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梅雨の候、益々ご清祥のこととお喜び申し上げま
す。日頃より皆様の力強いご支援・ご協力を頂いて
おりますことに改めて御礼申し上げます。
国政では税金や年金・医療費・国保さらに、タバ
コ税や酒税と、「取れるところから取る」政策で弱
者やサラリーマンの負担増が一層加速しています。
三田市では、６月議会も終わり、平成１７年度最
終的な予算補正も可決されました。国政の税制改革
を受け、国保や市税も条例改正されました。
そんな中、6 月 22 日三田市職員が収賄で逮捕さ
れ、翌 23 日から県警による庁内 6 部署の関係書類
を持帰り、聞取り調査が行われました。いわゆるガ
サいれを初めて目の当たりにしました。
キッピーモールの運用疑惑で、助役解職、担当部
長・次長の辞職など、一通りけじめが付けられた、
と思った矢先の逮捕でした。法令順守の規範となる
べき市職員の相次ぐ不祥事に、「市のコンプライア
ンス推進委員会を設置して、徹底した業務の見直し
を図り、気を引き締めた市政運営を進めることで、
信頼回復を図る」と市長の意思表明がありました。

5 月 27 日と 28 日に、それぞれ三輪地区・三田地
区のミニ集会を開催し、少人数ではありましたが、
本当にひざをつき合わせて近隣の問題や三田市の
課題について語り合うことができました。参加くだ
さった方々や関係各位に心より感謝いたします。こ
れからも、後援会の全戸訪問や、秋にはニュータウ
ン地区のミニ集会を企画しております。ぜひ多くの
方にご参加頂き、皆様の身近な問題やいろいろなご
意見・ご要望をお聞かせ下さい。
これからも、市財政をしっか
りチェックするとともに、
市民サービスの一層の向上、
「安心・安全」
・「活気・活力」
の元気なまちづくりに向け、
精一杯頑張って参ります。
今後とも、皆様の力強いご支援
を、何卒よろしくお願いいたし
ます。

三田初のマダン︵交流広場︶
連合三田の働く仲間の皆様と
一緒に参加しました︒
焼き鳥は大盛況でした︒

三菱労連や班長会の皆さんと
クリーンアップ活動︒
どうしてこんなに缶やタバコの
ポイ捨てが多いのでしょう？
民主党兵庫５区総会
小沢党首を迎え︑地域からの日本
の建て直しを意思統一しました︒

連合兵庫の生活闘争
勤労者や弱者の負担増となる
税金・年金・保険料・医療費など
これでいいのか？日本！

-

議会活動
■６月議会（第 285 回定例会）6/5〜6/23
◎ 概要
今回は、駅前商業棟関連と補正予算が中心。
駅前商業棟に関し、以下の３点がポイントでした。
①市長責任と法令順守にむけた市の取組み
②今後の活性化に向けた取組み
③特別調査委員会（百条委員会）中間報告
（市と地域振興㈱は終結、今後固定業者への発注
内容について確認し、早期に報告する。）
びとう和広の、一般質問の要旨は、
(問)財政健全化のためにも、雇用創出は喫緊の課題で
ある。雇用創出や勤労研修所の政策と県・近隣市
との連携をどう考えるか？
<答>第２テクノパークは、都市再生機構の開発中止決定
を受け、市が機構から土地を購入する手法は考えて
いないが、民間活力の導入による開発造成・企業誘
致にむけ、具体的推進策を協議中。市は地元調整・
道路整備など可能な限り協力・支援する。
また、厚生労働省のトライアル雇用事業の雇用体験
で研修所の代わりを考えている。県のプロジェクト
や、近隣市による産業活性化研究会・ツーリズム振
興連絡協議会などにより、連携を図る。
(問)今回の不祥事に対し、市民への信頼回復・今後の
活性化をどう考えるか？また、B/C ブロック・三田
駅北地区の方向性をどう考えるか？
<答>法令順守は市職員の大前提である。「コンプライア
ンス推進委員会」を設置し、課題対応の条例整備と
公益通報に対応する外部機関の設置等を検討する。
信頼回復に向け全庁一丸で取り組む。B/C ブロック
は組合施行で、地元再開発推進協議会と連携を図
り、プラスワンの新地権者にも再開発事業への参
加依頼中。駅北は高次線まで安全面を支援する。
(問)良い教育のために、教員に本来業務のための業務
効率化、ＩＴ環境・支援体制が必要ではないか？
<答>学校のＩＴ環境と保護者・地域との連携を推進す
る。定期的にスキルアップの研修など実施する。

６月議会の会派を代表して一般質問
今回のテーマは次の６点です︒
・雇用創出
・まちづくり推進課の設置
・三田駅周辺活性化
・安全のまちづくり
・教育現場の業務支援
・環境の消費量管理

