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住みやすい町づくりは政治の責任

露天風呂や移動入浴車はムダ遣い
泉武弘の市議会報告

骸化しているように思えてなりません。質問をする側も、答
弁する側も、原稿用紙を持ち、想定問答をしているように見
えるのです。それでいて議員は口を開けば、二元代表制と声
高に言います。しかし、議決を見る限り市長の思うままになっ
ているとしか見えないのです。行政を監視することは議会の
責任です。それにも増して大事なことは、議会や議員を監視
する責任が市民にあるということです。隣の杵築市では、財
政窮迫が極限に達し、緊急対策を講じています。市民は、な
ぜ市長や議会が財政状態を認識していなかったのか疑問に
思っています。杵築市が開いている説明会では、市長や議会
に対し怒りの声で溢れているようです。
　別府市も同じようにならないためにも、議会は行政を厳し
く監視することが強く求められているのです。
　「二元代表制とは、法律や予算など審議・決議する権利を持
つのが議員です。一方で、決まったことを執行することを行
政権といいます。二元代表制というのは立法権を持つ議員と
行政権を持つ、行政の長をそれどれ選挙で選ぶ制度のことで
す。お互いが牽制し合いながら緊張感をもって住民福祉の増
進に努めます。ここでの問題は、議員や議会は権限を行使し
ながら行政を厳しく監視することが強く求められていること
なのです。

　平成25年９月障害のある人もない人も誰もが安心して安
全に暮らせる条例が施行されました。条例の前文で、「私た
ちは、障害のある人もない人も同じ地域社会の一員として、
全てに隔たりがなく平等な機会が与えられ、誰もがありのま
まの存在を認め合い、一人ひとりの個人の尊厳や人格や思い
が大切にされ、互いに支え合う心や共に思いやる心を育み、
自己選択や自己決定を尊重する真の意味での自立と社会参加
の実現を確立し、住む人も訪れる人も、障害のある人もない
人も、全ての人が社会の一員として共生社会を築き上げる役
割を担い、幸せや喜びを享受できる安心して安全に暮らせる
別府市を実現することを目指して、この条例を制定すると述
べています。

　ところが、条例はできましたが、安心して安全に暮らせる
街づくりは遅々として進んでいません。
　一方では、大型温泉建設、お湯配り、移動入浴車に多額の
税金を使っているのです。それなのになぜ、道路、歩道、公
園、市営住宅、市営温泉、学校などの整備を進めないのでしょ
うか。私が特に指摘したいのは、この条例に基づく街づくり
は、住む人だけでなく、別府を訪れる人にとっても大切だと
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議会は行政の監視ができているでしょうか
「議員は25名を10名減らし15名に」

　議会の主な仕事は行政を監視することですが、多くの市民
は議会や議員が責任をはたしているのか疑問に思っていま
す。
　これまで４年間の議決（賛成・反対）を見ると、大部分の
議員が全ての議案に賛成しています。私は賛成が悪いと言っ
ているのではありません。しかし、ただの一度も反対する必
要がなかったのか疑問に思っているのです。
　議員が全ての議案に賛成すれば、高い税金を払ってまで議
員を選出する必要はないのではないかと私は思っています。
　私の知る限り、別府市では初めて経常収支比率が97.8％
になりました。この数字からわかるのは、市財政の硬直化が
進み深刻な状態にあることです。それなのに、なぜ、議会は
賛成を繰り返してきたのでしょうか。私には議会の議論が形
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■全国と別府市の障害者手帳所持者数（平成29年度末現在）

区分 人　口
障害者手帳所持者数

人口比
身体障がい 知的障がい 精神障がい 計

全　国 126,501,966人
（H30.4.1現在/全国推計人口） 5,107,524人 1,079,938人 991,816人 7,179,278人 5.68％

大分県 1,143,976人
（H30.4.1現在） 62,112人 10,217人 8,853人 81,182人 7.10％

別府市 117,698人 6,590人 1,006人 1,207人 8,803人 7.48％
（身体・知的障がい者数：「平成29年度社会福祉行政業務報告（福祉行政報告）」より）
（精神障がい者数：「平成29年度衛生行政報告例」より）

条例はできたけれども
遅々として進まぬ対策
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いうことなのです。また、今年は障害者スポーツの総合競技
大会（パラリンピック）が開催されます。この機会に別府市
の街づくりをご一緒に考えてみたいと思います。

検証　公共施設は安心安全に使えるのでしょうか

歩道の整備もできない別府市の現状
　車いすが通れない、歩行者も歩きにくい、乳母車では危険
な歩道が随所にあります。その原因は、歩道上の障害物（電柱、
表示板など）、傾斜や段差、舗装の劣化などです。また、歩
道幅が十分でないため、車いすでは通れない場所も多くあり
ます。一方、県道別府山香線は歩道上にゲートを設置し、車
いすを遮断しています。また、馬場町１組付近では、ス－パー
ドラッグ進入路に傾斜をつけたため、車いすが通れないよう
になっています。県は車いすが通れなくなることが分かって
いながら許可したのです。県は何を考えているのでしょうか。
一口で言えば、県は条例を作って違反をしているのです。

