杉並区議会終了！ 注目の減税基金条例が廃止へ
山田区政時代の悪法がまた一つ無くなりました！
22

日間 の

36

２月
日で

億 円の税金 で

年後

人規模 の認 可保育 園を ５施設 整備 す

の住民税をゼロにするという構想です。
この 構想は低 所得者 に殆どメ リット が
無く税 の再分配 機能が 破壊され ること 、
また区 民合意の ないま まの強引 な手続 き
になど に対し、 党区議 団は当初 から反 対
を表明 。全戸ビ ラ配布 や駅頭ア ンケー ト
など区民周知に努めました。

国債等 を買いあ さり、そ の利子で

100

減税 自治体構 想は毎年

日か ら開催 されてい た２０１ ２ 税 金で財テク…前 代未 聞
の愚策に終止符が！

10

です。

富田たく

16

年第一 回定例議 会が３月
会期を終了しました。

「減税基金条例」が廃止に！！
本議 会は杉並 の 年を決め る「杉並 区
基本構 想」や、 来年度 予算審 議など重 要
な議会 となりま した。 また山 田区政時 代
に制定 された「 減税基 金条例 」の廃止 条
例も審 議される など注 目度の 高い議会 で
した。

150

るのに 約 億 円、国 公有地を 使った大 規
模特養 ホームで 十数億 円。１５ ０億円 が
どれだ けの福祉 を向上 できるか 具体例 を

10

示して論戦を展開してきました。
区幹 部職員は 「予期 せぬ経済 情勢の 変
化」「 大震災の 影響」 などと条 例廃止 の
言い訳 に終始し ました が、当の 田中良 区
長は「 リアリテ ィに欠 ける」と 一刀両 断
で、答弁に食い違いが出ました。

２０１２年４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

100

区長と幹部職員の
答弁に食い違いが！

↑有名作家に作成を依頼した「減税自治体構想」の紹介マンガ。
山田前区長は政治の内容よりも、宣伝やパフォーマンスに力を入れていた。

2012.4.15 №53

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第1回杉並区定例議会終了！!

～ こんにちは富田たくです ～ 2012.4.15 №53

何でも賛成の「自・公・民」は反省を！！

自民・公明・民 主などは山田区政 時代に減税自
治体構想を天まで もちあげ絶賛。「 どの国にもな
い壮大な取り組み 」（公明）、「繁 栄を生む大事
業」（自民党）、 民主党は学校で教 えるべきとも
発言していました。
ところが、今回 の廃止案にも手の ひらを返して
賛成。時の区長の 顔色をうかがい、 区民の被害な
ど顧みずに政治を 右往左往する姿勢 はあまりにも
醜く、区民への実態周知が必要です。

減税自治体構想なきあと、
区民福祉向上に総力を！

杉並の いきもの 紹介

いきものデータ

◆和名： オトメツバキ
◆学名： Camellia japonica va r. decum
bens cv. Otometsubaki
◆分類： 被子植物門＞双子葉植物綱＞ツバ
キ目＞ツバキ科＞ヤブツバキ

都営住宅の『
オトメツバキ』

31

４ 月 の はじ め 「 都 営
堀の内三丁目 アパート」
で出会ったオ トメツバキ
です。暖かな 春の陽を浴
びて淡いピン ク色の花を
咲かせていました。
オトメツバ キは雪椿系
の園芸種で大 きな八重咲
きの花が特徴です。また、
花芯が無く、 実を付けな
いことから、 子を成さな
いという意味 で「乙女」
の名がつけられました。
ツバキの仲 間は大きく
見事な 花が印象的ですが、その
中でも オトメツバキは逸品と言
われて います。他のツバキに比
べ遅咲きで開花は３～４月。
住宅
地 でも
様 々な
動 植物
に 出会
え る、
そ んな
街 並み
を 残し
て いき
た いで
すね。

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 税増 税で は
日 本 の 経 済 は 救 え な い！

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

減税自治体構想 なきあと、年間百 億近くの税金
が宙に浮いた状態 です。区長による 新規事業の乱
発や大規模開発に 備えた基金の積み 立てなどに使
わせてはなりませ ん。山田区政下で 被害を受けて
きた区民福祉の改善に総力をあげるべきです。
↑２００９年の街頭シールアンケートのようす。
区民の大半は「減税自治体構想」に反対をしていました。

↑都営住宅のオトメツバキの生垣

