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日本で一番税金を
効率よく使う町を目指して

ケーブルテレビで議会中継が始まりました、討論をご覧ください。質問順序などは「議会事務局」にお聞きください。
私の質問はホームページで常時放映していますので、パソコンでもご覧頂けます。

　「泉武弘の市政だより」
第１号を、平成10年に発行しました。

以来、みなさんのご支援のお陰で、発行部数
が72万部を超えることができました。その間、配付
に協力してくれた方々、編成に助言してくれた方々、浄
財を寄付してくれた方々、市政だよりを読んでくれた方々、
みなさんの協力があったからこそ達成できたのです。心から
感謝しお礼を申し上げます。この間多くの方々から、ご意見
やご批判、ご提言をいただきました。その全てが、私の政治
活動の糧として大きな力を与えてくれました。これからも、
正確な事実に基づき、生の市政をお届けします。今後ともご
支援をよろしくお願い申し上げます。

　　　　４年で、2,600万円
　　　８年で、5,200万円

12年で、7,800万円
総理大臣の退職金は、１年で、131万円
地方公務員、約40年働いて、2,600万円

　別府市の財政状態は、経常的な収入（市税、交付金、手数
料、使用料など）に対して、経常支出（人件費、借入金返済、
扶助費など）の比率が、平成20年度、95,5％を占めていま
す。一般家庭に例えれば、10万円の収入に対して、９万5,000
円が必要経費として使われている状況です。したがって、自
由に使える金は、5,000円しかないということです。これか
ら、新規にゴミ処理場の建設資金の返済や維持管理費、介護
費、高齢者医療費、生活保護費の増加で、さらに財政の硬直
化が進むことは確実です。このように財政状況が厳しい中で
も、市長の退職金だけは特別なのです。そこで、今回は、市
長の退職金について考えてみましょう。

市長の退職金は必要なのでしょうか
　退職金は、功労金的な意味を持たせてスタートした説があ
りますが正確な経緯は分かりません。特別職の退職金は、い
つの間にか条例で決められ、当たり前のように支給されるよ
うになったのです。最近では、自治体の首長や、市民が退職
金について発言するようになりました。そのきっかけは、前
総理大臣、小泉さんの退職金に対する次の発言でした。

「知事や市長の退職金は高すぎる。私もいらないから、
知事や市長もあきらめてもらってはどうだろうか」
この発言で、国民も特別職の退職金について真剣に考え議論
するようになったのです。
　次の表は、人口類似団体36市の市長の退職金、１番から
５番までと、32番から36番までを抽出したものです。
■類団都市（36市）市長の給与月額及び退職手当

県 市
市　　長

給料月額 算定月数 退職手当
1 大 分 県 別 府 市 940,900 27.84 26,194,656
2 大 阪 府 松 原 市 1,040,000 24.00	 24,960,000
3 大 阪 府 池 田 市 980,000 25.20	 24,696,000
4 奈 良 県 橿 原 市 1,005,000 24.48	 24,602,400
5 大 阪 府 富田林市 1,010,000 24.00	 24,240,000

〜
32 神奈川県 座 間 市 893,000 16.00	 14,288,000
33 東 京 都 小金井市 965,000 14.00	 13,510,000
34 東 京 都 東村山市 943,000 14.00	 13,202,000
35 東 京 都 国分寺市 900,000 14.00	 12,600,000
36 大 阪 府 箕 面 市 940,000 9.12 8,572,800

　36市では、浜田市長の退職金がトップです。箕面市長の
実に３倍の退職金を得ていることになります。
　小泉前総理の退職金は、約650万円程度だったそうです。

「市長等の退職金を廃止している市」名古屋市、太田市、柏市、新宮市、
奈良市、門真市、境港市、八幡浜市、北九州市、久留米市、鳥栖市、
八代市など（インターネット検索）

