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■９月議会一般質問
～不祥事防止のための内部統制構築を問う！ほか～
去る９月８日（月）
、30 回目となる一般質問に登壇しました。今回は（１）介護保険に関係する誤記載書類の送付事故と内部
統制 （２）身体障害者福祉作業所太陽の運営について （３）南部清掃工場建て替えについて

の３点を通告し、市執行部と議

論を行いました。以下、その模様をお知らせします。

★誤記載書類の送付事故と内部統制 ～再発防止のために～
日

色

過日、介護保険に関連する誤記載書類の送付事故が発生したが、介護保険や国民健康保険、税、生活保護など
の部門ではここ数年、毎年のように事務処理の不手際による事故が発生している。
今回、事故の発生原因を「情報処理の過程で加えられる人的作業の誤りにある」と認識したとのことだが、こ
の認識を全市的に共有するとともに、こうした複雑な業務を抱える部署において集中的に対策に取り組むことが
必要ではないか。

総 務 部 長

今回、システムを導入して事務を行っている部署を対象に、システムによりミスを回避することができないか、
また業務の手順の再確認を行うことにより、チェック機能の強化を図ってまいりたい。

日

色

内部統制の構築にあたって、もっとも必要とされるものとして、トップの使命感が挙げられている。不祥事を
生まない体制を構築することこそが首長にとって必要であると考えるが、市長の見解を問う。

市

長

不祥事が発生したことを申し訳なく思っている。大事なことは、現場の職員にシンプルに問題点を伝えていく
ことにある。業務上のミスは行政にとってもダメージが大きいことから、今後ともしっかりとした形で取り組ん
でまいりたい。

★身体障害者福祉作業所「太陽」の運営改善を ～利用者の利便性向上のために～
日

色

身体福祉作業所「太陽」について、施設利用者の保護者から様々な要望をいただいている。現行 15 時までとなっ
ている活動時間について、より充実した作業・訓練時間の確保および保護者負担軽減の観点から、延長すること
が望ましいと考えるがどうか。同時に、職員の負担軽減や適切な休憩時間の確保の観点から必要に応じ職員の増
員や柔軟な勤務体制の導入等を検討するべきと考えるがどうか。

福祉サービス部長

行田で民間により開設される新施設が 16 時まで運営されると聞いている。同様のサービス提供が可能であるか、
あわせて職員の休憩時間の確保、負担軽減ができるか、調べてやっていきたい。

日

現在、条例施行規則に定められた休所日の他に、夏休み・春休み・年末の時期に特別
休所日というものが設けられているが、その必要性について疑問がある。利用者の利便
性を損なっているのではないかと考えるところ、改善を求めるがどうか。

色

福祉サービス部長

特別休所日の取り扱いについては、職員の適正な勤務体制を含め、検討していきたい。

★南部清掃工場建替え工事について ～資材高騰の中、予定通りに進められるか？～
日

色

環 境 部 長

南部清掃工場の建替え工事に向けて発注準備が進んでいるが、2020 年の東京オリンピックを前にして、既に資
材単価の高騰や人員の奪い合いという話がでている。このような状況で、事業実施のスケジュールに変更はないか。
また、事業費を抑制するための対策はどのように考えているか。
南部清掃工場は平成元年から稼働しており、現在の計画でも竣工時には 31 年
を経過することとなり、延期した場合には大規模な改修が必要となる。多額な経
費がかかることから、現在の計画で進めてまいりたい。
事業費抑制については、工事期間中の資材の調達時期や工事工程を工夫するな
ど、リスクの分散が図れるような事業者独自の提案を促す募集要項を作成したい。
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■学校給食費が公会計化されます
このたびの９月議会で「船橋市学校給食費に関する条例」が可決成立し、来年度より学校給食費の公会
計化が始まることになりました。
「学校給食費の公会計化」とは、これまで各学校がそれぞれ徴収・支払いを行っていた学校給食費を市が
一括して徴収・支払いを行うことにより、各学校の負担軽減・保護者の利便性の向上を図ろうとするもの
です。今回の条例では、市の責任と保護者等の負担および学校給食費に係る債権・債務関係を明確にする
ことが趣旨とされています。
これまで各学校では個別に徴収事務を行っていたため、教師・事務職員に多大な事務負担がかかっていました。現金を扱うこ
とによる事故のリスクや、滞納に際して督促などの対応に時間を取られることも多いとの声が聞かれていました。
一方保護者からも、給食費の納付のために、学校指定の金融機関で口座を開設しなければならないなどの手間もあり、改善を
求めることがあがっていたものです。
今回の公会計化により、こうした事務作業の軽減が図られ、公金事故のリスクも少なくなるほか、保護者にとっても納付しや
すくなることが想定されています。これにより、学校現場が本来の教育活動により注力できることが期待されます。

