びとう和広後援会より

んｎ

びとう和広は「皆様との対話を大切に」をモットーに、
9/20: 三菱電機オータムフェスティバルの協賛
10/3: 三菱電機三田製作所構内市政報告会
11/19: 市政懇談会開催
25nenndo
11/29: 三菱電機(三田) ＯＢ会 みつ輪会忘年会参加
12 月: 各労組訪問・旗納め参加
などをさせていただきました。皆様のご支援・ご参加・ご
協力ありがとうございました。

４月県議会議員選挙に向けて
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今年４月に兵庫県議会議員選挙が行われます。
前回（２０１１年４月）の選挙では、直前の東日本大震
災や民主党への逆風もあり、芝野県議が４期目の挑戦
で落選してしまいました。あれから、３年９ヶ月が経ちま
した。その間、兵庫県議会では、政務活動費問題で、
号泣議員や逃走議員、また使途不明の大量の切手購
入など世界中で有名になりました。また、私たち民主
党・連合推薦の市議会議員としては、県への要望が伝
えにくい状況になっています。
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この度、民主党と連合兵庫/北阪神/三田は今年の
三田選挙区の予定候補者として、元小学校の先生の
経験を持つ「池田けい子」氏の擁立を決定しました。

テーマは、三田市の防災対策。夏のゲリラ豪雨と工場内の
水害について、原因と対応したことを中心に報告しました。

これからの予定として、
1/5: 菱和会館仕事始め鏡開きに協賛
１月: 各団体 新年会・旗開き参加
2/21: カニツアー・・・三菱電機労組（三田）との共催
3 月: 三菱電機三田製作所構内市政報告会
4 月: びとう和広後援会 総会
5 月:潮干狩り・・・三菱電機労組（三田）との共催
等の後援会活動を続けています。
また、原則毎月第一金曜日に市政相談コーナーを
開設し、要望やご相談を拝聴しております。これからも
続けて開設しますので、お気軽にお立ち寄りください。

「池田けい子」氏は三田市の４小学校
で２５年間教員を務めた後、教職員組
合の本部役員や県副委員長でした。
私は、組合行事や選挙の際にお会
いし、とても活動的で誠実で、弁舌も
優れた方との印象を持っています。
今の兵庫県議会には、池田さんの
ように、信頼できる人が必要です。
私も精一杯応援します。

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。
後援会といたしましては、オータムフェスティバルへ
の協賛やびとう和広市政懇談会などを開催し、活動報
新年あけまして、おめでとう御座います。
告と後援会各位との懇親を深めてまいりました。こ
後援会会員の皆様方に於かれましては、日頃より力 れからも一層後援会の輪を広げ、充実した後援会にした
強いご支援・ご協力を賜り、誠に有難う御座います。心 いと活動を続けています。
より厚くお礼申し上げます。
『びとう和広』は、これからも、より多くの皆様のお声を
『びとう和広』は、１年間の議長任期を無事終えまし
頂戴し、問題解決に向け、全力で活動する所存で御座
た。議会基本条例に基づく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、政策研究会を います。何卒、本年も皆様の倍旧のご指導・ご鞭撻を宜
立ち上げ、活性化した議会・開かれた議会を推進する しくお願い申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。
とともに、中学生に本会議を経験してもらう三田子ども
びとう和広後援会会長
議会に参画するなど、その重責を果たしてくれました。
小倉 義彦

