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申請期限は１月１５日まで 
〆切間近です！！

コロナで売上が激減した
事業者の方への給付金。

検索

２

URL  https://jizokuka-kyufu.go.jp/

５月～１２月の中で、売上が５０％以上減少した月がある、または連続する３か月で３０％以上

減少した中小企業、フリーランスを含む個人事業者で事業のために占有する土地・建物の賃料を

法人で最大６００万円、個人事業者で最大３００万円を給付。

前月、前々月の売上高が前年同月比で５％

以上減少している場合、事業用の資金として

５,０００万円まで大田区が利子を全額補給。

まずは、区内の金融機関にご相談ください。

発熱や咳があるときの
受診の流れが変わりました

大田区ホームページ
city.ota.tokyo.jp

新型コロナウィルス
感染症特集ページ開設。

● 特集ページ先のＱＲコード

全額利子補給

職を失うなどにより経済的に困窮し、住

居を失うおそれのある方を対象に就労支

援と家賃相当額支給。３か月を上限とし

て単身世帯で月額５３,７００円まで、５人

世帯で６９,８００円まで。

 お問い合わせ先

 大田区生活再建・就労サポートセンター
ＪＯＢＯＴＡ（ジョボタ） ＴＥＬ：０３-６４２３-０２５１

住居確保給付金

かかりつけ医がいる
まずはかかりつけ医に相談を！

日頃受診している
地域の身近な医療
機関に電話で相談

相談した医療機関
で診療・検査がで
きる

診療・検査できる
医療機関を案内
してもらう

紹介された医療機関に電話で相談

医療機関の指示に従って受診

ＰＣＲ検査等（医師の判断により）

相談センターに電話
で相談し、診療・検
査ができる医療機関
を案内してもらう
東京都発熱相談センター
24時間受付
☎ ５３２０-４５９２

大田区相談センター
平日 午前9時～午後5時
☎ ５３２０-４５９２

１
経済産業省

中小法人・個人事業者のための

中小法人・個人事業者のための

経済産業省 家賃支援給付金

今年１２月までに売上が５０％以上減少した月がある事業者が対象です。

お問い合わせ先　持続化給付金相談窓口 申請方法について

０１２０-２７９-２９２ IP電話  ０３-６８３２-６６３１

受付時間　８：３０～１９：００ （土曜日・祝日を除く日曜～金曜日）

※必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、２０２１年１月３１日（日）まで書類の提出を受け付けます。 

対象となる条件・方法について、持続化給付金と家賃支援給付金では違いがあります。詳しくは各サイトの申請期限についてをご覧ください。

持 続 化 給付金
中小企業、小規模事業者

上限２００万円

フリーランスを含む個人事業者

上限１００万円

持続化給付金
®

９月１日以降に新規申請される方へ
２０２０年８月３１日までの持続化給付金と同じ制度です。２回目以降の申請はできませんのでご注意ください。!

