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こんな 別府 にしたい こんな 選挙 をしたい
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ようくり返し求めてきました。ようやく、別府市でもその動
きが出てきました。それは、26年度に「公共交通活性化協
議会」を設置することが決まったのです。
この協議会は、路線バスだけでなく、ほかの方法も含め、
高齢者の生活支援の足の確保をどうするか協議する場です。
協議会は27年度中に意見集約を目指しています。
私は、別府市を、高齢者や障害を持っている人が安心して
買い物や医者通いができる街にするため全力で取組みます。

ですか

市議会議員

泉

温泉資源を利用した健康づくりを

武弘

高齢者や障害を持っている人が
住みやすい街づくりを進めます。

高齢者の医療費や介護給付費が、市の財政に重くのしかか
ります。そこで別府市は、温泉を利用した健康づくりをめざ
して医師会・九州大学別府病院と共同で、高齢者２万名に温
泉入浴効果を現在調査しています。これほど多くの高齢者を
対象に、温泉の効果を調査したことはかつてありません。
その中間報告によると、入浴が健康に効果があることが証
明されています。
すでに市内では、温泉を利用して機能回復や健康回復に取
り組んでいる施設があります。しかし、それは一部分で、大
部分の温泉水は、未利用のまま海に流れているのが実状です。

別府市には65歳以上の高齢者が36,000人、障害者手帳
をもっている住民が8,729人います。市では今後15年間で、
75歳以上の後期高齢者が3,717人増加します。
それなのに、現在の別府市は高齢者や障害を持っている人
にとって、暮らしやすい街とは言えません。
たとえば、道路の傾斜や段差など、生活の障害となってい
るものは多くあります。そのことが、高齢者や障害を持って
いる人の社会参加を難しくしているのです。公共施設だけで
なく、民間施設にも協力してもらい、誰もが暮らしやすい街
づくりを積極的に進めます。

高齢者が健康でいることが社会貢献

高齢者の買い物や医者通いなど
生活支援の足の確保を進めます。

健康でいることは、高齢
者自身にとって大切なこと
です。また、市にとっても
大事なことなのです。
高齢者の健康づくりは、
別 府 市の最重要課題とし
て、最優先で取り組まなけ
ればならない事項です。ど
のように健康づくりを進めるか、今ほど自治体の能力とやる

他の市は、ワンコインバス、福祉バス、相乗りタクシー、
コミュニティバスなどを運行して、高齢者の生活支援をし
ています。ところが、生活支
援の足の確保をしていないの
は、別府市だけなのです。
市内
巡回バス
100
私は、これまで議会等で、
生活支援の足の確保を進める
えん
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大切なあなたの町のことなのです。
気が試されているときはありません。筑波大学の久野教授は、
大分市で開かれたシンポジュームで、高齢者が健康でいるこ
とが社会貢献と述べました。高齢者が健康で、豊かな知識と
経験を、地域社会の活動に活かすことこそ大切なことではな
いでしょうか。そうした認識をもって、健康づくりに全力で、
私は対処したいと考えています。

身体的健康、精神的健康、住民の交流など、自治として大変
重要なことです。
しかし、健康づくりを町内公民館で行っているのはまだ少
数です。今後は145町内で実施できるよう、講師派遣や体操
器具の貸与などを進め、町内公民館の健康づくりを全力で支
援します。

別府商業高校用地を
子育てや若者が集う拠点にします。

地方創生事業で健康づくりを進めます。
先般の国会で、地方創生関連２法案が成立しました。この
法律は、地方の特性を生かした街づくりを目的にしています。
地方が自ら考え、責任をもって取り組むこと、国はやる気
があり、志の高い自治体を積極的に支援することが表明され
ています。
これからは、自治体が地域の特性を生かし、自ら街づくり
を考えなければなりません。
地方創生には、若者の大胆で柔軟な発想と、熟年者の卓越
した知見と豊かな経験が欠かせません。
そのために私は次のことに取り組みます。

温泉資源の量と種類は世界一
日本の健康づくりは別府から始まります。

別府商業高校と県立高校との統合で、校地の半分（約１万
坪）が空き地となります。この残地活用は、市の将来にとっ
て極めて重要なことです。これまでのように、量販店を中心
とした街づくりでは、市全体の活性化につながりません。
主婦や若者の意見を大事にしながら、活用方法を早く決め
たいと思っています。

