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。
郷1−3−3）
●試験日 10月20日㈭
●科目 国語、社会、数学、理科、英語
文部科学省生涯学習推進課へ願書（問
合先で配布）を書留で郵送。9月2日消印
有効
東京都教育庁義務教育課
☎5320−6752

ものづくり工場立地助成金の拡充
工場などの新増設や移転、付帯設備に
かかる経費の一部を助成します。対象経
費の下限額が 50万円（令和5年3月31日
まで）になりました。詳細はお問い合わ
せください。
区内の中小企業（製造業）
（一財）日本立地センター
3518−8969
☎3518−8966

建物の新築、名称変更時には
住居表示の届け出を
住居表示番号は、建物の出
入り口の位置で決まります。
新築や建て替えの際は届け
▲
出が必要です。特に集合住宅
詳細はコチラ
は、入居者の住所異動の届け
出に差し支えることがあるため、所有者
の方は忘れずに届け出てください。
※建物の名称変更時も届け出が必要です
次のいずれかに該当する方
①新築した②建て替えた
完成予定日の約1 か月前に、問合先へ
「建物その他の工作物新築・新設届」など
を郵送か持参
戸籍住民課戸籍住民担当
（〒144−8621大田区役所）
5744−1701
☎5744−1185

マイナポイントの申し込み支援
国がマイナンバーカード普
及のために実施する、マイナ
ポイント付与の手続きを支援
▲
します。申込方法などの詳細
詳細はコチラ
は、区HP をご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちか、９月
末までにマイナンバーカードを申請した
方
情報政策課情報政策担当
5744−1502
☎5744−1657

自転車の保険加入は
義務化されています
区内で令和3年に発生した事故のうち
約49％に自転車が関わっています。自
転車が加害者となる事故では、加害者側
に約9,500万円もの高額な損害賠償を命
じられた事例もあります。
●都の条例で自転車損害賠償保険などへ
の加入が義務化されています
●自転車の安全利用と保険加入について
家族で話し合いましょう
都市基盤管理課交通安全・自転車総合
計画担当
5744−1527
☎5744−1315

羽田空港周辺にお住まいの方へ
〜空調機器の取り替え〜
昭和52年4月2日時点に、羽田空港周
辺の航空機騒音対象区域内に所在した住
宅で、防音工事か更新工事により設置し
た空調機器（10年以上経過し、機能が失
われているもの）が対象です（3回目は補
助内容が異なります）
。詳細はお問い合
わせください。
●工事予定期間
12月中旬〜令和5年1月下旬
※申請多数の場合は令和5年度の工事と
なります
大森東・大森西・入新井・糀谷・羽田
はがきや FAX などの記入例

特別出張所、問合先へ申請書（申込先で
配布）を持参。問合先へ郵送も可。9月
16日必着
環境対策課環境調査指導担当
☎5744−1335
5744−1532

投票所での掲示誤りのおわび
7月10日の参議院議員選挙で、区内投
票所1 か所において午前7時から約10分
間、誤って比例代表の記載台に東京都選
出の「候補者氏名等掲示」を貼付しまし
た。心より深くおわび申し上げます。今
後対策を徹底し、再発防止に努めます。
選挙管理委員会事務局選挙担当
5744−1540
☎5744−1464

高齢者との交通安全集会
警察官の講話、交通安全映画の上映、
大学生による落語口演などを行います。
おおむね 60歳以上の方
日程

会場

8月2日㈫

東糀谷老人いこいの家

8月4日㈭

シニアステーション東嶺町

8月5日㈮

シニアステーション田園調布

8月9日㈫

洗足区民センター

8月16日㈫

大森東老人いこいの家

8月29日㈪

池上老人いこいの家

8月30日㈫

仲池上老人いこいの家

8月31日㈬

シニアステーション糀谷

9月1日㈭

馬込区民センター

9月12日㈪

新井宿老人いこいの家

9月13日㈫

こらぼ大森

9月14日㈬

萩中集会所

9月15日㈭

東蒲田老人いこいの家

9月20日㈫

仲六郷老人いこいの家

※いずれも午後2時〜4時
当日会場へ
都市基盤管理課交通安全・自転車総合
計画担当
5744−1527
☎5744−1315

モノづくりのまちの夏休み
SCRAP＃自由研究
町工場から出る端材を活用
し、ものづくりをしてみませ
んか。
▲
8月4日㈭・5日㈮・23日㈫・ 詳細はコチラ
24日㈬午前10時〜午後3時
くりらぼ多摩川（矢口1−21−6）
材料費
（端材1g＝1円）
当日会場へ
（一社）大田観光協会
3734−0203
☎3734−0202

ビーチフラッグ体験会
ライフセービング競技で人気のあるス
ポーツを体験してみませんか。
小学生以上の方(小学生は保護者同伴)
8月16日㈫・17日㈬①午前9時〜9時
30分②午前9時45分〜10時15分③午前
10時30分〜11時
大森東水辺スポーツ広場ビーチバレー場
先着各20名
8月3〜12日に問合先へ電話
地域基盤整備第一課地域基盤整備担当
5764−0633
☎5764−0643

