びとう和広後援会より

三田市 今後の予定

びとう和広は「皆様との対話を大切に」をモットーに、
1/6: 菱和会館仕事始め鏡開きに協賛
2/15: カニツアー・・・三菱電機労組（三田）との共催
3/12: 三菱電機三田製作所構内市政報告会
25nenndo
4/23: びとう和広後援会 総会
5/9: 三菱電機(三田) ＯＢ会 「みつ輪会」 懇親会
6 月: 支援労組挨拶訪問
7/23: 市政懇談会
8 月: 支援労組挨拶訪問
等の後援会活動を続けています。また、毎月第一金曜
日に市政相談コーナーを開設してまいりました。
皆様のご支援・ご参加・ご協力ありがとうございました。

プレゼンターとして
抽選させていただきました。

びとう和広後援会では、9 月 20 日開催の「三菱電機
オータムフェスティバル」に協賛し、びとう和広後援会コ
ーナーとして、昨年同様、「くじびきコーナー」を開
設致します。皆様のご参加よろしくお願い致します。
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９月議会は９月１７日が最終日・閉会
９月２４日～３０日に予算決算常任委員会として
平成２５年度三田市一般会計・特別会計 決算審査
１０月２３日に臨時議会開催・・・決算審査の採決、補正
予算の審議、新議長選挙、役員改選等

後援会会長の挨拶

【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

発行責任者
小倉義彦

議長として、議会の来年度予算申請を行う際、私は
「議会の情報発信強化」と「議会改革に向けたＩＴ化」を
提案しています。今までの議会では、パネル 1 枚まで
「言論の府」と言われ、言葉だけで質問・答弁でした。
議会の権威として、言論の重みは分かりますが、やはり
市民には分かりにくいと思います。タブレット等を用い
て、適度に写真やグラフを使って、視覚的に訴えていく
のも、分かりやすい「開かれた議会」と考えています。
新庁舎は１２月１５日に竣工式、
来年１月より市民窓口・議会から順次移転
２月下旬より始まる３月議会から新庁舎で開催
議会も議場にある大型ディスプレイやカメラのある会
議室を活かした活動を目指すべきと考えています。
また、市役所も新庁舎を活かした機能に移行していく
こと、つまりデータの電子化を徹底し、市民は１か所で
処理が出来る「ワンストップ」を提案しています。

これからの後援会行事としては、
10/3: 三菱電機三田製作所構内市政報告会、
11/19： 市政懇談会
毎月第一金曜日の昼休み： 市政相談
などを予定しています。
これからも皆様の声をお聞きし、市民サービスの向
上、安心安全で活気・活力のある三田に向け、精一杯
頑張って参ります。皆様の力強いご支援・ご協力のほ
ど、よろしくお願いいたします。

後援会会員の皆様方に於かれましては、日頃より
力強いご支援・ご協力を賜り、誠に有難う御座いま
す。心より厚くお礼申し上げます。
『びとう和広』は、昨年 10 月に議長となり、もうすぐ 1
年間の任期を満了しようとしています。市議会主催の
議会報告会に続き、市民との意見交換会を開催し、
活性化した議会・開かれた議会を推進するとともに、
中学生に本会議を経験してもらう三田子ども議会に
参画するなど、その重責を果たすべく、後援会活動と
ともに力強く邁進しています。
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後援会といたしましては、ＭＥＬＯＮ三田との共催によ
るカニツアー・潮干狩り、びとう和広市政懇談会などを
開催し、活動報告と後援会各位との懇親を深めてま
いりました。これからも一層後援会の輪を広げ、充実し
た後援会にしたいと活動を続けています。
『びとう和広』は、これからも、より多くの皆様のお声を
頂戴し、問題解決に向け、全力で活動する所存で御座
います。何卒、皆様の倍旧のご指導・ご鞭撻を宜しくお
願い申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。

