
区からのお知らせ

保健センター名 子育て相談 母親学級 平日パパママ学級 離乳食講習会
0歳からの

歯みがき・歯科健診
（乳幼児歯科相談）

歯みがき
デビュー教室

栄養・食生活
相談 ものわすれ相談 心の健康相談

荻窪
（荻窪5-20-1）
☎3391-0015

19日㈭ 計
測
は
1
歳
の
誕
生
月
ま
で
（
荻
窪
保
健
セ
ン
タ
ー
は
7
カ
月
ま
で
）
。

時
間
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

11日㈬
18日㈬

時
間
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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
）

9日㈪

午
後
1
時
30
分
〜
3
時

10日㈫
25日㈬

午後1時15分
（10日は生後9カ月

頃から）

午
前

13日㈮
27日㈮

午
前
＝
9
時
〜
10
時
20
分
▼
午
後
＝
1
時
15
分
〜
2
時
35
分

26日㈭

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

午
後
1
時
15
分
〜
３
時
20
分

13日㈮

午
前
9
時
〜
正
午

24日㈫
午後1時30分

11日㈬
18日㈬

午後1時30分午
後 12日㈭

高井戸
（高井戸東3-20-3）

☎3334-4304
9日㈪ 19日㈭

26日㈭ 12日㈭ 10日㈫
午後1時30分

午
前

9日㈪
23日㈪

20日㈮ 12日㈭ 10日㈫
午後1時30分

19日㈭
24日㈫

午後1時30分
27日㈮

午前9時30分
午
後 6日㈮

高円寺
（高円寺南3-24-15）

☎3311-0116
17日㈫ － － 11日㈬

午後1時30分

午
前 24日㈫

19日㈭ 24日㈫ 12日㈭
午後2時

20日㈮
午前9時30分
25日㈬

午後2時30分午
後 12日㈭

上井草
（上井草3-8-19）
☎3394-1212

25日㈬ 12日㈭
19日㈭ － 26日㈭

午後1時30分

午
前 25日㈬

18日㈬ － 19日㈭
午前9時30分

16日㈪
午後1時30分午

後 11日㈬

和泉
（和泉4-50-6）
☎3313-9331

12日㈭ － －

26日㈭
午後1時30分
（生後9カ月頃

から）

午
前 12日㈭

－ － 19日㈭
午後1時45分

10日㈫
午後1時30分午

後 25日㈬

※ 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。会場は狭いためベビーカーで回ることができません。
ベビーカーにチェーン錠をつけるなど各自でご注意ください。間違い電話が多くなっています。掛け間違いのないようご注意ください。

歯の健康相談 �14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 いずれも予約制。申し込みは、各保健センターへ。

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み期
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65歳の誕生日前日からで
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、66～75歳の間に増額さ
れた年金を受けること）もできます。繰り下げ請求に
ついては、4月から上限が70歳から75歳に引き上がり
ました。対象は、昭和27年4月2日以降に生まれた方
です。昭和27年4月1日以前に生まれた方は、70歳が
繰り下げ請求の上限年齢です。
問加入期間の全てが国民年金の第1号被保険者＝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も含む）＝杉並年金事
務所☎�3312-1511

施設情報
杉並公会堂の大規模修繕に伴う休館

　杉並公会堂は、竣
しゅん

工
こう

から約20年が経過する令和6
年に、舞台設備の入れ替えを中心とした大規模修繕
を行う予定です。
　作業期間は6年1～9月で、期間中は全館休館とな
ります。同施設での事業を予定している方はご注意
ください。
　詳細は、広報すぎなみ・区ホームページ等でお知ら
せします。
問同施設☎�3220-0401

