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■平成23年度予算が成立！
　３月議会において、平成23年度一般会計予算案をはじめとする市

長提出の29議案が可決承認されました。

　予算案の内容については、３月１日付「広報ふなばし」などでも一

部紹介されていますが、私なりのポイントをご報告したいと思います。

　総じて、ここ数年と比べても、様々な事業に積極的に税金が投じら

れている印象のある予算です。必要な事業に必要な予算を投じるのは

当然のことですが、同時に、経費の節減、また後世に負担を残さない

ためにも、市債の発行縮小にも不断の努力を払っていかなければなら

ないと考えています。

■震災関連の最新情報は船橋市のホームページで！
　東北地方太平洋沖地震の発生に伴い、市民生活にもさまざまな影響が出ています。本レポートにおいても、市民の皆さんが必

要とされる情報をお届けしようと考えましたが、日々刻々と状況が変わる中、印刷～配布に時間を要する紙のレポートでは最新

の情報をお届けすることが難しい状況です。

船橋市ホームページ　http://www.city.funabashi.chiba.jp/

船橋市携帯版ホームページ（モバふな）http://mobile.city.funabashi.chiba.jp/　　

を随時ご確認ください。

　インターネットが使えない、ホームページを見ることができないという場合には、

定期的に最寄りの公民館などの公共施設をお訪ねいただいたり、隣近所でパソコンを使える方におたずね頂くなどして、最新の

情報を集めていただきますようお願いいたします。（私の事務所でも毎日掲示を更新していますのでお立ち寄りください）

　今議会でも、インターネットなどを使えない、いわば情報弱者とも言える方に対してどのように市からの緊急情報をお伝えす

るかについては議論となりましたが、すぐに解決は難しい状況です。市でも様々な方策を検討しておりますが、市民の皆さんに

も各自で情報収集にあたっていただき、正しい情報に基づく冷静な対応をお願いいたしたいと思います。

Point 1　前年度比７．２％増の積極予算

　　　　　　～子ども手当、生活保護などが増加～

　一般会計予算総額は1,719億円あまりとなり、前年度に比べて７％

もの増額となりました。これは、歳入面では市税の増収や、国からの

普通交付税の交付が見込まれることによるところが大きいとされてい

ます。

　一方、歳出面においては、扶助費と呼ばれる社会保障関係の費用が

大きく伸びています。具体的には、子ども手当の３歳未満分が１万

3,000円から２万円に増額されること、および生活保護の給付額が引

き続き増えることが想定されています。特に生活保護については23

年１月現在市内で9,213人と、1万人に迫る勢いで増えており、予算

総額も149億円（前年比27億円増）となっています。保護とあわせて、

自立に向けた取り組みを進めることが必要です。

Point 3　公共建築物の耐震化進む

　今回の震災で、市施設の中にも若干の被害が出ています。市内の小

中学校校舎・体育館の耐震診断はすでに終了し、耐震性の低いものか

ら順に設計・改修工事が行われています。このほかにも、公民館や市

営住宅など多くの公共建築物がありますが、23年度中に全ての公共

建築物の耐震診断が終了する予定です。これらを受けて、速やかな耐

震改修の実施が求められています。

Point 4　職員の住居手当・特殊勤務手当見直しへ

　国・県が廃止の方針を打ち出した、持家に係る住居手当について、

額の改定が行われます。（現行月額１万円→5,000円、年１億円の削減

効果）今後も職員組合とは交渉を進め、廃止の方向を目指すとのこと

です。また、特殊勤務手当についても15種類の手当を廃止統合し、２

年間で段階的に計2,700万円弱の削減効果を求めるとしています。こ

うした経費削減のための努力も引き続き行っていく必要があります。
Point 2　認可保育所定員は352名分増加

　　　　　　　～あわせて公立保育園民営化の取組みを推進！～

　近年増加を続ける保育園の待機児童問題ですが、担当課では積極的

に保育園の整備を進め、今年も352名分の定員増が図られます。これ

らを含め、保育園の運営には公立・私立あわせ110億円以上の予算が

投じられていますが、それでもなお、待機児童の解消には至っていま

せん。

　子育て支援といえども、無尽蔵に予算を投じられるものではありま

せん。コスト削減の努力も同時に行わなくてはならないことから、市

では平成22年度から公立保育園の民営化に本腰を入れ、遅まきなが

らも平成25年度からの実施に向け準備を進めています。私は、この

取り組みを推進する立場からも引き続き議論を見守り、船橋市に暮ら

す「全ての」子供たちにとってよりよい結果を目指したいと考えてい

ます。

船橋市ホームページ

▲

船橋市携帯版
ホームページ
▼ＱＲコード

　計画停電・放射線・被災者支援（救援物資・ボランティア募集）・

公共施設運営状況等の最新情報については、ぜひ
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■３月議会議案質疑 ～市政執行方針・二元代表制について～