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

＜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、統一地方選挙の年。三田
後援会活動は、後援会員の皆様
明けましておめでとうございます。
後援会の皆様には、日頃より力強い では、４月に県議会議員選挙、７月に や三菱電機関連労組のご協力で何
ご支援・ご協力を賜り、心より御礼申し 市長選挙があります。国政に警鐘を とか進めてまいりました。１０月３日に
鳴らすためにも、私たち働く立場を代 構内市政報告会で三田市の防災対
上げます。
弁してくれる連合推薦候補の勝利に 策を説明しました。１１月１９日には
市政懇談会を開催し、多くの皆様に
昨年は、異常気象が続く中、忙しい 向け、頑張ってまいります。
ご参加頂きました。ありがとうございま
１２月に奇襲の衆議院選挙、驚きまし
三田市では市長自ら「守りから攻め した。
た。消費税先送りは是か非かと言いな
に」と言われるように、竣工した新庁舎
新年もいろいろな後援会行事を開
がら、一年半後に確実に１０％上げる
ことを明言し、争点を分かりにくくして はじめ、三田・新三田・相野のＪＲ各駅 催してまいります。皆様のご参加・ご
いました。自・公の圧勝とはいえ、勢力 周辺の開発促進、子育て環境の整 協力をお願い申し上げます。
備、ふるさと納税促進によるシティセ
はほとんど変わりませんでした。
ールス、リハビリ病院の誘致など、前
これからも、皆様の声をお聞きし、
安定多数なのに 700 億円かけて、 向きな市政運営が進められています。 市民サービスの向上、安心安全・活
市役所新庁舎は、１月１３日より順 気活力のある三田に向け、精一杯頑
何のための選挙だったのでしょうか。
一言で、４年間の時間延長、と思って 次移動・稼働されます。３月議会は新 張って参ります。皆様におかれまして
は、一層の力強いご支援・ご協力の
います。アベノミクスがまだ破綻してい 庁舎で開催されます。
私 は 議 会 か ら 議 案 提 案 を 進 め る ほど、よろしくお
ない今のうちに解散総選挙し、一定の
「政策研究会」の会長を拝命し、議会
願いいたします。
賛同を得たもので、今まで課題だっ
た、特定秘密保護も集団的自衛権も 改革を一層進める所存です。
憲法改正も承認したことになりました。
これからの国政は、絶対多数の力
で強硬な進め方が予想されます。しっ
かりとチェックをしていかなければなり
ません。

びとう和広の議長＆活動日記

阪神議長会研修会
松本市の議会改革について
先進地視察しました。

１０月２３日、三田市議会第５７代議長の任期一年を満
了しました。兵庫県議会発端の政務活動費問題はじめ、
いろいろなことがあり、最後まで対応に追われましたが、皆
様のお支えで議長職を大過なく終えることが出来ました。
ありがとうございました

昨年一年間の三田市議会議長の対外的主な事業は
下表の通りです。当初、各種議長会を無駄ではないか、
と考えましたが、県への要望や防災訓練・周年行事等で
他市と連携を図る必要があり、他市の議長や事務局の
顔を知っていることはとても貴重であると知りました。
また、市町村職員の退職手当を管理する組合があり、
組合長は市長の代表、組合議会の議長は市議会議長
の代表が務めます。私はこの組合議長を拝命しました。
表－議長の他市との連携事業
月/日

会派視察
愛知県西尾市に地域公共
交 通 「コミュニティバス」の先
進視察の様子です。

三菱電機三田ＯＢ会でご挨拶
「みつ輪 会 」は２００人 を 超 え
る大きな組織となりました。
皆様お元気で、毎回力強い励
ましやご提案をいただきます。
三 菱 電 機 三 田 で毎 年 開 催 さ
れる「
音の日」
の行事。
エジソンの蓄音機発明の日
とされる１２月６日頃に市内
の学生にオーディオの説明を
しま す 。私 は 対 象 団 体 の選
定 支 援 ・学 校への説 明 やご挨
拶を担当しました。

