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　ところで、元部長はどういう経緯で採用

されたのでしょうか。元部長は市長との関

係について裁判で次のように述べています。

�「私のいとこが、市長の奥さんの兄さんと

結婚している関係で、遠い親戚の関係にな

ります。市長とは年１回位一緒に魚釣りに

行ったり、市長の自宅の庭木の手入れを、

これまで２回位してやったりして、市長と

付き合いをしてきました。ところで、私が

市長に就職口を頼んだ件ですが、平成８年

４月ごろ市長から電話があり、『ビューロ

ーの人員に空きがあるので面接を受けてみ

ないか』と言ってきました。」

元部長は井上家
（市長）とは親戚

　ご存知ですか？別府市のコ
ンベンションビューローをめ
ぐる裁判沙汰を。今回の「市
政だより３号」では、このこ
とについての特集を組みました。
なぜこういうことになったのか、
どこに問題点があったのか、
詳しく報告いたします。なお、
記事については、仮処分の裁
判に提出された陳述書・証言録・
証拠品・申立書・上申書・聞
き取り調査・事実申立書・別
府市の提出した資料によります。

　ことは別府市コンベンションビューロー

の元部長が嘱託員契約を更新しないのは納

得できないと、地位保全の仮処分命令を大

分地方裁判所に申し立てたことに端を発し

ます。当然、元部長とビューロー（市）の

間で激しい主張が繰り返されました。とこ

ろが、突然、双方が和解し、別府市は元部

長に和解金650万円を支払ったのです。この

和解の方法に多くの市民が疑問を感じたの

です。なぜ、和解なのか、なぜ、650万円を

支払ったのか、裁判の決定を最後まで待た

なかった理由は何か？ということです。

 今一度考えよう
和解の意味
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裁判での双方の言い分

　こうして嘱託員として採用された元部長は、

異例とも言うべき速さで昇格します。17ケ月で

業務係から部長へ昇格しているのです。そして

給料もなんと！25万円から35万円にアップして

いたのです。

�昇格ぶりを年次をおって整理すると次のよう

になります。

�　平８.４.22　「嘱託員」に採用

�　平９.４.１　「業務部施設管理課長」に任命

�　平９.10.１

　　　「業務部長兼施設管理課長事務取扱」に任命

�　平10.４.１　「業務部長兼施設管理課長」に任命

�　平11.１.１　「施設維持管理担当」に任命

�　平11.３.31　「任用期間」の満了により退職

�※嘱託とは、正式の雇用によらないで業務に携わる
ことを頼むことで１年間の定めのある労働契約です。

　次に、大分地方裁判所・民事部での裁判の様

子を報告します。

�　裁判名は「地位保全等仮処分命令申立て」

と言います。平成11年４月２日に、元部長から

「仮処分命令申立書」が提出されました。ビュ

ーロー側（理事長　井上信幸）も「答弁書」等

を提出して主張を繰り返しました。それは次の

通りです。

�　平11. ４. 23� 第１回審尋

�　平11. ６. ３� 第２回審尋

�　平11. ７. 14� 第３回審尋

�　平11. ９. 30� 第４回審尋（当事者審尋）

�　平11. 10. 19� 第５回審尋（和 解 期 日）

�※審尋とは詳しく問いただすことです

  この裁判での両者の主張をまとめると次のよ

うになります。

［ビューロー（市）側］

�１　元部長を再雇用しないのは、雇用契約に

は期間が定めてあり、契約として終了してい

るからである。

�２　再雇用しない相当の理由

�　ア　元部長は、大分工業高等学校に入学し

た事実がないのに、高校中退と偽った履

歴書を提出した。

�　イ　自己破産宣告を受けて、破産者であ

ることを秘匿して採用された。

�　ウ　部下の職員から18万円を借金し、同

職員をスナックに紹介して稼動させた。

�　エ　元部長は、市長と「姻戚関係」にあ

ると公言することによって職場放棄、組

織運営上の手続きの無視、人事権の介入

などを行っている。

�

�［元部長の主張］

�１　学歴を詐称したことは間違いのない事実。

�２　自己破産は事実であるが、弁護士から

自己破産について訊かれれればその通り答

えなくてはいけないが、自ら積極的に言う

必要はないと聞いていた。

�３  女性職員を無理に働かせた事実はなく、

女性職員から相談を受けただけ。

�４　お金を借りたのというのは事実無根で、

彼女に13万円貸したことがある。

�５　無断外出や部長会の決定を無視したこ

とはなく、市長と姻族関係にあると吹聴し

たことはない。

��
　以上のように両者は異なる主張をしなが

ら突然、和解をしたのです。和解に至るま

での経過はお分かりいただけたと思います。

ところが、この仮処分裁判で重大な事実が

証言され、そして証拠として提出されてい

たのです。

　裁判を通して証言や証拠品・上申書・陳述

書が数多く提出されました。『その中に信じ

られない事実があったのです。』それは元部

長から職員が重大な人権侵害を受けたとする

証言と陳述書があったのです。それはコンベ

ンション側から要請されて陳述した二人の職

員とその事実を認めた元別府市助役の証言で

明らかになったのです。それによりますと元

部長から職員が受けたとされる人心被害の内

容が詳述されていました。そして更に驚いた

異例の昇格・昇級

裁判の決定を待たずに
別府市が650万円も支払って和

解したのはなぜ
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45億円の大型事業
その中身は

問題解明に皆さんの
声の力を貸して下さい

ことに重大な人権侵害の事実を市側は知って

いながら調査もせず放置していたのです。こ

の被害を受けた職員は上司にも相談していま

すが、取り合ってもらえず警察にも相談に行

