
1

大切なあなたの町のことなのです。�

発行者： 泉 武弘 政策研究所・行財政改革クラブ・市議会議員　泉 武弘�
別府市上平田町13組●TEL 0977－67－0570  FAX 0977－67－0659●ホームページ　http://www.izumi-t.jp

●携帯090－3410－0084　　　　　　　　　　 ●E-mai lアドレス　genki@izumi-t .jp

行財政改革クラブ代表者・泉武弘政策研究所代表者�

市議会議員 　泉   武 弘�

市政だより私がお届けしています�市政だより私がお届けしています�

No.25 平成19年９月14日発行�

�

�

日本で一番税金を効率よく使う町を目指して�
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特集　　別府市の行財政改革の問題点�
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　議員になって25年目を迎えました。この間、数多く行財

政改革の問題に積極的に取り組んできました。たとえば、

保育園の民営化、可燃ごみ収集の民間委託、学校給食調理

業務の嘱託職員への切り替え、春木園での職員による花の

育苗廃止、職員厚生会への税金投入の減額、水道局職員へ

の特別手当の減額、議員定数削減や議会改革など多くの実

績を上げることができました。これだけでは不十分です。

しかし、もし私が改革に積極的に取り組まなかったら、こ

れだけの改革はできなかったと自負しています。これからも、

皆さんに納めていただく税金を「日本で一番効率よく使う街」

を目指して積極的に改革に取り組んでまいります。�

�

なぜ行財政の改革が必要なのでしょうか�
�
　財政から改革の必要性について見てみます。�
　別府市は平成18年11月に、平成25年までの財政見通しを

発表しました。（歳入は収入、歳出は支出と表現します）�

　最初に収入について検証します。�
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＊皆さんに納めていただく地方税は横ばいで推移します。�

しかし、国からの地方交付税は年を追うごとに大幅な減額と

なっていきます。＊地方交付税は19億円減少する見込みです。�

�

　次は支出で、義務的経費（人件費、扶助費、公債費）を見

てみます。�
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　人件費は減っていきますが、扶助費、公債費が増加するこ

とがわかります。＊扶助費は17億円増加する見込みです。�

　人件費が減少するのは団塊の世代の職員が大量に退職する

からです。それに伴い人件費の総額が減少するからです。�

*義務的経費というのは人件費、公債費、扶助費のことです。�

*人件費とは職員や市長、副市長、議員、自治委員などの報酬で

す。�

*扶助費とは生活保護費、老人、児童、障害者などの福祉費です。�

*公債費とは市が借りているお金の返済及び利子の支払いに要す

る合計額です。平成21年度までに退職金を支払うために15億

円の借金をします。�

*投資的経費の大幅な減少が分かります。�

投資的経費とは道路整備や学校、市営住宅などの建設などの投

資に使われる税金のです。財政が厳しいため投資にまわせない

のです。＊投資的経費は22億円減少する見込みです。�

特に次の点に注目してみてください�
＊収支不足の累計：単年度の収入不足の合計です。�
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特 集�

