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泉武弘の市議会報告

ここで問題になるのは、 
選挙の約束とはこんなにも軽いもので 

よいのかということなのです。
　私の政治活動に対し一番多く寄せられた質問は、ワンコイ
ンバスの運行はいつから始まるのかというものでした。今回
の運行断念により、選挙の約束とはこんなにも軽いものなの
かとあらためて考えさせられました。これでは、市民が政治
家を信じないのは当然のように私には感じられます。
　結局のところ、選挙で有権者の歓心を買うために約束した
としか私には思えません。あなたはこの公約違反をどう思い
ますか。
　長野市長は、市報３月号の〝創〟で選挙公約「そのあとに、
なにが残るのか」の文中、昨年10月、11月の市長選挙後の
展開を興味深く見ていました。いずれの選挙も新人が現職を
破り勝利。勝因の大部分は、公約で「新型コロナ対策として
５万円を配る」というものでした。しかし、結果として公約
は議会に否決されいまだに実現されていません。（中間省略）
お二人とも政治経験豊富な方のようですから、このようなこ
とは想定できたはず。実現できない場合はどう責任を取るつ
もりだったのだろうか、市民はこれで納得するだろうか。希
望を託して投票した人が目玉の公約を守らない、そのあとに
一体何が残るだろうか。市民のみなさんが後悔と虚しさを抱
えないため、良い教訓として全身全霊で政策の実現のため全
力で取り組む」と長野市長は述べているのです。
　私は、ワンコインバス運行断念に対する怒りを忘れ、久し
ぶり市長のユーモアに満ち溢れた文章と人間性を見ることが
できました。
　みなさんも、ワンコインバス運行断念に対する市
民の怒りを市長が理解していないことが良くわかっ
たことでしょう。

　なお、これまでの長野市長の執政を振り返ると公約を守ら
ないことは今回だけでないことが分かります。
　こんな公約もありました。最初の市長選挙では、別府市財
政の財源確保の一環として市長の退職金（約3,000万円）を
廃止するということでした。しかし実際には依然として市長
は退職金を受け取っています。
　また、赤銅御殿を復活させると約束したこともありましたね。
　あえて言えば、市長は饒舌で、しかも目立つことは一生懸
命取り組みますが、その言行が一致しないことをみなさんは
知るべきではないでしょうか。
　その代表的な例が、長野さんの選挙公報に記載された、長
野やすひろが目指すのは「市民に寄り添う政治」という言葉
ではないでしょうか。
　それは先ず、ワンコインバス導入を約束しながら市民に説
明もなく断念したことにもよく表れています。
　また、高齢者や障がいを持っている者が生活をするうえで
支障となる段差や傾斜が、歩道や公園には依然としてあり、
大きな壁となっています。
　これが、長野市長が言う市民に寄り添う政治の現状なので
す。
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　長野市長は選挙で「高齢者の皆さんの足確保にワンコイン
バスを導入します」と約束しました。その約束を信じた高齢
者や障がいを持っている者はワンコインバスの運行に期待し
実現の日を待っていました。
　ところが３月議会で、私の次の質問「市長の残り任期中に
公約のワンコインバス運行はできるのか」に対して、市長は
次のように答弁しました。
　「初期投資１億円、毎年１億円経費がかかり、導入は
難しいと感じている」と運行断念を表明しました。
　ワンコインバスの運行は多くの市民が期待をしており、そ
うした状況から安易に断念することは決して許されないこと
なのです。
　早いもので、長野さんが選挙で約束してから６年過ぎまし
たが、高齢者や障がいを持っている者はワンコインバス運行
の日が来ることを辛抱強く待っていたのです。
　ところが、何の説明もなく高齢者や障がいを持っている社会
的に弱い立場の人の期待や夢を無残にも踏みにじったのす。

特集

税金を使って大型露天風呂を造る必要はありません

露天風呂や移動入浴車はムダ遣い

選挙公約違反
ワンコインバス運行断念は
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　つまりは、ことばだけで実が伴わない政治、それが長野市
長の特徴ということをあなたにも今一度考えていただきたい
のです。
　前述したように、市民生活に必要な環境整備は遅々として
進んでいません。
　それができない理由は、整備が進んでいないのではなく、
整備する熱意がないからです。そのことは、これまでの予算
をみれば一目瞭然です。
　市長はワンコインスバスの運行財源がないと言いながら、
全国にお湯を配り、B-bizLINK（ビービズリンク）に対し
人件費や事務所借り上げ費用を負担し、多くの業務を入札も
しないで発注しているのです。
　言葉で市民に寄り添う政治と強調してもこれが現実だと私
は断定します。
　それにしても、政治家の約束はこんなにも軽いものなので
しょうか。
　長野さんを応援して、ワンコインバスの運行を期待した高
齢者や障がいを持っている者の気持ちを考えると本当にやる
せないない気持ちです。