阪神市議会議長会:総会
市議会議員共済会:代議員大会
丹波少年自然の家:定例会
県市議会議長会:総会
市町村職員退職手当組合:定例会
市町退職手当組合:総会
近畿市議会議長会:総会
群馬県渋川市:視察（駅前再開発）受入れ
宝塚市:市制60周年記念式典
阪神市議会議長会:総会
兵庫県市議会議長会:総会
～30 全国市議会議長会:総会/天皇拝謁
愛知県北名古屋市:視察（議会改革）受入れ
愛知県東郷町:視察（議会改革）受入れ
阪神市議会議長会:総会
岐阜県関市:視察（議会改革）受入れ
県市議会議長会:総会
～30 阪神市議会議長会:研修会（松本市）
川西市:市制施行60周年式典
兵庫県公務員退職手当組合:総会
鹿児島県霧島市:視察（議会改革）受入れ
～8 全国市議会議長会:研修大会（岡山）
県自治大学対応地方行政フォーラム
県阪神地区合同防災訓練（芦屋）
小松市:視察（議会改革）受入れ
県市議会議長会:総会
兵庫県吟剣詩舞道祭:競技会（開催市）
阪神地区手をつなぐ育成会:大会（開催市）
県阪神北地区地域づくり懇話会

※１０月１６日の県阪神北地区地域づくり懇話会では、
井戸知事はじめ県や阪神北県民局の主要部長に対し、
阪神北地区の市長・議長が要望を伝え、知事から答弁
を頂けるものでした。
三田市は、竹内市長から、若い世代の入居支援・ニ
ュータウン開発の最終段階支援・市街化調整区域の見
直し・ＪＲ駅周辺開発などを要望し、一通りの理解と支援
の旨、答弁頂きました。私からは、学園地区の地区セン
ターと周辺道路整備・学校等避難所整備を要望し、地
区センターは民間で来てもらえる企業を模索中であるこ
と、周辺道路は上荒川三田線の交通量が多いことを了
解しているので、歩道や路肩整備を約束頂きました。

阪神市議会議長会研修会
松 本 市 の初 代 開 地 小 学
校旧校舎（１８７６年建築）
を 利 用 した教 育 博 物 館 前
にて、集合写真。

年末の風物詩となった三田国際マスターズマラソン。
三菱電機労組に登録された選手の皆さんと集合写真。

2/3
2/4
2/7
2/13
2/20
4/3
4/15
4/16
4/19
4/21
4/30
5/28
7/3
7/8
7/15
7/16
7/24
7/29
8/1
8/4
8/5
8/7
8/22
8/31
10/1
10/9
10/10
10/12
10/16

事業内容

２０１５年の主な行事

＜２０１５（平成２７）年の三田市主な事業＞

三田市は、新庁舎が完成し、１月１３日から市民課や福
祉部門の窓口が稼働します。その後、１月１９日から事務
所部門、１月２６日から市長部局と市議会が順次移動し
ます。移動が終了した後、旧本庁舎を解体して仮駐車場
にし、西庁舎と西２号庁舎の改修・西３号庁舎（旧市民会
館棟）を解体して駐車場にします。その後、旧本庁舎後
の仮駐車場を整備して、緑地広場にして完成です。後２
年弱の時間がかかります。
新年は、県議会選挙や市長選挙の年です。いろいろと
ご支援をお願いすることも多いと存じます。ご協力のほど
よろしくお願い致します。
また、私が協会長を拝命しているバレーボール協会で
は、１１月８日小学生県大会と１０月～１１月にバレーボ
ール協会設立４０周年の記念行事を計画中です。

予定

事業名

・ 新庁舎供用開始
・ 三田駅前Ｂブロック地区
第一種市街地再開発事業
（施設建築物の新築工事開始）
３月予定 ・ 三田けやき台幼稚園
市内初の幼保連携型認定こども園認定
４月
・ 消防救急デジタル無線事業
運用開始
・ 消防東分署で消防活動 開始
・ 三田市立ひまわり特別支援学校 開校
・ 子ども・子育て支援新制度 開始
…市内認定こども園が合計8園に
・ 高齢者大学 名称変更
「さんだ生涯学習カレッジ」に
対象年齢を55歳まで引き下げ
・ 三田市消費生活センター 新設
４月２日～ ・ 兵庫県議会議員選挙
４月１２日投票日
５月
・ 第25回西日本還暦軟式野球大会 開催
７月
・ 三田市長選挙
１０月
・ 国指定文化財 御霊神社本殿（貴志）
保存修理
・ 第20回日本障害者オープンゴルフ選手権
一般男・女バレーボール大会において協会長としての挨拶。
開催
男子は大会数減少なのか、女子２０チームに対し、男子は６０
１２月
・ 三田国際マスターズマラソン
チームの参加で、３クラス、２日に分けて大会を開催しました。
コース見直し

