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「日本で一番税金を効率よく使う町を目指して」
要となっています。
使用料・手数料は、厳しい財政状況下、歳入を確保するとい
う側面が強調されがちです。しかし、受益と負担の公平性の
確保が目的であり、結果として歳入確保につながるわけです。

ですか

検証

赤字施設の維持管理費
利用しない人も、税金で負担

前述のように使用料・手数料は、施設や特定の行政サービス
の利用者（受益者）に、経費の一部を負担いただいています。
したがって、料金が安い方が望ましいことは言うまでもあり
ません。
しかし、安くした場合、その経費の不足分は税金で補いま
す。ですから結局、施設やサービスを利用しない人にも負担
していただいていることになります。使用料・手数料などの
見直しは、施設のサービスを利用する人と、利用しない人の
均衡を考えて、行政として関与の必要性を明確にし、負担の
公平性を確保する必要性があります。施設利用者が、自分だ
け良ければ、という考えはここでは通用しないのです。

別府市 の

無駄遣い

赤字施設の維持管理は
どうするのでしょうか
皆さんに提供している施設は多岐にわたっています。その
中には、道路・公園のように、日常生活に不可欠である上、
民間で提供が難しいものがあります。また、スポーツ施設、
コミュニティー施設のように、特定の市民が利用し、民間で
も類似のサービスを提供している施設などもあります。した
がって、施設の設置目的・その性質などから負担のあり方を
考えないといけません。さらに、必需性、選択制、非市場性、
市場性の視点から４つに分類することができます。
（１）必需的で、公共性が高く、民間での提供が難しく非市
場的なもの
（市道・小中学校・公園など）
（２）公共性が高く、個人の価値観や嗜好の違いによって必
需性が異なるもので、民間による提供が難しいもの
（市民会館・体育館・公民館など）
（３）市民生活に欠かせない、社会保障的要素を含む必需的
なもので、民間による提供が可能なもの、または提供
している市場的なもの
（保育園・市営住宅）
（４）選択性が高く、個人の価値観や嗜好の違いによって必
要性が異なるもので、民間による提供が可能なもの、
または提供しているもの
（温泉入浴施設・プール・市場・駐車場・霊園）

市が自由に使える収入のうち、人件費や生活保護費、借金
の返済など、必ず支出しなければならない経費の比率を経常
収支比率と呼んでいます。平成24年度決算で、別府市の経
常収支比率は95.1％で、県下18市町村でワースト２となっ
ています。
この財政状態は一時的でなく、今後さらに悪化することが
確実です。そこで今回は、公共施設の維持費用や、現業職員
の問題を検証します。

公共施設管理に対する
基本的な考え方
別府市では、各種の施設が整備され、福祉活動や文化・体
育活動に利用されています。また、市役所等の窓口では、住
民票や各種証明の交付などのサービスが提供されます。
これらの施設を利用した場合、皆さんに費用の一部を使用
料・手数料として負担していただいています。この使用料・手
数料は、長年にわたって据え置かれてきたものが多くありま
す。そのため高齢者の増加など、社会状況の変化や利用する
人と利用しない人との均衡などを考慮した適正な見直しが必
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大切なあなたの町のことなのです。
地獄蒸工房
これらの多くの施設は、昭和40〜50年代を中心に建設さ
地獄蒸し工房鉄輪の建設事業費について
れ経年劣化が進み、今後ますます維持管理費が増加すること
年度
事業費
は確実です。
平成20年度
126,800,000
136,600,000
以上の視点から別府市の施設を見ていきます。
注目 平成21年度

なぜ、市の事業は
赤字が許されるのでしょうか
別府市コミュニティーセンター

注目

(単位：円)

