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日本で一番税金を効率よく使う町を目指して

元気

お

発行者：泉武弘政策研究所・代表

ところが、工藤将之氏、伊藤慶典氏、永井正之氏の
３名は、なんと年間給料500万円、ボーナス154万円
で雇用されていたのです。しかも、この３名は特定任
期付職員として３年間雇用されるのです。
市内には中小企業が多く、３名のような高額の給与
とボーナスは夢の世界ではないでしょうか。
私たちが絶対に忘れてならないことは、３名の給与
が私たちの税金から支払われ、このような政治を行っ
ているのが長野市長という事実です。

ですか

泉 武弘

前記の一覧表から分かるのは、11名中２名の平均給料は、
月額15万円、ボーナスはなし、６名の平均給料は、月額24
万円、ボーナスの平均は50万円ということです。

「特定任期付職員とは、高度の専門的な知識や資格を有す
る人材を一定期間活用する制度です。例えば、弁護士、公認
会計士、土地鑑定士等です。」
ご存知ですか、国民年金の年間平均受給額は約61万円です。
ところで、３名の年収は、国民年金受給者の10倍なので
す。市民生活とあまりにもかけ離れていると思いませんか。

市議会復帰目指して!!

公務員は退職金2,500万円を受け取ります。ところが一握りの
職員はさらに高額の給与とボーナスを得ているのです。これを
公務員天国と呼ばずにどのように表現すればいいのでしょうか。

私は自分の目指す方向について熟慮を重ねてき
ました。その結果、次の市議会議員選挙に挑戦す
る決意をしました。
先の選挙から65,000世帯に「市政だより」をお届
けし、
皆さんの声と真摯に向き合い結論に至った次第
です。

市の組織は肥大化、管理職も増加
長野市長になってから、組織、管理職数、管理職手当が増
え続けています。多くの自治体では人口減少に沿って組織の
縮小や業務の民間委託を進めています。
ところが、別府市は人口減少社会に背を向け、組織や管理
職数・管理職手当を増やし続けているのです。
別府市は、本来観光協会や商工会議所がやるべき観光イベ
ントなどの事業を市の業務として拡大してやっているので
す。これでは、観光協会や会議所に補助金を出している意味
がないのではないでしょうか。
例えば、赤銅御殿の復元図や湯〜園地のイメージ映像作成
費用など税金から支出しています。一方、東京で別府の観光
物産展を開催し、1,338万円の支出に対し、収入は僅か25万
円だったことが議会で取り上げられました。この他にも、イ
ベントに多額の税金を使っていることをご存知ですか。
市長は財政が厳しいと言っていますが、厳しくしているの
は長野市長自身なのです。
アメリカファースト、都民ファーストなどの言葉が注目さ
れていますが、長野市長に「自分ファースト」という言葉を
贈ったらどうでしょうか。

これが長野市政の実態
元部長など３名を
「任期付職員」で雇用
給料 年間
5,040,000円
ボーナス 1,542,450円
市は毎年定年退職者を再雇用しています。ところが、みな
さんの生活実態と余りにもかけ離れた雇用実態であることを
ご存知ですか。
次の表は29年度に再雇用された幹部職員の一覧表です。
■平成29年度退職者
番号 退職時職名
雇用理由
12 次
長
非常勤職員
13 参
事
非常勤職員
14 課
長
再任用
15 事務局長
再任用
16 次
長
再任用
17 次
長
再任用
18 部
長
再任用
19

部

長

20 部
長
21 部
長
22 水道企業管理者

泉 武弘

再任用
再任用
再任用
再任用

■部数・課数一覧（平成27年度〜平成29年度）
市長部局
教育庁 消防本部
年度
部数
課数
課数
課数
平成27年度
6
34
4
3
平成28年度
6
36
4
3
平成29年度
8
38
4
3

所属名称
年間給料（見込） ボーナス（見込）
道路河川課
平均
0
市民課（南部出張所） 1,560,000
職員課
資産税課
市民課（南部出張所）
平均
平均
監査事務局
2,442,240 503,710
学校給食共同調理場
福祉政策課
社会福祉協議会派遣
観光戦略部
平均
平均
経済産業部
5,040,000 1,542,450
DMO推進室

