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吉岡政和にもの申す!!
ご意見欄 どしどしお寄せください

〒669-1102 西宮市生瀬町1丁目16-14　電話 0797-75-3397　FAX 0797-75-5230
メールアドレス dm-10.masakazu@h6.dion.ne.jp　ホームページ http://www.yoshiokanavi.jp/
平成19年西宮市議会議員選挙における後援会名簿及び知人紹介リストより送付させて頂いております。
後援会名簿及び知人紹介リストは吉岡政和の政治活動以外には使用致しません。
発送停止又は名簿削除のご依頼は事務所までご連絡下さい。

お問い合わせ先 吉岡政和（活動事務所）
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吉岡政和へのご意見・ご質問等何でも結構ですので下記ハガキよりお寄せ下さい。（匿名でも可）
 

ganbaru
report!!

よしおか
まさかず

Masakazu Yoshioka

吉岡政和
がんばるリポート

※1 【住民監査請求】 市民が、地方公共団体の違法または不当な
財務会計上の行為があると考えるとき、監査委員に対し監査を求め、
必要な措置を請求する制度。
※2 【住民訴訟】 市民が住民監査請求を行った結果に不服または必要な
措置が講じられなかった場合に裁判所に訴訟を起こすことのできる制度。

吉岡 政和
● 昭和49年6月17日生まれ 　● 西宮市立生瀬小学校卒業
● 西宮市立塩瀬中学校卒業　● 西宮市立西宮高等学校卒業
● 近畿大学商経学部経営学科卒業 
● 平成11年4月より、中山正暉建設大臣（当時）の下で政治を学ぶ 
● 平成19年4月西宮市議会議員選挙において4,041票を獲得し初当選（45名中6位）
● 平成19年西宮市議会 総務常任委員会　副委員長
● 平成22年西宮市議会 建設常任委員会　委員長
● 平成23年4月 西宮市議会議員選挙　2期目当選　　現在に至る

ご無沙汰しております。西宮市議会議員の吉岡政和です。
久しぶりの「がんばるリポート」をお届けいたします。近年に
市民団体から、市議会議員が発行する報告誌が、選挙の
ための広報活動に当たるのではないかという住民監査請
求※1 があり、その後住民訴訟※2 に発展して現在も係争
中です。政治活動であると認められた場合は、公職選挙法
の選挙の事前運動の禁止に抵触する可能性が出てきま
す。そもそも、今回住民訴訟という事態は、自身に直接関係
のないようなことまで市政報告誌でPRする議員が多いこ
とに端を発しており、そのような状況は非常に残念に思っ
ています。
僕はこれまで、平成19年の初当選以来、議会開催ごとにこ
のリポートを発行してきました。ですからありがたいことに、
「最近どうしているの？」「広報誌はもうやめたの？また出し
てほしい」というお声を度々いただいており、訴訟の経過を
かんがみつつ、お応えするにはどうすればいいか検討し、費
用の半分を私費でまかなうことにして発行を継続すること
にいたしました。ご心配をおかけしましたことをお詫び申し
上げます。
それでは、久しぶりの「がんばるリポート」、盛りだくさんの
内容で再スタートいたします。ご興味のあるところからお読
みいただき、ご意見等をお聞かせいただけましたら幸いに
存じます。

がんばるリポート
再開します！



アベノミクス、税金はどうなる？
アベノミクスで上向きの景気。経済成長や効果がクローズアップされていますが、税金はどうでしょうか。
生活に影響のある税金の中で気になる3点について簡単にご紹介します。

教育資金にかかる贈与税が非課税に
これまでも親御さんが支払う子供への教育費や生活費には、基本的に税金はかかりませんでした。
それが拡大され、おじいさんやおばあさんが30歳未満のお孫さんのために払う教育費※が、お孫さん一人あたり1,500万円まで
贈与税が非課税になる制度です。