■別府市財政収支の見通し（平成18年11月改定版）�
　【歳　入　Ａ】� （単位：百万円）�

18年度�19年度�20年度�21年度�22年度�小　計�23年度�24年度�25年度� 計�

地　方　税�

地方交付税�

国・県支出金�

市　　　　債�

うち臨時財政対策債�

うち退職手当債�

そ　の　他�

計�

 13,826 14,861 14,987 14,719 14,807 73,200 14,807 14,807 14,807 117,621�

 6,867 6,696 6,153 5,907 5,659 31,282 5,421 5,194 4,976 46,873�

 10,677 10,739 10,536 9,914 10,126 51,992 10,315 10,508 10,704 83,519�

 2,800 3,540 2,728 2,600 2,344 14,012 2,344 2,344 2,344 21,044�

 1,141 1,212 1,212 1,212 1,212 5,989 1,212 1,212 1,212 9,625�

 0 500 500 500 0 1,500 0 0 0 1,500�

 6,667 4,746 4,483 4,408 4,404 24,708 4,404 4,403 4,404 37,919�

 40,837 40,582 38,887 37,548 37,340 195,194 37,291 37,256 37,235 306,976

■別府市財政収支の見通し（平成18年11月改定版）�
　【歳　入　Ｂ】� （単位：百万円）�

18年度�19年度�20年度�21年度�22年度�小　計�23年度�24年度�25年度� 計�

人　件　費�

扶　助　費�

公　債　費�

義務的経費　小計�

投 資 的 経 費�

その他の経費�

計�

 10,767 10,494 10,471 10,025 9,452 9,041 8,857 8,444 8,375 34,717�

 11,688 11,961 12,146 12,446 12,604 13,192 12,856 13,114 13,376 52,538�

 2,703 2,841 2,776 2,766 2,854 2,779 2,967 2,923 2,955 11,624�

 25,158 25,296 25,393 25,237 24,910 25,012 24,680 24,481 24,706 98,879�

 5,171 5,282 3,578 2,968 2,932 5,051 2,932 2,932 2,932 13,847�

 10,733 10,986 12,246 10,360 10,340 170,527 10,508 11,179 11,036 203,250�

 41,062 41,564 41,217 38,565 38,182 200,590 38,120 38,592 38,674 315,976

収支Ａ－Ｂ　　�

収支不足の累計�

 ▲225 ▲982 ▲2,330 ▲1,017 ▲842 ▲5,396 ▲829 ▲1,336 ▲1,439 ▲9,000�

 ▲225 ▲1,207 ▲3,537 ▲4,554 5,396 － 　 ▲6,225 ▲7,561 ▲9,000 － 　�

※収支不足に対する財源調整�

基金繰入金　　�

主要基金残高　�

 225 982 2,330 1,017 842 5,396 829 1,336 1,439 9,000�

 7,717 6,735 4,405 3,388 2,546 - 1,717 381 ▲1,058 -

基金枯渇�
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＊基金繰り入れ　：積立金からの繰り入れです。�

＊主要基金残高　：基金は法律によって積み立てることが義

務づけられている積立金です。主要基金

には減債基金、財政調整基金、公共事業

基金などがあります。�

　これまでに別府市は、単年度の収支を黒字にするため
に、基金から繰り入れ決算をしてきました。しかし、そ
の基金も平成25年には底を突き「枯渇」ことが分かりま
す。＊基金からの繰入総額は90億円に達する見込みです。�
　ですから今こそ、思い切った行財政の改革を急がなけ
ればならないのです。�
　歳入Ａで見たように地方税の収入は今後も横ばいです。
国からの交付税は、国家財政の行き詰まりで今後も減少
が続く見込みです。ということは、�
市としての収入増は見込めないということです。�
　一方、歳出Ｂで見たように、義務的経費が増加するこ
とが分かります。�
　今後も、高齢者の増加によって医療費や介護費、生活
保護費などの増加は避けられません。�
市の財政は、収入が減少し、義務的経費が増加し
ていくことは確実です。�
�

�

次に別府市の取り組みについて見てみます。�
�
　私と浜田市長の一番大きな相違点は、行財政の現状認識と

行財政改革の進め方にあります。�

　私は改革について次のような考えを持っています。�
改革を進めるには、すべて市の仕事を総点検して�
１）市がしなければならない仕事�
２）民間にしてもらう仕事�
３）市と民間が協働でする仕事�
４）廃止する仕事�
５）民間に管理運営をしてもらう仕事�
６）民間に経営してもらう仕事�
７）非常勤の嘱託や臨時職員にしてもらう仕事�
などに整理して、�
市がすべき仕事の範囲を決定しなければなりません。そ
うしなければ行政財政規模、行政組織や職員の数が決ま
らないのです。�
　浜田市長の財政運営は歳出削減一辺倒です。これでは、
別府市の将来あるべき姿が見えてきません。�
　今、しなければならないことは、別府市の仕事の範囲
を決めることなのです。残念ながら、市長から、改革に
対する強い意志やメッセージが全くつたわってきません。
全国的に見ても、私のように、議員が市の改革を引っ張
っていくのは稀ではないでしょうか。�
　このまま推移すれば、市の財政がさらに厳しくなりま
す。そうなれば、皆さんの要望に応えることができない
ことが私には分かっているからです。�
　皆さんのために、本格的な改革を求める私と、部分的
な改革を進める浜田市長との間に、基本的な違いがある
ことがお分かりいただけたと思います。�
�
�
次に改革の問題点と進め方を考えて見ましょう。�

�

　最初に改革とは何か、また何をどのように改革すればよい

か考えてみたいと思います。�

　改革とは、「一般には新しくよいものに変える」とい
うことです。�
　具体的には、公共サービスの質や水準を落とさずに、他の

方法に変えるということになります。�

　すでに進めている、保育園の民営化、ごみ収集の民間委託、

学校給食調理を公務員から嘱託や臨時職員に切り替えること

などがあります。�

　では次に、改革を進めることで特に大切なことについ
て考えてみたいと思います。�
　それは、常に仕事を経費の面から見ることです。�
　今、全国の自治体では、税金を効率よく使うためにという