びとう和広の視点
■＜シティセールス＞(1*)
１２月議会で一年と三か月ぶりに本会
議で一般質問をしました。
テーマは「シティセールスは市を挙げ
たおもてなし」でした。
(1) ふるさと納税
地方自治体に対して寄附（ふるさと
納税）をすると、寄附金のうち 2 千円
を超える部分は、一定の上限まで、
翌年の確定申告により、原則として
所得税・個人住民税から全額が控除
される制度です。自分の生まれ故郷
や応援したい自治体など、どの自治
体に対する寄附でも対象となります。

三田市では、昨年９月からふるさと
納税者に、金額に応じて三田の特
産品をプレゼントすることにしまし
た。三田牛・三田米・日本酒など人
気もあり、３ヶ月で１億円に上る寄附
を頂きました。ふるさと納税者は、プ
レゼントに加え、寄附金控除により税
金の還付を受けられ、三田市はお礼
の経費を差し引いて７千万円の税収
増となり、三田の特産や三田市を認
知頂き、２重の効果となりました。

１月
１月末

しかし、国の制度がいつまで続くか (3) 市を挙げた「おもてなし」
三田市が本当にシティセールスを
不透明で、プレゼント競争の過熱も
標榜するのであれば、市民も巻き込ん
あり、継続性に課題があります。次の
だ、「三田に来て良かった」と思ってい
手を確認しましたが、１０月にプロジ
ただける体制が必要です。
ェクトチームを立ち上げて検討に入
宿泊施設、食事施設、みやげ店など、
ったところでした。
来られた方に親切に対応できる市を
挙げての「おもてなし」の心こそ、真の
(2) スポーツの大会誘致
シティセールスで、目的は若者在住
そこで、私が提案したのは、県大会
者や企業の誘致を図ることです。
やプロの試合を三田での開催を誘致
することです。
三田市は、高速道路結節点で県下 (4) 市のワンストップ窓口(2*)
新庁舎では、ワンストップ窓口と思っ
どこからも日帰りが可能です。都市圏
ていたのに、窓口が横に並ぶからワン
からも近いので、プロの試合があれ
ストップはやめた、との答弁でした。市
ば、近隣から来て頂けると思います。
の窓口で困っている高齢者をよく見か
しかし、三田の設備は、体育館も野
けます。これからの急激な高齢化の中
球場やグランドも、それぞれ、もう少
で、フロアスタッフを置いたとしても、そ
し整備や改修が必要です。
のような市民が増えると推測します。
さらに、施設の近くに食事やコンビ
市役所が先頭になって、弱者の立場
ニ等の施設がなく、三田に来て頂い
に立って考え行動することが、第一の
たのに、ほとんど三田でお金を使わ
「おもてなし」だと考えています。
ずに帰ってしまいますので、スポーツ
施設内に売店や食事できる環境を (*1)シティセールス：市のイメージや知名度を
高め、人や企業に住みたい・ビジネスしたいと
整備することも提案しました。
現段階では、費用的に難しいとの
ことでしたが、セールスには投資の考
えが必要です。目的が何か、明確な
ビジョンが必要です。

思われ、市の活性化を目指し、市が持つ様々
な魅力（観光資源、文化、都市基盤等）を市内
外に、効果的・戦略的に発信する方策。
(*2)ワンストップ窓口：市の窓口を一か所でほ
とんど終わらせる方法で、私が提案するのは、
対面式で一気に書類を作成します。