歩道上にゲートが設置され、車いすでは通れない。

歩道が狭く電柱や表示板があり通れない。

公園出入口、トイレにも段差、
これでは障害者や高齢者は使えない

　公園は、
　○市が管理している公園　171公園
　○トイレがある公園　37カ所　○トイレの数　　44カ所
　○公園出入り口段差　32カ所　○トイレの段差　13カ所
　○多目的トイレ　　　29カ所　○洋式便器　　　33カ所
　公園やトイレの出入口に段差があります。しかもトイレが
狭く車いすでは利用できない公園もあります。また、全体的
に臭気芬々で思わず顔を背けたくなります。和式トイレやト

イレが狭いため、障害者や高齢者には使いにくいのです。

＊＊＊＊＊写真挿入　
　

日本で一番汚い市営墓地の便所。出入口には段差があります。

市営住宅・公園の出入口や室内の
段差解消はどうするのか

　市営住宅は、西別府住宅や新設亀川住宅ではすでにバリ
アーのない取り組みがされています。ところが、既存の2,500
室の大部分は依然としてバリアーが残っています。

市営団地内公園の出入口にゲート。

公園に段差があり、車いすでは利用できない。

土木費、県下14市中　下から２番

■一般会計当初予算における土木費の割合（平成30年度）
市　　名 一般会計 土 木 費 割　　合
大　分　市 180,737,000 21,967,474 12.2％
別　府　市  49,810,000  3,535,043  7.1％
中　津　市  40,746,059  4,967,546 12.2％
日　田　市  38,847,776  3,665,038  9.4％
佐　伯　市  46,968,000  4,971,955 10.6％
臼　杵　市  21,168,730  2,277,630 10.8％
津 久 見 市   9,766,000   957,231  9.8％
竹　田　市  21,581,000  1,852,858  8.6％
豊後高田市  14,563,714  1,547,022 10.6％
杵　築　市  21,170,000  1,536,774  7.3％
宇　佐　市  32,075,000  2,696,690  8.4％
豊後大野市  25,175,000  1,658,827  6.6％
由　布　市  17,304,196  1,621,865  9.4％
国　東　市  21,778,000  2,206,354 10.1％

■高齢独居世帯及び高齢夫婦世帯の構成比の推移
平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

総世帯数 （世帯） 52,579 54,762 55,871 55,394
高齢独居世帯数 （世帯） 6,595 7,401 8,140 9,072
高齢夫婦世帯数 （世帯） 4,185 4,894 5,505 6,021
高齢独居世帯割合 （％） 12.5 13.5 14.6 16.4
高齢夫婦世帯割合 （％） 8.0 8.9 9.9 10.9
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　予算を見ると、一般会計予算に占める土木費占める割合は
県下14市のうち下から２番目です。
（土木費とは、道路、橋、上下水道、公共施設整備、都市計
画事業などの予算です。）

　次に歩道整備などの予算を見てみます。

歩道改良や補修予算は、年間僅かに
1,000万円、これが長野市政だ

野口原～実相寺線（市役所～横断道路）

県道別府～山香線（野田トンネル付近）　※歩道のない道路

魚住町～立田線（富士見通り～駅前）

　この金額では歩道の整備が進まないのは当然です。ところ
が長野市長は、歩道整備より大型温泉、お湯配り、移動入浴
車などに4,000万円もかけているのです。一方、市民生活に
必要な歩道改良や補修の予算は僅かしかありません。
　これが、長野市長の市政運営の特徴なのです。別府市の道
路状態が悪いのは誰もが知るところで、特に単車での走行中
は身の危険を感じることがたびたびあります。

　要するに、市長は障害のある人や高齢者、住む
人や訪れる人にとって暮らしやすい街づくりを進
めることが市の責務ということを、もっと自覚す
べきなのです。

　市民は安心安全な住みやすい町をつくる、そのために税金
を納めているのです。
　また、民間の共同住宅や個人住宅も、障害者や高齢者が利
用しやすいような（合理的配慮）が求められます。
（合理的配慮とは、障害のある人が、他の人と平等に日常生
活又は社会生活を営むことができるよう、障害のある人の必
要に応じて、社会的な制度の整備及び支援を行うことです。
ただし、合理的配慮は、無制限に行われるものではありませ
ん。社会的障壁を取り除くに当たって、負担が過重にならな
い場合に行われます。）

民間共同住宅にも段差

　民間集合住宅の大部分には、玄関や靴脱ぎ場所に段差があ
ります。これでは、障害者は利用お断りと言っているような
ものです。この機会に、官民が協力しながら可能な限り、玄
関や靴脱ぎ、お風呂、便所、部屋の間仕切りなどの段差をな
くして、誰にもやさしい町づくりをすることが民間にも強く
求められます。

