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公園を切売りしたのでしょうか。
特 集 なぜ、別府市は発行者：泉武弘政策研究所・代表
泉 武弘
長野市長は、なぜ、公園まで売らな
ければならなかったのか
かまど地獄

鉄輪地獄地帯公園

売却地

山地獄

地獄めぐり駐車場
路

九州横断道

393坪 401万円 １坪１万円
しかも、温泉採取権はただ

市議会復帰目指して!!

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105,000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。

温かい励ましの言葉に感謝
売却地に建築された家

昨年９月〜11月まで、４万世帯に「日本で一番税金を効

それでは公園について説明します。
公園とは、公衆が憩い、または遊びを楽しむために公開さ
れた場所（区域）です。
従って、公園用地の取得や整備に国、県、市の税金が使わ
れています。
次に、公園用地は売却できるのかどうかを検証します。
一言でいえば、公園は行政目的を持っているので売却でき
ません。しかし、行政目的を外し、普通財産に変更すれば売
ることは可能です。
その場合、誰もが納得できる客観的な変更理由が必要なこ
とは言うまでもありません。
みなさん、学校の運動場を売ることができるでしょうか。
運動場は学習の場として設置されており売却できません。
公園も同じで、多くの観光客や市民が絶えず利用している
ので、一部でも切り売りすることはできません。
でも、長野市長はこの公園を切り売りしたのです。
それほどまでして、公園をなぜ売らなければならなかった
のでしょうか。
公園の売却は異常ですが、市長には、誰にも分からないよ
ほど深い理由があったのかもしれません。

率よく使う街を目指して」を配付しました。その中で、特に
感じたことは市民の市政に対する関心の高さです。
財政は本当に大丈夫？
なぜ、鉄輪地獄地帯公園を売ったの？
なぜ、退職した職員を高額で再雇用したの？
また、市長は観光イベントには熱心に取り組むが、福祉や
財政健全化に取り組む姿が見えないなどの意見を聞くことが
できました。一方、私の政治活動に対し励ましの言葉をいた
だき感謝しています。しかし、これまでチラシ投函でみなさ
んにご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。
さて、今号では市民から問い合わせが続いている「鉄輪地
獄地帯公園売却問題」を特集しました。
これはあなたの問題です、是非を一緒に考えてください。
（尚、今号の記述は情報公開条例に基づき取得した資料です。
紙面の関係で縮小しましたのでご理解を願います。）
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大切なあなたの町のことなのです。
別府市の資料によると、
平成27年11月25日
公園の区域変更
平成28年 １ 月13日
公園の用途廃止
平成28年 １ 月28日
市有地売払い申請書提出

公園売却に、長野市長はテレビの
インタビューに次のように答えました。
問

＊市有地売払申請書

市長
問
市長
問
市長

鉄輪地獄地帯公園の売却で地元から格安で販売したと
いう話がありますが…。
なにも聞いてないので…。
去年３月に売却されていますが…。
ちょっと聞いてないので担当課長に聞いて…。
認識ないですか、去年売却されていますよ、市長の決
裁で…。
そこに関してはまだ詳しく聞いてないので聞いてお答
えします。
「資料

平成28年３月７日
平成28年３月７日

2017.8.25日OBS別府市が公有地を格安で売却から」

最大の疑問は、市長自ら売却の決裁をしていながら、詳し
く聞いていない、と答えたことです。
市長は、物忘れがひどくなったのでしょうか。それとも、
都合が悪いので、聞いていないと答えたのでしょうか。
こんなにユーモアたっぷりの答えができるとは初めて知り
ました。
市長自ら、売却の決裁をしていながら、平然と聞いてない
と答えたのは、市長の人間性をよく表しています。
誰が見ても、市長が嘘をついているとしか思えません。
今では、市長が「聞いていない」と答えたことを信じる市
民は誰もいないと思います。
皆さんは、市長が公園売却という特異な出来事を本当に覚
えていないと思いますか。
ここでも、市長は事実の説明をしていないのです。