びとう和広後援会会長

小倉 義彦

＜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

今年は市長自ら「守りから攻めに」と
後援会活動も、三菱電機関連労
仲秋の候、後援会の皆様には、日
頃より力強いご支援・ご協力を賜り、心 言われるように、１２月１５日竣工予定 組のご協力で何とか進めてまいりま
の新庁舎、三田・新三田・相野のＪＲ各 した。予想以上に議長関係に時間を
より御礼申し上げます。
駅周辺の開発促進、子育て環境の整 とられ、本ニュースはじめ活動報告
今年の夏は、異常な天候で豪雨・ 備強化、ふるさと寄付金の促進による があまりできなかったことをお詫び申
竜巻・雹（ひょう）など災害が各地でお 三田市のシティセールスへの注力、リ しあげます。今年はオータムフェステ
きています。亡くなられた方々に心より ハビリ病院の誘致など、前向きに市政 ィバルが 9 月 20 日に開催されます。
びとう和広後援会も例年同様、「くじ
お悔やみを申し上げますとともに、被 運営が進められています。
びきコーナー」を開設します。多数の
害に遭われた方々にお見舞い申し上
三田市議会議長として、もうすぐ任 ご来場をお願い申し上げます。
げます。
期満 了の一 年を迎 えよ うとしていま
これからも、皆様の声をお聞きし、
自公政権は安定多数の数の力で、 す。皆様のご理解・ご支援・ご協力、
本当にありがとうございました。
市民サービスの向上、安心安全・活
まだまだ不透明な状態で、集団的自
また、議会の議案提案を進めるた 気活力のある三田に向け、精一杯頑
衛権を閣議決定しました。国際関係に
め、「政策研究会」を立ち上げること
張って参ります。皆様におかれまして
おいての地位向上や、物価や株価の
高騰による経済の活性化を図ることに になりました。議長として、研究会の は、一層の力強いご支援・ご協力の
気をとられています。消費税を４月より 「要綱」をまとめ、議員各位に確認い ほど、よろしくお願いいたします。
８％に増税し、原油の高騰・天候異変 ただき、９月１７日に発足の運びとな
による食品の高騰など、現実の生活 りました。一つひとつ、三田市議会の
者には、一層の生活負担が進んでい 改革を進めています。
ることが忘れられています。
日本の借金は一千兆円を越え、さ
らに金利が上がれば、利息により借金
は急速に膨らみ、全て将来への負担
となります。誰が責任をとるのでしょう。

（*１）
びとう和広の議長日記

月/日

三田市職員幹部に年頭訓示
相手の立場で考える習慣、
現 場 を 意 識 した判 断 、若 手
職員育成を要望しました。

三田市議会第５７代議長を拝命し、もうすぐ一年。議長
任期は一年間と申し合わせで決まっています。無事任期
を全うできるよう頑張っています。今年１月以降の三田市
関連の主な事業参加は右表の通りです。

