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泉武弘の市議会報告

行動が一致する「言行一致」の議員として頑張ってきました。
　同時に、私の政治理念である「社会的に弱い立場の人
に政治の光が当たる。」それを達成するために議員とし
て絶対ブレないことを心掛けてきました。
　みなさんが、市議会議員に対し不信感を抱くのは、一見、
市民の味方のような主張をしながら、実際には、主張に反し
行動する議員の姿を見ているからではないでしょうか。敢え
て言えば、そのような議員の姿を見慣れた市民が、「いつも
言うだけ」、「最後は市長の言いなり」と厳しく批判している
のです。私のように、市長と一線を画しながら是々非々で政
治活動する議員も必要ではないでしょうか。
　今更申し上げるまでもなく、みなさんがいるから、私たち
議員がいるのです。その議員の仕事で最も重要なことは、「行
政を監視」しながら、市民の幸せづくりを進めることです。
その働きに対して、報酬（給与）をいただいているのです。
市民にとって一番不幸なことは、行政を監視しなければなら
ない議員や議会が市長と馴れ合いになることです。
　議員は、「黙っていても毎月報酬をいただき」、「黙ってい
ても、ボーナスをいただけます。」
　こんなにも恵まれた生活ができ、政治活動ができるのは、
全て皆さんに支えていただいているからです。
　さまざまに知恵を絞って、市民の皆さんが幸せになるよう
に全力で取り組まなければ申し訳ないと思っています。
　この機会に、以前にも増して全力で頑張ることをみなさん
とお約束します。
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　昭和54年に初当選させてい
ただき９期36年を迎えること
ができました。さらには、５月
に全国市議会議長会から特別
表彰を受けることもできました。
　これもすべて、今日までご支
援をいただいた方々、また、私
の政治活動に心を寄せていた
だいたみなさんのおかげです。
心からお礼を申し上げます。
　ところで、私の政治活動を一
匹オオカミと呼ぶ方もいます
が、好んで一人で政治活動をし
ているのではありません。
　そもそも、政治に対する基本

的な考えの違いから一人で活動しているのです。赤信号みん
なで渡れば怖くないと言う言葉がありますが、私の政治活動
は全て自己決定です。その責任はまぎれも無く私一人の自己
責任で、重さがちがいます。
　そうした状況で、私以外に一人で政治活動できる議員がい
るでしょうか、私には見当たりませんが如何でしょう。
　私がこれまで最も大切にしてきたことは、市議会の場で、
悪いことは悪い、良いことは良い、とハッキリ意見や主張が
できる議員です。どんなに苦しくても、自分の意見や主張と
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おかげさまで「泉武弘の市政だより」
発行部数が165万6,150部となりました。

　この間、多くの方からご支援をいただき発行し続けること
ができました。この機会にあらためて心からお礼を申し上げ
ます。これからも議員の責任、政治に対する情熱、そして体
力、気力の続く限り発行を続けたいと思っています。
　ふり返ってみると、発行部数165万部の大部分を自分一人
で配布しましたが、凄いことだと思います。この政治活動量
は誰にも負けないと自負していますが如何でしょうか。
　市政だよりには、私が議員として得た情報に意見を付して
お伝えしています。特に、市政だよりで大事にしているのは
議員泉武弘の意見です。これまでの市政だよりがお役に立っ
たかどうかはみなさんにご判断頂くことですが、如何でしょ
うか。
　すでに、今年度は７月までに４万部の配布が終わり、さら
に４万５千部を配布中です。見かけたら声をかけて下さい。
　今号もお読みいただき厳しいご意見やご批判をいただきま
すようお願い申し上げます。