土地売却決定
売買契約

＊売買契約書

なぜ、長野市長は公開質問状を
無視したのでしょうか
私は、長野市長に９月15日、公園売却について「公開質
問状」を提出し、９月末まで回答を求めました。
しかし、12月15日まで回答がないばかりか未だに連絡も
ありません。
通常、政治家には次の責任があるとされています。
１）政治家としての法的責任
２）政治家としての道義的責任
３）政治家としての説明責任
市長には、最高責任者として行政全般について説明する責
任があります。
ところが、私に対して回答したくないのか、都合の悪いこ
とがあるから回答できないのか分かりませんが、市長は説明
責任を果たしていないのです。
このような市長の無礼な対応に11月８日抗議文を提出し
ました。

これで分かるのは、市は、売払申請書が提出される前から
売却準備をしていたかも知れない、ということです。
市は、27年11月25日に「公園の区域変更」をしています。
区域変更の理由は、
「一部湿地帯のような状態である他、温
泉施設があり、公園としては利用できない状況」と説明して
います。
28年１月13日、公園の一部用途廃止（1298.64㎡、393坪）
をしました。
そして、市長は28年３月７日に売却の決定をしました。
ここで重要なことは、市がこの土地を利用できない場所と
説明したことです。本当にそうでしょうか。

別府市長
長野 恭紘殿

売却前の公園

別府市上平田町13組
泉 武弘
説明責任放棄について
初冬の候いよいよご清祥のことお喜び申し上げます。
さて、９月15日、貴職宛て鉄輪地獄地帯公園売却について「公
開質問状」を提出し、９月末日まで回答を求めましたが今日に
至るまで何らの回答がありません。
貴職の誠意の無さに驚いている次第です。今さら触れるまで
もなく、貴職は行政の最高責任者として説明責任があります。
一方、私には説明を求める権利があることはご存知だと思い
ます。ところが、今回の対応は貴職の人間性をよく表している
と思います。大変残念ですが、貴職には回答できない深い理由
があると結論付けることにしました。

新築された建物と温泉

市が利用できないと言った場所、今は写真で分かるように、
すでに建築物ができていす。
この事実からも、説明に根拠のないことが分かります。
要するに、売るためにつけた理由だと考えるのが分かりや
すいのではないでしょうか。
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解できません。それは、多くの観光客や市民が利用している
公園だからです。しかも、温泉採取権まで付けて評価額より
安く売却しているのです。
別府市には、公園を売らなければならない理由は存在しま
せん。
民間では、所有者が買主の希望価額で売ることは、特殊な
事情がある場合を除き見当たりません。
ところが、別府市は売る必要のない土地を評価額より安く、
しかも温泉まで無償で売ったのです。
ご存知だと思いますが、鉄輪地区は温泉特別保護地域に指
定されており、温泉の掘削はできません。
従って、温泉権は貴重な財産として評価されています。
ちなみに、鉄輪地区では自ら泉源を持つことができないた
め、関係者が温泉の給湯を受けています。
このような実情からも、温泉が極めて貴重で、最も手に入
りにくい財産であることがお分かりいただけたと思います。
市長はその財産を、売買価額に加えず売却したのです。
（温泉採取権とは、温泉源から採取する権限を有する者）

ここに、貴職が説明責任を放棄したことに厳重に抗議し、広
く市民に事実関係をお知らせすることにしましたのでお知らせ
します。

みなさん憶えていますか。湯―園地のイベントではあれほ
ど饒舌だった長野市長は一体何処に行ったのでしょう。
それとも、自分に都合の悪いことや、嫌な人には一切取り
合わないというのでしょうか。