ワンコインバス断念の理由は本当に
財源問題なのでしょうか

　市長は断念した理由を次のように説明しました。
「初期投資に１億円、毎年１億円の経費がかかり難しい」こ
れが断念した理由です。しかし、私には理解できません。
　それは、バスを運行すれば経費がかかることは最初から分
かっていたことだからです。しかも、これまで議会や市民に
は一度も運行断念の説明がないばかりか、いきなり運行断念
を議会で表明したのです。
　長野さんは、選挙公約を発表する前にワンコインバスの運
行に必要な財源をどのように考えていたのでしょうか、理解
できないですね。
　さらに言えば、公約は選挙目当てだったと言われても仕方
がないのではないでしょうか。本気でバスを運行させる意思
があれば、６年間、なぜ、運行に必要な財源を積み立てなかっ
たのでしょうか。
　県下のコミニュテーバス運行の状況と１億円以上税負担の
市を見てみます。

都市名 市の負担額 都市名 市の負担額

大分市 １億   499万円 中津市 １億7,439万円

日田市 １億2,056万円 佐伯市 １億2,056万円

財源がないと言いながら、一方では 
湯水のように無駄使いをしています。

あなたは、これを
信じることができますか

　別府市は、平成29年に一般社団法人B-bizLINK（ビービ
ズリンク）を別府市と連携して、観光や経済振興を進めるた

めに作りました。この財団の代表者は阿南副市長です。ほか
に市から７名の職員を派遣しています。
　ここでの問題は、別府市が社団法人を作る必要が本当にあ
るのかということです。
　別府市は、別府市が作ったこの法人に、これまで多額の事
務所の借上料や派遣職員の人件費の負担をしています。
事務所借り上げ料・人権費の負担金　約７億円
事業委託金　　　　　　 　　約２億3,000万円
委託金・負担金の総額　 　　約９億3,000万円

　ここで問題になるのは、別府市は、別府市が作った社団法
人B-biｚLINKに、入札もしないで２億３千万円の事業を発
注していることです。
　ところが、B-bizLINKは、別府市から受注した仕事を、
さらに他の業者に再発注して、差額約１億円の収入を得
ているのです。
　ここでの疑問点は、
なぜ、別府市が一般社団法人B-bizLINKを作る必要があ●●

るのか？
なぜ、別府市はB-bizLINKだけに２億円以上の事業を「入●●

札」もしないで発注したのか？
なぜ、B-bizLINKは市から受注の仕事を再委託したのか？●●

なぜ、大分県内に資格を持つ業者が登録しているのに、価●●

額競争もさせないでB-bizLINKだけに発注するのか？
市が作った法人B-bizLINKに、市から７名職員を派遣し●●

ているが、なぜ、市が人件費の負担をしなけらばならない
のか？
市が直接競争入札を実施すれば、価額競争で経費の削減で●●

きるのに、なぜ、B-bizLINKを経由して発注するのか？
全国には優秀な企画宣伝能力を持つ業者が多くいるのに、●●

なぜ、B-bizLINKだけを選ぶのか？
ここでの問題は、
　市は多額の税金を投入して、B-bizLINKに観光や
商工振興事業を委託していること。使った税金が観
光や商工振興に果たして役立っているかどうかとい
うことなのです。

　次に、長野市長が就任してからの観光統計を見てみま
す。
◆平成27年から令和元年までの日本人観光客消費額の推移
（国内宿泊客の消費額）
　 平成27年　579億1,487万6,000円
　 令和元年　529億4,029万7,000円

約50億円減少　
（日帰り国内客の消費額）
　 平成27年　334億1,273万3,000円
　 令和元年　297億1,677万1,000円

37億円減少　
（日本人観光客の消費額）
　 平成27年　913億2,760万9,000円
　 令和元年　826億5,706万8,000円

87億円減少　
（上記の数字は新型コロナが発生する前の数字です）

　外国人観光客は大幅に増えましたが、これは別府市だけ増
えたのではありません。
　B-bizLINKに観光や商工振興の事業委託をしておりなが
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ら、数字でわかるように結果が出ていないのです。それなの
に、市は令和３年度にも多額の負担金や事業の委託をしてい
ます。