大田市場
親子フラワーアレンジメント教室
都内在住の小学3年〜6年生と保護者
8月23日㈫午後1時〜3時
1組2,000円
抽選で 10組20名
（1組2名）
大田市場業務課（〒143−0001東海2
−2−1）へ往復はがき（記入例参照。参

❶催しなどの名称

❷〒住所

加者全員の氏名も明記）。都HP からも申
し込み可。8月10日必着
大田市場
☎3790−6530
3790−6544

カムカム新蒲田 夏休み特別講座
「JR東日本のお仕事を学ぼう」
「JR東日本ってどんな会社？」
「どんな
お仕事をしているの？」などの疑問を、
JR東日本の職員が教えてくれます。
小学4年〜中学3年生
8月24日㈬午前10時〜正午
抽選で 30名
8月1〜12日に問合先へ申込書（問合
先で配布。問合先HP で出力可）を持参か
FAX
カムカム新蒲田（新蒲田一丁目複合
施設）
6715−7191
☎3733−2222

フレイル予防リーダー養成講座
（4日制）
いつもの活動にプラスできるフレイル
こうくう
予防に重要な運動、栄養、口腔プログラ
ムなどの体験・練習
地域で活動するグループリーダー、グ
ループを立ち上げる予定の方
9月7日、10月5日、11月9日、12月
7日㈬午後1時30分〜3時30分
池上会館
先着40名
8月10〜19日に問合先へ電話
高齢福祉課高齢者支援担当
5744−1522
☎5744−1624

分譲マンション管理セミナー・
相談会
①セミナー
「マンションの 2 つ
の老い」〜データから学ぶ管
理組合運営〜
▲
②相談会
詳細はコチラ
分譲マンションの居住者、
管理組合役員、購入予定者
9月11日㈰①午後1時〜3時②午後3時
〜4時

消費者生活センター
①先着90名②抽選で 4名
問合先へはがきか FAX（記入例参照。
参加人数も明記）
。電子申請も可。8月
19日必着
建築調整課住宅担当
（〒144−8621大田区役所）
5744−1558
☎5744−1416

おおた区民大学
若者の学びのネットワー
クづくりにつながる企画を
しよう
▲
11月5日㈯から全3回
詳細はコチラ
※詳細は区HPをご覧ください
「大田のものづくり」と STEAM共育で
未来に挑むアイデアソン
12月10日㈯午後１時〜５時
都立六郷工科高等学校
ともに◇
◇
区内在住・在勤・在学の おおむね
39歳以下の方 おおむね 49歳以下の方
抽選で各20名
8月1日〜10月20日に問合先へ往復は
がき（記入例参照。 保育（1歳6 か月以
上の未就学児）希望はその旨も明記）。電
子申請も可
地域力推進課区民協働・生涯学習担当
（〒144−8621大田区役所）
5744−1518
☎5744−1443

大田区学
クイズ
に挑戦！
多摩川台公園内に存在する全長約
100mの古墳の名称は何でしょう？
＞＞答えは、5面インフォメーション
で確認！

ひとり親家庭・障がいのあるお子さんの
保護者などへの助成制度
案内パンフレットを地域庁舎、特別出張所などで配布しています。詳細はお問い合
わせください。 ※4月から手当支給額が改訂されました
手当
①育成手当
（児童育成手当）
②ひとり親家庭等
医療費助成

③児童扶養手当

④特別児童扶養
手当
⑤障害手当
（児童育成手当）

支給額
（月額）

対象

支給期間

ひとり親家庭
※父母が離婚、父か
母が死亡、父か母か
ら1年以上遺棄、 父
か母が重度障がい、
父か母がDV保護命
令を受けた、父母が
未婚など

児 童 が18歳 に 達
する日の年度末ま
で
※②③は重度の
障がいがある児童
の 場 合、20歳 に
達する日の前日ま
で

児童1人につき13,500円
健康保険対象の医療費の自己負担分
の一部を助成
（生活保護受給者は対
象外）
（全部）
43,070円
（ 一 部 ）所 得 に 応じ て10,160円 〜
43,060円
（加算額）
2人目5,090円〜10,170円
3人目以降3,050円〜6,100円
児童1人につき
1級52,400円 ２級34,900円

児童1人につき15,500円

20歳 未 満で 身 体 障
害者手帳おおむね1
〜3級 程 度
（ ⑤ は1・ 児 童 が20歳 に 達
2級 程 度 ）
、 愛 の 手 する日の前日まで
帳 お お む ね1〜3度
程度の児童

③＝公的年金が支給される場合は給付制限があります。
④⑤＝診断書の障がいの状況によっては該当しないことがあります。

お済みですか？児童扶養手当・特別児童扶養手当継続受給の手続き
引き続き受給するためには現況届の提出が必要です。該当する方へ 8月上旬に書類
を郵送します。児童扶養手当は 8月31日まで、特別児童扶養手当は 9月2日までに提
出してください。
▶問合先

子育て支援課児童育成係 ☎5744−1274

❸氏名（ふりがな） ❹年齢
（学年） ❺電話番号

❻その他必要事項

5744−1525
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