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大変危惧される長野さんの市政運営

ですか

捲土重来を期して

いたことを誇りに思います。
その後も、私の、別府を愛する気持ち、政治への情熱が揺
らぐことがありません。
これからも、責任の重さを忘れず、政治活動に全力で取り
組む覚悟です。そのことが、私に期待してくれた方々の期待
に応えることになると信じ捲土重来を期して精進します。

長野さんが市長に就任して８ヶ月が経ちました。私は、長
野さんに別府を発展させて欲しいと心から望んでいます。
ところが、長野さんの市政運営や政治活動を見ていると大
変危惧されることが起きています。
長野さんは市長就任直後、民間有識者の助言で政策作りを
進めたいと、８人に総合政策アドバイザーを委嘱しました。
当初から、市民の間に市の実情をよく知らない人が、将来
計画に携わることに対する不安や疑問の声が多くありました。
この総合政策アドバイザーはスタートから信じられないこ
とが起きました。
それは、アドバイザーの１人が県の補助金1,000万円を搾取
した容疑で逮捕されたのです。報道では、これに関連して他の
アドバイザー１名も辞任しました。そればかりではありません。
２名のアドバイザーは会議の大部分出席していないのです。
最初から、アドバイザーを公募でなく、長野さんの知人を
中心に任用することの是非が問われていました。
通常は、職員や市民を中心に政策を作り、どうしても、専
門知識が必要な場合、県内在住の有識者を
門知識が必要な場合、県内在住の有識者を公募するのが順序
だと思います。
市長が外部有識者の意見を聞くとは必要ですが、もっと職員
を信じ能力を発揮させることが大切なことではないでしょうか。
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注）補助金搾取裁判が結審しました。検察側は平山被告に対
し懲役３年を求刑しました。
被告人質問で、水増しがばれるとは思わなかった。県の
チェックも甘かったと述べています。このような人物が、別
府市の将来計画に関わったことは大変恥ずかしいことです。

選挙結果について

信じられない 長野市長
40,000円の政治資金パーティー

早いもので選挙から８ヶ月が過ぎました。皆さんに全力で
応援して頂きながら、期待に応えることができず、全く申し
訳ない気持ちで一杯です。
私が政策に掲げた、
「日本で一番税金を効率よく使う街」
が選択されなかったことを心から残念に思っています。
私は市長になれませんでしたが、政策が否定されたとは
思っていません。
「勝つに不思議あり、負けるに不思議なし」の言葉のように、
すべて私の力不足によるものです。
しかし、私の考えを支持してくれた有権者が12,000名も

９月29日、市内のホテルで長野市長の政治資金パーティー
がありました。
このセミナーの問題点は次のとおりです。
１）なぜ、セミナーに４万円の高額入場料が必要なのか
２）なぜ、参加者やパーティー券購入者に、市の公共工事関
係者が多くいるのか
３）なぜ、別府市が政策を語る会を主催しないのか
４）なぜ、一般市民を対象にしなかったのか
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政策を語るのは市長の責務です。なぜ、参加者に政治資金
を求めるのか、なぜ、多額な政治資金が必要なのか理解でき
ません。
私が、特に問題視しているのは次の点です。
１）建設関連業者は市から公共工事を受注する立場である
２）市長は公共工事の発注者である
３）工事発注者の政治資金パーティーは断りにくい。
４）業者はパーティー参加が踏み絵ではと不安になる。
５）関係者は、業者が断れないことを見込んで、入場券の購
入依頼をしたのではと考えている。
市が主催すれば、市民を対象に、いつでも、どこでも、政
策を語ることができるのです。
なぜ、高額な政治資金パーティーを開いたのか理解できな
いのは私だけでしょうか。

行財政改革、市長・副市長が率先して
市長の退職金
副市長の退職金
市職員の退職金
◆大臣

４年間で 1,800万円
４年間で 1,000万円
38年間で 2,600万円

勤続１年で退職した場合の額

（単位：円）

退職時俸給月額

内閣総理大臣

2,071,000

試

算

額

1,317,156

○支給率は、勤続10年までは、「１年当たりの支給率（0.6）×勤続年数」。
○総理大臣等一定の特別職幹部職員等の調整額は、基本の6/100。

国を代表する総理大臣の退職手当は４年間で約
560万円となっています。総理大臣の退職手当が、
12万の市長や副市長の退職手当より少額なのです。
市長や副市長の退職金は、あまりにも市民の生活実態とか
け離れています。僅か、４年間で、1,800万円の高額な退職
金を貰える会社があるでしょうか。
市長や副市長の退職金は、経営者やサラリーマン、年金生
活の方、障害を持っている方、一生懸命子育てに頑張ってい
る方などが納めた税金から支払われます。
市長は、各種の会合で財政の厳しさに触れています。
しかし、説明だけでは市民の理解は得られません。具体的
に財政健全化の道筋が見えなければ市民は納得しないのです。