びとう和広の議長＆活動日記

阪神議長会研修会
松本市の議会改革について
先進地視察しました。

１０月２３日、三田市議会第５７代議長の任期一年を満
了しました。兵庫県議会発端の政務活動費問題はじめ、
いろいろなことがあり、最後まで対応に追われましたが、皆
様のお支えで議長職を大過なく終えることが出来ました。
ありがとうございました

昨年一年間の三田市議会議長の対外的主な事業は
下表の通りです。当初、各種議長会を無駄ではないか、
と考えましたが、県への要望や防災訓練・周年行事等で
他市と連携を図る必要があり、他市の議長や事務局の
顔を知っていることはとても貴重であると知りました。
また、市町村職員の退職手当を管理する組合があり、
組合長は市長の代表、組合議会の議長は市議会議長
の代表が務めます。私はこの組合議長を拝命しました。
表－議長の他市との連携事業
月/日

会派視察
愛知県西尾市に地域公共
交 通 「コミュニティバス」の先
進視察の様子です。

三菱電機三田ＯＢ会でご挨拶
「みつ輪 会 」は２００人 を 超 え
る大きな組織となりました。
皆様お元気で、毎回力強い励
ましやご提案をいただきます。
三 菱 電 機 三 田 で毎 年 開 催 さ
れる「
音の日」
の行事。
エジソンの蓄音機発明の日
とされる１２月６日頃に市内
の学生にオーディオの説明を
しま す 。私 は 対 象 団 体 の選
定 支 援 ・学 校への説 明 やご挨
拶を担当しました。

阪神市議会議長会:総会
市議会議員共済会:代議員大会
丹波少年自然の家:定例会
県市議会議長会:総会
市町村職員退職手当組合:定例会
市町退職手当組合:総会
近畿市議会議長会:総会
群馬県渋川市:視察（駅前再開発）受入れ
宝塚市:市制60周年記念式典
阪神市議会議長会:総会
兵庫県市議会議長会:総会
～30 全国市議会議長会:総会/天皇拝謁
愛知県北名古屋市:視察（議会改革）受入れ
愛知県東郷町:視察（議会改革）受入れ
阪神市議会議長会:総会
岐阜県関市:視察（議会改革）受入れ
県市議会議長会:総会
～30 阪神市議会議長会:研修会（松本市）
川西市:市制施行60周年式典
兵庫県公務員退職手当組合:総会
鹿児島県霧島市:視察（議会改革）受入れ
～8 全国市議会議長会:研修大会（岡山）
県自治大学対応地方行政フォーラム
県阪神地区合同防災訓練（芦屋）
小松市:視察（議会改革）受入れ
県市議会議長会:総会
兵庫県吟剣詩舞道祭:競技会（開催市）
阪神地区手をつなぐ育成会:大会（開催市）
県阪神北地区地域づくり懇話会

※１０月１６日の県阪神北地区地域づくり懇話会では、
井戸知事はじめ県や阪神北県民局の主要部長に対し、
阪神北地区の市長・議長が要望を伝え、知事から答弁
を頂けるものでした。
三田市は、竹内市長から、若い世代の入居支援・ニ
ュータウン開発の最終段階支援・市街化調整区域の見
直し・ＪＲ駅周辺開発などを要望し、一通りの理解と支援
の旨、答弁頂きました。私からは、学園地区の地区セン
ターと周辺道路整備・学校等避難所整備を要望し、地
区センターは民間で来てもらえる企業を模索中であるこ
と、周辺道路は上荒川三田線の交通量が多いことを了
解しているので、歩道や路肩整備を約束頂きました。

阪神市議会議長会研修会
松 本 市 の初 代 開 地 小 学
校旧校舎（１８７６年建築）
を 利 用 した教 育 博 物 館 前
にて、集合写真。

年末の風物詩となった三田国際マスターズマラソン。
三菱電機労組に登録された選手の皆さんと集合写真。

2/3
2/4
2/7
2/13
2/20
4/3
4/15
4/16
4/19
4/21
4/30
5/28
7/3
7/8
7/15
7/16
7/24
7/29
8/1
8/4
8/5
8/7
8/22
8/31
10/1
10/9
10/10
10/12
10/16