観点からことから、次のような取り組みがされています。�

　公務員が直接行う直営から、公務員がしている仕事を民間

に委託したり、経営してもらう方法などです。�

　その際、特に大切なことは、行政の仕事を常に経費の面か

ら捉え、検証していくことです。�

　今までは、この仕事にどのくらいの経費がかかっているの

かという意識が公務員は低かったと思います。�

　これからはすべての仕事について、先ず仕事にどのくらい

の経費がかかっているかを算定して、それを他の方式、例え

ば民間委託や民営化、嘱託や臨時職員へ切り替えればどのく

らい経費が下がるのか、それを数字で把握、検討して、住民

サービスが変わらないのであれば、少しでも経費の低い方に

切り替える。�

　それによって新たな財源を生み出す、ということが是非と

も必要なのです。�

�

�

次に大切なことは経費を公開することです�
�
　これまで各事業にかかる詳細な経費が公開されないばかり

か、住民にはほとんど知らされていませんでした。�

　経費の公開は住民への情報公開で最も重要なことです。
　今後は、仕事にかかる経費を積極的に公開してどの方式
をとるのが税金を効率的に使うという面から見て望まし
いかを、納税者、すなわち皆さんによく考えてもらうこ
とが必要です。�
�

次に、ごみ収集の実例から見てみます。�
　民間に収集を委託すると公務員の44.6%の経費ででき
ます。したがって残り55.4%の税金は、他の街づくりな
どのための新たな財源に使うことができます。�
　その分だけ税金を生かして使うことができるのです。
そうすることによって、翌年も新たな財源が生み出され
てくるとすると、同じ税金を２倍、３倍、さらに４～５
倍に生かして使えることになります。�
　公務員が今までのように直接ごみ収集をすれば、すべ
てが経費として消えてしまいます。�
　民間に委託した場合55.4％が生きた金として使われ
るのに対して、公務員がごみ収集をする場合55.4％の
税金が生かされない金になってしまうということです。（自
治経営学会資料による）�

�

�

　次に大切なことは、行財政改革を文字だけでなく数字
で示すことです。�
　これまで取り組まれてきた改革では、電子自治体やオフィ

スオートメーション化などのような、言葉や用語だけが並べ

られた作文のような感じがありました。�
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　これからは行財政改革を数字で示すこと、特に経費を
どのように引き下げることができるか数字で示すことが
特に大切です。�
　総務省が平成15年に発表した行政事務の外部委託状況
を説明します。�
　この調査は、平成15年４月１日現在における、全国の
3,213の公共団体の外部委託の実施状況を調査し、そのと
りまとめをしたものです。�

それによると�
一般ごみ収集では　　　　　90％�
学校給食調理では　　　　　74％�
図書館管理では　　　　　　91％�
都市公園では　　　　　　　91％�
道路維持補修では　　　　　93％�
がすでに何らかの形で民間委託を行っています。�

(平成15年度の調査のため、現在ではさらに委託や民営化が進み委

託の数字はさらに高くなっていると思います)�

�

�

では、次に別府市の改革の現状を見てみましょう�
�
　別府市では印鑑登録や住民登録などの証明の仕事に職
員が13名働いています。そのうち正規職員は９名で、非
常勤の臨時職員は４名です。�
　証明の仕事に必要な人件費は年間6,615万円です。そ
のうち正規職員９名の人件費が6,000万円なのに対し、
臨時職員４名の人件費は僅か600万円です。�
　正規職員の年間平均給与670万円に対して、臨時職員
の年間平均給与は150万円で、その差額は520万円とな
っています。�
　証明の仕事を臨時職員がした場合、税金が１年間だけ
で約4,700万円も節約できるのです。１年、２年、３年、
そして10年後にはなんと約５億円の税金が節約できるの
です。�
�
＊正規職員が証明書を発行しても、臨時職員が証明書を
発行しても証明の効力は同じなのです。�
　納税者にとって税金を効率よく使うという観点から見
れば、臨時職員に仕事をもらうことが望ましいと思いま
す。証明の仕事だけでも、こんなに税金が節約できるこ
とが分かります。それなのに、なぜ市は臨時職員への切
り替えをしないのでしょうか。�
�
�

