３月 日に 終了し た杉並区 議会です が、 委員長は自民党の議員でした。
総務 財政委員 会で採 択される べきも の
その最 終日に自 民・公 明・民 主社民な ど
の会派 から「オ リンピ ックの 東京招致 」 と賛成 多数で決 められ 、本議会 最終日 に
「招致決議」案が提出されました。
決議案が提出されました。
オリ ンピック は世界 平和とス ポーツ の
前回 の招致運 動では 石原都 知事が都 民
の税金 ２００億 円を湯 水のよ うに使い 込 祭典で す。しか し差別 発言を繰 り返し 、
核武装 論者の石 原都知 事が行っ てきた オ
み大問題となっておりました。
東日 本大震災 が起き てから 石原都知 事 リンピック招致はその理念からかけ離れ、
のオリ ンピック 熱が再 燃し、 ２０２０ 年 彼の政 治的パフ ォーマ ンスと化 してい ま
す。実 利のない 招致運 動に無駄 な税金 を
の招致に力を入れているようです。
使うより、震災復興を優先すべきです。
招致 決議の審 議の中 で、区民 の賛成 は

公明議員「
多くの国民・
区民が賛成している」

あるの かとの質 問に、 公明党議 員は「 多
くの国民・区民が賛成している」と答弁。
また石原都知事の差別発言などオリンピッ
クの理 念に反す るので はとの質 問には 、
自民党 議員から 「私は 知らない 」と無 責
任な答 弁もあり 、議論 するより さっさ と
決議し てしまお うとい う与党勢 力の下 心
が見え隠れしました。
震災 復興を差 し置い てオリン ピック を
口実に 三環状道 路建設 などに巨 額の税 金
を使うのは許せません。
結果 的には、 自・公 ・民社・ みんな な
どの会 派の賛成 多数で 決議は強 行され ま
したが 、反対し た議員 は３割以 上に上 り
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
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他の陳情・
請願を
差し置いて審議

議会内でも３割が反対なのに決議強行！!
杉並 区議会で は「招 致決議 を求める 陳
情」が 区民から 提出さ れまし た。他に も
区民生 活の向上 を要求 する請 願・陳情 は
たくさ んあるの ですが 、それ らは殆ど 取
り上げ られない 中で、 この招 致陳情が 総
務財政 委員会で 審議さ れまし た。陳情 ・
請願の 審議は担 当する 委員会 の委員長 の
裁量で 決めるこ とがで きます 。この時 の
↑東京都に寄せられた都民の声

?!

!!

です。

富田たく
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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
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都 区 政 報 告 会 開 催 し ま す ！ ！

高円寺南地域

和田堀地域
とき ：４/２８ (土)1 ３：３0

と き：４/ ２２(日 )14 ：00

場所：和田堀会館

場所：馬橋ピースホール

(13:00開場)

高円寺南3-30-12共産党地区委員会3階

堀ノ内2-22-3 2階洋室

◆メインスピーカー
東京都議会議員

◆特別ゲスト

衆議員東京8区候補

吉田 信夫
杉並区議会議員

富田 たく

上保 まさたけ
どちらも入場無料です。
お近くの会場にお気軽にお越しください。

目＞バラ科＞サクラ属

↑蚕糸の森公園の満開のソメイヨシノ

消 費税 増税は
日本経 済に大 打撃 ！

3,400
800

【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

杉並の いきもの 紹介

◆和名： ソメイヨシノ
◆学名： Prunus × yedoensisi
◆分類： 被子植物門＞双子葉植物綱＞バラ

『
ソメイヨシノ』
満開！

日本の 春は やっぱ り「 ソメ イヨシ ノ」 。エド ヒガ
ン 系の桜 とオ オシマ ザク ラの 混合種 で江 戸中期 から
末 期にか けて 広まっ たと いわ れてい ます 。自然 交配
か らの雑 種な のか人 工交 配な のかは 議論 が分か れる
とこ ろで すが 、 接木 など の 人の
手を 借り な いと 増え る こと がで
きず 、全 国 のソ メイ ヨ シノ は元
をた どれ ば 限ら れた 数 本の 原木
に行き着くそうです。
若 木か ら 花を 付け る こと と、
葉よ り先 に 花が 開花 す るこ とが
好ま れ、 日 本全 国の 公 園な どに
植えられています。
満 開の 桜を 見 つけ ると つ いつ
い足を 止めて、見入ってしまい
ますね。

いきものデータ

(13:30開場)
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放射線量測定します！
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！
ﾒｰﾙ info@tomitataku.j p