退職金は、どのように決められているのでしょうか
　市長、副市長などの特別職の退職金や給与、議員の報酬は
議会で決められます。市長が、審議会に諮問し答申を受け、
答申案を基に議会に提案するのです。提案に当たって、社会
情勢や市民感情を参考にしながら、自らの政治判断を加え議
会に提案することになります。浜田市長は、ことあるたびに
市民の目線で政治を進めたい、と主張しています。しかし、
僅か４年で、2,600万円の退職金を得るということが、市民
の理解を得ると判断した根拠は何なのでしょうか。私には、
市民感情を理解していないとしか思えません。市長は、退職
金について報酬審議会の答申を尊重したいと考えを述べてい
ます。ところが、その報酬審議会について、市民から次のよ
うな疑問の声があがっています。
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１）市長らの特別職報酬審議会の委員を、市長自ら選任する
ことが正しいといえるのか

２）また、市長によって選任された委員が、市長に不利な答
申ができるか

３）委員の中に、市と利害の関係をもつ者が含まれてはいな
いか

（注＝議員には退職金はありません）

市長の退職金がいかに高額か見てみます
　官僚との比較表を見てください。
■幹部職員

級号俸 退職時棒給月額（円） 退職時年齢（歳） 勤続年数（年） 試算額（万円）
事務次官 指定職　８号俸 1,211,000 59 37 7,594
外局長官 指定職　６号俸 1,066,000 59 37 6,714
局　　長 指定職　４号俸 922,000 56 34 5,955

　事務次官が37年働いて得る退職金を、市長は僅か12年で
上回るのです。

次に総理大臣や国務大臣と比較してみます
■大臣、副大臣及び大臣政務官　　勤続１年で退職した場合の額

退職時俸給月額（円） 試算額（円）
内閣総理大臣 2,071,000 1,317,156
国 務 大 臣 1,512,000 961,632
副 大 臣 1,448,000 920,928
大臣政務官 1,235,000 785,460

　総理大臣の退職金は、１年で131万円です。責任の重さや
立場から考えても、市長の退職金が総理大臣より高額なのは
異常ではないでしょうか。
　私は、市長は退職金を辞退すべきだと考えますが、
いかがでしょうか。
　ところで、突然、市長を辞任し、スーパーイズミ誘致だけ
を争点にした選挙が行われたことを覚えていますか。実はこ
の選挙で、5,000万円もの費用がかかりました。浜田さんは
この選挙で、イズミが出店したら、次の事が実現できると有
権者に訴えたのです。
１）ワンコインバスが運行できる
２）エスカレーターなどのついた歩道橋ができる
３）シネマコンプレックスができる
４）美術館ができる
５）商店街と一緒に立体駐車場をつくれる
　スーパーが進出すれば、観光客も増え、消費者が、近隣商
店街で買い物をする。そのことで、別府経済は浮揚すると、
夢のようなことを選挙で訴えたのです。しかも、この選挙は
通常の選挙ではなく、浜田さんの辞職によるもので、必要も
ない選挙に多額の税金を使いました。そして、多くのことを
約束したのです。選挙公約は、有権者との約束事で大変重い
責任があります。しかし、約束はなにも実現できていません。
浜田さんの言葉を信じて、投票した有権者を裏切る結果に
なったのです。これでは、政治に対する不信は募るばかりで
す。このまま知らぬ顔はできないのです。市長自ら、責任を
明確にすることが強く求められています。その方法としては
１）公約不履行を正式に謝罪する
２）給与を減額する
３）退職金を辞退する
４）市長を辞職する
などが考えらます。
　このままでは、選挙に勝つためには、どんな約束を
しても、責任を取らなくてよいということになります。
浜田さんは、前回の選挙で、『政治の信頼を取り戻したい』
と訴えました。市民の信頼を取り戻すことができるか
どうかは、公約不履行の責任を明確にし、どのような
対応をするかに掛かっているのです。厳しいようです
が、政治は結果について責任を取らなければなりませ
ん。そうしなければ、市民は信頼してくれないのです。
浜田市長には、一日も早く責任を明確にすることが求
められています。

