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市長の財政運営能力の欠如が招いた市財政絶体絶命の危機特
集

大切なあなたの町のことなのです。

市の歳入（入って来るお金）はどうなっているのでしょうか
　みなさんから納めていただく税金や使用料、国・県からの
補助金、交付金など、また、借入金（市債）などの収入を、
どのような目的（福祉、教育、都市整備など）に使うかを決
めることを「財政」といいます。
　それを数値で表したものが「予算」であり、また、計画し
た予算をどのように使ったか、その実績と成果を明らかにし
たものが「決算」です。
　財政は、みなさんの身体に流れている血液と同じように、
市にとって最も重要なことなのです。
　別府市の特徴は、市が自主的に収入できる自主財源（地方
税、使用料、手数料、財産収入など）の比率が35％と低く、
市民一人当たりの収入が低いのが特徴です。
■市税の推移
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次に歳出（出ていくお金）はどうなっているか見てみます
　別府市は、高齢者・障害者・子育て・保育園・小児医療などに
係る扶助費の占める割合が大きく、毎年入ってくる経常的収
入の中で人件費や扶助費など、すでに使途が決まっている固
定経費の占める割合が大きく、財政に弾力性がないのが特徴
です。
■別府市の性質別歳出の構造　　　　　■扶助費の構成比
　（平成27年度決算）　　　　　　　　　（平成28年度決算）
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次に、経常収入と経常支出の比率を見てみます

　平成28年度の経常収支比率は97.8％で、自由に
使えるお金は約６億円しかありません。
■経常収支比率の推移　　　　　　　　　　　　　　■経常収支比率のうち
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　私は自分の目指す方向について熟慮を重ね、そ
の結果、来年の市議会議員選挙に挑戦する決意を
しました。
　それは、絶体絶命の危機にある市財政の立て直
しに、これまでの経験と知識を活かし貢献したい
と強く思っているからです。
　私は、先の選挙から14万5,000世帯（今号を含む）
に、私が市政の情報をお届けできました。
　この間、多くの方から印刷費の援助をしていた
だき感謝しています。おかげさまで継続して発行
することができました。ところが、住所や連絡方
法が見つからず感謝の言葉をお伝えできていない
方がいます。この機会に心からお礼申し上げます、
ありがとうございました。

市議会議員目指して

　市長は市報べっぷ４「創」で次のように述べています。
　「なぜ、今入湯税の引き上げなのか、それは、別府市
の財政は、まさに今待ったなしの状況だからです。市民
福祉サービスの維持、向上にはお金がかかります。しか
もそれは今後、確実に増加していきます。」

　そこで今号は、別府市政の問題点を詳細にお伝えします。
　これは、あなたの問題です、最後まで読んでください。

経常収入に98％の経常支出

（単位：百万円）類似団体の平成28年度分経常収支比率は未公表
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次に、別府市の人口推計を見てみます
　次の資料は、国立社会保障人口問題研究所の人口推計です。
■別府市の人口と世帯（人口推計）

■子供37年連続減
　別府市の総人口は減少を続
け、2040年には10万人を割
ります。また、生産年齢人口
（15～64歳）も減少します。
　一方、老年人口（65歳以
上）は2020年まで急増した
後、横ばい傾向にはなります
が、
「子供人口が高齢者の２

倍のスピードで減ると推計されています。」
　人口は全ての基本で、税金、道路、学校、水道、市営住宅、
下水道などは人口によって規模が決まります。人口が減って
も、公共施設の維持管理費は、減少した市民が負担しなけれ
ばなりません。

「財政、絶体絶命の意味は」
　平成28年度の経常収支は約98％で、自由に使えるお金が
６億円にも満たないことはすでに説明しました。では、この
財政状態が単年度だけで済む問題なのか見ていきます。
　困ったことに、財政窮迫は単年度だけでなく、今後さらに
財政が悪化することは避けられないのです。
　それは、次の理由からです。
１）高齢者の増加で医療費や介護費が大幅に増える
２）働き手の減少で税収が減少し続ける
３）人口減少で納税者の数が減り続ける
４）公共施設の改修改築や維持管理に莫大な費用がかかる
　以上のことから分かるように、市財政は非常事態で、今後
さらに厳しさを増すことは確実で絶体絶命の危機を迎えます。

