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大切なあなたの町のことなのです。
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≪これまで経緯≫
これまでの経緯
これまでのいきさつを簡単にまとめました。
１）平成７年、当時の井上信幸市長が競輪売り上げの減少に
歯止めをかけるため、溝江建設株式会社（福岡市）が日田
市で営業していた複合商業施設で場外車券販売をしてく
れるように、溝江建設に依頼
２）平成８年９月４日

別府市が場外車券売り場新設決定

９月10日溝江建設に決定通知
３）平成９年７月31日

溝江建設が「サテライト日田」設

置許可申請書を九州通商産業局へ提出
４）平成12年６月７日 通商産業大臣から溝江建設に対し「サ
テライト日田」設置許可が下りる
５）平成12年12月４日

溝江建設が「サテライト日田」起

工式
６）平成13年２月８日 臨時市議会で設置関連予算案を否決
井上市長はサテライト日田設置に向けて、今後も努力し
ていくとコメント

泉 武弘

７）平成13年３月19日

日田市が国を相手に、溝江建設が

通産省から得ていた、場外車券販売所設置許可の取り消
しを求めて提訴

場外車券販売中止に伴う

特
集 損害賠償請求
誰が払うの？

８）平成15年１月28日

日田市が敗訴、即日控訴

９）平成15年４月

浜田さんが市長に当選
・・・・ ・・・・
10）平成15年11月９日 浜 田 市 長 、大 石 市 長 の会談で場外
車券販売中止を決定

11）平成15年11月10日 溝江建設に車券販売中止を伝える
12）平成15年11月10日

日田市が裁判の取り下げ

13）平成17年12月２日

溝江建設が別府市を相手に７億

7,600万円の損害請求を福岡地裁に提出
以上が別府市と日田市、株式会社溝江建設、九州通商産業
局の関係です。

≪なぜ場外車券販売、
なぜ場外車券販売、
そして場外車券売り場とは≫
そして場外車券売り場とは
すでにご存知のように「競輪の場外車券販売中止」

競輪の車券販売には

に伴う損害賠償請求が、昨年12月２日、溝江建設（福

１）別府競輪場で販売する

岡市）から福岡地裁に提訴されました。

２）他の競輪場で販売してもらう
３）場外車券売場で販売する

賠償要求額は７億7,600万円となっています。

４）電話投票で車券販売をする

なぜ損害賠償請求が起きたのか、誰が支払うのか

に分かれます。

今号は特集しました。

平成７年ごろ別府競輪は車券販売が低調で、当時の井上市
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長は販売促進のため、日田で複合娯楽施設の経営をしていた

