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２．公務員でなくてもできる仕事は、嘱託や

臨時の職員へ切り替える

３．コンピューター等の活用で、公務員がし

ている仕事の省力化を推進し、事務の効率

化や能率化を向上させる。

　別府市は行革を「ことば」でなく年次を定め

て具体的に進めてきました。その結果、保育所

をはじめ公務員のしていた仕事が大幅に民間に

移行されることが確実となりました。また、Ｉ

Ｔ（高度高速情報通信）についても、具体的に

年次を定めた計画が推進されています。別府市

のＩＴへの取り組みが特に注目されているのは

専門業者の意見だけに頼らず別府市独自のＩＴ

化を進めている事です。このまま改革が実現で

きれば、別府市が全国の行財政改革のトップラ

ンナーとなる事は確実です。国や市町村に至る

まで行財政改革の必要性は認めながらも、労働

組合の反対や改革の受皿の整備、地元の理解を

得ること等ができず、改革の実施ができない市

がある中で、別府市の取り組みは十分評価に値

するものです。お預かりした税金を一円でも多

く納税者にお返しするためには、費用に対する

効果を最大限に発揮する方法を実施しなければ

なりません。それは「行財政改革」を実現し人

件費に対する支出を減少させる以外にはないの

です。

　私は、この改革に一生懸命取り組んできまし

た。それは別府市にとって「行財政改革」が最

優先で最重要の課題だからです。議員として執

行部と一緒に改革を具体的に推進することがで

きたことに大変満足しています。

　来年実施される「選挙の争点」は、
誰の手によって改革をさらに進めるか
が問われます。特定の団体のために、
改革が停滞することは、絶対許されな
いことです。納税者のために、一日も
早く行財政改革を実現しなくてはなら
ないのです。

　４月の選挙に向けたさまざまな動きが出てき

ました。このような状況の中で、別府市は今後

10年間に退職する職員（506名）に152億円も

の退職金を支払わなければならず、この財源を

どのように確保するかが市政運営の重要な課題

なのです。支払いがピークに達する19年度だ

けでも、22億円もの退職金が必要となります。

152億円の退職金は皆さんが一年間に納める市

税の総額をも超える金額なのです。このことは、

過去に無計画とも思える職員採用の「ツケ」が

40年目に回ってきたわけです。このような事

態を繰り返さないためにも事務量に応じた職員

採用と行財政の改革が必要なのです。改革の目

標は、行政効率を向上させ、皆さんからお預

かりした税金を一円でも多く納税者に行政

サービスとしてお返しすることです。その

方法として、

１．行政のしている仕事で民間でできる事は

民間に切り替える。

動き出した選挙

最大の争点は行財政改革
　　　10年間に退職金152億円
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滞納額は9,400万円
（14年度末市県民税）

