


2年度防災用品のあっせん
万が一の災害に備えて

　区では区内の一般家庭を対象に、消火器・火災報知器・防災用品をあっせんしています。
 ―――問い合わせは、防災課へ。

 あっせん品の種類
　表１のとおり。見本は防災課（区役所西棟6階）にあります。詳細は、「防
災用品あっせんのご案内」（町会・防災会などの回覧、区役所・区民事務所、
地域区民センターなどで配布）や区ホームページをご覧ください。

 申し込み・配達・支払い方法
　代金は商品と引き換えにお支払いください。
①消火器・火災報知器
　配送先により業者が異なります。配送地域一覧（表2①）を確認の上、直
接各業者へ連絡してください。
②その他防災用品
　はがき・ファクス・Ｅメ－ルに郵便番号・住所、氏名、電話番号、商品（商
品番号・品名・数量）を書いて、直接業者（表2②）。自治会などの団体で申
し込む場合は、事前に電話で業者に連絡してください。

 あっせん期間
　3年3月31日まで。

商品番号 品名 あっせん価格

消火器
※1

1 粉末ABC消火器（1.5kg） 6019円
2 粉末ABC消火器（3.0kg） 8797円
3 強化液消火器（1.0L） 7871円
4 強化液消火器（3.0L） 9260円

消火器引き取り
（1本につき）

Ａ　購入時の引き取り 926円
Ｂ　引き取りのみ 1852円

火災
警報器※2

5 住宅用火災警報器　煙感知用 2778円
6 住宅用火災警報器　熱感知用 2778円

保存食・
非常食

2072 おかゆ缶（10缶。5年保存。特定原材料等〈アレルギー物質を含む食品〉27品目不使用） 2160円

2117 ポケットワンみそ汁10袋セット 1275円
2297 ポケットワンコーンスープ10袋セット 1275円
2299 ポケットワンわかめスープ10袋セット 1275円

2321

保存食5年セレクトセットⅡ（スーパー保存水〈1.5L×2
本〉、アルファ米〈ドライカレー100g・山菜おこわ100g・
五目ごはん100g・梅がゆ42g〉、ファイバービスケット、
ミニクラッカー、保存用ビスコ〈２袋〉、きなこ餅）

3040円

2404 尾西のライスクッキー10食セット（5年保存。特定原材料等〈アレルギー物質を含む食品〉27品目不使用） 1850円

2451 えいようかん５箱セット（５年保存。1箱６０ｇ×５個） 2200円

2547 杉並区特注カレーセット（5年保存〈アルファ米の白飯6袋〉。5年保存〈カレー中辛3袋甘口3袋〉） 1928円

2905 缶入ミニクラッカー（5年保存。10缶入） 2000円

2926 アルファ米8袋セット（5年保存。白飯・赤飯・山菜おこわ・五目ごはん各2袋） 2144円

2934 スーパー保存水500ml（5年保存。24本入） 3072円
2935 スーパー保存水1.5L（5年保存。8本入） 1920円

2957 保存用即席乾燥餅セット（5年保存。きなこ・あんこ・いそべ各3袋） 3240円

2980 パンですよ！3種類×4缶セット（5年保存。チョコチップ味・レーズン味・コーヒーナッツ味） 3638円

避難・
防災用品

1016 投てき消火具（ラクシーシンプル） 4950円
3111 LEDランタン（単1電池3本、HIGH27時間／LOW78時間） 2948円

3265 手回し充電ラジオ（ICF-B09W。ライト内蔵。スマートフォン・携帯電話充電可〈一部未対応〉） 8200円

3304 LEDヘッドライト（単3電池1本。防じん・防滴） 1264円
4373 非常用給水袋注ぎ口付２袋 1488円

5916 ツインウェーブ（防災の達人）＆エマージェンシーブランケット（約1.42m×2.13m） 1140円

6150 コンパクト肌着セット（男性用。Ｔシャツ・ブリーフ・靴下・タオル各1点） 2000円

6160 コンパクト肌着セット（女性用。Ｔシャツ・ショーツ・靴下・タオル各1点） 2000円

7280 防じんマスク（10個入） 1600円

商品番号 品名 あっせん価格

避難・
防災用品

7349 感震ブレーカーアダプター（ヤモリ）※3 2686円

7361 感震ブレーカーアダプター用オプション（ヤモリ・デ・リモート） 2200円

7362 感震コンセント（ヤモリ・デ・コンセント） 5900円
7363 光るヤモリ 4800円
7364 感震ブレーカーアダプター用オプション（パワーヤモリ） 5200円
7983 タタメット　ズキン３（47～62㎝） 3040円

