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赤十字募金
白い羽根運動が全国一円に現在展開

されている。日本赤十字社東京支部の

募金本年度目標額は3，500万円である。

その内本区での募金目標額は869，000

円となつている。これを区内各出張所

別に分けると別表のような目標額とな

り1戸当約18円づつ募金して頂くと所

期の成績があげられることになるので

ある。赤十字の事業は国籍人種宗教の

別なく公平無私に人類の苦痛を少しで

も軽くして明るい社会をつくるため活

動しているのである。

写真は駅前某デバート前で通行人に

呼びかけているある日の募金風景

昭和26年度赤十字募金目標額一覧表

（1戸当り約18円）



新しい首長と議員に臨む
住民の態度

去る4月23日と30日の選挙でわれわ

れは、われわれの町や村の首長と議員

を選んだ。これらの人達はその立候補

に際し、多くの抱負を語り，われわれ

もまた全幅の信頼をもつて投票したの
だから新しい首長と議員に対してわれ

われ住民は多くの希望と期待を持つて

いるわけであるが、どのような態度で

首長に期待し、議員に要望したならば

よいか。今迄のわが国の選挙をみると

立候補者も選挙民も選挙のときはお祭

り騒ぎをするが選挙が終つてしまうと

立候補者は公約履行の義務を怠り選挙

民は立候補者に対する監視の権利を自

ら棄権して無関心でいる傾向がある。

民主々義がわれわれの身にぴつたりつ

いたものになり、われわれの日常の生

活の中からにじみでたものとなるため

には一人一人の住民がその権利と義務

に忠実でなければならない。

それには新しい首長や議員がその公約

を守り真の住民のためのサービスに務

めているかどうかをわれわれ住民は常

に関心をもつて見守らなければならな

い。われわれの町や村の政治がうまく

ゆかないということは首長や議員の責
任のみでなく、これらの人達を選び監

視を怠つたわれわれにも一半の責任が

ないとはいえない。この5月3日で地方
自治法施行以来既に4週年を迎えたわ
けであるが、その間、任期満了前に

2，925人の市町村長が辞職し、410の市

町村の議会が解散している。このよう

な多くの市町村長の辞職や議会の解散

のおこなわれた原因はいろいろとあ

る。地方自治に不慣れな市町村長の命

取りといわれた新制中学の校舎の建築

の経費又は位置などをめぐる部落や個

人間の利害関係の抗争などは殊に顕著
で、住民の福祉は全く第2義的なもの

として顧みられていない場合が屡々み

られる。

われわれが地方自治というものを本

当にわれわれの生活の中に消化し、民
主々義のトレーニングを受けてゆく過

程においては、このような地方自治を

その内部から崩壊させてゆくような幾

多のケースが生ずることも止むを得な

いかも知れないが、そのような住民の

福祉を忘れ、町や村の行政を混乱に導
いている首長や議員又は一部のボス達

に対しては、断乎たる監視の態度をと

り、リコールその他の方法によつてわ

れわれの手で守つて行かねばならない

。新しい首長と議員に対する希望や期

待は町村や住民の特殊性に応じてそれ

ぞれ異るものと思われるが、地方自治

に関する自由な希望や期待の表明が、

われわれの権利であるように自由に表

明された希望の結果に対する監視もま

た住民の権利であることを常に念頭に

おいて、われわれの町や村をより明る

く新しいものにしてゆくために新しく

選挙された首長や議員に卒直なわれわ