■平成22年度市民意識調査から
　 ～増加する「ほとんど近所づきあいはない」市民～

　去る３月10日、16回目となる質疑に登壇しました（任期中全議会で登壇したことになります）。今回は、市政執行方針に示さ

れた市の行財政改革に対する姿勢、また二元代表制に対する認識などについて市執行部と議論を行いました。以下、その模様を

抜粋してお伝えします。

　市では毎年、市民3,000人を対象とした市民意識調査を行っ

ており、このたび平成22年度の調査報告書がまとめられまし

た。今回私は、予算特別委員会の質疑でこの内容を取り上げ、

調査結果がどのように分析され、新年度予算に反映されている

かをチェックしてみました。

　その中で、私が気になったのが、「地域との関わり合い」と

題された項目の中の、『隣近所（歩いて行ける程度の範囲）に

どの程度のおつきあいの方がいますか。』という質問です。

　結果は下記の表のとおりですが、「ほとんど近所づきあいは

ない」という市民がここ５年間で３％増加し、全体の15％に

もなっていることが分かります。

●市政執行方針について～改革の文字はなぜ消えた？～

Ｑ．日　　色　�　過去５年間の市政執行方針を読み比べてみると、これまで毎年盛り込まれてきた「改革」の文言が今年は無く

なっている。なぜ盛り込まれなかったのか。船橋市の行財政において、もはや改革の必要性はないということか。

Ａ．企画部長　�　本市の財政は必ずしも楽観視できるものではなく、引き続き堅実な財政運営を行っていく必要がある。市政執

行方針に「改革」の言葉は入っていないが、今後とも行財政改革は不断の取り組みとして推進していく。

Ｑ．日　　色　�　それではなぜ改革の文言が入らなかったのか、と聞いている。市政執行方針の作成にあ

　　　　　　　たり、どのような議論があったのか。

Ａ．企画部長　�　23年度の予算編成については、国からの交付金等もあり一息つけた感があった。改革の文言についても議論

はあったが、これに代えて「財政基盤の強化を図りながら」「堅実な財政運営」となった。決して緩んだとか危

機感を失ったということではなく、事業の見直しや改革には今後とも取り組んでいきたい。

Ｑ．日　　色　�　財政部が一息つくのは結構だが、市政執行方針に厳しい文言が盛り込まれなかったことで、各担当課が一息つ

いては困る。改革の手綱を緩めることなく取り組むよう要望する。また、市政執行方針のキーワード選びは重要

だ。今年１年の思いが伝わる用語を選ぶようにしていただきたい。

●二元代表制について～当市の執行部と議会の関係は？～

Ｑ．日　　色　�　「生き生きとしたふれあいの都市ふなばし」の実現には、二元代表制が有効に機能することが必須であるが、近年、

首長と議会が対立し、市政が混乱する事例が見受けられる。両者が二元代表制の本旨を理解し、よりよい市政を

実現しなければならないと考えるが市執行部の所見は。

　　　　　　　�　また、具体的な議会活性化の方策として一問一答制の導入や、執行部へ反問権を付与するなどの事例が他市で

みられるが、どのように評価しているか。

Ａ．水野副市長　�　他市事例は承知しているが、具体的にどのような制度を導入するかは議会の判断であり、現時点では評価でき

ない。市政は議会と市長が相互に緊張感を持って真摯に向き合い、議論を重ねることで市民の負託にこたえるこ

とが肝要であり、そのために建設的な議論を行うための仕組みづくりが重要であると考えている。

（回答者数）

平成22年（1,501）

平成20年（1,506）

平成18年（1,452）

0% 20% 40%

隣近所とのつきあいの程度（時系列比較）

60% 80% 100%

なんでも相談し
助け合える

内容によっては
相談し助け合える

世間話をする程度 挨拶をする程度 近所づきあいはない 無回答
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　委員会の質疑の中で市は、「地域福祉計画を推進するなかで、