水道局
課数
4
4
4

議会事務局
課数
1
1
1

※行政委員、行政委員会は除く。

■管理職者数（水道局除く。各年度４月１日付け） ■年度別管理職員手当総額
平成27年度
77名
平成27年度（水道局除く） 53,556,293
平成28年度
82名
平成28年度（水道局除く） 57,982,302
平成29年度
88名
平成29年度（見込・水道局除く） 60,094,260
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■年少・生産年齢の将来推計人口

ご存知のように、別府市は深刻な財政危機に直面し、財政
健全化は喫緊の、最重要の課題となっています。
このまま、財政構造（人件費、借入金の元利返済、高齢者
や母子・児童や生活保護などの民生費の占める割合）を変え
なければ更に深刻な状況に陥ります。
市の財政は、規模は違ってもあなたの家計と同じです。
収入が減れば、支出を減らさなければ生活できません。
要するに、収入を超える支出はあり得ないのです。
私は議員として32年働きました。その間、特に財政問題
と行財政改革に全力で取り組みました。
その経験を活かし、行政改革と財政健全化に取り組む決意
をしたのです。

年
2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 15年対比
年 少 人 口 14,120 13,489 12,531 11,494 10,608 10,110 9,622 -3,867
年 少 人 口 割 合（ ％）
11.3
11.1
10.6
10.1
9.8
9.8
9.8
生産年齢人口 76,430 70,400 66,888 64,477 62,071 58,930 54,715 -15,685
生産年齢人口割合（％）

計

▲ 143 ▲ 1,654 ▲ 1,529 ▲ 1,507 ▲ 1,648 ▲ 6,481
ー

基金も29億円まで減少し非常事態です。
【収支不足の基金措置】
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
基 金 繰 入 金

143

1,654

1,529

1,507

1,648

主要基金残高

9,247

7,601

6,080

4,579

2,935

計
6,481

■老年・後期高齢者の将来推計人口
年

老 年 人 口 割 合（ ％）

27.8

31.3

32.7

33.0

33.1

33.4

後期老年人口割合（％）

14.3

15.9

17.9

20.6

21.3

21.1

-3,931

34.7

後期老年人口 17,886 19,418 21,102 23,396 23,135 21,848 20,565

56.9

55.5

議員 25名から15名に

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 15年対比

老 年 人 口 34,836 38,164 38,548 37,415 35,908 34,604 34,233

57.2

道路・側溝・公園・学校・市営住宅など、公共施設の改修や改
築。子育て・高齢者・障害者などの対策。また、地震や集中豪
雨などの災害対策も市の責任です。
ところが、皆さんの周りを見てください。道路は凸凹だら
け、歩道の段差や傾斜は依然改善されていません。
一方、海岸線にある中央小学校の移転問題は棚上げ、津波
対策は一体どうするのでしょうか。
市営住宅など公共施設の劣化が進んでいるのに、改修、改
築、耐震化は遅々として進んでいません。
一方、熊本地震で被害を受けた住民は、自ら費用を工面し
改修工事をしています。
どんな角度から見ても、大型旅館に補助金を出すより、被
害住民への補助の増額や公共施設整備を優先すべきです。
市政の主役は皆さんです。私が議員であればこのような税
金の使い方は絶対認めません。これでは、市長自ら、財政状
態を悪くしていると言われても仕方ありません。
「市民に寄り添う政治」という言葉が虚ろに聞こえるのは
私だけでしょうか。
市長も「お祭り小僧」と揶揄されないよう、行政全般に目
を向けて欲しいものです。

