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「日本で一番税金を効率よく使う町を目指して」

お

元
気
で
す
か

蛞蝓より遅い  　
　　別府市の行財政改革
市税など滞納総額は

41億円！！
　別府市では、市税などの収入が減少する反面、高齢者の医
療費・介護費・生活保護費、公共施設の改修や改築費、災害対
策費などが大幅に増えます。すでに、浜田市長なって９年経
過しましたが、抜本的な改革ができないばかりか、改革の速
度は蛞蝓の歩みより遅いのです。今回も市政の現状と改革の
必要性について報告します。
　市政はあなたの自身の問題なのです、どうぞ一緒に考えて
ください。私は、「日本で一番税金を効率よく使うため街」
を目指し全力で取り組んでいます。ご支援のおかげで、「市
政だより」も発行部数が90万部を超えました。今回の「№
34号」も５万部をお届けしています、是非ご覧ください。

　　市税 19億円

国民健康保険 18億円 　

市営住宅 9,000万円

　平成22年度決算で、市税などの滞納総額が41億円を超え
ていることが分かりました。これまでに、滞納問題を議会で
幾度も取り上げてきました。しかし、一向に解消されません。
滞納の理由として長引く不況による所得の減少や失業などが
考えられます。ご存知のように市は、市税・使用料・負担金な
どの財源で経営しています。ところが、41億円も滞納があ
るのに、市長自ら滞納整理に取り組んだことが一度もないの
です。市長は、高額滞納問題に自ら取り組む必要があるので
はないでしょうか。このままでは、税負担の公平性や納税意
欲の低下につながります。特に、国民健康保険のように、「加
入者相互の負担」によって支えられている制度は、「完納者
が未納者の負担」をすることになります。このまま滞納整理
が進まなければ、納税者の理解や負担の公平性が確保されま
せん。市長は、税収が市政運営の根幹で最重要課題というこ
とを今一度認識し全力で取り組むべきです。

■平成22年度　市税等滞納状況	 （単位：百万円）

調定額 収入済額 滞納額
市税等 16,091 14,006 1,938
国民健康保険税 4,586 2,558 1,828
介護保険料 1,507 1,383 93
保育料 420 393 26
市営住宅使用料 506 415 91
水道料 2,603 2,513 89
下水道使用料 1,188 1,151 23
学校給食費 378 361 17

計 27,279 22,780 4,105

■平成22年度市税の金額別滞納者数及び滞納額	 ※国民健康保険税を除く

区分 人員 滞納人員構成比
5,000万円以上 2 0.02%
4,000万円以上5,000万円未満 0 0.00%
3,000万円以上4,000万円未満 2 0.02%
2,000万円以上3,000万円未満 1 0.01%
1,000万円以上2,000万円未満 10 0.09%
1,000万円未満 10,634 99.86%

計（市税＋県税） 10,649 100.00%

市税滞納額 1,938,296,370円

90万部突破記念号
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財政状況は極めて深刻！
公共施設の改修・改築・整備に113億円

　別府市は、昭和50年代に多くの公共施設を建築しました。
したがって、老朽化が進み大規模な改修や改築が集中する時
期を迎えます。改築や改修が遅れれば、さらに老朽化が進み
費用は増えるばかりです。たとえば、多くの市民が利用して
いる市庁舎も、すでに26年が経過しています。これ以外にも、
学校や中央公民館・下水道・市営住宅・橋梁などでも老朽化が
進んでいます。一方、少子高齢化が進み、将来にわたって税
収の減少は確実です。そうした中で、高齢者や障害者、子供
たちに必要な費用の増加が見込まれます。このため公共施設
の総量を抑制することは避けて通れません。そこで、今回は
公共施設の現況について検証します。
　今後見込まれる公共施設の改築や改修費は次の通りです。
■公共施設改修改善事業費概算（平成25年度～27年度）
	 (単位：千円）

施設名 事業費 ※市営住宅は、事業費の
うち121,473千円の補助
金が含まれる。

※中央浄化センター・ポ
ンプ場は事業費のうち
1,186,640千円の補助金
及び1,070,360千円の起
債が含まれる。

※橋梁施設は事業費のう
ち1,347,500千円の補助
金及び892,250千円の起
債が含まれる。

市営住宅 981,613
幼稚園・小中学校 1,560,413
中央公民館・市民会館 1,005,400
体育施設・給食施設 239,722
中央浄化センター・ポンプ場 2,262,000
橋梁施設 2,450,000
水道施設 2,009,900
その他の施設 872,051