地域・コミュニティの交流を活発にするべく各種の施策を行っ

ている」と答弁しましたが、この市民意識調査の結果を見れば、

現在の施策が効果を上げていないことが明らかです。

　今回の震災でも明らかになったように、非常時にはもちろん、

普段からも住民同士の交流があるかないかによって、その地域

の防災力や自助能力が左右されるといわれています。担当課に

はこの結果を調査分析し、今後の事業の改善に役立てるように

指摘をしました。
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■初当選から４年、公約の達成度は？ ～市民との約束を徹底検証～

　昨年の夏休みに引き続き、２月～３月の２ヶ月間、ＮＰＯ法人ドットジェイピーの事業により、２名の大学生をインターン生

として受け入れました。

　２ヶ月間、さまざまな行事や体験に取り組んだ学生から下記のような感想をいただきました。普段政治とかかわることの少な

い学生にとって、議員や市議会がどのように映ったのか、ご紹介したいと思います。

■大学生のインターンシップを受け入れました

　振り返ってみると、それなりに公約に沿った議会活動を続けてきた

と思いますが、いずれも道半ばであることに違いありません。初心を

忘れず、市民との約束を果たし、市政に貢献したい。その思いを胸に、

改選に臨みたいと思います。

　４年前の初立候補時に配布したリーフレットに、自らの「視点・政策」

を掲げ、選挙戦を通じて市民の皆さんにお訴えをしてきました。ホー

ムページには今も掲載し、自らの活動の指針としています。いよいよ

今月に改選を迎えるにあたり、この４年間でどこまで

その約束を達成できたか、振り返ってみたいと思います。

（斜体が初当選時の公約、★は自己評価。5つ星が最大）

稲垣亜美さん（千葉大法経学部１年生）

　私は約二ヶ月間のインターンシップの中でポスティングや議

会傍聴、施設見学にキャンプなどの活動をしました。あらゆる

活動の中で特に印象に残っているのは駅頭です。議員さんの努

力の積み重ねを見ることができ、又挨拶や笑顔に心がけ、多く

の方の手にとってもらえるよう「考える」機会を得ることがで

きました。

　様々な活動を通して、議員さんとの距離が近くなったことも

そうですが、政治への興味を高めることもでき、「政治」との

距離が近くなったことも私の中では大きな変化です。貴重な体

験の連続でとても充実した時間を過ごすことができました。

生方麻美さん（千葉大工学部１年生）

　私は、市町村単位での財政はどうなりたっているのかに興味

があり、このインターンシップに参加しました。

　実際には、予算の作成は市の仕事で議員には組み替えの権利

しかないことにびっくりしました。しかし、議員は市議会で市

民の声を市に投げかけることにより市政の方向性を直し、その

結果を市民に報告するという、市と市民を結びつける仕事をし

ていることがわかりました。

　また、２ヶ月という短い期間でしたが、市長、副市長との面

会、キャンプや中学の見学等、お忙しい中さまざまなプログラ

ムを組んでくださり、大変感謝しています。

●政治をもっと身近にしたい！　・・・★★★★

　若い世代を中心に、「政治離れ」が進んでいると言われます。「自

分には関係ない」、本当でしょうか。政治は特定の誰かのものでなく、

ひとりひとりが携わってつくる、大事な仕事だと私は思います。

　しかし、市民ひとりひとりに十分な情報が届いていなければ、政治

を自らの問題として考えることはできません。私は、市政を市民とつ

なぎ、政治をもっと身近な存在にするために精一杯働きます。

▼�　議会終了ごとに「市議会レポート」を毎回15,000部作成し、ポ

スティングや駅頭で配布を続けてきました。議会の無い月はチラシ

「船橋の論点」を配布してきましたので（通算34号）ほぼ毎月情報

発信を続けたことになります。

　�　市政報告会も今年で４回目となりますが、報告会開催は年１回に

とどまったこと、また費用の問題からレポートの配布も市内の一部

地域にしかできなかったことなど、まだまだ力不足の面もあります。

●視点３　思いやりある地域社会の再生を　・・・★★☆

　性差・年齢差・障害の有無・人種国籍など、市民の間にもさまざま

