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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。

　私の願いは、「別府市を日本で一番税金を効率よ
く使う町」にすることです。
　さて地方自治法という法律があります。これは、能率的な
行政と、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的と
しています。その第２条14項で、行政の責任について、
「地方公共団体は、その事務を処理するに当たって
は、住民の福祉増進に努めるとともに、最少の経費
で最大の効果を挙げるようにしなければならない」
と定めています。この法律には「例外規定」はあり
ません。したがって、知事や市町村長、そして議員
も守らなければならないのです。
　私は、税金を効率よく使うため、議会では「行財政改
革クラブ」を結成しています。これまで、保育園の民営化、
ごみ収集の民間委託、職員厚生会への公費負担の廃止、水道
局職員の企業手当ての廃止、学校給食調理職員の非正規職員
への切り替え、綜合振興センターの廃止、窓口業務などの非
正規職員への切り替えなど、多くの分野で積極的に取り組ん
できました。その結果、事業の廃止、民間移管や委託、正規
職員から非正規職員への切り替えなどを進めることができま
した。しかし、残念ながら改革の効果が期待したほどあがっ
ていないのです。その原因は、民営化や委託、事業廃止
などで仕事量を、せっかく減少することができたのに、
一方で、市が新規に職員を採用し続けたからです。そこ
で、今回の「市政だより」は、私が考える行財政の改革を具
体的に提言しながら、併せて問題点も検証したいと思います。
　支出を減らすだけでは財政の健全化は図れませ
ん。抜本的な事務事業の見直しが必要です。
　浜田さんは、市長選挙のとき、次のように述べました。
「私が市長になったから、改革が10年遅れたと言わせな
い」、また、「財政は徹底してムダを省き、１円でも多く
住民サービスのための財源を確保します」と、市民と約

束しました。
はたして、その約束は守れているのでしょうか。

最初に、別府市の人口問題を考えます
　国立社会保障・人口問題研究所は、平成20年12月に将来の
人口推計を発表しました。それによると、別府市の人口は次
のように推移するそうです。
■別府市の人口推移	 （単位：人）

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年
合計 125,565 123,239 120,125 116,431 112,424 108,280

0～4歳 4,438 4,059 3,844 3,733 3,638 3,374
～

70～74歳 7,743 8,264 9,414 7,143 6,101 5,829
75～79歳 7,298 6,880 7,380 8,464 6,433 5,518
80～84歳 5,370 5,924 5,638 6,093 7,065 5,376

85歳 5,105 6,523 7,768 8,304 8,989 10,363
　別府市では、25年後の人口が、17,285人減少し、108,280
人になるとみています。そのうち、70歳以上の高齢者は
1,570人増えて27,086人になると予測しています。特に、
80歳以上は5、264人増えて15,739人になるというのです。
この推計から分かることは
１）別府市の人口は今後、減少すること
２）逆に、高齢者は増加すること
３）高齢者の増加により社会保障費は増えること
４）人口の減少により、納税者は減少すること
　特に、出生者と納税者が減ることは、行政運営の根幹に関
わる問題です。したがって、人口減少に見合う市の経営をし
なければなりません。そのためには、行財政の規模、職員数、
議員数、道路や下水道、ごみ焼却場、公園、市営住宅など、
将来の人口規模に合うように、いまから取り組まなければな
らないのです。

次に、行政サービスの実態について検証します
　これから記述する人件費削減は、次の根拠によって試算し
ています。
１）別府市の公開した資料に基づいて人件費の比較をしてい

ます。
２）各職場の、必置正規職員数は未定のため現数で試算して

います。
３）議会答弁や議会の中間報告も参考にしています。
４）別府市の計画との整合性はなく、あくまでも、私自身の

試算と提言です。
５）非常勤職員とは、嘱託、臨時、再任用のことです。
６）現時点における人件費の試算となっています。
　次の表は、浜田さんが市長になってからの退職者数です。
■過去５年間の退職者数（定年・定年前退職） （単位：人）
項目　　　　　年度 16年 17年 18年 19年 20年