次に学校給食調理の仕事を見てみます�
�
　学校給食調理の仕事に、小学校の調理場で44名正規職
員が働いています。�
　一人当たりの年間平均給与は743万円となっています。
中学生の給食のための調理をする共同調理場や各小学校
の調理場で24名の臨時職員が働いています。�
　臨時職員の年間平均給与は160万円です。�
　その結果、市職員との給与の差額は583万円となって
います。�
　これだけ給与に差がありながら給食調理の仕事では、
ほぼ同じ仕事をしているのです。�
　この事実から判断できることは、一部の仕事を除いて
調理の仕事は臨時や嘱託の職員で十分対応できる仕事だ
ということです。�

　それにもまして調理の大きな問題は、他の職員が年間
245日働いているのに対し、学校給食調理の仕事は春、夏、
冬に長期の休みがあるため、年間194日しか給食調理の
仕事が無いことです。それでも調理業務を主にする職員
に年間743万円給与が支払われているのです。�
�
�

次に、ごみ収集にかかる経費を見てみます�
�
　ごみの収集業務に59人の正規職員と８人の嘱託職員が
働いています。�
　清掃課にかかる総経費は年間約８億円です。そのうち、
ごみ収集にかかる人件費は５億2600万円です。�
　１人当たりの正規職員の平均年間給与は646万円とな
っています。これに対して嘱託職員は132万円となって
おり、その差額は514万円となっています。平成18年度
から可燃ごみ収集の一部を民間に委託しましたので官と
民の経費比較をしてみました。�
　平成18年度、１人当たりのゴミ収集量は、正規職員
2.0トン、民間2.6トンとなっています。また１ℓ当りの
処理にかかる経費を見ると、正規職員の場合18,416円
掛かるのに対して民間の場合僅かに4,846円となってい
ます。�
その差額は13,570円です。�
　トン当たりにかかる経費の差は「働き量｣ と「人件費」
の違いとなって数字で表れています。�
　年間給与をみると、公務員と民間では、倍近くの差が
ありながら、ごみの収集量などの働き量では民間に比べ
て公務員が少なくなっています。�
　また、南畑不燃物埋立地では正規職員が１名、嘱託職
員２名が働いていますが、正規職員の年間給与は728万
円で嘱託職員の年間給与は150万円となっています。�
　この埋立地の年間稼動日数は245日で、そのうち不燃
物が搬入された日は、僅かに87日しかありません。�
　１トンあたりの処理費を正規職員の人件費に換算する
と53,138円かかっています。�
　全国的に、ごみ収集は民間委託の方向に進んでいます。�
�
�
次に職員の採用と退職者数についてみてみます。�

�
　私と浜田市長の違いを財政に対する認識と行財政改革
の進め方と指摘しました。浜田市長は市の仕事量を決め
ないまま、退職者の70%程度職員の採用をしています。�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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では、次に別府市の改革の現状を見てみましょう�では、次に別府市の改革の現状を見てみましょう�

次に学校給食調理の仕事を見てみます�次に学校給食調理の仕事を見てみます�

次に、ごみ収集にかかる経費を見てみます�次に、ごみ収集にかかる経費を見てみます�

次に職員の採用と退職者数についてみてみます�次に職員の採用と退職者数についてみてみます�

■採用者・退職者数について（※各年度４月１日現在）�

＊退職者数（平成19年度）については、定年退職者数のみ�
＊その他の年度については、定年及び勧奨退職者数�
＊市長事務部局＋教育＋消防＋水道局含む�

（単位：人）�

平成14年度�平成15年度�平成16年度�平成17年度�平成18年度�平成19年度�

退 　 職 �

採 　 用 �

増 減 �

 45 67 48 50 63 55�

 31 35 34 30 38 37�

 △14 △32 △14 △20 △25 △18

■正規職員・非常勤職員・臨時職員数について（※各年度４月１日現在）�

＊Ｈ15・Ｈ19の臨時職員には、選挙事務関係含む�
＊平成18年度より制度改正（常駐臨時⇒非常勤職員へ）�

（単位：人）�

正 規 職 員�

非常勤職員�

臨 時 職 員�

平成16年度� 平成17年度� 平成18年度� 平成19年度�

計�

 1,200 1,187 1,177 1,155�

 299 346 461 426�

 143 148 41 106�

 1,642 1,681 1,679 1,687
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　浜田市長になってから正規職員は45名減っていますが、

非常勤の職員は127名増えています。�

　正規職員が減っているのに管理職は増えています。�
　平成18年度、約7,000万円の管理職手当てを支払って
います。�
�
　次に、行政改革を進めるための機器導入はどのような
効果があったのか考えてみたいと思います。�
�

