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日本で一番税金を効率よく使う町を目指して
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いつも変わらないご厚情に感謝

　みなさんお元気でお過ごしでしょうか。早いものであ
の選挙からもうすぐ２年近くが経過します。この間多く
の方に励ましの声をかけていただきました。心から感謝
しております。
その中で、「市政だより」が届かなくなり、市政の実態
がよく分からないという声が多く寄せられました。
　今回も、多くの方に浄財をいただき、おかげさまで「市
政だより」を発行することができました。
　感謝の言葉しかありません、心からお礼を申しあげま
す。
　私は捲土重来を期し、政治活動に元気で取り組んでい
ますのでどうぞご安心ください。
　さて、長野さんが市長に就任して、あなたの身の回り
で、これは良くなった、さすが別府だなと思われること
が何かございましたか。
　今号は、その長野市長が進める市政運営の問題点を特
集しました。

どうする!!　窮迫する市の財政
　市の財源は、①毎年決まって入ってくる経常的収入（市税・
交付金・地方譲与税・使用料・手数料など）が主です。
　一方、支出のうち②毎年決まって出ていく経常的支出は、
人件費・借入金の元利返済金・扶助費などです。

　ところで、みなさんは財政状況を表す、「経
常収支比率」いう用語をご存知でしょうか。
　これは、①＝経常収入から、②＝人件費や借入金の元利返
済・扶助費＝（生活保護費・児童手当・老人医療給付費・介護給
付費・身体障害者・精神薄弱者など法律に基づく市負担分）な
どの支出が、どのくらい比率を占めるか見る方法です。
（注：①と②を参考にしてください。）
　尚、経常収支比率、１％は約２億5,000万円程度です。

　つまり、経常収入に占める、経常支出の
割合が高くなれば、高くなるほど、財政に
余裕がないことを表しています。
　平成27年度の経常収支比率は91.8％で前年より改善して
います。それは、国からの交付税、消費税が一時的に増加
したからです。したがって、財政危機であることは変わりま
せん。

　次に、これから市の財政はどのように推
移するのか検証します。
　市政運営最大の問題は、人口減少問題です。これから人口
は減少し続け、それに伴い税収も減り続けます。
　一方、働く年代（生産年齢人口15～64才）も減少し、そ
のことが経済活動に大きな影響を与えます。
　いま一つの問題は、団塊世代が一気に高齢者になることで
す。その結果、介護や医療給付費が大幅に増加し、市の負担
分が大幅に増えます。
（注：団塊世代とは、昭和22年～24年の、第一次ベビーブームに
生まれた世代。）
　そればかりではないのです。市には、学校・市営住宅、市
営温泉、市庁舎や出張所などの公共設が386あります。
　その中で、６割の施設が30年以上経過し劣化が進んでい
ます。試算では、今後40年間に、改修・維持などの更新費用
は2,000億円と見込まれています。前述の、社会保障費や公
共施設の改修は先送りできない性質の経費です。

　その結果、財政が行き詰るのは確実です。こうしてみると、
財政危機は深刻で、これまでのような中途半端な改革では乗
り切れないことが分かります。
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　要は、天地が逆になるぐらい大胆な改革をしなければ、財
政危機を回避できないということなのです。また、財政危機
の招いた責任は職員にもあることは否定できない事実です。
　改革は、民間にできることは民間に、正規の公務員でなく
てもできることは、嘱託や臨時職員に切り替える以外に方法
がないということを今一度指摘しておきます。

　いま一つ大事なことは、必要のない事業・
不採算の事業をしないことです。
　財政が窮迫しているのに、飲み食いに１億円、大型ホテル
の耐震工事に11億円の補助金を出しているのです。

　これが、長野市長の市政運営の特徴です。

議員にも財政危機を招いた責任が
議員定数　25名から15名に

　私たちは、議員に行政の監視役を期待しています。ところ
が、議員は財政が深刻なことを知りながら予算を認めました。
これは、私たちの期待を裏切る行為ではないでしょうか。
たとえ、議員がどんなに素晴らしい意見や主張をしても、議
決で表すことができなければ意味のないことなのです。

問題の本質は、
　財政が窮迫しているのに、市民の要求を
犠牲にしてまで、補助金を出す必要がある
のかということです。
　補助金は、一時的に功を奏したように見えても、結局は、
回り回ってタコが自分の足を食っているようなものです。
　なぜ、市長はこのような予算を提案したのでしょうか。ま
た、議員はそんな予算をなぜ認めたのでしょうか。