■別府市財政収支の中期見通し（平成27年度11月）
【差引収支】
▲は−を表しています。（単位：百万円）

▲ 143 ▲ 1,797 ▲ 3,326 ▲ 4,833 ▲ 6,481

56.9

財政状態が悪くなって困るのはあなたです。

次の表は年度ごとの財源不足額です。

収支不足の累計

56.7

市は、昭和40〜50年代に多くの公共施設をつくりました。
すでに、それらの施設では老朽化が進み、改修や改築を急が
なければなりません。その事業に必要な財源は、今後40年
間で2,000億円と試算されています。
これで皆さんも、財政健全化が喫緊の、最重要問題という
ことがお分かりいただけたと思います。
長野市長になってから、大判振る舞いが増えています。
例えば、
大型旅館に対する11億円の補助金はその筆頭です。
市長は、
市財政の現状をどのように認識しているのでしょうか。
聞こえてくるのは、勇ましい観光エベントの掛け声だけ、
このような市営運営に不安を抱くのは私だけでしょうか。

最重要の課題は財政です。

収支(歳入歳出差引）

57.7

問題はこれだけではありません。

今、
私は議員ではありません。
しかし、
多くの方の浄財で、
以
前のように「市政だより」を発行し続けることができました。
しかも、その「市政だより」を、私一人で配布することが
できたのです。
それは、
市政の実情を知ってほしいという強い願いからです。
一方、私自身、政治に対する情熱や体力があるのか問いか
ける活動でもありました。
幸いに、体力も気力も十分で、どんな厳しい政治活動にも
耐え得ることが確認できました。
そこで、私のすべてをかけて、行財政改革と財政健全化に
取り組む決意をした次第です。
どうか、私の考えにご理解とご支援をお願い申し上げます。

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

61.0

1,147

20.9

人口急減社会に入り、別府市も人口減少が確実に進
みます。ところが、議員の数は25名のまま推移しよ
うとしています。
人口が減り、収入が減り、支出が大幅に増えている
のに、議員の数はなぜこのままなのでしょうか。
僅か、12万の市に、なぜ、25名も議員がいるのか
不思議でなりません。
私はこれまで、何度も議員定数削減の必要性を「市
政だより」で取り上げてきました。
議会はこれまで、市長の提案通り全部賛成しました。

今後、高齢者の増加で医療費や介護費は確実に増加します。
一方、人口減少によって納税者は減少します。以上のこと
は、人口推計や年齢構成から確実に生じる問題です。
ところが、この人口問題は一時的なことではありません。
それは、赤ちゃんの減少や高齢者の死亡増加で、日本の人
口が確実に減少するからです。
生産年齢人口（15才〜64才）の減少で、経済活動の停滞
を招くことも懸念されています。
この数字を見ると、将来的にどうなってしまうか不安に思う
のは私だけでしょうか。出生者数を一気に増やす有効な方法は
見当たりません。人口と生産年齢の減少は避けて通れません。
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また、議員は財政が深刻なことを知りながら、旅館
への大型補助金まで認めたのです。
このような議員に市民は不信感を抱いているので
す。これでは、議会が市長の言いなりになっていると
しか思えません。
市長と議員は、直接有権者から選ばれ政治に参加し
ます。
したがって、市長と議員は〈二元代表制〉の代表と
して、お互い切磋琢磨し、市民福祉の向上に努める責
任があります。
だから、議員と市長が馴合いになっては、市民の利
益が図れないのです。

特に、採算の合わない事業は絶対しないことが大切です。
では、経常経費のどの部分が削減できるのでしょうか。
それは人件費で、人件費以外削減するのは難しいのです。
人件費削減の具体案は、行政の仕事のうち、民間にできる
ことは民間に切り替えることです。
また、正規公務員の仕事で、非正規職員（嘱託、臨時雇用）
にできることは切り替え、人件費を減額するしか方法があり
ません。
■人件費の中期見通し（平成27年度11月）

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度
人 件 費

私たちは、市長や議員にもっと市民生活の現状に目
を向けて欲しいのです。私は、議員が市民のため働い
ているとはどうしても思えません。

皆さんは選挙で議員を選びます。それは、議員を通
じて、税金の使い方や、使った税金が法律に沿って効
率よく使われているか、審議することを求めているの
です。
ところが、多くの市民は、議員が市民のため働いて
いるのか疑問に思っています。
議会は、議員が多ければ機能するのではありません。
要は、議員の質や取り組む姿勢の問題です。
自分の全てを、市民の幸せづくりのため捧げる覚悟
がなければ、市民の信頼を得られないのです。
例え議会で、どんな立派な発言をしても、議決で表
すことができなければなんの意味もありません。