事業内容

２０１５年の主な行事

＜２０１５（平成２７）年の三田市主な事業＞

三田市は、新庁舎が完成し、１月１３日から市民課や福
祉部門の窓口が稼働します。その後、１月１９日から事務
所部門、１月２６日から市長部局と市議会が順次移動し
ます。移動が終了した後、旧本庁舎を解体して仮駐車場
にし、西庁舎と西２号庁舎の改修・西３号庁舎（旧市民会
館棟）を解体して駐車場にします。その後、旧本庁舎後
の仮駐車場を整備して、緑地広場にして完成です。後２
年弱の時間がかかります。
新年は、県議会選挙や市長選挙の年です。いろいろと
ご支援をお願いすることも多いと存じます。ご協力のほど
よろしくお願い致します。
また、私が協会長を拝命しているバレーボール協会で
は、１１月８日小学生県大会と１０月～１１月にバレーボ
ール協会設立４０周年の記念行事を計画中です。

予定

事業名

・ 新庁舎供用開始
・ 三田駅前Ｂブロック地区
第一種市街地再開発事業
（施設建築物の新築工事開始）
３月予定 ・ 三田けやき台幼稚園
市内初の幼保連携型認定こども園認定
４月
・ 消防救急デジタル無線事業
運用開始
・ 消防東分署で消防活動 開始
・ 三田市立ひまわり特別支援学校 開校
・ 子ども・子育て支援新制度 開始
…市内認定こども園が合計8園に
・ 高齢者大学 名称変更
「さんだ生涯学習カレッジ」に
対象年齢を55歳まで引き下げ
・ 三田市消費生活センター 新設
４月２日～ ・ 兵庫県議会議員選挙
４月１２日投票日
５月
・ 第25回西日本還暦軟式野球大会 開催
７月
・ 三田市長選挙
１０月
・ 国指定文化財 御霊神社本殿（貴志）
保存修理
・ 第20回日本障害者オープンゴルフ選手権
一般男・女バレーボール大会において協会長としての挨拶。
開催
男子は大会数減少なのか、女子２０チームに対し、男子は６０
１２月
・ 三田国際マスターズマラソン
チームの参加で、３クラス、２日に分けて大会を開催しました。
コース見直し

びとう和広の視点
■＜シティセールス＞(1*)
１２月議会で一年と三か月ぶりに本会
議で一般質問をしました。
テーマは「シティセールスは市を挙げ
たおもてなし」でした。
(1) ふるさと納税
地方自治体に対して寄附（ふるさと
納税）をすると、寄附金のうち 2 千円
を超える部分は、一定の上限まで、
翌年の確定申告により、原則として
所得税・個人住民税から全額が控除
される制度です。自分の生まれ故郷
や応援したい自治体など、どの自治
体に対する寄附でも対象となります。

三田市では、昨年９月からふるさと
納税者に、金額に応じて三田の特
産品をプレゼントすることにしまし
た。三田牛・三田米・日本酒など人
気もあり、３ヶ月で１億円に上る寄附
を頂きました。ふるさと納税者は、プ
レゼントに加え、寄附金控除により税
金の還付を受けられ、三田市はお礼
の経費を差し引いて７千万円の税収
増となり、三田の特産や三田市を認
知頂き、２重の効果となりました。