熟考 赤銅御殿再建は必要でしょうか
どうする やさしいまちづくり
市長は記者会見で、泉都のブランドイメージ向上のため、地
方創生事業で赤銅御殿再建に取り組む決意を表明しました。
赤銅御殿の再建には次の問題点があります。
１）赤銅御殿再建が泉都のブランドイメージ向上に繋がるのか
２）赤銅御殿再建が地方創生事業に馴染むのか
３）赤銅御殿再建に対する税金投入効果が得られるのか
４）厳しい財政状況下財源確保はできるのか
５）維持管理費の見通しはできているのか
６）建設場所の選定はどうするのか
７）施設運営で赤字が出た場合誰が責任を負うのか
なぜ、いまさら、赤銅御殿再建なのでしょうか。
財政窮迫下、市が税金を使ってまで再建することに違和感
を覚えるのは私だけでしょうか。
財源は、税金と賛同者の出資金を充てる計画ですが、建築
費や土地取得費、維持管理費などでかなりの金額になること
は確実です。
別府市は40年間で、公共施設の改修・改築費の総額が
2,000億円を超えます。新たに、事業を始める余裕など財政
にありません。

大阪市で、特別職報酬の諮問に対し
注目すべき次の答申が出ました。
１）４年の任期で市民から選挙で選ばれた市長に退職手当を
支給するのはなじまない。
２）任期の終わるたびに退職手当が支給されるのは理解しが
たい面がある。
３）退職手当が不要であれば辞退できる形をとればよい。
（答申日 平成26年４月22日）
この答申は住民感情に沿った素晴らしい答申です。
前総理大臣小泉さんは退職金に対し次のような発言をしま
した。
私は、退職金は要らない、この機会に、知事や市町村長も
退職金を廃止してもらってはどうか。
この発言から退職手当の廃止や大幅な減額が進んでいます。
本気で財政を立て直すのであれば、退職金を廃止するぐら
いの覚悟を示さなければ市民や職員の理解と協力は得られま
せん。
今こそ、言葉だけでなく、市長・副市長が覚悟を示す時期
です。
次の表は、５年間の財政見通しです。

一方、別府市では、障害のある人も ない人も 安心安
全に暮らすことができる街にするため条例をつくりました。
これこそ、市が最優先で取り組まなければならない事業
です。
条例に沿って、だれもが使いやすいように公共施設や民
間施設のバリアフリー化を早急に進めなければなりません。
特に、道路の段差や傾斜を直し、歩きやすくすることや、
公園や学校などのトイレの改修などバリアフリー事業が山
積しています。
事業の必要度から優先順位を考えれば、安心・安全のまち
づくりや、教育環境整備・ワンコインバスなどの取り組が最
優先事業なのです。
ワンコインバスは、定期路線だけでなく、145町全て網羅
することが必要です。そのためには、拙速な路線決定をしな
いことです。市は、自治委員や老人クラブなど住民の意見を
反映することが特に大切です。市長は、市民生活の利便向上
に思い切って財源を投入すべきです。
そのためには、大胆な行財政改革や遊休資産の売却で財源
確保をしなければなりません。

別府市財政収支の中期見通し
◆差引収支

▲は、－の意味です。

26年度

27年度

（単位：百万円）

28年度

29年度

収支（歳入歳出差引）

▲1,173

▲2,160

▲1,528

▲1,902

▲2,713

収支不足の累計

▲1,173

▲3,333

▲4,861

▲6,763

▲9,476

◆収支不足の基金措置
26年度

計
▲9,476
ー

（単位：百万円）

27年度

28年度

29年度

30年度

基 金 繰 入 金

1,173

2,160

1,528

1,902

2,713

主要基金残高

8,731

6,580

5,059

3,161

451

※主要基金：財政調整基金・減債基金
（主要基金残高は運用収入等積立を含む）
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30年度

計
9,476
ー
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平成30年までの財源不足額は約100億円です。

か考察します。
結婚は、個人の人生観・結婚観、社会的状況などから、本人が
決めるもので決して人から強制されるものではありません。
従って、記事は特定の立場の人を意図的に取り上げる目的
でないことを申し上げておきます。
今号の市政だよりも、客観的な根拠や科学的データーに基
づき、人口減少が及ぼす自治体運営の問題点を取り上げてい
ます。