採用情報 ※応募書類は返却しません。

特別区立幼稚園・子供園教員採用候補者

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＝昭和63年4月2日以降に生
まれ、幼稚園教諭普通免許状を有する方（4月1日
までの取得見込みを含む）▶第1次選考日（筆記試
験）＝6月19日㈰　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東京区政会館内〉
または東京23区教育委員会事務局で配布。特別区人
事・厚生事務組合ホームページからも取り出せます）
を、5月6日（消印有効）までに同担当へ郵送。また
は同ホームページから申し込み　問同担当☎�5210-
9857

募集します
杉並区子ども読書活動推進懇談会委員

内子ども読書活動推進計画に関する意見交換（年3・
4回）▶募集人数＝若干名（選考）　対区内在住で18
歳以上の方　申作文「子どもの読書環境向上につい
て思うこと」（様式自由。800～1200字程度）に住
所・氏名・年齢・電話番号を書いて、5月6日までに
中央図書館企画運営係（〒167-0051荻窪3-40-23）
へ郵送　問同係☎�3391-5754

ファミリーサポートセンター協力会員

内保育園・学童クラブなどへの送迎やそれに伴う子
どもの預かり、保護者の外出時などの子どもの一時
的な預かり（会員宅や児童館など）ほか▶謝礼＝1
時間800円（早朝・夜間1000円）　対区内または区
に隣接する区市在住の20歳以上で、研修に参加でき
る方　申 問電話で、杉並区社会福祉協議会☎�5347-
1021 他会員登録後、5月11日㈬に研修会あり。詳
細は、お問い合わせください

高齢者住宅生活協力員

内高齢者住宅「みどりの里」に住み込みで、入居
者の緊急時の対応・安否の確認・相談業務など▶勤
務期間＝6月1日～（予定）▶勤務時間＝原則、月
～金曜日の午前9時～午後5時▶勤務場所＝浜田山
第二みどりの里（浜田山4-10-21）▶募集人数＝1
名▶委託料＝月額10万円（住宅使用料相当分は区
が負担）　対次の条件を全て満たす方①50歳以下②
保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福
祉士、介護支援専門員、ホームヘルパー1・2級の
いずれかの資格を取得している（取得見込みを含
む。配偶者も可）③居住用不動産を所有しておら
ず高齢者住宅内の生活協力員室（3DK）に大人2名
以上の世帯で住むことができる（子どもがいる方も
可）④世帯の所得がおおむね月額15万円以上　申
履歴書に世帯全員の2・3年中の所得が分かる書類
を添えて、住宅課（区役所西棟5階）へ簡易書留で
郵送・持参　問同課　他書類選考合格者には面接
を実施。応募書類は返却しません

　新型コロナウイルスの感染状況によって
は、本紙および過去の「広報すぎなみ」掲載
の催しや募集の内容等が変更・延期または中
止になる場合があります。最
新情報は、各問い合わせ先に
ご確認いただくか、区ホーム
ページをご覧ください。

●体調不良時の利用自粛
●マスク着用や手洗い・手指消毒の励行
●ソーシャルディスタンスの十分な確保
●室内の定期的な換気
● 大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛

●！ 感染症防止対策
　下記の対策にご協力をお願いいたします。

【重要なお知らせ】
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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



