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日本で一番税金を効率よく使う町を目指して

　この度の市議会議員選挙では、多くの方々のご支援をい
ただき、おかげさまで８回目の当選を果たすことができま
した。心から感謝しお礼を申し上げます。ありがとうござ
いました。本来は、お一人、お一人にお会いして、お礼を
申し上げるべきですが、すでに議員の仕事が始まっていま
す。皆さんから、お寄せいただいた期待には政治でお返し
させていただきます。どうかご理解を下さいますようお願
い申し上げます。
　さて、私は、選挙で次のことを約束しました。
１）行財政改革を推進し財政健全化を進める。
２）防災の積極的な取り組みをする。
　今回の「市政だより」は、財政健全化と防災の問題点を取
り上げます。まず、財政の現状について説明します。
　市の財政状況は、収入（市税、普通交付税、譲与税、使用
料・手数料等）に対して、義務的な経常経費（人件費、公債費、
扶助費、物件費等）の比率が高く、約95％と最悪の状態になっ
ています。しかも、この状態は一時的なものでなく、今後さ
らに厳しさを増すことが確実です。支出が、高齢者の社会保
障費（介護費、生活保護費、医療費）、ゴミ焼却場建設費の
負担金、公的施設の維持管理費、そして、防災関連経費等が
間違いなく確実に増加するからです。　　
　一方、収入は、高齢者の増加や人口減少で、税収が減るこ
とは間違いありません。さらに、大地震の復興費や借金の返
済で、国の財政は窮迫し、地方に回す財源が減額されるから
です。従って、どうしても財政の健全化を進めなければなら
ないのです。そのためには、抜本的な改革が必要です。
　では、どのような改革をすれば、財政危機を乗り越えるこ
とができるか具体的に説明します。

　財政の健全化には次の取り組みが必要です。
１）職員や議員の数と人件費を減らす。
２）民間にできる仕事は民間に切り替える。
３）費用対効果を検証し、不採算事業はしない。
４）行政の仕事範囲を明確にする。
５）ムダ使いを根絶する。
　これまでの８年を見ても、浜田市長に財政健全化は期
待できません。行財政改革は、議会が主導し、議会も自
ら、改革に取り組むことが必要です。
　これまで、議会は自ら経費の削減に取り組んできました。
たとえば、議員の数を29名から25名にしました。他にも、
政務調査費などの経費削減に取り組んでいます。その結果、
４年間で１億9,000万円削減することができるのです。この
実績はそれなりに評価できるのですが、私は、これとは違う
視点で議員の削減を考えています。
　次の表は、浜田さんが市長に就任した、平成15年～平成
22年３月議会までの「議決の一覧」です。
■年別議決件数（市長提出議案分のみ、議員提出議案等を除く）

年　　　別 議決件数
平成15年（第1回臨時会～第4回定例会） 61件
平成16年（第1回定例会～第4回定例会） 112件
平成17年（第1回定例会～第4回定例会） 150件
平成18年（第1回定例会～第4回定例会） 110件
平成19年（第1回定例会～第4回定例会） 105件
平成20年（第1回定例会～第4回定例会） 114件
平成21年（第1回定例会～第4回定例会） 107件
平成22年（第1回定例会～第4回定例会） 111件
平成23年（第1回定例会） 37件

合　　　計 907件
●上記議決中、「修正可決」、「否決」、「審議未了」となった議案計４件

　８年間で、907回議決しました。この間、予算は１件の減
額修正のみです。他に、住民投票条例「否決」、審議未了１件・
条例修正１件だけです。これは議会が、８年間、市長提案を
大部分原案通り認めてきたことを示しています。これは議会
の無気力さを表していると思っています。さらにこのことが、
市財政の悪化を助長していることも否定できないのではない
でしょうか。これでは、「議会不要論」が出るのもしかたな
いことかもしれません。
　この８年間、職員の旅行費用やレストランでの食事代、娯
楽施設の利用料等の公費負担。市長の高額な退職金、野口小
学校の北小学への統合、水道局に働くだけで特別手当が支給
されるなど、市民にはとうてい理解できないことを議会は賛
成者多数で決めてきました。
　だから、市民は、議会が市民のために機能してい
るか疑問に思っているのです。
　今までの選挙では、「議席を与えていただければ、必ず市
民のために働きます。」と声高に訴える候補者が多数いまし
た。しかし、これまでの実態を見る限り、議会が市民のため
に本当に機能しているか疑問を抱きます。

