１月 日（木）に 私・富田 たくは、吉 田
信夫都議会 議員と方 南町駅のエ レベータ 設
置運動を長 年続けて きた「東京 メトロ利 用
者の会」の みなさま と、東京メ トロ本社 に
赴き、杉並 区内にあ る地下鉄駅 のエレベ ー
タの一日も 早い設置 をもとめて 、交渉を 行
ないました。

方南町駅のエレベータ
工事の早期着工を！

です。

富田たく

また、 方南町駅 だけでなく 、現在エ レベ
ター設置工事が行なわれている新高円寺駅、
東高円寺 駅の設置 工事につい ても早期 完了
を申し入れました。

東京メトロとの
交渉内容（
抜粋）

◇方南町駅エレベータの状況は？

【メトロ】２０１０年 月用地取得後、
２０１ １年４月まで埋蔵文化財の有無の
確認を 行なっていた。現在は、駅から用
地まで の地下道を環七通りの下に設置す
ること から、行政との調整などを行なっ
ており、設計を行っている段階。

◇工事のだいたいの期間は？
【メト ロ】上部にはエレベータの他に駅
員が使 う更衣室などの設備を持った建物
を作る 予定で、通常着工から１～２年か
かるが 、環七などもありそれより長くは
なると思う。。

◇ホー ムページや駅掲示板などで、定期
的に進み具合を公表してほしい。
【メトロ】社内で検討してみます。

◇改めて早期設置をお願いします。
【メト ロ】利用者の方々に喜んでもらえ
るよう努力します。

２０１２年１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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みなさま からご協 力をいただ いた「方 南
町駅のエレ ベター早 期設置署名 」（３０ ２
筆分）を手 渡し、方 南町駅のエ レベター の
早期着工、早期設置を申し入れました。
↑東京メトロ利用者の会のみなさまとメトロ本社前で(2012/1/12)
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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

15回目の東京メトロ交渉で、みなさんの声を伝えてきました!
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消費税増税論の
ゴマカシに騙されないで！

ﾒｰﾙ info@tomitataku.jp

【ご購読の連絡先】
◇日本共産党 富田たく 事務所
TEL：3314-5551
FAX：3318-1492

放射線量測定します！

消 費 税 増 税 で は
日 本 は 良 く な ら な い！！

野 田内閣が消費税の 引き上げ方針を打 ち出しました
が、 大手メディアの世 論調査では軒並み 消費税反対の
声が５割を超えています。
住 民の暮らしが深刻 になっている中で の、増税は日
本経 済に大きな打撃を 与えてしまうので はないでしょ
うか？
１ ９８９年に消費税 が導入されてから ２０１１年ま
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大企業と大資産家減税
・・・1.7兆円
米軍への思いやり予算
・・・3500億円
在日米軍維持経費
・・・7000億円
次期主力戦闘機F35(4機)
・・・600億円
原発推進予算 ・・・4200億円
東京外環道推進
・・・1237億円
(総事業費1兆2800億円)
八ツ場ダム建設再開(今後)
・・・9000億円
政党助成金
・・・320億円

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

での 年間で、消費税 収は２３８兆円に 上りました。
一方 、同期間の大企業 法人３税の減収は ２２３兆円に
もな り、消費税の導入 と引き換えに、大 企業と大資産
家へ の大幅な減税が実 施されてきました 。その結果、
国と 地方の税収が減り 続け、大量の国債 発行が行われ
てきました。
今 やるべきことは、 税収が減った原因 でもある法人
税・ 大資産家への行き 過ぎた減税を元に 戻し、負担能
力に応じた課税を行うことです。

ムダ遣いがこんなに!!

◇ 新高 円寺駅 のエ レベー タの 状況
は？
【メトロ】荻窪方面口 は１月中に
工 事完 了の予 定で 、杉並 区や 消防
の 検査 を受け て問 題なけ れば 利用
が 開始 できる 。新 宿方面 口に つい
て は当 初より 工事 の日程 が延 びて
し まっ ている が、 来年度 中に は利
用 して いただ ける よう努 力し てい
る。
◇ 東高 円寺駅 のエ レベー タの 状況
は？
【 メト ロ】荻 窪方 面口は すで に設
置済みで、新宿方面口については、
新 高円 寺駅と 同様 に工事 が伸 びて
お り、 来年度 中の 利用を 目指 して
努力している。

(来年度予算等にみる)

新 高円 寺駅 荻窪 方面 は
１月中に工事完了予定！

メ ト ロ 交 渉 、 新高 円 寺 ・ 東 高 円 寺 駅

↑東京メトロに届けた署名(302筆分)

消費税の増税はホントに必要なの？！