医療機関案内・急病相談
機関 月〜金曜日 土・日曜日、祝日 備考

杉並区急病医療
情報センター
☎#7399

（または☎5347-2252）

午後8時～
翌午前9時

午前9時～
翌午前9時

相談員に
よる対応

東京都医療機関・
薬局案内サービス

（ひまわり・t-薬局いんふぉ）
☎5272-0303

案内
24時間受け付け

コンピュー
ターでの
自動応答

相談
午前9時～
午後8時

－ 相談員に
よる対応

東京消防庁
救急相談センター
☎#7119

（または☎3212-2323）

24時間受け付け
相談医療
チームに
よる対応

急病診療のご案内 必ず事前に電話で相談し、保険証・医療証を持参してください。　
未成年者の受診は、原則保護者等が付き添いをお願いします。

機関 診療科目 月〜金曜日 土曜日 日曜日、祝日 備考

休日等夜間急病診療所
（杉並保健所2階）
☎3391-1599

小児科 午後7時30分～
10時30分 － －

受け付けは
終了30分前まで。

受診前にお電話ください。
※午後�5時以降小児科は、
　1歳以上が診療対象。

内科・
小児科・
耳鼻咽喉科

－ 午後5時～
10時（※）

午前9時～
午後10時（※）

外科 － － 午前9時～
午後5時

急病診療医療機関
（当番医）の案内は

☎#7399
（または☎5347-2252）

���内科・
���小児科・ － － 午前9時～

午後5時

受け付けは
終了30分前まで。
受診前に医療機関へ
お電話ください。

歯科保健医療センター
（杉並保健所5階）
☎3398-5666

歯科 － － 午前9時～
午後5時

受け付けは
終了1時間前まで。

受診前にお電話ください。

相談
住民税（特別区民税・都民税）夜間電話相談

時4月25日㈪午後5時～8時30分　問納税課☎5307-
0634・0636

5月の専門相談の予約受付開始日の変更

　5月6日～12日の専門相談（法律・税務・家事・司
法書士相談）の予約は、以下のとおり受け付けます。

実施日 予約受付開始日
5月6日㈮・9日㈪ 4月25日㈪
5月10日㈫ 4月26日㈫
5月11日㈬ 4月27日㈬
5月12日㈭ 4月28日㈭

問区政相談課

その他
防犯カメラ設置の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、3年中に苦情申し立ての処理およびカメラ取
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（3年12月31日現在）＝総数629施設
▶内訳＝区立施設296施設（区立施設基準に基づく
届け出13施設を含む）、街角防犯カメラ184施設、通
学路防犯カメラ40施設、民間施設109施設　問危機
管理対策課地域安全担当

スポーツ推進委員が決まりました

　スポーツ推進委員は、地域の皆さんと自主的なス
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。スポーツ体験教室や簡単
なレクリエーション大会の企画・運営、地域・学校
のスポーツ活動のお手伝いなどを行います。

◆第31期スポーツ推進委員

氏名 住所 氏名 住所
石倉幸嗣 南荻窪 奈良聡子 久我山
浦野貴司 高円寺南 西島肇 荻窪
大泉哲也 下井草 西村佐喜子 和田
小貫晴信 西荻北 府川敏子 高井戸東
金子理奈 成田東 藤崎永万 成田西
加茂博之 下高井戸 藤澤真智子 久我山
鈴木茂之 荻窪 前山直子 方南
芹澤美香子 下高井戸 松岡昇 天沼
德永裕丈 高井戸東 武藤喬行 高円寺北
中野剛 高井戸東

問スポーツ振興課事業係

ご寄附ありがとうございました
1・2月（広報すぎなみ2月15日号掲載分を除く）のご寄附（敬称略・順不同）

【社会福祉基金】白ゆり会＝5万円▶平田敦子▶匿名および氏名のみ公表分計＝6万円
【みどりの基金】みどりの保全＝成田西ふれあい農業公園来場者有志＝1万2970円／（仮称）
荻外荘公園などの整備＝「大杉会チャリティーゴルフ会」実行委員会＝10万円▶匿名分計＝
17万5874円

【NPO支援基金】長尾幸治＝1000円▶NPO支援基金普及活動協力者＝2906円▶匿名分計＝
501万5000円

【次世代育成基金】株式会社ワイズマート＝20万円▶杉並稲門会＝15万2000円▶白ゆり会＝
5万円▶杉並区立杉並和泉学園中学部PTA＝2万円▶今村冨美枝▶小巻恵理子▶匿名および氏
名のみ公表分計＝18万805円