　議員は、市民受けの発言はしても、議決
では、市長の提案通り賛成しているのです。
　ところであなたは、議員は監視機能を十分に発揮している
と思いますか。多くの市民は、議員の行政監視能力や議決に
不満や疑問を持っているのが実情です。
　これから、別府市の人口は減少し続け、2050年には８万
人台まで減る見込みです。

　あなたは、僅か、12万の市に、25名も議
員が必要だと思いますか。最小でも10名減ら
し15名にすべきではないでしょうか。

自宅は老朽化　台所は火の車、それでも、
ホテルの改修費や飲み食いを補助

「大型ホテルや旅館の耐震工事費用に
税金から11億の補助金」

　市長は、ホテルや旅館は基幹産業だから、補助は必要だと
述べました。説明するまでもなく、ホテルや旅館は収益事業
です。設備投資を宿泊料等で賄い利益を生み出す事業です。
したがって、工事費等は自ら工面するのが当然ではないで
しょうか。

　以前から、政府の地震調査推進本部は地震発生確率を公表
しています。つまり、ホテルの耐震補強の必要性は、今に始
まったのではないということです。
　私たちは、阪神淡路・東日本、熊本地震の惨状を目の当た
りにしてきました。それにもかかわらず、ホテルが耐震補強
をしなかったのはなぜでしょうか。時間は十分あったのです。
　要するに、耐震補強はホテルの経営上の問題で、市の責任
ではないということなのです。
　結果として、長野市長は公共施設の改修より、飲み食いや
大型ホテルへの補助金を優先したということなのです。

なぜ、中・小ホテルの税金まで大型ホテルに
　補助金の財源は、市・県・国の税金です。ところが実際には、
自営業者・年金生活者・障害を持っている者・サラリーマン・独
りで子育てをしている市民の納めた税金です。

　しかも、中・小旅館が納めた税金まで、大型ホテ
ルの耐震工事に使われます。これは、絶対許され
ることではありません。
　中・小の旅館やホテルは、自ら耐震工事費を調達しなけれ
ばならず大変深刻な問題です。
　ところが、中・小のホテルや旅館が納めた税金まで、大型
ホテルなどの工事費に使われるのです。私たちは、こんな不
合理な税金の使い方も許してよいのでしょうか。
　それにしても、議員は、なぜ、予算に賛成したのでしょう
か。このような税金の使い方が、市民のためになると思って
いるのでしょうか。
　この事実こそが、みなさんが選んだ議員の実態ということ
を、記憶に留めてほしいと思っています。

なぜ、公共施設の改修よりホテル優先なのか
　市の公共施設（385施設）の64％が、建築後30年以上経
過し相当老朽化が進んでいます。公共施設は、みなさんの財
産で市の責任で維持管理をしなければなりません。
　ところが、先の地震で美術館やニューライフプラザの体育
室が使用不能になっているのをご存知でしょうか。そのこと
に目もくれず、ホテルに補助金を出しているのです。
　市の公共施設は耐用年数の到来よって、構造の劣化や効率
性の低下が生じ、更新投資・維持改良費は大幅に増加します。
　これから、既存公共施設の更新経費の大幅増加で、新規の
公共投資の財源が激減することは確実です。
　例えば、人口が１割減少したから、道路も１割減らしてよ
いということにはなりません。
　また、ある地域の人口が減少したから、下水道管渠の総延
長も、これまでの９割でよいということにならないのです。
　このように、公共施設と住民は密接な関係にあります。
　市長は、市民や利用者に対し、統廃合計画・整備方針・財源
などの説明をする責任があります。
　市にとって、公共施設の維持更新は極めて重い課題です。
　そのような状況で、旅館の改修や飲み食いに税金を使うこ
とは財政運営上してはいけないことではないでしょうか。
（公共施設＝学校、幼稚園、保育所、体育館、地区公民館、
市営住宅、市営温泉、消防署、市庁舎や出張所など）

補助金はどのような場合許されるのでしょうか
　補助金について地方自治法で次のように定めています。
　補助金は、「公益上必要がある場合」に限定し、しかも、
市の財政に余裕がある場合です。
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　（注：公益とは、補助が市民の利益になるという事です。）
　ホテルの改修工事補助が市民の利益に結びつくとは考えら
れません。また、多額の補助金を出す余裕はないのです。
　税金は市民の幸せづくりに使わなければなりません。
　市財政が窮迫しているのに、なぜ、多額の補助金を出すの
か疑問に思うのは私だけでしょうか。