8934
杉並区特注非常持出袋（保存水500ml×2・乾燥梅が
ゆ・アルファ米〈わかめご飯〉・ミニクラッカー〈2缶〉・
簡単トイレセット〈3枚〉・救急セット）

4824円

家具類
転倒防止
用品

7037 ガラス飛散防止フイルム（ヘラ付き。92㎝×185㎝） 2640円

7039 とびらロック（2組）、止め金具（2組）、クサリ（6㎝・9㎝。各1本） 1120円

7050 家具転倒防止板ふんばる君（2本1組。4.3㎝×90㎝） 1600円

7380 耐震シート薄型テレビ用（6枚入。50㎜×50㎜×厚5㎜。要取り付ける置き台の固定） 2000円

7420 不動王Ｔ型固定式2個組 2640円
7098 ふんばりくんＺ（2本1組） 6368円

7930 家具転倒防止器具（2本1組）鋼鉄製ML-35（25～35㎝用） 6960円

7931 家具転倒防止器具（2本1組）鋼鉄製ML-50（35～50㎝用） 6960円

7932 家具転倒防止器具（2本1組）鋼鉄製ML-80（50～80㎝用） 6960円

7933 家具転倒防止器具（2本1組）鋼鉄製ML-110（80～110㎝用） 7360円

トイレ・
衛生用品

6088 洋式便器用簡単トイレセット（受けネット・収便袋10枚） 2560円
6097 トイレ用脱臭剤（10年保存） 960円
6116 簡単トイレ（収便袋20枚スペア用） 2400円

6118 組立式簡単トイレセット（収便袋10枚・脱臭剤4袋・収納袋付き） 4000円

6198 からだふきボディータオル（レーヨン不織布、12枚入。30㎝×60㎝）　2個セット 1088円

6107 さわやかトイレ10回分　ハーブの香り 1500円
6108 さわやかトイレ10回分　ローズの香り 1500円
9312 ペーパー歯磨き（8年保存） 1440円
9355 ウェット手袋２枚入り10袋セット（5年保存） 2400円

区分 業者名 配達地域

①消化器・
　火災警報器

新山防災（〒166-0011梅里2-9-9☎
3313-8731FAX3313-6100）

阿佐谷北・阿佐谷南・高円
寺北･高円寺南・成田西・成
田東・梅里・西荻北・南荻
窪・清水・宮前・桃井・天
沼・本天沼・上荻・荻窪・西
荻南

渡辺防災設備（〒168-0062方南
1-51-6☎3322-8819FAX3322-2303）

和田・方南・和泉・堀ノ内・
松ノ木・大宮・久我山・松
庵・永福・浜田山・高井戸
西・高井戸東･上高井戸・下
高井戸・井草・上井草・下井
草・今川・善福寺

②その他防災用品

東京都葛飾福祉工場「杉並区防災
用品あっせん係」（〒125-0042葛飾
区金町2-8-20☎3608-3541FAX3608-
5200 suginami-tkf@tocolo.or.jp）

区内全域

〈表1〉 （送料込み・消費税抜き価格）

〈表2〉

※１.  消火器には耐用年数があります。定期的に点検、買い替えをしましょう。
※２.  火災警報器の取り付けは、取り付け場所により料金が異なりますので、各配達地域の業