計 11,381,099
■【未定】	

施設名 事業費 ※春木苑については、今後の方針が定
まっていないが概算で15億円～20
億円前半の事業費が見込まれる。し尿処理場春木苑 15～20億円

　民間は、毎年修繕費を計上し建築物を維持しますが、別府
市は公共施設の実態調査にようやく着手したばかりです。

財源確保は 人件費の削減で！
なぜ、25名も議員が必要なのでしょうか？

議員は25名から15名に
　議会には行政を監視する権限が与えられています。しかし、
現状は機能を発揮しているとは思えません。議会が監視機能
を果たすことができないのに、なぜ、25名の議員が必要な
のでしょうか。それよりも、別府市議会を全国一の「少数精
鋭」の集団にすべきだと確信しています。

議会は市長の追認機関か

なれあい政治に嫌気
なぜ、独立機関として機能を果たさぬ

　浜田市長になってからの議決は次の表をご覧ください。

■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～第４回定例会）   97件
平成24年（第１回定例会～第２回定例会）   68件

合　　　　　計 1,035件

　市議会は、浜田市長になって９年間、大部分の議案を提案
通り認めています。このように、提案をそのまま認めれば、
議会は必要ないのではないでしょうか。市民が求めているのは、
別府市の進む方向や住民の福祉を向上させるための政策論議
です。また、行政の間違いを正すことや、市民の利益になら
ない予算には敢然と対応することが強く求められています。
　ゴミ収集など　嘱託や臨時職員・民間委託に切り替
えれば！人件費の大幅削減が可能！
　私は、窓口や現業の仕事を民間委託や嘱託や臨時の職員に
切り替えるよう求め続けています。民間や嘱託・臨時にでき
る仕事を、なぜ、人件費の高い公務員にさせるのでしょうか。
人件費の削減が重要課題なのに、新たに職員を34名（現業
６名）も採用したのです。驚いたことに、担当課が職員を要
望していないのに採用したのです。この不思議な採用につい
て、「先の選挙で労働組合の支援を受けた見返り」と指摘す
る関係者もいます。このような杜撰な職員採用を続ければ、
いつまでたっても人件費の削減はできません。

　道路・河川・公園・温泉の管理や修繕。学校・保育所の
調理。ゴミ収集・し尿処理場・リサイクル情報センター
などは非常勤職員や民間でできる仕事なのです。

　次の表は、部門別の仕事内容と正規・非正規職員の人件費
の比較表です。
■道路河川課（人件費）

平均給料月額 平均給与月額 平均給与年額 人数 総　額
正規職員 328,000 358,742 5,600,504 10 56,005,040

　市道、里道の維持補修・舗装の修繕、側溝の清掃・補修、除草、
水路の清掃、除草などの仕事をしています。大分県下14市
で正規職員が道路や河川の維持・補修などしているのは別府
市だけです。
■公園緑地課（人件費）

平均給料月額
（報酬月額） 平均給与月額 平均給与年額

（報酬年額） 人数 総　額

正規職員 328,000 358,742 5,600,504 6 33,603,024
非常勤職員 130,000 - 1,560,000 1   1,560,000

人 件 費 計 35,163,024

■公園緑地課（物件費）
賃金日額 平均賃金月額 平均賃金年額 人数 総　額

臨時職員 6,300 126,000 1,008,000 1 1,008,000

　芝刈り・草刈・樹木の選定・池及び園内の清掃、ゴミ収集な
どの仕事をしています。大分県14市で正規職員が公園の管
理をしているのは別府市と大分市だけです。
■清掃事務所

平均給料月額
（報酬月額） 平均給与月額 平均給与年額

（報酬年額） 人数 総　額

正規職員 345,500 386,042 5,997,229 53 317,853,137
非常勤職員 130,000 1,560,000 9   14,040,000

人 件 費 計 331,893,137
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■平成23年度　リサイクル情報センター人件費
平均給料月額
（報酬月額） 平均給与月額 平均給与年額

（報酬年額） 人数 総　額

正規職員 345,500 386,042 5,997,229 2 11,994,458
非常勤職員 130,000 1,560,000 2 3,120,000

人 件 費 計 15,114,458

■23年度　し尿処理場春木苑・南畑
平均給料月額
（報酬年額） 平均給与月額 平均給与年額

（報酬年額） 人数 総額

正規職員 345,500 386,042 5,997,229 6 35,983,374
非常勤職員 130,000 1,560,000 5   7,800,000