っています。現在この職員はこの事件の精神

的苦痛の後遺症で治療を行っています。

　私は昨年の12月議会で事実関係を質問しま

した。ところが、市側は「知らない」と答弁

したのです。しかし、裁判記録から分かるの

は、昨年９月には虐待の事実を市側は知って

いたのです。

　そこで、３月議会で再度このことを質問し

ました。すると市側は「重大な人権侵害の事

実があった」ことを認めたのです。そして今

後、事実関係の調査をすると議会で表明しま

した。

　ところが、ビューロー職員として陳述した

この二人は、元部長から損害賠償請求を提訴

されました。２人の陳述や証言があったので、

再雇用されなかったと元部長は考えたのでし

ょう。このことに対し市は、個人と個人との

裁判だからタッチしないとの見解を示しまし

た。しかし、これはおかしな話です。市の職

員として陳述したのですから、責任は市にあ

るはずです。市は二人の裁判を支援するのが

当然です。市の職員として陳述したのに個人

として訴訟されるのであれば、今後、誰も市

の職員として発言も行動もできなくなるので

はないでしょうか。

　11年９月30日の大分地裁における裁判で元

部長は自分の弁護士に対し訴訟について次の

ように証言しています。

「弁護士」→　陳述人である二人の職員に対

し損害賠償を請求しなければな

らないのではないですか。

「元部長」→　当然できればやります。

　以上でお解りのように職員に対する訴訟は

十分予見できたのです。だからこそ職員の陳

述が正しいことを裁判で立証する責任が市側

にもあるにもかかわらず「途中で和解して」

訴訟のキッカケをつくってしまいました。市

側は今回の訴訟を個人間の問題として見解を

示していますが、そのような無責任なことが許

されるのでしょうか。職員を利用だけして「勝

手に和解」あとは知らないでは職員は恐くて仕

事をすることもできないのです。又、そのよう

なことは許してはならないのです。

�

�

　今回の人権侵害の記述は被害者の人権を最

も大事に考えていますし、記述については本

人や関係者の了承も得ています。この別府市

で起きた「重大な人権侵害の事実と650万円

も支払って和解した」ことに注目して頂くと

ともに問題解明に全力を投入していますで倍

旧のご支援をお願いします。

　市は新年度予算で体育館を建設するための

実施基本設計委託料の予算１億4,000万円を

提案し、議会の賛成多数で認められました。

　体育館建設には45億円が予定されています。

この他に体育館の運営経費と代替施設のため

建設費等が必要となります。

起　　債（借　金）� 26億円

一般財源（税　金）� 9億円

補 助 金（国）� 10億円

しかし、補助金についてはまだ決定していま

せん。

　建設候補地は別府球場（青山）、多目的

グランド（実相寺）どちらも現在使用して

いる体育施設です。

　建設候補地として青山の別府球場と実相寺

サッカー場横の多目的グランドが予定されてい

ますが、両方ともに現在多くのスポーツ愛好者

体育館建設スタート
でもズサンな計画

「市はなぜ事実をかくしてまで嘘をついた

のか」

「今度は元部長から損害賠償を提訴される」

「元部長からの訴訟は解っていたのに何

らの手も打たなかった市側」
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それでも議会の多数は賛成

耳さえ貸さぬ井上市長

では何がズサンな計画なのか。
代替施設に新たに20億円も？

によって使用されています。

　野球場・多目的グランドの何れに建設し

ても、それに代わる代替施設を作らなければ

なりません。しかも建設するには建設費や用

地購入費が新たに必要となります。臼杵市の

野球場建設を参考にすれば建設費だけで10億

円かかっています。用地が必要になれば新た

に建設用地の取得費が必要となります。

　体育館建設事業は代替施設に対する事業

費も含めて検討しなければなりません。事

業に要した費用をどのように返還していく

のか客観的データによって示さなければな

りません。残念なことに市側からはそれら

についての具体的な資料もなければ説明す

らありませんでした。それでも議会は予算

を認めたのです。

　体育館の必要性は理解できますが、この

ようにズサンな計画を私は認める訳にはい

かなかったのです。多くの市民が夜空の光

や大型温泉テルマス、芝居小屋（コミュニ

ティーセンター）をなぜ議会が認めたのか

という厳しい批判をしました。またも市民

の声が議会で生かされなかったのです。議

員削減要求が出されていますが、市政を正

すことができない現状では当然だと思います。

　大型温泉（テルマス）の海側に留学生会

館を建設することが決定されました。この

建設地は市有地ですが議会の同意を必要と

しないもので市長が市有地を無償で貸与す

ることを決定したものです。

　交流会館を建設することについて市民は

理解できると思いますが逆に建設場所につ

いては大多数の市民が疑問を抱いています。

自然の砂浜を取り戻したいという願いから

スパビーチはつくられました。高さ34メー

トルの巨大な建物が海岸線に出現すること

によって貴重な海岸の自然景観を損ねるこ

とだけは確実です。

　建設場所の変更を求める市民の声に耳を

貸さないばかりか、そのような意見を批判

する有様です。

　北小学校移転、大型温泉の建設とこれら

の事業は市民の厳しい批判を受けました。

建設場所の変更をすべきです。このまま市

民の声を無視して事を進めれば市民はこの

ような行政の在り方を絶対に許さないと思

います。

なぜ海岸線に
34メートルもの建物を

　私は、私を選んで下さった市民
の方々に対し自らの言動に責任の
もてる議員でありたいと願ってい
ます。
　市の体制に反発しているのでは
ありません。正論を通したいだけ
なのです。ご理解下さい。

北小学校横に
学生交流会館建設