【杉並区応援寄附金】匿名分計＝3万円
【新型コロナウイルス感染症対策寄附金】東京第三友の会▶匿名および氏名のみ公表分計＝1万円

杉並区長選挙・杉並区議会議員補欠選挙
―― 問い合わせは、選挙管理委員会事務局へ。

投票日：6月19日㈰
●期日前投票期間＝6月13日㈪～18日㈯
●開票＝6月20日㈪
●�投票資格＝3月11日までに杉並区に転入の届け出をし、
　　　　　���投票日当日まで引き続き区内在住の方

若年層（29歳以下）の選挙サポーターを募集します
　公正・公平な選挙執行のため、投票立会人（当日投票所または期日前投票所での立ち会い）をし
ていただける若年層の選挙サポーターを募集します（申込締め切り日＝5月6日）。応募方法等の詳
細は、お問い合わせください。
時内下表のとおり　対原則、次の全てを満たす方①区内在住の有権者で29歳以下②選挙サポーター
研修を受講できる　他従事時間に応じて謝礼あり

内容 日時
期日前投票所立会人 6月13日㈪～18日㈯のいずれかの午前8時30分～午後8時
当日投票所立会人 6月19日㈰午前7時～午後8時

　3月に実施した、区内の空間放射線量率および区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能濃度測定の
結果、特に異常はありませんでした。詳細は、区ホームページでご覧になれます。
問空間放射線量率の測定については、環境課公害対策係。区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能濃度
測定については、学務課・保育課。放射能濃度測定の方法については、杉並保健所生活衛生課衛生検査係☎
3334-6400

区内空間放射線量等測定結果

※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
※申込締め切り日に（消印有効）の記載がない場合は必着です。
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。

令和4年（2022年）4月15日　No.2327



※区政相談課（区役所東棟1階）には、月・水曜日の午前9時～午後4時（4・10・3月は5時まで）、荻窪福祉事務所には、第3木曜日の午後1時～3時に手話通訳者がいます。
※いずれの相談も、祝日、休日、年末年始（12月29日～1月3日）、各施設の休館日はお休みです。

相談名 内容 日時等 場所・問い合わせ

く
ら
し
・
法
律
・
行
政
な
ど

一般区民相談

日常生活の悩みや区政のことなど

月～金曜日午前8時30分～午後5時

区政相談課くらしの相談 月・火・木・金曜日午前9時～正午、午後1時～4時

外国人相談 英語＝火曜日午前9時～正午／木曜日午後1時～4時▶中
国語＝火曜日午後1時～4時／木曜日午前9時～正午

外国人サポートデスク 外国人相談（ボランティアによる通訳・相談）

英語＝月曜日午後1時～4時／金曜日午前9時～正午▶中
国語＝月曜日午前9時～正午／第1・3・5金曜日午後1時
～4時▶韓国語＝第2・4金曜日午後1時～4時▶ネパール
語＝第1・3水曜日午前9時～正午

区政相談課　問杉並区交流協会☎5378-8833 5378-
8844

交通事故・防犯相談 示談の進め方や防犯対策について 火・金曜日午前9時～正午、午後1時～4時
区政相談課人権相談 人権の侵害について 第4金曜日午後1時～4時(受け付けは3時まで)

行政相談 国など行政機関への苦情や要望 第2金曜日午後1時～4時
犯罪被害者相談 犯罪被害を受けた方の生活上の問題や悩みなど 月～金曜日午前8時30分～午後5時 犯罪被害者総合支援窓口相談専用☎5307-0620

生活相談

病気や失業などの経済的な困りごとなど（主に生活保
護をお考えの方） 月～金曜日午前8時30分～午後5時 杉並福祉事務所（荻窪☎3398-9104／高円寺☎5306-

2611／高井戸☎3332-7221）
仕事や家計、住居など生活の困りごと、ひきこもりの家
族、子どもの学習・居場所支援 月～金曜日午前8時30分～午後5時 くらしのサポートステーション（生活自立支援窓口）☎

3391-1751
弁護士による法律相談★ 土地、建物、相続、その他法律上のこと 月～金曜日午後1時～4時／第3土曜日午後1時～4時 区政相談課専門相談予約専用電話☎5307-0617