別府市の財政状態
社会保障費の財源確保はできるのでしょうか
　社会保障費（介護費、生活保護費、高齢者医療費）は、こ
れからも増え続けてゆくことが確実です。今回は、この社会
保障費の財源が確保できるかどうかを検証します。

社会保障費は、今後、５年間で71億円増加の見込み
　別府市の試算によると、今後５年間で71億円の社会保障
費が必要です。この内、別府市の負担額は、毎年１億6,000
万円程度で、新たな財源の確保を必要とします。社会保障費
は、市の義務経費であり、決して先送りできないものです。
果たして、この財源は確保できるのでしょうか。
■総額分	 単位：千円
項番 年　度 介護費 生活保護費 後期高齢者医療費 計
1 平成22年度 8,487,639 6,835,639 16,924,109 32,247,387
2 平成23年度 8,955,185 7,109,065 17,624,768 33,689,018
3 平成24年度 9,339,230 7,393,427 18,354,433 35,087,090
4 平成25年度 9,747,776 7,689,164 19,114,307 36,551,247
5 平成26年度 10,182,681 7,996,731 19,905,639 38,085,051

計 46,712,511 37,024,026 91,923,256 175,659,793
　22年、4.4％、23年、4.5％、24年、4.1％、25年、4.2％、26年、4.2％の
伸び率で試算しています。
■市負担額	 単位：千円
項番 年度 介護費 生活保護費 後期高齢者医療費 計
1 平成22年度 1,060,954 1,380,799 1,345,700 3,787,453
2 平成23年度 1,119,398 1,436,031 1,401,412 3,956,841
3 平成24年度 1,167,403 1,493,472 1,459,431 4,120,306
4 平成25年度 1,218,472 1,553,211 1,519,851 4,291,534
5 平成26年度 1,272,835 1,615,339 1,582,773 4,470,947

計 5,839,062 7,478,852 7,309,167 20,627,081

社会保障費を支える人口はどうなるのでしょうか
　国立社会保障・人口問題研究所が、2035年までの人口推計
を発表しています。25年後の日本の人口は
１）総人口は、１億2,777万人から8,993万人弱になる
	 	 （3,784万人減）
２）老年人口（65歳以上）は2,576万人から3,646万人にな
る	 （1,070万人増）

３）生産年齢人口（15歳～64歳）は、8,442万人、から4,595
万人になる	 （3,847万人減）

４）年少人口（０歳～14歳）は、1,759万人から752万人に
なる	 （1,007万人減）

　推計からお分かりのように、労働人口が大幅に減少し、逆
に、社会保障費を必要とする高齢者は増加するのです。それ
にもまして危惧されるのは、年少人口が1,007万人も減るこ
とです。これから、社会保障に必要な財源をどのように確保
するか、これは行政に課せられた大変重要な問題なのです。

次に、25年後の別府市の人口推計を見てみます
■別府市の人口　

総数 2010年 2035年 増減
合計 125,565 108,280 ▲ 17,285

０～４歳 4,438 3,374 ▲ 1,064
５～９歳 4,605 3,562 ▲ 1,043
10～14歳 4,842 3,645 ▲ 1,197
15～19歳 6,251 4,232 ▲	2,019
20～24歳 8,588 5,255 ▲	3,333
25～29歳 8,569 5,670 ▲	2,899
30～34歳 7,185 6,047 ▲	1,138
35～39歳 7,709 6,354 ▲	1,355
40～44歳 6,808 6,924 116
45～49歳 6,724 7,983 1,259
50～54歳 6,929 8,027 1,098
55～59歳 8,055 6,721 ▲	1,334
60～64歳 10,471 7,187 ▲	3,284
65～69歳 8,876 6,213 ▲	2,663
70～74歳 7,743 5,829 ▲	1,914
75～79歳 7,298 5,518 ▲	1,780
80～84歳 5,370 5,376 6
85歳～ 　 5,105 10,363 5,258
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な る と 推 計 さ れ
ています。特に、