今後の公共施設改修に必要な経費は2,200億円
■市民一人当たり床面積　　　　　　　■今後の施設改修などに必要な経費

　別府市は、昭和50年代に多くの公共施設をつくりました。
　その施設の７割が30年以上経過しています。一方、耐震

基準を満たしていない施設も全体の約６割に及びます。
　市民が利用し、多くの職員が働いている「市庁舎」にアス
ベストが使われていることはご存知だと思います。
　しかし、未だに抜本的なアスベスト対策ができていません。
　市長はイベントなど目立つことには一生懸命取り組みま
す。しかし、財政健全化や公共施設の整理統合など難しい問
題は先送りしているようです。本来市長の仕事は、これらの
問題こそ優先して取り組まなければならないと思いませんか。

絶体絶命で市民にどのような影響が出るのでしょうか
　市は道路の建設や維持管理・高齢者の福祉サービス・小中学
校の維持管理・消防・救急活動・保育園での保育サービスなど
を実施しています。しかし、それは今の財政の許す範囲のサー
ビスの量と質です。ところが、今後財政が悪くなればサービ
スの量や質を維持できなくなります。
　みなさんが、市に要望しても「お金が無い」からできない
という「判で押したような答え」しか返ってこなくなります。
要するに、別府市も「ない袖は振れない」のです。

財政窮迫は、長野市長の財政運営能力の
欠如が生んだ非常事態

　次に、なぜこのような財政状態になったのか見ていきます。
　一口で言えば行政や議会の怠慢です。その最大の要因は最
高責任者である「市長の財政運営能力の欠如」と言えます。
　高齢者数の推移、人口減少、働き手の減少などは、出生者
数から把握できます。
　また、公共施設の老朽化は建設年次から判断することがで
きます。
　それなのに、これまで具体的対応をしてこなかったのです。
今、別府市にとって必要なことは、行政運営に係る経費の大
幅削減を可能にする大胆な改革です。ところが市長は、抜本
的な改革に取り組まずに、歳出をカットするだけで凌いでい
こうとしていますが、それでは解決にはなりません。
　要は、目立つことは取り組むが、難しいことは先送り、こ
の事実が市長の市政運営の特徴ではないでしょうか。

次に基金（積立金）について見ていきます
■今後の基金見通し

　市の基金は、災害や景気変動による税収減や公共施設の老

市民 1人当たり公共施設床面積 今後の施設改修等に必要な経費
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　現在、本市の公共施設は 385 施設、床面積で甲子園球場 39 個分に及びます。現在保有の施設を全て
維持更新していくと、現在の予算の２倍以上の経費が必要となります。
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3,680下段は不足見込額

▲ 700
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▲ 2,124
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　市税収入の減少、公共施設改修費や社会保障関係費の財政需要の増加等の要因により、今後の財政運営では、
財政調整用基金（＝「市の貯金」）は減少する見込みです。
　一般的な行政サービスを提供するために必要な標準財政規模は、本市では約 250 億円であり、その 20％であ
る基金残高 50億円が財政目標ですが、平成 31年度以降はそれを割り込む見込みです。

人口減少、地域経済・産業活動の縮小
市税収入の減収

公共施設の老朽化の加速
公共施設改修費の増加

少子高齢化の加速
社会保障関係費の増加
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朽化対策など、将来への備えとして積み立てます。これまで、
財源不足分は基金を取り崩しながら自転車操業でやり繰りし
てきました。ところが、その基金も、平成28年度の93億円
から、31年は49億円となり、50億円を割る見通しです。
　しかし、そのことは今に分かったことではなく、基金取り
崩しを続ければ基金枯渇が生じることは誰でも分かります。
それでも市長は、イベントなどに多額の費用を使ってきました。
　「放蕩息子が、家計状況を顧みず、放蕩三昧をしていると
言われても仕方ないのではないでしょうか。」

長野市長の３年間を振り返ります
　市長は就任して早々に次の計画を発表しました。
　総合行政アドバイザー、　赤銅御殿の再建、　大規模な温泉
リゾートの整備、温泉発電による売電、2040年までに合計
特殊出生率を1.55とし、2040年に10万人を維持する。ワン
コインバスを整備して生活の利便性向上を図る。
　これらの公約から分かることは、長野市長は財政の深刻さ
が全く分かっていなかったということです。
　財政状態を良く理解していれば最優先で財政健全化に取り
組んでいたはずです。
（１）総合政策アドバイザーについて
　市長は就任早々外部有識者に助言を求める「総合政策アド
バイザー」８名を雇用しました。ところが、１名は県の補助
金990万円を搾取していたことが分かりました。
　別府市は税金をだまし取っていた人物を政策アドバイザー
として採用していたのです。
（２）赤銅御殿復元について
　「赤銅御殿」を復元して、観光資源にすると発表しましたが、
多くの市民の批判を浴びました。これは「お笑い」では済ま
されないばかりか、現状認識欠如の代表的な事例です。
（３）地震見舞金1,800万円を自治会に交付
　全国から熊本地震に寄せられた見舞金の一部1,800万円を
自治会に交付しました。今でも、屋根をブルーシートで覆っ
た家が依然残っています。なぜ、災害見舞金の増額や無利子
の貸付金として活用しなかったのでしょうか。自治会毎に災
害被害に軽重があるのに、なぜ、交付したのでしょうか。
　災害から早く立ち直ってほしいと願う善意の見舞金をいた
だいた方々の気持ちを考えると理解に苦しみます。
（４）善意の見舞金に市長は税金でお返し
　復興支援の「恩返し」として、全国148カ所に温泉を届けま
した。善意のお見舞いに、市は1,000万円を超える税金を使い
温泉を運んだのです。早く立ち直ってほしいと願う善意の気持
に、税金でお返したことに違和感を抱くには私だけでしょうか。
（５）東京物産展の経費に1,338万円、ところが、販売収入