議員 10名減らし 15名に
議員は、主張を議決で示して
私は、議員時代から定数削減を具体的に提案してきました。
僅か12万人の市に、なぜ25名も議員が必要なのでしょうか。
別府市と人口規模が同じ、大東市（17名）、松原市（18名）
では、20名以下で議会を構成しています。
人口の減少による税収減。一方、社会保障費や公共施設の維
持修繕費の大幅増加で市の財政は確実に厳しさを増します。
このような状況下、議員に対し市民の厳しい目が注がれて
います。市民は議員に対して、市長に是々非々の対応を求め
ています。ところが、議会は市長提案の大部分原案どおり認
めているのです。
その中には、わたり（例 主任に係長の給与を支払うこと）
や職員厚生会負担金などが含まれています。このような、不適
切な人件費の支出に賛成しては市民の信頼は得られません。
議員は、真実を語り、市民のため議決をする勇気がなけれ
ばなりません。

人口は、経済や社会保障、行財政
運営と密接な関係があります。
人口問題抜きに政治を語ることができないほど重
要なことなのです。

皆さんは、近年子供の数が少なくなったことを実感してい
るのではないでしょうか。
赤ちゃんの減少は、やがて働く人口（15～64才）や出産
可能年齢者の減少に繋がり、やがては社会全体の活力低下と
なります。
一方、納税者も減少し、国や市の財政に大きな影響を与え、
財政運営の根幹を揺るがすことになります。
では、別府市の将来人口についてみて見ます。
◆別府市の総人口の推移

議員が市民に対して責任を果たすこと、それは議決で表
すことなのです。いくら、市民向けの発言をしても議決で
表さなければなんの意味も持たないのです。
議員が少ないから行政を監視できないのではありません。
問題の本質は、議員の責任感と質なのです。
今こそ、議会は定数を大幅に削減して、少数精鋭で、市
民に信頼される議会になることが強く求められています。

▲は、－の意味です。

2015年
総

人

2020年

2025年

（単位：人）

2030年

口 118,143 114,057 109,476 104,677

2015年からの増減数

ー

▲4,086

増減率（％）

ー

▲3.46

2035年

2040年

99,734 94,660

▲8,667 ▲13,466 ▲18,409 ▲23,483
▲7.34

▲11.40

▲15.58

▲19.88

15年間で13,466人減少します。
◆別府市の老年（65歳以上）人口の推移
2015年

2040年
896市区町村が 消滅の危機
その時あなたは

2020年

▲は、－の意味です。 （単位：人）

2025年

2030年

2040年

老年（65歳以上）人口

38,164

38,548

37,415

35,908

34,604

34,233

2015年からの増減数

ー

384

▲749

▲2,256

▲3,560

▲3,931

増減率（％）

ー

1.01

▲1.96

▲5.91

▲9.33

▲10.30

◆別府市の老年（75歳以上）人口の推移
2015年

日本の人口は2008年をピークに減少に転じ、これから本
格的な人口減少社会に突入します。
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、今後、人
口は減少し続け、2050年に9,700万人、2100年に4,959万
人と、ピーク時の３分１まで減ると発表しています。
日本創生会議 人口減少問題検討分科会座長 増田寛也さ
んが発表した「地方消滅」に、私たちは大きなショックを受
けました。
増田さんは、2010年から30年間で、若年女性人口（20
才～39才）が５割以上減少する市区町村を「消滅可能都市」
と表現したのです。
これまで、人口減少問題は、私の「市政だより」でも度々取
り上げましたが、市にとっても深刻で最大の課題と言えます。
ところが、行政が人口減少問題を深刻に捉えているとは思
えないのです。
皆さんは、何とかなるだろうと思っているかもしれません
が、人口減少を止めることは極めて難しい問題なのです。
そこで今号は、人口減少が、労働力や医療・介護保険など
の社会保障制度、市政運営などにどのような影響を与えるの

2035年

2020年

（単位：人）

2025年

2030年

2035年

2040年

老年（75歳以上）人口

19,418

21,102

23,396

23,135

21,848

20,565

2015年からの増減数

ー

1,684

3,978

3,717

2,430

1,147

増減率（％）

ー

8.67

20.49

19.14

12.51

5.91

75歳以上の後期高齢者は15年間で3,717人増加します。
高齢者の増加は、医療費や介護給付費の増加に繋がります。
次に出生率を見ていきます。
平成26年の県下18市町村の出生率は、
県平均 1.57
別府市 平成25年度 1.34
別府市の平均出生率は県下最低となっています。
出生率は、女性が生涯に産む赤ちゃんの平均数です。
平均2.07人生まれなければ人口は減少します。
ところが、平均出生率は1.42人で、人口の減少は確実です。
次に働く世代、15才～64才を見ていきます。
◆別府市の生産年齢人口の推移
2015年