住宅ローン控除の拡大
ローンで住宅を購入した人に対して、
一定額の所得税や住民税が返ってくる制度です。

自動車重量税の減税
車検のときにかかる税金（600円～37,800円）が減税されます。

※教育費とは…学校の学費だけでなく、塾や予備校、音楽やスポーツなど習い事の月謝や学用品も含まれます（学校以外の教育費は500万円までが非課税です）

お孫さんに制度を使って大学入学金と学費計６００万円を一括贈与した場合

基礎控除後の課税価格

２００万円 以下

3００万円 以下

4００万円 以下

6００万円 以下

1,0００万円 以下

1,00０万円 超
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̶

10万円

25万円

65万円

125万円

225万円

上記贈与にかかる贈与税
［贈与600万-基礎控除110万］＝490万
490万×税率30％（600万以下を適用）＝147万
147万-控除額65万＝82万円

詳しくは税理士などの専門家や銀行に問い合わせてみてください。
資産もお孫さんもたくさんお持ちの方は、
次世代の役に立つとともに、
平成２７年１月から増税予定の相続税の節税対策にもなります。

【計算例】

最大200万円
今まで

最大４00万円
今回

たとえば…

3,500万円の家をローンで購入した場合
（年収580万円、妻と子１人、頭金400万円、
金利3.5％で35年ローン）
10年で約200万円の還付が約218万円になります。

たとえば…

※所得が多ければ還付額も増えます。
実際の計算は金融機関や専門家にご相談を。

今まで 贈与税
82万円

2015年末までに
専用の口座を開設して入金した場合

非課税
※ただしお孫さんが30歳になるまでに使い切れなかった場合は、残額に対して課税されます。

 「日本の国境はどこですか？」
回答

正解したあなたはさすがです！



今や勢いにかげりの見える大阪維新の会が実現を目指す「大阪都構想」。大阪府、大阪市、その他周辺の市
町村を解体していくつかの「特別区」に作り替え、行政の無駄をなくそうという構想のことですが問題もあり
ます。また、今後の展開は不明というものの、すでに国会内での動きもあります。都構想が実現すれば、西宮
市が大阪都に編入される可能性もゼロとは言い切れません。その場合、特別区の最終的な区分けは内閣府
にゆだねられ、西宮市長には何の権限もないばかりか、市民運動でも覆すことはできず、市民はただ受け入
れるしかないという現状をみなさんはご存じでしょうか。そこでこの問題を考えるきっかけにしていただけれ
ばと、解説とシミュレーションをしてみます。

西宮市が大阪都に編入されたら？

そもそも 「大阪都構想」って何？
大阪府、大阪市、その他周辺の市町村を解体して、
今の市町村をいくつかの「特別区」に作り替える構想のことです。

大阪府じゃないのに どうして西宮市が関係するの？
大阪維新の会、政調会長の浅田均議員が 「大阪だけでなく周辺10市くらいを合併し、
尼崎や西宮を越えて神戸まで特別区にしたい」と述べました。

大阪都に編入されると 使えるお金は減るの？増えるの？
具体的な数字が明らかになっていませんが、特別区の単位である30万人あたりの予算額を
３パターン仮定してみました（下のシミュレーション2）。すると西宮市が使えるお金は現在の1670億円
と比べて最大約8５５億円、最小でも４0億円少なくなってしまう可能性があります。

減らされたお金はどこに行くの？
大阪都構想では、特別区の予算は、税収の多いところと少ないところの差を調整します。
減らされてしまった歳出費は、西宮以外の市町村のために使われてしまう可能性が非常に高いです。

西宮市はなくなってしまうの？
特別区は30万人規模と言われています。約48万人の西宮市は分割される可能性があります。また、市税の一部が大阪都に移
管されることで、大阪都の強い影響下で市政運営を強いられる可能性もあります。西宮市北部地域（塩瀬・山口地区など）は特
に再編による住民サービスの低下が考えられます。

結局のところ「大阪都構想」で 西宮にメリットはあるの？
大阪都構想の基本的なメリットは大阪府と大阪市の二重行政を解消することです。これを一つにして効率化すれば、大阪府に
とってはメリットがあると言われています（大阪市の市民にはメリットが少ないとも言われていますが…）。しかし、兵庫県である
西宮は、そもそも大阪府や大阪市の二重行政とは無関係です。大阪都構想による効率化は何もなく、負担だけを求められる可
能性があります。
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総務省市町村決済カード（西宮市平成23年度決算状況）より算出

