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このまち。みんなで作ろう。
女性いきいき 政治が変わる！
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至原尾島

「官から民へ」とは？

下 市 この み

残暑お見舞い
申し上げます

「官から民へ」
とは、
社会や経済の仕組みを権力から利
益優先へと変えることを意味します。郵政民営化問題
は、
「官はすべて悪く、民はすべて正しい」という小泉流
新自由主義のマインドコント
ロールを解き放つ格好の手が
かりとなるでしょう。

百 間川

岡山市高屋 187‑4‑201 TEL&FAX 086‑270‑5333
http://ww3.tiki.ne.jp/˜s-konomi/
e-mail: s-konomi@mx3.tiki.ne.jp

月曜日〜金曜日 9:00 〜 17:00
（留守電・FAX24 時間 OK！）

参議院で法案が否決されたため、
衆議院を解散すると
いう、そのもとになった郵政民営化問題。
「全国民に対して公平、平等に提供される郵便という
サービスが民営化された後どうなるか心配だ」
という声
をお聞きします。
公共サービスとは、
人々が生活していくうえで必要不
可欠なものをあまねく公平に提供することです。
儲かる
から、売れるから提供するという「商品」とは、根本的に
異なります。
郵政事業もこうした公共サービスのひとつ
なのです。

至東岡山

発行：下市このみ事務所

TEL&FAX 086(270)5333

郵政民営化って何だ？

国 道 250号 線

●東 公 民 館
●コス モ石 油

責任はありません。
2001年の財投改革で、
郵貯･簡保と特
殊法人との関係は、市場を挟んだ関係
に変わっており、
責任は旧大蔵省、
現在
の財務省と政権政党にあります。郵政
民営化問題とは切り離して、特殊法人
改革を進めていくべきです。

地域防災や災害時の拠点に
少子高齢社会はどんどん進み、
2016年には高齢者人口
は26％、
4人に一人は65歳以上のお年寄りという社会が
到来します。
また、
過疎化も進むことでしょう。
郵便局が
町や村のコミュニティとして通信･金融だけでなく行政
や情報サービスの拠点としてますますその役割は重要
になるはずです。
経済アナリストの紺屋典子さんは、
「郵便貯金を媒介
にしてエコマネーや地域マネーの全国ネットがはれ
る」
「
、郵便局を地域防災や災害時の拠点として活用して
はどうか」
という全く新しい視点からの提言をされてい
ます。郵政公社は、
公共性と企業性の調和を目指す21世
紀社会の新たなパブリック・セクターであり、国民生活
のセーフティネットとして積極的に活用すべきです。

特殊法人のムダ遣いの責任
は？

平成 15 年度

「国民の財産である郵貯や
簡保の資金が官僚の利権のた
めに乱用されることはけしか
らん」と言われますが、郵貯･
簡保に特殊法人のムダ遣いの

簡易保険契約数
郵便局数

6,850 万件
24,715 局

職員数

261,032 人

引受郵便物数
郵便貯金残高

郵政事業データ
255 億 8600 万通
227 兆 3800 億円

＊9 月3 日（土）に予定しておりました「このみフォーラム（市政報告会）」は、衆議院選挙期間中
につき延期させていただきます。よろしくお願いします。
＊「シリーズ議会」と「合併あれこれ」はお休みします。
＊9月5日（月）〜28日（水） 9月議会