公開質問状は次のとおりです。
１）なぜ、売却予定のない都市公園地域の変更や、行政財産の廃
止をしたのですか。
２）公園廃止後の利用計画はありましたか。
３）公園区域変更、行政財産廃止の決定を待っていたように売り
払い申請書が出されていますが不自然です。公園用地と温泉
権売買について、申請書提出前に、株式会社ギオンと協議が
あったのではないですか。
４）株式会社ギオンから売払い申請書の提出前から売却準備をし
ていたのですか。
５）売却ありきで区域変更や行政財産の廃止をしたのですか。
６）一法人、一個人の申請で、重要な都市公園を切り売りするこ
とについて、市長の考えをお聞きしたい。
７）公園用地や温泉権の売り払いの口利きをした人物がいるので
はありませんか。
８）口利きをした人物がいれば具体的に名前を教えてください。
９）市は、売却理由を一部湿地帯のような状態である他、温泉施
設があり利用できない状況であるとしていますが、市の説明
には説得力がありません。なぜなら、公共事業で発生する残
土を利用すれば、湿地改良は難しい問題ではないからです。し
かも、公園は多くの観光客や市民が絶え間なく利用しているば
かりか、ゲートボール場もあります。利用状況を見れば、公園
の拡大はあっても縮小はあり得ません。これまで、湿地改良に
どのように取り組んできましたか、具体的に説明してください。
10）当該地域は多くの観光客が訪れ、慢性的に駐車場が不足して
います。市は、同地を活用して駐車場の設置などを検討した
ことがありますか。
11）株式会社ギオンから提出された売払い申請書は、土地と鉱泉
地となっています。ところが、売買契約書では雑種地となっ
ています。なぜ、鉱泉地を雑種地として売却したのですか。
12）温泉採取権についてどのような協議をしましたか、市は温泉
採取権の評価額をどのようにしましたか。
13）株式会社ギオンから売払い申請書が提出されましたが、市には
売却しなければならない理由は存在しません。公園用地を公有
財産評価額より安く、しかも、温泉権を評価せず売却しました。
温泉採取権の評価額をどのようにしましたか。
14）株式会社ギオンから売払い申請書が提出されましたが、市に
は売却しなければならない理由は存在しません。
公園用地を公有財産評価額より安く、しかも、温泉権を評価
せず売却しました。
別府市が意図的に安価で売却したとしか思えませんが、理由
を教えてください。
15）市長や市側に、急いで売らなければならない特別の理由があっ
たのではないですか。
16）市は、株式会社ギオンに、平成28年３月７日に売却しました。
ところが、29年５月９日、すでに所有権を移転しています。
これは信義に反するのではありませんか。
以上公開質問状を要約しました。

別府市が、公園と泉源を持ち続けたら
なにか問題があるのでしょうか
全く問題はありません。公園用地は地獄地帯の駐車場とし
て利用することもできます。また、温泉は足湯としても活用
することもできます。一方、噴気は湯けむり景観として観光
資源に活かすことができます。
売却の理由となっている湿地は、公共工事で発生する残土
を活用し、土質の改良をすることができます。
以上の点から、市が公園を持ち続けることに全く問題がな
いのです。
私は、情報公開で得た資料の分析をしました。どのような
角度から見ても公園用地を売却する必要はないのです。

長野市長、公開討論会をしませんか
長野市長は、本当に公園売却が正しいと思っているのであ
れば、私と「公開討論会」をして、市民の判断を求めては如
何でしょうか。
私の調査では、これまでの別府市政において公園を切り売
りしたのは、長野市長以外に見当たりません。
それほど公園の切り売りは特異な事例なのです。
本来、このような問題は市議会で審議されるべきではない
でしょうか。
ところが、議会で充分な審議がされたことはないようです。
私を含め多くの市民が、なぜ、議会はこの問題を審議しない
のか疑問に思っています。
もし議会が、私と公園売却の討論を希望すれば喜んで参加
することをお約束します。
今回特集した、公園用地売却はしてはならない行為である
ばかりか、看過できない問題なのです。

