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大切なあなたの町のことなのです。

あなたは、全国にお湯を配り、
移動入浴車をつくり、大型温泉などに
4,000万円使うことに賛成ですか？

　長野市長は、５年になるのに未だにワンコインバスの約束
を果たしていません。それどころか、今度は全国にお湯を配
るのに1,100万円。そればかりではありません。車に風呂を
付け入浴させるのに2,000万円。さらに、大型露天風呂を造
る費用として900万円が使われます。
　なぜ、税金を使って、お湯を配り、移動入浴車を造り、露
天風呂を造る必要があるのでしょうか。別府に露天風呂が必
要であれば、それは民間事業者が造るのではないでしょうか。
　いま一つの問題は、市が関与し温泉施設を造れば、温泉事
業を生業にしている民間業者の経営を圧迫することに繋がり
ます。
　私たちは、景観や歴史、さらにはその土地ならではの食べ
物や人々の暮らしに触れることができるから観光に行くので
す。一体、税金を使ってお湯を配ることにどんな意味がある
のでしょうか。
　4,000万円も温泉に使うのであれば、なぜ約束したワンコ
インバスに使わないのでしょうか。
　長野市長は派手なことには情熱を傾けますが、高齢者や障
害を持っている市民の幸せづくりに熱意を感じることができ
ません。
　これでは、長野市長は有権者の関心をひくためワンコイン
バスを約束したと言われても仕方ありません。

“市長や議会は身を切る改革を”
市長は退職金を廃止し、議会は自ら
数を減らし、バス運行の財源に

　ワンコインバスには多額の財源が必要です。そこでまず、
市長や議員は身を切る覚悟が必要です。加えて指摘すると、
市長や議員が、権利や地位に固執すれば市民の理解を得るこ
とはできません。長野市長は、選挙公約で退職金を大幅に減
額すると約束していました。いまが、実現する絶好の機会で
す。さらに言えば、この機会に市長の退職金制度を廃止する
ことです。それは、退職金の大幅減額を約束した長野市長に
は簡単にできることなのです。
　いずれにせよ、長野市長が退職金の減額や廃止に取り組ま
なければ、その公約が選挙を有利に進めるためだったと市民
は思うでしょう。
　一方、議会も自ら議員の数を10名減らし、ワンコインバ
スの財源にすれば市民の高い評価と支持を得ることができる
のです。しかも、議会が10名減らすことは難しい問題では
ないのです。なぜなら、多くの市民が議員削減を求めている
からです。
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のでしょうか。
　4,000万円も温泉に使うのであれば、なぜ約束したワンコ
インバスに使わないのでしょうか。
　長野市長は派手なことには情熱を傾けますが、高齢者や障
害を持っている市民の幸せづくりに熱意を感じることができ

市議会議員　泉　武弘

市長の公約から５年
ワンコインバス運行の目途立たず

　長野市長は、選挙でワンコインバスの運行を約束して当選
しました。少なくとも市民の皆さんは、長野さんが市長にな
れば、ワンコインバスで買い物や通院ができると期待したの
です。
　ところが、市内何処を見てもワンコインバスは運行してい
ません。６月議会で、その点について質問しました。
　驚いたことに、今から調査をするとのことでした。市長に
なって５年、今から調査するとは、一体今まで何をしてきた
のでしょうか。長野市長の取り組みには本当にがっかりして
います。ワンコインバスは市長自ら有権者と約束したのです。
ところが、市長の発言からは熱意や情熱を感じることができ
ないのです。
　一言で言えば、選挙に勝つために有権者を利用したと言わ
れても仕方ないでしょう。さらに言えば、市長に通院や買い
物に行けない高齢者・障害を持っている人たちの悲痛な叫び
は届いていません。もっとこうした方たちの声に耳を傾けて
欲しいものです。
　今、市政の優先課題はワンコインバス運行と市の財政健全
化なのです。そのうえで、ワンコインバスの財源を確保しな
ければなりません。ところが、６月で議決した結果は、別府
のお湯を全国に配り、大型露天風呂を造り、移動入浴車を動
かすなどです。市民に全く必要のない事業に税金を湯水のよ
うに使おうとしているのです。
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　総理大臣より高い
　　　　　市長の退職金　