早いもので、長野市長が市長に就任して
８年になります。今号は「市政運営の問題点」
と「議会の行政監視機能」を検証します。

　初めに、これまでの選挙で長野市長がどのような約束をし
て、どのような事を主張して来たのか振り返ってみます。

「選挙公約」とは、当選したら
実行することを約束することです。

　言うまでもなく、選挙公約でやってはならないことは選挙
を有利に進めるため、有権者の関心を引くため、実現できな
いことが分かっていながら約束することです。
　さらに付け加えるならば、それにも増して許せないことは、
もっともらしい理由を付けて公約を実行しないことです。
　つまりは「公約を実現できなければ辞職するぐらいの覚悟」
が必要です。いま一つの問題は、公約を信じるか否かは有権
者の判断なのです。いずれにしても、公約が実現できない時、
公約不履行責任をどうするかを考えておくことも必要です。
　有権者の皆さんは選挙の当落には大変関心を示しますが、
当選後どのような政治活動をしているかあまり関心が無いよ
うに見えますが如何でしょうか。そうだとすれば、それは政治
家が情報発信していないことが大きな要因なのです。
　令和５年４月には統一地方選挙が行われます。これまで冬
眠していたような議員が突然政治を熱く語り始めます。
　それは、すべて選挙へ向けての助走なのです。

＜長野市長のこれまでの選挙公約＞
【公約１】　「ワンコインバス」を導入します。
　高齢者の「足」を確保します。大型店の進出で地域の商店は姿
を消していきます。高齢者の皆様にとって買い物さえままならな
い状況となっています。山間地を中心に小型バスを巡回させます。
　私は、この公約に対し、令和２年第２回、３年第１回定例会で
質問しました。
▶泉質問　この４年間、市井にいて（浪人中）一番思ったことは、
高齢者のみなさんの生活や障がい者のみなさんの生活にワンコイ

ンバスは絶対必要と再認識させられました。４年間に市政だより
を15万世帯に自分の足で配布しました。多くの方から「ワンコイ
ンバスはどうなるのか」という期待と疑問の声が寄せられました。
　市長の任期も後２年となりましたが、ワンコインバスは任期内
に運行できるのか市長の考えをお聞きします。
■市長答弁　ワンコインバスを導入ということになると初期投資
で１億というふうなことになるとことで、わたし自身はこのワン
コインバスというよりも、人まもり・おでかけ支援事業を充実し
ています。
　市長は市報でも公約について次のように述べています。
　「希望を託して投票し当選した人が目玉の公約を守らない。そ
のあとに、一体何が残るのか。市民の皆さんが後悔と虚しさを抱
えないため全力で頑張りたい。」
　しかし、長野市長の言葉に重みを感じることができないのは私
だけでしょうか。その時、その時に都合の良い言葉を使っている
ようにしか私には見えませんが。

【公約２】　開かれた議会と市民のための市役所に
　　　　　さらなる議員定数の削減
　この公約に対する質問を令和元年定例会でしています。
▶泉質問　市長お聞きします。議員の数、議場にいる方は「また
泉が要らぬことを言っている」と思うかもしれませんが、これは
言わざるを得ません。いろいろな声をお聞きしていますと、やっ
ぱり「議員の数は多すぎる、この機会に削減すべきだ」という声
が澎湃として湧いています。私は、すでに市長・議長・自治会連
合会・自治委員会にも要望書を提出しています。
　この機会に議員の数も、現行の25名から10名減らして15名に
すべきだという強い信念を持っています。議長にお願いします。
すでに要望書を出していますので、早急に議員定数削減に取り組
んでいただきたい。
　そこで市長にお伺いいたします。市長は議員定数改正の提案権
があります。どうですか、「長野市長は凄いな、自分の退職金も
廃止して、これからの市長の退職金制度も廃止した。議員の数も
10名減らす条例改正案を出した」と後世に高い評価をされる市長
になる気持ちはありませんか。
■市長答弁　条例の提案権は私にあろうかと思いますが、やはり
議会と執行部というのは、それぞれ機能が違います。私が議会の
同意なしに減らしていくことはできないと思います。私も執行権
者としてお互いにいい緊張関係を持ってお互いにいい仕事をする
ことが前提だと思います。
　一言でいえば、最初から執行部と議会の機能が違うことはわ
かっていたことです。さらに言えば、分かっていながら、なぜ、
議員定数を減らす、議会改革をすると約束したのかということです。
　長野市長を見て思うことは、する気もない約束をする、できも
しないことを約束することです。