おこなわれており、その過程において溝江建設に対し車

溝江建設（福岡市）に別府競輪の車券販売を依頼しました。

券販売をすると通知するとともに、国に対しても車券販

このことが日田市における場外車券販売への取り組みのス

売をすることの確認書を提出しております。

タートになりました。

したがいまして、関係者間の信頼関係を損なうことは

このことは、浜田市長が溝江建設を訪問し溝江会長
と面談したとき確認しています。また、井上前市長も
溝江建設に車券販売を要請したことを認めています。

別府市の利益に反するのではと考えています。
いま、日田市と国において場外車券売り場設置許可
取り消し訴訟が係争中であり、これら裁判の動向など諸

私自身も溝江会長、井上前市長にこのことを確認していま

情勢を見極め適切に対応していきたいと考えています。』

すので、紛れのない事実です。

と答弁しています。
答弁からもお分かりのように、別府市は日田市において場
外車券販売を推進することを明らかにしているのです。

溝江建設の立場と権利は
≪溝江建設の立場と権利は≫

その後、平成15年に浜田さんが市長に当選してから、日
田の場外車券売り場問題は大きく動き出しました。

溝江建設は、前井上市長の要請によって場外車券販売へと

浜田市長は当選直後、「議会が関連予算を否決し、日田市

踏み出すことになりました。

民も反対している中で、進出を強行すべきでない」と話して

このことについて溝江会長は、「今まで経験したことが

いました。どうも浜田さんはこの問題を簡単に考えていたの

ない車券販売を手がけることには抵抗がりました。
しかし、井上さんの熱意と、別府市のために少しでも
お役に立てればということで決断しました」と話してい

ではないでしょうか。

≪場外車券販売中止と
場外車券販売中止と
溝江建設に対する対応は≫
溝江建設に対する対応は

ました。
◆別府市の要請によって
平成８年、場外車券を販売するため溝江建設は地元同意書

平成15年11月９日

をつけてこの事業がスタートしました。
平成８年９月４日、別府市は市場調査を経て正式に場外

浜田市長と大石日田市長は由布院で

会談し、次のことで合意しています。

車券売り場を新設することを決定し、10日に溝江建設に通

１）別府市は日田での車券販売を中止する。

知しています。

２）日田市は国を相手の車券販売所設置の許可取り消し訴訟

この決定を受けて溝江建設は、平成９年７月31日九州通商

を取り下げる。

産業局に場外車券売り場設置の申請をしました。

・・・・ ・・ ・ ・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・
そして11月10日、浜田市長は溝江建設本社（ 福岡市）を突
・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
然訪ね、溝江会長に日田での場外車券販売の中止を伝えてい
・・
ます。

そして、平成12年６月７日

通商産業大臣から溝江
建設に対して「場外車券売り場設置」の許可が下りて
います。
以上のことからお分かりのように、溝江建設は別府市の
要請によって場外車券販売を決意し、場外車券販売所
の設置許可も関係法令に沿って得ています。

『その後開かれた平成15年第４回定例会で、私は競輪の場外
車券販売中止について次のように質問と指摘をしています。』
別府市が溝江建設との約束に基づいて、日田での場外車券

ところが、この車券販売に対し日田市民が反対運動を起こ

販売にこぎつけない場合には、必ずや損害賠償請求が惹起さ

し、日田市も許可の取り消しを求めて国を相手に訴訟

れるだろうとの考えを述べてきましたが、今もってその考え

を起こしましたが、平成13年１月28日に敗訴が決定し

に変わりはありません。

ています。

先日、市長との会談でも申し上げましたが、場外車券売

敗訴を不服としてその日に日田市は抗告しました。

り場問題は早期に解決すべきだが、損害賠償問題が横
たわっている以上、慎重に進めて欲しい。

ところで、反対運動と溝江建設が関係法令に沿って得てい
た設置許可とは、分けて考える必要があります。

今回の問題では、溝江建設となんら協議がないまま、しか
も別府市が一方的に販売中止を決定してしまいました。
このことが、訴訟要因や、訴訟感情とならないように格段

≪反対運動の中で別府市は≫
反対運動の中で別府市は

の努力をお願いする。
私が何らかのお手伝いが出来れば一市民として協力は惜し

平成13年２月の臨時市議会に日田での場外車券売り場設置

みません。

に関連する予算が提案されました。しかし、この予算は否決

もし損害賠償が起きた場合に、市民は、なぜ、場外車券販

されました。

売中止決定前に溝江建設が、すでに得ていた場外車券販売

予算否決後の平成13年９月議会で、今後の場外車券販売

設置許可問題を解決しなかったのか、との批判が澎湃とし

についての質疑で安部助役は、

て起きてくることを申し上げておきます。

『臨時市議会において関連予算を議会が否決したことは

大変残念ですが、以上私が懸念し指摘していたとお
り損害賠償訴訟はおきました。

重く受け止めるが、サテライト日田の設置については、
自転車競技法などの関係法令に基づいて適法に手続きが
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の対応がはっきりしないため、本意ではないが裁判を起
こすことになった、こういう事態になり非常に残念。