お　願　い



大切なあなたの町のことなのです。

2

議員を、25名から、10名減らし、15名に
　私は、平成21年２月、議会改革等特別委員会宛てに、議
員定数を15名にするように文書で要望しました。別府市の
人口規模では、議員が15名もいれば十分だと確信している
からです。私が、削減を求める理由は次の通りです。
１）議会は、市に対して、行政事務の民間委託を進めること

や、職員数や人件費の削減を求めています。従って、議
会も議員数を減らし、自ら経費削減に取り組むことが必
要です。

２）別府市の将来人口を考慮すれば15名が適数です。
３）議会も少数精鋭に切り替えるべきです。
４）賛成するばかりの議員なら25名も要りません。
５）15名になれば、今以上政治活動に真剣になります。
　ご存知のように、議員の仕事は専門的な知識を必要としま
す。そのためには、全ての時間を政治活動に専念することが
必要なのです。しかし、全ての議員が政治活動に専念してい
るとは思えません。議員数が、25名であれば、政治活動よ
り選挙の時だけ頑張れば、当選することも可能なのです。仮
に、議員数が10名減れば、全力で政治活動をしなければ当
選することができなくなるのです。
　次に、別府市と人口規模が同じような市の議員数を見てみ
ます。
■市区議会議員数（人口11～13万人都市）
No. 都道府県名 市区名 議員定数 人口 議員１人当りの人口
1 大阪府 大　東　市 17 124,688 7,335
2 大阪府 河内長野市 18 114,873 6,382
3 大阪府 富 田 林 市 19 119,544 6,292
3 大阪府 松　原　市 19 124,973 6,578
5 大阪府 羽 曳 野 市 20 118,037 5,902
6 東京都 東久留米市 22 114,941 5,225
6 愛知県 半　田　市 22 117,660 5,348
6 大阪府 門　真　市 22 127,948 5,816

〜
22 大分県 別　府　市 25 120,765 4,831

　大東市は現在15名です。それでも、議会の役割は
十分果たしています。問題は、議員の数よりも質だ
と思いますが、いかがでしょうか。

次に、現業や窓口業務について見てみます
　財政健全化には、現業や窓口業務の民間委託や、公務員以
外の嘱託や臨時職員への切り替えが絶対必要なのです。
■平成22年度現業職場人件費（決算見込）	 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 52人 314,957,000 81,120,000 233,837,000
小学校（調理員） 38人 186,736,000 59,280,000 127,456,000
そ の 他 44人 272,960,000 68,640,000 204,320,000

計 134人 774,653,000 209,040,000 565,613,000
■平成21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 659,700,000 173,160,000 486,540,000

（平成21、22年度統計資料を使用）

　上記の表からお分かりのように、別府市は、民間や嘱
託等の非正規職員でもできる仕事を、公務員がしていま
す。だから、いつまでも人件費の削減ができないのです。
私は、民間にできる仕事は、民間に、公務員でなくてもでき
る仕事は、嘱託や臨時の職員に、切り替えることに全力で取
り組みます。さらに、行政事務の民間委託に積極的に取り組
みます。そうしなければ、高齢者や障害者等の社会保障費や
子育て支援、防災事業等に対応する財源確保ができないのです。

　選挙の時だけでなく、市民一人一人が、自分の投
票した議員が、どのような政治活動をしているか、
また、どのような議決をしたか、関心を持ち続ける
ことが大切です。
　私は、納めていただいた税金を、「日本で一番効
率よく使う街」にするために全力で取り組みます。

迫りくる巨大地震、
備えは十分

できていますか。
　私は、防災に全力で取り組むことを約束しました。防災は、
早急に、しかも、具体的に取り組まなければならない重要な
課題なのです。今回は、平成20年に、大分県が地震防災対
策推進事業として、大分県及び周辺の地震環境を分析した、
大分県地震被害想定から、別府に関係する地震について考え
てみます。
　はじめに、地震調査委員会が発表している東南海地震の発
生確率を見てみます。
■地震調査研究推進本部　地震調査委員会	 算定基準日　2009年1月1日
地震名又は断層帯名

（活動区間）
地震発生確率 マグニチュード

10年以内 30年以内 50年以内 100年以内
南海地震 10％程度 50％～60％ 80～90％ ─ 8.4前後
東南海地震 20％程度 60％～70％ 90％程度以上 ─ 8.1前後