年度

事業費

平成5年度
平成6年度
平成7年度
合計

56,876,870
746,896,276
36,154,828
839,927,974

財源内訳
基金繰入金
県補助金
0
0
140,000,000
0
0
10,000,000
140,000,000
10,000,000

地方債
一般財源
42,600,000
14,276,870
572,900,000
33,996,276
20,000,000
6,154,828
635,500,000
54,427,974
地方債償還利息計
124,724,481
・年次別維持管理費及び収入について
(単位：円) 収入(※利用料金制)及び利用人数
維持管理費
年度
維持管理費 うち指定管理料
年度
施設利用料(円) 利用人数(人)
平成20年度
12,058,196
8,590,000
平成20年度
12,800,320
70,284
平成21年度
14,902,371
11,000,000
平成21年度
13,322,890
73,717
平成22年度
15,150,801
11,000,000
平成22年度
10,765,340
65,933
平成23年度
24,324,290
11,000,000
平成23年度
10,245,010
59,257
平成24年度
15,823,837 11,000,000
平成24年度
13,626,570
77,982

合計

所在地：（テルマス）中央小学校横

北浜温泉(テルマス)建設事業費について
年

注目

事業費

度

平成5年度
平成6年度
平成7年度
合 計

65,964,500
312,103,336
332,058,489
710,126,325

(単位：円)

財源内訳

地方債
一般財源
29,600,000
36,364,500
267,900,000
44,203,336
286,100,000
45,958,489
583,600,000
126,526,325
地方債償還利息計
101,124,115
管理に要する経費
年度
管理に要する経費計 うち指定管理料等
平成20年度
30,169,158
27,071,028
平成21年度
30,694,300
28,000,000
平成22年度
30,409,750
28,000,000
平成23年度
31,251,850
28,000,000
平成24年度
30,629,200 28,000,000

注目

*H24 より指定管理制へ移行。

総事業費は２億6,000万円。建設費は全て税金を充当して
います。この事業の問題点は、市営の地獄蒸が同業者の経営
を圧迫していることです。さらには、利用者が地区内を回遊
しないなどの指摘があります。地獄蒸工房は、市の土地・建
物なので市税収入になりません。それでいて、全ての維持管
理費を税金で充当しています。
そればかりか、施設利用料収入・指定管理料・管理経費まで
指定管理者に支払っています。すぐにでも市は、施設使用料
注目
収入を建設費の償還財源に回し、市民負担を減額すべきです。

別府市公設市場
総事業費は８億４千万円、建設費は全て税金を充当してい
別府市公設地方卸売市場建設事業について
ます。そればかりではありません。施設収入の大部分は入浴
年度
事業費
地方債
料ですが、年間の維持管理費を収入で賄うことができないの
昭和54年度
144,883,000
75,800,000
昭和55年度 1,492,806,000 1,416,700,000
です。すでに施設の劣化が進み、維持管理費はさらに増加し
昭和56年度
471,695,000 287,400,000
ます。
注目 昭和57年度 1,347,745,000 861,800,000
北浜温泉

浜田市長宅前

（単位：円）
財源内訳
交付金
地方債
一般財源
62,320,000
48,175,000
16,305,000
39,376,000
70,840,000
26,384,000
合計
263,400,000
101,696,000
119,015,000
42,689,000
地方債償還利息計
9,871,183
単位：(円)
過去3年間の利用者数と施設使用料
管理運営に要する経費
年度
利用者数(人) 施設利用料(円)
年度
管理に要する経費計 うち指定管理料
平成22年度
58,722
10,006,800
平成22年度
26,649,849
0
平成23年度
76,044
12,493,250
平成23年度
23,695,476
0
平成24年度
97,327 16,518,450
平成24年度
12,264,410
11,000,000
*H24 より指定管理制へ移行。
*地獄蒸し工房鉄輪は平成22年3月28日に開館。

所在地：消防署横

・建設事業費について

注目

注目

所在地：鉄輪

注目

3,457,129,000 2,641,700,000
地方債償還利息計 1,946,120,899
年次別維持管理費及び収入について
維持管理費
収入
年度
維持管理費
年度
平成20年度
62,263,990
平成20年度
平成21年度
52,879,265
平成21年度
平成22年度
41,448,406
平成22年度
平成23年度
42,211,265
平成23年度
平成24年度
77,073,703
平成24年度

所在地：古市
(単位：円）

財源内訳
国庫補助金
県補助金
37,974,000
31,069,000
41,626,000
34,056,000
101,289,000
82,872,000
267,060,000 218,503,000
447,949,000 366,500,000