れの希望を述べ、期待を抱いてゆきた
い。

生活物資苦情相談所とは
今年の2月23日に生活物資苦情相談

所が全国の経済調査局の中に開設され
た。経済調査局は経済安定本部に属す

る役所で全国の都道府県庁の所在地に

ある。昨年秋以来値下りを続けた物価

が今年の2月になり急に高くなり今迄
100円であつた醤油が170円に、100匁

18円であつた味噌が25円に又野菜魚な

どもそれぞれ高くなつた外鉄錫鉛銅な

ども2倍から4倍にまではね上り国民生

活が苦しくなつて来た。このような異

常な物価の値上りの原因を調べたとこ

ろ製造業者問屋卸屋小売商店のうちの
或るものが、朝鮮事変の成り行きを考

えてやがて凡ての品物が高くなると考

え、今のうちに品物を買い占めて置か

うとしたことと手持ちの品物を売らな

いで高くなつてから売ろうとしたため

品物が街から姿を消すようになつた。

そのため是非ほしい人は非常に高い値

で買わなければならなくなつたわけで

ある。これではわれわれの生活は苦し

くなるばかりであるから、そこで政府

はこのような悪い状態を直すために国

民に呼びかけ売惜しみや買占めをする

悪質業者並に人々を見付け出し注意を

与える一方，一般の人々が高過ぎるた

め或は品不足のため買えなくて困つて

いる品物は何であるかを知らせてもら

い、われわれの生活が苦しくならない

ように品物の値を安くかつ出廻りをよ

くするためにこの苦情相談所が出来た

のである。従つて苦情相談所は都民の

声をきいて悪い商人には注意を与えす

べての人々の生活を物価高から守る役

割りをする機関である。

現在苦情相談所は主として衣料品、

砂糖、味噌、醤油、食用油脂、肥料、
地下足袋、木材、石鹸の9品目につい

ての相談を受けているが、その他高す

ぎたり品不足で困つている品物或は非

常に高い値段で売付けたり売惜しみを
する商人があつたらばこの相談所に申

し出て下さい。申し出方法は口頭、葉

書、手紙いづれでもよい。

宛先東京都千代田区日比谷公園内

霞ケ関脇

東京地方経済調査局内生活物資苦情

相談所

米飯提供業者の登録
従来飲食営業を営もうとする者は飲
食営業臨時規整法に基いて許可を受け
なければ営業することが出来なかつた
が本年5月1日でこの規整法が失効する
ことになつたので、今後は食品衛生法

或は旅館業法（保健所長）の許可のみ
で営業を開始することが出来ることに
なつた。ただ飲食営業者であつて米飯
を提供しようとするものに限り、今回
発令された東京都規則第87号食糧管理
法施行規則（昭和22年12月農林省令第
103号）に基いて東京都米飯提供業者
登録手続によつて米飯提供業者として
登録申請をしなければならないのであ
る。その手続は次の通りである。

1．米飯提供業者で登録を受けよう

とする者は区役所経済課で交付を

受けた申請書に規定の手数料を納

入区を経由して都知事に申請し、

米飯提供業者登録票の交付を受け
なければならない。

この申請書には食品衛生法の規定
による許可証の写と平面図附近の

略図（案内図）施設の概況等各々
2通の添付を要する。

なお、業者は米飯は外食券と引換

えでなければ提供することが出来

ない。

1．この登録申請書を提出した者で

も審査の結果、客席3坪、調理場
2坪以下の場合

旧飲食営業臨時規整法又は食糧管
理法物価統制令その他割当及配給
に関する諸法令違反行為によつて
徴役一年以上又は一万円以上の罰
金に処せられた者や旧飲食営業臨
時規整法の規定によつて許可の取
消その他の処分を受けた者は登録
を受けられない。