私は現在、温泉を利
用して地方創生事業に
取り組んでいる自治体
をまだ知りません。
そ の 先 駆 者 と し て、
別府市は温泉を活かし、
全国の高齢者健康づく
りのために取り組みます。
そのためには、医療との連携が不可欠です。ここで必要に
なる健康増進プログラムでは、別府に滞在することが必要と
なります。
したがって、市民の健康づくりだけでなく、国民の健康づ
くりの拠点として、視野を広げて取り組む必要があります。
医師の健康づくりへの参加や、滞在客などが、市の経済に
及ぼす効果は図り知れません。それ以上に、別府市の高齢者
が元気になることが最も大事なことなのです。

観光港一帯をイベント広場に

別府には、都市間競争に勝てる
温泉資源があります。
スパビーチから上人ヶ浜公園までの間は、公共用地が続い
ています。
しかし、これらの用地は現在十分活用されていません。ス
パビーチから上人ヶ浜公園までの間に、誰もが歩きたくなる
ような遊歩道をつくり、市民の健康づくりを進める拠点とし
て、国や県と協力して整備します。また、イルミネーション
を活用して、夜間でも賑わいのある街づくりをめざします。

都市経営で大事なことは、都市間競争に勝つことです。
他市にも、ビーコンプラザや体育施設など、多くの類似施
設はあります。
ところが、他市になく、別府市だけがもっているもの、そ
れは全国一の温泉資源なのです。これは、他の市が活用した
くてもできないものなのです。私はこの利点を生かして、市
の生き残りをかけ、街づくりに取り組みます。
公民館で健康づくりを進めている町があります。これは、
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美術館を中央公民館大ホールに移転を

別府市の美術館は上人ヶ浜公園の一部にあり、施設は旅館
を改造して作られました。すでに、経年劣化が進み、新しい
美術館の建設を求める声が多くあります。
しかし、大分市には県立美術館が建設され、美術館の競争
では厳しいのが現実です。
そればかりではありません。別府市の財政状況からみて、
新たな美術館の建設はとてもできそうにないのです。
そこで、代案として、中央公民館の大ホールを美術館とし
て活用できないか、検討を進めます。

私はすでに、
「泉 武弘の約束」で（26年８月28日発行）
市政運営の方針をお伝えしています。今回、さらに、「こん
な別府にしたい。こんな選挙にしたい。」で、私の考えを皆
さんにお伝えしています。

議会や職員と一緒に行財政改革を進めます。

競輪場施設は多目的利用の推進を

これまで見てきた多くの職員は優れた能力を持っていま
す。しかし、大変残念なことに、その能力を十分発揮できて
いないのです。
むしろ、能力を十分発揮させてこなかったことに問題があ
るのではないでしょうか。
市民の奉仕者として、職員の意識改革を進め、力を合わせ
ながら、行財政改革を進めます。
市長として大切なことは、市政運営の方針を、市民や議会、
そして職員に理解してもらうことです。そのための努力は市
長自身がすべきだと思っています。
選挙で勝ったからついて来いでは、議会や職員の理解が得
られないのではないでしょうか。しかし、働く職員には高い
評価を、働かない職員には、厳しく接することが大切だと思っ
ています。

競輪事業は関係者の努力で、市財政に大きな貢献をしてき
ました。しかし、施設の多目的利用は出来ていません。この
場所を有効利用して、音楽などのイベント広場として活用を
検討します。
また、駐車場用地は、北部地区公民館建設用地として、検
討を進めます。

職員の解雇はできるのでしょうか
私が市長になったら、解雇されると危惧している職員もい
るそうです。しかし、市長でも職員の解雇はできないのです。
むしろ、解雇されると扇動しているむきがあるように思わ
れます。これから、親方日の丸的な行政運営はしないことだ
けは確実です。