１月
１月末

しかし、国の制度がいつまで続くか (3) 市を挙げた「おもてなし」
三田市が本当にシティセールスを
不透明で、プレゼント競争の過熱も
標榜するのであれば、市民も巻き込ん
あり、継続性に課題があります。次の
だ、「三田に来て良かった」と思ってい
手を確認しましたが、１０月にプロジ
ただける体制が必要です。
ェクトチームを立ち上げて検討に入
宿泊施設、食事施設、みやげ店など、
ったところでした。
来られた方に親切に対応できる市を
挙げての「おもてなし」の心こそ、真の
(2) スポーツの大会誘致
シティセールスで、目的は若者在住
そこで、私が提案したのは、県大会
者や企業の誘致を図ることです。
やプロの試合を三田での開催を誘致
することです。
三田市は、高速道路結節点で県下 (4) 市のワンストップ窓口(2*)
新庁舎では、ワンストップ窓口と思っ
どこからも日帰りが可能です。都市圏
ていたのに、窓口が横に並ぶからワン
からも近いので、プロの試合があれ
ストップはやめた、との答弁でした。市
ば、近隣から来て頂けると思います。
の窓口で困っている高齢者をよく見か
しかし、三田の設備は、体育館も野
けます。これからの急激な高齢化の中
球場やグランドも、それぞれ、もう少
で、フロアスタッフを置いたとしても、そ
し整備や改修が必要です。
のような市民が増えると推測します。
さらに、施設の近くに食事やコンビ
市役所が先頭になって、弱者の立場
ニ等の施設がなく、三田に来て頂い
に立って考え行動することが、第一の
たのに、ほとんど三田でお金を使わ
「おもてなし」だと考えています。
ずに帰ってしまいますので、スポーツ
施設内に売店や食事できる環境を (*1)シティセールス：市のイメージや知名度を
高め、人や企業に住みたい・ビジネスしたいと
整備することも提案しました。
現段階では、費用的に難しいとの
ことでしたが、セールスには投資の考
えが必要です。目的が何か、明確な
ビジョンが必要です。

思われ、市の活性化を目指し、市が持つ様々
な魅力（観光資源、文化、都市基盤等）を市内
外に、効果的・戦略的に発信する方策。
(*2)ワンストップ窓口：市の窓口を一か所でほ
とんど終わらせる方法で、私が提案するのは、
対面式で一気に書類を作成します。

びとう和広後援会より

んｎ

びとう和広は「皆様との対話を大切に」をモットーに、
9/20: 三菱電機オータムフェスティバルの協賛
10/3: 三菱電機三田製作所構内市政報告会
11/19: 市政懇談会開催
25nenndo
11/29: 三菱電機(三田) ＯＢ会 みつ輪会忘年会参加
12 月: 各労組訪問・旗納め参加
などをさせていただきました。皆様のご支援・ご参加・ご
協力ありがとうございました。

４月県議会議員選挙に向けて

2015. 1. 1

今年４月に兵庫県議会議員選挙が行われます。
前回（２０１１年４月）の選挙では、直前の東日本大震
災や民主党への逆風もあり、芝野県議が４期目の挑戦
で落選してしまいました。あれから、３年９ヶ月が経ちま
した。その間、兵庫県議会では、政務活動費問題で、
号泣議員や逃走議員、また使途不明の大量の切手購
入など世界中で有名になりました。また、私たち民主
党・連合推薦の市議会議員としては、県への要望が伝
えにくい状況になっています。
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この度、民主党と連合兵庫/北阪神/三田は今年の
三田選挙区の予定候補者として、元小学校の先生の
経験を持つ「池田けい子」氏の擁立を決定しました。

テーマは、三田市の防災対策。夏のゲリラ豪雨と工場内の
水害について、原因と対応したことを中心に報告しました。

これからの予定として、
1/5: 菱和会館仕事始め鏡開きに協賛
１月: 各団体 新年会・旗開き参加
2/21: カニツアー・・・三菱電機労組（三田）との共催
3 月: 三菱電機三田製作所構内市政報告会
4 月: びとう和広後援会 総会
5 月:潮干狩り・・・三菱電機労組（三田）との共催
等の後援会活動を続けています。
また、原則毎月第一金曜日に市政相談コーナーを
開設し、要望やご相談を拝聴しております。これからも
続けて開設しますので、お気軽にお立ち寄りください。