退職者数Ａ 41 50 59 71 68
定　年 20 28 36 52 55
定年前 21 22 23 19 13

　平成20年までの退職者は289人です。
　一方、次の表は、浜田さんが市長になってからの新規採用
者数と採用予定者数です。
■新採用者数の推移	 （単位：人）

項目　　　　　年度 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
新採用者［Ｂ］ 35 34 30 38 35 41 46 40 25 25

　平成20年までに、213人採用していますが、24年までに、
さらに136人も採用する予定です。
　次の表は、今後５年間の退職者数と金額です。
■今後５年間の退職者数と退職金額	 （単位：人、千円）

項目　　　　年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
退 職 者 数 53 42 36 30 34
退職手当額 1,405,474 1,119,636 959,688 799,740 906,372
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　退職者数は195名、退職金は52億円です。
　次の表は、退職者に対する職員補充率です。
■職員補充率
項目　　　　年度 17年 18年 19年 20年 21年

比率Ｂ/Ａ 73% 76% 59% 58% 68
　退職者に対して、どの程度、採用によって補完したかが示
されています。市は、事務量に関係なく採用していること
が分かります。委託や非正規職員に切り替えをしたことで、
採用は減らなければならないのです。ところが、21年度は
68％に増えているのです。市長が、いかに、杜撰な職員採
用をしているかお分かりいただけたと思います。
　次の項目を読む前に、最初に説明した、地方自治法第２条
14項を思い出してください。市は、仕事をする場合、最
少の経費で最大の効果を挙げることが責務なのです。
　では、具体例を見てみます。
　次の６つの仕事は、正規職員でなければ
できない仕事でしょうか。

　次の表は平成20年度の業務別人件費です。
■業務別人件費

平均年収（注１） 人数 総額
窓口業務 6,177,516 111 685,704,276
ごみ収集 6,074,527 42 255,130,134
道路維持 6,074,527 10 60,745,270
し尿処理 6,074,527 8 48,596,216
公園管理 6,074,527 6 36,447,162
学校給食 6,074,527 40 242,981,080

　順を追って詳しく
見て参ります。最初
に、窓口の仕事を見
てみます。窓口には
111名が働いていま
す。しかし、窓口業
務は正規職員でなけ
ればできない仕事な

のでしょうか。公共改革サービス法が平成18年にスタート
しました。この法律によって、窓口などの仕事は民間でもで
きるようになっているのです。
　公共改革サービス改革法の趣旨、は次の通りです。
　公共サービスに関して、その実施を民間が担うことがで
きるものは、民間に委ねる観点から、これを見直し、民間
事業者の創意と工夫が反映されることが期待される業務を
選定して、官民競争入札又は民間競争入札に付すことによ
り、公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を図る改
革を実施することとされています。基本理念として、公共
サービス全般について、不断の見直しを行い、民間事業者
の創意と工夫を反映させ、良質かつ低廉な公共サービスを
実現する。また、見直しを通じ、必要のない事務又は事業
は廃止する。
　これらの仕事は、民間業者や経験と知識を持っている、市
の退職者を再任用すれば十分対応できるのです。
　それでは、窓口の仕事を非正規職員に切り替えた場
合、どのくらい経費の削減になるのでしょうか。
　窓口の仕事を非正規職員に切り替えれば、約５億円
削減できるのです。
■現在の職員数

正規職員 再任用 非常勤 臨時 計
市　民　課 19 3 5 6 33
亀川出張所 2 6 1 9
朝日出張所 3 6 9
南部出張所 3 6 9

　平成22年度、市
民課に33名、朝日、
亀川、南部の３出
張所に27名、合計
60名が働いていま
す。 そ の 中で、正

規の職員は27名です。市民課窓口や出張所の主な仕事は、住
民票関係、戸籍関係、印鑑証明関係、市税の取り扱いなどです。
■証明書交付に要した人件費	 平成20年度

市民課 各出張所 計／全体

職員１通あたり
人件費（円）

※給与費÷発行枚数

全　体 101 952 551
職　員 0 1,306 1,306
再任用 139 629 369
非常勤 87 396 210
臨　時 67 0 67

平均給与額（円）
（給料及び職員手当等）

職員 6,654,000 6,654,000 6,654,000
再任用 1,923,254 1,923,254 1,923,254
非常勤 1,560,000 1,560,000 1,560,000
臨　時 1,536,000 1,536,000 1,536,000