別府は、１億円補助して飲み食い
　市長は景気対策として「別府で飲んで食うぽん券」を発行
しました。内容は、10,000円の券で、12,000円分の飲み食
いができるクーポン券です。
　しかもこのうち、2,000円を税金で負担する飲食券です。
　総額６億円の内、飲み食いに税金が１億円使われます。
　一言でいえば、呆れてものが言えないとはこのことです。
　このような「バラマキ政治」は、わたしには理解できません。
　その理由は次のとおりです。
１）１億円の税金投入を超える税収は期待できない
２）市財政は窮迫しており、飲み食いに使う余裕はない
３）高齢者の介護・医療給付費が増え、財政が窮迫する
４）公共施設の耐震化などに多額の財源が必要
５）財政運営の基本から逸脱している
６）東南海地震など、災害対策が市政の最重要政策
７）飲み食いができる市民は限定される
８）高齢者や障害者には利用機会が少ない
　このようなバラマキ政治を続ければ、財政を圧迫するばか
りか、みなさんの要求に応えることができなくなります。
　なぜ議員は、このような飲み食い予算を認めるのでしょう
か、わたしには到底理解できないことです。
　このような市政運営にあなたは無関心でおれますか。あな
たは納税者の一人として、このような税金の使い方を厳しく
監視することこそ大事ではないでしょうか。

　財政が厳しくなって困るのは私たちです。
　税金のバラマキをする余裕などないこと
をあらためて指摘しておきます。
（市の予算から文書を起こしています。）

赤銅御殿の再建や露天風呂は
本当に必要でしょうか。

　市長は就任早々、赤銅御殿再建と、世界一の露天風呂を作
る考えを発表しました。すでに、調査の予算が議会で認めら
れています。
　今、なぜ、どうして赤銅御殿再建なのでしょうか。再建で、
一体市にどのような利益をもたらすのでしょうか。
　税金を使う場合、費用対効果が厳しく求められます。なぜ、
税金を使ってまで再建する必要があるのでしょうか。
　市長は、民間から資金を調達する考えのようですが、そこ
までして、赤銅御殿を再建する必要があるのでしょうか。
　一方、露天風呂建設の調査費も認められました。市営温泉
が赤字経営をしている今この時期に、市が関与してまで大型
露天風呂を造る必要があるでしょうか。
　仮に、これらの事業が収益性の高いものならば、なぜ、民
間の事業者が始めないのでしょうか。
　これから、赤銅御殿や露天風呂と、市がどのように関わっ
ていくのか注視する必要があります。
　市が何らかの関与をする場合、市長は事業内容や収支予測
を市民に説明する責任があります。また、事業がうまくいか

ない場合、市長はどのような責任をとるのか具体的に明らか
にすることが求められます。
　一方、議員も、財政窮迫の中、賛成する場合、どのように
責任をとるのか説明する責任があります。これまでのように、
失敗しました、すみません、で許される財政状況でないこと
は、市長や議員は知っているからです。
　公共施設改修の財源見通しがない中、新たな施設に経費を
かけることは絶対にしてはならないのです。市の財政的負担
が確実な場合、絶対関与すべきではありません。

〈あれも　これも〉が、長野市長の特徴。
これからは、「あれか　これか」の「集中と
選択」が特に求められます。
　市長は、たとえるならば自宅が雨漏りで、家計は火の車、
それでも、他人の家の改修に多額の補助、そればかりか、飲
み食いまで応援しているのです。
　市長は、本当に財政状況が分かっているのでしょうか。
　一方、市民の負託を受けた議員は、「行政の監視責任」や「議
決の重み」をどのように感じているのでしょうか。
　議会がチェック機能を十分発揮していないと感じるのは私
だけでしょうか。

市が早急に取り組まなければならないこと
それは、東南海などの地震対策

　日奈久・布田川断層で起きた震度７の熊本地震で、別府で
も大きな被害が出ました。今回の地震では多くの課題が見つ
かりました。それは、行政の対応力です。市民への情報伝達
や避難所運営、被害状況調査などがうまくできませんでした。
　一方、自主防災会も住民の安否確認や情報伝達ができたと
は言えません。また、住宅が地震動に弱いことも露呈しまし
た。多くの家屋で壁に亀裂が入り、屋根瓦も破損しました。
　熊本では、震度７の振動で新耐震の建物も壊れ、震度７ま
で耐震力があるという根拠が崩れました。
　今回の地震で明らかになった問題点は次のとおりです。
１）これまでの地震に対する常識が通用しない
２）地震は、いつ、どこで、発生するか予測できない
３）心身障害者・高齢者・外国人対策を具体的に進めなければ
ならない

