泉武弘の市議会報告
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長野市長 は 、社会的弱者 に 目 が 向いていない

元気

お
おお

発行者：別府市議会行財政改革クラブ

５）高齢者が元気で日々楽しく暮らせるまちづくり。
テルマス、竹瓦温泉、温水プール等で介護予防や健
康増進のための健康教室などを開催します。
６）クラウドファンディングやふるさと納税を活用し「赤
銅御殿」復活プロジェクトを提案します。

（長野市長の選挙公約の一部を原文のまま掲載しました。）

最初に、市政の重要課題を見ていきます。

ですか

“公約のワンコインバスの運行は
どうなったのでしょうか”
市長は議会答弁で、持続的に財源を確保することが難しい
ので運行は断念しなければならないと答弁しました。
多くの市民は、ワンコインバス運行は高齢者や障がい者の
移動手段として期待しながら待ち望んでいました。

今一度、長野市長の選挙公約を振り返ると、本当にワ
ンコインバスを運行する気があって公約をしたのか疑問
です。そもそも運行に財源が必要なことは最初から分
かっていたことではないでしょうか。

市議会議員 泉 武弘
特集

泉 武弘

財源がないといいながら、一方では市民生活と関係のない
事業（ 全国にお湯を配り・大型露天風呂など）には湯水
のように税金を使っているのです。

みなさんには信じられないと思いますが、長野市長は
みなさんには信じられないと思いますが、
阿南副市長が代表を務める「社団法人ビービズリンク」
阿南副市長
には
には入札をしない随意契約で40の事業を委託をしてい
ます。

選挙公約は、

立候補者が当選後

ところがこれだけではないのです。

実施を約束することです。

あってはならないことに、副市長が代表を務めるビー
ビズリンクは、市から
ビズリンクは、市から入札しないで受けた40の事業の
うち、
うち、19の事業を、他の業者に入札しないで「再委託」
をして利益を得ているのです。

あえて言えば、

実現できなければ辞職する
くらいの覚悟が必要なのです。

法律は競争入札を原則としています。言い換えると、市長・
副市長は法律を最も遵守しなければならない立場です
副市長は法律を最も遵守しなければならない立場です。

そもそも市長が、
そもそも市長が、競争入札をしないで、副市長が
代表を務める団体に事業の委託をすることはまずあ
りえないことなのです。

早いもので市長と議員の任期は１年を残すのみとなりまし
た。そこで今号は、市政の重要課題・長野市長の選挙公約・
政治資金と大型公共工事発注問題を検証します。
長野市長の市政運営には大きな特徴があります。
それは、目立つことは誰よりも一生懸命に取り組みます。
しかし、社会的に弱い立場の人に目が向いていないように感
じています。まるで、別府という舞台を使いながら税金で自
分の宣伝をしているように見えてしかたありません。
＊それでは、長野市長の選挙公約を見てみます。

そればかりか競争入札を原則とする地方自治法に抵触して
いるのです。このような市政運営はどのような意味を持つの
でしょうか、言い換えれば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、長野市長の市政運営は
理解できないばかりか辻褄の合わないこと
が多くあるということです。

１）ワンコインバスを導入します。
高齢者の皆さんの「足」を確保します。
２）見せて恥じない「透明な行政」を目指します。
「市長交際費」などの徹底した情報公開を行います。
３）市長の「退職金を返上」します。

なぜ、市長は退職金を返上しないのでしょうか
「長野さんは市長選挙の公約、元気な別府のために行
政がやるべき６つの課題の中で、市長の「退職金を返上」
「財政再建」のための財源確保の一環として、市長の退
職金（3,000万円）を返上。人件費の削減はまずリーダー
からと述べています。」

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」を返上します。人件費の削
減はまずリーダーから。

４）世界一の露天風呂、東洋のブルーラグーンをつくり
ます。

それほどまでして市長を目指した長野さん、随分威勢の良
い公約をしていますが実行したのか眺めてみましょう。
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大切なあなたの町のことなのです。
長野市長は、すでに退職金満額貰ってい
ます。