　ところで、長野市長が派手なことには大変熱心
なことは市民の知るところです。私は、そのこと
が悪いと言っているのではありません。しかし、
もっと大事なことは、障害のある人やない人、住
む人や訪れる人にとって安心安全な街にする責任
が市長にあると言っているのです。

　その点から見て、長野市長が全力で取り組んでいると思う
市民は少ないのではないでしょうか。それは、道路の現状や
予算からもわかります。　その代表的な例が、ワンコインバ
スがいまだに運行されていないことです。
　しかもこれは市長の選挙公約なのです。あえて言
えば、運行をするのは市長の責任で当然のことなの
です。なぜなら、選挙で約束し、それを信じた有権
者が長野さんに投票したから市長になったのです。

■歩道整備費一覧 （単位：円）

種　別 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

改修工事 5,381,313 3,077,711 6,109,560 8,738,773

補修工事 3,485,160 1,863,000 3,003,480 1,394,280

■支障物件一覧表
◎野口原実相寺公園道路
対象物 件数
電　柱 23件
信号柱  5件
標識柱  4件
その他  5件
バス停  8件

◎県道別府山香線
対象物 件数
電　柱  8件
信号柱  1件
標識柱  2件
切下げ 15件
バス停  1件

◎魚住町東立田町線
対象物 件数
電　柱 33件
街灯柱 55件
標識柱 14件
ミラー  4件
量水BOX 32件

■平成30年度確認申請件数
　（新設住宅戸数）
主要用途 新設棟数

住　　宅 346

併用住宅   5

長　　屋  20

共同住宅  21

計 392



大切なあなたの町のことなのです。 No.46 令和２年２月19日発行

4

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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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

　長野市長を一年近く見てきました。観光には一生懸命取り
組んでいるように見えます。反面、障害者や高齢者など社会
的に弱い立場の住民に寄り添った政治をしているとは到底思
えないのです。このままでは、ワンコインバスの運行ができ
るか大変危惧しています。それは、ワンコインバス運行に対
する市長発言が変わっていることからも見て取れます。
　私は、市長がワンコインバスを本当に運行させる情熱を
持っているか疑問に思っています。

塀の向こうが一坪１万円。温泉を無償で譲渡した元市有地で
す。（左側が山地獄、右側がカマド地獄です。）
　私は浪人中の４年間、住民監査請求、公開質問状や抗議文
を提出し、地獄地帯公園用地売却問題解明に取り組みました。
　住民監査請求は、請求期限が過ぎていたので監査できませ
んでした。また、長野市長に提出した公開質問には一切回答
がありませんでした。そこで説明責任放棄の抗議文を市長に
提出したのです。

　私は、９月議会で公園用地売却問題について質問しました。
　ところが、大変驚いたことに長野市長は４年前の
ことで記憶にないと答弁したのです。

　議会で質問する場合、事前に質問項目を通告しなければ質
問できません。では、なぜ、長野市長は記憶にないなどと答
弁したのでしょうか。
　敢えて言えば、それは長野市長の人間性としか言いよ

うがありません。それは同じように、公開質問状を無視
したことからも見て取れます。

　ここで不思議なことは、公園用地の売却に問題がなけれ
ば、なぜ、長野市長は堂々と議会の場で説明しなかったの
かということです。議員は、議会で疑問を質し、誤りを正す
ことができます。一方、市長から見れば、議会という場で堂々
と正当性を説明することができる絶好の機会なのです。
　ところが、記憶にないと答弁したことで、益々疑惑が深ま
りました。

　誰が見ても公園の中心部を、一坪１万円、しかも温泉
権まで無償で譲渡したことは理解できないことです。
　価格の競争もなく特定の業者に売却したことは、長野
市長の市政運営の特徴と言えます。

鉄輪地獄地帯公園用地売却問題とは
　平成28年３月７日　392坪を401万円、１坪１万
円で売却、しかも、温泉権を無償で譲渡した問題。
　売却の方法は随意契約で、特定の相手と契約し価
額の競争はない。しかも、他の希望者は売買に参加
できない。
　公有地の売却は誰でも入札に参加できる一般競争
入札で行うことが原則となっている。

お礼とお願い
　今回の市政だよりには、政務調査費339,900円
を使わせていただき感謝しています。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、「市政の真実」を発信し続けた
いと思っています。是非、みなさんの浄財で市政
だより発行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全部私がお届
けしています。

浄財のカンパは、
■行財政改革クラブ　泉　武弘
　みらい信用金庫　鉄輪支店　００５－９２０５３09

りました。

　誰が見ても公園の中心部を、一坪１万円、しかも温泉
権まで無償で譲渡したことは理解できないことです。
　価格の競争もなく特定の業者に売却したことは、長野
市長の市政運営の特徴と言えます。

別府市から土地を買えば
ただで温泉権が付いてくる


