行 政

区民 相 談 室
専門家に無料で相談できます。
実施状況など詳細はお問い合わせください。
※休日・年末年始を除く
※申込方法の記載がないものは当日会場へ
▶問合先 広聴広報課広聴担当 ☎5744−1135

国など行政全般に関する要望、苦情など
▶日時・会場

FAX 5744−1504
●相談員：弁護士

●相談員：宅地建物取引士

区民相談室

▶日時
▶会場

木曜
（②は月1回）、午後1時〜2時30分
（受け付け） ※8月は未実施日有り
区民相談室 ▶申込方法 大田地域産業保健センター（☎3772−2402）
へ電話

●相談員：司法書士

第3火曜、午後1時〜2時（受け付け） ▶会場

●相談員：人権擁護委員

人権侵害や、家庭内・近隣との悩みごとなど

不動産、会社などの登記や申請に関すること

▶日時 第2・4火曜、午後1時〜2時30分
（受け付け） ▶会場 区民相談室
▶問合先 人権・男女平等推進課人権・同和対策担当 ☎5744−1148 FAX 5744−1556

区民相談室

そのほかの相談

税 務（予約制）

※実施状況など詳細は各問合先へ

●相談員：税理士

ビジネスサポートサービス

所得税、相続税などの税金相談（確定申告の相談は除く）
▶日時 第2木曜、午後1時から（全6回、相談時間各30分） ▶会場 区民相談室
▶申込方法 問合先へ電話。前月の1日（土・日曜、休日は翌日）から受け付け

公 証

●相談員：公証人

遺言、相続、金銭貸借などの証書作成、文書の認証、確定日付に関すること
第1火曜、午後1時〜3時（受け付け） ▶会場

区民相談室

社会保険労務

●相談員：社会保険労務士

健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険など
▶日時

●相談員：産業医の資格を持つ医師、産業保健師

人権・身の上

第1・3木曜、午後1時〜3時（受け付け） ▶会場

登 記

▶日時

第4木曜（休日のときは翌日、12月は第3木曜）
、午後1時〜4時
区役所本庁舎1階

家族や自分の健康に関する①一般②メンタルヘルスのこと

不動産の取り引き一般に関すること

▶日時

▶日時
▶会場

健 康（予約制）

月・水・金曜、午後1時30分から（全5回、相談時間各25分）
区民相談室 ▶申込方法 問合先へ電話

不動産取引

●相談員：行政書士

戸籍、相続、外国人在留、官公庁への許認可などの手続き

借地、借家、相続、離婚、金銭問題などの日常生活に関すること

▶日時

第1・3火曜、午後1時〜3時（受け付け）＝区役所本庁舎1階
※8月16日を除く
第2水曜、午後1時30分〜4時＝アトレ大森（大森駅直結）

行政手続

法 律（予約制）
▶日時
▶会場

●相談員：行政相談委員
（総務大臣が委嘱した民間有識者）

第1・3火曜、午後1時〜3時30分（受け付け） ▶会場

専門家が経営の悩みにアド
バイスします。
▶対 象 区 内 の 中 小 企 業、個
▲
人事業主など
詳細はコチラ
▶日時 希望の日時
▶会場 申込者指定の場所、産業プラザ
PiOフロントなど
▶申込方法 問合先HPから申し込み
▶問合先 （公財）大田区産業振興協会
☎ 3733−6144 FAX 3733−6459

区民相談室

一級建築士による無料建築相談

土地・建物

●相談員：土地家屋調査士

境界線問題や不動産の表示登記に関することなど
▶日時

第1水曜、午後1時〜4時

▶会場

区役所本庁舎1階

建築、増築、耐震診断・改修など
▶対象 区内在住・在勤・在学の方
▶日時 第1・3水曜

消費者相談

まちかど News

百貨店閉店セールをかたった偽通販サイトに注意

※9月は除く。時間はお問い合
わせください
▶会場 区役所本庁舎1階
▲
▶申込方法 問合先へ電話
詳細はコチラ
▶問合先 建築調整課建築相談担当
☎5744−1383 FAX 5744−1558

リフォーム相談
地元の建築職人が相談をお受けします。
▶対象 区内在住の方
▶日時 第2・4火曜、午後1時30分〜4時
30分
▶会場 区役所本庁舎1階
▶申込方法 当日会場へ
▶問合先 産業振興課産業振興担当
☎5744−1363 FAX 6424−8233

▶問合先 広聴広報課広報担当
☎5744−1132 FAX 5744−1503

洗足池ホタルの放流会

被害事例
大手百貨店をかたり、高級ブランドバッグなどが定価の
8〜9割引きになる閉店セールにだまされ購入してしまった。
偽通販サイトで購入してしまった場合は
①早急にキャンセルを申し出て、キャンセルした際のメールも保存。
②キャンセルしても、商品が届いた場合は、配達員に事情を話して受け取り拒
否をする。その際、商品伝票に書かれた「送り主名、住所、連絡先」など、送付
元情報を写真やメモに残す。
③同居家族にも②の手順で受け取り拒否をするよう伝える。
契約や消費生活で困ったときはお気軽にご相談ください

消費者相談専用電話

☎3736−0123

今年で11回目を迎えた洗足池ホタルの放流会が5月26日に行われました。大
森第六中学校自然科学部員が9か月間にわたってえさやりや水替えを行い、大
切に育てたホタルの幼虫約150匹を洗足池水生植物園に放流しました。
参加者を募っての放流会は3年ぶりでしたが、当日はたくさんの人が集まり、
にぎやかな会になりま
した。
地球温暖化の影響か
ら、ホタルの成長は年々
早まり、育成も難しく
なっています。ホタル
が育つ環境をつくるこ
とは、私たちの地球環
境を守ることにもつな
がっています。

（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

新型コロナウイルス感染症に
関するお知らせ

区の世 帯と人 口

●世帯数 401,872世帯
● 総人口・・・730,005人
日本人人口・・・705,977人
（男・・・351,006人 女・・・354,971人 ）
外国人人口・・・24,028人（男・・・11,489人 女・・・12,539人 ）
●面積・・・61.86km2

詳細はコチラ▶

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）
（※2）
☎6732−8864（医療機関紹介専用）
大田区相談センター（月〜金曜、午前9時〜午後5時
※休日を除く）

☎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
（※1・2）
自宅療養サポートセンター（うちさぽ東京）

大田区広報番組

大田区学クイズ に挑戦！

❷〒住所

ほう らい さん

3面の答え
「宝萊山古墳」

8月

シティーニュース 震度6弱以上の地震でケガをしたら…
おおた
お近くの緊急医療救護所の確認を
ユニークおおた

洗足池公園
銭湯特集 ヌーランドさがみ湯

●放送 ケーブルテレビのJ:COMチャンネル 大田とiTSCOM
で毎日放送！YouTubeでも発信しています。
▲YouTube

今月の区報は
8月11日号 特集 子どもたちの安全は、私たちにお任せください！
8月21日号 特集 次世代の橋梁長寿命化修繕計画
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。

（※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

❶催しなどの名称

11ch

きょうりょう

☎0120−670−440

はがきや FAX などの記入例

令和4年7月1日現在

・・・

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

多摩川流域最古級の前方後円墳で、荏
原（台）古墳群の初期の首長墓と考えられ
ます。今年の4月に都史跡指定
70周年を迎えました。多摩川
台公園には宝萊山古墳以外に9
つの古墳があり、展示室もあ
▲
詳細はコチラ
ります。
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