●�予約受付日 相談希望日の7日前の同一曜日～当日。
法律相談の第3土曜日は、同一週の月～金曜日（予約
受付日が祝日の場合は、翌開庁日から）▶受付時間
午前8時30分～午後5時（当日受け付けは3時まで、
第3土曜日は当日受け付け不可）

税務相談★ 贈与税・相続税等についての助言・指導 水曜日午後1時～4時／木曜日午後1時～4時

司法書士相談★ 不動産登記や商業登記の手続き、裁判所へ提出する書
類の作成・手続き等の助言・指導 第2・4水曜日午後1時～4時

家
庭

家事相談★ 夫婦・親子の家庭内の悩みなど 火曜日午後1時～4時
家庭相談 離婚・男女関係・家庭内の悩みなど 月・水・金曜日午後1時～5時 杉並福祉事務所（荻窪☎3398-9104／高円寺☎5306-

2611／高井戸☎3332-7221）
ひとり親家庭相談

ひとり親家庭への支援など 月～金曜日午前8時30分～午後5時

ひとり親家庭への支援、就労支援など 月～金曜日午前8時30分～午後5時 子ども家庭部管理課ひとり親家庭支援担当☎5307-
0343

住
宅
・
建
物

住まいの修繕・増改築相談 住まいの修繕・増改築など 月・金曜日午後1時～4時 区役所1階ロビー　問住宅課
専門家による空き家相談★ 空き家の管理・相続など 第3木曜日午前9時20分～11時55分 住宅課
住宅の耐震無料相談会・ブロッ
ク塀無料相談会 建物の耐震診断や耐震改修・ブロック塀相談 第2水曜日午後1時～4時

区役所1階ロビー　問市街地整備課耐震改修担当
建築総合無料相談会・ブロック
塀無料相談会 建物全般・ブロック塀相談 第1・3火曜日午後1時～4時

高
齢
者

介護保険苦情・相談 介護保険サービスの苦情・相談 月～金曜日午前8時30分～午後5時 介護保険課

健康相談★ 高齢者の健康について 午前10時～11時30分・午後1時～4時30分（第3月曜日
を除く） 高齢者活動支援センター☎3331-7841

高齢者の総合相談窓口 物忘れ・介護に関する相談、介護保険の申請受け付け、
介護予防や生活支援の相談・申請受け付け

月～金曜日午前9時～午後7時／土曜日午前9時～午後1
時（電話相談は年中無休）

地域包括支援センター（ケア24）20カ所（「すぎなみ
くらしの便利帳」参照）

在宅支援・高齢者福祉の相談 在宅支援、高齢者の福祉、若年性認知症について 月～金曜日午前8時30分～午後5時 高齢者在宅支援課

介護者の心の相談★ 介護者の悩み、心の葛藤について（臨床心理士による
相談） 毎月3回 在宅医療・生活支援センター☎5335-7316

障
害
者

障害者の総合相談窓口 生活全般について

月・水～金曜日午前9時～午後7時／土・日曜日午前9時
～午後5時

障害者地域相談支援センターすまいる荻窪☎3391-
1976 3391-1012

火～金曜日午前9時～午後7時／土・日曜日午前9時～午
後5時

障害者地域相談支援センターすまいる高円寺☎5306-
6381 5306-6383

月・水～金曜日午前9時～午後7時（第3週は火～金曜
日）／土・日曜日午前9時～午後5時

障害者地域相談支援センターすまいる高井戸☎3331-
2510 3332-1815

障害者手帳に関する相談 身体障害者手帳、愛の手帳について 月～金曜日午前8時30分～午後5時 障害者施策課障害福祉サービス係

高次脳機能障害者の相談 高次脳機能障害について 月～金曜日午前8時30分～午後5時 障害者生活支援課地域生活支援担当（杉並障害者福祉
会館内）☎3332-1817 3332-1826

