
�事例�
　トイレが詰まったので、ネットで調べた「トイレの詰まり
900円～」という事業者に電話をした。来訪した業者に「掃除
用のスポンジを流してしまった」と伝えると「スポンジを取る
だけなら5千円くらいでできる」と言うので作業を依頼した。
しかし、その後「便器を外す必要がある」、「排水管に器具を
通してスポンジを取る」と言われ、作業が終わった時点で20
万円を請求された。すでに作業が終わっていたので仕方なく
支払ったが、高額すぎる。
�アドバイス�
● 「修理900円～」「見積もり無料」などの宣伝文句をうのみに

せず、電話で申し込む際に、修理費用の概算を確認しましょ
う。来訪した業者には、作業前に必ず見積もりを書面で出
してもらいましょう

● 提示された作業内容や金額に納得できない場合、すぐに作

業を頼まず、別の事業者にも見積もりを出してもらい、
比較検討しましょう

● 高額料金を請求され、納得できない場合は、その場で全
額支払わず、後日振り込むと伝え、消費生活センターに
相談しましょう

● トラブルが発生した際に慌
てずに済むように、日ごろ
から初期対応の方法や安心
して修理を頼める事業者に
ついて情報収集しておきま
しょう
参考

三多摩管工事協同組合「水道
メンテナンスセンター」（☎
0800-111-4430）

トイレ修理で高額請求トラブルにご注意!

契
約
ト
ラ
ブ
ル
は1015518ID

消費生活
　センターから

日野市消費生活センター
（☎581-3556※土曜・日曜日、祝日を除く9:30
～12:00、13:00～16:00）
消費者ホットライン（☎1

イヤヤ
88）

消費者庁イラスト集より

接種期間 令和3年3月31日㈬まで
令和2年度定期接種対象 これまで同予防接種を受けたこと
がなく、次のいずれかに該当する日野市に住民登録のあ
る方
① 令和2年4月1日～3年3月31日に65・70・75・80・85・90・

95・100歳の誕生日を迎える方（4月に通知と予診票を
送付済み。予診票と健康保険証を持参し、契約医療機
関で接種）

② 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機
能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障
害を有する方※詳細は問い合わせを

場所 日野市契約医療機関（下表参照）※予約が必要な場
合あり。医療機関に事前に問い合わせを
接種回数 1回
自己負担額 4,200円※生活保護受給世帯の方、中国残留
邦人等支援給付受給世帯
の方は無料※生活保護受
給証明書、支援給付受給
者証を接種の際に持参
注意 原則、本人の意思が
確認できない場合は接種
不可

高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種を実施します

医師会委託医療機関

個別委託医療機関

地域 医療機関名 所在地 電話番号
新井 青和クリニック 新井865-3 594-1900
石田 にしくぼクリニック 石田2-9-21 589-3532
大坂上 松浦医院 大坂上2-7-15 581-0463
落川 寺田医院 落川2011-11 591-2852

新町
高瀬内科クリニック 新町1-20-3　

エスペラール1階 582-7228

たかなしクリニック 新町1-22-5　
シャルマンビル1階101号室 585-2347

神明
おおしろクリニック 神明3-6-16　

アメニティ明和館1階-1 589-6780

山本クリニック 神明4-24-1 584-5633

高幡

朝比奈クリニック 高幡15 506-5117
井上クリニック 高幡145　岡崎ビル201 593-8988

森久保クリニック 高幡328 
森久保医療モール101 594-6778

高幡駅前川崎クリニッ
ク

高幡1000-2　三井住友
銀行高幡不動ビル6階 599-0036

鈴木内科クリニック 高幡1009-7  TIKビル2階 599-7021

多摩平

原脳神経外科クリニック 多摩平1-3-14　1階 514-8550
森末クリニック 多摩平1-4-19-201 589-3030
佐々木クリニック多摩平 多摩平1-8-10 585-2591

石塚医院 多摩平2-3-4　オリエント丹野
マンション豊田 584-4111

太陽クリニック 多摩平2-5-1-110 843-1686

関根クリニック 多摩平3-12-3　福博ビル
クレセントハイツ1階 843-2383

日野市立病院 多摩平4-3-1 581-2677
小松医院 多摩平4-9-1 581-0474
望月医院 多摩平6-31-4 581-0504
多摩平小児科 多摩平7-6-3 584-6002