再発防止はどうすれば

寄せられました。

１．三ヶ尻さんの高額滞納がなぜ長期間許さ

れたのですか。

２．高額滞納している人がなぜ議員になれる

のですか。

３．高額滞納している議員になぜ予算や決算

の審議ができるのですか。

４．三ヶ尻さんの給料等をなぜ差押えなかっ

たのですか。

５．税金を納めていない議員になぜ給料を支

払うのですか。

　これらの市民の率直な疑問に、市の執行部や

議会は納得のいく説明と早急な解決を強く求め

られています。

　三ヶ尻さん個人の滞納額が14年度で9,400万

円もある事が判明しました。この事はすでに新

聞で報道されています。しかし三ヶ尻さんや一

族で経営する会社が税金滞納で、平成４年に国、

７年に大分県、10年に国（追加差押）さらに

11には別府市から財産の差押えを受けています。

（14年11月に謄本で確認）これらを合わせる

と滞納額がいったいどの位まで達するのか予想

もできません。税金は商売をしている方はもち

ろん、サラリーマンも、年金生活や一人暮らし

の方も、失業中の方でさえ納めています。生活

をしている中で滞納は起こり得ます。その代わ

り延滞には高い延滞利息がついてきます。滞納

している人でも分割納入をしている方もいます。

三ヶ尻さんは「1,400万円を超える」所得があ

りながら納税をしていない特異なケースで、市

民が指摘するように悪質と言われてもしかたあ

りません。

　三ヶ尻さんの滞納問題の解決を優先してしな

ければなりません。しかし批判するだけでは基

本的な解決にならないばかりか再発防止にもな

りません。このような不祥事を二度と繰り返さ

ないためにも具体的な防止策が必要です。それ

には次のような方法が考えられます。

１．立候補の際、完納証明書を提出させる。

２．議員になったら年度末に完納証明書を提

出させる。

３．議員の納税状況は情報公開条例の対象と

し、いつでも市民が見れるようにする。

４．悪質滞納者の氏名を公表できるようにする。

５．滞納整理は税負担公平の精神で法律の定

めを厳守する。

　11月７日に開かれた議会で、三ヶ尻議員を

告発しない決定をしました。この決定について

多くの市民から「理解できない」との声が寄せ

られました。それは１．証言が違うのになぜ告

発しないのか。２．勇気を出して証言した人の

立場はどうなるのか。３．告発を恐ろしがって

るのではなどさまざまでした。

　証言を検証すると、

　三ヶ尻さんから設計業者の名を教えろという

電話があったことについて、大学教授は証言で、

『すごく怖かったです。怖かったし、これは絶

対脅迫だと思って市の方に電話をして、自分と

家族の身の安全を警察に依頼し、警察は動いて

くれた。この事件は非常に怖くてつらかった。』

助役と次長はこの件に関して次のように証言。

『大学教授は三ヶ尻さんからの電話について非

常に怖かったという発言があった。この件で自

宅に人が押しかけてくることのないようにして

欲しい。』と要望された。

　これに対し三ヶ尻さんは証言で、『私が脅迫

したということは全くございません。』このよ

うに証言は基本的に違います。告発に反対した

平野・池田両議員は、告発すべき内容でないと

反対する理由を述べましたがこのことについて

地方自治法100条では次のように定めています。

「証言を拒否したとき、虚偽の陳述をしたと認

めるときは告発をしなければならない」として

います。100条委員会は事実調査をする目的で

設置されたのです。その結果、証言の違いや、

証言の拒否がありました。だからこそ告発して

司法の場で究明する必要があったのです。告発

しなかったことは議会が権利を放棄したといわ

れても仕方ありません。

告発に賛成した議員は次の方です。

吉富英三郎・黒木愛一郎・松川　峰生
野口　哲男・後藤　健介・山本　一成
井田　逸朗・富田　公人・永井　　正
佐藤　岩男・泉　　武弘・河野　数則

「証言の記述は証言録からの要約です」

　三ヶ尻議員の税金滞納問題で、議会や議員の

あり方が厳しく問われています。市民の多くの

方々から激しい怒りと同時に次のような疑問を

特集

  議員の在り方を考える

市議会はなぜ、

　三ヶ尻議員を
　　告発しなかったのか
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議会の混乱は許せないことでしょうか