者にお問い合わせください。
※３. 「感震ブレーカーアダプター（ヤモリ）」の取り付けについては防災課までお問い合
　　わせください。

（注意）  区や消防署では消火器・火災警報器、防災用品の訪問販売はしてお
りませんのでご注意ください。

※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。

広告
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 保険・年金
老齢基礎年金を請求する方へ

　老齢基礎年金は、国民年金の保険料納付済期間、
免除・猶予期間、厚生年金・共済組合の加入期間お
よび合算対象期間などが合計10年以上ある方が、原
則65歳から受給できます。受給するためには請求が
必要で、受け付けは誕生日の前日からです。なお、
請求書は事前に日本年金機構から送付されます。
　また、繰り上げ請求（受給開始を早めて、60～
65歳の間に減額された年金を受けること）や、繰り
下げ請求（受給開始を遅くして、66～70歳の間に
増額された年金を受けること）もできます。
問加入期間の全てが国民年金の第1号被保険者の方
＝区国保年金課国民年金係▶国民年金の第3号被保
険者期間がある方、厚生年金等（第2号）に加入し
たことがある方（脱退一時金を受給した期間を含
む）＝杉並年金事務所 ☎ 3312-1511

 健康・福祉
高齢者肺炎球菌予防接種

　高齢者肺炎球菌予防接種の費用助成が受けられる
予診票を3月末に発送しました。
内対象者＝これまでに高齢者肺炎球菌予防接種を受
けたことがなく、右上表①～③のいずれかに該当す
る方▶接種方法＝杉並区を含む東京23区内の契約

医療機関へ予診票を持参し接種。予診票が届いてい
ない場合は、保健センター、保健福祉部管理課地域
福祉係（区役所西棟10階）で交付▶本人負担額＝
4000円。生活保護または中国残留邦人等支援給付
を受給中の方は、事前の手続きで費用免除（予診票
に「免除」と印刷されている方は手続き不要）▶接
種期限＝3年3月31日（1人1回）　問杉並保健所保健
予防課保健予防係☎ 3391-1025
〈対象者〉

年齢 生年月日

① 65歳 昭和30年4月2日～31年4月1日

②

70歳 昭和25年4月2日～26年4月1日

75歳 昭和20年4月2日～21年4月1日

80歳 昭和15年4月2日～16年4月1日

85歳 昭和10年4月2日～11年4月1日

90歳 昭和5年4月2日～6年4月1日

95歳 大正14年4月2日～15年4月1日

100歳 大正9年4月2日～10年4月1日

③ 60～
64歳

昭和31年4月2日～36年4月1日生まれで、心
臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不
全ウイルスにより免疫の機能に障害がある
身体障害者手帳1級相当の方

※3年3月31日現在の年齢です。
※②は5年度までの経過措置です。
※ ③に該当し、2年度接種を希望する方は、身体障害者手帳等
を持参し、保健センターまたは福祉事務所で予診票の交付申
請手続きをしてください。

 施設情報
図書館の臨時休館

　特別整理（蔵書点検）を行うため、下表のとおり臨
時休館します。臨時休館中、当該図書館の本などは通
常通り予約できますが、貸し出しまでに時間がかかる
場合があります。
問各図書館