損害賠償はなぜ起きたのか
≪損害賠償はなぜ起きたのか≫

市との交渉の中で別府市の方から、損害額を出して
もらいたいといってきた。大塚助役が来社し「示談金は

すべて場外車券販売中止に対する市長の判断ミスか
らおきたのです。

議会の承認がいるのが、承認が得られる見込みがまった
くないので、裁判による判決をいただきたい、判決が出

市長は販売を中止した理由として

れば別府市としても従わざるを得ない」と口頭で話があ

１）議会が場外車券販売関連予算を否決したこと

ったので、その場で助役に直筆でその旨を書いてもらった。

２）日田市民の反対があること

ところが９月28日に届いた文書はトーンががらりと

をあげています。

変わり「損害金を支払うことはできないといわざるを得

市長にとって最も大切なことは、販売中止の判断を
する前に、別府市からの要請で「場外車券販売の権利」
を通産省から得ていた溝江建設に、「中止」の理解を
得なければならなかったことなのです。

ない」との内容だった。
これでは裁判をやらざるを得ないと記者会見で述べました。
』
以上の事実経過から見えるのは、浜田市長の判断や対応

のまずさから、今回の損害賠償請求問題がおきたとい
うことです。

日田市長とだけ協議して販売中止を決定し、その後しかも

韓国に行く途中に、溝江建設に予約も取らず突然訪問
して販売中止を伝える有様だったのです。
中止を伝えに行ったときのことや、中止後の対応について、

≪市長の判断を検証≫
市長の判断を検証

平成15年第４回定例会で市長や助役は次のように述べています。
●市長答弁

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
次にこの問題処理で市長がどのような判断の誤りをしたの

『考えてみれば、前市長が競輪事業拡大の思いを持って
やってきたこと、だから溝江建設は「別府市のためにな

か検証していきます。

るのならやりましょう」ということで場外車券販売を決

１）場外車券販売中止の決定まで、既得権者溝江建設との間
になんらの話し合いがないまま、販売中止を決定しました。

断して別府市の言うとおり行動してきました。
日田市が反対をして裁判になり、悪者扱いになった７

２）日田市が場外車券販売中止を求めており、溝江建設の車

〜８年、そういう長い時間の苦労もしみじみ話していた

券販売権をどのようにするか、中止を求める日田市に解

だきました。

決をするように求めるべきでした。
３）日田市と溝江建設の間で、車券販売権問題が解決した後、

私はそのお話を聞きながら、法的に強行できる立場に

別府市は場外車券販売問題を処理すべきでした。

ありながら、別府市を思い、日田市を思い、じっと我慢

４）別府市が自ら車券販売の中止を決定したため、損害賠償

していただいた溝江会長の言葉に感銘を受けましたし、

請求の相手が別府市だけとなりました。

心からお詫び申し上げたしだいです。

別府市の勝手で180度違う決断をしたのですから、
当然この間ご心配をかけ、ご迷惑をかけ、そして実損
もあるでしょう。

５）日田市が国を相手に行っている場外車券場設置取り消し

溝江さんはずっと別府市の言うとおりやってこられた

の負担割合について、確認書をつくるべきでした。

訴訟の最終判決を待って、別府市は判断すべきでした。
６）日田市の大石市長との会談で、将来起こりうる損害賠償

という部分がしっかり私も分かりましたので、今後も誠

なぜ、溝江建設に対する損害賠償の負担割合の協議書を

意を持って話し合っていきたいと思います。』

作ってなかったのか理解できません。

これが別府市の溝江建設に対する考えです。

この決定が日田市民には負担がなく、別府市民には
大きな負担となってきました。
浜田さんはどちらの市民を向いて決断したのでしょうか。

次に損害の補償について別府市は
損害の補償について別府市は
●平成15年12月定例会での市長答弁

このような市長判断の誤りで、住民に不利益を与えた
このような市長判断の誤りで、住民に不利
場合、市民がその損害を賠償しなければならないのかどうか
益を与えた場合、市民がその損害を賠償しなけ
を見ていきます。
ればならないのかどうかを見ていきます。

