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日本で一番税金を
効率よく使う町を目指して

ケーブルテレビで議会中継が始まりました、討論をご覧ください。質問順序などは「議会事務局」にお聞きください。
私の質問はホームページで常時放映していますので、パソコンでもご覧頂けます。

　別府市に、旧南小学校跡地利用計画というものがありま
す。それは、既存の図書館、南部児童館、子育て支援センター
を跡地に移転させ、多目的ホールや放課後児童クラブを新
たに建設するという計画です。
すでに、３月議会で委託料や幼稚園の地質調査費など、3,200
万円の予算を議会が認めました。それなのにどうして、見直
しをするのでしょうか。
　実は私は、この予算に最初から反対しました。
　それは次のような５つの理由からです。
（１） 財政上の問題があるからです。
　別府市はこれまで基金（積立金）を取り崩しながら、財
政運営をしてきました。浜田さんが市長になってから、28
億4,000万円も取り崩しています。基金を取り崩すことは、
財政運営で間違いではありません。しかし、基金に頼りきっ
た財政運営をすることが問題なのです。
　では、肝心の別府市の財政状況を見てみます。
　次の表は、別府市の中期財政計画です。
■別府市財政収支の見通し 【単位：百万円】

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
単年度収支A－Ｂ ▲1,024 ▲758 ▲2,212 ▲2,184 ▲1,889 ▲1,721 ▲951
収支不足の累計 0 0 0 0 0 ▲947 ▲1,898

　中期財政計画では、平成25年に９億4,700万円、26年も
９億5,000万円の財源不足になり、２ヵ年で19億円の財源不
足になります。これまでは、この基金を取り崩しながら、な
んとか黒字決算をしてきました。しかし、ついに基金が枯渇
するのです。今後、別府市が財政負担すべきもので、特に大
型の財源を必要とするのが、藤ヶ谷清掃センター（ごみ焼却場）
です。平成40年まで、年間、約10億円の負担が毎年続くので
す。すでに、どの角度から見ても、市財政が綱渡りの運営で
あることには間違いありません。ですから、大型の財源を必
要とする事業は慎重でなければならないのです。
（２） 南小学校跡地の事業費にお金が掛かりすぎるから

です。
　この事業は民間の資金を活用する事業で実施します。この
事業は、民間が建設した建物を、別府市が15年間借りるの
です。その総額は70億円で年間、約５億円の借り上げ費用
を負担します。すでに、中期財政計画でお分かりのように、
25，26年に、19億円の財源不足が見込まれているのに、新
たに５億円の負担が増えるのです。
　この事業費は、中期財政計画に入っていません。新
たな財源を必要とする事業なのです。この事業をこの
まま進めれば、市財政は完全に破綻の道を進むことに
なります。
（３） 70億円の事業効果があるとは思えないからです。
　既存の施設である、図書館、児童館、子育て支援センター
を旧南小学校に移転させ、新たに、多目的ホールを新設して、
定住人口や交流人口を増やすというのが計画の目的です。し
かし計画のように、図書館などの施設を移転すれば、人口が
はたして増えるのでしょうか。私は、そういうことは決して
ないと思っています。また、それらの施設移転後の跡地は一
体どうなるのでしょうか。図書館、児童館、子育て支援セン
ターなど、１年間の利用者は、17万人います。もし、これ
だけの利用者が減れば、現在地の衰退に繋がります。70億
円の税金を使って、南校区から南校区に、施設を移転して
どのような効果があるというのでしょうか。

20年度、３施設利用者数
南部子育て支援センターわらべ 17,545人
南部児童館 13,766人
図書館 138,917人
総利用者数 170,228人

（４） 今後の学校統廃合との関係も考えておく必要があ
るからです。

　すでに、別府市学校適正化検討委員会は、青山小学校と西
小学校、浜脇中学校と山の手中学校の統合を審議しており、
年度内に答申の予定です。統合すると、二校が廃校となりま
す。はたして、これらの跡地にも、南小跡地と同じように多
額の税金を投入できるのでしょうか。行政の公平性を保つた
めにも、南小学校だけに特別に税金を使うことはできないの
です。ですから、将来の小中学校統廃合まで考えて、対応を
しなければならないのです。
（５） 財源のない杜撰な計画だと判断したからです。
　一言で言えば、この計画は、財源のめどもない、極めて杜撰
な行政計画です。地元は、南部振興を信じて行政に協力をして
きました。ところが、行政は実現可能な計画を示さず、実際は
夢だけを与えてきたのです。これでは、住民の皆さんが怒るの
は当然です。この問題で、市長に責任があることは当然です。
しかし、議員には責任がないのでしょうか。議員は財政状態
や市の計画を詳細に知ることができます。別府市の、財政状
況や事業効果、将来の学校統廃合問題を総合的に判断するこ
とが大切です。そうすれば、この事業を計画通り進めること
がいかに難しいことかは事前に分かっていたはずです。