以上によつて登録を受けた業者はその
登録票の掲示、外食券の取扱等による

規定があるが詳しいことは経済課配給

係に御出下さい。

代々木大山グランドの
使用申込について

代々木大山グランドの使用料は1面

について2時間使用する時は100円、半

日の場合は200円、1日使用する時は400

円となつている。使用申込は区役所土

木課管理係で受付けているが、使用料

は申込みと同時に払込んで頂くことに

なつている。なお今まではグランドの

使用申込が1週間後であつたのをこれ

からは受付期間を延長して翌月まで受
付けることになつた。



国際連合の話を聞く集い
5月28日区公会堂で

1945年6月に世界の50ケ国がサンフ

ランシスコに集り「国際連合」を此の

世に送り出してからすでに満5年と半

歳の月日が流れている。国際連合は「

われわれの一生のうちに2度までも言

語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の

惨害から将来の世代を救い」たいとい

う人類の切なる悲願の結昌なのである

最近の国際状勢の推移は国連や同憲章

への認識と理解の普及徹底が要請され

るようである。この時に当つて5月28

日午後1時から区では都と共催、日本
国際連合協会の後援を得て「国際連合

の話を聞く集い」を区公会堂で開催す

る。国連協会から常務理事や広報課長

が出席し労組代表、婦人代表、国連協
会支部代表者と国連協会側講師と公開
討論を行い、その後で、CIE提供の

国連スクリーンマガジンや天然色映画

その他を上映する。

広島市原爆による死没者調査
出張所へお申し出て下さい
広島市では去る昭和20年8月6日原爆

戦災をうけてから今年の8月6日で戦災

死没者の7回忌を迎えるが、戦時中の

人口不明と戦後の混乱のため今日に至

るまで死没者が判明せず、又広島市平

和記念公園内に造営する戦災死没者碑

に死没者の名簿を作つて合祀しその霊

を慰めるため5月1日から31日まで1ケ
月間全国的に死没者の調査を行うこと
になつた。

死没者の家族、親類、友人等の中で

原爆時に即死された方、行方不明とな

られた方、火災、重傷で死没された方
原爆時に負傷しその後それが原因で死

没された方、原爆時には元気であつた

がその後原爆の影響をうけて死没され

た方（爆裂時に広島市外にいた方も含

む）があつたら5月中に出張所に申し

出て下さい。出張所には調査票が準備

してあり、死没者の氏名、住所、職業

死没年月日等を記入することになつて

いる。

初台出張所移転す
区内幡代小学校の隣りで元の水道局

代々幡営業所で事務を取つていた初台

出張所は去る5月13

日に代々木初台町5
40番地に移転した。

移転先は元代々木

クラブで使用してい

た建物を区が23万円

で買収し本年1月か

ら同町539番地の昭

和組が請負つて建物

の改築を行い前月末
竣工したものである

総工費53万円で、2階

は10疂、10畳半の日

本間、階下は25坪の

事務室に湯沸場、宿直室、公衆溜場等

がある。

区民の1日の主食の消費量
驚くなかれ1，150俵

労務加配、災害用、旅行者用、外食
券用の主食配給を除く4月末日現在の

区民1日分の主食の消費量を調べると
下記の表のようになる。これに妊婦用

病人用の加配米を加えると69，392245

㎏となり1俵は60㎏であるから18万区
民1日の消費量は実に1，150俵となる。

殺到した

都営住宅使用申込
5月7日から9日

まで3日間区役所

建築課で受付けた

都営住宅使用申込

は申込者が殺到し

総数1，393件子供

づれの主婦等が多

く深刻な住宅難を

反映した。

鉄筋アパート24

1戸の割当に対し

て申込件数は574
件、本造320戸の割

当に対して819件

の申込があつた。申込の多かつた住宅
は戸山アパートの207件、青山アパー

トの339件でこれに続いて下高井戸1丁

目第2，145件、同第1，131件、上馬2丁
目125件、栄町通2丁目102件、目黒大
原町68件、下布田52件の順であつた申
込者待望の抽せんは5月29日に中央区
京橋公会堂で行われる。

飼犬の登録

狂犬病予防法施行に伴つて年に1回

犬の登録を行うことになつているが、

当区では本年の犬の登録として生後90

日以上の犬の登録と昨年登録した犬の

登録切替とを5月16日から23日まで8日

間毎日午前9時から午後4時30分まで下

記の日程で各出張所で受付ける。

5月16日元広尾、常磐松管内

〃17日長谷戸、大向〃

〃18日西原、上原〃

〃21日笹塚、初台〃

〃22日本町、千駄谷〃

〃23日穏田〃

飼犬のある方は犬の種類、生年月日、

毛色、性別、犬の名、体格、その他の

特徴、飼養年月日等御承知の上1頭に
つき300円の登録手数料を添え各出張

所備付の登録申請書に申請して下さい

なお期間内に登録できなかつた方は区

役所民生課へお出で下さい。

恐ろしい害虫
アメリカシロヒトリ

アメリカシロヒトリはブラタナス、

桜等の街路樹を始め果樹、農作物に至
るまで甚大な被害を及ぼすもので昨年

は都内でも各所に発生し一般家庭の植

木や果樹、農作物等を食害しその上急
速に繁殖するものであるから速かに被

害を発見して防除に御協力下さい。

防除方法としては卵や幼虫は発見次第

殺すか被害を受けた葉と共に焼き捨て
る。この害虫は1ケ所に集生するから
孵化当初の幼虫を目当にBHC、DD
T剤を撤布する。なお害虫の発生を発
見した場合は直に区役所経済課にお知
らせ下さい。

（写真は初台出張所）

（写真は受付状況建築課で）



渋谷の地質
渋谷昔ばなし（其38）

区史編さん委員会
渋谷は勿論東京の地形の成立は、今
から少くとも数万年前、まだ日本のこ
の附近が海の底に沈んでいた時に、中

部山地の火山が活動し、その火山灰が
海底に沈んで、平らな海の底を作つた
のが、海面上に隆起し、火山灰は古く
なりましたために風化して黄褐色のや

やねばり気のあるローム層と呼ばれる
土壌となり、その上を流れる雨水のた
め方々に谷がけづられて今の地形とな

りました。このため今でも渋谷の丘は

その表面が大体平らであり、その高さ

も34，5米から40米位のほぼ同じ高さを
持つています。しかし、このローム層
は決して無限に下までつくものでは

なく、浅くて3．4米深くて13．4米の下
〓粘土層に代り、更にその下に砂利層
があるというように、いろいろと地下

地質が変化に富んでいます。この有様
は井戸掘りの時等に良く知ることが出
来ます。この地層の変化は結局渋谷地
方の土地が生育して来た順序を示すも
のであります。今これを表記しし見る