図書館 休館日

下井草☎ 3396-7999 5月25日㈪～28日㈭

柿木☎ 3394-3801 6月8日㈪～11日㈭

方南☎ 5355-7100 6月22日㈪～25日㈭

成田☎ 3317-0341 7月6日㈪～9日㈭

区からのお知らせ

保健センター名 子育て相談・交流 母親学級
（予約制）

平日パパママ学級
（予約制） 離乳食講習会 乳幼児歯科相談

（予約制）
歯みがきデビュー教室
（予約制）

栄養・食生活相談
（予約制）

ものわすれ相談
（予約制）

心の健康相談
（予約制）

荻窪
（荻窪5-20-1）
☎3391-0015

21日㈭
午前9時15分
～10時15分

計
測
は
1
歳
の
誕
生
月
ま
で

13日㈬
20日㈬
27日㈬ 午

後
1
時
30
分
〜
４
時
。
母
子
健
康
手
帳
持
参
。
週
数
制
限
な
し
。

初
産
の
方
優
先
（
荻
窪
保
健
セ
ン
タ
ー
は
初
産
の
方
の
み
）

11日㈪
午後1時30分
～4時

12日㈫・27日㈬
午後1時30分
～3時30分

（12日は生後9カ月
頃から。〈予約制〉）

午
前
15日㈮
29日㈮

午
前
＝
9
時
〜
10
時
30
分
、
午
後
＝
1
時
15
分
〜
2
時
30
分

28日㈭
午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分 上

の
前
歯
が
生
え
た
生
後
８
カ
月
〜
1
歳
3
カ
月
の
お
子
さ
ん

15日㈮
午前9時～正午

25日㈪
午後1時30分

13日㈬
22日㈮

午後1時30分午
後 14日㈭

高井戸
（高井戸東3-20-3）
☎3334-4304

11日㈪
午前9時15分
～10時

13日㈬
20日㈬
27日㈬

19日㈫
午後1時30分
～3時

18日㈪
午後1時30分
～3時30分

午
前
11日㈪
25日㈪

15日㈮
午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

7日㈭
午前9時～正午

12日㈫
午後1時30分

19日㈫
午後1時30分
29日㈮

午前9時30分午
後 1日㈮

高円寺
（高円寺南3-24-15）
☎3311-0116

28日㈭
午前9時30分
～10時15分

　－ －
11日㈪

午後1時30分
～3時30分

午
前 19日㈫ 21日㈭

午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

19日㈫
午前9時～正午

14日㈭
午後2時

1日㈮
28日㈭
午後2時午

後 7日㈭

上井草
（上井草3-8-19）
☎3394-1212

27日㈬
午前9時
～10時

14日㈭
21日㈭
28日㈭

－
28日㈭

午後1時30分
～3時30分

午
前 27日㈬ 12日㈫

午後1時15分
午後1時55分
午後2時35分

－ 11日㈪
午前9時30分

18日㈪
午後1時30分午

後 13日㈬

和泉
（和泉4-50-6）
☎3313-9331

14日㈭
午前9時15分
～10時15分

12日㈫
19日㈫
26日㈫

－

21日㈭
午後1時30分
～3時30分

（生後9カ月頃から。
28名〈予約制〉）

午
前 14日㈭

－ － 21日㈭
午後1時45分

12日㈫
午後1時30分午

後 27日㈬

※1  杉並区に転入し、妊婦・乳幼児健診受診票、予防接種予診票が必要な方は、各保健センターまたは子ども家庭部管理課母子保健係（区役所東棟3階）へ。
※2  ベビーカー等の盗難が発生しています。会場は狭いためベビーカーで回ることができません。チェーン錠を付けるなど各自でご注意ください。

歯の健康相談 9日㈯午後2時～4時30分。問い合わせは、杉並区歯科医師会  (阿佐谷南3-34-3☎3393-0391)へ。

5月の各種健康相談（予約制）の記載があるものの申し込みは、各保健センターへ。

 採用情報　※応募書類は返却しません。
会計年度任用職員　栄養士

内食材の発注・検品、給食の栄養と衛生の管理・指
導、献立の作成▶勤務期間＝6月1日～3年3月31日
（5回まで更新可）▶勤務日時＝月16日。月～金曜日
の午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日、祝日勤
務の場合あり）▶勤務場所＝区立保育園、区立子供
園、保育課のいずれか▶資格＝栄養士免許を有する
方（取得見込みを含む）▶募集人数＝若干名▶報酬
＝月額21万4464円▶その他＝期末手当支給。有給休
暇あり。社会保険加入。交通費支給（上限あり）　申
申込書（保育課管理係〈区役所東棟3階〉で配布。
区ホームページからも取り出せます）に栄養士免許
証の写し、または取得見
込み証明書を添えて、4
月22日午後5時（必着）
までに同係へ簡易書留で
郵送・持参　問同係　他
書類選考合格者には面接
を実施。採用決定後、健
康診断書を提出

