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市 は、民間にできる仕事まで 税金でしています
泉 武弘

今回はB‐biz LINK（産業連携
機構）について考えてみましょう

みなさんはB-biz LINKをご存知ですか。この組織は、平
成29年に起業、創業、人材育成、新商品の開発、観光地域
づくり、販路開拓等を進めるために別府市がつくった社団法
人産業連携協働プラットフォームB-biz LINKです。
以下名称は、産業連携機構とします。
産業連携機構問題の前に、別府市は市民に対し何をしなけ
ればならないかについて考えます。
地方自治法では、市の役割について、「住民福祉の増進を
図ることを基本とする」と定めています。
言い換えれば、
「市は住民を幸せにしなければならない」
ということなのです。これから人口が大幅に減少する反面、
高齢者が増加し、福祉に必要な財源は増えるばかりです。

ですか

泉 武弘

元気

お
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「ここでの問題は、そうした状況の中、市
財政が窮迫しているのに産業連携機構がして
いる仕事を、税金でしなければならないかと
いうことなのです。」

市議会議員 泉 武弘

そればかりか、産業連携機構の業務内容は商工会議所や観
光協会と重なっているのです。それらの仕事は民間で十分で
きるのです。それなのに、市長はなぜ各種団体と連携しない
のでしょうか。
長野市長は、民間にできる仕事まで取り込み、自ら旗を振っ
ています。これでは、市の仕事や経費が増えるばかりです。
他の自治体では、民間にできることは民間に、正規職員でな
くてもできる仕事は非正規職員へ切り替えているのです。

検証

長野市政の６年

では、産業連携機構の社員を
見てみましょう

みなさんに議員に選んでいただきもうすぐ２年になりま
す。この間、私の政治活動に対して多くの方からご意見やご
批判をいただき心から感謝しています。市政だよりは、令和
元年に40,000世帯、２年には30,000世帯、私自身がお届け
することができました。
この市政だよりは、昭和54年から149万6,000世帯にお届
けしています。自分でも驚くべき数字ですが、これまで一度
も迷うことなく発行してきました。それは、みなさんに市政
の実態を知ってほしいとの願いからです。
市政だよりの発行に係る費用は大変です。しかし、それを
配付するのはもっと大変なことです。
ところで、長野市長になって６年になろうとしています。
この間、議会で市長と多くの議論をしてきました。それによ
り、私と長野市長には市政に対する基本的な考えに大きな違
いがあることが明確になってきました。今回は、長野市長の
市政運営の問題点をより深く掘り下げお伝えします。

令和２年６月22日現在、社員13名中、市から職員７名を
派遣し、理事長は阿南副市長です。このことから分かるよう
に、社団法人は実質的に市が運営しているのです。
大変心配なことは、長野市長になってから組織が肥大化し、
それに伴い管理職が22名も増加していることです。
それは、別府市では民間にできることまで市が直接して
いるからです。

次に、産業連携機構の予算を
見てみましょう
令和元年度の事業報告から検証します。産業連携機構の収
入は、①負担金収入２億1,900万円 ②委託料収入１億288
万円＝収入合計３億6,000万円となっています。
産業連携機構が市から受託した事業は15件9,334万円で
す。ところが、市から受託した事業を他の業者に6,614万円
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大切なあなたの町のことなのです。

あんた︒
いつもお土産は︑
お菓子しか買ってこないから︑
ヒラなのよ︒

で再委託しているのです。
市からの受託額と、再委託額の差額は2,719万円です。
この差額が産業連携機構の利益となっています。
市の業務を引き受け、その仕事を他の業者に再委託して
2,700万円手にしているのです。

次に、市は産業連携機構に対しどのように
業務を発注しているのか見てみます
信じられないことですが、市は１億2,800万円の業務を競
争もさせずに産業連携機構一社に随意で発注しています。
市は建築などの仕事を発注する場合、原則競争入札にして
います。ところが、産業連携機構だけは１億2,800万円の業
務を随意契約で委託し、さらに、その仕事を他の業者に再委
託することまで認めているのです。これでは、タコが自分の
足を食っているようなものです。

ここでの問題は、9,208,807円も税 金を
使って温泉を配る必要があるのかということ
です。
この写真はその広告宣伝に使ったものです。この写真につ
いて市民から多くの意見が寄せられています。

「なぜ、女性の入浴写真に、『お持ち帰り
しませんか。
』という文字を入れたのか、ま
るで、女性を自由に持ちかえることができ
ると誤解を与える。」

ところが、そればかりではないのです。
驚いたことに、産業連携機構には業者の登録や資格審査、
指名等のルールがないのです。
これではまさにやりたい放題と言えるのではないでしょう
か。見方を変えれば、市の仕事は規則に沿って競争入札をし