人 件 費 計 43,783,374

■平成23年度可燃ごみ・粗大ごみトン当たり収集経費

可燃物（直営分）
ごみ収集に係る経費（円） 136,162,226
ごみ収集量（トン） 8,893
１トン当り収集経費（円） 15,311

可燃物（委託分）
ごみ収集に係る経費（円） 75,204,675
ごみ収集量（トン） 14,447
１トン当り収集経費（円） 5,206

粗大ごみ（全体分）
ごみ収集に係る経費（円） 37,938,673
ごみ収集量（トン） 111
１トン当り収集経費（円） 341,790

■ごみ収集業務に従事する職員　年度別採用状況
採用人数

平成24年４月 1
平成23年４月 0
平成22年４月 1
平成21年４月 0
平成20年４月 2
平成19年４月 1
平成18年４月 4
平成17年４月 2
平成16年４月 1

合計 12

　収集経費は、直営（公務員）
は民間の３倍かかっていま
す。官民の給与差がそのま
ま反映されています。しか
も、投棄時間からわかるよ
うに収集の仕事は一日中あ
りません。また、粗大ごみ
収集に１トン当たり24万円
もかかっています。（投棄時
間＝焼却場に入れる時間）

■小学校（人件費）平成23年度　給食調理員人件費
平均給料月額
（報酬月額） 平均給与月額 平均給与年額

（報酬年額） 人数 総額

正規職員 296,500 314,615 4,946,555 35 173,129,425
非常勤職員 125,000 - 1,500,000 14   21,000,000

人 件 費 計 194,129,425

■小学校（物件費）
賃金日額 平均賃金月額 平均賃金年額 人数 総額

臨時職員 6,300 44,100 529,200 13 6,879,600

■共同調理場（人件費）
報酬月額 平均給与月額 平均年収 人数 総額

非常勤職員 135,000 - 1,620,000 18 29,160,000

■給食調理員年度別採用状況

採用
平成24年４月 ３人
平成23年４月 ０人
平成22年４月 １人
平成21年４月 １人
平成20年４月 ３人
平成19年４月 ４人
平成18年４月 ２人
平成17年４月 ２人
平成16年４月 １人

合計 17人

　一食当たりコスト比較
　　正 規 職 員 161円
　　非正規職員   53円
　学校給食調理は、土曜日や
夏休み、冬休み、春休みなど
は行われません。年間365日
のうち180日～190日程度で
す。

　正規職員には休みの期間中も給与が支払われます。嘱託、
臨時などが正規職員に比べてコストが低い要因として、給与
差をそのまま反映しています。しかも、給与差がありながら、
小学校では正規職員と非正規職員が同じ仕事をしているので
す。一方、中学校の調理をしている共同調理場は、全員非正
規職員がしています。給食調理の問題点は一年間を通じて仕
事がないことです。

■保育所（人件費）
職種 平均給料月額

（報酬月額） 平均給与月額 平均給与年額
（報酬年額） 人数 総　額

正規職員 296,500 314,615 4,946,555 6 29,679,330
非常勤職員 130,000 - 1,560,000 6   9,360,000
人件費計 12 39,039,330

■保育所（物件費）
職種 賃金日額 平均賃金月額 平均賃金年額 人数 総　額

臨時職員 6,300 132,300 1,587,600 3 4,762,800

　保育所調理は市立保育所の調理をしています。一食あた
りの経費は223円かかっています。学校給食調理コストを上
回っていますが、高額な人件費がコスト高に反映されていま
す。
■平成23年度　温泉課　技能労務職員人件費

平均給料月額
（報酬月額） 平均給与月額 給与総額

（報酬年額） 人数 総　額 時間給

正規職員 328,000 358,742 5,600,504 4 22,402,016 2,222
非常勤職員 130,000 1,560,000 1   1,560,000 1,048