一般財源
40,000
424,000
134,000
382,000
980,000
(単位：円)

施設使用料
売上高使用料
17,635,893
17,358,813
19,159,609
16,544,149
17,347,339
7,785,520
17,301,031
7,175,024
17,241,181
6,263,726

売上高
5,786,277,269
5,222,584,704
5,190,358,461
4,783,359,988
4,175,828,770

注目

※施設使用料については平成16年度より20％〜60％の減額をしている。
※平成22年度より売上高使用料を(3/1,000)現行(1.5/1,000)とする。

総事業費は34億６,000万円。建設費は全て税金を充当し
ています。
注目 この施設は、関係者が工事差し止め仮処分を提訴中、市が
注目
主導して市場の再編を進めた経緯があります。ここもまた、
流通や消費形態の変化で、市場経営がさらに厳しくなること
総事業費は７億円。この施設も、建設費は全て税金を充当
は確実です。
しています。この施設でも、必要経費の約半分しか収入があ
そのためでしょうか、市は公設市場の売上高手数料や市場
りません。赤字分は税金で賄い、利用者一人当たり300円の
使用料を大幅に減額しています。しかし、減額しても経営が
赤字が出ます。
好転するとは思えません。
公設市場は、昭和58年に建設、すでに経年劣化が進み、
所在地：東荘園 多目的広場横
竹細工伝統産業会館
修繕は一部だけでなく建物全体に及びます。別府市は市場関
別府市竹細工伝統産業会館建設事業について
(単位：円)
係者と協議し、公設市場の存続そのものについて方針を示す
財源内訳
年度
事業費
地方債
国・県補助金
寄付金
一般財源
時期が来ています。
過去5年間の有料入浴者数と利用料金
年度
利用者数
利用料金
平成20年度
40,964
18,905,400
平成21年度
40,614
18,197,750
平成22年度
38,607
17,155,550
平成23年度
35,316
16,098,600
平成24年度
36,908 17,008,050

注目

平成4年度

21,408,000

平成5年度

698,997,000

平成6年度
合計

439,400,000

84,250,000

58,800,000

804,655,000

498,200,000

地方債償還利息計

注目

21,408,000

41,200,000
41,200,000

82,400,000

40,000,000

市営

137,197,000

3,270,000

22,180,000

43,270,000

180,785,000

270,258,599

・年次別維持管理費及び収入について
維持管理費
年度
維持管理費
年度
平成20年度
17,827,306
平成20年度
平成21年度
19,444,013
平成21年度
平成22年度
19,093,879
平成22年度
平成23年度
15,885,648
平成23年度
平成24年度
15,751,613
平成24年度

(単位：円)

収
観覧料
2,963,902
3,575,868
3,378,770
3,192,110
3,691,240

入
来場者(人)
15,592
16,709
16,365
13,873
15,582

来場者1人経費
3,622
3,440
3,503
3,914
3,444

不老泉

所在地：中央町

不老泉建設事業費について

注目

（単位：円)

年度

事業費

平成25年度
平成26年度
合計

53,464,000
150,103,000
203,567,000

今後5年間の有料入浴者数と使用料収入(見込)
年度
利用者数
使用料
平成26年度
136,137
6,895,160
平成27年度
136,137
10,342,740
平成28年度
136,137
10,342,740
平成29年度
136,137
10,342,740
平成30年度
136,137
10,342,740

財源内訳

地方債
一般財源
40,000,000
13,464,000
112,500,000
37,603,000
152,500,000
51,067,000
地方債償還利息計
6,540,392
管理に要する経費(見込み)
年度
管理に要する経費 うち指定管理料等
平成26年度
7,033,333
7,033,333
平成27年度
10,800,000
10,550,000
平成28年度
10,850,000
10,550,000
平成29年度
10,910,000
10,550,000
平成30年度
10,982,000 10,550,000