■５〜７月の活動
◎ 委員会
5/31・6/1・6/20・6/23：経済建設常任委員会
（第３セクター決算/予算、要望書、産廃処理）
6/30：健康福祉審議会(障害者福祉基本計画)
◎ 行事出席
5/̲1：第 77 回メーデー三田地区大会出席
5/̲3：民主党党員拡大キャンペーン街頭行動
5/22〜23：民主党地方自治体議員団会議出席
5/30：国体実行委員会出席
6/̲3：民主党兵庫 5 区総会
6/̲4：連合兵庫生活闘争街頭行動
7/̲1：第 48 回市制施行記念式典

調査報告

今回は、生活闘争を受けて、私たちの生活に直結する税金について
検証しました。
（住民税は、県民税と市民税をまとめた言葉です）

小泉総理の内に増税はしないと公約した自民党。
圧倒的勝利に、気がつくと増税ラッシュです。
平成 18 年１月：サラリーマン定率減税半減、
４月：住宅融資減税半減
：非課税限度額加算額の引下げ
５月：酒税増
７月：タバコ税増
平成 19 年１月：定率減税全廃
など、次々と増税が実施されています。
下の表（表１：定率減税の廃止と県・市民税率改正に
よる影響）を見ていただくと、定率減税廃止による皆様の
負担額が見えてきます。ただし、税率からそのまま税額
が出ないので、前後の境界地から推測下さい。
定率減税は所得税で 25 万円、住民税で 4 万円が限
度額でしたので、700 万円を超えれば影響は同じになり
ます。私たちサラリーマンの一番多い 500 万円までの方
にとって配偶者特別控除や老年者控除の廃止など、課
税対象額が高くなることは、結局増加した課税対象額の
２～３割が増税となります。
また、酒税では、より安いビールとして開発された発泡
酒や第３のビール（穀物系発泡酒）がビールと同じ区分
となり 350ｍｌで３．８円の増税です。
本当に庶民の楽しみを奪っていくものです。
さらに医療費負担増・年金や介護保険の負担増な
ど、取りやすいところから取る、弱いものにシワヨセの政
治に、格差は拡大の一歩です。
市議会の議案になった段階では、「国の税制改革に
伴う改正です」と言われれば、反対の仕様がありません。
より多くの人に政治に感心を持っていただき、しっかりと
政策に参加いただけるよう、情報発信を続けていきま
す。そして、働いた汗が本当に報われる社会になるよう、
力一杯頑張ります。皆様のご意見をお待ちしています。

◇税制改革の概要
1.定率減税
所得税及び住民税を一定割合減額する制度で
1999 年小渕内閣のとき景気対策のために導入さ
れました。
給与所得などの所得の合計から各種控除額を差
し引いた「課税所得額」に対し、
・所得税の２０％を減額（２５万円限度）
・住民税の１５％を減額（ ４万円限度）
の定額を減免されます。
2.所得税率と住民税率の改正
国の三位一体改革の税源移譲を目的とした税制
改正で、各個人の負担はほとんど変わらないよ
うに配慮されています。
・所得税率
10〜37％４段階 → 5〜40％６段階
・住民税率
5〜13％３段階 → 10％一律
3.酒税
アルコール飲料を従来の１０数種に区分してい
たものを以下の 4 種類に集約しました。
(1).発泡性酒類
ビール・発泡酒・その他発泡性酒類(10 度未満)
(2).醸造酒類
清酒・果実酒及びその他の醸造酒（除発泡性酒）
(3).蒸留酒類
連続/単式蒸留焼酎･ウィスキー･ブランデー･ス
ピリッツ及び原料用アルコール（除発泡性酒）
(4).混成酒類
合成清酒・味醂・甘味果実酒・リキュール・
粉末酒及び雑酒（除発泡性酒）
4.タバコ税
国・県・市合わせて 1 本 1 円程度の増税です。

表１：定率減税の廃止（平成19年1月より）と県・市民税率改正（平成19年度より）による影響
課税所得額
195
200
330
366
695
700
790
900
1800
1800