非常勤職員が証明の仕事をした場合	 実際の人件費	 80,240,540
	 非常勤職員の場合	 36,441,600
	 節約できる金額	 43,798,940
　たとえば、非正規職員の発行した証明書に問題が起きたこ
とがあったでしょうか。証明の仕事は、正規、非正規職員の
どちらがしても同じ効果なのです。であれば、人件費の安い

非正規職員に切り替えるべきだというのは当然ではないで
しょうか。そうすることによって、削減できた税金で他の事
業をすることができるのです。

次に、し尿処理場は、非常勤職員で
対応できない施設なのでしょうか

　次の表は、し尿処理場の職員数と人件費です。
■し尿処場職員数と平均給与

平成20年度 人員 平均給与
春　　木　　苑 8 7,067,622
嘱 託（春木苑） 2 1,560,000

　この施設には10名が
働いています。そのうち
８名が正規職員です。

　処理量は年々減少傾向にあります。したがって、この職場
でも、これまで処理場で働いた経験のある、市の退職者を再
任用すれば十分対応できる仕事なのです。もし、この仕事を
非正規職員に切り替えれば
年間約2,700万円、人件費が削減できるのです。（非
常勤職員給与で試算しています。）

次に、道路や水路維持の仕事を見てみます

　道路や水路維持の仕事には10名の正規職員が働いていま
す。平成20年度には、道路のポケット補修や舗装など1746
件の仕事をしました。しかし、これらの仕事は民間業者で十
分できる仕事なのです。緊急時の対応について問題はありま
す。しかし、費用対効果を考えればできるだけ早く民間委託
をする必要があります。次の表は職員数と人件費です。
　道路維持10名、平均給与6,074,527円
　人件費の総額は60,745,270円です。
　民間に委託すれば、人件費が、約6,000万円削減
できるのです。（委託料は別にかかります）

　次に、公園管理について見てみます。
　次の表は公園管理に要する人件費です。
　公園管理　正規職員６名　36,447,162円

　公園管理は、春木種苗圃の廃止で生じた余剰職員を、公園
管理に配置換えをしました。公園管理を、なぜ人件費の高い
正規職員にしてもらう必要があるのでしょうか。公園管理を、
シルバー人材センターの活用や地元自治会、愛護会などでし
ている自治体もあります。一人当たり、年間600万円を超え
る給与で、市が直接公園管理をすることは、費用対効果から
見れば許されないことなのです。
　正規職員による、公園管理を廃止すれば、年間
3,600万円不要になります。

次に、学校給食調理を見てみます

■給食調理の表(平成20年度資料)
総食数 人件費 一食単価

小学校（幼稚園含） 1,250,564 270,810,177 223.19
共 同 調 理 場 588,708 33,733,878 57.30
合　 計（ 平 均 ） 1,839,272 304,544,055 107.09

■人件費
小 学 校 平 均 給 与 正規職員 41人 6,516,562 非常勤 8人 1,492,148
共同調理場平均給与 正規職員 0人 該当なし 非常勤 18人 1,874,104

　正規職員の、一食当たり単価は、嘱託職員の４倍かかっ
ています。調理数は、小学校一人当たり25,521食に対して、
共同調理場は、一人当たり32,706食調理しているのです。
給与の高い職員の調理数が少なく、給与が少ない職員が多く
調理しているのです。共同調理場では全員嘱託職員が調理を
しています。それまで、共同調理場で働いていた正規職員は、
小学校に配置換えになりました。この結果、小学校では調理
数が増えてもいないのに、正規職員が増えたのです。このこ
とからも、改革に対する別府市の取り組みがいかに杜撰であ
るか見て取れます。その結果、人件費の二重投資を生むこと
になったのです。給食調理の問題点は、年間通じて仕事がな
いことです。一般行政職は、平成20年度、243日働いてい
ます。ところが、給食調理は、学校で春、夏、冬の三期休暇
があるため、年間、給食調理の正規職員は198日しか、調理
の仕事をしていません。
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■平成20年度勤務日数等
一般行政職 勤 務 日 数（＊１） 243日