総事業費は８億円。建設費は全て税金を充当しています。
※旧不老泉の経費率を元に仮試算
年間維持管理費1,500万円に対し、収入は僅かに369万円で 注目 現有施設の大部分が赤字であるにもかかわらず、市は新た
に不老泉の建設にかかりました。
す。
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建設費２億円は、全て税金を充当して、不老泉の建て替え
が進んでいます。なぜ、最初から赤字を見込んで事業をする
のでしょうか。
不老泉の土地と泉源は市有財産です。市が赤字確実な事業
をするより、土地と温泉資源の利活用をなぜ民間に検討して
もらわなかったのでしょうか。
不老泉の建設は、市の赤字施設をさらに増やし、財政負担
増となります。市が十分な検討もしないまま建設を強行した
のは、不老泉用地の一部を商工会議所に貸与するため、急ぐ
必要があったからです。
不老泉は建設費ばかりではなく、維持管理費まで市民が負
担するのです。利用者や利用しない者も、借金の返済と施設
が存続する限り、維持費を税金から負担するのです。
別府パークゴルフ場

注目

整備関係)

事業費

国費
平成23年度
12,536,430
6,237,000
平成24年度
73,994,500
34,265,000
平成24年度(繰越額)
343,932,450
171,005,000
合計
430,463,380
211,507,000
パークゴルフ場地方債償還(平成23年度〜平成45年度)
元金
利子
合計
212,700,000
20,182,870
232,882,870
*工事完成

平成26年3月

*パークゴルフ場オープン

別府市は、民間や非正規職員にできる仕事を
なぜ、人件費の高い正規職員にさせるのでしょうか。

所在地：実相寺仏舎利塔横

実相寺中央公園整備に要する経費(パークゴルフ場
財源内訳
年度

公務員 生涯に係る経費は
生涯給与 274,013千円
生涯共済費負担金 47,765千円
一人に係る経費 ３億2,000万円

(単位：円)

財源内訳
地方債
5,600,000
35,200,000
171,900,000
212,700,000

注目

平成26年9月予定

注目

一般財源
699,430
4,529,500
1,027,450
6,256,380

注目

単位：円
職場
人数
給与(A) 共済費(B) 計(A)+(B) 平均(C) 退職手当年換算(D) 合計©+(D)
清掃事務所(環境課) 41人 244,540,000 43,980,167 288,520,167 7,037,077
619,000
7,656,077
その他環境課
13人 69,477,000 12,619,321 82,096,321 6,315,102
619,000
6,934,102
小学校(調理員) 36人 167,434,000 31,095,216 198,529,216 5,514,700
619,000
6,133,700
保育所(炊事用務員)
6人 32,066,000
5,824,302 37,890,302 6,315,050
619,000
6,934,050
道路河川課
9人 48,099,000
8,736,453 56,835,453 6,315,050
619,000
6,934,050
公園緑地課
6人 32,066,000
5,824,302 37,890,302 6,315,050
619,000
6,934,050
温泉課
4人 21,377,000
3,882,868 25,529,868 6,314,967
619,000
6,933,967
その他
3人 16,033,000
2,912,151 18,945,151 6,315,050
619,000
6,934.050
計
118人 631,092,000 114,874,780 74,566,780 6,321,752 4,952,000
※人数は平成25年4月1日現在の給与実態調査による
※正規職員の給与については「別府市人事行政の運営等の状況」
(平成25年度公表分)の平均給料月額、平均給与月額を基に算出
※共済費は月給及び期末勤務手当に係る負担金率で算出
※退職手当は平成24年度実績平均額約2,600万円を42年で除したもの。

注目

事業費は４億２,000万円。この施設も全て税金を充当します。
この事業は、パークゴルフ愛好者の増加や、観光客誘致を
目的とした施設です。実相寺公園にはサッカー場や野球場な
ど整備しています。この施設は、営業の仕方で事業収益も十
分期待できる施設です。しかし、今の取り組みでは使用料収
入が見込めません。それは、事業費を利用料で返済するとい
う経営感覚がないからです。

これからも 赤字の穴埋めに
あなたの税金が使われます。

注目

平成25年度現業職場人件費

現業に正規職員118人が働き、給与総額は６億円を超えて
います。現業の仕事は、大部分非正規職員に切り替えること
ができる仕事です。すでに、他の県や市では業務や給与の見
直しが進んでいます。

