
                                   
                                                                                                                                   

                                  

 

 

                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                               

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

   

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                  

 

 

日本共産党平塚市議会議員団                            

 

団 長  渡 辺 敏 光                                     

電話・fax   31-6431                        

w-toshi@agate.plala.or.jp                 
松 本 敏 子                             

電話・fax  59-4607                            
mail@matsumoto-toshiko.jp 日本共産党平塚市議会議員団 

電話 0463－23－1111（内線 2375） 

平塚市浅間町９－１ 平塚市議会控室 

No.１０９７  ２０１０年１１月７日発行  

日本共産党議員団の法律相談 

次回は１１月１３日（土）です。 

午後１時から  （要予約）                        

 

ＴＰＰ参加は農業破壊！ 

いまですら、日本の農産物の関税率は低い 

菅直人内閣は、環太平洋パートナー

シップ協定（ＴＰＰ協定）への参加を

検討しています。 

ＴＰＰは、アメリカやオーストラリ

アなど９カ国で行っているものです

が、関税撤廃の例外を認めない完全な

貿易自由化を目指した交渉です。 

もし、これに日本も参加すればどう

なるか。日本の農業はあらゆる分野で

壊滅的な打撃を受け、農林水産省の試

算でも、現在４０％まで落ち込んでい

る食料自給率は１４％まで落ち込む

としています。 

さらに、農業生産額全体の５割近い

約４兆１０００億円が減少するだけ

でなく、洪水防止など農業が果たす多

面的機能にも３兆７０００億円相当

の損失が出るという試算を出してい

るのです。 

 

前原大臣は「農業人口はわずか１%だ

から」といいますが、とんでもないこと

です。この問題は日本国民全体の食料、

地域経済に関わる大問題です。しかし、

経団連が「新成長戦略実現会議」の中で、

「ＡＰＥＣ首脳会議の場でＴＰＰ交渉

への参加を表明｣するよう求めています。 

地球的規模で、食糧不足が問題になっ

ているときに日本の農業を破滅に追い

やるＴＰＰ参加は断じて認めることは

できません。 

 

すでに日本の農産物の平均関税率は、

１２％まで下がっています。 

 諸外国の平均関税率は、ＥＵ（欧州

連合）２０％、アルゼンチン３３％、ブ

ラジル３５％、メキシコ４３％。 

世界の多くの国が、とりわけ自国にと

って重要な品目については、しっかり 

 

した関税をかけ、国境措置で守って

いるのです。すでにここまで関税が

下がっているのに、このうえ、関税

ゼロにされたら、豊かに発展できる

潜在力をもった日本の農業を無理や

りつぶすことになってしまいます。 

 

１０月１０日、横浜の波止場会館で

「食と都市農業を考えるシンポジウム」

がありました。  パネリストは、 

田代洋一氏 （横浜国大名誉教授・大

妻女子大教授） 

安藤伸男氏 （JA 神奈川県中央会専

務理事） 

丸山義弘氏 （神奈川県生活協同組合

連合会専務理事） 

紙智子氏 （日本共産党農林・漁民局

長、参議院議員） の４氏。 

そこでは、 

★ 農業センサスがここで新たに発

表された。それによると農業就業

者の年齢は６５歳を越えた。農業

の問題は、作る人の問題ではな

い。食べる側の問題であるという

ことを認識しなくてはならない。 

★ 農地の永続的な農地利用（市民

農園も含む）を進めるために、農

地並み課税にすること。 

 

★ 農地や山林は資産であると同時

に、生産財であり、環境財である。

それに見合った税制度が必要だ。 

などの議論が行われました。 

会場でも農業従事者とパネラーの

活発な意見が交わされました。いくつ

かをご紹介します。 

《意見》農産物の価格がどんどん安くさ

れる。自由化の波はもろに来て、毎年

１００万円単位で収入が減っていく。   

《パネラー》価格の問題は、輸入自由 

化が大きな原因。また、大型スーパー 

による買い叩き、これを正していくこと 

が必要だ。 

《意見》ハクビシンが出て、ようやく収

穫だというときにやられてしまい、高齢

者にとってやる気がなくなってしまう。 

《パネラー》鳥獣被害の問題は、根本

を考えなくてはならない。また、被害の

補償は被害にあった作物に対してだ

が、「イノシシなどにやられるからあの

畑には作らない」と、放置している農地

に対しての支援も必要だ。 

生産者だけでは、農業は守れない。 

都市農業は、都市に必要なもの 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

１０９７号      ２０１０年１１月７号                                         日本共産党平塚市議会議員団ニュース 

 