経
済商工相談★ 資金繰り、創業その他経営について 月～金曜日午前8時30分～午後5時 産業振興センター就労・経営支援係（商工相談担当）

☎5347-9182

就
労

就労準備相談★ 個々の状況に応じた就労準備のための相談・職業紹介 月～金曜日、第1・3土曜日午前10時～午後4時（水曜日
は午後6時～8時もあり）

就労支援センター（若者就労支援コーナー）☎3398-
1136

職業相談 ハローワークスタッフによる職業相談・紹介 月～金曜日午前9時～午後5時 就労支援センター(ハローワークコーナー）☎3398-
8619

消
費
者
消費生活相談 商品やサービスの契約トラブルなど消費生活 月～金曜日午前9時～午後4時 消費者センター相談専用☎3398-3121

教
育
・
保
育
・
児
童

学校教育に関する相談 子どものいじめなど 月～金曜日午前9時～午後5時 済美教育センター☎3311-0023

教育相談★ 児童生徒の情緒や家庭生活など教育について 月・水・金・土曜日午前9時～午後5時／火・木曜日午
前9時～午後7時 済美教育センター教育相談担当☎3311-1921

電話教育相談 不登校や教育上の悩み 月～金曜日午前9時～午後5時 済美教育センター教育相談担当☎3317-1190

就学支援相談★ 特別支援学級や特別支援学校の入学、転学に関する相
談、学校入学後の支援について 月～金曜日午前9時～午後5時 特別支援教育課☎5929-9481

子育て相談

乳幼児の生活習慣・しつけなど
月～金曜日午前9時～午後5時 区立保育園（30園）　問保育課

月～土曜日午前9時～午後5時 子育てサポートセンター（宮前☎3333-4699／今川☎
3394-3935）

就園前の子育ての悩みなど 月～金曜日午後1時～4時
区立子供園（下高井戸☎3303-9485／堀ノ内☎3313-
3437／高円寺北☎3330-0340／成田西☎3311-3876／
高井戸西☎3332-9020／西荻北☎3399-0848）

子どもの相談★ 乳幼児の発達・遅れなど 月～金曜日午前9時～午後5時 児童発達相談係☎5305-6713
ゆうライン
（子どもと家庭に関する総合相談）子どもからの相談、子育ての相談など

月～土曜日＝来所相談＝午前9時～午後5時▶電話相談
＝午前9時～午後7時（電話相談は10月から8時まで） 杉並子ども家庭支援センターゆうライン（相談専用窓

口）☎5929-1901子どものこころの相談★ 児童精神科医による専門相談 第2・4火曜日午後2時30分・4時
家族相談★ 臨床心理士による専門相談 木曜日または土曜日（月3回）

子育て支援サービスの利用相談 �区が行う子育て支援サービス・子育て応援券事業者な
どの民間サービスの利用相談、保育施設の利用相談 月～金曜日午前8時30分～午後5時

子どもセンター（荻窪☎5347-2081／高井戸☎5941-
3839／高円寺☎3312-2811／上井草☎3399-1131／和
泉☎3312-3671）

Ｄ
Ｖ
な
ど

一般相談（面談は予約制） 家庭内の問題、人間関係の悩み、性的マイノリティに関
する悩みなど 月～金曜日午前9時～午後5時

男女平等推進センター一般相談専用☎5307-0619
法律相談★ 女性のための離婚・養育費などの法的な問題 木曜日午後1時30分～4時30分（月1回夜間あり）
DV相談（面談は予約制） 配偶者・パートナーからの暴力の相談 月～金曜日午前9時～午後5時 すぎなみDV専用ダイアル☎5307-0622

女性相談 配偶者等からの暴力の相談など 月～金曜日午前8時30分～午後5時 杉並福祉事務所（荻窪☎3398-9104／高円寺☎5306-
2611／高井戸☎3332-7221）