平成13年度

一般会計・特別会計決算の概要について

　この決算資料は監査委員（渡辺喜代美・安東

昭次・泉武弘）として出納事務と行政効率を調

査し意見をつけて議会に提出したものです。こ

の数字は一年間の収入と支出を全て明確に表し

ています。数値からも、別府市の財政状況の厳

しさと財政構造の問題点が分かると思います。

経常経費の減少と市税滞納整理は最重要の課題

です。

１．総計決算

歳入決算額� 94,145,065,210円

　　一般会計� 41,680,545,638円

　　特別会計� 52,464,520,572円

歳出決算額� 92,528,339,009円

　　一般会計� 40,502,312,850円

　　特別会計� 52,026,026,159円

歳入歳出差引額� 1,616,726,201円

　　一般会計� 1,178,232,788円

　　特別会計� 438,493,413円

一般会計＝総務費、民生費、商工費、

観光費、土木費、消防費、

教育費、議会員など

特別会計＝国民健康保険事業、競

輪事業、公共下水道事

業、地方卸売市場、介

護保険事業など

２．普通会計における決算

歳　　　　　入� 41,873,293,000円

歳　　　　　出� 40,695,060,000円

歳入歳出差引額� 1,178,233,000円

歳入・歳出＝歳とは会計年度で収

入・支出のこと

「歳出の特徴」

　人件費756,530千円（退職手当、期末勤勉手

当の減）、積立金220,063千円（減債基金積立金、

公共事業費基金積立金）などが減少したが、投

資的経費のうち、普通建設事業（総合体育館

390,000、秋葉通り線259,608等）、扶助費

490,920千円などの増加により、前年度に比べ

1,196,189千円増加している。

「歳入の特徴」

　地方交付税649,335千円、繰入金225,535千円、

地方税120,790千円、などが減少したが、地方

債1,579,900千円、国庫支出金910,172千円、な

どが増加したため、前年度に比べ1,702,228千

円増加している。

３．財政構造（しくみ）

　普通会計における財政状況「財政構造の弾力

　これらは、市民の理解と政治への信頼回復の

ためにも実現しなければならないことなのです。

市の仕事（建築、土木、電気、空調、給排水、

緑化事業）や物品の納入、市営住宅への入居等

を希望する場合には、完納証明書の提出が条件

となっています。三ヶ尻さんの滞納問題は政治

への信頼を大きく損ねました。議会や議員は信

頼回復のため一生懸命努力しなければなりません。

市民の信頼があってこそ政治は成り立つのです。

私は政治浄化の先頭に立ち頑張る覚悟です。

　三ヶ尻さんの滞納問題で議会が混乱を続けて

います。この状態を「またか」と苦々しく思っ

ておられる方がいることも承知しています。今

回の混乱の原因は、滞納問題を議会や議員がど

のように判断し、どのように対応するかによっ

て生じたものです。私は滞納の事実を示し、議

会でこの事実調査するよう求め、100条委員会

での調査で三ヶ尻さんの高額滞納の事実が判っ

たのです。議会では年に一度税金の収支状況や

使った税金が適法で行政効率を十分発揮してい

るか決算委員会で集中審議をします。今まで定

例会や決算委員会では、滞納整理や悪質滞納者

の氏名公表を執行部に求めてきました。このよ

うに要求してきた私が三ヶ尻さんだけ特別扱い

ができるでしょうか。議会を混乱させないよう

にするには「見て見ぬ振りをすること」
ですが、それは議員の自覚と責任において私に

は絶対できないことです。混乱は、不正は絶対

に許さないという意思とチェック機能を発揮し

た証しなのです。これらの事実解明に臆するこ

となく勇気をもって取り組んだ仲間の議員を誇

りに思っています。私たち11名は三ヶ尻さん

の滞納額を公表したという理由で11名が議会

への出席停止処分を受けました。議員の納税状

況は秘密にすべきことでしょうか。私は議員の

納税状況は秘密であってはならないという考え

をもっています。市民が税金の審議を議員に委

ねているのは、議員が税金を納めているという

前提なのです。今後は、議員の納税状況は、い

つでも、誰でも見ることができるようにしなけ

ればと考えています。三ヶ尻さんの滞納調査や

議員辞職要求に多くの議員が賛成したのに、調

査や議員辞職要求に反対した議員がいたことを

ご存知でしょうか。議員はどうあるべきか、ど

うあってはならないのかが厳しく問われていま

す。その答えは選挙で出されます。
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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
おね
がい