平塚市民の課税額から見た平均総所得金額 （市民税課資料より算出）  

農業所得者 
    納税義務者数 平均所得 

所得平均２５０万円以下 納税義務者比 

農業所得者 Ｈ１８年度 １２２人 ２３０万３千円 ７２人 59% 

  Ｈ１９年度 ９６人 ２３３万２千円 ４９人 51% 

  Ｈ２０年度 ９５人 ２２７万７千円 ５８人 61% 

  Ｈ２１年度 ７５人 ２３５万１千円 ４２人 56% 

  Ｈ２２年度 ７５人 ２２４万４千円 ４８人 64% 

      

営業所得者 
    納税義務者数 平均所得 

所得平均２５０万円以下 納税義務者比 

営業所得者 Ｈ１８年度 ４，６６５人 ３４８万６千円 ２，０１５人 43% 

  Ｈ１９年度 ４，４９９人 ３４２万８千円 １，９６４人 44% 

  Ｈ２０年度 ４，４６２人 ３４７万１千円 １，９４１人 44% 

  Ｈ２１年度 ４，２５５人 ３４５万９千円 １，８４５人 43% 

  Ｈ２２年度 ３，９５８人 ３３６万５千円 １，８８２人 48% 

      

      

給与所得者 
    納税義務者数 平均所得 

所得平均２５０万円以下 納税義務者比 

給与所得者 Ｈ１８年度 ９２，６５６人 ３６７万１千円 ４９，９２５人 54% 

  Ｈ１９年度 ９４，５３３人 ３６６万８千円 ５１，２０９人 54% 

  Ｈ２０年度 ９５，４５３人 ３６６万８千円 ５１，５１８人 54% 

  Ｈ２１年度 ９６，２８３人 ３６３万７千円 ５２，８５３人 55% 

  Ｈ２２年度 ９１，２７２人 ３５１万８千円 ２５，２９８人 ※ 28% 

 

平塚市保健センターまつり 

１０月２３日、保健センターで「みんなでいきいき健康づ

くり」と題した第１回保健センター祭りが行われました。  

健康に関する講演と、食の安全、子育て、心・体の健

康・・と幅広い企画でした。クイズラリー、血液年齢チェッ

クなどは楽しく健康について学べます。今後、さらに健康

分野の拠点として、地域に根ざした企画を期待します。  

 

日本共産党の紙智子参議院議員は

「５００ｍｌで水が１２０円なのに対し、生産

者米価は１１７円５５銭。「水よりも米が安

い」と指摘しました。 

政府は、所得補償で価格下落分を補

うという答弁を繰り返すのみ。 

政府が進めている個別所得補償は、

輸入自由化と一体となって進められてい

ます。 

日本共産党は、生産意欲につながる

価格補償と、悪条件のもとでの農業に対

しても一定の所得を補償する両方による

農業の保護を主張しています。 

政府は、マニフェストに掲

げた「１０年後には食糧自

給率５０％目標」をしっか

りと進めるべきです。 

 

※ Ｈ２２年度に２５０万円以下の比率が２８％になったのは、２８，８７８人がかろうじて平均所得２５１

万円になったため。 この人数を加えると５９％となります。 

 

（左の表を参照） 

営業所得者も、中小企業で働く労働者

も、 平均所得は３５０万円前後。 

しかも、２５０万円以下の所得者は営業

所得者で４割強、給与所得者は５割強とな

っています。 

約半数が２５０万円前後であっても平均

すると３５０万円ということから、所得格差

がいかに大きいかということがわかります。

これも大きな問題です。 

しかし、農業所得者の場合をみると、平

均は２２０～２３０万円。しかも、約６割は２

５０万円以下という状況から、平塚において

も、いかに農業者の収入が少ないかという

ことが見て取れます。 

重油や飼料の高騰、機械化による高投

資、生産した農産物や畜産が安値でたた

かれ、労働に見合った収入がないうえに、

住宅並み課税、相続税で数千万円も取ら

れたら、農業を続けたくても納税のために

土地を切り売りするしかないというのが実

態です。 

 

農業従事者の所得は 

他の所得者に比べ年間１００万円以上も低い！ 

これでは、都市農業は守れない 

５００ｍｌのペットボトル

に入った米が、水より

安い。 

変わった野菜いろいろ ～花菜ガーデン～ 

 花菜ガーデンがオープンして、早半年が過ぎまし

た。そこの地場産品を販売している「あさつゆ広場」

で「黄色い人参」「赤い大根」を買ってきました。

切ると中が赤みがかった「キウイフルーツ」など、

地元でもいろんな野菜や果物を作っていることに

驚きます。 

冷たい「キヌヒカリ」のジェラートと、アツアツ

の焼き芋も人気でした。 

（ほのぼのタイム  松本） 

 

 

「おかあさん」の元気な顔がいっ

ぱいの「マンモグラフィー検診車」 

黄色い人参と赤い大根 

 