　発生確率から見れば、東南海地震は、いつ発生しても不思
議ではありません。別府市は、東南海・南海地震防災対策で、
地震の状況を次のように説明しています。

（１）地震の揺れについて
　別府市域の最大震度は５強、全域で５弱以上の揺れが発生
する。海洋型の巨大地震の特徴となる、中周期型の地震波が
別府市を襲うため、ゆっくりとした大きな揺れが１～２分間
継続する。

（２）地震の揺れによる被害や特徴について
　小刻みな揺れの後、大きな船に乗っているような、ゆった
りとした大きな揺れが１～２分続く。木造建物では、壁や柱
が破損するものがあり、耐震性が低い場合には、倒壊するも
のがある。鉄筋コンクリートの建物では、壁、梁、柱等に大
きな亀裂が生じるものがあり、耐震性が低い場合は壁や柱が
破壊するものがある。

（３）津波の特徴について
　第一波は、地震発生後約90分で到達する。津波は、50～
60分間隔で何度も来襲し、少なくとも５～６時間は異常な
潮位変動がみられる。津波は、河川等を遡上し、予想津波高
が数倍になることがある。津波の高さが最大になるのは第２
波で、その到達時間は約140分となる。先行する地震で防潮
堤が損壊した場合、沿岸部の低地盤地において、浸水の恐れ
がある。
　最大津波は3.0ｍと想定、しかし、最高潮位面と重なった
場合は5.3ｍ(地盤高)となる

（４）津波による被害。
　船舶については、座礁、岸壁へのぶら下がり及び乗り上げ、
船体接触による損傷などの恐れがある。
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　別府市は、東南海地震発生が危惧される中、
なぜ、津波被害が想定される、海岸線の北小学
校に、野口小学校を、統合したのでしょうか。
　平成20年、小規模校の解消を名目に、野口小学校と北小
学校の統合条例が議会に提案されました。驚いたことに、津
波被害が想定されている、海岸線の北小学校に、野口小学校
を統合することに議会は賛成したのです。私はこれまで、議
会が機能しているか疑問を呈してきました。この統合は、児
童の安全より、市長の提案に配慮したもので、いみじくも、
議会のチェック機能のなさを如実に物語る結果になりまし
た。津波被害が予想される場所に、学校を移すことは常識と
しては考えられません。むしろ、津波被害が及ばない、野口
小学校に、北小学校を統合すべきだったのです。
　学校移転に、大学教授は、「別府は不思議なところですね、
市長が、海岸に学校を移したいと言っても、議会が待ったを
かけるのですが、大多数が賛成したことは信じられないこと
です。」と語っていました。
　児童や教師の安全を確保するために、中央小学校
を旧野口小学校に戻すべきではないでしょうか。
　東日本大震災の特徴は津波被害でした。この震災を契機に、
地域防災計画の見直しに着手しました。それは今回の巨大地
震で、これまでの防災計画が不十分だったことが判明したか
らです。別府では、児童が大地震の後も、津波が想定される
学校で学んでいるのです。この深刻な現実を、市長や教育長、
そして、移転に賛成した議会は、重く受け止め早急に具体策
を講じるべきです。
　地震被害は東南海だけではないのです。別府～万
年山地震の方が、被害が甚大になる想定なのです。
　大分県は、平成20年３月に、大分県地震被害想定を、平
成21年３月に、大分県地震減災アクションプランを発表し
ました。　　
　この資料から、別府～万年山で地震が起きた場合の被害想
定を見てみます。最初に、大分県の活断層分布を見てください。
■大分県の活断層分布地図

　大分県内には、別府湾から県西部にかけて活断層が多く分
布しており、これらの活断層群は「別府―万年山活断層」と
呼ばれています。分布図から、活断層が別府湾に集中してい
ることがわかります。特に、大きな被害が発生する、別府地
溝南縁断層帯の地震が危惧されているのです。
　地震調査委員会は、この地震発生確率を次のように発表し
ています。
■地震調査研究推進本部　地震調査委員会】	 算定基準日　2009年1月1日

地震名又は断層帯名
（活動区間）

地震発生確率
マグニチュード

10年以内 30年以内 50年以内 100年以内
別府─万年山断層帯
（大分平野─由布院断層帯／西部） ─ 2％～4％ 3％～7％ 6％～10％ 6.7前後
（大分平野─由布院断層帯／東部） ─ 0.03％～4％ 0.06％～7％ 0.2％～10％ 7.2前後