【公約３】　 見せて恥じない「開かれた市政」「透明な行政」を目
指します。

　　　　　市長交際費など徹底した情報の全面公開をします。
　私はこの公約に対して、市長の東京出張費用と宿泊ホテル、共
同調理場の提案書、ビービズリンクの再委託先と再委託金額など
の資料の公開を求めました。
　ところが、公約に反して何ひとつ公開されていません。
　これでは、みなさんの税金がどのように使われたのか判断でき
ません。言葉では徹底して公開すると強調していますが、都合の
悪い情報は公開しないのです。
　なぜ、自分が宿泊したホテルや宿泊料金を公開できないのか不
思議ですね。もしかしたら、長野市長は公開したら困ることでも
あるのでしょうか。
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【 公約４】　 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を返上。

　　　　　人件費の削減は先ずリーダーから
　令和元年第２回定例会で質問しました。
▶泉質問　私はあなただけに退職金を廃止しなさいと言っている
のではありません。あなたが退職金を廃止することで、これから
別府市の市長の退職金を廃止でき、ワンコインバスの運行財源に
切り替えることができるのです。
■市長答弁　市長選挙で退職金廃止の公約を出させていただいた
ことを記憶しています。しかし、一方で市民の方々から「もうそ
んなパフォ－マンスはやめろ」というご指摘もいただいています。
　市長は、退職金を廃止しない理由を、市民の意見に転嫁してい
ますがそれは言い訳にすぎないのです。すでに、長野市長は退職
金を貰っているのです。自ら財政再建のため退職金返上すると約
束していながら満額貰っているのです。退職金を受け取るか否か
は長野市長が決めることです。
　退職金を返上する気がないのに約束をするのは、市民の関心を
買い、選挙を有利に進めるためと言われても仕方ないのではない
でしょうか。

【公約５】　スーパーイズミ誘致反対について
　「イズミの進出を防ぐことで、地域のコミュニケーションの崩
壊から街を守ります。」
　「ご近所の便利なお店がなくなります。」「大型店の進出で地域
のバランスが壊れます。」「生活者と地域に根ざした店舗を守りま
す。」「大型スーパーの誘致を防ぐことで、地域のお店を守る。」
「スーパーで別府は再生しません。」
　別府では、すでに亀川マルショク、鶴見マルショク、春木マル
ショクが閉店しました。このようにスーパーや小売店の相次ぐ
閉店で買い物が困難になった市民がいることは誰も知るところで
す。
　このような状況下、長野市長は春木川公園に大型スーパーを誘
致しましたが、影響を考えてみましょう。
　消費者から見れば便利になる良い面もあるかもしれません。そ
れにも増して、小売店やスーパーへの影響は大きく、さらなる閉
店に繋がることが懸念されるのです。
　つまりは、民間の経済活動は自由競争が原則で「民有地」に出
店するのは法律に抵触しなければ可能です。
　しかし、「市有地」に大型店を誘致するのは問題の本質が違う
のです。たとえ市による大型店誘致が一時的に功を奏したように
見えても、回りまわってタコが自分の足を食っているにすぎない
のです。
　ただ、買い物の便利さだけを理由に大型店誘致を進めても、他
の店舗の閉店に発展すれば、さらに買い物がしにくくなるのでは
ないでしょうか。
　問題の本質は、別府市の消費力を大型店や小売店で分け合って
いることです。そうした状況下、さらに大型店が増えれば、消費
のパイを奪い合い、既存の大型店や小売店舗の経営をさらに圧迫
することになるのです。
　長野市長は、スーパーイズミ誘致問題の時、大型スーパーの誘
致を防ぐことで地域の店を守る。スーパーで別府は再生しません
と主張していますが、なぜ、こんなにも簡単に主張がコロコロ変
わるのでしょうか。
　長野市長の公約を信じ投票した有権者は、きっとやり場のない
気持ちではないでしょうか。
　長野市長が、どんなに言葉巧みに約束しても信じることはまず
ありえないのです。それは、市民との約束を実行していないから
です。

