
トイレ修理のトラブルに
ご注意ください！

消費者相談

　トイレが詰まり、インターネットで見つけた業者
に修理を頼んだ。作業の途中で「追加料金が発生す
る」と言われ、仕方なく了承すると突然便器を交換
され、作業後に30万円を請求された。翌日、再度
詰まりが発生したためマンションの管理組合に相談
し、別の業者に見てもらったところ、3万円で詰ま
りが直り、便器の交換は必要なかったと説明された。

●作業内容・料金は、作業前に納得できるまで必ず説明してもらいましょう
●複数の業者から見積もりを取って検討しましょう
●不安をあおり契約を急がせる業者には、特に注意しましょう。日頃からい
ざというときの対処方法や、複数の業者の情報を集めておきましょう

1多重債務110番
▶対象　区内在住・在勤・在学の方
▶日時　3月1日㈪・2日㈫午前9時～午後4時30分（2日午後は無料弁護士相談有り）
2若者のトラブル110番
▶対象　契約当事者が29歳以下の区内在住・在勤・在学の方
▶日時　3月8日㈪・9日㈫午前9時～午後4時30分

◇12ともに◇
▶申込方法　消費者相談専用電話へ電話（1無料弁護士相談は問合先へ別途予約が必要です）
▶会場・問合先　消費者生活センター　☎3736－7711　■FAX3737－2936

相談事例

特別相談を行います

消費者生活センターからのアドバイス

消費生活のお困りごとは、消費者生活センターにご相談ください
消費者相談専用電話　☎3736－0123

（月～金曜）午前9時～午後4時30分　※休日、年末年始を除く  

土・日曜、休日は、国・都の機関がお受けします
消費者ホットライン　☎188

（土曜）午前9時～午後5時　（日曜、休日）午前10時～午後4時 

地域力応援基金助成事業実施団体
（ステップアップ助成）

　公益性が認められ、社会貢献につなが
る非営利事業に助成金を交付します。
オーちゃんネットに登録し、設立から

おおむね3年以上経過した団体
●対象事業　令和3年4月1日～4年3月
31日に実施する事業
●助成金額　1団体あたり最大40万円
問合先へ事前連絡の上、2月1日～3月

1日に所定の申請書（問合先で配布）、必
要書類を問合先へ持参
地域力推進課区民協働・生涯学習担当

　☎5744－1204　 5744－1518
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区民記者（みつばち隊）

　文化芸術に関わる取材、情
報紙の記事作成を行います。
区内在住の18歳以上の方

（高校生を除く）
●募集人数　若干名
問合先HPから申し込み。

2月28日締め切り
（公財）大田区文化振興協会
　☎3750－1611　 3750－1150

大田区勤労者共済会員
　加入者は福利厚生事業へ
の参加や各種給付を受ける
ことができます。
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
入会金200円、月額500円
問合先へ申込書（問合先で配布。大田

区勤労者共済HPからも出力可）を郵送か
持参
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6107　 3733－6122

建物の新築、
 名称変更をするときは
住居表示の届け出を

　届け出後、建物を調査して番号を決定
し、表示板をお渡しします。特に集合住
宅は入居者の住民登録に差し支えること
があるため、所有者の方は忘れずに届け
出てください。必要書類など、詳細はお
問い合わせください。
※建物の名称変更時も届け出が必要です
完成予定日の2～4週間前か建物登記

や住民登録の前に、必要書類を問合先へ

郵送か持参
戸籍住民課戸籍住民担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1185　 5744－1513

道路は正しく、
きれいに使いましょう

　通行人の安全のため、公道に物や看板、
自転車などを許可なく置かないでくださ
い。樹木が道路にせり出すのも危険です。
小まめな手入れを心がけましょう。
地域基盤整備各課管理係

第一課　☎5764－0629　 5764－0633
第二課　☎5713－2006　 5713－2009

赤い羽根共同募金
ご協力ありがとうございました
　令和2年10月1日からの区内の募金総
額は、30,240,431円でした。募金は地
域の民間福祉施設・団体に配分されます。
東京都共同募金会大田区協力会

　☎3736－2023　 3736－2030

蒲田清掃事務所
新庁舎が完成しました

　新庁舎は再生可能エネルギー100％の
電力供給を受けるなど、環境に配慮した
建物になっています。
※収集区域、収集曜日の変更はありません
●移転後の所在地　下丸子2－33－5
　　　　　　　　　（多摩川清掃工場敷地内）
●移転後の業務開始日　2月8日㈪
●移転後の電話番号　☎6451－9535