長野市長は、ワンコインバスより
大型露天風呂を選びました

　市長は公約のワンコインバスは断念しておきながら、もう
一つの公約、大型露天風呂（東洋のブル－ラグーン）には異
常とも思える熱意を示しています。
　この機会に大型露天風呂に対する私の基本的な考えをお伝
えします。
　大型露天風呂を作るかどうかは行政の問題でなく民間事業
者の問題なのです。なぜなら、大型露天風呂がなければ市民
生活が困ることはないからです。ちなみに、市営温泉の大部
分が赤字経営で大幅な値上げをしたばかりです。
　また、市内の旅館やホテルには立派なお風呂があります。
　そうした市営温泉やホテル、旅館の現状から見て、市が主
導し税金を使ってまで大型露天風呂を作る必要はまったく見
当りません。
　市が関与して露天風呂を作ることで特に懸念されること
は、建設場所、建設用地、泉源、道路、水道、排水問題に別
府市がどのようにかかわるかということです。市長は大型露
天風呂建設を民間資本で進めると表明しているのに、すでに
税金を約2,000万円使っているのです。これらの問題に税金
や市有地がどのように使われるのか、市長は今に至るまで全
然明らかにしていません。
　私は大型露天風呂建設に税金や市有地を使うことは絶対に
あってはならないと思っています。
　それは、温泉の経営を生業にしている事業者の納めた税金
が大型露天風呂建設に使われるからです。これでは市が市民
から生活の糧を奪うことになります。私たち議員は、そのよ
うな税金の使い方を絶対許してはならないのです。
　ところが、口では露天風呂は必要ないと言いながら、大多
数の議員がすでにこの予算に賛成しているのです。したがっ
て市民は、このような議員の言行不一致を見て市政や議員を
信じないのです。
　私は、市長の提案すべてに賛成する議員に疑問を持っ
ています。あなたが議員に高額の報酬を支払っているの
は、議員に行政を厳しく監視することを期待しているか
らではありませんか。
　決して、私は反対することが良いと言っているのでは
ありません。
　議員は、市民のために主張すべきは主張し、問題点は
質し、行政の誤りを正す。市民のためになることは賛成
する。市民のためにならないときは反対できる議員が必
要だと言っているのです。
　あなたにうかがいます。長野市長になって６年が過ぎ
ました。その間ただの一度でも反対だという予算はな
かったとあなたは言い切れますか。
　ところが、大多数の議員が大部分の予算に賛成してい
るのです。
　行政を監視することこそが議会の一番大事な役割で
す。
　ところが、それができていないのが市議会の現状だと
私は思っています。賛成ばかり繰り返す議員であれば

10名減らして定数を15名にすべきと
あなたは思いませんか。

どうする、厳しくなる
高齢者・障がい者の生活

　障がいを持っている者や高齢者に確実に起きる問題があり
ます。
　それは、高齢者や障がい者の高齢化、ひとり暮らし、認知
症、孤独死、介護、買い物や病院通いの問題です。
　昭和22年～24年に生まれた、「団塊の世代」が2025年に
は後期高齢者となります。
　これから高齢者の高齢化で孤立、孤独、認知症、寝たきり
などがさらに増え、大きな社会問題となることは確実なので
す。
　次のデータは、令和３年度から５年度までの介護保険事業
計画書の一部です。この中で市長は、高齢者が健康で安心し
て暮らせる地域づくりに努める決意を述べていますが、問題
点があります。
　資料は、平成17年～27年までの人口です。
■別府市の人口の推移

平成17年 平成22年 平成27年 令和２年
（2020年）

令和７年
（2025年）

令和12年
（2030年）

令和17年
（2035年）

令和22年
（2040年）

令和27年
（2045年）

人口 （人）126,959  125,385  122,138  118,198  113,612  108,859  103,969  99,080  94,380 

生産年齢人口 （人） 80,142  75,598  68,889  65,873  63,029  60,301  57,231  53,007  49,428 

高齢者人口 （人） 31,746  34,465  38,250  39,650  38,844  37,533  36,349  36,174  35,523 

生産年齢人口割合（％） 63.1  60.3  56.4  55.7  55.5  55.4  55.0  53.5  52.4 

高齢化率 （％） 25.0  27.5  31.3  33.5  34.2  34.5  35.0  36.5  37.6 

高齢化率（県） （％） 24.2  26.5  30.2  33.3  34.8  35.6  36.4  38.1  39.3 

高齢化率（全国）（％） 20.1  22.8  26.3  28.9  30.0  31.2  32.8  35.3  36.8 

　別府市では人口は減少し、特に働く世代が大幅に減ること
が分かります。一方、高齢者の高齢化が進み、特に女性の高
齢化が顕著になります。
　令和２年７月時点の「65歳以上の高齢者は39,339人」、「70
歳～79歳は17,629人」、「80歳～89歳は10,610人」、「90歳
～99歳は2,912人」、「100歳以上は92人」です。
生産年齢人口は15歳～65歳までの生産活動に従事する人●●