（3パターンの予算）

総務省市町村決済カード（西宮市平成23年度決算状況）より算出

シミュレーション１ 特定の市税を調整財源として
大阪維新の会の
都構想推進大綱案で
触れられている配分率
（都39％ 特別区61％）で設定

シミュレーション2 一般的な中核市（人口30万人）の
予算額として
500億円・700億円・1000億円の
3パターンを想定

西宮の財源が
都へ配分
→約244億円の
歳出減

配分率に基づく配分都39％、特別区61％なので
［1712億円（歳入合計）－626億円（調整財源）］
＋［626億円（調整財源）×61％（特別区への配分率）］
＝1468億円（配分後の歳入合計）

大
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色覚検査について
男子の100人に5人は色覚異常の可能性
みなさんは昔、身体検査のときに下記のような図を見せられて見える数字を聞かれたことはありませんでしたか？ むか
しは小学4年生を対象に色覚検査が行われてきました。ところが「日常生活にさしたる支障がないのに、かえって差別
につながる」と、この検査が廃止されたことで、思わぬ弊害が出てきています。実は僕自身、「色覚異常」の診断を受けて
いるのですが、男子では100人に5人の割合で色覚異常が見つかります（女子はその25分の1）。これは相当な割合で
すが、程度も人それぞれです。色の見え方はある程度個人差があり、大多数の人とは明らかに異なっていたり、色の組
み合わせによって違いを判別しづらいことは困ったことですが、普通の生活ではそれほど困ることはありません。僕は
小さい頃、友達には見えない蝉を見つけるのが大得意だったりした体験から、欠陥というよりは「違い」であり、一つの
特徴だと思っていますが、色覚検査を廃止したことで、次のような問題に直面する可能性があります。

検査をなくしても色覚異常者に変わりはない
現在、色覚検査が行われなくなったことで、この「違い」に気が付かないまま大きくなる子供達がたくさんいます。カラー
資料の多い最近の授業では、判別できないために答えられず、不利益を受けることもあるでしょう。また、自身の色覚
について理解しないまま、パイロットや運転士等「色覚が正常であること」を求められる職業を目指していたらどうなる
でしょうか。一生懸命努力の末、就職試験を受けに行った時点で夢破れるという悲劇も起こり得ます。薬品を扱ったり
電気工事を行う職業やデザイナーや料理人など、色の判断が重要なさまざまな職業でもせっかく勉強してきたことが
活かせなかったり、就職できても重大なミスにつながるかもしれません。また、色覚異常そのものが社会から忘れられ
ていては、本当の意味でのユニバーサルデザインも生まれないでしょう。

色覚検査の再開を目指して
平成15年から色覚検査は必須検査から任意検査になりました。しかしそれは「検査してはいけない」ことではありませ
ん。そこで平成24年3月の議会の一般質問でこの問題を取り上げました。その結果、色覚異常の現状について説明し、
希望する児童には任意で健康相談が受けられることを周知する文書を、申込書付きで配布してもらえることになりまし
た。「色覚異常」の人には、他の人には見えないものが見えるというのは才能でもあり、その人にしかできない職業もあ
るようです。だれもが将来の進路や職業の選択において不利益を被ることのないよう、今後も色覚検査の再開を目指
した活動を続けます。