■９月議会補正予算 Pick Up !
今回の９月議会で可決成立した補正予算の中から、特徴的な事業をご紹介します。

★ＬＥＤ防犯灯への切り替え進む～省エネ化を促進！～
町会・自治会が設置する防犯灯について、設置にあたり市から補助金を交付していますが、近年普及
が進むＬＥＤライト（蛍光灯や水銀灯より消費電力が少なく、寿命が４～６倍長い）に取り換えた場合、
その補助率を今年度から引き上げることとしました。これは、防犯灯のＬＥＤ化を促進することにより、
省エネを促進するともに、電気代や交換のための費用を削減することを目的とするものです。
当初は１億円強（市内全体で約 2,300 灯）の申請を見込んでいましたが、今年度前半だけで当初の想定を超える申請があった
ことから、急きょ９月議会で１億１千万円の増額補正を行い、計２億 1,500 万円（市内全体で約 4,700 灯）の予算となりました。
一時的には市の支出が増えたようにも見えますが、長期的には市からの補助・町会自治会の負担を減らす効果のある施策であ
り、来年度以降も一層の普及が期待される事業です。

★船橋駅前アーケードの撤去に補助～駅前のイメージＵＰ！～
船橋駅南口から伸びる船橋駅前商店会のアーケードについて、老朽化が著しく、倒壊や屋根材の落下に
よる事故等が危惧されていたところ、今回の補正予算によって約 500 万円を補助し、年内をめどに撤去す
ることとなりました。これにより、来街者の安心・安全を確保するとともに、船橋駅前のイメージを刷新
する効果が期待されています。
今回の事業にあたっては、
国の「商店街まちづくり補助金」を活用し、
事業費総額 2,600 万円あまりのうち、
約 1,600 万円を国の補助で、約 500 万円を市の補助、残余を商店会の資金でまかなうこととなりました。こうした国の制度を活
用し、まちづくりを進めていくことも自治体にとっては重要なことです。

■９月議会閉会
去る９月 26 日（金）、平成 26 年第３回定例会（９月議会）は市長提案の 22 議案ほかを可決し閉会しました。
（議決結果などの
詳しい内容は 10 月 25 日ごろ発行の「市議会だより」をご覧ください）補正予算の他、主な議案として、過日発生した職員によ
る生活保護費の着服事件の責任を取り市長・副市長の給料を減額するものや、工事資材の高騰に伴い、市が発注する工事契約の
金額を増額するものなどがありました。

■子ども・子育て支援に関するアンケートの結果から
～働くお母さんの支援に向けて～
幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するための「子ども・子育て支援新制度」が、いよいよ
平成 27 年度に始まります。新制度に向けて、市では平成 26 年度中に第 1 期「子ども・子育て支援事業計画」を策定しますが、こ
の計画策定に向けて、子育て中の方や市民の方等のご意見を反映するためにアンケートが実施され、その結果が公表されています。
そのなかから私が着目したのは下記の表です。就学前のお子さんを持つ母親の就労状況についての調査結果ですが、５年前（平
成 20 年度）と比べて、就労中、あるいは産休・育休中の数字が伸び、現在就労していないという回答が減少しています。
共働き家庭の増加、女性の社会参加が進んでいる現われと理解をしていますが、こうした社会の変化に行政としてもしっかり
と対応していく必要があります。
就学前児童のいる母親の就労状況について（抜粋）
フルタイムで就労している
フルタイムで就労しているが産休・育休中である
以前は就労していたが現在は就労していない

平成 20 年度
13.3％
3.3％
58.6％

平成 25 年度
16.2％
10.5％
49.7％
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■どうなっているの？船橋市の財政状況
～「船橋の台所事情」が発刊されました～
市民の皆さんからのお問い合わせが最も多いもののひとつに、
「船橋市の財政は大丈夫？」と
いうものがあります。少子高齢化で財源が細る中、福祉関係の支出は増大する一方であり、財政
破綻が現実となる自治体も出てきています。最近でも、千葉県富津市が 2018 年度に財政破綻状
態にあるとされる「財政再生団体」に転落する見込みであるとの報道がなされました。
市民の生活に直結する自治体の財政状況について、広く市民の方に知っていただき、共にその
あり方を考えていくことが必要です。私も毎年開催している市政報告会では必ず時間を取って、
予算・決算の状況について報告を行ってきました。

船橋市の財政状況 保たれています。ここでは財政運営を見る
そのような中、このたび市財政課から、船橋市の予算や財政状況を図やグラフで分かりやすく
現在、船橋市の財政状況は良好で健全性が
ときに欠かせない4つの項目について説明

解説した「船橋の台所事情」が発刊されました。これは、専門的な用語が多く、制度も複雑な財します。
①財源調整基金（貯金）
政や予算を市民の皆さんにも理解していただき、関心をもっていただくことを目的としたもので