三田市成人式
権 利 が認 められます が、
義務と責任が生じます。
能 力 を信 じて、夢 に向 か
い挑 戦 し、自 分 の人 生 を切
り拓いて下さい。

三田ユネスコ協会定期総会
設 立 ５０周 年 の永 い活 動
と 「平 和 の鐘 」寄 贈 に敬 意
と感謝し、今後の活躍を祈
念しました。

三田子ども議会：ワークショップ（４つのグループで実施）
各グループで問題を整理し、一般質問の原稿作りまでをし
ます。課題整理手法に関心を持った子もいました。

三田まつり開会式典挨拶
雨模様でしたが、
総踊りや花火大会など、
ほぼ予定通りの行事が
開催できました。
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事業内容
市役所仕事始め
三田市新年寿ぐ会
身体障害者福祉協議会:新年寿ぐ会
三田/三田中央ライオンズ:合同新年会
三田市成人式
社会福祉大会
三田市総合防災大会
県警野球部:都市対抗野球激励会
青少年育成会:定期大会
耳の日のつどい
ブルーサンダーズ壮行会
高齢者大学・大学院:終了証書授与式
子ども達をたばこの害から守るフォーラム
議会事務局:定年退職者・転勤者辞令交付
議会事務局:着任者辞令交付
交通安全行事:標語表彰式
北摂文化情報懇話会:幹事会
連合婦人会:総会
高齢者大学・大学院:入学式
県水道協会:総会
北摂文化情報懇話会:総会
三田ユネスコ協会:定期総会
行政書士会摂丹支部:総会
筋ジスの会もみの木:大会
補導員委嘱書:伝達式・総会
障害者施設沢谷荘:竣工式
議会報告会:（フラワータウン市民センター）
議会報告会:（広野市民センター）
三田市連合自治会・区長会:総会
中兵庫地区剣道大会:開会式
国際交流協会:総会
三田市表彰「さつき賞」:選考委員会
三田市遺族会:総会
三田市＋社会福祉協議会:運動会「スマイルピック」
社会福祉法人風後援会:総会
旧九鬼邸:茶会
食品衛生協会:総会
三田防犯協会:総会
暴力団等追放三田市民の会:総会
三田市企業同和教育推進協議会:総会
三田市遺族会:戦没者追悼式
三田市吟剣詞舞同盟:競吟大会
三田市:市制施行56周年式典
かるがも園:夏祭り
三田篠山線道路整備促進会:総会
三田市私立幼稚園PTA連合会:講演会
三田市連合婦人会:講演会
三田後川上線道路整備促進既成同盟会:総会
姉妹都市キティタス郡訪問団:コンサート/懇親会
三田子ども議会:ワークショップ
三田わくわく村納涼大会
三田市議会議員OB会:懇親会
三田市三田まつり:開会式典・市長と巡回
三田子ども議会:中学生子ども議会
三田市野球協会小学生軟式野球大会:開会式
三田市教育フォーラム

※対外的な活動は、次回に報告いたします

びとう和広の視点
■＜豪雨災害＞

(2) 水圧の怖さ
水没した車のドアは人間の力で
は開けられません。車用ハンマー
か、代替品(*2)で窓ガラスを割る方
法が良いそうです。また、膝までの
水が流れる所では、足を取られて危
険です。下水管は一杯になると水鉄
砲の要領でマンホールのふたを吹
き飛ばすほど強力です。
水圧の怖さを知った上で、避難し
なければなりません。

(1) かつて経験したことのない雨
この言葉を何度も耳にしました。
三田市でも気象庁観測史上最大の
一時間降水量 66mm を記録しまし
た。三田市の想定雨量は一時間約
50mm ですが、一時間 100mm を越
える雨は日本中で記録されていま
す。(*1)
集約箇所と想定基準値を見直し、 (3) 水が持つ浮力の怖さ
東日本大震災の津波の映像を覚
河川や水路、砂防ダムなど、少しず
つでも改修を進めておくことが大 えておられますか。車やタンク、
瓦礫が浮き、大型船が陸地に上げ
切だと考えています。
られました。重いものを浮かして
移動させる力が怖いのです。

写真は丹波市の土砂災害で、
土砂に埋まった川沿いの家

■＜議会の政務活動費＞
西宮市選出の県議会議員の政務
活動費不正疑惑から、兵庫県議会は
じめ全国の自治体議会で議員に支給
されている政務活動費の使用状況・
管理・運営が注目されました。
三田市では、県議会（月額５０万円）
に比べ少額（月額６万円）ですが、元
は税金です。１０年位前から、領収書
添付の義務付けや使用基準の確認が
行われてきましたので、至って健全と
考えております。
また、近年、市民団体が提出資料
を点検し、指摘項目を提出されていま
す。私は議長として、その団体の代表
者と面談し、指摘事項や不明点の説
明をいたしました。