次に事例を挙げながら、議会と議員に
行政監視ができているか見ていきます。

　市長と議員は直接有権者から選ばれます。これを二元代表
制と呼んでいます。市長と議員は対等の関係で緊張感を持ち
ながら、お互い牽制しあいながら市民福祉の向上に努めます。
私は議員になって36年を迎えました。しかし議会が市民の
ために機能しているか疑問を抱いています。
　これまで、脇屋市長、中村市長、井上市長、浜田市長の市
政運営と接してきましたが、議会が市長と厳しく対峙したこ
とも度々ありました。
　ところが、長野市長に対して議会が監視機能を発揮してい
るか疑問に思っています。
　ともあれ、市民が議会質問を見て、質問者が原稿を読み、
答弁者も原稿を読む姿を見て、まるで朗読会のようだと評し
ていましたが皆さんにはどのように映りましたでしょうか。

なぜ、議会は随意契約と再委託を
許すのでしょうか

　別府市は、平成29年一般社団法人ビービズリンク
を設立。代表は阿南副市長です。市は、この団体に
観光振興、起業、移住促進、マーケット調査など40
の事業を価格競争しないで随意契約をしています。
ところが、ビービズリンクは市から受けた仕事の内
19を他の業者に再委託しているのです。市は、これ
までこの団体に事業委託、人件費や事務所借上げ料
など約10億円支出しています。

では、何が問題か具体的に検証します。

　地方公共団体が請負などの契約を結ぶ場合「一般競争入札」
が原則となっています。一般競争入札は業者の参加機会均等
の理念に適合し公正に競争できるからです。
　みなさんからお預かりした税金を透明性を確保して使うの
に最適な方法が「一般競争入札」なのです。
① 入札に参加するには、（納税証明）（資格審査）（入札参加
願い）を提出し入札に参加します。
② 入札に参加した業者が価額競争して最低価額で入札した業
者が仕事を受注できる制度です。
　通常、競争入札が原則となっていますが例外的に随意契約
できる場合があります。
　「随意契約」とは、「価額競争」を行わず、「特定の相手」
を選んで契約をする方法です。
　この随意契約の問題点は、不正の温床になりやすいこと、
市にとって不利な契約となりやすいことなどから「例外的」
な方法とされています。
　例えば、次のような少額の契約などに適用されます。
工事又は製造請負　　130万円以下
財産の買入れ　　　　　80万円以下
物件の買入れ　　　　　40万円以下

　その他緊急の必要により競争入札ができない場合
　競争入札をすることが不利な場合があります。
①特定の業者しか作れない特殊な製品を購入する場合
②災害復旧工事のように急いで工事をする場合
③進行中の工事で他の業者にさせることが不利な場合
　この他、性質又は目的が競争入札に適さないものは随意契
約ができるとしています。

【 公約４】　 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を返上。

　　　　　人件費の削減は先ずリーダーから

■市長答弁　市長選挙で退職金廃止の公約を出させていただいた
ことを記憶しています。しかし、一方で市民の方々から「もうそ
んなパフォ－マンスはやめろ」というご指摘もいただいています。

【公約５】　スーパーイズミ誘致反対について
　「イズミの進出を防ぐことで、地域のコミュニケーションの崩
壊から街を守ります。」
　「ご近所の便利なお店がなくなります。」「大型店の進出で地域
のバランスが壊れます。」「生活者と地域に根ざした店舗を守りま
す。」「大型スーパーの誘致を防ぐことで、地域のお店を守る。」
「スーパーで別府は再生しません。」
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　例として「特殊な技術」、「技能」、「資格」、「実績」、「経験」、
「設備」などを持ちそれに「代替しうる者がいない」場合です。
市の説明は、ビービズリンクと結んだ契約を「性質又は目的
が競争入札に適さない」としています。
　市の説明のようにビービズリンクに発注した仕事が競争入
札に適さない、他に代わる業者がいないとしていますが本当
にそうなのか考えてみましょう。
　そもそも観光宣伝、創業、誘客、市場調査、移住などの仕
事は他の業者にもできることは誰にも見て取れます。