別府市
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全の
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（市長は、旧南小学校跡地事業の見直しを表明）
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　覚えていますか。北海道の夕張市では、財政破綻の責
任について、市長の責任を問う一方で、議員の責任を問
う声が多かったことも事実なのです。
　市民は、浜田市長に市政担当能力があるのか疑問を抱い
ています。それは、市財政が危機的状態なのに、抜本的な
対応ができていないからです。市長は、委託や民営化など
で仕事量が減ったのに、職員の採用をし続けています。そ
して、市長や副市長の退職金は、人口規模が同じような市
の中で一番高額なのです。相も変わらず、職員厚生会には
公費で、旅行や飲食、遊びの費用負担を続けています。こ
れらのことからも、市長の財政に対する危機意識が希薄な
ことが分かります。多くの市民は、別府市が夕張市のよう
にならないか不安に思っているのです。スーパーイズミ（夢
タウン）の誘致では、市長選挙までして、歩道橋やシネマ
コンプレックス、美術館、ワンコインバスを約束しました。
多くの市民に夢を与えました。ところが、この中の一つさ
えいまだに実現できていません。いったいあの公約はどう
なっているのでしょうか。このままでは、市民は夢だけ見
続けることになります。浜田市長では、市民目線の市政運
営や公約の履行ができないと指摘する市民の声は日増しに
強くなるのも分かります。現状を見ると、説得力を持って
いるように思えてなりません。市民の中には、浜田さんの
ことを、いい人という人たちもいます。しかし、いい人だ
けでは、別府市は経営できないのです。

笑ってしまう、
浜田市長の行政改革

　皆さんは、浜田市長が進めている行財政改革の実態をご存
知ですか。次に、その改革に迫ります。

ごみ収集に見る改革
　別府市は、平成18年と20年に、民間業者に可燃ごみの収
集を委託しました。これで、市の職員が収集する可燃ごみの
量は約３分の１まで減少しました。
■ごみ収集業務の一部民間委託家庭系可燃物収集運搬委託料 （単位：円）

年度 18年度 19年度 20年度 合　　計
42,976,500 42,976,500

委　託　料 37,888,200 37,888,200 80,864,700 156,641,100
　可燃ごみの収集業務は、正規職員と非常勤職員49名で収
集をしています。
　正規職員とは市職員のことです。非常勤職員とは、正規
職員以外で嘱託や臨時で雇用されている職員です。
　次の表は、正規職員の人件費です。 （単位：円）

施設名 年度 職員数 人件費 年間平均給与

ごみ収集業務 Ｈ20
正　　規 43 273,747,845 6,366,228
非常勤等 6 14,799,828 2,466,638
合　　計 49 288,547,673 5,888,728

　民間業者の職員給与は、公務員給与の半額程度だそうで
す。同じ仕事が、民間では半額の経費でできるのです。委
託すれば、皆さんの税金を節約できるということなのです。
そして、節約できた経費で、皆さんの要求に応えることが
できます。
収集量が減少すれば、市の職員の数も減らなければ、改革の
効果はあがりません。では、民間委託で市の職員の数はどの
ようになったのか見てみます。
　１期委託時の正規職員は62名でしたが、
　２期の委託で正規職員は43名になりました。
　正規職員は19名減少しましたが、定年退職10名（自然減
少）と、配置換え９名（他の課に移動）の結果です。職員が
減らないのに、収集委託料を年間8,000万円支払っているの
です。これでは、経費の二重払いです。
　民間委託で、正規職員の仕事量が減少したことは説明しま
した。