保
健
福
祉
・
医
療

保健福祉サービス苦情調整委員
制度★

保健福祉サービス苦情調整委員への相談（施設や在宅
などで提供される保健福祉サービスについて） 月3回、午後1時30分～4時（受け付けは3時まで） 保健福祉部管理課保健福祉支援担当

医療安全相談窓口 医療機関に関する悩みごと・困りごとなど 月～金曜日午前9時～正午、午後1時～4時30分 杉並保健所健康推進課専用☎3391-0874
在宅医療相談調整窓口 在宅医療に関する相談 月～金曜日午前8時30分～午後5時 在宅医療・生活支援センター☎3391-1380

健康相談 子育て、乳幼児歯科、物忘れ、こころ（自殺予防を含
む）、生活習慣病、食生活など 月～金曜日午前8時30分～午後5時

保健センター（荻窪☎3391-0015／高井戸☎3334-
4304／高円寺☎3311-0116／上井草☎3394-1212／和
泉☎3313-9331）

区民相談 区民の方向けに、さまざまな
相談窓口を開設しています ☎3312-2111（区代表）　★は予約制

※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

▲各種区民相談
　の実施状況
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防災用品のあっせん
万が一の災害に備えてお得に準備！ 　区内の一般家庭や事業所を対象に、消火

器・住宅用火災警報器や各種防災用品を
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。詳細は、「防災用品あっせんのご案内」（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（右2次元コード）をご覧ください。また、防災課（区役
所西棟6階）にあっせん品の見本を用意しています。

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・住宅用火災警報器
　�　配達先により業者が異なります。配達地域一覧（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、業者（表2②）へ。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
5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） 6500円
2 粉末ABC消火器（3kg） 9500円
3 強化液消火器（1L） 8500円
4 強化液消火器（3L） 1万円

消火器引き取り（１本につき） Ａ　購入時の引き取り 1000円
Ｂ　引き取りのみ 2000円

住宅用火災
警報器

（※２）

5 住宅用火災警報器　煙感知用 3000円

6 住宅用火災警報器　熱感知用 3000円

保存食・
非常食

2117 ポケットワンみそ汁10袋セット（5年保存） 1377円
2243 その場deパスタ3種×3袋セット 2974円
2297 ポケットワンコーンスープ10袋セット（5年保存） 1377円
2299 ポケットワンわかめスープ10袋セット（5年保存） 1377円

2322

保存食５セレクトセットⅡ（3日分。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）

3488円

2368 野菜一日これ一本30缶セット（5年保存。1缶190g） 4131円

2380 野菜たっぷりスープ4種×3袋セット（5年保存。トマ
ト・豆・かぼちゃ・きのこのスープ各3袋） 3304円

2404
尾西のライスクッキー（ココナッツ風味）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〉��
28品目のうちアーモンドのみ使用）

2019円

2411
尾西のライスクッキー（いちご味）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〉28品
目不使用）