　次の表は、歴代市長の退職金と、歴代総理大臣の退職金で
す。
井上　信幸さん 6,500万円 村山　富市さん 130万円

浜田　博さん　 7,100万円 小渕　恵三さん 230万円

長野　恭紘さん 1,700万円 橋本龍太郎さん 270万円

森　　喜朗さん 280万円

　□内は市長 小泉純一郎さん 670万円

■内閣総理大臣等の退職手当

退職手当の額（万円） 備　　　考

内閣総理大臣    524 在職期間４年の場合

最高裁判所長官 4,944 在職期間10年の場合

最高裁判所判事 3,607 同　　　上

　当時の小泉総理大臣が経済財政諮問会議で次のように発言
して、首長の退職金が注目を浴びることになりました。
　「知事や市長は、どうしてあれほどたくさんの退職金
をもらうのか。総理大臣も各大臣も退職金は要らないか
ら、知事や市長は、もっと退職金について考えて欲しい」
　市長の退職金にはみなさんの税金が使われます。自営業者、
会社経営者、年金生活者、サラリーマン、ハンディキャップ
を持っている方、失業中の方などに納めていただいた税金が
使われています。ところが、市長の退職金はあまりにも市民
の生活とかけ離れています。長野市長が、自らの退職金だけ
でなく、市長の退職金制度を廃止する勇気があるのか市民は
注目しています。
　今も、多くの市民から政治家の鏡として尊敬を受け続けて
いる元市長の脇鉄一さんを新聞は次のように紹介していま
す。
　「清貧に生きた、任期中に市長の恩給を廃止。市長選に敗
れて、市長公舎を去るとき。いまだに手のひら大の土地も、
ひざを入れる自分の家とてない始末、しかたなく、友人宅の
隅に仮住まいした」
　なぜ、こんな人物が市長の座を追われたのか。
　「“時代遅れのばか者”と言われても“選挙必勝法”はしな
い」と公言した。必勝法とは①仕事よりも次の選挙準備をす
る②市民の冠婚葬祭には満遍なく礼を厚くする③市全体の利
益になることでも、反対者があることには手を付けないなど。
亡くなる１週間前、甥が運転する車で高台から「別府国際観
光港を眺め『これが僕の形見だ』と感慨深げだった。
　功績多大なのに、忘れられた存在。せめて県内政治の手本
にして欲しい。」まさに、政治家の手本であり、金言である。
私の政治活動を振り返ってみると努力不足を痛感するのみで
す。せめて、泉武弘を信頼して良かったと言われるように全
力で頑張ることを今一度心に誓いたい。
（私は市長選挙で退職金廃止を約束しています。）

（出典　2013年６月２日　大分合同新聞朝刊）

議会は、市民生活より大型温泉や
移動入浴車、温泉を配る予算を可決

　選挙で、立候補者は市民のために働くことを訴え戦ったの
です。ところが、高齢者やハンディキャップを持っている住
民に必要なワンコインバスより、大型温泉、移動入浴車、お
湯を配る予算を議会は認めてしまったのです。
　議会は一体どうなっているのでしょうか。市民が、お湯を
配ったり移動入浴車を造ったり、大型露天風呂に税金を使う
ことを望んでいると思っているのでしょうか。
　要するに、このようなムダな予算を認める議会だから、議
員を減らさなければならないと市民は思っているのです。
　

　私が予算に反対した理由は、泉武弘のホームページの動画
でご覧いただけます。

あなたも、議員を10名減らす運動に
参加しませんか

　私は、別府市は議員の数が多すぎると思っています。とこ
ろが、長野市長は「議員が多ければより住民の意見が反映さ
れる」と答弁しました。果たしてそうでしょうか。
　それは、議会が行政監視機能を発揮している場合に言える
ことです。残念ながら今、市議会は行政の監視が十分できて
いるとは言えません。私は、先の選挙で議員を10名減らす
ことを約束しています。
　「すでに、市長や議長・自治会連合会・自治委員会
に対して議員削減に取り組んでいただくように要望
書を提出しました。」
　私が、議員数の削減を求める理由は
１）行政を監視できない議員は削減した方がよい
２）議会は、財政の硬直化が進むことが分かっていながら