色覚異常を知らないままでいると？

①色覚に関係なく「12」と読める
②正常者では見えないが、
　色覚異常者にはハッキリ「２」に見える。

平成24年9月11日には
「休止状態の色覚検査復活へ
西宮の小中、希望者に」
として神戸新聞に掲載。

※下図は参考としてごらんいただき 正確な検査は眼科でお受けください。
石原式色覚検査の一例。



領土領海問題に想う 「正しく学ぶ機会」の必要
産経新聞や神戸新聞でも大きく取り上げていただいたのですが、一昨年、僕が西宮青年会議所で理事長を拝命していたときに西
宮の高校生3223人にある調査を行いました。質問は「日本の国境はどこですか？」。千島、樺太と北方四島、日本海、そして東シナ
海の地図を示して、そこに国境を引いてもらったわけです。
ある程度予想していたものの、結果には正直驚きました。全問正解した生徒は全体の２％にも満たない1.77％の57人。一番正解
者の多かった南方でも20.5％にとどまりました。そこで、調査のあと「教育が未来を創る！日本の領土・領海の現実」という公開例会
を行い、約260人の市民のみなさんと共に日本の国境の現状について学びました。そこでわかったことは、日本全体について言え
ることでもありますが、文教住宅都市と言われる西宮市でさえ、大人から子供まで、年齢にかかわらず領土領海に対する知識、認
識は低く、その要因の一つは学校教育で近現代史が省かれる傾向にあるという現状が続いているということだったのです。調査
結果は、生徒たちが授業を聞かずにサボっていたのではなく、日本の国境がどこにあるのか、そもそも教えてもらう機会がなかった
からだったのです。
近年は北方領土の問題だけでなく、竹島や尖閣諸島の問題が看過できないものになっています。領土問題は、世界の歴史をふりか
えっても、戦争や紛争の発端となり、現在もそれが原因で戦争状態が続いている地域も世界にはあります。かつて日本も不幸な戦
争に関与したことは確かですが、かといってそれを教えないでいいという話にはなりません。無知は偏見や思い込みに繋がり、偏見
や思い込みは過激で偏狭なナショナリズムを煽り、結局当事者双方を傷つける事態につながりかねないのです。毎日のくらしの中
で、自宅の敷地かどうかわからないと言ってお隣の庭に洗濯物を干せば、ご近所づきあいなんてできませんよね。日常生活に当て
はめてみるまでもないことですが、正確な情報を知ることこそが、恒久的な世界平和の実現につながります。
これらをふまえ、平成24年9月議会に「学習指導要領に基づき、我が国の領土領海に関してより丁寧な指導が為されることを望む
請願」を提出、受理されました。学習指導要領にも明記されている、領土問題への着目のために、市内の市立小・中・高等学校にお
いて児童・生徒の理解度を確認して学校教育の中で取り組むこと、そのために近現代史（昭和史）教育の時間を充実させること等
を請願しました。請願から１年以上経ち、その成果がどうなったか、本年１月に市内中高生100名を対象にアンケート調査をした結
果、正解者はわずか２名でした。教科書問題については次回の議会でも追求をつづけます。

あなたもチャレンジ 「日本の国境はどこですか？」 調査に使ったのと同じ地図です。
正解は外面の中ページに。

第２節 社会／第５学年
【目標】 我が国の国土の様子について理解できる
ようにし，環境の保全の重要性について関心を深
めるようにするとともに，国土に対する愛情を育て
るようにする。

【配慮すること】我が国の領土と近隣の諸国を取
り上げるものとすること。その際，我が国や諸外国
には国旗があることを理解するとともに，それを尊
重する態度を育てるよう配慮すること。

小学校
第２節 社会／地理的分野
【目標】 日本や世界の地理的事象に対する関心を
高め，広い視野に立って我が国の国土の地域的特
色を考察し理解させ，地理的な見方や考え方の基
礎を培い，我が国の国土に対する認識を養う。

【配慮すること】 「領域の特色と変化」については，
北方領土が我が国の固有の領土であることなど，
我が国の領域をめぐる問題にも着目させるように
すること。

中学校
第２節 地理歴史／第５ 地理Ａ
【目標】 現代世界の地理的な諸課題を地域性を踏
まえて考察し，現代世界の地理的認識を養うとと
もに，地理的な見方や考え方を培い，国際社会に
主体的に生きる日本人としての自覚と資質を養
う。

【配慮すること】 日本の位置と領域については，世
界的視野から日本の位置をとらえるとともに，日本
の領域をめぐる問題にも触れること。

高　校

近隣の芦屋・尼崎で使用している教科書は
視覚的にわかりやすく、また最新の
領土領海についても説明していますが、西宮市の教科書は
竹島や尖閣諸島については触れていません。
教科書問題については、次回の議会で質問、追求する予定です。