市長選挙は
政策と人物の選択が重要です。

市政だより

市長選挙では、候補予定者は、自分の理想とする別府市の
経営方針を有権者に示さなければなりません。

20年間で

126万部

市政の実態をお知らせしたい。その願いから「泉
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市政だより」を発行して20
年になります。雪の降る日も、
炎暑の夏も、一軒一軒お届け
してきました。
実は不思議なことなのです
が、 こ れ ま で 配 付 を 嫌 だ と
思ったことが一度もないので
す。しかし、真夏の配付では
さすがに、何度も倒れるので
はないかと思ったことはあり
ます。
それにしても、126万部と
はよく配付したものだと感心
しています。すべて、支援してくれる人たちがいたからでき
たことです。感謝の言葉以外見当たりません。
私は自分に驚くことがあります。それは32年間、政治に
対する情熱と信念が全く変わらないことです。これは我なが
ら自慢できることの一つではないでしょうか。

仮に、業界や会社の利益代表が市長になった場合、市の発
展が望めるでしょうか。また、選挙に多額の金をかけた場合、
その金はどうした金なのでしょうか。
もし、特定の会社などから金銭の支援を受ければ、市長に
なってから利益誘導という便宜を図ることにつながらないで
しょうか。
八代市は、政治倫理条例第15条で、市の工事等に関する
遵守事項として、「市長の配偶者や３親等以内の親族は公共
工事を辞退する」と、公共工事と親族の関係について明確に
しています。
東京都知事選挙では、特定団体から金銭供与を受けて知事
が辞職したことも記憶に新しいところです。
市民は、政策を中心としたきれいな選挙をしてほしいと
願っているのではないでしょうか。

しがらみ

柵 のない政治を実現したい

これまでの政治活動を見てくだされば、私が選挙の時
だけ都合のよいことを言っているのではないことがお分か
りいただけると思います。

一体

私のことを「一匹狼」と表現する市民がいることは否定し
ません。
角度を変えてみると、私には、柵（しがらみ）がないとい
うことではないでしょうか。市政は、市民のためにあり、特
定の人の利益のためにあるのではありません。むしろ、社会
的に弱い立場にいる人にこそ政治の光が当たるようにしなけ
ればならないと考えています。
32年の議員生活を振り返ってみると、全力で走ってきた
感があります。市長選挙は、これまで私を支えてくれた市民
への「最後のご奉公」の入り口と思っています。
これまで、議員として一生懸命働いたと自負しています。
しかし、議員では限界があります。今度は市長として、皆さ
んの幸せづくりに私のすべてを捧げたいと願っています。

選挙資金はどこから

選挙で、私が特に大切に
していることがあります。
それは、政策を中心に公
明選挙を進め、金のかから
ない選挙をすることです。

選挙通と称する人の中には、市長選挙には少なくて
も数千万円の金が必要だなどと明言する者もいます。
しかし、金がないから市長になれないというのでは、
あまりにも寂しいことではないでしょうか。

議会論議は動画で

これまでの

ご覧いただけます。

寒い日も︑

私は、有権者は賢明であると信じています。また、良識を
信じます。

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。

お 礼 と お 願 い

暑い日も︑

私は市政の「今」を「泉武弘の市政だより」としてお
届けしてきました。多くの声が寄せられ議員活動の励み
になっています。これからも「生」の政治をお届けした
いと思っています。ただ、続けるためには皆さんに「浄
財のカンパ」をお願いしなければなりません。大変心苦
しいのですが印刷費に協力をお願いします。「市政だよ
り」を年二回発行すれば「80万円」程度必要です。こ
れまでカンパしていただいた皆さんに、心からお礼申し
上げます。貴重な浄財は印刷費などに使わせていただき
ました。本当にありがとうございました。カンパをして
いただきながら、住所の特定ができないため領収書をお
届けできなかったことをお詫び申し上げます。また、配
付件数が増えれば、それだけ政策の勉強に費やす時間が
少なくなります。そこで、一部支援者の力をお借りして
配付しました。皆さんのお住まい近くだけでも配付にご
協力いただければと願っています。ご協力いただける方
はぜひご連絡してくだい。

行政の問題点を
シリーズで載せています。
http://www.izumi-t.jp
E-mailアドレス
genki@izumi-t.jp

HPアドレス

■行財政改革クラブ 代表 泉武弘 大分銀行別府支店
5800115
■泉
武 弘
大分みらい信用金庫鉄輪支店 9162658
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