「別府市は、泉質も湯量も豊富なのに、女性蔑視
と思える文字をなぜ入れたのか、市民として恥ずか
しい。」
「市の感覚を疑う、温泉の素晴らしさを訴えずに
入浴写真を強調していること自体が、市の感覚が貧
しいことを表している。」

なければなりません。 だから、業者を自由に選べる産業

連携機構を迂回して発注しているとしか私には思えない
のですがいかがでしょうか。

産業連携機構の仕事から、
Hot便で届ける温泉土産を検証します。

次に、源泉100％の別府温泉が浴場施設ごと
やってくると言うキャッチフレーズで、移動入浴
車を学園祭などに出し入浴してもらう事業です。

ここでの問題は、
「別府市が税金を使ってま
でこれらの仕事をしなければならないか」と
いうことです。

お持ち帰りしませんか。

ここでの問題は、 税金を23,901,459円も
使って入浴させることが市の仕事かという
ことです。
長野市長は、とにかく目立つことが大好きなように見えま
す。派手に振る舞うことで、観光客や観光消費額が増えれば
問題はありません。

ところが、長野市長が就任した平成26年と平
成30年の対比では、観光消費額、国内宿泊客数、
日帰り客等の一人当たりの消費額は減少してい
るのです。これまで、ワンコインバスの運行や、
高齢者や障害者対策、道路など都市環境整備を
先送りしてまで産業連携機構を通じて大判振る
舞いをしてきましたが、全然結果が出ていない
のです。

人権に配慮して、私がボカシを入れました。
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市民は、市長の派手なパフォーマンスより、ワンコイ
ンバスの運行や高齢者・障害者の住みやすい生活環境整
備に、真剣に取り組むべきだと思っているのです。

市長は500名雇用を発表しましたが
ハローワークの求人状況は次のとおりでした。
２月有効求人／2,053人
４月有効求人／2,200人

大判振る舞いで財政は大丈夫でしょうか

次に、他の自治体の取り組み状況を見てみます。

人口減少やコロナの影響で市の収入は確実に減り

都市名

続けます。一方、借入金は大型事業（市営住宅や中
学校建設）で大幅に増えています。
ここでの問題は、収入が減るのに、負債が大幅に
増えていることです。このままでは、市財政が維持
できないことは誰にも分かります。しかも、毎年ほ

人

口

府

市

500名

115,848名

神

戸

市

100名

1,518,870名

大

阪

市

48名

2,746,983名

青

森

市

20名

129,917名

板

橋

区

20名

572,490名

区

30名

260,379名

県

50名

5,108,451名

福

に対し、毎年必ず出ていく支出（人件費、民生費、

雇用人数

別

港

ぼ変わらずに入ってくる収入「市税、使用料など」

岡

臨時に職員を採用している他の自治体を調査した結果、
大部分の自治体では、仕事の内容を決めてから募集人員を決
めていることがわかりました。
その中で神戸市は、募集人員を決めてから仕事の内容を決
めています。それは、神戸市の採用者は内定を取り消された
新卒者を採用しているからです。
長野市長は、なぜ、500名かと聞かれ、
「安心を与える効果」
と答弁したことには大変驚きました。

借入金返済）の比率（経常収支比率）が97.5％と異
常に高い数値となっていることです。
別府市は、財政の硬直化が進み、財政に余裕がな
いことを示しているのです。

500人の臨時雇用問題を考える

ここでの問題は、仕事も決まっていない時点で、
いきなり500名雇用を発表したことです。
いかにも長野市長らしいとは思えますが、それは許されな
いことです。なぜなら、500名を雇用すれば、年間延べ6,000
人となります。それに伴い、年間６億円の人件費と仕事が必
要となるからです。長野商店の代表であればどんな大風呂敷
を広げても問題ありませんが、貴重な税金を使う以上、予算
には根拠がなければならないのです。