次々に賛成を繰り返し、財政窮迫を招いた責任がある
３）議会では、議員が質問用紙を、執行部が答弁用紙を読み、

市民が求める深い議論ができていない
４）別府市議会を少数精鋭の議会にする
５）多くの市民は議員削減を求めている
大東市　　　人口　120,508人 ―― 議員数　17名
羽曳野市　　人口　113,056人 ―― 議員数　18名
河内長野市　人口　105,265人 ―― 議員数　18名
松原市　　　人口　120,750人 ―― 議員数　18名

　もう我慢できない、
公共施設の赤字経営　

　みなさんは、市営温泉などの経営について考えたことがあ
りますか。多くの施設で赤字経営が続いているのです。

　　市営温泉14カ所、
年間１億2,000万円　　

　私が予算に反対した理由は、泉武弘のホームページの動画

　「議員にとって議決は命です。信じられないこと
ですが、この予算に反対したのは、私を含め３人だ
けです。」
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■市営温泉14施設の平成29年度収支状況
　（無料の熱の湯温泉と鶴寿温泉を除く）

金　　　額
収　　入　　額 　  77,548,730円
支　　出　　額 　197,538,603円
差　　引　　額 △119,989,873円

赤字額が多い上位３施設は次のとおりです
■平成29年度収支状況

施　設　名 金　　　額
１　北浜温泉　　 △37,847,912円
２　湯都ピア浜脇 △30,279,068円
３　柴石温泉　　 △16,623,483円

※指定管理者から報告された施設ごとの指定管理料の充当額により、
市営温泉各施設の収支状況を算定したもの。

　14の市営温泉の収支状況は、年間１億2,000万円の赤字
です。そればかりではありません。これまでの10年間、約
１億円の赤字経営を続けているのです。このような経営は民
間事業者では考えられないことです。私も市営温泉を楽しみ
にしている住民の気持ちは十分理解できます。しかし、これ
以上赤字経営を続けることはできないのです。
　まさに、親方日の丸の代表、放漫経営に怒り心頭です。結
局のところ、市営温泉の赤字補填に、利用しない市民の税金
も充当されるのです。一方、町内の共同温泉や温泉経営を生
業にしている事業者にも大きな影響を与えているのです。

　　実相寺パークゴルフ場は
年間2,700万円の赤字　　

　この事業は平成23～25年にパークゴルフ場として整備さ
れたものです。当初、各種大会を誘致する計画でしたが、実
現できていません。赤字を減らすには利用客を増やさなけれ
ばなりません。
総事業費 ４億3,045万円
令和元年維持管理費 3,045万円
令和元年使用料収入他 904万円

年間赤字額 2,700万円

　　実相寺多目的広場でも
年間3,280万円の赤字　　

　この施設は以前から多目的広場として利用されていまし
た。今回、ワールドカップラグビーのキャンプ地として整備
しましたが、大会後大幅な赤字になることが予想されます。

整備事業費・誘致費 ４億4,139万円
令和２年維持管理費見込 3,433万円
令和２年使用料見込 152万円

年間赤字見込額 3,280万円

竹細工伝統的産業会館でも赤字
　平成４～６年に、総事業費８億円かけて建設しました。平
成30年度の収支状況を見ると
年間維持管理費 3,595万円
収入 327万円

年間赤字額 3,267万円

　この他にも、公設市場、コミニュテーセンター（芝居小屋）
なども赤字経営を続け、税金が湯水のように使われています。
　市長や職員は、市が経営だから赤字で良いと思っているか
もしれません。しかし、市の経営だから赤字を出してはなら
ないのです。それは民間事業者と違い、税金は免除され、し
かも市有地で事業をしています。それでも赤字をだしている
のです。このことから言えることは、行政が不必要な事業、
採算の合わない事業をしてはならないことです。
　そうした反省もなく、またも無意味な、大型温泉や風呂付
自動車、温泉配りだと、泉武弘は思っているのです。

　“長野市長になって
管理職大幅増加”　

　長野さんが平成27年に市長に就任しました。当時、管理
職は72名でした。ところが、令和元年には94名と22名も管
理職が増えているのです。また、管理職手当を見ると、平成
24年から令和元年までに4,951,872円も増加しているので
す。