人 件 費 計 23,962,016

　温泉や送湯管の管理をしていますが、管理は民間委託や非
正規職員でもできる仕事です。

正 規 職 員122名　　680,649,804円
非正規職員  72名　　100,250,400円

　非正規職員に切りかえれば、人件費が大幅に削減できる
のに現業職員を採用し続けているのです。
　現業の仕事は、公務員、嘱託・臨時職員や民間でも、同じ
ようにできるのです。住民に対するサービスが殆ど変らな
いのであれば、人件費の高い「公務員」から人件費の低い
民間委託、又は「嘱託・臨時」などの非正規職員に切り替え
る。そして、余った人件費で、市民の要求や事業の財源に
充てる。なぜ、こんな当たり前のことができないでしょうか。
当たり前のことさえしない、できない、それが浜田市長の
市政運営なのです。

市長・副市長・職員の退職金減額を
市長 12年間の総額 7,400万円

職員平均退職金 2,600万円

　長引く不況で市民の所得は減少しています。ところが、市
民の生活と関係なく、高額な退職金が市長・副市長・職員には
支払われています。
■市長退職手当額	 （単位：円）

在職期間 退職手当額 ①、②支給実績額。
※①については、任期途中での

退職及び残任期間満了に伴う
退職手当額をそれぞれ記載。

　③平成24年４月１日現在の給
料月額及び支給率に基づき、
１期（４年＝48月）勤めた場合
における退職手当の見込み額。

①
H15.4-H18.4 23,221,800
H18.5-H19.4 7,740,600

合計 30,962,400
② H19.4-H23.4 21,902,400
③ H23.4-H27.4 21,902,400

３期計（見込） 74,767,200

　民間で働く従業員の中には、退職金やボーナスが無い職場
があるようです。また、民間の建設や旅館・ホテルなどの現
場で働く従業員と、現業公務員（ごみ収集・学校給食調理など）
とではあまりにも大きな給与差があります。
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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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■特別職の退職手当額	 （単位：千円）

退職手当額 ※平成24年４月１日現在の給料月
額及び支給率に基づき、１期（４
年）勤めた場合における退職手
当の見込み額

市　長 21,902
副市長 12,723

■平成22年度定年退職者の平均退職手当額
	 （単位：千円）

平均退職手当額
※平成23年地方公務員給与実態調

査より
一般行政職 26,600
技能労務職 25,799

　上記の表からも公務員が民間に比べて、いかに優遇されて
いるかお分かりいただけると思います。浜田市長は、「市民
の目線で政治を進める」と約束しました。今こそ、自らの退
職金や職員の退職金の減額に取り組むべきではないでしょう
か。それを実現してこそ、「市民目線の政治」と言えるので
はないでしょうか。

改革に背を向ける市長
改革に取り組まない職員

　市長は、平成15年に「緊急財政再生宣言」をしました。
この宣言で、財政再建を進めるため「聖域なき改革」を目指
すことを強く示したのです。しかし、意気込みとは別に市の
財政状態はさらに深刻になっています。ところが市長は、「改
革音頭」を歌っているだけで、本気で抜本的な財政構造の改
革に取り組んではいません。職員も、財政状況が深刻なこと
を知りながら、健全化に取り組んでいるのは一握りの職員だ
けです。一方、議員も賛成を繰り返し、財政の改善に取り組
もうとしません。そればかりか、議会は、ゴミ収集や給食調
理の非正規職員への切り替えや民間委託、厚生会負担金の廃
止を決議しながら、一方で予算を認めるありさまです。これ

では、議員を信頼してほしいと言っても市民は信頼しないの
ではないでしょうか。

政治家や官僚を 信頼しない 83％
政治家 76％　官僚 78％

（政治家の信頼数字は世論調査による。）

政治家に求め
られるこ
と！

  情熱があること

    洞察力があること

    責任感があること　
　大阪の橋下市長に国民の期待が高まっています。国民は、
橋下市長の政治の進め方に問題があることは知っています。
しかし、橋下さんだったら、この国を抜本的に変えることが
できると思い期待しているのです。閉塞感に満ち溢れ、前に
進まない政治、決められない政治、国民不在の政治、間もな
く1,000兆円を超える国・地方の借金、１兆円を超えている
大分県の借金、財政構造の改善が進まない別府市、一体この
国はどうなるのでしょうか。政治家は命を懸けて国民のため
に働くべきです。その覚悟がないのなら辞めるべきです。選
挙に勝つための公約に国民は失望しています。市長や議員が、
選挙で約束した事は一体どうなったのでしょうか。約束を実
行すれば、こんな別府にはならなかったと考えるのは私だけ
でしょうか。 
　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」
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」程度必要です。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