15歳から65歳の人口が、12,889人も減少するわけです。生
産活動の中心となる人口が大幅に減少すれば、市は税収減と
なり大変深刻な問題を抱えることになります。

市の財政状態はどうなっているのでしょうか
　次に、社会保障費の財源確保ができるかどうかを見てみま
す。
　経常収入とは、普通に入ってくる収入（市税、交付金、地
方譲与税、使用料、手数料など）です。
　一方、経常支出は、毎年継続して支出する（人件費、借入
金の返済、扶助費、維持補修費）などの経費のことです。経
常収入と経常支出の比率を、経常収支比率と呼んでいます。
この数字は、財政の弾力性を判断する指標で、比率が低いほ
ど財政の弾力性が大きく、自由に使えるお金の割合が高いこ
とを表しています。収支比率の目安として
１）75％～80％未満が妥当である
２）80％以上＝弾力性を失いつつある
３）90％以上＝財政構造が硬直化している
４）95％以上＝総務省の財政ヒアリングの対象団体

すでに、別府市の経常収支比率は、95.5％
　別府市の財政は硬直化が進み、すでに、皆さんの要求に応
えにくい状況になっています。
■経常収支比率の推移（普通会計）　■経常収支比率の状況
	 単位：％

項目 15年度 20年度
経常収支

比率 90.5 95.5

　浜田市長になった、平成
15年から、投資に回す経
費が15億円も減り、逆に、必要な経費が11億円多くなって
います。表からも、投資を削って財政のやりくりしているこ
とが数字に表れています。しかし、このように投資を縮減す
る方法は、住民生活に悪い影響をあたえるばかりで、財政構
造の基本的な解決には決してならないのです。経常収支の改
善は、たとえば、人件費を大幅に削減するなど、抜本的な改
革でなければ効果はありません。

■投資的経費の推移（普通会計）　　■投資的経費の推移（一人当たり、一般財源ベース）
	 単位：％，千円

項目 15年度 20年度
投資的経費 5,322,356 3,479,746

単独 2,901,826 1,920,486

　浜田市長になってから、
学校や道路などに使う投
資的経費が18億円減少し、そのうち、市単独の投資的経費
だけでも10億円減少しています。市長は、道路や学校など
の社会資本整備に要する費用の削減ばかりしているのです。
その結果として、市単独の道路や学校の整備が一向に進んで
いないのです。

「投資的経費とは、学校、道路、公営住宅の建設、公園など社会資本整
備の経費です。」「経常収支比率１％は、約２億3,000万円です。５％を
改善するには、11億円強の歳出削減が必要なのです」

これからの財政状況はどうなるのでしょうか
　別府市の厳しい財政状況は、経常収支比率でお分かりに
なったと思います。しかし、さらに今後新たに発生する大型
の財政負担があります。それが、ごみ焼却場建設事業です。
この事業における、別府市の負担額は約200億円です。そし

て、平成25年まで、20億円を超える市税が投入されるので
す。その後、交付金対象額を除いた負担金、約８億円が平成
40年まで続きます。
　浜田市長は、先に述べたように、財政状況が厳しい中でも、
さらに、南小学校跡地利用に、73億円の事業さえも進めて
いたのです。現状認識が甘いと言われてもしかたのないこと
だと思います。

では、具体的に、どうすればよいのでしょうか
　徹底してムダを省き、不採算事業をしなくても、財政の硬
直化にさほど大きな変化はありません。

財政健全化で、一番効果的で、実現可能な
ことは、人件費を削減することです。

　では、具体的にどのようにすればよいのか考えてみます。
　改革の一丁目一番地は、市の事務事業量仕事量の調査です。
仕事量が決まれば、その仕事をどのような方法でするのか選
択します。その方法としては
１）正規職員でなければならない仕事
２）非正規職員でできる仕事　嘱託、臨時、再雇用職員、派