な違いがありますが、同じ街に暮らすひとりひとりが「共に支えあっ

て暮らす」意識を持つことが重要です。私は、思いやりのある地域社

会の再生を目指します。

▼�　評価のしにくい公約を立ててしまったものだと反省しています。

あえて自己評価すれば、外国人市民への積極的な施策を訴えた22

年12月議会での質問は、この公約の趣旨に沿ったものと言えるで

しょうか。また、特定の世代層やグル―プに肩入れし、市民の対立

をあおるような（たとえば「子育て支援」VS「高齢者福祉」）議論

になることのないよう気をつけてきました。

れているかのチェックがますます重要になります。

　私は、監査機能の充実と活用を通じて、効率的な行政の推進を訴え

ます。

▼�　昨年10月から始まった県内初となる監査委員事務局への公認会

計士採用など、議会活動を通じて監査機能の充実を図ることができ

たことはよかったと自負しています。マニフェスト大賞での受賞な

ど、対外的にも評価されました。

　�　しかし、任期中には幾度も市職員による不祥事がありました。結

果として不祥事が減り、市政への信頼が増すところまでいかなけれ

ば意味がありません。

●視点４　合併問題は開かれた議論で　・・・★★★★

　船橋市においても、近隣市との合併が取り沙汰されていますが、政

令指定都市を目指すことの是非については慎重な検討が必要だと思い

ます。

　私は、議論の過程をオープンにし、幅広い市民の意見を踏まえ合併

問題の方向性を考えます。

▼�　22年3月議会での質問で藤代市長から「今は新たな取り組みを行

う環境にない」という事実上の凍結宣言を引き出し、合併政令指定

都市問題に一定の方向性を与えることができました。私自身はこの

問題には上記のとおり４年前から慎重姿勢です。基礎自治体として

十分な力をすでに船橋市は持っているのですから。

●視点１　子育て世代の視線で市政を考えます　・・・★★★☆

　少子高齢化社会が叫ばれて久しく、船橋市も例外ではありません。

今も昔も子供は社会の宝です。子供たちが健やかに育つ街を作るため

に、私は一人の父親として、子育て世代の視線で市政を考えます。ま

た、関係機関と地域住民の適切な連携で、痛ましい児童虐待を未然に

防ぎます。

▼�　幼稚園就園児補助金の増額や、借地等で保育園を始める際の賃料

補助制度創設など、議会活動を通じて複数の子育て支援政策が実現

しました。

　�　しかし、一向に減らない保育園待機児童や、児童虐待の問題など、

まだまだ子育て環境を巡る課題は山積しています。自戒を込めて、

引き続き２期目の課題としたいと思います。

●視点２　徹底した監査で中核市にふさわしい行政を　・・・★★★★☆

　船橋市は人口57万人を数え、県内では唯一の中核市として有数の

規模を誇りますが、規模が大きくなればなるほど、適切に業務が行わ
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※公務・急用・荒天などにより変更する場合があります。

■編集後記
震災の被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げま

す。自分ができることは何か、まずは自らの仕事を全うし、

一日も早い復興のために力を尽くすことではないかと考えて

います。４年間の任期を振り返り、更なる努力を誓います。（健）

月 火 水 木 金

船橋駅 東船橋駅
海神駅

東海神駅ほか
西船橋駅 津田沼駅

■日色　健人（ひいろ・たけと）プロフィール

1978年船橋市生まれ　32歳　二葉幼稚園、西海神小学校、
市川学園中・高を経て早稲田大学法学部卒業。サラリー
マン生活を経てアメリカ合衆国西海岸を南北に貫く「パ
シフィック・クレスト・トレイル」全4200kmを徒歩で踏破
（日本人初）。2007年4月の船橋市議会議員選挙において
3457票を頂き初当選。現在1期目。総務委員会副委員長・
議会運営委員会委員・私立幼稚園教育振興議員連盟事務局
長・会派「未来創造」所属
地域での主な活動:ボーイスカウト船橋第3団団委員・船
橋稲門会（早大OB会）幹事、ライオンズクラブ国際協会
333-Cレオ地区監査、船橋市国際交流協会会員、日本山
岳会会員、㈳船橋青年会議所理事	 ほか