URL  https://yachin-shien.go.jp/

お問い合わせ先　家賃支援給付金コールセンター 申請方法について

０１２０-６５３-９３０
受付時間　８：３０～１９：００ （土曜日・祝日を除く日曜～金曜日） 検索家賃支援給付金

®

できる

できない

いないいる

大田区中小企業
融資あっせん制度

入学必要経費として８万円給付

※所得制限、成績要件があります。給付時期は年度末予定。

中学３年生、高校３年生の塾費用を最大２０万円と高校受験料なら最大２７,４００円、大学受験料なら

最大８万円を無利子貸付。 ※家庭教師費用は対象外。※所得制限があります。

（高校・専門学校・大学等に在学中の方対象）に対し、

国公立高校等で１か月１万４千円、私立高校等で２万

６千円、国公立大学等で１か月３万５千円、私立大学

等で４万４千円以内を修業年限まで貸付。返済は卒業

の１年後から２０年以内 ※所得制限があります。

①②お問い合わせ先

お問い合わせ先

支援

大田区 給付型奨学金（高校等進学予定者対象）

受験生チャレンジ支援貸付事業

大田区 奨学金貸付特例制度

区役所８階福祉管理課　ＴＥＬ：０３-５７４４-１２４５

大田区社会福祉協議会　生活相談担当　ＴＥＬ：０３-３７３６-２０２６

１

２

３

経済的な理由で
進学や就学が
困難になった方への

※高校・大学等に入学した場合は返済が免除されます！

まだ間に合う



わたじみゆき 冬号区政報告 ����年  

 《常任委員会》 総務財政委員会　委員　　　《特別委員会》 羽田空港対策特別委員会　委員長

〒144-8621　大田区蒲田5-13-14　区役所10階　　自民党控室   TEL　03-5744-1480　　FAX　03-3739-3697

昭和37年 7月2日本羽田生まれ　　大田区立都南小、 出雲中、 都立雪谷高校、 放送大学を卒業

保護司 ・ 元蒲田地区小 P 連会長 ・ 元大田区中 P 連会長 ・ 元大田区青少年委員

平成 27年 4月　大田区議会議員選挙にて初当選　　[ 趣味 ]　羽田囃子 ・ 街歩き　　　[ 家族 ]　夫 ・ 娘２人

議　　会　

略　　歴わたじみゆきプロフィール
渡司みゆき　所属委員会

〒144-0044　大田区 本羽田 ３-３-５　　TEL・FAX ： 03-5735-5226　　
E-mai l ： wataj i -miyuki@out look.jp

亡くなられたお子様のご冥福を心からお祈り申し上げます。大田区は、児童
虐待の再発防止に向けて、本件のような行政や社会との接触機会が希薄な中
で育児に対する不安や悩み抱えている家庭をどのようにしたら把握ができ、
必要な支援を届けることができるのかという視点から検証し、報告書にまと
めました。検証結果から、産前産後の妊産婦のケアや子育て世帯の孤立を防
ぐ取組みの重要性が指摘されました。検証結果を踏まえ「子育て世代包括支
援センター」の機能強化と大田区での児童相談所設置に向け組織的に取り組
んでいきます。

応募期間　令和３年３月３１日（水曜日）まで

応募資格　大田区にお住まいの方、お勤めの方、法人並びに

任意団体（大田区外にお住まいの方も応募可能です）

応募方法、注意事項等、詳しくはＱＲコードより

大田区ホームページ内の

  都市計画公園づくりのアイデア大募集!!へ

令和 2年第 4回大田区議会
定例会（第 1日）代表質問
渡司 幸議員（自民）
　　動画 直接リンク先 ➡

※インターネット環境がない方は、お近くの特別

出張所に申し込み用紙をご用意しております。

大田区議会 令和２年 第４回 定例会において会派を代表し渡司みゆきが「代表質問」を行いました。

財政、産業、環境、子育て、教育などについて区の方向性について質問しました。
詳細は元日発行の「区議会だより 令和２年４定号」または 大田区議会 �������[�����������������] をご覧ください。

令和３年１月１６日開館予定
田園調布せせらぎ公園内
「せせらぎ館」の外観

令和２年夏にオープン
渋谷ミヤシタパーク

大田区ホームページ：大田区における３歳女児死亡事例検証報告書

～今後の取り組み及び強化策に向けて～

大田区ホームページ内
記事リンク先ＱＲコード

令和 �年�月に区内で
�歳女児死亡事例が発生しました。

せせらぎ館み
たいな施設が
ここにもでき
たらいいな

渋谷ミヤシタ
パークみたい
なのがいいな

city.ota.tokyo.jp

大田区では、敷地約２０,０００平方メートルを都市

計画公園として整備することを検討しています。

公園を整備・運営していくため、ご利用になる皆

さまのご意見を踏まえたうえ、公園の基本的な考

え方をまとめていくことを考えております。「こん

な公園がいいな」「こんな機能・施設が欲しい」など、

皆様のアイデアを募集します。

募集の趣旨について

都市計画
公園づくり
アイデア
大募集！！
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至 羽田空港

羽田イノベーションシティ

交通広場

都市計画公園部分
面積：約２０，０００㎡
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