　ところが市長は、新たに清掃課に（現在
は環境課）、17年から21年までに９名採用し
ているのです。

学校給食調理に見る改革
　平成18年に、共同調理場の職員を（主に中学校の調理を
担当）、正規職員から嘱託職員へ切り替えました。当時、共
同調理場で働いていた正規職員８名は、各小学校に配置転換
をしました。それまで、小学校は36名体制で調理をしてい
ました。ところが、調理数が変わらないのに、正規職員８名
が加わり44名体制となったのです。

そればかりか、17年から21年までに新規に12
名の職員を採用しています。

すでに、各小学校の調理部門は、数名の正規職員を残して、
嘱託職員で調理する方向です。浜田市長の、駆け込みとも思
える職員採用で、嘱託職員への切り替えが遅れることは避け
られません。この事実を見ても、市長の職員採用は明らかに
改革に逆行しているのです。これらの実態から、私には、浜
田市長が改革に真剣に取り組んでいるとは思えません。それ
ばかりか、市長自身が改革を後退させていることは間違いの
ない事実なのです。

　業務の民間委託や非常勤職員の雇用で、正規
職員の仕事量が減ったのに21名も採用しまし
た。これが浜田市長の進める改革なのです。こ
れでは、怒るより思わず笑ってしまいます。
　市の仕事量が減少すれば、それに合わせて職
員採用を控えるのが基本です。しかし、仕事量
に関係なく、職員の採用を続けているのが実態
なのです。

あなたに知ってほしい
人　件　費

　次に、皆さんの税金が人件費にどのように使われてい
るか見てください。
　次の表は、職員数の推移です。
■職員数

H16.4.1 H17.4.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1
合　計 1200 1187 1177 1155 1124 1102

　別府市では、正規職員のほかに、嘱託や臨時の非常勤職員
が544名働いてます。
　次に、退職者と新規採用を見てみます。
■退職者数の推移
区　分 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
退職者 61 41 50 59 71 68 53

＊市長部局、教育委員会の計（水道除く）
＊平成15年度～平成20年度＝実績　平成21年度＝見込
■新規採用者数の推移
区　分 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
新採用者 35 34 30 38 35 41 46
＊市長部局、教育委員会の計（水道除く）
＊平成15年度～平成21年度＝実績

　浜田市長は、委託や事業廃止、民間移管に関係なく採用を
続けているのです。ご存知ですか？定年までに要する職員一
人当たりの人件費は３億円を超えます。新規採用は、多額の
税負担を伴うということなのです。ですから、仕事量に合っ
た職員を採用すべきです。
　次の表は、退職者数と退職金額です。
■退職者数、退職金額 （単位：千円）
区　分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
退職者数 43 51 62 71 69 53
退職金額 1,109,932 1,331,109 1,514,838 1,761,424 1,624,505 1,405,474
＊平成21年度は見込み
＊特別職含む、水道除く
　退職金支払いのために、19、20、21年の３年間、約30億
円借り入れています。市財政で、退職金は大きな比重を占め
ています。新規採用は、必ず退職金を必要とします。そのこ
とが、市財政の大きな負担となるのです。
　次に、部長、課長などの人件費を見てみます。
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　管理職は94名で職員数の約１割を占めています。
■平成21年度　人件費決算見込み額（部長級・課長級） （単位：人、円）
区分 部局 ①人員 ②給料 ③職員手当等 ④合計②＋③

部
長
級

市長部局 11 59,234,000 36,845,000 96,079,000
市長部局以外 0 0 0 0

計 11 59,234,000 36,845,000 96,079,000
年平均（１人当り） 5,384,000 3,349,000 8,734,000

課
長
級

市長部局※ 60 307,784,000 185,151,000 492,935,000
市長部局以外 17 89,321,000 53,360,000 142,681,000

計 77 397,105,000 238,511,000 635,616,000
年平均（１人当り） 5,157,000 3,097,000 8,254,000

　課長級は873万円、部長級は925万円で、平均給与は880
万円となっています。
■管理職数と手当額 （単位：人、円）

年度　
項目 部長級 次長級 課長級

（内参事） 計 管理職手当
月額（総額）

管理職手当
年額（総額）

平成20年度 13 16 66
（37） 95 5,327,000 63,924,000

　管理職手当ては、6,000万円を超えています。同じ管理職で
も、定刻に帰宅できる管理職と、毎日残業や休日出勤の多い管
理職に、同じ手当が支給されています。手当は、管理職の勤務
内容によって支払うように変更すべきではないでしょうか。
　次に、月額平均給与月額と時間当たりの賃金を見てみ
ます。
■給与月額