では、ビービズリンクが、他の業者と比べ資格や経験、
実績、設備を持った優れた業者か見てみましょう。

　ビービズリンクは平成29年に設立しました。したがって、
「経験」、「実績」は少ないのです。
　そればかりか、「設備」も十分とは思えませんし、「資格」、「技
能」も、他の「登録業者」や「専門業者」と比べて特に優れ
ているとは思えません。
　市には、ビービズリンクと同じ広告の企画立案、マーケティ
ング調査、コンテンツの作成、広告媒体の提供などの仕事を
する36社が登録しています。
　また、全国には同業者が6,814社あり、その内大分県には
64社が登録しています。
　ところが、業者としての資格審査も経ないで、経験、実績
の浅いビービズリンクに、「価額競争しない随意契約」で40
の仕事を市は発注しているのです。
　さらに驚いたことに、ビービズリンクは市から受
注した40の仕事の内、19の仕事を、他の業者に「再
委託」しているのです。
　ここでの問題は、ビービズリンクは市から受注した仕事を、
他の業者に再委託して利益を得ていることです。

再委託先や金額の資料もなし
　ビービズリンクは市から受注した仕事を「他の業者に再委
託」をする時は以下の手続きを経なければなりません。
　市に対し、再委託する業者名、再委託の範囲、再委託の金額
など記載した書類を提出して承認を得なければなりません。
　ところが、市には再委託金額などの資料がないのです。
　私は「受注金額と再委託金額の差額」、「再委託先」、「再委
託範囲」を明らかにするように再三求めましたが資料の提示
が一切ないのです。
　ここでの問題は、発注した市長と受注した副市長が資料の
公開を拒み続けていることです。
　なおここで考えなけらばならないことは、法律を守るべき
最高責任者の「市長」と「副市長」が、税金をどのように使っ
たのか明らかにしないことです。
　それによって、市長、副市長には「公開できない理由」が
あると思われても仕方ないでしょうね。
　市長は、選挙公約で全てを公開すると約束していますが言
葉だけで、これが長野市長の実像なのです。

　結局のところ、市が直接、市の登録業者に発注す
れば「人件費」や「事務所借上げ料」などの「負担金」
は要らないのです‼
　ここでの問題は、市から７名の職員派遣、その派
遣職員の人件費や事務所借上げ費用まで負担してな
ぜビービズリンクに仕事を発注しなければならない
かということです。

　それは、ビービズリンクに発注すれば、入札規則に縛られ
ず市長や副市長のお気に入りの業者を選ぶことができるから
ではないでしょうか。

なぜ、議員や公務員はこんなずさんな契約を
許すのでしょうか

　市の入札に参加する場合、先ず納税証明を提出します。そ
の後、資格審査を得てから、入札参加願いを提出して初めて
入札に参加できます。
　ところが、市やビービズリンクはこの異常とも思える「随
意契約」や「再委託」を繰り返しているのです。

この異常な契約を許しているのは、
「行政を監視しなければならない議員」と
「法律を守るべき立場の公務員」なのです。
　多くの市民は、議会の形骸化を憂い、市長提案を追認して
いる議会に不満を持っています。
　長野市長になって８年を迎えました。この間全ての予算に
賛成している議員が大多数なのです。
　なおここで考えてみたいのは、この８年間、大型露天風呂
や温泉を全国に配る予算など、議員が反対する必要はなかっ
たのかということです。すべて市長の提案通り賛成するので
あれば、高い報酬を議員に支払う必要はないと考えますが如
何でしょうか。
　議会の現状は、多くの市民が指摘するよう
に「市長の言いなり」「市長のイエスマン」と
言われても仕方ないように見えます。このま
ま、無気力に賛成ばかり繰り返す議員が何名
いても市民の利益を守ることはできないと思
います。そればかりか、税金を効率よく使う
議論はできません。これでは、ますます議会
不要論が真実味を帯びてきます。私はこんな
ずさんな税金の使い方を絶対許さないことを
お約束します。

お礼とお願い
　今回の市政だより45,000部の
印刷費の一部に、政務活動費を使
わせていただきます。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
45,000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