長野市長は、コロナの影響で、失業した市民の生活を守る
ため、500名を市の職員として臨時に雇用をすると発表しま
した。働く場を得て助かった市民もいますが、一方問題点も
多く見つかりました。
１）市は、臨時雇用の面接時に、応募資格があるか、解雇、
内定取り消し、休業中、世帯収入の減少等確認していま
す。ところが、失業保険の有無、ハローワーク等の求職
活動など聞き取りをしていないのです。
２）現在、正規職員952名、非正規職員720名、合計1,672
名が働いています。さらに、臨時の職員500名（年間
6,000名）を雇用して仕事は確保できるのか。
３）失業保険、ハローワーク、雇用調整助成金などで対応は
できなかったのか。
４）現在、臨時雇用職員250名の内、100名以上が消毒作業
をしています。この仕事を、失業者雇用を条件に、民間
業者に発注し、人件費を負担割合にすれば、業者も仕事
が増え、市も人件費の負担額が減少します。

立命館アジア太平洋大学、別
府大学、溝部学園との連携は市
の将来を決めるほど重要なこと
なのです。この小さな町に外国
人留学生3,078名、国内の大学
生5,501人が住んでいます。別
府市の未来は、大学生の国際的
な知見やエネルギーにかかって
いると言っても過言ではありま
せん。

３月有効求人／1,929人
５月有効求人／2,232人

「市政運営の問題は、民間にできる仕事ま
で市が税金でしていることです。」
前述のように、商工会議所、観光協会、ホテル旅館組合連
合会などと連携すれば、市が敢えて産業連携機構を造る必要
はなかったのです。長野市長は、自ら旗を振り、目立つ存在
でなければ我慢できないのかも知れません。
行政効率を発揮するには、国、県、大学、各種団体との連
携は大切なことなのです。

今こそ、
大学生の
エネルギーや
国際性、知見を
市の将来に
生かすとき
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市長は、自分が旗を振るのでは
なく、市井の有為な人材の力が発
揮しやすいような環境整備こそ全
力で取り組むべきなのです。

「 あ れ も こ れ も で は な く、
あれか これかを選択しなけれ
ば、市の財政が持たないことを、
この機会に是非理解して欲しい
のです。」

大切なあなたの町のことなのです。
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露天風呂を造れば市民は幸せになれるのでしょうか。市
長は、儲かる別府、稼ぐ別府を標榜していますが、本当に
露天風呂で稼ぐことができるのでしょうか。
稼ぐことができるとすれば、なぜ、民間業者が取りくま
ないのでしょうか。
財政が厳しい中、市民に関係のない露天風呂や全国にお
湯を配り、移動入浴車まで作っているのです。しかも、こ
れらの事業に５千万円も使うのです。多くの市民が、ワン
コインバスや障害者や高齢者が住みやすい街づくりを求め
ていることがなぜわからないのでしょうか。

どうしても納得できないコーナー

★

「長野市長、これ以上ムダ遣いは辞めてという市
民の悲痛な声が聞こえてくるのは私だけでしょうか。」
それにしても、議会の行政監視は目を覆いたくな

※写真は、売却したカマド地獄横の地獄地帯公園の一部です。

ります。なぜ、このような予算に賛成するのでしょ

鉄輪地獄地帯公園用地売却問題

うか。議員は、口を開けば市民の味方と声を大にし

市は、平成28年に写真の公園用地400坪を400万円で売
却しました。しかも、温泉権までタダで譲渡したのです。ど
のような角度から見ても公園用地を売却する正当な理由があ
りません。また、温泉権をタダで譲渡する理由もないのです。
長野市長、なぜ、売る必要もない公園用地を、一坪、僅か
10,000円で、しかも、温泉権までタダで譲渡したのですか。
なぜ、売却した土地（写真塀の手前）に境界杭がないのです
か？ なぜ、境界の明示ができないのですか？ なぜ、放置
しているのですか？ なぜ、特別扱いをするのですか？ そ
うした市長の姿勢が市民には納得できないのです。

て言います。しかし、本当に市民のことを考えてい
るとは私には思えないのです。一日も早く、議員の
数を25名から、10名減らし、15名にする運動に取
り組んで欲しいと心から願っています。これからも、
無気力に賛成ばかり繰り返せば「議会不要論」が現
実のものとなる日も近いことも指摘しておきます。

ホームページはインターネットで

大型露天風呂・お湯配り・移動入浴車等は
税金でする仕事でありません。

お礼とお願い

今回の市政だより40,000枚には、政務調査費
356,000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支援していただきますよう
お願い申し上げます。

私が市政だよりを

お届けしています︒

市長は大型
露天風呂（ブ
ルーラグーン）
建設に異常な
ほど意欲を示
※写真は露天風呂のイメージ しています。

寒い日も︑暑い日も︑

「別府市議会議員泉武弘」を検索すれば
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。

尚、市政だよりは経費削減のため４万世帯
全部私がお届けしています。
浄財のカンパは、
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