ここでの問題は、なぜ、市長になれば多額の政治
資金が集まるのかという事です。

選挙公約は、有権者に対する約束で最も大事なことです。
有権者は、候補者の「約束」を信じて投票します。公約の実
現をしなくて良いのであれば、有権者の関心を買い、できな
い事を約束して選挙を有利に進めることができます。

それは、いかなる理由があっても、
「市長は在任中」
絶対に政治資金を求めたり受け取ってはならないと
いうことです。
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私の記憶の限り、歴代の市長でこれだけ多額の政治資金を
集めたのは長野市長だけということも付け加えておきます。
もう一つの問題は、「献金」の「有無」で行政行為が歪めら
れることが絶対あってはならないということです。
私は政治資金について次のような考えを持っています。

私は選挙公約の実現ができなければ政治家として
失格と思っています。

次の数字は年度毎の「大型公共工事」の発注表です
平成28年 春木汚泥再生処理センター
31億2,660万円
平成30年 亀川市営住宅
48億3,732万円
令和 元 年 西中学校
25億6,256万円
令和 ３ 年 共同調理場
36億4,100万円

しかし、天変地異などで実行できないことがあるかも知れ
ません。長野市長の場合、選挙を有利に進めるため空約束を
したと言われても仕方ないのではないでしょうか。

多額の政治資金は何処から集めたの

合計

大分県選挙管理委員会に届け出た政治資金収支報告書によ
ると、長野市長の関係する政治団体は多額の資金を集めてい
ます。実際に政治活動には金がかかり、活動すればするほど
活動資金が枯渇します。ご存じのように、私も政治活動に浄
財をいただいています。そこで、なぜ政治資金問題を取り上
げるのか明確にしておきます。それは、政治献金によって、
本来公平であるべき行政が歪められる懸念があるからです。
あえて言えば、公権力の頂点に立つ市長の政治資金と議員と
は基本的に違うということです。
なぜかというと、市長には「公共工事の発注」・「入札業者
の指名」・「物品納入」・「補助金や負担金」・「人事」などを決
定する権利があるからです。仮に、市長が建設関連業者に政
治資金の要請をしたとき断ることができるでしょうか。
このように市長は公権力の頂点にいます。だから政治資金
の取り扱いには特に慎重でなければならないのです。
ここで誤解のないように説明しますが、政治資金規正法に
基づいた政治資金は認められています。しかし、公権力を利
用して集めることに問題があると言っているのです。

「政治資金の動き」と「大型公共工事の発注年度」を見れば、
「工事発注と連動」して政治資金も増えていることが良く分
かります。

これらの事実から、市民は政治資金は工事の見返
りではないかという疑問を持っています。
これほど多額の政治資金を、何処から、どのような方
法で集めたのか説明する時がきました。市長殿、市民は
あなた自ら説明するのを楽しみに待っていますよ。

人口減少
高齢者の高齢化

認知症 孤独死 寝たきり 介護職員不足

では、長野市長関係の政治資金を見てみます
（資料は県選管の政治資金報告書・新聞）

平成26年

4,000,000円

人口減少は最も深刻な
社会問題です

上記の金額は市長になる前年度の収入です。
平成27年
平成28年
平成29年
平成30年
令和 元 年
令和 ２ 年

総収入

141億6,748万円

10,868,000円
26,288,915円
35,644,092円
54,561,001円
61,298,197円
47,308,258円

これまでの別府市の人口推移を見てみましょう
昭和55年

136,485人

令和３年

113,710人

この40年間に22,775人減っています。

２億3,596万円

次にわが国の出生者の推移を見て見ましょう

市民がコロナで苦しんでいる中、長野市長関係の政治団体
は多額の政治資金を集めています。なぜ、長野市長の関係団
体が多額の政治資金を集めることができるのでしょうか。

昭和22年
令和 2年

上記の年次別政治資金収入から分かるように、市長就
任前400万円の収入が、なぜ、市長になったら飛躍的に
増えるのでしょうか。

267万8792人
84万0835人

１年間に生まれる子供の数が３分の
１にまで減っていることが分かります。
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15年間で6,701人増えています。