滞納の金額� 件数� 税額

滞納額10万以上� 1606� 2,136,465,430

滞納額100万以上� 210� 1,754,221,069

不納欠損処分額� 3620� 356,198,273

３．同上第15条の７第５納入の義務を直ちに

消滅させたもの

� 1358件� 319,830,110円

　15条７第５項－徴収金を徴収すること

ができないことが明らかであるときは納入

義務を直ちに消滅させることができる。

５．収入未済額の状況

（収入未済額＝収入ができてない金額）

（１）一般会計� 2,518,429,356円

　　　この内市税は� 2,157,690,746円

（２）特別会計� 1,675,311,179円

　　　合計（１）＋（２）� 4,193,740,535円

６．むすび

　平成11年３月に策定した「別府市総合計画」

を基に、「観光・教育・福祉・環境・国際化」

の５本柱を重点として、実施計画を取りまとめ

事業を推進しているが、景気の低迷が続き市税

の伸びや交付税制度の見直しなど厳しい経済情

勢の中で、限りある財源の厳正かつ効果的な活

用を図ることを基本的な考えとして、事業推進

が図られておりその実現に向けて一定の努力は

評価できるものである。

　しかしながら、財政状況は引き続き極めて厳

しい状況にあり、歳入においては自主財源の確

保が最大の課題であることから、特に市税等の

収入未済額の圧縮には積極的かつ、組織的な取

り組みが必要である。

　また、歳出においては事務事業の見直しや改

善により、経費の節減合理化を図ることはもち

ろんのこと、事業評価の手法により事業の重要

性や緊急性更には事業効果など十分精査し、効

率的な財政運営を行うことにより住民福祉の向

上に努めること。

  お  礼
　７月に、別府市に見る行財政改革
　　　　　　＝これでしか地方は生き残れない＝
という小書を発行しました。

　出版記念講演会には、500名を超える方がご出席下さ

いました。また、小書を一冊500円でご購入いただきま

した。本当にありがとうございました。お礼を申し上げ

ます。この機会に、別府市の問題点と行財政改革がどう

して必要なのかご論議いただく討議資料として活用して

いただければと思っています。

性」を判断する指数である「経常収支比率」は、

89.5％で前年度に比べ0.4ポイント改善され、

公債費比率は12.8％で0.5ポイント低下したこ

とから健全性の方向にあることを示している。

　しかし、財政力指数は４年連続で低下してお

り、財政に余裕がなくなってきていることが示

されている。引き続き市債の抑制と、自主財源

の確保に最大限の努力が必要である。

　なお、本年度は経常収支比率の算定方法が変

わったため、13年度経常一般財源収入額欄には、

経常一般財源収入額に地方債のうち、減税補て

ん債及び臨時財政対策債を加算している。

　例年の算定方法で算定すると92.1％となる。

（Ｈ12年度89.9％）

４．市税の収入状況

　調定額17,031,743千円に対し、収入済額

14,518,255千円である。前年度と比較すると、

調定額で160,202千円（△0.9％）、収入済額で

120,790千円（△0.8％）ともに減少している。

　徴収率の内訳は、現年課税分95.9％、滞納繰

越分16.4％で、全体で85.2％となっており、こ

れを前年度と比べると現年課税分が0.4ポイン

ト上昇し、滞納繰越分は3.6ポイント下降し、

全体で前年度と同率になっている。

　なお、翌年度繰越額は、2,157,691千円で前

年度に比べ123,513千円減少している。

（単位　円）

不納欠損処分の状況

（不納欠損＝税の減免、債務の免除）

１．地方税第18条の規定による消滅時効

� 1,348件� 22,845,406円

地方税の消滅

　18条－税の徴収は５年間行使しないこ

とによって消滅する

２．同上第15条の７第４項滞納処分の執行停

止後３年を経過したもの

� 914件� 13,522,757円

　15条７第４項－滞納処分をする財産が

ないときは執行停止が３年間停止したとき

に消滅する。