(4) 山の土砂や樹木が流される
土砂は水で柔らかくなり、崩れま
す。日頃の山林管理が不完全だと、
大雨で樹木も流されます。流され
た木々は橋の橋脚等に集まり、水
をせき止め、二次的な水流を作り
ます。大きな水の力は、土をえぐ
り、土砂を運び、破壊を続けます。

＜三田市政務活動費
費目名
研究
研修費
調査
旅費
資料
作成費
資料
購入費
要請・陳情
活動費
広報
広聴費
備品費
通信
運搬費

(5) 予測困難
８月の大雨に次いで、９月１０日から
阪神地域に一時間 100mm 超の豪雨
がありました。突然の豪雨に都市機能
もマヒします。「ゲリラ豪雨」の名前の如
く、突然の豪雨に、職員の対応も難し
いことがあります。
気象関係の情報会社では、発生して
からでは取り返しがつかないので空振
り覚悟で警報を出す、とお聞きしまし
た。これからは情報の時代です。大手
気象会社の情報だけでなく、地域の情
報も取り込み、組み合わせて判断する
とともに、継続的な監視・記録が必要
だと考え、体制づくりを訴えています。
(*1)一時間 100mm： 100mm＝10cm なら
大したことは無いようですが、水は高きから
低きに流れます。１平方メートルに 100mm
なら 0.1t ですが、100 平方メートル＝約 30
坪なら 10t となり、その水が低い所に集まる
と下水管などの処理能力を超えます。
(*2)代替品： 窓ガラスが割れれば何でもい
いのですが、車に閉じ込められたときに、窓
ガラスを割る方法として、ヘッドレスト（座席の
頭が当たるところ）を抜き取り、金属部分で窓
ガラスの一番下を突き破るように叩くと割れ
るそうです。

費目表＞

内容
研究会/研修会を開催・
他団体開催の研究会/研修会
に参加に要する経費
先進地調査又は
現地調査に要する経費

図書、資料等の購入に要する
経費
会派が要請、陳情活動を行う
ために必要な経費
市民の要望、意見を聞くため
の会議等に要する経費
備品の購入及び管理に要する
経費

＜阪神各市—報酬･政務活動費
＜政務活動費とは＞
地方議会の議員が行う調査研究そ
の他の活動に必要な経費の一部と
して支給される費用です。議員報酬
とは別に支給され、使用費目を制限
されています。
「三田市政務活動費 費目表」と
「阪神各市－報酬･政務活動費 一
覧表」をご参照下さい。
（執行率は政務活動費の使用額/支給額）

議員
定数

人口
（千人）

面積
（㎢）

交通費、旅費、宿泊費等
文具等消耗品費、
印刷製本費、翻訳料、
事務機器購入費/リース代等

資料の作成に要する経費

通信運搬に要する経費

適用例
会場費、講師謝金、
出席者負担金・会費、交通費、
旅費、宿泊費等

書籍・資料購入費等
交通費、資料印刷費等
会場費、印刷費、交通費等
ロッカー、印刷機購入等
電話料の1/3（上限5千円）、
燃料費の1/3（上限1万円）、
郵便料等

一覧表（Ｈ26 年度当初）＞
議員報酬 政務活動 執行率
(万円/月） （万円/月） （％）

尼崎市

42

467.9

50.27

64.0

7.5

78.3

西宮市

42

482.0

100.18

68.7

15.0

76.0

芦屋市

22

96.9

18.57

56.0

7.0

88.8

伊丹市

28

201.7

25.09

59.9

6.0

88.8

宝塚市

16

234.1

101.89

59.3

8.0

71.3

川西市

26

160.9

53.44

60.3

6.0

75.8

三田市

22

114.8

210.22

49.0

6.0

95.0
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相手の立場で考える習慣、
現 場 を 意 識 した判 断 、若 手
職員育成を要望しました。