H21 平均給料月額
（Ａ）

平均年間給料額
（Ｂ）

（Ａ）×12月
年間勤務時間
（Ｃ）

時間単価/h
（Ｄ）

（Ｂ）/（Ｃ）

時間単価/分
（Ｅ）
（Ｄ）/60

一般行政職 338,500 4,062,000 1937.5時間 2,097 34.9
技能労務職 333,800 4,005,600 2,067 34.5
＊平成21年給与実態調査による

　時間当たり2,000円を超えています。これはパート労働者
の３倍の賃金です。この高い時間当たり人件費を考えて働い
ている職員がいるでしょうか。
　次に、21年度の平均職員給与を見てみます。
■平成21年度　平均給与月額

区　　分 対象支給合計額
（Ａ）

人　数
（Ｂ）

平均給与額
（（Ａ）/（Ｂ）/12月）

一般行政職 2,319,475,200 498人 388,132円
税　務　職 377,323,200 83人 378,839円
医療技術職（栄養士等） 45,547,200 10人 379,560円
看護保健職 65,805,600 18人 304,656円
福　祉　職（保育士等） 242,155,200 57人 354,028円
＊平成21年給与実態調査による（４月支給額を基礎に積算）

　正規職員一人当たりの平均給与は625万円です。
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　長引く不況で、生活保護を求める市民が、平成19年対比
で1.57％、171人増加しています。市民の生活と違う世界に
住んでいるのが、市長や議員そして公務員のような気がして
なりません。それを実行しているのが職員厚生事業なのです。

　平成20年度も税金で旅行や、飲み食い
別府市では、平成20年度厚生会への市民一人当たりの
負担額は16,333円です。
　職員厚生会の、平成20年度決算が行われました。それに
よると、前年と同じような飲み食いをしています。これだけ
多くの批判を受けながら、なぜ、旅行や飲み食いに税金を使
うのでしょうか。
　（飲み食いをしてない職員もいます）
　先ずは、20年度の飲み食いや、レジャー施設の利用状況
の一部をご覧ください。
■レクリエーション事業
（１）グループ旅行
　　　114名　　1,140,000円

（２）レジャー施設利用状況 （単位：円）
スギノイパレス 1,579,000 マリーンパレス（うみたまご） 699,200
ワンダーラクテンチ 198,800 アフリカンサファリ 618,700
城島後楽園ゆうえんち 624,200 ハーモニーランド 283,500
サンバリー・アネックス 2,993,600 住吉浜リゾートパーク 172,400
近鉄・別府ロープウェイ 167,200 梅園の里 48,900
フランス料理ロワール 875,300 大分香りの博物館 6,000
別府ブルーバード劇場 7,200 合　　計 8,274,000

（３）リフレッシュ （単位：円）
湯都ピア浜脇 30,000
市営温水プール 40,000
べっぷアリーナ 100,000

合　　計 170,000
　このほかに、ボウリングやミニバレー
大会に120万円。スポーツ、文化クラブの
補助金や大会出場補助金などに191万円を支出しています。
■互助会に対する公費支出の見直し状況

19・20年度に見直しを
行った団体数

20年度までに互助会等に対す
る公費支出を全廃した団体数

都道府県 34 27（※）
指定都市 14   1（※）
市区町村 1,103 392

注）各地方公共団体の首長部局における互助会等に対する公費支出の見直し状
況を示している。

※平成20年度までに首長部局における互助会等に対する公費支出を全廃した
団体は、都道府県では、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、群馬県、千葉県、新潟県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、京都
府、大阪府、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、
高知県、福岡県、長崎県、鹿児島県。指定都市では、大阪市。

　平成19，20年度に、1,103の市町村が、公費負担を見直し
ています。その結果、20年度までに公費支出を全廃した市町
村が392あります。すでに、多くの自治体で見直しが進み、公
費負担の廃止が進んでいるのが現状です。このような中、職
員厚生会が1,060人を対象に、福利厚生事業に関するアンケー
トを実施しました。その中で、特に注目したのが次の回答です。
　公費を財源とする福利厚生事業の内容について適当と思わ
れるものを次の内から１つだけ選んでください。
①遊園地などのレジャーやレストランなどでの食事も、元気
回復事業の一環であるので、なんら問題はない。