昭和22年頃の出生率は4,54人でした。ところが、令
和２年には1,34人に減少しています。

ここで注目すべきことは、今後高齢者人口は減少しま
すが「高齢者の高齢化」はさらに進むということです。

それにもまして大きな問題は、子供の数が減ることは将来
子供を産む女性の数が減ることに繋がり、人口減少がこれか
らも続くことになることです。
付け加えると、これからも人口減少が続き働く人の数も減
ります。これは国や市にとって大変深刻な問題なのです。

次に高齢者の高齢化問題を
見ていきます！

＊次の数字は、別府市の「15歳から64歳（働き盛りの年
齢層）の生産活動の中心となる人口層です。

ここでの問題は、高齢者の高齢化に伴い、介護や医療
を必要とする人が大幅に増えることです。

昭和55年 91,332人
令和２年 65,873人

では、要支援・要介護認定者の数を見てみましょう！

別府市でも働き盛りの年齢層
が こ の40年 間 で25,459人 減 少
しています。どんなに知恵を絞っ
ても、生産活動層の減少・高齢者の高齢化、出生率の低下は
避けられないのです。
そこで確実に起きる問題は
１）税収が減り、公共サービスや施設の維持が難しくなる。
２）介護や医療費の増加で財政運営が難しくなる。
３）若い世代の減少で社会保障制度の維持が難しくなる。
４）人口が減少して経済活動が縮小する。
５）産婦人科、小児科など医療サービスが減少する。
６）大学、高校、小中学校、幼稚園、保育園等が減少する。
７）デパート、スーパー、小売店、コンビニ等が減少する。
８）銀行、郵便局、ホテル、保養所等が減少する。

平成28年

6,027人

令和２年

6,656人

この間、要支援・要介護認定者数は629人増えています。
次に要支援・要介護者の内訳を見てみましょう
サービスの種類は施設・居住系・在宅サービスがあります。
その中から在宅サービスを見てみます。
平成28年

42,219人

令和１年

47,889人

在宅サービスは5,670人と大幅に増えています。
＊次に高齢者の高齢化が進むとどのような問題が起きる
か具体的に見てみましょう。

大変深刻な問題は
認知症の大幅増加

それでは、高齢者の人口がどうなるのか見てみましょう
長野市長は自身の選挙公報に次の
ように記載しています。
「別府市民の皆さん、「高齢化」っ
て問題でしょうか？
常々ニュースや国会で議論される
「高齢化問題」という言葉に違和感
を感じてきました。地域経済にとって一番大事なものは人、
つまり市民の皆さんです。高齢者には独自の経験と知識があ
り、若者にはやる気と夢があります。
それぞれの立場と環境を生かした地域経済づくりをするイ
ンフラがないことこそ問題なのです。
結果として高齢者が幸せを感じる社会ができれば、どこに
「問題」があるというのでしょうか、と述べています。

2012年

460万人

2025年

推計730万人

この間、認知症は273万人増加、さらに2025年には
５人に１人が認知症と推計されているのです。
＊次の数字は別府市の認知症の推移です。
平成27年

6,309人

令和元年

6,656人

この５年で認知症は347人増えています。
ここでの問題は、認知症は認知症患者だけの問題だけでな
く、家族の負担も大幅に増えることです。従って認知症患者
と同じように家族の支援が不可欠となります。
市は言葉だけでなく早急に具体的に対応をすべきです。

ここでの問題は、長野市長は高齢者の厳しい生活環境
が分かっているのかということです。

あまりにも寂しい孤独死の旅立ち

高齢者の現状はどうなっているのでしょうか
◆数字は65歳以上高齢者人口の推移です◆
昭和55年

17,420人

令和２年

国や市には孤独死の定義や孤独死統計はありません。
そこで民間の調査機関「ニッセイ基礎研究所」が東京23
区の孤独死者数と全国の人口統計のデータを使って、全国の
孤独死者数の推計をしていますので参考にします。
調査では孤独死について「自宅で死亡し、死後２日以上経
過」したものを「孤独死」と定義しています。

39,652人

40年間で高齢者は22,232人増加しています。
◆次に前期高齢者65歳〜74歳を見てみましょう◆
平成17年

16,621人

令和２年

17,824人

15年間で前期高齢者は1,203人増えています。
◆75歳以上の後期高齢者は次の通りです◆
平成17年

15,125人

令和２年

全国の孤独死は約２万7,000名
同居孤独死

21,826人

親子の間に何が‼ 全国で相次ぐケース

＜資料
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NHK2021年４月13日放送原文のまま掲載しました＞