注目

公の施設の経営には次のような問題があります。
１．全ての施設が赤字経営で今後も改善が見込めない
２．市長や職員は市の事業は赤字でもしかたがないと考えて
いる
注目
３．建設費は全て税金を充当するのが当たり前と思っている
４．維持管理費を税金で補ってもしかたがないと考えている
５．施設の経営が赤字でも経営改善に取り組まない
６．今後さらに老朽化が進み維持修繕費が増加する
７．土地・建物は市有財産で課税されないため、税収につな
がらない
注目
８．人口減少が利用者の減少につながり、経営がさらに厳し
くなる
９．公の施設が民間と競合し、民間の経営を圧迫している
10．大部分の施設は民間にできる
これまで施設の問題点を見てきました。これらの施設に共
通するのは、経済成長期に建設されたことです。そのため多 注目
くの施設で経年劣化が進み、改修や維持費が今後さらに増え
ます。施設は税金や借入金で建設できます。ところが廃止す
るまで維持修繕費等がかかり続けます。これらの施設は、廃
止や民間売却を含め、整理や統合をしなければなりません。
そうすることが市民負担を減らすことにつながるのです。

3

注目

道路維持に要する経費
職場
道路河川課

人数
給与(A) 共済費(B) 計(A)+(B)
9人 48,099,000 8,736,453 56,835,453

平均(C) 退職手当年換算(D) 合計(C)+(D)
6,315,050
619,000 6,934,050

別府市は、道路維持の仕事を正規職員にさせています。
大分県内14市、九州内の人口規模や、産業構造の類似団
体を調査しました。ところが、正規職員に道路維持等の仕事
をさせているのは、別府市だけなのです。

注目

温泉給湯業務人件費
職場
温泉課

人数
給与(A) 共済費(B) 計(A)+(B)
4人 21,377,000 3,882,868 25,259,868

平均(C) 退職手当年換算(D) 合計(C)+(D)
6,314,967
619,000 6,933,967

温泉給湯の仕事は、九州内15の温泉所在市で、10市が給
湯業務をしています。ところが、正規職員は別府市と霧島市
だけです。

注目

公園管理業務人件費
職場
公園緑地課

人数
給与(A) 共済費(B) 計(A)+(B)
6人 32,066,000 5,824,302 37,890,302

平均(C) 退職手当年換算(D) 合計(C)+(D)
6,315,050
619,000 6,934,050

県下14市で、正規職員に公園管理をさせているのは、別府・
大分だけです。また、九州内でも、別府・大分だけで、他市
は臨時や嘱託・再任用職員に仕事をさせています。
環境課職員
職場
清掃事務所(環境課)
その他環境課

注目
人数
給与(A) 共済費(B) 計(A)+(B)
41人 244,540,000 43,980,167 288,520,167
13人 69,477,000 12,619,321 82,096,321

清掃業務係
清掃事務所(環境課) まちを美しくする係
計
ごみ減量係
リサイクル情報センター
その他環境課
し尿処理場春木苑
南畑不燃物埋立場
計

35人
6人
41人
4人
2人
6人
1人
13人

平均(C) 退職手当年換算(D) 合計(C)+(D)
7,037,077
619,000
7,656,077
6,315,102
619,000
6,934,102

環 境 課 に は54人 の
正規職員が働いていま
す。すでに、家庭系可
燃ごみの大部分を民間
業者に委託しました。
それでも54人いるのです。そればかりか、収集の委託を進

大切なあなたの町のことなのです。
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めながら、正規職員を12人も採用したのです。

注目

注目

小学校給食調理
職場
小学校(調理員)

ても、本人ができると思ってのことなら、まだ仕方ないと諦
めようもしようが、実行するつもりもないことをその場当た
りに、嘘をいうことである。選挙に際しての公約にはこの類
が多い。政治家の第一の要件は、正直で嘘をいわぬ事である。
もともと嘘つきということは人格に対する最大の侮辱である
はずである。これではてんで政治家が信用されず、尊敬され
ないのは当然である。」
今なお多くの方から尊敬されている脇 鉄一氏の言葉であ
る。あまりにも重い言葉で、身の引き締まる気持ちがする。