三田市議会第５７代議長を拝命し、もうすぐ一年。議長
任期は一年間と申し合わせで決まっています。無事任期
を全うできるよう頑張っています。今年１月以降の三田市
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権 利 が認 められます が、
義務と責任が生じます。
能 力 を信 じて、夢 に向 か
い挑 戦 し、自 分 の人 生 を切
り拓いて下さい。

三田ユネスコ協会定期総会
設 立 ５０周 年 の永 い活 動
と 「平 和 の鐘 」寄 贈 に敬 意
と感謝し、今後の活躍を祈
念しました。

三田子ども議会：ワークショップ（４つのグループで実施）
各グループで問題を整理し、一般質問の原稿作りまでをし
ます。課題整理手法に関心を持った子もいました。

三田まつり開会式典挨拶
雨模様でしたが、
総踊りや花火大会など、
ほぼ予定通りの行事が
開催できました。

1/6
1/7
1/8
1/8
1/13
1/25
1/26
2/22
2/23
3/2
3/14
3/20
3/30
3/31
4/1
4/5
4/10
4/12
4/18
4/22
4/23
4/23
4/24
4/26
4/27
5/9
5/10
5/17
5/18
5/25
5/25
5/26
5/27
5/31
6/1
6/1
6/6
6/20
6/20
6/25
6/27
6/28
7/1
7/5
7/7
7/9
7/12
7/23
7/26
7/28
7/31
7/31
8/2
8/8
8/14
8/23

事業内容
市役所仕事始め
三田市新年寿ぐ会
身体障害者福祉協議会:新年寿ぐ会
三田/三田中央ライオンズ:合同新年会
三田市成人式
社会福祉大会
三田市総合防災大会
県警野球部:都市対抗野球激励会
青少年育成会:定期大会
耳の日のつどい
ブルーサンダーズ壮行会
高齢者大学・大学院:終了証書授与式
子ども達をたばこの害から守るフォーラム
議会事務局:定年退職者・転勤者辞令交付
議会事務局:着任者辞令交付
交通安全行事:標語表彰式
北摂文化情報懇話会:幹事会
連合婦人会:総会
高齢者大学・大学院:入学式
県水道協会:総会
北摂文化情報懇話会:総会
三田ユネスコ協会:定期総会
行政書士会摂丹支部:総会
筋ジスの会もみの木:大会
補導員委嘱書:伝達式・総会
障害者施設沢谷荘:竣工式
議会報告会:（フラワータウン市民センター）
議会報告会:（広野市民センター）
三田市連合自治会・区長会:総会
中兵庫地区剣道大会:開会式
国際交流協会:総会
三田市表彰「さつき賞」:選考委員会
三田市遺族会:総会
三田市＋社会福祉協議会:運動会「スマイルピック」
社会福祉法人風後援会:総会
旧九鬼邸:茶会
食品衛生協会:総会
三田防犯協会:総会
暴力団等追放三田市民の会:総会
三田市企業同和教育推進協議会:総会
三田市遺族会:戦没者追悼式
三田市吟剣詞舞同盟:競吟大会
三田市:市制施行56周年式典
かるがも園:夏祭り
三田篠山線道路整備促進会:総会
三田市私立幼稚園PTA連合会:講演会
三田市連合婦人会:講演会
三田後川上線道路整備促進既成同盟会:総会
姉妹都市キティタス郡訪問団:コンサート/懇親会
三田子ども議会:ワークショップ
三田わくわく村納涼大会
三田市議会議員OB会:懇親会
三田市三田まつり:開会式典・市長と巡回
三田子ども議会:中学生子ども議会
三田市野球協会小学生軟式野球大会:開会式
三田市教育フォーラム

※対外的な活動は、次回に報告いたします

びとう和広の視点
■＜豪雨災害＞

(2) 水圧の怖さ
水没した車のドアは人間の力で
は開けられません。車用ハンマー
か、代替品(*2)で窓ガラスを割る方
法が良いそうです。また、膝までの
水が流れる所では、足を取られて危
険です。下水管は一杯になると水鉄
砲の要領でマンホールのふたを吹
き飛ばすほど強力です。
水圧の怖さを知った上で、避難し
なければなりません。