口。
高齢者人口は、65歳以上人口で75歳から後期高齢者にな●●

ります。
高齢化率とは、総人口に占める65歳以上人口の割合です。●●

■要介護度別認定者の推移
平成28年
３月末

平成29年
３月末

平成30年
３月末

平成31年
３月末

令和２年
３月末

要支援１ （人） 747  652 610  591  539 

要支援２ （人） 620  609  626  630  656 

要介護１ （人） 1,283  1,407  1,531  1,646 1,658 

要介護２ （人） 1,020  1,111  1,126  1,155  1,174 

要介護３ （人） 910  847  890  911  935 

要介護４ （人） 794  892  938  984  985 

要介護５ （人） 653  659  650  674  709 

合計認定者数（人） 6,027  6,177  6,371  6,591  6,656 
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行政の問題点を
シリーズで載せています。

ホームページはインターネットで
「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。
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HPアドレス  http://www.izumi-t.jp
E-mailアドレス  genki@izumi-t.jp

                携帯090-3410-0084
TEL0977-67-0570・FAX0977-67-0659

　要支援とは、日常の基本動作をほぼ自分で行うことが可能
ですが、要介護状態になる予防の支援のことです。
　要介護とは、日常生活の基本動作を自分で行うことが困難
で、何らかの介護を必要とする状態のことです。

■認知症高齢者数及び認知症高齢者の割合
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

認知症高齢者数 4,064人 4,362人 4,629人 4,890人 5,094人

うち寝たきり（C1,2） 654人 639人 643人 624人 669人

認定者数 6,309人 6,456人 6,578人 6,591人 6,656人

認知症高齢者の割合 64.4% 67.6% 70.4% 74.2% 76.5%

　認知症は大きな社会問題となっています。今後も大幅に
増え続けます。2012年は462万人と推計されていますが、
2025年には700万人に増え、65歳以上高齢者の約５人に１
人が認知症になると見込まれています。

　上記の数字から分かることは、高齢者や何らかの障がいを
持っている人には大変厳しい生活になるということです。
　そのためにも、早急に次の対策を具体的にかつ早急に進め
ることが必要になります。
高齢者や障がいを持っている者の孤立・孤独を防止する対●●

策を進める
認知症患者や家族への支援を強力に進める●●

高齢者や障がいを持っている者の買物や医者通いを支援す●●

る
高齢者や障がいを持っている者で生活に困窮している者へ●●

の支援を進める
高齢者や障がいを持っている者の生きがい対策を進める●●

障がいを持っている人の 
生活環境整備について

　平成25年に、障がいのある人もない人も、住む人も訪れ
る人も安心して安全に暮らせる条例が施行され９年になりま

す。ところで、この条例がスタートしてから障がい者や高齢
者の生活環境は良くなったでしょうか。
　例えば、「障がい者の親なき後」問題は、条例で方向性を
示していますが進んでいるとは見えないのです。市長が、こ
の問題に本気で取り組む覚悟があれば、まず「親なき後の施
設建設用地」に「市有地を提供して」建設の論議を深める必
要があります。それも、市街地の市有地を提供して本気度を
示すことが大事なことだと考えています。
　お湯配りや大型露天風呂に税金を使うより、社会的に弱い
立場の障がい者や高齢者の生活環境整備こそ重要で優先すべ
きということを強く指摘しておきます。

　ここで問題になることは、長野市長が高齢者や何
らかの障がいを持っている社会的な弱者に対して目
が向いていないと思えることです。
　それは、市民生活と全く関係のないお湯を配るこ
とや大型温泉などには一生懸命取り組んでいること
からも分かります。
　ところで、みなさんは今までに、行政が社会的弱
者に温かい手を差し伸べてくれた、と感じたことが
あるでしょうか。
　行政の究極の目的は住民の幸せです。しかし残念
なことに、市長が市民の幸せのために全力で取り組
んでいないと思うのは私だけでしょうか。
　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
　今回の市政だより35,000枚には、政務活動費
356,750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。

　尚、市政だよりは経費削減のため３万
5,000世帯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