■管理職内訳
平成27年度

平成28年度 平成29年度 平成30年度
平成31年度（令和元年度）

4月1日 6月1日 4月1日 5月27日
部長級 9 10 12 15 14 9 15
次長級 8 9 12 10 10 6 9
課長級 42 43 41 45 45 41 45
参事級 13 19 23 25 25 24 25
合計 72 81 88 95 94 80 94
対職員数比 7.0% 7.9% 8.7% 9.6% 9.7% 8.4% 9.9%

■管理職手当の支給見込み（平成31年度）
人数 月額 年　額

部　　長 14 69,000  11,592,000 
次　　長 9 62,000  6,696,000 
課　　長 42 57,000  28,728,000 
課長参事 23 55,000  15,180,000 
幼稚園長 14   5,000  840,000 

102 63,036,000
＊人数については、令和元年５月末現在

　別府市では毎年人口が減少していますが、組織は拡大し管
理職の数も大幅に増加しているのです。
　ここでの問題は、他の自治体では組織の縮小や職員の減少
に取り組んでいます。ところが、人口が減少しているのに別
府市では拡大しているのです。
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ホームページは動画でも
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。

ホームページは、「別府市議会議員泉武弘」でも
検索できます。
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市議会は機能しているか

■議員一人当たりに要する経費（平均）【平成30年度】
報　酬 期末手当 政務活動 一般行

政視察
常任委員会
視察 合　計

金　 額 140,352,000  54,854,240  9,113,094  1,628,740  1,829,840 

対象議員数 25 25 24 19 23

一人当たりの金額
（円/人） 5,614,080 2,194,170 379,712 85,723 79,558 8,353,243円/人

　地方自治体は、住民が首長（市長）と議会議員を直接選挙
で選ぶ制度をとっています。さらには、首長・議会がそれぞ
れ住民に対して直接責任を負う制度で、これを二元代表制と
言います。
　従って、市議会は、市民の声を市政に反映するところで、
市の意思を決定する機関です。二元代表制では、相互のけん
制・抑制と均衡によって市長と議会が緊張関係を持ち続ける
ことが求められています。
　私たちの町を住みよくするためには、財源の問題や実施体
制などを解決することが必要です。

　皆さんは選挙で市長や議員を選びます。その人たちが市民
に代わって住みよい街にする話し合いをする機関が市議会で
す。
　ところが、市長と議会は必ずしもうまく機能しているとは
思えません。二元代表制と言いながら、実際は「なれ合い議
会」のように思えるからです。
　地方議会は、国政のように「与党・野党」という役割は存
在しません。それは本来、地方議会は全体として野党的な立
場をとりながら、市長との緊張関係を保つことを前提として
いるからです。
　しかし現状は、市長の提案になんでも賛成する、市長与党
議員が多いのが現状なのです。これでは、市民の利益を守る
ことができないのです。市民は、形骸化した議会にウンザリ
しているのです。そればかりか、議会が必要なのだろうかと
いう疑問をもっています。なんでも賛成する議員では、議会
不要論が強くなることは確実なのです。
　お湯を配り、移動入浴車を造り、露天風呂などのムダな予
算に賛成したことに市民は失望しているのです。
　今厳しく問われているのは、議会・議員の責任や在り方、
そして存在意義なのです。
　いま一つの問題は、あなたが選んだ議員に対し
て、あなたがどのように責任を持つか問われてい
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。

お礼とお願い
今回の発行部数　40,000万部

　市政だより発行に当たっては多くの方に浄財を
いただき続けることができました。しかし、政治
活動を活発にすればするほど資金が不足します。
これからも、できるだけ情報発信を続けたいと
思っています。是非、みなさんの浄財で政治活動
をご支援していただきますようお願い申し上げま
す。
　尚、市政だよりは経費削減のため私がお届けし
ています。
浄財のカンパは、
■泉　武弘政策研究所　泉　武弘
　みらい信用金庫　鉄輪支店　００５－９２０５３１７

露天風呂・移動入浴車・お湯を配る予算に
誰が賛成したのでしょうか