給食調理員
調 理 日 数 198日
３期休業日数 45日

＊１：年間総日数から、土日祭日、年末年始の休日を除く。

　しかも、調理の仕
事がないのに、給与
は一般職と同じよう
に支払われているの
です。平成20年度、

小学校では、41名の正規職員と８名の非常勤職員が働い
ています。同じ調理の仕事を、共同調理場では、18人
の嘱託職員がしているのです。調理の仕事を、給与が大
きく違う、正規職員平均631万円と、嘱託職員平均
187万円がしているのです。
　だったら、人件費の安い嘱託職員に切り替え、皆さんの税
金を効率よく使うべきではないでしょうか。
　非常勤職員に切り替えれば、年間1億5,000万円削
減できるのです。（20年度の非常勤職員給与を参考に試算）

次に、可燃ごみ収集について見てみます

　可燃ごみの収集は、これまで２回（17年、20年）民間に
委託しました。平成20年度は、正規職員47名と嘱託職員８
名が働いています。
■ごみ収集業務

平成20年度 人員 平均給与
清　掃　業　務 56 6,237,703
嘱託（清掃業務） 8 1,814,387

　ごみ収集は、全国的に
民間委託が大幅に進んで
います。給与は、正規職
員の平均623万円に対し

て、嘱託職員は平均181万円となっています。給与差が442
万円もあるのに、内容は同じなのです。市が直接行う、ごみ
収集の問題点は、民間業者に比べて、一人当たりのごみ収集
量が少なく、しかも、１トンあたりの処理費が、民間に比べ
て３倍もかかっていることです。その原因は、民間に比べて
高い人件費にあります。
■平成20年度ごみ収集にかかる経費

可燃物
（直営分）

ごみ収集量（トン） 9,086
１トン当たり収集経費（円） 17,143

可燃物
（委託分）

ごみ収集量（トン） 15,092
１トン当たり収集経費（円） 5,358

　正規のごみ収集
職員全員を、非常
勤職員に切り替え
た場合、どのくら
い人件費が削減で

きるのでしょうか。
非常勤職員に切り替えれば、２億6,000万円削減で
きるのです。（20年度の非常勤職員給与で試算していま
す。）

　ところで、非常勤職員に切り替えれば、人件費が大
幅に削減できるのに、なぜ、切り替えないのでしょうか。
　これまでの具体例から、改革をすれば、こんなに税金を効
果的に使うことが分かったと思います。どうして、非正規職
員への切り替えや民間委託をしないのでしょうか。
　理由は簡単です。浜田市長には、改革に対する意欲が
ないからです。浜田さんが、市長に就任してから８年目
になり、任期最後の年になりました。
　公約で、財政は徹底してムダを省き、１円でも多
く住民サービスのための財源を確保します。
と約束しましたが、実行しないばかりか、取り組もうともし
ないのです。次の表からもそのことが明白です。
■技能労務職の配置先　小学校は給食調理員です。
採用年度 採用者数 各年度４月１日（７月１日）配置先
17年度 4 清掃課２人、共同調理場１人、境川小学校１人
18年度 6 清掃課４人、亀川・上人小学校各１人
19年度 5 清掃課１人、南・石垣・境川・緑丘小学校各１人
20年度 5 環境課２人、南立石・亀川・鶴見小学校各１人
21年度 1 道路河川課１人、上人小学校１人

　改革をするといいながら、給食調理に12名、清掃課に９名、
新規に採用しています。これでは、非正規職員へ切り替えを
すればするほど人余りになり、人件費が二重にかかるだけ
なのです。ここで言う改革というは、質の高いサービスを、
安い費用で提供できる仕組みをつくることです。それには、
民間でできることは民間に、非正規職員でできる仕事は、嘱
託や臨時、再任用に切り替えることが大事なのです。そうす
ることで、行政運営にかかる経費の削減ができるのです。
　改革で、節約できた税金は、子育て、高齢者や障
害者への福祉、教育などに遣うことができます。し
かし、このまま改革しなければ、いままでのように
高い人件費に遣われ続けます。