　別府～万年山（東部）の、30年以内発生確率は、0.03％
～４％ですが、当時、阪神・淡路の地震発生確率は次の通り
でした。
兵庫県南部地震発生直前における30年以内の地震発生確率

（断層名）六甲・淡路島断層帯主部淡路島西岸区間
0.02％～８％

　しかし、この地震で、死者数6,434人、負傷者数43,792人、
重症10,683人、軽傷33,109人、倒壊家屋閉じ込め者数20
万人（推定）の大惨事となったのです。
　ここ数年間では、新潟県中越地震（平成16年）、福岡県西
方沖（平成17年）、能登半島地震及び中越地震（平成19年）が、
そして、平成20年には、岩手・宮城内陸地震が発生しています。
■日本付近で発生した主な被害地震

発生年月日 地震名 マグニチュード 最大震度 人的被害

1995/01/17 兵庫県南部地震
（阪神淡路大震災） 7.3 7 死者6,434　不明３

2001/03/24 芸予地震 6.7 6弱 死者２
2003/09/26 十勝沖地震 8.0 6弱 死者１　不明１
2004/10/23 新潟県中越地震 6.8 7 死者68
2005/03/20 福岡県西方沖 7.0 6弱 死者１
2007/03/25 能登半島地震 6.9 6強 死者１
2007/07/16 新潟県中越沖地震 6.8 6強 死者15
2008/06/14 岩手・宮城内陸地震 7.2 6強 死者13　不明10
東関東大震災は、被害額や死者・行方不明者が確定していません。

　発生した地震のほとんどが、地震調査研究推進本部（地震
調査委員会）が、地震規模や発生確率等を予測している、長
期評価の対象外だった活断層や、未知の活断層を震源とした
直下型地震であり、現時点における地震発生予測の困難性を
如実に物語っています。

　大分県は、別府―万年山地震の被害を次のように想定して
います。
■建物被害（棟）

地　　　震 季節時刻 全壊・焼失 半壊

別府地溝南縁断層帯　asp　東
冬５時 51,084

37,860
冬18時 55,459

別府地溝南縁断層帯　asp　西
冬５時 59,697

41,713
冬18時 63,913

東南海・南海
冬５時 1,616

4,154
冬18時 1,616

■建物崩壊による死傷者（人）
地　　　震 季節時刻 死者 重篤者 重傷者 中等傷者

別府地溝南縁断層帯　asp　東
冬５時 2,007 71 353 6,508
冬12時 1,452 67 338 6,348
冬18時 1,944 63 317 5,911

別府地溝南縁断層帯　asp　西
冬５時 2,327 68 341 6,419
冬12時 1,669 65 325 6,242
冬18時 2,240 60 305 5,820

　想定のような地震が発生した場合、県内各地で大きな被害
が発生することが危惧されます。このうち、最も被害の大き
い地震は、県内の人口が集中している、大分市～別府市～由
布市にかけて分布している、「別府地溝南縁断層帯」で、直
下型地震が発生した場合です。（被害想定は、大分県全域の
被害想定数字を使っています。）
　次に、火災による家屋の消失件数を見てみます。
■消失棟数

地　震 季節
時刻

延　　　焼
6時間後 12時間後 18時間後 24時間後 48時間後

焼失数
（棟）

焼失率
（％）

焼失数
（棟）

焼失率
（％）

焼失数
（棟）

焼失率
（％）

焼失数
（棟）

焼失率
（％）

焼失数
（棟）

焼失率
（％）

別府地溝南
縁断層帯
asp　東

冬５時 422 0.1 1,191 0.2 1,912 0.3 2,390 0.3 3,084 0.4

冬18時 8,742 1.3 10,090 1.5 10,423 1.5 10,474 1.5 10,474 1.5
別府地溝南
縁断層帯
asp　西

冬５時 1,363 0.2 2,467 0.4 3,320 0.5 3,670 0.5 5,376 0.8

冬18時 9,189 1.3 10,396 1.5 10,650 1.5 10,663 1.5 10,691 1.5



大切なあなたの町のことなのです。 No.32 平成23年６月14日発行

4

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

TEL0977-67-0570・FAX0977-67-0659・携帯090-3410-0084

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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　48時間後、焼失棟数が多くなっていますが、これは延焼
火災によるものです。建物被害は、全壊・焼失63,913棟、半
壊41,713棟の、合計105,626棟、また、人的被害は、死者
2,555人、負傷者7,448人の、合計10,003人に達すると試算
されています。
　次に、耐震補強工事実施後の効果について見てみます。
■地震被害想定調査による耐震補強の効果
（※昭和55年以前の建物に耐震対策を行ったものとして試算）
■揺れによる建物被害（全壊棟数）（棟）