そして具体的な方法として
＊費用の高い「市等の直営から」費用の低い「民間」又は、
「嘱託・臨時の職員」に切り替えるということです。
地方自治経営学会の公（市等）と民間のコスト比較によると
＊可燃ごみ収集

人

＊不燃ごみ収集

府

市

25名

119,741

焼

津

市

21名

143,249

柏

原

市

17名

127,534

大

東

市

17名

127,534

松

原

市

18名

124,594

羽曳野市

18名

117,681

１トン当たりの経費

○直営（市等）
40,299円
◎委託（民間）
21,825円
民間は直営の54％の費用、約半分です。

口

別

１トン当たりの経費

○直営（市）
18,389円
◎委託（民間）
8,208円
民間は直営の44％、約半分の費用です。

■人口が別府市と同程度の市の議員数
議員数

8,292 8,194 8,276 8,204 8,309 41,275

＊住民に対するサービスがほとんど同じで変わらないので
あれば、「費用の高い方法から」「より費用の低い仕組」に
切り替える。それによって、新たな財源を生み出す。

だから、議員定数を、最低でも10名減らし、
15名とすることを求めているのです。

名

計

それにも増して大事なことは、「ムダ遣い」をしないこと
です。
今後、税収が減少し、財政は極めて厳しい環境になります。
市は、基金（積立て金）を取り崩して財政運営をしてきまし
た。ところが、財政見通しでも分かるように、積立金は大幅
に減少しました。
このままでは、行政サービスの質や量を維持することがで
きなくなるのです。
では、一体どうすればいいのでしょうか。それは、次の視
点を生かし、抜本的な改革をする以外に方法がありません。

選挙の時だけ政治を語り、過ぎれば、市民
は置き去り。

市

（単位：百万円）

＊なぜ、直営は民間の２倍以上費用がかかるのでしょうか
①市と民間では、「働き量」に大きな差があるとみられてい
ます。
清掃職員１人当たりの年間ごみ収集量を比較すると
○直営（市等）
477トン
◎委託（民間）
957トン
民間は直営の２倍収集していることが分かります。
民間は直営（市等）の２倍の量を集めています。つまり、
民間は直営の公務員に比べて、ほぼ２倍、よく働くから費用
が半分ですんでいるのです。
（ア）１車当たりの乗車人員が、民間は平均2.1人、直営は2.7
人で、直営が３割近く多いのです。
（イ）稼働時間に差があり、直営は午前11時ごろ、午後は
３時ごろ作業所に帰ります。民間は、通常朝８時半ご
ろから夕方５時頃までびっしり働きます。
（ウ）積載量に差があり、委託業者は収集車に積載量の限度
まで積載し、効率よく収集しています。
（エ）なぜ、民間と直営に働き量の差があるのでしょうか。
最も大きな要因は、給与、手当てが、民間では能率給が
とられていますが、役所は給与制で、働き量に関係なく
給与が支払われることが働き量の差となっています。

大胆な改革で危機克服を
私は32年間、議員活動の大部分を行財政改革に心血を注
できました。
その結果、多くの改革を成し遂げたと自負しています。
しかし、私が政治目標としている「日本で一番税金を効率
よく使う町」から現状を見ると忸怩たる思いです。
改革の中心は、経常支出（人件費、扶助費、借入金の元利返
済）など、支出構造を変え、時代に合った規模にすることです。
お分かりのように、高齢者の増加で扶助費を減らすことは
できません。借入金は返済しなければなりませんが、少なく
することはできます。
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次に給食調理を見てみます。