2203円

2421 スーパーバランス10袋セット（6年保存。1袋／ココア味4本・全粒粉4本） 2570円

2437 ミルクスティック10袋セット（5年保存。1袋8本入） 2754円
2451 えいようかん５箱セット（5年保存。1箱60ｇ×５個） 2524円

2547 杉並区特注カレーセット（5年保存。アルファ米100ｇ
〈乾燥米の白飯６袋〉。カレー中辛３袋甘口３袋） 2212円

2926 アルファ米（乾燥米）�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） 2460円

2934 スーパー保存水500mL×24本（5年保存） 3525円
2935 スーパー保存水1.5L×8本（5年保存） 2203円

2946 「かつお節入り」だしがゆ3種×2袋セット（鮪・こんぶ・あずき。１袋200ｇ） 2313円

2957 保存用即席乾燥餅3種×3袋セット（5年保存。きなこ・
あんこ・いそべ） 3717円

2977 7年保存レトルトパン3種類×2個セット（ブルーベ
リー・ミルク・チョコレート。1個100ｇ） 2368円

避難・
防災用品
（※３）

1016 投てき消火具　ラクシーシンプル（消火剤量600mL。
重量870ｇ） 5445円

3111 LEDランタン（単一電池3本。LOW＝78時間／HIGH
＝27時間） 3445円

3265 手回し充電ラジオ（ICF-B09W） 9680円
3306 LEDヘッドライト（GD-102D） 1477円
3506 ポータブル電源（BN-RB62-C） 7万3800円
4230 イワタニ　カセットコンロ（風まるⅡ） 7480円
4237 イワタニ　カセットガス6本セット（液化ブタンガス250g） 1963円

商品番号 品名 あっせん価格

避難・
防災用品
（※３）

5916 エマージェンシーブランケット＆ツインウェーブ（防災の達人）セット 1254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。材質／綿・レーヨン・ポリエステル） 2337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。材質／綿・レーヨン・ポリエステル） 2337円

7179 ソールバリア（材質／ポリエステル。サイズ／フリー〈22.0～30.0cm〉） 2618円

7280 防じんマスク（10個入） 1870円
7349 感震ブレーカーアダプター（ヤモリ） 2954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） 2420円

7362 感震コンセント（ヤモリ・デ・コンセント） 6490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） 5720円
7983 タタメット　ズキン3（約410ｇ） 3553円

8934
杉並区特注非常持出袋（保存水500mL×2本・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）

5638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。縦92㎝×横185㎝） 3085円

7039 とびらロック（2組）・止め金具（2組）・クサリ（6㎝� ・9㎝�。各1本） 1309円

7050 家具転倒防止板ふんばる君（2本1組。幅4.3㎝×90
㎝／家具の幅に合わせてカット可） 1870円

7098 家具転倒防止器具ふんばりくんＺ（2本） 7442円
7380 耐震シート薄型テレビ用（６枚。50㎜×50㎜×厚さ５㎜） 2337円
7420 不動王Ｔ型固定式２個組 3085円

7930 家具転倒防止器具（2本1組）鋼鉄製　ＭＬ-35（25～
35cm用） 8134円

7931 家具転倒防止器具（2本1組）鋼鉄製　ＭＬ-50（35～50cm用） 8134円

7932 家具転倒防止器具（2本1組）鋼鉄製　ＭＬ-80（50～
80cm用） 8134円

7933 家具転倒防止器具（2本1組）鋼鉄製　ＭＬ-110（80～
110cm用） 8602円

トイレ・
衛生用品

6097 トイレ用脱臭剤（保存期間10年） 1122円
6107 さわやかトイレ10回分　ハーブの香り 1650円
6108 さわやかトイレ10回分　ローズの香り 1650円
6116 簡単トイレ（収便袋20枚） 2805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） 4955円

6126 洋式便器用簡単トイレセット（受けバッグ・収便袋１０枚） 2992円

6193 SKK備蓄用ウェットティッシュ（5年保存。30枚×3袋。
ノンアルコール） 1542円

6198 からだふきボディータオル（5年保存。12枚×2袋。
30㎝×60㎝） 1271円

9312 ペーパー歯磨き（8年保存。30包） 1683円
9355 ウェット手袋２枚入り10袋セット（5年保存） 2805円

表１

区分 業者名 配達地域

①消火器・
　住宅用　
　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・買い替えを行いましょう。
※２　�住宅用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。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。

　区では、震災時の生活用水の確保を目的として、区内にある井戸の登録制度を設けています。当制度は、震災時に近隣住民へ
井戸水を提供することを条件に、井戸やそのポンプの修理等の費用に対し、一部補助金を交付する制度です。登録要件など詳細
は、お問い合わせいただくか、区ホームページをご覧ください。

震災時生活用水井戸の
登録制度

（送料込み・税込み価格）

※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

※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。
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