地　震　名 耐震補強前 耐震補強後 対策効果
別府地溝南縁断層帯　asp　東 49,158 24,816 ▲ 24,342
別府地溝南縁断層帯　asp　西 57,409 29,682 ▲ 27,727
崩平山─万年山地溝北縁断層帯 1,736 411 ▲ 1,325
周防灘断層帯 80 5 ▲ 75
プレート内地震 968 180 ▲ 788
東南海・南海地震 29 0 ▲ 29

■建物倒壊による人的被害（死者数）（人）冬５時
地　震　名 耐震補強前 耐震補強後 対策効果

別府地溝南縁断層帯　asp　東 2,007 992 ▲ 1,015
別府地溝南縁断層帯　asp　西 2,327 1,180 ▲ 1,146
崩平山─万年山地溝北縁断層帯 26 5 ▲ 21
周防灘断層帯 1 0 ▲ 1
プレート内地震 22 2 ▲ 20
東南海・南海地震 ─ ─ ─

　「耐震補強工事で、被害が大幅に減ることがわかります。」
　この試算結果から、耐震補強や避難意識向上に関連する、
対策の推進が特に必要なことがわかります。しかし、建物の
耐震化には多額の費用が掛かります。市の耐震補助金（60
万円）、を増額してでも、早急に木造住宅等の耐震化を進め
なければなりません。
■避難所生活者数（人）

地震名 1日後 1週間後 1ヶ月後
別府地溝南縁断層帯　asp　東 203,507 164,971 120,790
別府地溝南縁断層帯　asp　西 217,506 179,510 137,391
崩平山─万年山地溝北縁断層帯 7,764 6,136 3,171
周防灘断層帯 1,077 721 420
プレート内地震 35,241 29,388 7,137
東南海・南海地震 4,289 4,171 4,066

　阪神・淡路や東日本大地震でも、「避難所の生活環境」が問
題になりました。避難所では多くの病人が発生します。普段
から、耐震性貯水槽、仮設トイレや耐震性浄化槽など、避難
場所の環境整備に具体的に取り組む必要があります。

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「80万円」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、
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。
　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。

■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

　最後に、県庁所在地の地震発生確率を見てみます。
■県庁所在地の地震発生確率

県庁所在地 30年以内の震度６弱以上の確率
2006年 2007年 2008年

福　岡　市 1.0% 0.6% 2.3%
佐　賀　市 1.0% 0.5% 0.6%
長　崎　市 0.8% 0.7% 0.7%
熊　本　市 2.6% 2.0% 2.0%
大　分　市 14.5% 15.0% 15.7%
宮　崎　市 11.8% 13.0% 13.3%
鹿 児 島 市 4.2% 3.7% 3.7%
那　覇　市 10.2% 15.4% 15.3%

　地震調査会は、今後30年以内に、震度６弱以上の揺れに
見舞われる県庁所在地の確率を発表しています。それによる
と、大分市は15.7％と、九州各県所在地中でも最も高い数
値となっています。これは、南海地震及び安芸灘～伊予灘～
豊後水道のプレート内地震の発生確率上昇の影響を受けて、
年々確率が上昇しているからです。
　災害対策基本法第５条は次のように定めていま
す。

（市町村の責務）
　「市は、住民の生命、身体、財産を災害から保護
するため、関係機関の協力を得て、防災に関する計
画を作成し、これを実施する責務を負う。」
　東南海地震の発生確率が高くなっています。今、市や住
民に求められているのは、言葉だけでなく、できることか
ら早急に実行することです。また、阪神・淡路大震災や東関
東大震災でも分かるように、命を守るためには、住民の連
携が大変重要です。普段から、防災訓練などに積極的に参
加し、あなた自身が、防災に取り組むことが必要なのです。

私は、防災対策に全力で取り組むことを約束します。
　今号もご覧いただきありがとうございました。

「市政のことは 泉 武 弘 のホームページで」