仮に、市と民間のサービスが同じだとすれば、
税金を直営に２倍以上使うのは、著しく不合理で
大変な税金の ムダ遣い です。

学校給食調理について、正規職員と嘱託、パート等との
経費を比較すると、１食あたりの経費は次のとおりです。
○直営（市）
270円
◎委託（民間）
128円
民間は直営の47.4％、約半分です。
①学校給食調理は、通常１日のうち、昼間３〜５時間程度で
あり、このため委託では、パート、賃金という形で行われ
ます。一方直営は、正規の公務員、月給制のため当然直営
が経費高となります。
②学校給食調理は土曜日や夏休み、冬休み、春休みは、調理
の仕事がありません。
年間365日のうち、180日〜190日程度です。
直営の場合は、休みの期間中も正規職員の給与が支払われ
ます。
③民間に比べ直営の費用が高いのは、民間に比べて高い人件
費が反映されているからです。

改革今やらなければ、次の世代に負の遺産を
引き継ぐことになります。

政治活動を振り返る

これまで市政だより1,276,000部発行
34歳で議員に当選させていただきました。振り返ると、
お金も地盤もない私がよく勝利できたものだと思います。
最初のスローガンは、「金権選挙よ さようなら」でした。
当時は、お金がなければ立候補どころか、当選など考えられ
ない時代でした。ところが、そんな中、私が当選したのです。
今ふり返ってもおかしくなるようなことがありました。そ
れは、警察署の駐車場で、
「みなさん選挙違反の取り締まり
に全力で取り組んでください。そうすれば私は当選します。」
と選挙カーで呼びかけたのです。
後日、関係者から聞いた話では、「警察をなめている」と
徹底的に私の選挙を調査したそうです。
これまで議員に８回当選させていただきましたが、市長選
挙では２回落選しました。まさに波乱万丈の人生です。
私を「一匹狼」と呼ぶ方がいます。この子羊のような私を、
なぜ、狼というのか分かりません。
確かに、政策では頑固なまでに自説を守ります。それは、
皆さんの幸せづくりのために必要だからです。
一方、私の頑固さを象徴する政治活動があります。それは、
「市政だより」を今でも市内各戸に配付していることです。
これまで、1,276,000部配付し、その大部分を私が配ってき
たことです。
この政治に対する情熱や行動は、私の誇りであり、誰にも
まねできないことだと思っています。
「民 信なくば 立たず」という孔子の言葉があります。
政治は人々に信頼されなければ成り立たないという意味で
す。その信頼は、どうすれば得られるか、それは自らの発言
や行動よってしか得られないのです。これからも、皆さんの
幸せづくりのため、全力で政治活動を続け皆さんの大きな信
頼を得る努力をすることをお約束します。

今後の方向と課題
民間に切り替えれば低い費用で業務ができるのに、未だに
費用が高くかかる直営を続けているのです。
１）常に費用の面から行政を見る。市には「この仕事にどの
くらい費用がかかっているか」というコスト意識が希薄
です。
行政の仕事を民間に切り替えれば、費用はどうなるのかを
数字で把握、検討し、住民サービスが変わらないのであれば、
少しでも費用の低い方にきりかえる。
それによって、財源を生み出すということが必要です。
①費用の公開をして、納税者に、「直営か、民間か、」を選択
してもらう。
これまで、市の業務にかかる費用は公開されませんでした。
今後は、積極的に費用を公開して、いずれの方法が税金を
効率よく使えるかを納税者に選択してもらう。
②行政改革は文字だけでなく数字で示す。これまで、「委託」
や「ＯＡ化」とか、言葉・用語が並び作文のようでした。
これからは、行政改革を数字で示し、費用をどのように引
き下げるか示すことが必要です。

今回は40,000部お届けします。

お礼とお願い

暑い日も︑

ホームページは、
「泉武弘」でも検索できます。

寒い日も︑

別府市の問題を動画でご覧いただけます。

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。

行政の問題点を
シリーズで載せています。

【配付予定地区】上人校区・春木川校区・朝日校区・
緑ヶ丘校区・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

HPアドレス

浄財のカンパは次の口座にお願いします。

E-mail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

http://www.izumi-t.jp
genki@izumi-t.jp

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