遣社員など。
３）民間委託、民間移管、事業の廃止、指定管理者制度の活
用、窓口業務の民間移管などでできる仕事

こうして仕事量や仕事の仕分けをして、その結果として職員
数が決まるのです。
現業や窓口の仕事を非正規職員に切り替え財源確保を
■平成20年度　現業職場人件費	 単位：円

職　　場 人数 人件費（Ａ） 非常勤に置き換え
た場合の予定額（Ｂ） 差額（Ａ）－（Ｂ）

清 掃 事 務 所 56人 350,650,000 87,360,000 263,290,000
小学校（調理員） 41人 214,550,000 63,960,000 150,590,000
そ の 他 43人 294,490,000 67,080,000 227,410,000

計 140人 859,690,000 218,400,000 641,290,000
■平成20年度　窓口職場人件費	 単位：円

職　　場 人数 人件費（Ａ） 非常勤に置き換えた
場合の予定額（Ｂ） 差額（Ａ）－（Ｂ）

窓 口 職 場 111人 685,700,000 173,160,000 512,540,000

　試算では、現業と窓口の正規職員を、非常勤職員に切り替
えるだけで、11億円以上も削減できるのです。
（必置職員などは試算の中に含まれていません）
　現業とは、ごみ収集、し尿処理場、学校給食調理、公園管
理、道路や河川管理などの仕事です。

健全化の障害は職員採用をし続けたことです
　団塊世代の大量退職（346名）の機会に、嘱託や臨時職員
への切り替えをして、新規職員採用を極力抑えるべきだった
のです。ところが、新規に（235名）も採用しました。この
ため財政改革、健全化への道は閉ざされたといってよいで
しょう。この中には、今、民間委託や非正規職員へ切り替え
を進めている、給食調理、ごみ収集など現業職員31名も含
まれているのです。

財政健全化まで、職員採用は当分の間凍結を
■退職者数（定年・定年前退職）

年度項目 H16 H17 H18 H19 H20 H21
退職者数[Ａ] 41 50 59 71 68 57

■新規採用者数の推移
年度項目 H17 H18 H19 H20 H21 H22

新採用者[Ｂ] 30 38 35 41 48 43
■職員補充率

年度項目 H17 H18 H19 H20 H21 H22
比率Ｂ/Ａ 73% 76% 59% 58% 71% 75%

■退職者数と退職金額
年度項目 H22 H23 H24 H25 H26 H27

退 職 者 数 42 31 26 30 22 24
退職手当額 1,119,636 826,398 693,108 799,740 586,476 639,792

2010年 2035年 増減
合計 125,565 108,280 ▲ 17,285

０～14歳 13,885 10,581 ▲ 3,304
15～65歳 77,289 64,400 ▲ 12,889
65歳～	　 34,392 33,299 ▲	1,093
うち80歳～ 10,475 15,739 5,264
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投資的経費の推移
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ホームページは動画でも
ご覧いただけます。

行政の問題点を
シリーズで載せています。
HPアドレス 　http://www.izumi-t.jp
E-mailアドレス 　genki@izumi-t.jp
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ホームページは、「別府市議会議員泉武弘」でも検索できます。
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　次の表をご覧ください、福岡県春日市の職員数です。
■春日市（福岡県）と別府市の職員数比較	 平成20年３月31日現在

市名 住基人口 職員数 職員１人当り人口数
春日市 108,769   445 244.42
別府市 121,755 1,125 108.23

　別府市に比べ、職員数が極端に少ないことに気づきます。
春日市では、職員一人当たりの市民数は、244人、別府市は、
108人です。これは、春日市が早くから、民間委託や、非正
規職員へ切り替え、広域圏事務組合に事務移管をして仕事量
を減らしてきた結果です。
　春日市の職員数を参考に、別府市の職員数を算出すれ
ば、別府市はなんと490名でよいことになります。別府
市の現在の職員数、1,008名から518名減らす試算がで
きます。なぜ、春日市にできて、別府市は職員数を減らす
ことができないのでしょうか。そのことについて、浜田市長
は、選挙で組合の支援を受けたので、人件費を削減できない
のではと指摘する市民もいます。