（2月8日から使用可）
清掃事業課清掃リサイクル担当

　☎5744－1374　 5744－1550

戸籍住民窓口
土・日曜窓口サービスの一部休止
●休止する業務
戸籍全部・個人事項証明（戸籍謄抄本）、
戸籍の附票の写し、身分証明書の発行
2月27日㈯・28日㈰

※システム調整のため
戸籍住民課戸籍住民担当

　☎5744－1183　 5744－1509

池上梅園　梅まつり
　今年も当日限定オリジナル弁当「池め
し」を販売します。模擬店の出店は行い
ませんので、ご注意ください。

2月23日㈷午前11時30分から（弁当
は売り切れ次第終了）
池上梅園前駐車場ほか
池上特別出張所

　☎3752－3441　 3752－4759

おおた区民大学  じんけんカフェ
「コロナ禍の子どもたち」（3日制）
　詳細はチラシ（特別出張所、
文化センター、図書館で配布）
か区HPをご覧ください。
区内在住・在勤・在学の方
3月5・12・19日㈮午前9時45分～

11時45分
入新井集会室
抽選で15名
問合先へ往復はがき（記入例参照）。電

子申請も可。2月15日必着
※保育（おおむね1歳6か月以上の未就学
児先着6名）、手話通訳・要約筆記を希望
する方はその旨も明記
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

分譲マンション
管理セミナー・相談会

1セミナー「多様化する災害にどう備えるか
～家庭の備えとマンションとしての対策～」
3月7日㈰午後1時～3時
抽選で90名

2相談会
3月7日㈰午後3時～4時
抽選で4組

◇12ともに◇
分譲マンションの居住者・購入予定者、

管理組合役員
池上会館
問合先へ電話かFAXかはがき（記入例

参照）。2月18日必着
建築調整課住宅担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1416　 5744－1558

尾﨑士郎記念館
講座「尾﨑士郎と宇野千代
～二人の馬込生活～」

3月13日㈯午後
2時～3時30分
大田文化の森
抽選で38名
問合先へ往復は

がきかFAX（記入例
参照）。3月2日必着
※1通につき2名
まで申し込み可
龍子記念館

（〒143－0024中央4－2－1「第4回記
念館講座」係）
　☎ 3772－0680
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・フライス盤
初級講座（3日制）

区内在住・在勤で金属加工
や機械工業に従事する方
5月15・22・29日㈯午前9時

15分～午後4時30分
都立城南職業能力開発センター大田校
4,000円
抽選で10名（汎用旋盤5名・フライス

盤5名）
所定の申込書を（一社）大田工業連合会

（☎3737－0797 3737－0799）へ連
絡して入手しFAX。問合先HPからも申
し込み可。4月1日必着
産業振興課工業振興担当

　☎5744－1376　 5744－1528

新型コロナウイルス感染症の
ワクチン接種について

　現在区では、新型コロナウイルス感染症のワクチンを、できるだけ
早期に安心して区民の皆さまに接種していただけるように、体制を整
えています。詳細は随時、区報、区HPでお知らせします。
◆接種の時期
　2月下旬に医療従事者、3月下旬に高齢者への接種を始める予定です。
そのほかの方は、4月以降に接種開始となる見込みです。
　対象の方には、接種券などのご案内を順次お送りします。ただし、ワクチンの供
給状況によっては、接種時期が上記と変わる場合があります。
◆接種できる場所
　医療機関のほか、集団で接種を行える会場を区施設などに開設する予定です。

▶問合先　感染症対策課感染症対策担当　☎5744－1450　■FAX5744－1523

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
 申請書の

ダウンロードは
コチラ

▲
詳細はコチラ

昭和8年ごろの尾﨑士郎

▲
詳細はコチラ

地域力応援基金助成事業実施団体
（ステップアップ助成）

　公益性が認められ、社会貢献につなが
る非営利事業に助成金を交付します。
オーちゃんネットに登録し、設立から

おおむね3年以上経過した団体

郵送か持参
戸籍住民課戸籍住民担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1185 5744－1513

道路は正しく、
きれいに使いましょう

2月23日㈷午前11時30分から（弁当
は売り切れ次第終了）
池上梅園前駐車場ほか
池上特別出張所

　☎3752－3441 3752－4759

おおた区民大学  じんけんカフェ
「コロナ禍の子どもたち」（3日制）

参照）。2月18日必着
建築調整課住宅担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1416 5744－1558

尾﨑士郎記念館
講座「尾﨑士郎と宇野千代
二人の馬込生活 」

3大田区報　令和 3年 2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
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