一般質問で
区の姿勢を追及！

区民のための
跡地利用を！

６月 日から杉並区議会定例議会がスター
方南町住宅に ついては昨年 月に 国の決
トしました。
定で建替え中止 となり、９０００㎡ 以上も
日本共産党杉並区 議団からはくすや ま区 の広大な土地が 宙に浮いた状態とな ってい
議、鈴木区議、金子 区議、そして私・ 富田 ます。私の一般 質問では、幹線道路 と河川
たくの４名が一般質問に立ちました。
に囲まれたこの 地域の防災力向上や 、町会
私の一般質問では ①国家公務員宿舎 「方 が使用できる広 場の設置など、区民 のため
南町住宅跡地」を含 む国公有地の有効 活用、 の利用に努めるよう求めました。
②低入札の問題点の ２点について、区 の姿
また、一定規 模の国有地が民間に 売却さ
勢を追及いたしました。
れている現状を あげ、区内で不足し ている
認可保育園や高 齢者福祉施設に有効 活用す
るよう建設的な提案を行いました。
区は不足して いる区内福祉施設の 拡充に
消極的な態度で、土地の取得は計画的に行っ
ているとの答弁に終始しました。
低入札価格の 問題では、通常より も３割

下請けいじめ
を無くせ！
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も安い金額で落札された区公共事業に携わっ
た下請け企業か ら、工事費が元請け 業者と
の契約金額を上 回り１５００万円も の赤字
を負担させられているとの実態を取り上げ、
低入札価格調査 制度について区の姿 勢を正
しました。
しかし、元請 け業者への調査は適 正に行
われたと答弁。 下請け企業の厳しい 現状に
ついて理解を示そうとはしませんでした。

２０１２年６月号外 杉並区民新聞社 杉並区今川２－１２－２１
日本共産党杉並地区委員会は以上の見解を発表しました

杉並区民新聞

です。

富田たく

2012.6.24 №58

こんにちは 日本共産党杉並区議会議員

日本共産党杉並区議団控室 電話 3312-2111(2319) FAX 3312-2610
ﾒｰﾙ info@tomitataku.jp ﾂｲｯﾀｰ http://twitter.com/tomita_taku
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.tomitataku.jp

２０１２年第２回杉並区議会定例会スタート

未利用公有地の有効活用対策を!!
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～ こんにちは富田たくです ～ 2012.6.24 №58

【システムのしくみ】

申し込 み・問合 せ

杉 並区 保健福祉部
高齢者在宅支援課 管理係
℡：03(3312)2111
内線 3263～3267

杉並の いきもの 紹介

いきものデータ

◆和名： アジサイ
◆学名： Hydrangea
◆分類： 被子植物門＞双子葉植物綱＞

バラ目＞アジサイ科

高円寺の『アジサイ』

ﾒｰﾙ info@tomitataku.j p

【ご購読の連絡先】
◇日本共産党 杉並地区委員会
TEL：3314-5551
FAX：3318-1492

放射線量測定します！

消費税の増税押し付けは
許さない！
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高 円寺南 ３丁 目で出
会っ たアジ サイ です。
民 家の軒 先で 、ピン
ク色から薄紫の花がボー
ル状 に集ま って 咲いて
いました。
ア ジサイ は土 壌の酸
性 度 （ pH
）によって
花の 色が変 わる ことは
よく 知られ てい ます。
土壌 が酸性 なら ば青、
アル カリ性 なら ば赤と
言われています。
実は酸性度以外にも、
様々 な土壌 の状 況で花
の 色が 変 わっ て きま す 。例 え ば、
酸 性の 土 壌で も アル ミ ニウ ム イオ
ン の量 が 少な い と青 色 にな ら ない
な ど。 ま た、 咲 き始 め が青 色 でも
時 間が た つと 赤 みが か って い くも
のも ある
そうです。
元 気に
咲く アジ
サイ に出
会う と、
梅雨 時期
の外 出も
楽し くな
りますね。

↑軒先で咲くアジサイ。立派ですね。

ご自宅の周りや公園など放射線の
気になる場所はありませんか？
ご希望がありましたら、
私たちの測定器で測定します。
お気軽にご連絡を！

3,400
800

認知症の 高齢者がご家族にい る方にとって、心
配なことの一つは徘徊ではないでしょうか。
私も以前 、深夜の仕事帰りに 寝間着姿のおばあ
ちゃんに出 会い、お巡りさんと 一緒にご家族を捜
して、ご自宅までお連れしたことが有ります。
徘徊の不安のある高齢者向けの区の事業として、
位置情報が 確認できる専用端末 機の貸し出しサー
ビスが有るのをご存じでしょうか？
端末を身 に付けた方の居場所 が、パソコン・携
帯電話で確 認できるほか、電話 での位置情報の問
い合 わせも可能になっ
ております。
申 し込みから１～２
週間 ぐらいで端末が届
くそ うです。もしご心
配な 方がいらっしゃい
まし たら、ご利用をお
勧めいたします。

徘 徊 高 齢 者 探 索 シ ス テ ム ! !
1.介護者には、約31グラムの手のひらサイズのPHS位置情報専用
端末機を貸与します。
2.介護者は、上記の機器を認知症高齢者等の方（使用者）の身
につけてください。
3.徘徊して行方が分からなくなったときは、パソコン・携帯電
話で位置情報を検索するか、事業者に電話で位置情報の検索依
頼をしてください。
※所得に応じて、負担（無料～800円）があります。