市には、急激な収入の落ち込みや、災害復旧などの予定外の支出、また今後見込まれる公
す。今回は、この内容を抜粋しながらご一緒に船橋の財政状況を考えていきたいと思います。
共施設の老朽化や少子高齢化社会への対応等に備えるための貯金があります。これを「財源
調整基金」と言い、毎年、決算の時に余ったお金（剰余金）などから積み立てています。

★船橋市の貯金はどれくらいあるの？～財源調整基金は過去最高の 180 億円あまり～
市には、急激な収入の落ち込みや、災害復旧などの予定

財源調整基金残高の推移

を「財源調整基金」と言い、
毎年、
決算の時に余ったお金（剰

3.5

200

外の支出、また今後見込まれる公共施設の老朽化や少子高
齢化社会への対応等に備えるための貯金があります。これ

（万円）

（億円）
184億円

他の中核市と比べ
てもしっかり貯金

3.0

147億円

150

ができているね。

3.0万円
2.4万円

余金）などから積み立てています。平成 24 年度残高は、184

2.5

113億円

100

億円です。人口１人あたりに置き換えると、29,925 円で全

93億円

1.9万円
70億円

国の中核市 41 市（平均 21,923 円）中、多い方から 11 番目で

2.1万円
1.6万円

1.8万円

50

す。（「船橋の台所事情」から抜粋）

2.2万円

1.5

1.6万円

1.2万円

0

2.0

1.9万円

1.0

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

船橋市1人あたり
中核市1人あたり（平均）

平成24年度残高は、184億円です。人口1人あたりに置き換えると、29,925円で全国の
中核市41市（平均21,923円）中、多い方から11番目です。

●日色 Check!

・・・現在、市の貯金にあたる財源調整基金は過去最高の水準にあり、健全な状態にあるといえます。

しかし、この背景には平成 22 年度以降、国からの地方交付税が毎年②市債（借金）の残高
40 億～ 50 億円程度入るようになったことで残高を回
財政状況の比較は中核市同士で

学校や公園などの公共施設の整備には多額の費用がかかります。また、これらの施
復できているというのが実際であり、不交付だった平成 18 年度～ 20 年度頃には全国平均を下回る水準まで落ち込んだこ
設は長い期間たくさんの市民が使います。
同じ地方公共団体と言っても、村や町から人口が100万人を超える市まで様々です。自治体

ともあります。今後の支出増に備えて堅実な財政運営が必要です。
そのため、「市債」という借金をして、何年にもわたり返済することで世代を超え
により必要とされる行政サービスが異なります。

て多くの市民に建設費用の負担をしてもらうようにしています。
また、政令指定都市や中核市では、都道府県の行う仕事の一部を行っているため、普通の市
今後は、公共施設の老朽化や長寿命化への対応が増えるため、市債の残高は増える
と比べると行っている仕事や必要となる財源が大きく異なります。そのため財政状況を他市と
ことが予想されます。
比較するときには、同じ中核市同士で比較します。

★船橋市の借金はどれくらいあるの？～約 3,000 億円、今後の推移に注意！～
学校や公園などの公共施設の整備には多額の費用がかかりま

市債残高の推移
15

す。また、これらの施設は長い期間たくさんの市民が使います。
3,000

そのため、「市債」という借金をして、何年にもわたり返済

2,000
1,465
億円

今後は、公共施設の老朽化や長寿命化への対応が増えるため、

1,474
億円

3,033
億円

102
億円

110
億円

115
億円

122
億円

132
億円

することで世代を超えて多くの市民に建設費用の負担をしても
らうようにしています。

2,755
億円

2,712
億円

2,955
億円

2,794
億円

年々借金が増えて
いるけど他の中核
市と比べると市民

1,480
億円

1,492
億円

1,471
億円

1 人あたりの 額は
少ないんだね。

市債の残高は増えることが予想されます。
人口 1 人あたりで割ると 194,940 円（平成 24 年度末現在高

1,000
677
億円

441
億円

482
億円

520
億円

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

866
億円

799
億円

688
億円

674
億円

1,200 億 5,883 万円・普通会計※）です。これは中核市 41 市（平
均 379,685 円）中３番目に少ない額です。
（
「船橋の台所事情」

554
億円

585
億円

0

より抜粋）

一般会計のうち
臨財債以外

一般会計の
うち臨財債

Ｈ２５
特別会計

Ｈ２６
企業会計

人口1人あたりで割ると194,940円（平成24年度末現在高
1,200億5,883万円・普通会計※）です。これは中核市４１
市（平均379,685円）中３番目に少ない額です。