労働相談なんでもライン／ TEL&FAX 086‑270‑5350 ／相談無料･秘密厳守

にまとめたということです。
１．ﾌﾟ
ロローグまちづくり条例（自治基本条例）
「まちづくり」
とは、
道路や上下水道の整備、
市
ﾌﾟロ
街景観形成などのハード面、情報共有や住民参
−地方自治の現段階 地方分権一括法−
この法律は国と地方の関係を見直し、
「国と地方の対 加などの仕組みづくりのソフト面、それらだけ
日々人々が生業を営み、
よ
等な関係」
を確立し「住民に身近な行政はできる限り地 を指すものではなく、
方公共団体にゆだねることを基本として、
地方公共団体 りよい暮らしを個人個人がつくっていく「暮ら
の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなけ しづくり」そのものが「まちづくり」であるとし
ています。
ればならない」とされました。
自治基本条例が、自治体のいわば「憲法」とし
分権時代の地方自治は自治体の自主性が求められ、
自
治体の「個性」が求められます。
他の自治体を見ながら、 ての性格を持つという考え方の背景には、自治
「自治基本条例・分野別基本条
画一的な地方行政を行うということではなく、
他の自治 体の運営として、
という体系化がなされなければな
体との差異が重視され、
自治体の創造性が試される時代 例・個別条例」
らない、 これによって住民のだれにも分かり
であるといえます。
こうした時代背景の中で、
ニセコ町に始まる自治体憲 やすくしなければならないからです。
法としての
「自治基本条例」制定の気運が急速に高まっ
ています。
自治基本条例の制定状況は、04年2月調査で、 ４．都市内分権と小さな自治（地域自治）
国の地方制度調査会をはじめとして、地方分
全国の681市のうち、
制定済みおよび検討中を含めると、
権とは国と地方の分権だけでなく、
「 都市内分
54あり、全体の11.6％になります。
自治体の個性が評価される時代に入り、
地方の個性を 権」も意味するものであるというふうに変わっ
発揮できるような行政を進めていくために、
自治基本条 てきました。地域における住民サービスを担う
例を制定するという構図が全国的に今後加速していく のは行政のみではなく、分権社会の自治体は住
と思われます。
民や重要なパートナーとしてのコミュニティ組
織、ＮＰＯ、その他民間のセクターとの協働、連
２．そもそも自治基本条例とは
携が必要です。
私は、
「地域のことは地域で決める」という地
①「住民の権利や義務」を基本理念として明確にする
ことや、②自治体のグランドデザインを描くことで住民 域自治組織の確立を主張しています。
この3月の合併に際して岡山市は、
「合併特例
自治を広げ深めるためや分権改革の更なる展開を促す
ことにつながります。
地方自治には団体自治と住民自治 区」
という小さな自治組織を２つ作りました。
こ
の概念がありますが、地方自治の確立を目的とした、地 の小さな自治がどういう形で進んでいくのか、
方自治法の改正は、団体自治の改革に過ぎず、住民自治 傍観するのではなく、自治の前進のためにうる
の改革は今後の課題となっています。③政策指針を示す さいぐらい口を挟んでいこうと思っています。
この小さな自治の発展を担保するためにも、
ことで自治体運営の改革の基本指針とするものです。
その他、
地域自治
（コミュニテイ）
、
住民・企業との協働 自治基本条例の制定が、岡山市でも重要な政策
やＮＰＯ等への支援、
住民投票などが規定されなければ 課題になっていると思います。
なりません。
自治基本条例は、
地方自治体における
「最高法規」
であ
るといわれており、他の条例の指針として、大きな力を
持つことになります。
３．ニセコ町のまちづくり条例から学ぶもの
ニセコ町は、
「住民と行政の協働のまちづくり」
を実践
していく中で「情報の共有」が大切であることと、
「行政
と住民が同じ土俵で対等な意見交換ができなければな
らない」として、以前からいろんな施策を実践してきた
そうです。
この経験から
「情報の共有」
と
「住民参加」
を進
めれば
「まちづくり」
が可能であるという自信ができ、
仮
に、
町長が代わっても、
今まで作り上げてきたものを、
こ
れからも町の運営の基本として続けるため、
これを条例

憲法92条で「地方自治の本旨」
、13条で「幸福追求権」
が定められており、
日田市は
「個人には快適な環境で暮
らす幸福追求権があり、同時に地域社会でそれを自ら
作り出す
『まちづくり』
の権利を持つ。
住民の集合体と
しての地方自治体はその権利を行使できる。
サテライ
ト日田設置許可により、
その権利が侵害された」
と主張
する。
一方、
国側は裁判で
「憲法は、
自治体は地域の実情
に応じた配慮をすべきと定めるだけだ」
と、
日田市より
地方自治の範囲を狭くとらえる主張を展開した。