(1) かつて経験したことのない雨
この言葉を何度も耳にしました。
三田市でも気象庁観測史上最大の
一時間降水量 66mm を記録しまし
た。三田市の想定雨量は一時間約
50mm ですが、一時間 100mm を越
える雨は日本中で記録されていま
す。(*1)
集約箇所と想定基準値を見直し、 (3) 水が持つ浮力の怖さ
東日本大震災の津波の映像を覚
河川や水路、砂防ダムなど、少しず
つでも改修を進めておくことが大 えておられますか。車やタンク、
瓦礫が浮き、大型船が陸地に上げ
切だと考えています。
られました。重いものを浮かして
移動させる力が怖いのです。

写真は丹波市の土砂災害で、
土砂に埋まった川沿いの家

■＜議会の政務活動費＞
西宮市選出の県議会議員の政務
活動費不正疑惑から、兵庫県議会は
じめ全国の自治体議会で議員に支給
されている政務活動費の使用状況・
管理・運営が注目されました。
三田市では、県議会（月額５０万円）
に比べ少額（月額６万円）ですが、元
は税金です。１０年位前から、領収書
添付の義務付けや使用基準の確認が
行われてきましたので、至って健全と
考えております。
また、近年、市民団体が提出資料
を点検し、指摘項目を提出されていま
す。私は議長として、その団体の代表
者と面談し、指摘事項や不明点の説
明をいたしました。

(4) 山の土砂や樹木が流される
土砂は水で柔らかくなり、崩れま
す。日頃の山林管理が不完全だと、
大雨で樹木も流されます。流され
た木々は橋の橋脚等に集まり、水
をせき止め、二次的な水流を作り
ます。大きな水の力は、土をえぐ
り、土砂を運び、破壊を続けます。

＜三田市政務活動費
費目名
研究
研修費
調査
旅費
資料
作成費
資料
購入費
要請・陳情
活動費
広報
広聴費
備品費
通信
運搬費

(5) 予測困難
８月の大雨に次いで、９月１０日から
阪神地域に一時間 100mm 超の豪雨
がありました。突然の豪雨に都市機能
もマヒします。「ゲリラ豪雨」の名前の如
く、突然の豪雨に、職員の対応も難し
いことがあります。
気象関係の情報会社では、発生して
からでは取り返しがつかないので空振
り覚悟で警報を出す、とお聞きしまし
た。これからは情報の時代です。大手
気象会社の情報だけでなく、地域の情
報も取り込み、組み合わせて判断する
とともに、継続的な監視・記録が必要
だと考え、体制づくりを訴えています。
(*1)一時間 100mm： 100mm＝10cm なら
大したことは無いようですが、水は高きから
低きに流れます。１平方メートルに 100mm
なら 0.1t ですが、100 平方メートル＝約 30
坪なら 10t となり、その水が低い所に集まる
と下水管などの処理能力を超えます。
(*2)代替品： 窓ガラスが割れれば何でもい
いのですが、車に閉じ込められたときに、窓
ガラスを割る方法として、ヘッドレスト（座席の
頭が当たるところ）を抜き取り、金属部分で窓
ガラスの一番下を突き破るように叩くと割れ
るそうです。

費目表＞

内容
研究会/研修会を開催・
他団体開催の研究会/研修会
に参加に要する経費
先進地調査又は
現地調査に要する経費

図書、資料等の購入に要する
経費
会派が要請、陳情活動を行う
ために必要な経費
市民の要望、意見を聞くため
の会議等に要する経費
備品の購入及び管理に要する
経費