４）行政は、自主防災会の充実を全力で支援すべきである
５）避難所の見直しと整備を早急にしなければならない
　すでに東南海地震の発生が確実視されています。

　市は、早急に災害対策基金を設け、大災害
に万全の備えをしなくてはならないのです。

大型旅館より、
町内公民館の整備に公的補助を
　別府市は、小・中学校などを避難所として指定しています。
ところが、避難所に行くことのできない高齢者や障害者が多
くいるのです。仮に、町内公民館を避難所として活用すれば
高齢者や障害者は利用しやすいのではないでしょうか。
　しかし、公民館の中には耐震力や設備が十分でない施設が
あります。特に、和式のトイレや数が十分でないため利用し



大切なあなたの町のことなのです。 No.41 平成28年10月３日発行

4

別府市の問題を動画でご覧いただけます。

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、「泉武弘」でも検索できます。
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にくいなどの問題があります。
　迫りくる東南海地震、いつ、どこで発生するか予測できな
い災害対策を急がなければなりません。
　政府の地震調査研究推進本部は、全国の活断層の長期評価
について、30年以内に大きな地震が起きるリスクが高い順
に、Ｓ、Ａ、Ｚ、Ｘの４段階に分けて公表する案をまとめま
した。マグニチュード７以上の主要活断層帯の３割が最高の
「Ｓ」（リスクが高い）に該当する見通しとなっています。
　この見直しで、Ｓランク（リスクがもっとも高い）に、別
府～万年山活断層が含まれることが分かりました。
　南海トラフ・中央構造線・別府～万年山など、別府を取り巻
く災害発生の危険が高まっていることは確実です。　
　大規模災害発生時、市が全てに対応できないことは、これ
までの災害で証明されています。
　また、市民も行政に依存するのでなく、地域も自主防災活
動を充実することが極めて大事です。
　防災とは、自分の命を守ることです。そのためには平素か
ら減災の取り組みが欠かせません。
　それにつけても残念なことは、大型旅館への補助金です。

　旅館に11億円の補助金より、町内公民館
の整備を優先して税金を使うべきでは
　高齢者の増加で避難所の見直しは喫緊の課題です。避難所
として、公民館の整備こそ必要な事業ではないでしょうか。

　仮に、11億円を、145町の公民館改修費
に回せば、１町当たり、760万円を補助す
ることができるのです。
　私たちの税金を、飲み食いや旅館の改修に使うより、市民
の安全対策のために使うべきです。市長の税金の使い方は、
財政規律から間違っています。誰も、このような税金のバラ
マキ政治を求めていません。
　私は、長野市長の行財政運営に大きな失望を感じています。
　今号もご覧いただき、ありがとうございました。

お礼とお願い
　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。

【配付予定地区】上人校区・春木川校区・朝日校区・
緑ヶ丘校区・石垣校区・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
　浄財のカンパは次の口座にお願いします。
■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

いずみ会　入会のお願い

　皆さんお元気でお過ごしでしょうか。
　さて、長野さんが市長に就任して、あなたの身
の回りで、これはよくなった、さすが別府だなど
と思われることが何かございましたか？

　市長就任直後、市の将来計画に携わる総合政策アド
バイザー選任問題がありました。そのアドバイザーの
１人が、県の補助金搾取で逮捕され、別府市民として
大変恥ずかしい思いをしました。また、赤銅御殿の再
建計画や大型旅館の改修に11億円もの補助金を出すな
ど信じられないことが続いています。最近市は、観光
協会への補助金に不適切な使途があると言って、会長
に辞任を求めたことが報道されました。ところが市長
は、市民に説明しないまま観光協会と和解してしまっ
たのです。
　それにしても、こうした情勢下で思うのは、議会は
一体何をしているのだろうか、ということです。ご存
知のように市と議会は市政推進の両輪です。ところが、
なにひとつ議会の議会らしい動きが伝わってきません。
市民には、議会がチェック機能を喪失しているとしか
映りません。それどころか、市民は議会が市長のイエ
スマンになったのではないかと不安に思っています。
　私たちは納税者として、自ら税金の使われ方を監視
することが求められています。ご承知のように、私は
政治活動を再開しました。市民の目線で行政を監視す
るには、私の活動を支えてくれる組織がどうしても必
要です。
　この機会に「女性だけの組織　いずみ会」を結成し、
ご一緒に活動すれば行政の監視に貢献できると信じて
います。
　是非、ご入会いただけますようお願いいたしま
す。そして、女性ならではの目線から、ともに行
動していきましょう。よろしくお願いします。

　お申し込みは、電話・FAX・メールなど
でお願いします。