●日色 Check! ・・・現在の水準はまだ健全な範囲ですが、今後一斉に高度成長期に建設されたインフラ設備（道路・
橋梁・下水道・学校・公民館・清掃工場 etc）の更新が始まることになり、市債発行額の増加は避けられない見込みです。
※

市によっては、介護サービス事業や区画整理事業などを一般会計

で行ったり、特別会計や企業会計で行ったりとバラバラな部分があ
不断の行財政改革を行って支出を抑制していくとともに、
市税その他歳入の確保策を長期的に考えていく必要があります。
ります。
そこで、より正確な比較をするため一般会計から特別会計や企業
会計的な性格の事業を除いた統一した基準を使います。これを「普
通会計」と言います。
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■文教委員長奮闘記 ～市内公民館、続々と生まれ変わる～
文教委員長の任を受けてから１年半弱になろうとしてい
ますが、この間様々な公務に出席する機会をいただいてい
ます。特に今年度は市内公民館の建替え工事が竣工を迎え、
開館記念式典にお招きいただくことが続きました。
去る６月 22 日に開館記念式典が行われた浜町公民館は、
三井不動産株式会社から土地の無償貸与を受け移転新築さ
れたものです。
また、９月 22 日に開館記念式典が行われた北部公民館は、
豊富出張所との複合施設であり、既存の施設を使用しなが
浜町公民館外観
らの建替え工事が行われています。
こうした市内様々の行事に公務として参加し、地域の様々な歴史を学ぶと同時に、議会と
しての役割を日ごろから考えています。

活

動

日

誌

最近の主な活動の一部をご紹介します。
7 月 ６日（日）
7 月 12 日（土）
7 月 14 日（月）
7 月 15 日（火）
7 月 16 日（水）
7 月 18 日（金）
～ 20 日（日）
7 月 24 日（木）
7 月 25 日（金）
7 月 27 日（日）
8 月 1 日（金）
8 月 2 日（土）

社会を明るくする運動講演会
なないろ保育園夏祭り
議会運営委員会
龍神社清掃奉仕
ローカルマニフェスト推進地方議員連盟勉強会
日本青年会議所サマーコンファレンス

青少年問題協議会
船橋市体育協会体育功労者表彰祝賀会
ふなばし市民まつりパレード
全国高校総体バスケットボール競技開会式
入日神社祭礼
龍神社盆踊り
8 月 4 日（月） 船橋ブランド協議会理事会
8 月 6 日（水） 実践倫理宏正会朝起き会
8 月 15 日（金） ボーイスカウト船橋３団ＣＳ隊キャンプ
～ 16 日（土）
8 月 17 日（日） 本中山地区盆踊り
8 月 21 日（木） 議会運営委員会
8 月 23 日（土） 海神商店会盆踊り
8 月 25 日（月） 情報ステーション 10 周年記念祝賀会
8 月 26 日（火） 議会 開会日
8 月 27 日（水）「船橋をきれいにする日」実行委員会
8 月 28 日（木） 議会 議案等説明会
8 月 30 日（土） 前貝塚イトーピア自治会館落成記念式典
8 月 31 日（日） 防災訓練
船橋市シニア野球連盟結成 20 周年記念式典
9 月 2 日（火） 議会 議案質疑・文教委員会
9 月 3 日（水） 議会 一般質問
～ 9 日（火）
9 月 7 日（日） 海神４・５丁目自治会敬老会
9 月 13 日（土） 海神中学校運動会
9 月 14 日（日） 本中山地区自治会町会連合会敬老会
海神南町会敬老会
9 月 15 日（月） 海神北一百寿会 50 周年記念式典
9 月 18 日（木） 議会 文教委員会
9 月 20 日（土） 北部公民館落成記念式典
9 月 21 日（日） 海神６丁目西町会敬老会
9 月 22 日（月） 議会 予算特別委員会
9 月 26 日（金） 議会 閉会日

北部公民館実習室
（写真はいずれも市ＨＰから）

■ホームページをご覧下さい
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。

■朝の駅頭活動スケジュール
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

※公務・急用・荒天などにより変更する場合があります。

■日色 健人（ひいろ・たけと）プロフィール
昭和53年船橋市生まれ 36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）
。平成19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。平成23年4月 5222票を頂き再選。
自由民主党船橋市支部青年部長・文教委員会委員長・
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「市政会」所属
地域での主な活動:ボーイスカウト船橋第3団副団委員長・
船橋稲門会（早大OB会）事務局長、船橋市国際交流協会会
員、日本山岳会会員、
（公社）船橋青年会議所理事長、保護
司、船橋市消防局市民音楽隊隊員
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）

■編集後記
秋も深まり、一日一日が短くなる頃となりました。今年
も豪雨や噴火など自然災害が続いていますが、年の瀬に向
けて穏やかに過ぎることを願うものです。
（健）