「池田けい子」氏は三田市の４小学校
で２５年間教員を務めた後、教職員組
合の本部役員や県副委員長でした。
私は、組合行事や選挙の際にお会
いし、とても活動的で誠実で、弁舌も
優れた方との印象を持っています。
今の兵庫県議会には、池田さんの
ように、信頼できる人が必要です。
私も精一杯応援します。

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。
後援会といたしましては、オータムフェスティバルへ
の協賛やびとう和広市政懇談会などを開催し、活動報
新年あけまして、おめでとう御座います。
告と後援会各位との懇親を深めてまいりました。こ
後援会会員の皆様方に於かれましては、日頃より力 れからも一層後援会の輪を広げ、充実した後援会にした
強いご支援・ご協力を賜り、誠に有難う御座います。心 いと活動を続けています。
より厚くお礼申し上げます。
『びとう和広』は、これからも、より多くの皆様のお声を
『びとう和広』は、１年間の議長任期を無事終えまし
頂戴し、問題解決に向け、全力で活動する所存で御座
た。議会基本条例に基づく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、政策研究会を います。何卒、本年も皆様の倍旧のご指導・ご鞭撻を宜
立ち上げ、活性化した議会・開かれた議会を推進する しくお願い申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。
とともに、中学生に本会議を経験してもらう三田子ども
びとう和広後援会会長
議会に参画するなど、その重責を果たしてくれました。
小倉 義彦

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

＜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、統一地方選挙の年。三田
後援会活動は、後援会員の皆様
明けましておめでとうございます。
後援会の皆様には、日頃より力強い では、４月に県議会議員選挙、７月に や三菱電機関連労組のご協力で何
ご支援・ご協力を賜り、心より御礼申し 市長選挙があります。国政に警鐘を とか進めてまいりました。１０月３日に
鳴らすためにも、私たち働く立場を代 構内市政報告会で三田市の防災対
上げます。
弁してくれる連合推薦候補の勝利に 策を説明しました。１１月１９日には
市政懇談会を開催し、多くの皆様に
昨年は、異常気象が続く中、忙しい 向け、頑張ってまいります。
ご参加頂きました。ありがとうございま
１２月に奇襲の衆議院選挙、驚きまし
三田市では市長自ら「守りから攻め した。
た。消費税先送りは是か非かと言いな
に」と言われるように、竣工した新庁舎
新年もいろいろな後援会行事を開
がら、一年半後に確実に１０％上げる
ことを明言し、争点を分かりにくくして はじめ、三田・新三田・相野のＪＲ各駅 催してまいります。皆様のご参加・ご
いました。自・公の圧勝とはいえ、勢力 周辺の開発促進、子育て環境の整 協力をお願い申し上げます。
備、ふるさと納税促進によるシティセ
はほとんど変わりませんでした。
ールス、リハビリ病院の誘致など、前
これからも、皆様の声をお聞きし、
安定多数なのに 700 億円かけて、 向きな市政運営が進められています。 市民サービスの向上、安心安全・活
市役所新庁舎は、１月１３日より順 気活力のある三田に向け、精一杯頑
何のための選挙だったのでしょうか。
一言で、４年間の時間延長、と思って 次移動・稼働されます。３月議会は新 張って参ります。皆様におかれまして
は、一層の力強いご支援・ご協力の
います。アベノミクスがまだ破綻してい 庁舎で開催されます。
私 は 議 会 か ら 議 案 提 案 を 進 め る ほど、よろしくお
ない今のうちに解散総選挙し、一定の
「政策研究会」の会長を拝命し、議会
願いいたします。
賛同を得たもので、今まで課題だっ
た、特定秘密保護も集団的自衛権も 改革を一層進める所存です。
憲法改正も承認したことになりました。
これからの国政は、絶対多数の力
で強硬な進め方が予想されます。しっ
かりとチェックをしていかなければなり
ません。

