233

プラザ 催し物案内
発売日 7月13日㈬

9月23日㈷午後5時開演 大田区民プラザ大ホール
全席指定4,500円(高校生以下2,000円)

新型コロナワクチン接種について
4回目接種は60歳以上の方と基礎疾患のある方などが対象
です。詳細は区報臨時号(6月3日発行)か区HPをご覧ください。
1〜3回目接種では、ノババックスワクチンの接種が始まり
ました。

▲
最新情報はコチラ

大田区新型コロナワクチン接種コールセンター

（月〜土曜、午前8時30分〜午後5時15分

☎ 6629−6342

※休日を除く）

FAX 5744−1574

※間違い電話が多くなっています。今一度、番号をお確かめの上お電話
ください
※曜日・時間帯によってはお電話がつながりにくい場合があります

▲
予約方法などは
コチラ

相談窓口
●症状がある・感染が疑われる方

東京都発熱相談センター

☎5320−4592（※1・2） ☎6258−5780（※1・2）
☎6732−8864（医療機関紹介専用）（※2）
大田区相談センター（月〜金曜、午前9時〜午後5時 ※休日、年末年始を除く）

☎ 5744−1360

FAX 5744−1524

●自宅療養中で体調に不安がある・一般相談をしたい方

自宅療養サポートセンター (うちさぽ東京)（※1・2）

☎0120−670−440

●出演 ［午後の部トークイベン
ト］
片渕須直
（映画監督)、小泉和
子(昭和のくらし博物館 館長)

9月24日㈯
［午前の部］午前11時開演
［午後の部］午後2時30分開演 © 2019こうの史代・コアミックス ／
「この世界の片隅に」製作委員会
大田区民プラザ大ホール
全席指定 ［午前の部］1,000円(高校生以下500円)
［午後の部］2,000円 ［セット券］
2,500円
※4歳以上入場可

☎3750−1555（午前10時〜午後7時）
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▲
詳細はコチラ

ついては、区HPをご覧ください。

OTAアート・プロジェクト 蒲田★今昔物語
特別企画 映画
『この世界の片隅に』
上映&トークイベント
発売日 7月13日㈬

MADNESS」

●出演 ［ジャズユニット］中村誠一(T.Sax)、石川周之介
(T.Sax)、片倉真由子(Pf)、澤田将弘(Bs)、加納樹麻(Drs) ［ラテンユニット］
ハル斉 藤 ( T . S a x ) 、安 川 信 彦 ( T . S a x ) 、森 村 献 ( P f ) 、小 泉 哲 夫 ( B s ) 、藤 井 摂
(Drs)、伊波淑(Perc) 伊波秀進とザ・ビッグバンド・オブ・ローグス

次号の区報は

新型コロナウイルス感染症に関する
お知らせ 大田区における新型コロナウイルス感染症情報に

（※1）
多言語
（英・中・ハングルなど）
による相談も可
（※2）
24時間対応

https://www.ota-bunka.or.jp/
まが たま

7月21日号 特集 勾玉

大田区民プラザ定期公演（小ホール・全席指定）

下丸子JAZZ倶楽部
発売日 7月13日㈬
●出演
NORA(Vo)、あびる
竜太(Pf)、小泉哲夫
(Bs)、佐野聡(Tb)、
伊波淑(Perc)、鈴木
ヨシロー(Drs)

8月18日㈭午後6時開演 2,500円
遅割
（午後7時から）
1,500円
※当日に残席がある場合のみ

下丸子らくご倶楽部
発売日 7月13日㈬

撮影 橘蓮二

●出演 桃月庵白酒、立川志ら乃
●ゲスト 橘家文蔵
●若手バトル 三遊亭ふう丈、立川笑二

8月26日㈮午後6時開演

2,500円

※発売初日の午後2時から公演前日午後7時まで以下施設でもチケットをお求めいただけます。アプリコは工事休館のため、午後5時まで受け付け

●大田区民プラザ ☎3750−1611 ●アプリコ ☎5744−1600 ●大田文化の森 ☎3772−0700
問合先 （公財）大田区文化振興協会 ☎3750−1611 FAX 3750−1150

▼

初代プロデューサー高橋達也に捧げて
「TENOR

（別途手数料有り）

▶対象 次の全てに該当する世帯
①令和3年12月10日時点で国内の住
民基本台帳に記録がある
②住民税非課税世帯以外で、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受けて
令和4年1月以降に家計が急変し、世
帯全員の収入が住民税非課税相当と
なる（住民税均等割が課税されている
方の扶養親族などのみで構成される
世帯を除く）
③「令和3年度住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金」を受給してい
ない
▶申請方法
申請書
（特別出張所、地域庁舎、図書
館、JOBOTA(ジョボタ)、
（社福）大
田区社会福祉協議会などで配布。区
HPからも出力可）と必要書類を返信
用封筒に入れて郵送
▶提出期限
9月30日消印有効

詳細は情報誌
「Art Menu」
をご覧ください。特別出張所、図書館、文化センターなど区内の主な施設や駅で配布しています。
★新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、公演内容が変更になる場合があります ★記載事項のない公演への未就学児の入場はご遠慮願います

下丸子JAZZ倶楽部 29th Happy Birthday CONCERT

チケットはHPからもお求めいただけます

家計急変世帯

●

プレミアム付 大田区内共通商品券 を発売

チケット予約専用電話
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住民税非課税世帯

▶対象 次の全てに該当する世帯
①令和3年12月10日時点で、国内の住民基本台帳に記
録がある
②令和4年6月1日時点で、世帯全員の令和4年度住民
税均等割が非課税である
（住民税均等割が課税されて
いる方の扶養親族などのみで構成される世帯を除く）
③
「令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給
付金」を受給していない
▶提出方法 対象となる世帯の世帯主宛てに送付され
る確認書
（※1）
を返信用封筒に入れて郵送
▶提出期限 区が確認書を発送してから3か月
（確認書
に記載有り）
※令和3年12月11日以降に大田区に転入した世帯は、
申請が必要です。支給要件に該当する場合は、お問い
合わせください
（※1）
「令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特
別給付金支給要件確認書」

新型コロナウイルス感染症が長期化する中、さまざまな
困難に直面した方が、速やかに生活・暮らしの支援を受け
られるよう、住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付
金事業を実施しています。詳細は区HPをご覧ください。
▶支給額 1世帯当たり10万円
※1回限り。1 2の重複受給は不可
令和3年度住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金を受給済みの方は対象外です
▲︎
詳細はコチラ
▶問合先

☎0120－435－280

●詰め替えを行うときは換気をしよう ●直射日光が当たる・高温になる場所に保管しない

11日号・21日号は新聞折込か駅広報スタンド、区施設、公衆浴場、セブン-イレブンで配布。
配送サービス
（外出困難などの要件有り）
も行っています。