＜阪神各市—報酬･政務活動費
＜政務活動費とは＞
地方議会の議員が行う調査研究そ
の他の活動に必要な経費の一部と
して支給される費用です。議員報酬
とは別に支給され、使用費目を制限
されています。
「三田市政務活動費 費目表」と
「阪神各市－報酬･政務活動費 一
覧表」をご参照下さい。
（執行率は政務活動費の使用額/支給額）

議員
定数

人口
（千人）

面積
（㎢）

交通費、旅費、宿泊費等
文具等消耗品費、
印刷製本費、翻訳料、
事務機器購入費/リース代等

資料の作成に要する経費

通信運搬に要する経費

適用例
会場費、講師謝金、
出席者負担金・会費、交通費、
旅費、宿泊費等

書籍・資料購入費等
交通費、資料印刷費等
会場費、印刷費、交通費等
ロッカー、印刷機購入等
電話料の1/3（上限5千円）、
燃料費の1/3（上限1万円）、
郵便料等

一覧表（Ｈ26 年度当初）＞
議員報酬 政務活動 執行率
(万円/月） （万円/月） （％）

尼崎市

42

467.9

50.27

64.0

7.5

78.3

西宮市

42

482.0

100.18

68.7

15.0

76.0

芦屋市

22

96.9

18.57

56.0

7.0

88.8

伊丹市

28

201.7

25.09

59.9

6.0

88.8

宝塚市

16

234.1

101.89

59.3

8.0

71.3

川西市

26

160.9

53.44

60.3

6.0

75.8

三田市

22

114.8

210.22

49.0

6.0

95.0

びとう和広後援会より

三田市 今後の予定

びとう和広は「皆様との対話を大切に」をモットーに、
1/6: 菱和会館仕事始め鏡開きに協賛
2/15: カニツアー・・・三菱電機労組（三田）との共催
3/12: 三菱電機三田製作所構内市政報告会
25nenndo
4/23: びとう和広後援会 総会
5/9: 三菱電機(三田) ＯＢ会 「みつ輪会」 懇親会
6 月: 支援労組挨拶訪問
7/23: 市政懇談会
8 月: 支援労組挨拶訪問
等の後援会活動を続けています。また、毎月第一金曜
日に市政相談コーナーを開設してまいりました。
皆様のご支援・ご参加・ご協力ありがとうございました。

プレゼンターとして
抽選させていただきました。

びとう和広後援会では、9 月 20 日開催の「三菱電機
オータムフェスティバル」に協賛し、びとう和広後援会コ
ーナーとして、昨年同様、「くじびきコーナー」を開
設致します。皆様のご参加よろしくお願い致します。

2014. 9. 14

９月議会は９月１７日が最終日・閉会
９月２４日～３０日に予算決算常任委員会として
平成２５年度三田市一般会計・特別会計 決算審査
１０月２３日に臨時議会開催・・・決算審査の採決、補正
予算の審議、新議長選挙、役員改選等

後援会会長の挨拶

【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

発行責任者
小倉義彦

議長として、議会の来年度予算申請を行う際、私は
「議会の情報発信強化」と「議会改革に向けたＩＴ化」を
提案しています。今までの議会では、パネル 1 枚まで
「言論の府」と言われ、言葉だけで質問・答弁でした。
議会の権威として、言論の重みは分かりますが、やはり
市民には分かりにくいと思います。タブレット等を用い
て、適度に写真やグラフを使って、視覚的に訴えていく
のも、分かりやすい「開かれた議会」と考えています。
新庁舎は１２月１５日に竣工式、
来年１月より市民窓口・議会から順次移転
２月下旬より始まる３月議会から新庁舎で開催
議会も議場にある大型ディスプレイやカメラのある会
議室を活かした活動を目指すべきと考えています。
また、市役所も新庁舎を活かした機能に移行していく
こと、つまりデータの電子化を徹底し、市民は１か所で
処理が出来る「ワンストップ」を提案しています。