豊田

康明会病院 豊田2-32-1 584-5251
野田医院 豊田3-27-8 581-0435
小林医院 豊田4-34-4 581-0433

いしかわ内科医院 豊田4-34-7　
オーチャード1階 589-2244

東平山 佐々木クリニック豊田 東平山3-1-1 585-8063

日野

石田クリニック 日野1027-1　
MIYABI BLDG. 2階 843-2608

塩谷医院 日野1077-33 581-0158
康明会ホームケア
クリニック 日野1451-1 589-0009

地域 医療機関名 所在地 電話番号

栄町 栄町クリニック 栄町1-31-9　
ヴェルジュ140　1階 583-7392

南平 南平わだクリニック 南平9-40-6　増子ビル1階 599-2977
西平山 桜医院 西平山1-2-3 Ａ 514-8790

地域 医療機関名 所在地 電話番号

日野台
日野台診療所 日野台4-26-16 581-6175
くちらクリニック 日野台5-19-2 583-6515

日野
本町

高品クリニック 日野本町1-12-13 583-7822

日野のぞみクリニック 日野本町2-14-9　
三浦レジデンス105号 843-1445

花輪病院 日野本町3-14-15 582-0061

アカシアクリニック 日野本町4-1-9　
エンジュ1階 587-8616

平山

京王平山クリニック 平山2-37-8 592-5111

平山城址腎クリニック 平山5-38-1　
平山城址公園駅前ビル 599-2311

牛尾医院 平山6-5-13 591-2001
程久保 原クリニック 程久保3-18-30 591-6613

万願寺

土方クリニック 万願寺1-13-1 587-7171
ニシムラ整形外科 万願寺1-13-5 587-2220
回心堂第二病院 万願寺2-34-3 584-0099

中井内科クリニック 万願寺5-6-14　
カレラエイト1階 583-7675

三沢 もぐさ園三沢台診療所 三沢2-12-13 592-0466

南平

さいとう内科クリニック 南平4-10-4　2-B 591-0100
柴山内科医院 南平5-1-21 594-3688
中川クリニック 南平7-18-11 594-0313
南平山の上クリニック 南平8-4-26 599-7877
福岡医院 南平8-10-27 591-3600

宮 グレイス病院 宮248 584-5119

百草

松田整形外科医院 百草999　百草団地医療
センター2-8-1-201 593-8175

百草の森ふれあい
クリニック 百草1042-22 599-7068

百草園駅前クリニック 百草204-1　
ガーデンビュー石神D-1 599-3266

1007616ID 問 健康課（☎581-4111）

1015617ID 問 産業振興課（☎514-8437）
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、落ち込んでいる市内経済への支援として、市内対象店舗にてPayPay
（ペイペイ）で支払いをした方を対象に、一定率のポイント（上限あり）を付与する「PayPay使って日野でお買い物!
最大30％戻ってくるキャンペーン」を実施します。
※市民の方向けの利用方法などについてのご案内は、今後の広報でお知らせします

 ▼キャンペーン参加希望の事業者の方へ 
　このキャンペーンに参加を希望する事業者を受け付けています。キャン
ペーンの対象店舗となるためには、PayPay決済サービスの導入が必要です。
現在は初期導入費用、決済手数料などの費用負担はありません。お早めに
お問い合わせください。
※既にPayPay加盟店の店舗は、申請不要でキャンペーンの対象となります

（大手チェーン店など一部の店舗を除く）
※12月1日からこのキャンペーンの対象店舗に登録されるためには、11月10日
㈫までに導入手続きを完了する必要があります。11月11日㈬以降も随時受け
付けていますが、キャンペーン途中からの対象店舗の登録になります
※大手チェーン店、コンビニなどの店舗はキャンペーン対象外となります
問 PayPay㈱（☎0120-936-220※平日のみ11:00～18:00）

 ▼事業者向け説明会 
日時 ①11月5日 ㈭10:00～11:00、
15:00～16:00②6日㈮15:00～16:
00、19:00～20:00
会場 ①日野市商工会館②PlanT

（多摩平の森産業連携センター）
定員 申込制で各回先着40人程度
申込 開催日前日までに日野市商
工会（☎581-3666 FAX 586-6063）
へ電話またはファクスで。事業
者名、希望日時、参加人数、電
話番号を記入

日野市
経済支援事業

市内飲食店・
小売店などを

応援

PayPay使って日野でお買い物!
最大30％戻ってくるキャンペーン

新規加盟店募集！新規加盟店募集！

付与率 利用金額の30％
付与上限 1決済当たり3,000円相当（期間中
30,000円相当まで）
※PayPayボーナス（ポイント）を還元

期間 12月1日㈫～令和3年1月31日㈰

キャンペーン内容

市
政
の
お
知
ら
せ

市
政
の
お
知
ら
せ
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