は24万円。
　市長は、儲かる観光・かせげる観光を掲げていますが、呆
れてものが言えないとはこのことです。ところが、今度は
ニューヨークで竹製品の販路開拓や新商品を開発する経費
700万円を予算に組んでいます。市長の計画には熟慮を感じ
ることができず、単なる思い付きとしか見えません。
（６）創業支援に１億円、地域支援事業にも１億１千万円
　市長は起業家育成支援として、これまで約１億円の税金を
使っています。また、中小事業者や起業を考えている方への
アドバイスにも１億円を超える税金の大判振る舞いです。
　「市の台所が火の車なのに、なぜ、市がここまでしなけれ
ばならないのでしょうか。身の丈に合った、という言葉があ
りますが、財政状態も考えず、やりたいからやっているとし

か思えません。議会は本当に行政に対して監視機能を発揮し
ているのでしょうか。」
（７）入湯税大幅アップは誰も理解できない
　長野市長の特徴をよく表しているのが入湯税です。
　先ず、入湯税の引き上げを決めて、それから使い道を決め
る。こんな不思議な入湯税の改正案が議会で認められました。
　これまで、入湯税はどのように使ったのか、その効果は、
新規事業がなぜ必要なのか、効果見込みは、その事業にどの
程度財源が必要なのか、関係者の理解は得ているのかなど客
観的に考えることが大切です。しかも、入湯税の使い道は検
討委員会で決めるそうですが、議会は軽視さているのではな
いでしょうか。

市長は別府市の将来を真剣に考えているのでしょうか
　私には、市長が別府の将来のために政治を進めているとは
思えないのです。それは、財政が逼迫しているのに具体的な
対策に取り組まず、さらに悪くなるような財政運営をしてい
ることです。

財政が悪くなればなるほど苦しむのは市民です
　そのことが分かっていながら、イベントのような消費的支
出に比重を置く財政運営は、市民の声に背を向けています。
　ところで、みなさんは湯けむり展望台にトイレがないこと
をご存知ですか。この展望台には連日のように多くの観光客
が訪れています。外国人観光客が、横にある樹木の陰で用を
足している姿を見て、大変申し訳ない思いがしました。
　また、海地獄前のバス停には、屋根や椅子もないのです。
　地獄地帯公園のトイレは未だに和式で臭気芬々です。とこ
ろが、改善する気配すら感じられません。お客様に満足して
帰ってもらうことこそ大事なことではないでしょうか。市長
は相変わらずイベントなどには積極的な予算を組んでいます。
　「市長自ら言っているように別府は財政非常事態です。」
　ところが、ニューヨークで竹の展覧会を計画し、起業家に
は大盤振る舞いをしているのです。
　言行不一致と言う言葉がこれほど似合う市長に出遭ったこ
とがありません。

これから考えられる財政運営について
　市財政の現状は説明しましたが、「ない袖は振れない」の
です。では、どのような対策が考えられるのか考えてみます。
１）行財政改革によって財源を生み出す
２）市長の給与を減額し、退職金を廃止する
３）議員定数を減らす
４）民間にできることは民間に切替え、可能な限り、正
規職員から非正規職員に切替える

５）市の財産を売却して財源にする
　以上説明したことを実施しなければ、財政維持ができない
ことは間違いありません。そのうち、「なんとかなるだろう」
という甘い考えは通用しないのです。
　すべての責任は、市長・議員・職員にありますが、これまで
警鐘を乱打されても立ち上がらなかった市民にも責任の一端
があることを指摘しておきます。
　市長は、「財政は待ったなしの状況」と言ってい
ます。
　それが本心であれば、たった４年間で、2,000万
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円の高額退職金を返上したらどうでしょうか。
　財政の健全化はすぐできるものではありません。長い時間
をかけ、血の滲む努力を重ね、やっと結果が出るのです。
　市長はこれまで、自ら歌い、踊り、はしゃいできました。
　ところが、最も重要な財政健全化や、公共施設の問題に積
極的に取り組んだ姿は見ることができません。
　イベントだけ一生懸命取り組み、肝心なことは避けている
としか思えないのです。もしかしたら、市長の考えには市民
のことはないのかも知れません。市長の立場を活用して、次
のステージに夢を描いていると思うのは私だけでしょうか。