趣　　味:アウトドアスポーツ（山歩き、キャンプ、カヌー）
愛	読	書:ヘンリー・D・ソロー「森の生活」
座右の銘:Where	there	is	a	will,	there	is	a	way.
　　　　	（意志あるところ必ず道あり）

最近の主な活動の一部をご紹介します。
１月１日（土）　実践倫理宏正会元朝式

１月４日（火）（社）船橋青年会議所市長表敬訪問

１月７日（金）　海神６丁目東町会百寿会新年会

１月９日（日）　ボーイスカウト船橋３団新年初集会

１月10日（月）　ＪＣ千葉ブロック新年賀詞交歓会

１月14日（金）　健伸学院賀春の会

１月15日（土）　海神４・５丁目百寿会新年会

　　　　　　　　船橋稲門会新年会

１月16日（日）　海神南町会長生会新年会

１月18日（火）　船橋ＪＣ新年会

１月20日（木）　幼稚園父母会役員会

１月23日（日）　海神６丁目西町会百寿会新年会

　　　　　　　　本中山地区自治会町会連合会新年会

　　　　　　　　黒羽三郎歌謡教室新春の集い

１月26日（水）　私立幼稚園連合会永年勤続表彰式

１月28日（金）　海神公民館幼児サークル訪問

　　　　　　　　全国若手市議会議員の会千葉ブロック研修会

２月１日（火）　船橋ＪＣ新年総会

２月５日（土）　矢野光正県議県政報告会

２月７日（月）　北方領土返還要求全国大会

　　　　　　　　立候補予定者説明会

２月９日（水）　議会運営委員会視察

　～10日（木）　佐賀市・長崎市

２月11日（土）　保育園発表会参観

２月20日（日）　ボーイスカウト船橋３団Ｂ－Ｐ祭

　　　　　　　　木村哲也市議と語る会

２月21日（月）　議会運営委員会

２月24日（木）　議会　開会日

２月27日（日）　市政報告会

２月28日（月）　議案等勉強会

３月３日（木）　総合計画審議会傍聴

３月４日（金）　議会　議案等に対する質疑

　～14日（月）

３月５日（土）　保育園卒園式参観

３月６日（日）　塚田福祉まつり参観

３月11日（金）　議会中に震災、急きょ延会し対応に

３月15日（火）　議会　常任委員会

３月17日（木）　議会　予算特別委員会

　～23日（水）

３月28日（月）　議会　閉会日

　ほか

活 　 動 　 日 　 誌

　去る２月27日（日）、海神公民館において４回目となる市

政報告会を開催しました。

　当日は穏やかな天候にも恵まれ、130名を超す皆様にお集

まりいただくことができました。

　藤代孝七船橋市長をはじめとする御来賓の皆様からの激励

に続いて、私からは最近の市政トピックス、議会の役割と求

められる議員像、平成23年度予算案の内容、地域の課題な

どをお話しさせていただきました。

　ご来場頂いた皆様に心から

感謝申し上げます。

■朝の駅頭活動スケジュール

　日色健人 Official Web�Site では、市議会レポートのバッ

クナンバーを掲載しているほか、会議録や質問動画へのリン

ク、活動ブログを日々（?）更新しています。お時間のある

ときにぜひ一度ご覧下さい。

アドレスは

http://www.taketo2784.net/ 

（タケトフナバシ.ネット）です。

検索サイトで「日色健人」と入

力いただいてもたどりつけます。

　　　　　　　　　　「ツイッター」使っています。

　アカウントは＠HIIROTAKETOです。ちょっとしたつぶやきを

たまにつぶやいています。

■ホームページをご覧下さい

■選挙事務所開設のお知らせ
　４月17日（日）に告示、4月24日（日）に投票が行われる市

議会議員選挙にあたり、現在の事務所を選挙事務所として使

用いたします。期間中はスタッフが常駐するようにいたしま

すが、それ以前は事前にご連絡の上、お立ち寄りいただけれ

ば幸いです。

住所：船橋市海神6-11-9

　　　（京成海神駅下車徒歩5分、国道14号線沿い）

T E L：047-420-1800

F A X：047-420-1801

セブン
イレブン
　●

デニーズ
●
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●

●
海神幼稚園

海神駅
京成本線 至船橋至京成西船

至千葉至西船橋
国道14号

船
橋
中
央
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日色健人
選挙事務所

■市政報告会を開催しました

4年間の活動を語る 熱気あふれる会場