人数
給与(A) 共済費(B) 計(A)+(B)
36人 167,434,000 31,095,216 198,529,216

平均(C) 退職手当年換算(D) 合計(C)+(D)
5,514,700
619,000
6,133,700

小学校の給食調理に36人働いています。一方、中学校では、
全員非正規職員が調理しています。学校は、春・夏・冬の休み
が約55日程度ありますが、その間も給与は支給されます。
大分県内14市で、単独調理場（小学校）を持っているの
は僅か５市だけです。別府市でも早く共同調理場に移行して、
行政効率をあげるようにしなければなりません。

注目

単独給食調理場調理職員数調査

注目

注目

市町村

設置数

大分市
別府市
日田市
佐伯市
津久見

53
14
2
3
4

保育所資料
職場
保育所(炊事用務員)

人数
6人

直

注目

営
53
14
2
3
4

内

訳

委

託
0
0
0
0
0

正

泉

調理職員内訳（直営分）
規
非常勤
臨 時
92
0
128
36
13
0
0
0
5
0
7
0
7
1
6

市民の皆さんから「市政だより」発行の目的をよく聞かれ
ます。選挙目当てという辛辣な意見もあります。また、見た
くもないと拒否する人もいます。しかし多くの皆さんに読ん
でいただいていると信じています。
「市政だより」は、調査に基づき作成し、議員 泉 武弘
の意見や主張を加え、記述しています。
別府市の「市報」には、なぜか問題点の記述がありません。
だから皆さんに行政の問題点をできるだけ詳しくお伝えす
るようにしています。
皆さんにとって厳しく映ることもあるでしょうが、たとえ、
意見や主張が違っても、事実は伝えなければならないのです。
泉 武弘が他の議員に比べ優れているとは到底思えませ
ん。しかし、だれにも負けない信念と覚悟があります。
それは、政治にかける情熱、皆さんを幸せにしたいという
気持ち、それを実現するためには、どんな困難にも立ち向か
うことができるということです。
私は、政治活動で、誰にも負けないと自信を持って断言す
ることができます。これからも皆さんの意見に謙虚に耳を傾
けながら、市政の「生」を伝え続けてまいります。

注目

給与(A) 共済費(B) 計(A)+(B)
32,066,000
5,824,302 37,890,302

平均(C) 退職手当年換算(D) 合計(C)+(D)
6,315,050
619,000
6,934,050

保育所でも６人の正規職員が働いています。
小学校や保育所の調理を共同調理場ですれば、大幅な人件
費の削減につながります。
別府市が単純労務を人件費の高い正規職員にさせているの
に対し、他市の大部分が非正規職員にさせています。
別府市は時代の流れに逆行し、改革とは名ばかりで、多く
の現業職員を採用したことで、人件費の増加を招く結果と
なっています。
《調査対象市》大分・中津・日田・佐伯・臼杵・津久見・竹田・豊後高田・杵築・
宇佐・豊後大野・由布・国東・大牟田・筑紫野・糸島・唐津・諫早・八代・延岡・
鹿屋・霧島・浦添・沖縄・うるま・武雄・嬉野・島原・雲仙・山鹿・菊池・阿蘇・
えびの・鹿児島・指宿の各市

元別府市長 脇 鉄一著

武弘の市政だより発行の目的

ある市長のノートから

議会論議は動画で

「選挙公約が、かけ引きの公約であっても、正直な者はそ
のまま受け取るが、公約が実行されない。約束が無理であっ

これまでの

寒い日も︑

ご覧いただけます。

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。

お 礼 と お 願 い

暑い日も︑

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。

行政の問題点を
シリーズで載せています。
http://www.izumi-t.jp
E-mailアドレス
genki@izumi-t.jp

HPアドレス

■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

TEL 0977‑67‑0570･FAX 0977‑67‑0659･携帯090‑3410‑0084
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