これからの後援会行事としては、
10/3: 三菱電機三田製作所構内市政報告会、
11/19： 市政懇談会
毎月第一金曜日の昼休み： 市政相談
などを予定しています。
これからも皆様の声をお聞きし、市民サービスの向
上、安心安全で活気・活力のある三田に向け、精一杯
頑張って参ります。皆様の力強いご支援・ご協力のほ
ど、よろしくお願いいたします。

後援会会員の皆様方に於かれましては、日頃より
力強いご支援・ご協力を賜り、誠に有難う御座いま
す。心より厚くお礼申し上げます。
『びとう和広』は、昨年 10 月に議長となり、もうすぐ 1
年間の任期を満了しようとしています。市議会主催の
議会報告会に続き、市民との意見交換会を開催し、
活性化した議会・開かれた議会を推進するとともに、
中学生に本会議を経験してもらう三田子ども議会に
参画するなど、その重責を果たすべく、後援会活動と
ともに力強く邁進しています。

第 38 号

後援会といたしましては、ＭＥＬＯＮ三田との共催によ
るカニツアー・潮干狩り、びとう和広市政懇談会などを
開催し、活動報告と後援会各位との懇親を深めてま
いりました。これからも一層後援会の輪を広げ、充実し
た後援会にしたいと活動を続けています。
『びとう和広』は、これからも、より多くの皆様のお声を
頂戴し、問題解決に向け、全力で活動する所存で御座
います。何卒、皆様の倍旧のご指導・ご鞭撻を宜しくお
願い申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。

びとう和広後援会会長

小倉 義彦

＜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

今年は市長自ら「守りから攻めに」と
後援会活動も、三菱電機関連労
仲秋の候、後援会の皆様には、日
頃より力強いご支援・ご協力を賜り、心 言われるように、１２月１５日竣工予定 組のご協力で何とか進めてまいりま
の新庁舎、三田・新三田・相野のＪＲ各 した。予想以上に議長関係に時間を
より御礼申し上げます。
駅周辺の開発促進、子育て環境の整 とられ、本ニュースはじめ活動報告
今年の夏は、異常な天候で豪雨・ 備強化、ふるさと寄付金の促進による があまりできなかったことをお詫び申
竜巻・雹（ひょう）など災害が各地でお 三田市のシティセールスへの注力、リ しあげます。今年はオータムフェステ
きています。亡くなられた方々に心より ハビリ病院の誘致など、前向きに市政 ィバルが 9 月 20 日に開催されます。
びとう和広後援会も例年同様、「くじ
お悔やみを申し上げますとともに、被 運営が進められています。
びきコーナー」を開設します。多数の
害に遭われた方々にお見舞い申し上
三田市議会議長として、もうすぐ任 ご来場をお願い申し上げます。
げます。
期満 了の一 年を迎 えよ うとしていま
これからも、皆様の声をお聞きし、
自公政権は安定多数の数の力で、 す。皆様のご理解・ご支援・ご協力、
本当にありがとうございました。
市民サービスの向上、安心安全・活
まだまだ不透明な状態で、集団的自
また、議会の議案提案を進めるた 気活力のある三田に向け、精一杯頑
衛権を閣議決定しました。国際関係に
め、「政策研究会」を立ち上げること
張って参ります。皆様におかれまして
おいての地位向上や、物価や株価の
高騰による経済の活性化を図ることに になりました。議長として、研究会の は、一層の力強いご支援・ご協力の
気をとられています。消費税を４月より 「要綱」をまとめ、議員各位に確認い ほど、よろしくお願いいたします。
８％に増税し、原油の高騰・天候異変 ただき、９月１７日に発足の運びとな
による食品の高騰など、現実の生活 りました。一つひとつ、三田市議会の
者には、一層の生活負担が進んでい 改革を進めています。
ることが忘れられています。
日本の借金は一千兆円を越え、さ
らに金利が上がれば、利息により借金
は急速に膨らみ、全て将来への負担
となります。誰が責任をとるのでしょう。