　なぜ、委託や非正規職員へ切り替えをすれば人余り
になってしまうのでしょうか。
　給食調理やごみ収集、窓口の仕事、道路や水路の維持、公
園管理などの仕事は、全国的には委託や非正規職員へ切り替
えが進んでいます。ところが、別府市では、これらの職場で
新規に職員の採用をしてしまったのです。団塊世代の大量退
職に合わせて、民間委託や非正規職員への切り替えをしてこ
なかったつけがいま出ているのです。

なぜ、こんなにも職員数が違うのでしょうか
　次の表は、職員一人当たりの市民の数です。
■類型別団体職員数一覧	 （単位：人）平成20年度４月１日現在

住基人口
（H20.3.31） 職員数 職員一人当り

人口数
1 福岡県 春日市 108,769 445 244.42
2 埼玉県 富士見市 104,063 626 166.23
3 大阪府 河内長野市 116,405 675 172.45
4 大阪府 羽曳野市 119,109 683 174.39
5 千葉県 鎌ヶ谷市 105,334 713 147.73

～
31 大分県 別府市 121,755 1,125 108.23

　改革のトップランナー福岡県の春日市では、職員１人あた
りの市民数が244名となっています。ところが、別府市では、
職員一人あたり108人なのです。
　次の表をご覧ください
■職員数

正規職員
臨時・非常
勤職員数

正規・臨時・非
常勤職員１人
あたりの人口
（水道除く）

市長部局
行政委員会 教育 消防 水道

1,102 701 180 140 81 446 82.56

　別府市では、正規職員のほかに、臨時や非常勤職員が446
名働いています。この数字を含めると、職員一人当たり市民
数は83人となります。なぜ、春日市などでは職員数が少な
くても行政事務をきちんとすることができるのでしょうか。
それは、民間委託を進めた結果なのです。どうして、春日市
にはできて、別府市にはできないのでしょうか。それは、税
金を効果的に使うという責任感と、改革に対する情熱の違い
だと言えるでしょう。
　「浜田市長は、改革というお題目は唱えていますが、
本気で経費削減に取り組んでいないのです。」
　私は理由もなく、市長を批判しているのではありま
せん。批判は、「税金をもっと有効に使って」という、
市民の願いに、市長が真剣に取り組んでいないから
です。税金は市長や議員のものではありません。皆
さんからお預かりしたものです。したがって、効果的
に使わなければ批判されるのは当たり前なのです。

では、改革はどうすればできるのでしょうか

　浜田さんが市長になってから８年目を迎えました。ご存知
のように、市長には絶対的な権力が与えられています。皆さ
んのために、本気で改革に取り組む気持ちがあればできたの
です。それにもかかわらず、改革に取り組んでこなかったの
はなぜでしょうか。
　一言でいえば改革をする意思がないからです。
　泉　武弘だったら抜本的に改革することができま
す。それは、これまでの私の市政への取り組みから
お分りと思います。なによりも、日本で一番税金を
効率よく使う町にしたいという、強い意欲と揺らぐ
ことのない信念を持っているからです。

「だれが市長になるかは、大事なことですが、別府市のため
にどんな仕事をするのか、がもっと重要です。」
　当たり前のことですが、政治は結果について責任を負
わなければなりません。これまで、市は支出削減に比重
を置き、抜本的な行財政改革をしていません。ですから、
人余りが生じる結果になったのです。市長の任期も一年
しかありません。今まで、結果を出せなったのですから、
これからを期待するのは無理というものです。
　窓口、ごみ収集、道路維持、し尿処理、公園管理、学
校給食調理の仕事は、正規職員から非正規職員や民
間委託に切り替えなければなりません。しかし、そう
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すれば、200名以上が人余りになるのです。どうしても、
人余り問題を解決しなければ先に進めないのです。
　次の表は年度別退職者の見込みです。
■退職者一覧表

