各委員会開催

９月１１日～２０日

決算特別委員会

９月２１日～１０月４日

です。

富田たく

今回も休まず
一般質問に立ちます！
９月５日（水） から杉並区議会 ２０１２
年第３回定例会がスタートしました。
毎年９月に行わ れる第３回定例 会では前
年度（２０１１年 度）の決算につ いて集中
的に審議する決算 特別委員会が行 われます。
また、議会前半 では各議員が区 政につい
て区の姿勢をただ す一般質問も行 われます。
私は今回も休ま ず一般質問に立 ち、地震

スケジュール

（１３日午前

都市環境委員会）

（１９日午前

災害対策特別委員会）

災害 時の「地域防災力 」について質 問しま
す。 区内の初期消火設 備について、 あらた
めて 総点検するととも に、震災発生 時の自
助・ 共助の取組みが問 題なく行われ るため
には 、事前の行政の取 組み、公助が 重要で
ある という観点から、 現在の区の地 域防災
力の 向上見向けた防災 他策について 、区の
姿勢をただしていきたいと思います。
出 番は９月７日（金 ）の午前中の 予定で
す。 お時間のある方は 是非、傍聴に いらし
てください。
区 議会の模様はイン ターネットで も見る
ことができます↓

杉並区議会２０１２年第３回定例会

http://www.gikai.city.suginami.tokyo.jp

２０１２年９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

本会議（議案上程・議決）

１０月５日

富田一般質問予定）

（７日午前

本会議（一般質問）

９月５日～１０日
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日本共産党杉並区議団控室 電話 3312-2111(2319) FAX 3312-2610
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杉並区議会第３回定例会がスタート！

～ こんにちは富田たくです ～ 2012.9.16 №63

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！

とみたﾒｰﾙ info@tomitataku.j p

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

放射線量測定します！

爆 も 原 発 も
ど ち ら もい ら な い！ ！

原

～ お盆 を 富 士 学園 で過 ごそ う！！ ～

福島の子ども保養プロジェクト

国会では「社会保障と税の一体改革」としてこの間、

消費税 を５％ から ％に 引き上 げる増 税と、 社会保 障
を削り に削る 法案が 、民主 党と自 民党、 公明党 によ っ
て国会審議も殆ど行われず強引に可決されました。
私た ち日本 共産党 は、逆 進性の 強い消 費税は 税制 度
として そもそ も間違 いであ り、社 会保障 の財源 は国 の
税金の 無駄遣 いの抜 本的な 見直し と、大 企業や 大資 産
家への 行き過 ぎた優 遇税制 をただ すこと が必要 とう っ
たえてきました。
杉並 区議会 でも区 内の商 店街な ど中小 企業が 消費 税
を価格 に転嫁 できず 、これ 以上の 増税は 個人商 店な ど
の存続 にかか わるこ と、ま た一般 家庭へ の負担 がこ れ
以上増 えれば 区民の 生活は 成り立 たなく なるこ とな ど
をあげ 、区長 へ消費 税と社 会保障 の切り 捨てに つい て
反対の立場で国に意見することを求めてまいりました。
杉並 区議会 での区 長の姿 勢は、 こうい った厳 しい 生
活を強 いられ る区民 に寄り 添う姿 勢を見 せず、 議会 答
弁で「踏み絵を踏ませるような質問はしないでほしい」
発言するなど、増税を容認する態度を見せております。
９月 ５日の 第３回 定例会 初日の 共産党 金子け んた ろ
う議員 が「民 自公の 三党合 意のあ り方」 につい て区 長
の見解 を問い ただし たとこ ろ、増 税容認 の姿勢 は維 持
しつつ 「合意 形成は 不十分 だった 」との 批判的 な答 弁
が出されました。
杉並 区議会 でも民 主・自 民・公 明はオ ール与 党化 し
ており ますの で、手 続き上 の問題 を区長 が批判 した 今
回の答弁は大変重要です。
ただ し、区 長は手 続きに ついて 批判を しても 、道 理
のない 増税の 押し付 けから 区民を 守ると いった 姿勢 に
立てて いない のが現 状です 。今後 も区長 の姿勢 をた だ
せるよう全力で取り組んでまいります。

区長が民自公の「三党合意の消費税増税」を批判！
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福島支援を目的として、福島の子どもたちを杉並区の施設である「富士学園」に招待しよ
うという企画が杉並区民の発案で８月１３～１６日に開催されました。
原発の事故以来、福島県では放射能汚染の影響で満足に外で遊べない状況が続いています。
お盆だけでも家族で放射能を気にせず保養してもらおうとはじまった企画で、私も１４日か
ら３日間、ボランティアスタッフとして参加してまいりました。富士学園は富士山のふもと
の忍野村にあり、涼しい中でキャンプファ
イヤーや花火、スイカ割りなど行いました。
富士学園の草むらで子ども達と一緒になっ
てバッタ取りをしていた時、ある子が「放
射能が無い時は一日で６匹もバッタとった
んだよ～！」との無邪気な言葉にハッとさ
せられ、あらためて原発被害の実情に胸が
いたくなりました。