講習会等スタッフ　栄養士

内離乳食講習会における食材調達・調理・各種栄養
相談ほか▶勤務期間＝3年3月31日まで▶勤務日時＝
月2日。月～金曜日の午前8時30分～午後5時、午前
8時30分～午後0時30分、午後1時～5時のいずれか
▶勤務場所＝高井戸保健センター（高井戸東3-20-3）
▶資格＝栄養士または管理栄養士免許を有する方▶
募集人数＝若干名（充足次第締め切り）▶報酬＝日額
1万900円。半日5450円　申問電話で、高井戸保健セ
ンター☎ 3334-4304

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、本紙
（4月7日現在）および過去の「広報すぎなみ」掲
載の催し等が中止になる場合があ
ります。最新情報は、各催し等の問
い合わせ先にご確認いただくか、区
ホームページをご覧ください。

【重要なお知らせ】

審議会等のお知らせ

都市計画審議会
時4月28日㈫午前10時～正午　場区役所第3・4
委員会室（中棟5階）　内東京都市計画公園の変
更（上ノ台公園・清水二丁目公園・松庵二丁目
公園）、「東京都市計画　都市再開発の方針」の
改定　問都市整備部管理課
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凡例
時日時　場場所　内内容　師講師　対対象　定定員　費参加費（記載のないものは無料）　申申し込み（記載のないものは直接会場へ）　
問問い合わせ　他その他　 Eメールアドレス　HPホームページアドレス



特別区立幼稚園臨時的任用教員採用候補者

内勤務場所＝東京23区の区立幼稚園等（大田区・足
立区を除く）▶資格＝幼稚園教諭普通免許状を有す
る方▶選考＝書類選考（新規または直近5年間勤務
実績がない方は面接を実施）　申申込書（特別区人
事・厚生事務組合教育委員会事務局人事企画課採用
選考担当〈〒102-0072千代田区飯田橋3-5-1東京区
政会館〉、または東京
23区の教育委員会事務
局で配布）を、4月24日
～5月22日（消印有効）
に同担当へ郵送　問同
担当☎ 5210-9857　他
詳細は、特別区人事・
厚生事務組合HPhttp://
www.tokyo23city.
or.jp/参照

 区以外の求人  
NPO法人すぎなみ環境ネットワーク事務局職員

内一般事務、物品販売ほか（パソコン操作あり）▶
勤務期間＝5月15日～3年3月31日（更新可。ただし
65歳に達した年度末で退職）▶勤務日時＝月16日。
午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日、祝日を含
む。水曜日を除く）▶勤務場所＝環境活動推進セン
ター▶募集人数＝1名▶報酬＝月額18万4900円～▶

その他＝有給休暇あり。社会保険加入。交通費支給。　
申履歴書に作文「環境について考えていること」（様
式自由。800字以内）を添えて、4月30日（必着）
までにNPO法人すぎなみ環境ネットワーク（〒168-
0072高井戸東3-7-4環境活動推進センター内）へ郵
送・持参　問同法人☎ 5941-8701　他書類選考合格
者には面接を実施

 その他
防犯カメラ届け出状況等の公表

　区は「杉並区防犯カメラの設置及
およ

び利用に関する
条例」により、防犯カメラの設置利用基準の届け出状
況、防犯カメラの設置・利用、画像の取り扱いについ
ての苦情申し立ての処理状況、防犯カメラ取扱者に対
する勧告の状況を毎年公表しています。
　なお、元年中に苦情申し立ての処理および防犯カメ
ラ取扱者に対する勧告は、いずれも行いませんでした。
内届け出状況（元年12月31日現在）＝総数572施
設▶内訳＝区立施設285施設（区立施設基準に基
づく届け出14施設を含む）、
街角防犯カメラ（区立施設
周辺の道路を防犯対象区域
とするカメラ）160施設、通
学路防犯カメラ41施設、民
間施設86施設　問危機管理
対策課地域安全担当

2・3年度スポーツ推進委員が決まりました

　スポーツ推進委員は、地域の皆さんの自主的・継
続的なスポーツ・レクリエーション活動を推進し、ス
ポーツによる地域づくりを目指して活動する地域ス
ポーツのコーディネーターです。誰もが参加できる事
業の企画や地域のスポーツ活動のお手伝いをしていま
す。スポーツに関する身近な相談にも応じますので、
お気軽にご相談ください。
問スポーツ振興課事業係
〈スポーツ推進委員〉

