この宣伝には︑共産党
から市会議員団のほか︑
おりぐち勲府政対策委員
長︑野口前議員も参加し
民主党政権による 道で﹁消費税 ％へのアッ ぎる人々が多くいました︒ました︒

きな運動を展開していく

消費税大増税と社会 プと社会保障の切捨て中
連絡会では︑手を緩め
保障の﹁一体改革﹂ 止を求める請願﹂署名活 ることなく今後さらに大

枚 方市 は︑大 阪府 の
広域 処理 への 協力 は必
要と 考え るが ︑大 阪府

るた め︑ 災害 廃棄 物の

ら れてい る施 設又 はこ

バ グフィ ルタ ーに 湿式
排 ガス処 理装 置が 設け

設 けられ てい る施 設︑

今回は﹁消費税増税
と社会保障の一体改悪﹂
で 兆円の負担増︒景
気と経済に大打撃を及
ぼすことは火を見るよ
の焦点と なる通常国

消費税 増税が最大 り明らかです︒
針 に対し て︑ 東部 工場

会が始ま りました︒ ﹁社会保障のための増
年前︑税率が３％か 税﹂という注釈つきで

各紙の世論調査では
は ﹁焼却 灰の みを 溶融
する灰溶融炉﹂である︒
被災地 の早 期復 興に
向 けて︑ 市は 今後 も可
能 な支援 方法 の検 討を
続ける︒

ら５％に引き上げられ︑も︑増税反対が賛成を

民負担増でした︒

この声に応え︑一体
わせましょう︒

とセットで９兆円の国 改悪ストップへ力を合

入︒当時は医療大改悪

日本経済は大不況に突 大きく上回っています︒

※他にも、高齢者用改善住宅、若者向けなどあります。詳しくは党事務所・議員団まで

の問題が通常国会の 動を行いました︒

の署名が寄せられました︒

﹁指 針﹂ をふま えた 上
で東 日本 大震災 で生 じ
が策 定し た指 針を 検討
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最大 の焦点
道行く市民の関心は高 予定です︒
にな ってい く︑一時間弱の間に 筆
ます︒
﹁ 消費税
﹁寒い季節にふところ
廃止 枚方連 まで寒くなってしまう︑
絡会﹂では︑︵暮らしは︶どうなって
１月 日︑ いくのか﹂と怒りと不安
市役 所前緑 を口にしながらペンをに

た災 害廃 棄物の 受け 入

の設置がない︒

の 指針に 対し て︑ 穂谷
川では︑バグフィルター

置 がある 施設 ﹂と の府

れ らと同 等の 処理 能力
を 有する 排ガ ス処 理装

○その理由と根拠

した 結果 ︑受 け入 れ処
理は行わない︒

日に 市会議 員

れに 関す る考え 方を 示
しました︒
１月
団へ 報告 があり まし た︒ 市 の東 部清 掃工 場と
内 容は 以下の とお り 穂谷 川清 掃工 場が 府の
指針 によ る処 理施 設の
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です︒
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東部清掃工場⁝
﹁焼却 灰の みを 溶融

が示されます。

基準にあわないため︒
穂谷川清掃工場⁝

2月15日（水）厚生委員協議会

高田・津田第二
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ります。
初日に、市長の市政運営方針

⁝⁝⁝⁝⁝⁝
枚 方市 は被災 地の 想

2月27日から３月議会が始ま

す る灰溶 融炉 につ いて

※開会時間は午前10時からです。

﹁ バグ フィ ルタ ーが

2月16日（木）総務委員協議会
2月17日（金）建設委員協議会

起復 旧・ 復興を 支援 す

2月14日（火）文教委員協議会

東牧野・津田山手 各１ 船橋
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は ︑災害 廃棄 物の 処理
に は用い ない ﹂と の指

申込み期間は1月25日〜２月８日
（申込み用紙あります）
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