年　度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30
退職者数（人） 31 24 24 21 17 18 21 26 33
累　　計（人） 31 55 79 100 117 135 156 182 215

＊消防、水道、教育除く

　この表でお分かりのように、定年退職者だけでの減少は、
平成30年まで人余りが解消できません。その間に、非正規
職員への切り替えや民間委託を進めれば、人件費の二重投資
になってしまいます。改革に手をこまねいて具体的に進めず、
職員採用を続けてきた結果、経費の削減を大きく遅らせるこ
とになったのです。しかし、人余りの解消法はあります。
　私が考えている人余りの解決方法は
１）職員採用を凍結する
２）退職勧奨で職員数の削減をする
３）解雇する
４）配置転換や職種変更で活用する
５）民間に派遣する
　以上のような方法がありますが、現実的な人余り解決の方
法としては、職員採用の凍結、退職勧奨、配置転換や職種変
更などで対処することです。
　浜田さんは、「私が、市長になったから改革が10
年遅れたとは言わせない、」と豪語しました。しか
し、浜田さんが市長になったため、改革が大幅に遅
れてしまったのも事実です。たとえ、針の穴を通す
ように難しい改革であっても、いま取り組まなけれ
ば、さらに大きな壁になってしまいます。私は、こ
の問題に正面から取り組み必ず解決する自信があり
ます。なぜなら、私以上に、行財政改革に情熱を持
ち、努力している人を今までに見たことがないから
です。どんな困難があっても、別府市を「日本で一
番税金を効率よく使う町」にする決意です。
　さて、人口推移からも分かるように、これからは納税者が
減り、社会保障費を必要とする高齢者が逆に増えてきます。
ですから、税金を効率よく使い、皆さんに豊かで質の高いサー
ビスをしなければならないのです。そのためには、民間委託
や非正規職員への切り替えは避けて通れません。今回も、紙
面に限りがあるために多くの問題を採りあげることができま
せんでした。このほかにも多くの問題が山積しています。こ
れを解決するためには、職員の意識改革が最も重要なことな
のです。
　私は、これまで改革の先頭に立ち、結果も残すこと
ができました。それは、これまで泉武弘を支えていた
だいた皆さんの、深いご理解とご支援によるものです。
今後ともご支援をお願いする同時に、皆さんも、いま
こそ納税者として声をあげ、改革についてあなた自身
の権利を主張すべきではないでしょうか。今号も最後
までご覧いただきありがとうございました。

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

　私は、議会で行財政改革に取り組んできました。その結
果、保育園の民営化、ごみ収集の民間委託、学校給食調理
員の正規職員から嘱託職員への切り替え、水道局職員への
企業手当ての廃止、春木種苗圃の廃止などで結果を残すこ
とができました。別府市では、25年後に、人口が17,285
人減り、高齢者は増えると予想されています。これは、納
税者が減り、逆に、社会保障費を必要とする年代が多くな
ることを意味しています。従って、窓口の仕事や現業の仕
事などを、正規職員から非正規職員へ切り替え、福祉に回
せる財源を確保しなければならないのです。そうすること
によって、行政サービスが維持できるのです。これまでは、
議会で一人、頑張ってきました。幸いに、議会でも行政改
革への取り組みがスタートしました。この機会に、皆さん
と力を合わせて、「別府市を日本で一番税金を効率よく使
う町」にするため、「日本一の会」をつくり、実現したい
と思っています。是非、私の思いと願いを実現できるよう
に、この運動に参加していただくようお願い致します
　入会していただける方は申込書を郵送やファックスして
ください。ホームページからも申し込みができます。

日本で一番税金を効率よく使う町の会
略称　「日本一の会」

氏名　　　　　　　　　　　　

別府市　　　　　　　　　　　町　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話　　　　　　　　携帯電話　　　　　　　　　　　

メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「日本で一番税金を効率よく使う町の会」
略称　「日本一の会」

結成のお知らせと入会のお願い

↑この部分を切り取って送って下さい。