万円以下
万円以下
万円以下
万円以下
万円以下
万円以下
万円以下
万円以下
万円以下
万円超

所得税
県税
市税
従前 改正 従前 改正 従前 改正

10%
10%
10%
10%
20%
20%
20%
20%
30%
37%

5%
10%
10%
10%
20%
20%
23%
23%
33%
40%

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%

4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

3%
3%
8%
8%
8%
8%
8%
10%
10%
10%

6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%

合計
従前
改正

15%
15%
20%
20%
30%
30%
30%
33%
43%
50%

15%
20%
20%
20%
30%
30%
33%
33%
43%
50%

定率減税後税額（単位：万円）
従前
改正
増税額

23.9
24.5
46.0
49.0
140.3
141.6
167.7
204.0
591.0
591.0

29.3
30.3
56.3
59.9
165.8
167.4
197.1
233.4
620.4
620.4

境界額での試算

5.4
5.8
10.3
10.8
25.5
25.8
29.4
29.4
29.4
29.4

市民相談・説明
キッピーモール（三田駅前商業棟）の交通利便性が悪
いとの指摘がありました。対応を含め状況を報告します。
キッピーモールには、２つの駐車場と３つの駐輪場が
準備されています。便利な使い方を紹介します。
＜駐車場＞
(1).第１駐車場 223 台分（三田駅バスターミナル横）
(2).第２駐車場 365 台分（ホテルメルクス横）
①第１・第２駐車場とも入庫から１時間無料
②まちづくり協働センターを使用すれば２時間無料
（５階行政コーナー窓口・６階スタッフルームで
駐車券を提示し、検印が必要です）
③キッピーモールで１０００円以上の買い物で
1.5 時間無料（一部除外店舗あり）
上記①・②・③は併用できるので１＋2＋1.5＝4.5 時間
まで無料となります。
＜駐輪場（自転車・バイク）＞
(1).キッピーモール無料駐輪場（ビル南側）
(2).駅前第１駐車場内の有料駐輪場
(3).駅前地下有料駐輪場
なお、(2)・(3)の有料駐輪場もまちづくり協働
センターを使用すれば無料になります。
①一度料金を支払い、領収書をもらう。
②6 階スタッフルームで領収書に受付印を
押してもらう。
③駐輪場で領収書と引換えに返金してもらう。
駐車しやすい駐車場を要望していますが、現在の情勢
では、現設備の有効利用でお願いいたします。少し手
間が掛かりますが、費用負担は相当の改善となりまし
た。駅前ロータリーの一時駐車場に長時間駐車や周辺
に路上駐車することがないように、また、自転車やバイク
を歩道に止めないように、上手に活用しましょう。

びとう和広後援会より
後援会会員の皆様方には、日頃より力強いご支
援・ご協力を賜り、誠に有難うございます。心より厚く
御礼申し上げます。
『びとう和広』 は、議員になってもうすぐ２年となりま
す。任期４年の折り返し点に向かい、初心に返り、皆様
との対話を進めております。まだまだ未熟ではあります
が、皆様に育てて頂ければと考えております。
【びとう和広 後援会 連絡先】
＜連絡先＞〒669-1513 三田市三輪２丁目３番３３号
三菱電機労働組合三田支部気付
Tel : 079-563-1860 Fax : 079-563-5093

行事・事業
̲5/27：びとう和広後援会ミニ集会（三輪地区）
･･･18：00〜19:30 三輪会館（総員 20 名）
̲5/28：びとう和広後援会ミニ集会（三田地区）
･･･18：00〜19:30 南区公会堂（総員 12 名）
̲6/24：労組三田支部主催潮干狩りへの協賛
̲7/̲3：三菱電機三田製作所内での市政報告会
＜これからの後援会の行事・事業＞
̲7/28（金）三菱電機（三田）サマーフェスティバル
後援会として協賛し、新鮮野菜市・くじ引き・
ポップコーンを計画しています。
三菱電機（三田）サマーフェスティバルでは
17:15 軽音楽部のライブ
18:00 轟轟戦隊ボウケンジャー ショー
18:30 ご挨拶
18:50 ST28 ライブコンサート
19:15 吉本（千鳥・スマイル）お笑いショー
19:40 パパイヤ鈴木ステージショー
20:30 豪華商品の当たる大抽選会
21:00 閉会
以上のステージ行事のほか、各種屋台でにぎわい
ます。
̲8/̲4(金) 後援会主催ビアパーティ
17：30〜20：00 菱和会館２階
会費：1000 円です。
楽しいひと時で、暑さを
吹き飛ばしましょう。
多数のご参加よろしく
お願いいたします。
なお
10 月：地域別市政報告会(フラワー・ウッディ地区)
を計画しています。本当にひざをつき合わせての語
る会です。ぜひご参加下さい。

後援会としても、びとう和広の活動を知っていただくと
ともに、皆様の声をびとう和広に送っていただけるよう、
行事開催や活動を通し、支援を続けて参ります。
『びとう和広』 は、皆様の声をお聞きし、何事にも一
生懸命精進するとの決意で活動を進めて参ります。
今後とも、旧倍のご指導・ご鞭撻をよろしくお願い申し
上げ、ご挨拶といたします

びとう和広後援会 会長 ： 長谷川 満敏
＜自 宅＞〒669-1537 三田市西山２丁目１１番１３号
Tel : 079-562-8653 , Fax : 079-562-0730
＜電子メール＞ bit@venus.dti.ne.jp
＜ホームページ＞ http://www.bito-kazuhiro.com