  回答数374人 42.9％
②遊園地などのレジャーは問題ないが、レストランなどでの
食事は適切でない。 回答数 55人 6.3％
③レストランなどでの食事は問題ないが、遊園地などのレ
ジャーは適切でない。 回答数 10人 1.1％
④内容はどうであれ、個人レベルで楽しむものは公費の支出
は適切でない。 回答数347人 39.8％

　私が、アンケート結果で驚いたのは、税金で飲み食いは当
然と考えている職員が374人43％もいることです。市民は、職
員の飲み食や旅行のために、税金を納めているのでありません。

このような考えの職員が、市民のために、税金を効率よく使う
ことができるでしょうか。税金を、飲み食いや旅行に使うこと
を止めることができるのは市長の決断です。しかし、19年度
には、市長も出席して退職者の慰労会を税金でしています。こ
んな市長に期待することが無理なのではないでしょうか。
　「市民の目線で政治を進める」と公約して当選した浜
田さん、いまや、「職員の目線」になっているのです。
それにしても、飲み食いや旅行の予算を、なぜ、議員
は認めるのでしょうか。
　私には、市長や議員が、皆さんことを真剣に考えて
いるとは思えないのです。

　別府市は市の退職者を再雇用しています。このことは、正
規職員に代わる制度として全国的に注目されています。再雇
用制度は運用次第で、住民サービスを低下させずに、人件費
を削減できるのです。これまで、市政だよりで退職者の再雇
用について触れています。ところが別府市では、再雇用者だ
けに、ボーナスや交通費を支給していたことが分かりました。
　次の表は再雇用者のボーナスや通勤手当です。
■平成20年度　再任用短時間勤務職員

２級（主事）
格付

３級（主任）
格付

４級（係長）
格付 合計 平均

人　　員 11 2 1 14 －

給　　料
給料月額 128,760 155,400 167,640 － －
総 額 16,996,320 3,729,600 2,011,680 22,737,600
一人当たり年額 1,545,120 1,864,800 2,011,680 － 1,624,114
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ホームページは動画でも
ご覧いただけます。

行政の問題点を
シリーズで載せています。
HPアドレス 　http://www.izumi-t.jp

ホームページは、「別府市議会議員泉武弘」でも検索できます。
E-mailアドレス 　genki@izumi-t.jp

TEL0977-67-0570･FAX0977-67-0659･携帯090-3410-0084

お 礼 と お 願 い
　私は市政の「今」を「泉武弘の市政だより」としてお届
けしてきました。多くの声が寄せられ議員活動の励みに
なっています。これからも「生」の政治をお届けしたいと
思っています。ただ、続けるためには皆さんに「浄財のカ
ンパ」をお願いしなければなりません。大変心苦しいので
すが印刷費に協力をお願いします。「市政だより」を年二
回発行すれば「約70万円」程度要ります。これまでカン
パしていただいた皆さんに、心からお礼申し上げます。貴
重な浄財は印刷費などに使わせていただきました。本当に
ありがとうございました。また、配付件数が増えれば、そ
れだけ政策の勉強に費やす時間が少なくなります。そこで、
昨年から一部支援者の力をお借りして配付しました。皆さ
んのお住まい近くだけでも配付にご協力いただければと
願っています。
　ご協力いただける方はぜひご連絡してくだい。
■行財政改革クラブ　代表 泉武弘 大分銀行別府支店 5800115
■泉　　武　弘 大分みらい信用金庫鉄輪支店 9162658

寒
い
日
も
、暑

い
日
も
、

寒
い
日
も
、暑

い
日
も
、

期末勤勉手当
（年間2.35月）

総 額 3,328,446 730,380 393,954 4,452,780 －
一人当たり年額 302,586 365,190 393,954 － 318,056

通勤手当 総 額 431,800 55,200 0 487,000 －
一人当たり年額 39,255 27,600 － － 34,786

　再雇用者には、年間2.35月分、平均318,056円、
最高393,954円と、交通費 平均34,786円を支給し
ているのです。
　平成20年度、544名の非正規職員が働いています。しかし、
交通費やボーナスを支給しているのは、元職員の再任用職員
だけなのです。公務員は、現役時代にも各種の制度に守られ、
退職してからも、特別に優遇されているのです。