誰にもいい顔、やっぱり、
浜田市長にはできなかった行財政改革

　別府市は、これまで仕事量調査が行われませんでした。
（注＝現在民間業者に委託して調査中）なぜ、別府市が基本
的な仕事量調査をしなかったのでしょうか。浜田さんが市長
に就任した、平成15年の９月議会で、改革の進め方について、
次のような議論をしました。
　「市の事務事業量調査をしなければ、職員数や仕事を進め
る方法が決まらない、基本調査をすべきではないか。」
　これに対して市長は、「事務事業調査は当たり前だ」、と考
えを述べています。ところが、市長になってから、すでに８
年目になるのに、一丁目一番地の事務事業量調査ができてい
ないのです。浜田市長の残り任期も一年を割りました。８年
も、結果を残すことができなった浜田市長に、いまさらなに
も期待することはできません。

　社会保障費や投資に回す財源を確保するためには、
小手先の改革では対応できません。抜本的な平成の大
改革を実行しなければならない時なのです。改革をす
ることによって、持続可能な住民サービスができるの
です。言葉だけの改革は、もう聞き飽きました。浜田
市長が改革しなかった、いや、改革する気持ちがなかっ
たことは、この８年が証明しています。だれにもいい
顔をして、中途半端、こんな市長に、私は本当に怒っ
ています。もっと市民のために、真剣に政治に取り組
んで欲しい。そう願うのは私だけでしょうか。これか
らの市政は、だれをリーダーにして、どのように改革
をすすめるのか、いま、あなた自身が問われているの
です。

　皆さんからの浄財で、「街頭演説用の機材」を購入することが
できました。心から感謝し御礼を申し上げます。

お 礼 と お 願 い
　私は市政の「今」を「泉武弘の市政だより」としてお届
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
すが印刷費に協力をお願いします。「市政だより」を年二
回発行すれば「約70万円」程度要ります。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
重な浄財は印刷費などに使わせていただきました。本当に
ありがとうございました。カンパをしていただきながら、
住所の特定ができないため領収書をお届けできなかったこ
とをお詫び申し上げます。また、配付件数が増えれば、そ
れだけ政策の勉強に費やす時間が少なくなります。そこで、
昨年から一部支援者の力をお借りして配付しました。皆さ
んのお住まい近くだけでも配付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ご連絡してくだ
い。
■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

　私は、議会で行財政改革に取り組んできました。その結
果、保育園の民営化、ごみ収集の民間委託、学校給食調理
員の正規職員から嘱託職員への切り替え、水道局職員への
企業手当ての廃止、春木種苗圃の廃止などで結果を残すこ
とができました。別府市では、25年後に、人口が17,285
人減り、高齢者は増えると予想されています。これは、納
税者が減り、逆に、社会保障費を必要とする年代が多くな
ることを意味しています。従って、窓口の仕事や現業の仕
事などを、正規職員から非正規職員へ切り替え、福祉に回
せる財源を確保しなければならないのです。そうすること
によって、行政サービスが維持できるのです。これまでは、
議会で一人、頑張ってきました。幸いに、議会でも行政改
革への取り組みがスタートしました。この機会に、皆さん
と力を合わせて、「別府市を日本で一番税金を効率よく使
う町」にするため、「日本一の会」をつくり、実現したい
と思っています。是非、私の思いと願いを実現できるよう
に、この運動に参加していただくようお願い致します。
　入会していただける方は申込書を郵送やファックスして
ください。ホームページからも申し込みができます。

日本で一番税金を効率よく使う町の会
略称　「日本一の会」

氏名　　　　　　　　　　　　

別府市　　　　　　　　　　　町　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話　　　　　　　　携帯電話　　　　　　　　　　　

メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「日本で一番税金を効率よく使う町の会」
略称　「日本一の会」

結成のお知らせと入会のお願い

↑この部分を切り取って送って下さい。