大切なあなたの町のことなのです。
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「同居している親の死に気づかず子供が放置するケースが
各地で相次いでいる。一つ一つ詳しく調べたところ、仕事を
持ち、外からは「普通」の生活をしていると思われていた子
供が放置するケースが少なくないことが分かってきた。」一

2021年７月に厚生労働省が公表した介護保険事業計画に
基づく介護職員の必要数によると、

2020年親の遺体を放置したとして同居する子供が逮捕さ
れた事件は、NHK取材班が把握できただけで少なくとも28
件で、うち９件は仕事をしながら同居していたと報告されて
います。データを基に試算すると大阪市では86人、同じ条
件で東京23区に当てはめると448人になります。

職員の不足を感じており、そのうち
９割が「採用が困難である」と答えています。

2025年 に は 約32万 人、2040年
度には69万人の介護職員が新た
に必要と試算しています。
介護施設の７割近くが慢性的な

つ屋根の下でも生活は別々、互いに干渉しないように暮
らしている親子。同居する親子にいま何が？

これは介護施設だけの問題ではありません。
いま介護サービスを利用していない人たちも、ゆくゆ
くはサービスを必要とする日が来るかもしれないのです。
介護職員不足は介護業界だけの問題ではありません。にも
かかわらず、行政の介護職員確保に対する支援が十分ではあ
りません。このことを業界だけの問題とせずに、行政も全
力で支援することが求められています。

では孤独死で発見されるまでの日数を見て見ましょう！
男性 ー23日

女性ー７日

平均ー20日

発見者ー男性の場合
・近親者 （親族、友人）
38％
・職業上の関係者 （福祉、宅配、警察など） 48％
・他人 （アパートの住人、近所）
14％
発見者 ー女性の場合
・近親者52％ ・職業上の関係者26％ ・他人22％
となっています。

ここでの問題は、介護職員の確保ができなければ、介
護を必要とする人の介護ができないことです。

皆さんに高齢者問題を客観的資料から見ていただきまし
た。

ところで長野市長は、なぜ「高齢化は問題でしょうか」
と言ったのでしょうか。言い換えると高齢者を取り巻く
厳しい環境を理解できない市長の現状認識こそ問題と思
いますが、いかがでしょうか。

死への旅立を誰にも看取られず孤独死で迎えることは
あまりにも寂しく悲しいことです。しかし、これが現実
で孤独死をなくすことはできません。
問題は、死者の尊厳を保つためにも早く発見できる見
守りシステムをつくることです。
もう一つの問題は、孤独死は高齢者だけの問題だけで
なく、若年層の孤独死も増えていることです。

今号もお読みいただきありがとうございました。

ホームページはインターネットで

お礼とお願い

今回の市政だより「49号」40,000枚の印刷に
政務活動費を充当させていただきました。しかし、
政治活動をすればするほど資金が不足します。み
なさんの浄財で市政だよりの発行を支援していた
だきますようお願い申し上げます。
これまでご支援いただいた方の中に領収書をお
届けできていない方がいます。銀行に照会しまし
たが個人情報保護から献金者の特定ができていま
せん。献金をしていただいた方にお詫びと重ねて
お礼を申し上げます。
〝市政だより40,000枚の配布は経費削減のため
全て私がお届けしています。″

私が市政だよりを

お届けしています︒

高齢者の高齢化で、介護を必要とする高齢者は今後も増え
続けます。そのなか、介護業界では人手不足によるサービス
低下や、労働環境の悪化による離職率の上昇、経営状況の悪
化が危惧されています。

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。

介護職員不足も深刻な社会問題

行政の問題点を
シリーズで載せています。

浄財のカンパは、次の口座にお願いします。

HPアドレス

■行財政改革クラブ 泉 武弘
みらい信用金庫 鉄輪支店 ００５−９２０５３09

E-mailアドレス

http://www.izumi-t.jp
genki@izumi-t.jp
携帯 090‑3410‑0084

TEL 0977‑67‑0570･FAX 0977‑67‑0659
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