と大体次のようになります。

褐色ローム（4―12米）黄褐色粘土（1．
5―5米）褐色砂礫（35―12米成田

層）褐色粘土（1米）青灰色粘土（3．5

―7米）灰色砂（2―3米）粘土（3―
7米）以下砂礫。

この成田層から上は第四紀の洪積層

に属し、以下は第三紀層のうち「東京
層」と呼ばれる地層であります。この

ローム層の上に、丘陵上で約2尺位、

谷間の低地で粘土層上に約1―3米の黒
色有機土が被さつて居ります。この黒

色有機土層は、土地隆起後にその上に

茂つた植物や動物の腐敗したものが堆
積したもので、谷底では広義の一種の

泥炭（草炭）化して居り、中に、クリ

ナラ、クヌギ等の喬木の炭化したもの

や、アシ、カヤ等の禾本科植物の炭化

したものも混じています。ローム層は

海底沈積の火山灰でありますがそれ以
下の粘土や砂礫層はいづれも流水の

運般した水成層であり、渋谷附近も一

般の東京山ノ手の基盤と同じく、多摩
川や中川が大昔に運んだ一大三角洲の

一部であると言うことが出来ます。こ

のうち成田層には褐色貝殻化石が、東
京層の中にも貝殻（いづれも海の）の

化石層が混じて居り、東京の低いとこ
ろ、（渋谷では広尾附近）では第四紀
沖積層の有楽町層と呼ばれる青い砂利
層があり、海の貝の化石を沢山含んで
います。これ等は要するに、東京の地

層は海底運般土砂が沈積して出来たも
のであることを良く証明しています。

こんなにして渋谷の地質は海底に沈積

した地層を流れがけつつて谷を作り、

その残つたところが丘であることがわ
かるのですが、従つて、丘陵上は地質

が堅く建築物や道路が地震等に安全で

あり、低地は地質が水分を多く含んで
弱いことがわかります。この丘陵の周
辺、標高25米線附近は、地上からの浸
とう水分が粘土にはゞまれて外に流出

する涌水線を作り、古代の住宅聚落は
先づその附近からひらけはじめ、次第
に丘陵上に発展して作つたのでした。

保健所だより

腸チフス、パラチフスの
予防接種

赤痢、疫痢などと共に本年は陽チフ

ス、パラチフスの流行が予想されるの
で予防接種を行うことになり満3才か
ら60才迄の全区民に来る5月28日から6

月5日まで毎日午後2時から午後6時ま

で毎日小学校で第1回目の予防接種が

実施される。

本年始めて予防接種を受ける方は3
回式で実費26円、昨年予防接種を受け
た方は1回式で8円である。なお日割や

腸チフス、パラチフスの注意事項を印

刷したパンフレツトが近日各家庭に配
付されるが、1人残らず予防接種をう
けられるよう保健所では希望している

国勢調査員の表彰
昨年10月実施された国勢調査に当つ

て調査成績の優秀な調査員として都に

内申中であつた下記3氏の表彰式が5月

15日午前10時から区役所応接室で行わ

れ内閣総理大臣からの表彰状と副賞が

区長から伝達された。

住所氏名

向山町94石橋仙吉

恵比寿通1～7山村材美

宮代町1山内桂吉

新装なつて球場開き
（代々木大山グランド）

かねて改装中であつた区営の代々木

大山グランドにスコアボールド、ベン

チも入り周囲の柵もすつかり出来上り

面目を一新した。井戸も新しく掘つた

ので運動の後で手足を洗うことも出来

るようになつた。

去る5月11日に区では球場開きを行

い、午後3時まづ区長始球式を行つた

続いて区役所内の昨年度野球優勝チー

ムである総務課チームとグランド主管

課の土木課チームが試合を行い16対11

で総務課が優勝した。

春季大掃除
必ず行いましよう

今年も例年の如く5月17日から27日

まで下記の日程で春季大掃除か実施さ

れる。伝染病と火災予防のため必ず大

掃除を行いましよう。なお当日雨天の

場合は後日お知らせします。

5月17日元広尾出張所管内

〃18日長谷戸〃

〃19日常磐松〃
〃20日大向〃

〃21日上原〃

〃22日西原〃

〃23日初台〃

〃24日本町分室

〃25日笹塚出張所管内

〃26日千駄谷〃

〃27日穏田分室

塵芥、汲取の御用は
清掃事業部へ

区内の屎尿、塵芥の蒐集、処理、運搬
等に関する事務は区役所ではなく，八

幡通2丁目10番地5号の並木橋陸橋下の
国電と東横線の交叉点附近にある都清

掃事業部渋谷区出張所が取扱つている

お台所のごみ、屎尿又は河川、道路の
清掃等でお困りの方は葉書又は直接同
所へお出でになつてお申し出で下さい

訂正前号2頁と3頁の行間の人権相談
日は毎月第2月曜日の誤りにつき訂正

いたします

日程表