氏名 住所

石倉幸嗣 南荻窪

小田島佳彦 阿佐谷北

小貫晴信 西荻北

佐野仁美 西荻北

芹澤美香子 下高井戸

竹内紀夫 久我山

友光英三 上高井戸

中村浩一 上井草

西島肇 荻窪

氏名 住所

西村佐喜子 和田

府川敏子 高井戸東

藤本逸子 久我山

松岡昇 天沼

三谷正明 上荻

翠川秀雄 天沼

武藤喬行 高円寺北

森康益 阿佐谷北

　特定不妊治療（体外受精および顕微授精）費の一部について、東京都特
定不妊治療費助成を受けている夫婦（事実婚は含みません）を対象に助成
します。
　また、東京都で助成金の承認決定をされた男性不妊治療（精巣内精子生
検採取法等）に係る医療費も助成の対象となります。

助成内容
① 特定不妊治療の医療費から、東京都特定不妊治療費助成事業での助成
額を差し引いた実費額のうち、治療１回につき治療ステージごとの上限
額（A、B、D、E＝5万円。C、F＝2万5000円）を助成
② 男性不妊治療に係る医療費から、東京都での助成額を差し引いた実費額
のうち、上限額5万円を上記①に合算して助成
※ 東京都の不妊検査等助成および不育症検査助成は、杉並区特定不妊治
療費助成には含まれません。

対象者（本人または配偶者が、次の要件全てに該当する方）
●東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を1年以内に受けている
　※東京都の助成を受けていない方は、東京都へ申請をしてください。

● 区の助成の申請時に配偶者と法律上の婚姻関係にあり、夫婦またはその
一方が杉並区に住民登録がある

●他の区市町村から、同一の特定不妊治療に対し同種の助成を受けていない

申請方法
　必要書類（詳細は、区ホームページ参照）を、東京都の「特定不妊治
療費助成承認決定通知書」の発行日から１年以内に各保健センターへ持参
（来所できない場合は保健センターにご相談ください）

問杉並保健所健康推進課☎ 3391-1355

杉並区特定不妊治療費助成

不妊検査等助成
　保険医療機関で行った不妊検査および一般不妊治療に要した費用（保険
薬局における調剤を含む）について、5万円を上限に助成（助成回数は夫
婦一組につき1回）

不育症検査助成
　平成31年4月1日以降に保険医療機関にて行った不育症検査に要した費
用について、5万円を上限に助成（助成回数は夫婦一組につき1回）

※ 特定不妊治療（体外受精・顕微授精）や男性不妊治療（精巣内精子生検
採取法等）に係る医療費の助成は別の助成制度になります。対象となる
検査等は、東京都福祉保健局ホームページをご覧ください。

対象者・助成対象期間・申請方法・申請期限
　東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課母子医療助成担当☎ 5320-
4375へお問い合わせください。

東京都不妊検査等助成・不育症検査助成

※1．43歳以上の方の助成はありません。
※2． 「治療開始年齢」は、東京都の助成申請時の提出書類「特定不妊治療費

助成事業受診等証明書」に記載されている治療開始日時点の妻の年齢
です。

※3． 通算１回目の助成認定時における治療開始日時点の年齢で決定し、固定
されます。この上限に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以上で開始
した治療は全て助成対象外です。

年齢別助成回数
初回（通算1回目）

申請時の治療開始年齢※1・2 助成回数（上限）※3

39歳以下の方 43歳になるまでに通算6回まで

40～42歳の方 43歳になるまでに通算3回まで

「杉並区特定不妊治療費助成」等のご案内
不妊に悩むご夫婦へ

令和2年（2020年）4月17日　No.2276

※申し込みは「広報すぎなみ」の発行日からとなります。 杉並区役所  ☎3312-2111（代表） 〒166-8570阿佐谷南1-15-1
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。
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