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8月8日に郵政民営化法案が参議院で否決されたのを
受け、小泉首相は、衆議院を解散し、9月11日の総選挙と
なり、結果は自民党の圧勝ということになりました。
この間のマスコミ報道は、
「郵政民営化」
に賛成する人
が都市部では圧倒的に多いというものばかりであり、
結
果はその通りとなったわけです。
「郵政民営化6法案」の中身に言及するものは、ほとん
どなく、
「郵政」
のみを焦点化する小泉首相の主張をその
ままマスコミ各社が報道し、
その情報を元に国民が判断
した結果が自民党圧勝になったと思います。
本来、
総選挙は、
これからの私たちの暮らし全体に関
わる事柄の方向性を決定する重要な選挙であり、
「小泉
政権4年4ヶ月」の中身を総点検し、国民が審判を下すべ
きなのです。この間、所得の格差は広がり（年収200万円
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以下の納税者が20％超）
、
雇用情勢は悪化し
（3人に1人が
非正規雇用）、
自殺者は7年連続3万人を超えるという状
況が生まれました。
小泉政権のこうした負の部分の報道
よりも、
マスコミは
「刺客騒動」
などの
「小泉マジック」
の
報道に終始しました。
定率減税、
07年全廃の方針示す 財務相と政府税調会長
朝日新聞は9月14日、
「所得税・住民税の定率減税が、
2007年にも全廃される可能性が強まった」
と報道しまし
た。
定率減税は、
本来の納税額に対し所得税の20％、
住民
税の15％を減税する措置で、
1世帯あたり所得税で年25
万円、住民税で年4万円を上限に軽減。
年収700万円の夫
婦子供2人の世帯で、
年8万2千円の減税となっています。
減税総額は両税で年3.3兆円となります。
郵政民営化に「YES」
を示した民意ですが、
このような
増税に「YES」を示したのでしょうか。
小泉さんの言う改革は、
増税を進めることだったの？

④ 市長選挙・市議会議員補欠選挙 10/2（日）
告示 10/9（日）
投票
その他にも地方自治法により、住民による解職請求
（リコール）
・議会による不信任議決・資格の喪失による
失職などが定められています。
市長の辞職には、地方自治法や公職選挙法により、次
補欠選挙は、公職選挙法により、
「当選人の不足数が、
の3通りの方法があります。
議員定数の1/6を越えるとき」
に行うとされています。
な
①20日前に辞表を提出する
お、欠員が上記の数に達していなくても、
当該区域で同
②20日の暇がないとき、臨時議会で辞任同意を得る
一の地方公共団体の他の選挙が行われるときは同時に
③公示の日を持って失職する
補欠選挙も行うとされ、
今回の市議補選はこれに則って
今回は②の方法を採りました。
行われます。

選挙にかかる費用
1 億8700
万円
選挙にかかる費用1
8700万円
前市長の退職金約
2400
万円
前市長の退職金約2400
2400万円
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＊9月5日（月）〜28日（水） 9月議会
＊9月30日（金） まちづくり〜おしゃべりネット♪（10:00〜

下市このみ事務所）

＊10
月29
日（土） このみフォーラム（市政報告会）（ 19:00
〜 岡山東公民館）
10月
29日
19:00〜
9/3（土）に予定していたものを延期して開催いたします。

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

9月議会は、
9月5日開会し、
8月25日の市長の退職
に伴う市長選挙費及び市議会議員補欠選挙費1億
8700万円余をやむを得ない予算と判断し、
可決しま
した。
選挙の日程は、10月2日告示、
10月9日投票です。
＊岡山市一般会計補正予算（9億3000万円）内容
・政令市構想調査費 1200万円
−都市機能・市民意識等の調査
・地域安心安全ステーション整備モデル事業 200
万円
−無線機等防災・防犯の資機材の購入助成（駅西
地域街づくり協議会・富山学区連合町内会）
・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 100
万円
−日常生活用具
（特殊寝台・車いす・電気式たん吸
引機等）の給付

特別職の職員の退職手当に関する条例について
萩原前市長に、
在職２年数ヶ月で2418万円とのこ
とに、私は
「なぜ」と驚きを禁じ得ませんでした。
市
民が受取る退職金額との
ギャップに市民の方からの怒
りの声も聞いています。

【第4回】
新市建設計画とは ②灘崎地域
■新市建設計画提案事業（灘崎地域・ハード事業）
灘崎町幼保一体施設新築事業／老人･介護予防施設整備
事業(西高崎高齢者福祉センター新築工事)／植松児童
館修繕事業／七区児童館修繕事業／西高崎多目的広場
造成事業／灘崎町総合公園整備事業／なださきメモ
リーパーク(仮称)整備事業／灘崎町公共下水道事業／
児島湖流域周辺環境整備事業(七区地区道路水路等施設

・介護老人保健施設整備事業 2375万円
−民間創設1施設（学南町）
・岡山庭瀬間新駅整備事業 1924万円
−北長瀬駅自由通路の南口用地再取得
・土地区画整理事業 3億1300万円
−西部第5地区土地区画整理事業
（12〜21）
補償等
（合併特例債活用事業）
・老人福祉施設整備事業 6億1720万円
−特別養護老人ホーム創設2施設
（当新田・御津）
・鉄出張所移転新築事業 8131万5000円
−沼地区へ移転新築
（合併国庫補助金活用事業）
・自然環境基本調査 395万円
−御津・灘崎地域の適切な環
境配慮の推進のため
・合併処理浄化槽設置促進事業
費 2906万5000円
−合併処理浄化槽設置に対して助成
100基（補正後1,115基）

そこで中核市35市（本年4月1日）の内26市の特別
職、
とくに市長について退職手当条例を調査してみ
ました。給料月額は、
異なりますので実際の支給額
は一概には多い少ないは言えませんが、
条例で定め
た支給額決定の規定では岡山市の特別職の退職手
当が他都市に比べて、
高くなるような計算式となっ
ていることが明らかになりました。
また、
総理大臣の退職金が４年間で、
約541万円だ
と言うことも聞いています。
財政状態の厳しい昨今において、
市民感情に即し
た退職手当額に見直す必要があると思いますが、
い
かがでしょうか。
整備事業)／水道管更新事業／彦崎小学校プール改修事
業／学校給食共同調理場改修事業／小中学校耐震診断
及び改修事業／彦崎貝塚確認調査及び文化財としての
公有化事業／小中学校耐震診断及び改修事業／ＪＲ迫
川駅周辺整備事業／基幹町道改良事業(東片田線−西高
崎地内)／基幹町道整備事業(東片田線−片岡地内)／基
幹町道改良事業(西 3 番線)／灘崎町高度情報化施設整
備事業／灘崎町地内排水機場の設置／国営かんがい排
水事業(児島湾周辺地区)【負担金償還】／国営総合農業
農地防災事業(児島湖沿岸地区)【負担金償還】／ため池
整備事業／農道整備事業／かんがい排水事業／奥迫川
集会所移転事業／庁舎修繕事業