市長、出張で何処に
行ったのですか
28年度
29年度
番号

なぜ、長野市長は公園売却に走ったのか
私は、なぜ、長野市長が公園を売却したのかどうしても理

3

命令月日

職 氏 名

出張先
出張先
受命印

用

東京
東京
件

21回 （用件は黒塗り）
20回 （用件は黒塗り）
旅行期間

行

先

概 算 額

主管課長

主管部長

副市長

市

長
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先ずは人口問題研究所の資料をご覧ください。

長野市長が就任以来、東京出張が際立って多いとの指摘が
ありました。今回、東京出張資料を情報公開で入手しました
が驚きました。
最初に私の考えを述べますが、市長が出張することに問題
ありません。市の利益に繋がれば積極的に出かけるべきと
思っています。
しかし、税金を使って出張します。したがって、市長は情
報公開条例で資料を請求されたら、目的、訪問先、出張期間、協
議結果、ホテル名、旅費など詳しく報告する義務があります。
ところが、今回提示された資料では、訪問先、目的、相手、
宿泊先など全く分からないのです。
市長は、出張先を東京とだけ記載していますが、用件につ
いて資料の多くを黒く塗りつぶしています。
私は、詳しく知るため宿泊先、領収書、マイレージの開示
を請求しましたが資料の提出はありませんでした。
市長は、どのような団体の、誰を訪問し、どんな協議をし
たのでしょうか、資料では全く分からないのです。
市長は、黒く塗りつぶした理由を次のように述べています。
公にすることにより、他の機関等と協議中であることが分
かり、率直な意見交換を損ねる恐れがあるおそれがある、と
いうのです。
確かに協議内容を明らかにすることで支障が出ることもあ
るでしょう。
でも、不思議ですね、ホテル名、ホテル代金、何人で泊まっ
たのかなどは、公にしても不利益を被ることはないのではな
いでしょうか。
また、市長のように飛行機を頻繁に使う場合、マイレージ
カード（航空割引に使えるポイント）が付きますが、このマ
イレージカードは、誰が、いつ、どのように使ったのでしょ
うか。
それにしても、市長が訪問した相手は、名前を公開するこ
とができない立場の人ばかりとは不思議です。
領収書、ホテル名、訪問先、相手などを公表しなければ、
市長が出張目的に沿って行動したのか、本当にホテルに泊
まったのか、旅費にどのくらい税金を使ったのか誰にも分か
りません。
それにも増して重要なことは、市長が皆さんの税金を使い
ながら、領収書のない支出が含まれることになります。
それこそ、行政の信頼性を損ねるばかりか、その行為を市
長自身がすることになると思いませんか。
市長は、出張問題や公園用地売却問題を資料に基づき誠実
に説明しなければ益々疑問が増すことを指摘しておきます。

日本の総人口は急激に減り続ける
2017年は約1億2653万人
2065年に
約8808万人
100年後に
約5060万人

200年後に
約1380万人
3000年には
人口2000人に！

河合さんは「静かなる有事」が暮らしを蝕むとして、日本
の喫緊の課題として次の４点を挙げています。
一つ目は、出生数の減少
二つ目は、高齢者の激増
三つ目は、勤労世代（20〜64歳）の激減による社会の支
え手の不足
四つ目は、これらが絡み合って起こる人工減少
その上で人口減少カレンダーを発表しています。
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2024年
2026年
2027年
2030年
2033年
2035年
2039年
2040年
2042年
2050年

衝撃の未来の年表
人口減少で これから起きること

2053年
2065年

出生数は100万人を切る
女性の３人に１人がすでに65歳以上。高齢者がより
高齢化する時代に 「おばあちゃん大国」に変化
75歳以上人口が「65〜74歳」上回る
18歳人口が大きく減り、国立大学が倒産の危機へ
IT（情報）を担う人材不足がピークを迎え、技術大
国の地位が揺らぐ
女性の２人に１人が50歳以上となり、出産可能な女
性が大きく減り始める
団塊ジュニア世代が50代に突入し、介護離職が大量
発生する
団塊世代が75歳に突入し「ひとり暮らし社会」が本
格化する
団塊世代がすべて75歳以上となり、３人に１人が65
歳以上の「超高齢大国」へ
認知症患者が700万人規模に
輸血用血液が不足する
百貨店も銀行も老人ホームも地方から消える
全国の住宅の３戸に１戸が空き家になる
「未婚大国」が誕生する
死亡者が約168万人となり深刻な火葬場不足に陥る
自治体の半数が消滅の危機に
高齢者の人口が約4000万人でピークに
現在の居住地域の約20％が「誰も住まない土地」と
なる。
総人口が9924万人となり、１億人を割り込む
外国人が無人の国土を占拠する

あなたはカレンダーを見てどのように感じましたでしょう
か。人口の減少で社会の大きな変化は確実に起きるのです。
今号もお読みいただきありがとうございました。

河合雅司さんが出版した未来年表が、私たちに大きな衝撃
を与えました。これから、どのようなことが起きるか一緒に
考えていただく機会になればと願っています。

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 大分みらい信用金庫鉄輪支店
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