�

�

�

�

�

�

　平成８年度から職員数の削減、事務の効率化や省力化、住

民サービスの向上を目指してコンピューターなどの機器を導

入しました。�

　その総額は21億円にも達しています。�
　しかし結果として、職員の削減につながらないばかりか、

必ずしも効果を生んでいないことが分かります。�

以上、今回の特集では、いくつかの問題点をご紹介しま
した。�
　持続可能な行政サービスを維持していくためには、ど
んな反対があっても改革の歩みを止めるわけにはいきま
せん。�
�
　市を運営する基本的な考えとして、「地方自治法」で
次のように定めています。�
２条14項　地方公共団体は、その事務を処理するに

当たっては、住民の福祉の増進に努める
とともに、最少の経費で最大の効果を挙
げるようにしなければならない。�

２条15項　地方公共団体は、常にその組織および運
営の合理化に努めるとともに、他の公共
団体に協力を求めてその規模の適正化を
図らなければならない。�

　法律は、絶えず改革を進め、住民福祉の増進に尽くす
ことを市長、議員、職員に求めているのです。�
　皆さんの、幸せづくりのためには、どんな困難があっ
ても改革は続ければならないのです。また、改革は痛み
も伴いますが、それでもやらなければなりません。�
　そうしなければ、高齢者の増加に伴う福祉費の増加、
出生者数の減少に伴い税収が減少することで、今後、ま
すます皆さんの要求にお応えできなくなるのです。�
　このような状況の中で、今、市民の皆さんに強く求め
ていただきたいことがあります。それは、市長、議員、
職員がそれぞれの立場で意識改革をするということです。
旧態依然としたままで毎日を過ごしていては、この街は
活性化されません。私は市や皆さんの将来のために改革
を果敢に進める決意です。�

　今号もお読みいただきありがとうございました。�
　またお会いしましょう。�

※平成16年４月より規則改正�
※参事＝室長・出張所長・事務長・参事・消防署中隊長�

■管理職の動向� （単位：人・円）�

 10 12 66 88 5,147,000 61,764,000�

 10 15 68 93 5,436,000 65,232,000�

 12 13 70(34) 95 5,301,000 63,612,000�

 11 14 69(31) 94 5,305,000 63,660,000�

 9 19 72(40) 100 5,601,000 67,212,000�

 10 20 66(33) 96 4,982,000 59,784,000

平成14年度�

平成15年度�

平成16年度�

平成17年度�

平成18年度�

平成19年度�

部長級� 次長級�
課長級�
（内参事）� 計�

管理職手当�
月額（総額）�

管理職手当�
年額（総額）�

■電算関連経費� （単位：千円）�

決　算　額� 決　算　額�

平成18年度�

平成17年度�

平成16年度�

平成15年度�

平成14年度�

平成12年度�

平成11年度�

平成10年度�

平成９年度�

平成８年度�

合　計�

299,718

282,368

225,063

297,599

198,232

平成13年度� 185,338

237,298

184,326

190,540

161,591

178,567

2,140,922

HPアドレス　　   http://www.izumi-t.jp�

E-mailアドレス　　genki@izumi-t.jp

TEL 0977-67-0570・67-0659�
FAX 0977-67-0659　携帯 090-3410-0084

市政の問題点をさらに詳しく分析してメール
マガジンでお届けしています。（無料）�

ぜひご利用下さい。�
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。�

　私は昨年だけで９万軒、今年もすでに90,000軒の市
政だよりをお届けしてきました。しかし、お届けする軒
数が増えれば増えるだけ、私の議員活動にかける時間が
少なくなります。そこで、今回は一部支援者のお力をお
借りして配布しました。１年間のうち６ヶ月近く市政だ
よりの配付に時間をかけているのが現状です。皆さんの
お住まいのビルや団地、町内や組だけでも配布にご協力
いただければと願っています。�
　ご協力いただける方はぜひ連絡してください。�

『お　願　い』�

　私は市政の「今」を「泉武弘の市政だより」として、私
が直接お届けしてきました。多くの声が寄せられ議員活動
の励みになっています。これからも「生」の政治をお届け
したいと思っています。ただ、続けるためには皆さんに浄
財のカンパをお願いしなければなりません。大変心苦しい
のですが印刷費に是非ご協力をお願いします。そして、こ
れまでカンパしていただいた皆さんに、心からお礼申し上
げます。貴重な寄付は最大限有効に使わせていただきます。
本当にありがとうございました。�

泉　武弘政策研究所�

■行財政改革クラブ　代表 泉武弘 大分銀行別府支店　　　　　　5800115�
■泉　　武　弘 大分みらい信用金庫鉄輪支店　9162658

�

※動画でもご覧いただけます。�
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