▲は、－の意味です。

2020年

2025年

66,490

62,978

60,567

2015年からの増減数

ー

▲3,512

▲5,923

増減率（％）

ー

▲5.28

▲8.91

生産年齢（15～64歳）

2030年
58,161

（単位：人）

2035年
55,020

2040年
50,805

▲8,329 ▲11,470 ▲15,685
▲12.53

▲17.25

▲23.59

労働人口は15年間で8,329人減少します。今後、経済活
動の縮小や市税収入の減少が顕著になります。
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次に出産可能年齢者数を見てみます。
◆別府市の将来推計人口
若年女性
2040年
人口変化率 若年女性人口
別府市

-36.6％

人口減少と行政の在り方について

（単位：人）

9,864

2040年
総人口

2010年
若年女性人口

2010年
総人口

96,459

15,558

125,385

◇自治体とは何か
住民から税金を集め、それを財源に、サービスを提供す
る団体です。
◇税金の主な支払い手は誰か
15才から64歳までの生産年齢人口が主流を占めています。
◇では、
市が今までと同じサービスを提供することができるのか
聞くまでもなく、答えはNOです。
その理由は、今後10年、20年の間、働く人口が総人口
を上回るスピードで減少し、納税者が減少するからです。
生産年齢人口が減少し、社会全体が活力を失い、そのこと
が自治体の経営に大きな影響を及ぼすのです。
こうして整理してみると、人口減少で将来の自治体経営が
いかに難しかお分かりになったのではないでしょうか。

特に重要なことは、現時点の赤ちゃんの減少は、将来の出
産可能人口の減少に繋がっていくことです。
別府市でも出産可能年齢者が少ないことが分かります。
仮に、今、出生率が改善しても、若い女性が減ったのだか
ら、子供の数が増えない、考えてみれば当たり前のことです。
出産可能年齢に達するには、20年以上要します。それから、
人口が増えるのに、更に、20年程度の年月が必要なのです。
人口を増やすことがいかに難しいかお分かり頂けたと思い
ます。
すでに、わが国では、晩婚化、晩産化が進み、現在、年間
100万人生まれる赤ちゃんの、約３割は35歳以上の母親か
らの出産です。したがって、晩産化が、２人目、３人目に届
かない要因の一つとなっているのです。
国を挙げ、人口減少問題に取り組んでいますが、人口を増や
すことが大変難しいことかお分かりいただけたと思います。

国民は、人口減少を深刻に考えています。
ところが、市は旧態依然とした行財政運営を続け
ています。この、問題意識の希薄さこそ深刻な問題
なのです。
別府市でも、人口減少に伴って税収が減ります。一方、社
会保障費や公共施設の維持管理費は大幅に増加します。
これまで市長は、新たな事業を始めることが、自分の評価
につながると信じていた感があります。
市の財政状況から、市長や職員・議員は、財政健全化が最
重要課題であることを再確認すべきではないでしょうか。
市の財政が厳しさを増して困るのは市民です。財政非常事
態となれば、超緊縮財政や住民サービスを大幅に減らし、市
を運営する以外に方法が見つからないのです。
市長は、これ以上財政が悪くならないように、大胆な行財
政改革を早急に始めるべきです。市は、赤字を前提に、新た
に事業を始めることは避けなければならません。
新規の施設より、既存の赤字施設の経営改善や、廃止・統
合などを積極的に進めることを市民は強く求めています。
今後、新たな施設をつくるのであれば、赤字の場合、市長
や議員は自ら赤字の責任を負う覚悟が必要です。

社会保障制度は維持できるのか
新聞社が行ったアンケート「将来不安だと思うことは」の
問いに
社会保障制度を維持できない
89％
経済活動が停滞する
74％
社会全体の活力が失われる
64％
地域格差が広がる
50％
「人口減少は深刻な問題か」 の問いに
非常に深刻だ
49％
ある程度深刻だ
40％
多くの国民が、人口減少を深刻な問題と認識していること
が分かります。

お礼とお願い

別府市の問題を動画で

市政だより発行に当たって多くの方に浄財をい
ただき、再び「市政だより」を発行することがで
きました。何時も変わることのない友情に心から
お礼を申し上げます。これまで印刷費は、議員報
酬から支払うことができましたが、これからは浄
財に頼る以外に方法が見つかりません。
今後は、印刷費の確保で、これまでのように市
内全戸に配布することができません。下記地域を
中心にお届けすることになりますのでご理解くだ
さい。配付地区外の方でご希望の方はお届けしま
すので遠慮なくお知らせください。

暑い日も︑

ホームページは、
「泉武弘」でも検索できます。

【配付予定地区】上人校区・春木川校区・朝日校区・
緑ヶ丘校区・鶴見町・荘園町・荘園北町・朝日ヶ丘町・
浜田町・古市町・国立町・南立石２区

寒い日も︑

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。

浄財のカンパは次の口座にお願いします。

http://www.izumi-t.jp
E-mailアドレス
genki@izumi-t.jp

HPアドレス

■泉武弘政策研究所 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
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