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杉並区「基本構想答申案」の区民意見募集期間が12月1 0日に終了します。

http:/ /www2.city.s uginami.tokyo.jp
/ library/ file /public_ siryo_ h2303.pd

③広報すぎなみ
11月11日特集号に掲載されています。

【問合先】杉並区政策経営部企画課

TEL：０３（３３１２）２１１１（代表）
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杉並区の今後 年に
みなさんの声を届けよう
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②区ホームページ

杉 並区 では 現 在、 今後 年 の 方針 を決
める 「基 本 構想 」 を作 成 中で 、そ の 素案
に対する意見募集が行なわれております。

企画課窓口(区役所東棟4階)、区民事
務所・分室、駅前事務所、図書館など

基 本構 想は 、 昨年 月 から 審 議会 が立
ち上 がり 今年 月 に答 申 案と し て発 表さ
れました。
そ の内 容 は荻 窪 駅周 辺 など の大 型 開発
につ いて は 具体 的 に記 述 され てい る のに
もか かわ ら ず、 現 在の 厳 しい 区民 生 活の
実態 や放 射 能汚 染 対策 、 保育 や高 齢 化問
題など福祉にかかわる記述は極めて薄く、
偏った物となっています。

①区役所など区施設

意 見募 集は 月 日ま でで す 。み なさ
んの声を基本構想に反映させるためにも、
是非、ご意見を杉並区へ届けましょう！

◆基本構想の閲覧場所◆
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◆パブリックコメント（区民意見）の提出方法◆
基本構想へのご意見はお ①郵送（封書、ハガキ）
名前とご住所を明記の上、
杉並区政策経営部企画課（杉並区基本構想新議会事務局）
封書・ハガキでの郵送や、F
〒１６６－８５７０ 杉並区阿佐ヶ谷南１－１５－１
AX、Ｅ－ｍａｉｌなどで右
記宛先へ提出してください。 ②FAX
FAX番号：０３（３３１２）９９１２
特定のフォーマットが決
められているわけではあり
③Ｅ－ｍａｉｌ
ませんが、杉並区が用意し
kikaku-k@city.suginami.lg.jp
た意見記入用紙も区施設で
配布されており、その窓口 ④区施設窓口
へ直接提出することもでき
意見記入用紙を配布している区施設の窓口
ます。
※意見記入用紙を使用しなくても意見提出は行えます。

杉並区民新聞

２０１１年１２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

2011.１2.11 №40

月 日に区から全 議員に向けて、 杉並区の総
合計画（ 案）・実行計画 （案）の説明 がありまし
た。説明 では「基本構想 答申案がまと められたの
で、これ を受け区は、基 本構想を実現 するための
具体的な 筋道となる総合 計画・実行計 画の案をま
とめました。」とありましたが、ここで疑問が…
そもそ も、「基本構想 」自体がまだ 決定されて
いない状 態、それも区民 意見を募集し ている状態
なのに、なぜ総合計画の案が作れるのでしょうか？
本来、 基本構想の策定 を受け、総合 計画や実行
計画が作 られるという順 番なのですが 、これでは
基本構想 答申案の区民意 見を募集して も意味がな
いうえに 、基本構想答申 案が、区の総 合計画や実
行計画あ りきの物だった のではと疑問 になってし
まいます。

③12/11(日) 14時から
杉並区役所(第4会議室)

パブリックコメント期間

平成２３年１２月１日
～１２月３０日

月 １ 日 から は 、 総合 計 画 （ 案） ・ 実 行計 画
（案）の パブリックコメ ントもはじま ります。手
順に疑問 が残りますが、 その辺も含め てみなさん
の声を杉並区に届けましょう！

②12/8(木) 19時から
井草地域区民センター
(第1・2集会室)

杉並の いきもの 紹介

【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
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蚕糸の森の『
オナガカモ』

月 下旬の 暖か
い日、蚕 糸の 森公
園で出会 った オナ
ガカモで す。 渡り
鳥の中で も良 く見
る種類で 、オ スの
尾羽の中 央２ 枚が
長く伸び るこ とか
らこの名 前が 付い
たようです。
オナガ カモ は北
半球に広 く分 布す
る渡り鳥 で、 ユー
ラシア大 陸、 北ア
メ リカ大 陸の 北部で 繁殖 し、冬 に
な ると各 大陸 の温帯 、熱 帯地域 な
ど に渡り 越冬 します 。日 本には 冬
鳥として全国に多数渡来します。
繁殖期 のオ スは頭 部が 茶褐色 で
胸 元が白 く、 翼の付 け根 あたり に
黒 と白の 縞模 様の羽 があ らわれ ま
す 。メス は全 体的に 茶色 のまだ ら
模 様で、 非繁 殖期の オス もメス に
良く似た模様になります。
警戒心 が薄 いのか 、か なり近 づ
い てカメ ラを 構えて もあ まり気 に
しない様子でした。

原 発 輸 出 Ｓ Ｔ Ｏ Ｐ ！！

前号(№39）の発行が遅れ、
一部の地域で、お手元に届くの
が遅れてしまいました。
毎週楽しみにされていたみな
さまにお詫び申し上げます。

3,400
800
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①12/6(火) 19時から
永福和泉地域区民センター
(第1・2・3集会室)
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杉並区「総合計画」説明会
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↑ 日向でまどろむオナガカモ（オス）
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全長 前後 の身 体で地 球規模 の
移 動をし てし まうん です から、 生
物ってほんとにすごいですね。
70
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いきものデータ

◆和名： オナガカモ
◆学名： Anas acuta
◆分類： 脊索動物門＞鳥綱＞カモ目
＞カモ科

基本構想が作成中なのに、なぜ総
合計画案が出てくるの？

もう、総合計画（案）が発表！？

