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日本共産党杉並区議団

緊急申し入れ
日本 共産党 杉並 区議団 は７ 月 日に 、小 中学 校
な どで 行わ れてい る線 量測 定の拡 充や 給食 食材 ・
牛 乳の より 厳しい 安全 基準 の設置 など を求 める 緊
急 の申 し入 れを行 いま した 。放射 能汚 染に つい て
の 申し 入れ は、原 発事 故発 生から ４回 目の 申し 入
れとなります。
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↑新たな申し入れ文書を秘書担当課長へ手渡す区議団。

◆小中学校、保育園、幼稚園での線量測定を拡充し、
1施設の測定個所を1カ所から複数個所にすること。
◆保護者への給食食材の原産地発表に関して保護者へ
の窓口に区の職員を配置し、現場に丸投げしないこと。
◆給食食材・牛乳についてはより厳しい安全基準を設
けるなど区独自の安全対策を進めること。
◆放射線調査説明会については回数、時間帯が問題と
なっている。さらなる拡充を行うこと。
◆放射線量調査を行っている職員を増員すること。
◆ゆうゆう館など、区施設の行き過ぎた節電対策を止
めること。

杉並区民新聞

杉並 区の 放 射線 量は 都内 では 比較
的 に低 いこ と が、 この 間の 共産 党都
議団の全都調査で判明しております。
区内 の測 定 箇所 も区 民の みな さま
の 声が 届き 、 当初 ４カ 所の みだ った
のが全区的な調査に拡充されました。
今後 も子 ど もた ちの 健康 と安 全を
守 るた め、 ホ ット スポ ット の発 見・
除 染が 行わ れ るよ うは たら きか けを
行 って まい り ます 。今 回の 申し 入れ
内 容は 左記 のと おり です 。

申し 入れ 内容

子 供 たちの食 の安 全 確 保 のため 皆さんの声が区の対応
を前進させています。
給食・牛乳の区独自基準を！

原発事故に対する区の対応強化を求める！

２０１１年７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
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防災用品の悪徳セールスにご注意を！！
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都営 住 宅の入 居 者募 集 が
８月１日からスタート

都 営住 宅の 入 居者 募集 に つい て８ 月 １日 から 開 始
するとの連絡が、区住宅課長からありま したので

お知らせいたします。募集戸数や住宅タ イプなど

の詳細は募集申込書でご確認してくださ い。今回

も申込書配布期間が 日間と短いので、入居を希
望している方は、くれぐれもこの機会を 逃さない
よ うにし てく ださ い。

『都営住宅の入居者募集』

日（水）

このニュースやホームページ
のご感想、杉並区政についての
ご意見等をお聞かせください。

mail⇒info@tomitataku.jp
FAX ⇒3318-1492

【ご購読の連絡先】
◇日本共産党 富田たく 事務所
TEL：3314-5551
FAX：3318-1492

感 想 や ご 意 見 を

国民 目 線 の 記 事 が 心 に 響 く …

防災用品は区のあっせん事業で
月 日の 震災 以降 、防 災用 品の 需要 に目 を
つ け悪 質な 訪問 販売 が横 行し て おり ます 。先 日
も高円寺在住の方から問い合わせがあり ました。
こ うい った 訪問 悪徳 セー ルス で は正 規の 値段 以
上の金額で販売しているので注意が必要です。
杉並 区で は、 防災 用品 のあ っ せん 事業 を行 っ
て おり 、消 火器 、家 具転 倒防 止 器具 等を 通常 価
格 以下 で購 入で きる 仕組 みが あ りま す。 急な 訪
問 販売 でそ のま ま契 約せ ず、 区 の事 業を 利用 し
て安価に防災用品を入手しましょう。

◆申込期間及び申込書配布期間
２０１１年８月１日（月）～

◆応募方法
郵送で２０１１年８月 日（月）までに、
募集 案内 記載 の送 付先 に届 いた 申込 書に 限
り受 け付 けま す。 （※ 区役 所に 持参 して も
受付できないそうです）

◆申込書配布場所
区 役所 西棟 ５階 住宅 課、 杉並 福祉 事務 所
（高円寺・荻窪・高井戸）、各区民事務所・
分室及び各駅事務所
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※詳細は申込書でご確認ください。
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◆主な防災用品のあっせん価格
品物
あっせん価格(定価)
粉末消火器(1.5kg)
6,500円 (12,500円)
粉末消火器(3.0kg)
9,500円 (15,500円)
強化液消火器(1.0㍑)
7,000円 (10,300円)
強化液消火器(2.0㍑) 10,000円 (17,500円)
火災報知機(煙感知用) 3,000円 (ｵｰﾌﾟﾝ価格)
火災報知機(熱感知用) 3,000円 (ｵｰﾌﾟﾝ価格)
（その他の防災用品も多数取り扱っています。）
☆詳細は区役所にお問い合わせください。
杉並区防災課（３３１２ー２１１１）
※一般家庭での消火器設置は、法律での義務付け
はありません。