回答者3223人
全体
北方

（57人）
（444人）

1.77％
13.8％

日本海
南方

（197人）
（660人）

6.1％
20.5％

正解者

学習指導要領 （それぞれ関係箇所を抜粋）

※2014年1月28日、中学と高校の学習指導要領の解説に一部改訂があり、竹島や尖閣諸島も明記され、領土に関する教育の充実が図られようとしています。
※直接「北方領土」の記述があるのは中学校だけです。

近隣諸国の国旗も描かれ
領土領海が視覚的に把握できる

芦屋市・尼崎市

国境は薄い線が引かれている
だけで、非常にわかりにくい。

西宮市

しっかり読んでもわかりにくい！
西宮の教科書

小学５年の社会科教科書



市立中央病院の建て替え等、
アサヒビール西宮工場跡地活用について
津門大塚町のアサヒビール西宮工場の跡地活用については、平成22年秋の工場閉鎖発表後、土地活用の提案と基本構想素案が
平成24年はじめに公表されました。その後市民からのパブリックコメント（意見提出）手続きを受け、現在は第４次総合計画の中で
中間見直し案が公表されています。「がんばるリポート」でもこれまで病院の移転にかかる費用や課題について発信してきました。
今年３月の議会では、この問題が改めて取り上げられます。現在、市立中央病院は赤字が続いており、近隣に私立病院も多くあるこ
とから、移設ありきの議論ではなく、その存続も含めた適正な議論にしていきたいと思います。今回は、工場跡地活用と中央病院建
て替えに関する情報をまとめてみました。みなさんも是非、税を支払う側、利用する側として、この問題を考えてみてください。

利便性のよい跡地に公共施設を整備、防災活動拠点にも

各施設の主な整備内容案

平成25年12月に公表された
工場跡地利用区分案

アサヒビール西宮工場跡地は、約10haもの広大な敷地と、南部市街地の中心地という立地条件から、新たな拠点となる可能性
を秘めた魅力的な場所にあるのは確かです（半分の5.05haは民間開発事業地となる予定です）。そこへ、
①多目的・防災公園と、これまで脆弱さが指摘されていた南北方向の道路を新設し
②建築から40年以上経過し老朽化・耐震性問題を抱える３つの公共施設 （中央病院・中央体育館・消防署）を移設・新築すること
で、利用者のニーズを考慮、防災活動拠点としても機能を持たせた再整備を計画するものです。

市民に望まれる使い方を
平成24年2月～3月に実施したパブリックコメント手続きでは、
85人171件の意見が集まりました。
意見の内容は、財政負担の問題、公共施設設備の必要性に関
するもののほか、跡地でのまちづくりの方向性や各施設の整備
内容など多岐にわたっています。西宮市立中央病院についての
意見は35件あり、うち移転整備に賛成は2件、反対は28件、提
案または要望が5件でした。
「どこにそんなお金があるの？？」という意見や、「跡地ありきの
計画に説得力がない」「広域的な取り組みが考慮されていな
い」など、鋭いご指摘があります。また、施設や病院よりも、とに
かく緑のある憩いの空間が欲しいという意見もあります。
次の議会は、この跡地が市民に本当に望まれ、長く愛される活
用方法をしっかり議論できる場にしたいと思います。

郵便はがき
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差出有効期限
平成 28 年 1月
31 日 ま で

宝塚支店
承　認

6005

キリトリ

キ
リ
ト
リ

多目的（芝生）広場、
耐震性貯水槽、非常用
トイレ等

救急医療、がん診療、
災害・広域的呼吸器感
染症対策
8診療科（257床）

メインアリーナ、サブア
リーナ、武道場、スタジ
オ、温水プール、トレー
ニングルーム等

約360台
駐車需要のピークが
異なる施設間で効率
的な利用が可能

車庫、出動準備室、仮
眠室、訓練施設（潜水
プール他）、大会議室
等

10,000㎡
̶

10,000㎡
約21,000㎡

10,000㎡
約13,000㎡

5,000㎡
約6,000㎡

3,000㎡
多目的・防災公園

敷地規模
延床面積

施設概要

中央病院 中央体育館 共用駐車場 西宮消防署

約4,000㎡