（資料は別府市、国立社会保障人口問題研究所）

　次の選挙は、
10名減らし15名で　

　議会の最も重要な仕事は「行政の監視」です。
　問題点があれば正し、疑問点があれば質す。そして、執行
部に「政策提言」を行うことが求められています。ところが、
議会を「市長の言いなり」と受けとめているのです。それは
市民には納得できない議案など簡単に認めているからです。
　代表例が、鉄輪地獄地帯の土地売却や入湯税の問題です。
多くの観光客や市民が利用している公園の中心部を僅か400
万円で、さらに温泉権まで無償でつけて売却したのです。
　市民が納得できない土地売却問題を、なぜ議会は議論しな
いのでしょうか。私たちは議員に高い報酬を支払っています。
ところが、私たちの期待には応えてくれていないのです。
　来年４月に市長や市議会議員の選挙が行われます。また、
選挙の時だけ「市民の味方」を演じるのでしょうか。これま
で議会は、市長提案を原案のまま認めています。
　これでは議会の存在意義がありません。そんな議会に市民
は怒っているのです。
　「今日の財政非常事態を招いた責任は市長にあることは当
然です。それと同じように、財政窮迫が分かりながら、唯々
諾々と議案を認めてきた議会にも責任があります。」
　市民受けの発言を繰り返しながら、議決では市長の提案通
り、そんな議員に市民は怒っているのです。
　みなさんも、選挙に関心を持つだけでなく、議員が普段ど
のような活動しているか、しっかり見る必要があります。
　誰が、行財政改革に取り組み、誰が市民の期待に応えてくれ
るのか、真剣に考えなければならないのではないでしょうか。

　安易な議決を繰り返し、財政危機を招いた
議会に、あなたの無関心も責任があると言わ
れてもしかたのないことではないでしょうか。
　せめて、自分が選んだ議員がどのような
活動し議決をしているか。そして治めた税

金がどのように使われているか真剣に考え
てほしいのです。私たちに残された時間は
それほどありません。

どうしても納得できない
公園売却と出張旅費問題

　公園用地売却について、問い合わせや怒りの声が多く寄せ
られ、市民の関心の深さを感じることができました。
　本当に公園を売ったのか、一坪１万円は本当か、なぜ、温
泉権を無償で譲渡したのか、議会は、なぜ問題にしないのか
などです。
　市長は、市報４月号の「創」の中で次のように述べています。
　「世の中不思議な事が多いですね。そして私たちが思っている
以上に、人を陥れたり妬んだりする人が多いということに寂しさ
を覚えることもあります。火のない所に煙は立たぬといいますが、
どんな世界でも火がなくても無理やり煙を立てようとする方々も
います。」また、別の市報では『出張で赤字分をポケットマネー
で補填している』と述べています。
　この記事を見た市民から、私の市政だよりに対する反論で
はないかというご意見が寄せられました。
　子供じみた市長に、反論することの是非を考えましたが、
私も問題点を文字にした責任から意見を述べます。
　写真の地獄地帯公園は連日多くの観光客が利用しています。

　売る必要もない土地、
売ってはならない土地を、
なぜ安く（400坪400万円）
売ったのでしょうか。
　しかも、なぜ温泉権まで
無償で売ったのでしょうか。
　一方、市長は出張で赤字

が出たといっています。しかし、私が情報公開で求めた、誰
と、何処に泊まったのか、旅費から宿泊費に支払った金額な
ど、一切回答がありません。
また、「市長は火のない所に煙は立たないが、無理に煙を立
てようとする人がいる」と述べています。
　本当にそうでしょうか。情報公開に答えないばかりか、本
質を隠し、煙を消そうとしているのは市長なのです。
　市報を使って反論しているように見えますが、市報を個人
的な感情の発露に使って欲しくないですね。
　私と「公開討論」をするか、情報公開に誠実に答えれば済
む問題ではないでしょうか。
　市長は、「火のない所に煙は立たないというが、
無理やり煙を立てる人がいる」と述べていますが、
長野市長に火種がないことを願うのみです。

　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。
【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	 9162658

お礼とお願い