　ご存知のように、公務員には年間20日の年次有給休暇が認
められています。これとは別に、市長が認めれば、夏に夏季
特別休暇（夏休み）をとることができることをご存知ですか。
　平成20年度の夏季特別休暇（夏休み）の取得状況は次の
通りです。
市長事務局 775人 延べ日数 3,477日
教育委員会 109人 延べ日数 501日
水道局 85人 延べ日数 425日
総取得人員 969人 延べ日数 4,403日
一人当たり取得日数４，５日です。
　特別休暇は、職員に認められた制度です。しかし、夏季
特別休暇、夏休みは、市長が特別に、許可すれば、休める
制度なのです。長引く不景気の影響で、民間では休みも少な
く、ボーナスも十分支払えない会社が多くあります。それな
のに、正規職員に特別の夏休みや、再雇用職員には多額のボー
ナスまで支給しているのです。これでは、職員あって、市民
なし、といわれても仕方ないのではないでしょうか。夏季特
別休暇を、多くの職員がとっています。これは、職員数に余
裕があることを証明しているのではないでしょうか。あなた
が、会社に特別休暇、（夏休み）を申請したら、どのような
対応を会社はするでしょうか。公務員と民間とではこんな
にも勤務条件が違うのです。なのに、納税者の痛税感も
考えないで税金で飲み食いをしているのです。

　水道局の職員が、他の市に比べて多いことは良く知られて
います。では、他の市に比べて実際にどのくらい多いのか見
てみます。
■類似団体における職員数（平成19年度）
　給水人口10万人以上15万人未満（全水源）の団体

類似団体全体
（86団体）※Ｃ

別府市
H19 H20

44人 85人 84人

　人口10万人から15万人未満に給水している、86市の平均
職員数は44人です。
　これに対して、別府市は85人です。86市の平均より41名
も多いのです。このほかに、臨時の職員８名も採用してい
るのです。
　別府市の水道局では、各種の手当（期末、退職手当、時間
外勤務手当、特殊勤務手当など）のほかに、さらに、企業
手当てという名の特別手当を支給しています。これは、水
道局だけの特別の手当なのです。
　水道局の職員には、企業手当を10年間で１億7,000万円
も支給しています。水道局に働くだけで、平均、約20万円の、
特別ボーナス（企業手当て）を受け取れるのです。しかも、
私を除く全議員が、この予算を認めているのです。これでは、
市民から議員が軽んじられ、信じられなくなるのは当然でな
いのではないでしょうか。

終わりに、泉武弘の、願いと目標をお伝えします。

　私は、別府市を「日本で一番税金を効率よく使う町」
にしたいと願っています。
　そのためには、みなさんに税金が、どのように使われてい
るか知ってもらわなければなりません。私の市政だよりでは、
行政計画や事業費、人件費をより詳しく報告しています。ど
んな角度から見ても、税金が、皆さんのために、効率よく使
われているとは思えない現状があります。議会では、一人で

行財政改革クラブを結成して、主に、行財政の改革に取り組
んでいます。すでに説明しましたが、市の財政は危機的な状
態です。しかし、浜田市長は、この問題に正面から取り組も
うとしていません。私が、市長に求めているのは、市民のた
めに、もっと真剣に取り組んでほしい、もっと、税金の重み
を知ってほしいということなのです。市長は、小さな会合ま
で出席し挨拶をしているようです。しかし、市長は、市長室
に腰を落ち着け、別府市をどのように経営するのか真剣に考
えてほしいものです。一方、議員も、市民がどのような議員
や議会を望んでいるか、真剣に考えてほしいと願っています。
私の考えや主張が、全て正しいなどの自惚れは持っていませ
ん。むしろ、議会では、私より優秀な議員ばかりと思ってい
ます。しかし私が、市長や他の議員と違うのは、全ての力を、
自分の政治目標実現に注いでいることです。それができるの
は、私の政治活動に深いご理解やご支援をいただいていてい
る皆さんがいるからです。そのことにいつも、心から感謝し
ています。本当にありがとうございます。これからも、日本
で一番税金を効率よく使う町の実現を目指して全力で頑張り
ます。
　今号もご覧いただき有難うございました。


