
行財政改革に
全力で取り組みます

お元気ですか泉武弘です。

大切なあなたの町の事なのです。
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�　市財政の特徴は人件費・公債費（借金）・

扶助費（生活保護など）の占める割合が異

常に高いことです。しかもそれが一過性の

ものでなく構造的なものだけになおさら深

刻なのです。経常収入の96.5％（９年度）

がどうしても支払いに必要な経費なのです。

そして今後この仕組みが急に改善されるこ

とはありません。これからは公務員にしか

できない仕事と、嘱託職員でもできる仕事、

臨時職員でまかなえる仕事、民間に委託で

きる仕事に整理をして、大胆な改革を推進

しなければ市財政を健全にすることはでき

ません。今求められているのは、このよう

な財政状態にしてしまった執行部、議会、

職員の責任の自覚と、血を流しても再建す

る覚悟と取り組みです。

�　このたびの市議会議員選挙では思いもよらぬ

多くの方々のご支持を賜り返り咲くことができま

した。誠にありがとうございました。今後はあな

た様の尊い一票の重みを決して忘れずに、皆様と

市政の架け橋として行財政改革とりわけ人件費・

公債費・扶助費の使途の監視人として全力を尽く

してまいります。

�　それにしましても本当にお世話になりました。

万感の思いをこめてお礼を申し上げます。

　　　市議会議員　行財政改革クラブ

�代表者　泉　武弘

　市の財政には市税収入や国からの交付税

などを中心に運営される一般会計と、事業

収入で運営される特別会計があります。一

般会計収入（426億円）に対して市民１人当

りの税金がどのように使われているかを見

ますと、

　１．人件費、借金の返済、生活保護など

の扶助費に約20万円

　２．人件費に約10万円

　�３．生活保護費などに約７万円

　�４．借金の返済に約３万円

�以上のように収入の73.28％が義務的経費に、

そして経常経費のために96.64％が支出され

ます。これでは皆さんの要求にお応えする

ことが大変難しいのです。だから財政構造

を変える改革が必要なのです。

あなたの税金の行方は

人件費に10万円、

　　　　　生活保護費などに７万円

行財政改革に
全力で取り組みます

万感の思いをこめて
　　　お礼を申し上げます。

執行部、議会、職員は責任の自覚を

嘱託・臨時職の
　　　思い切った活用を



4

大切なあなたの町の事なのです。 No.1平成11年7月23日発行

2

�　市の財政状況を悪くしている要因は大

型事業の借入金にあります。９年度の借

入金残高は元利で363億円で、借金返済の

ため41億６千万円も税金が使われています。

問題は借入金額にもありますが、もっと

大切なことはどのような事業に使ったのか、

またその事業は市民生活に必要であった

のかという点です。大型温泉などに見ら

れるように、このような事業が市民に必

要だとは思えません。今までは『市がする事業だから赤字でも』という感覚がありました。し

かしこれからは許されません。市民に必要な事業か、不採算にならないかなどよく調査をして

事業に着手すべきです。市民の声を無視してまで強行したときは行政責任を明確にするべきで

す。

�　現在、黒塗りの公用車として市長、議

長、助役、一般車の計５台があります。

この公用車を運転するため４名の公務員

が働いています。この給料の総額は約３

千４百万円となり、１人当り運転手の年

収は８百40万円（時間外手当含む）にな

ります。この他に燃料代や保険代などに

２百万円以上を支払っています。公用車

だけに総額３千６百万円の税金が使われているのです。市の財政状況が厳しいことを知らな

い市民はいません。市役所玄関ではタクシーが常駐しています。このような非常事態だけに

公用車からタクシーへ乗り換え、財政再建へ取り組む模範を示して欲しいものです。

模範を示して欲しい執行部

黒塗り公用車から
　　　　　タクシーへ

不採算事業の凍結も

借金返済に41億も

市役所玄関で客を待つタクシー

年間数千万円の赤字を出す温泉
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�　９年度のビーコンプラザの経済波及効果

は年間200億円以上になるとコンベンション

ビューローから発表されました。しかし、

手放しで喜んではおれません。なぜならこ

の事業のために私達の税金が約300億円も使

われており、更に運営するために毎年２億

７千万円が投入されているのです。一方大

分市でオアシス21が開設され施設間競争は

いっそう激しくなってきました。私がいま

心配しているのはこの施設の経営環境の問

題なのです。今の状況で『集客戦争』に勝

つことができるのか大変懸念されます。『働

けば報われる』ような風通しのよい職場づ

くりが急務の課題であるとともに、ヤル気

のない職員にはご遠慮願いたいものです。

�　私たちは、市の仕事は市の職員がす

るものと固定した考えをもってきたの

ではないでしょうか。しかし、最近で

は納めた税金が少しでも多く納税者に

還元されることを市民は強く望むよう

になりました。そのためには行政コス

トを減少させねばなりません。印鑑や

住民票などの証明業務を市の職員がす

れば１通当り1,477円の経費が必要です。

これを嘱託職員がすると１通わずか298

円ですむのです。市の職員でも嘱託でも証明効力は同じです。すでに市では嘱託職員３名を電

話交換業務に採用しています。そして以前よりサービスが良くなったという市民の声に職員は

謙虚に耳を傾け、給料に見合う仕事を是非して欲しいのです。

嘱託職員ではたったの298円

印鑑証明１通、
　　市職員では1,477円

経営環境の改善で透明性の確保を

第３市役所の恐れ

ビーコンプラザ

市役所窓口業務
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�　別府市の財政負担を少なくするため、体

育施設や大型温泉、駐車場など、市が出資

している振興センターに管理業務の委託を

しています。10年度の委託費は４億４千万

円にもなっています。市を補完する機能と

して発足した振興センターも、事業収入６

億６千万円のうち、人件費が３億６千万円

にも達します。職員の平均年収は600万円を

超えています。委託事業の問題点は振興セ

ンターとの間に交される契約に競争が無い

ことです。

�　私たちの税金で支払われる委託料を少し

でも少なくするため、民間を含め委託事業

を入札などの競争で少しでも安くする必要

があります。『親方日の丸』、という考え

は全く通用しないことを関係者は自覚すべ

きです。

�　今後10年間に予想される退職者数は474 

人に達し、現在の試算では退職金総額は142

億円を超えるのは確実です。また19年には76

名もの退職予定者がいます。この退職者の補

充をどうするのかが財政再建にとって大きな

意味を持っています。義務的経費で最も大き

な比重を占める人件費の抑制こそ、特に大切

だと考えています。

�　10年度の生活保護や医療保護などの扶助

費は総額で53億円使われています。その財

源として国が40億円、市が11億円、残りを

県が負担しています。保護世帯1,975世帯で

保護人員は2,487人います。1,000人当りの

保護率は19.67％で、県平均9.33％、国平均

7.10％を大きく上回っています。国の保護

率の約３倍の保護者がいることは驚きです。

扶助費で特に大きな比重を占めているのが

医療扶助で33億円、生活扶助に15億円です。

どうしてあの人に保護の必要が…という市

民の疑問の声に応えるには適正で厳格な審

査が必要です。額に汗して働く人が損をす

ることのないように求めます。

退職金はなんと142億円超

退職予想者10年間で
　　　　　　　474人に

全国平均の約３倍

保護率は19.67％
職員の平均年収は600万円以上

第２市役所と言われ
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あ な た の ご 意 見 や お 叱 り を

どんなことでもお聞かせ下さい

委託事業の実相寺運動場。

道路は車であふれているのに駐車場は閉まったまま。