●●●●●●●●●

『溝江建設には長年ご心配をかけた。
おそらく実損もあったでしょう。誠意を持って話し合
っていきたい。』
●平成16年３月の定例会議で大塚助役答弁

地方自治法で公金支出が違法と考える住民は、首長や担

●●●●●●

当職員を相手取り、自治体に損害を賠償するように求めて監

『損害額の資料を出していただくようになっているが、

査請求をし、その結果に納得できなければ、別府市を相手に

まだ提出されていない。
』

一方、溝江建設は損害賠償提訴前「平成17年11月
７日」の会見で、次のように述べています。

訴訟を起こすことができます。

●提訴の理由を溝江建設の右田会長は

市長個人が支払うように求めることができます。

裁判で勝てば、別府市に対して、市長が行った公金支出を

●●●●●●●●

『円満解決を目指して話し合いを進めてきたが、別府市

このような事例は珍しくなく、住民や納税者の権利として
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すでに定着しています。

ホームページもご覧ください

今回の損害賠償には公金を支出すべきでなく、浜田市

長個人が裁判に要する費用や損害金を支払うべきです。
この訴訟では時間も裁判に要する経費も多くかかりますが、
市長の判断ミスで市民の負担が必要となったことは許される
ことではありません。
裁判費用について大塚助役は「別府市を相手の裁判だから
別府市が対応したい」と税金から裁判などの費用を支払う考
えを示しています。

≪今後の問題≫
今後の問題
今回、損害賠償請求事件がおきたことは大変残念です。し
かし、別府市に一方的に振り回された業者の立場から見ると、

行政の問題点を
シリーズで載せています。

損害賠償請求は当然の権利かもしれません。この裁判で損害
賠償の負担が少しでも少なくなることを期待するのみです。
この問題により、市長やそれを補佐すべき職員の認識不足
と力量不足がいみじくも露呈されてしまいました。

http://www.izumi-t.jp

H Pアドレス

浜田市長の任期も１年を残すのみとなりましたが

E-mail アドレス

１）楠港埋立地利用問題
２）場外車券販売損害賠償問題

genki@izumi-t.jp

市政の問題点をさらに詳しく分析してメール
マガジンでお届けしています。
（無料）
ぜひご利用下さい。
あなたのご意見やお叱りをどんなことでも
お聞かせ下さい。

３）扇山ゴルフ場問題
４）行財政改革問題
などが山積しています。
しかし、これが「問題」となって具体的にとりざたされる
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ようになったのは、ひとえに浜田市長の市政運営に対する力
・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・ ・・ ・・・・
不足のためです。適切に処理されていれば「問題」化してい
・・・・・・・・
なかったはずです。

TEL 0977-67-0570・67-0659
FAX 0977-67-0659 携帯 090-3410-0084

市民は市民のための政治を果敢に実行して欲しいと願って

これからも一歩又一歩、自分の足で「市政の今」をお届

いるのですが、現状はすべて中途半端な感じがします。

けしたいと思っています。

一生懸命努力したけれど…では市民の理解は得られません。

ご意見を是非お寄せ下さい。

市長は市民のための政治をする責任と、市民はその政治

≪市政の問題点をより詳しくホームページに載せています。

を進めることができる権力を市長に与えています。

こちらも是非ご覧ください≫

市民の理解を得ることができるのは、言葉だけでなく行動
し、良い結果を残すことだけなのです。

お読みいただきありがとうございました。

武弘の願い
泉 泉 武弘の願い
今まで市政の問題を私が直接「泉武弘の市政だより」と

『お

してお届けしてきました。
その結果、皆さんの声として、

願

い』

私は市政の「今」を「泉武弘の市政だより」として、私
が直接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
のですが印刷費に是非ご協力をお願いします。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
重な寄付は最大限有効に使わせていただきます。本当にあ
りがとうございました。

１）市政の実態を知ることができた
２）もう少し政策提言をしてほしい
３）内容を誰にもわかるようにしてほしい
４）批判ばかりしているように見える
などのご意見が多く寄せられました。
私の願いは「皆さんに市政の実態を知ってほしい」ただ
それだけです。
ご存じのように私の政治活動に必要な費用は皆さんの税

泉

金とご寄付によって支えられています。したがって、私が
知った情報は皆さんにお返ししなければならないと考えて

武弘政策研究所

■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

いるのです。
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