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■待っていたって始まらない！
～ 36 歳、信頼の３期目へ！～
多くの市民の皆様のご支援をいただき、船橋市議会議員として走り抜けてきた2期目の任期も今月末をもって満了し、私に
とって3期目の改選を迎えることとなります。
このたびの改選にあたり、これからの４年間で取り組み、実現をしていきたいと考える政策を下記の通りまとめました。
より良い船橋のために、市民の皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。

【ひいろ健人・４つの約束】
１．子育て世代の視線で健やかな街を作る！
全国的には人口減少が進む中、当市にあってはなお人口微増が続き、先日 62 万人の大台を超えました。特に市
南部・西部地域を中心に子育て世代の流入も続いており、保育所待機児童、教室不足の問題が解消していません。
次代を担う子供達を健やかに育てることのできる街づくりを進めます。
・子ども子育て支援新制度の着実な実施により、妊娠、出産期から学齢期まで切れ目のない支援を実現します
・認可保育所の増設をはじめあらゆるメニューを活用し、早期の待機児童解消をはかります
・市独自の児童相談所設置により、児童虐待対応及び障害を持つ児童、保護者への相談業務を
強化します
・公立保育園の民営化等により、保育の質を確保しつつコストの削減もあわせて目指します
２．行財政改革により健全な市財政を堅持する！
船橋市の財政は比較的良好とされていますが、高齢化に伴い増加の一途をたどる福祉関係費用や、今後一斉に更
新時期を迎える各種インフラ（清掃工場、学校校舎、公民館、下水道など）の整備には巨額の費用が見込まれてい
ます。後世に負担を残すことのないよう、健全な市財政を堅持します。
・減債基金等の着実な積立、活用により、増加する市債の償還に備えます
・指標を活用した実施計画の進捗管理（PDCA サイクル）を通じて、効率的な事業実施・統廃合を行います
・監査機能の充実強化および内部統制の構築を進め、不祥事を根絶します
・債権回収の強化および、早期の督促・相談強化等による債権の発生予防に努めます
３．青少年に豊かな体験の機会を提供する！
青少年を取り巻く環境が大きく変わる中、自然や文化、音楽等に親しむ体験活動の重要性が一層増しています。
成長期に豊かな体験を育むことは、そののちの人生の可能性を広げ、幸福なものとするために欠かすことができま
せん。船橋に生まれ育った全ての子供達に豊かな体験の機会を提供します。
・青少年キャンプ場の活用をはじめ、全ての小学生に自然体験の機会をつくります
・市内全ての小中学校に音楽系クラブを設置します
・上記体験活動の充実に必要な予算の拡充及び指導者の確保を進めます
４．議会改革でより高いレベルの市政を実現する！
政務活動費を巡る不祥事などを理由として、地方議会には引き続き厳しい目が向けられています。初当選から８
年が過ぎましたが、いまだ地方議会の改革は十分とは言えません。二元代表制の一翼を担う議決機関としての機能
を十分に発揮するため、不断の改革に取り組み、より高いレベルの市政を実現します。
・傍聴規則の改正をはじめ、より市民に身近でわかりやすい議会を実現します
・議員同士の意見交換、合意形成を進め、議員提案を増やします
・議会ホームページへの議案全文・補足資料掲載など、市民への情報提供を充実します
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■３月議会議案質疑
～平成 27 年度予算について徹底検証！～
去る３月５日（木）、市政執行方針並びに議案等に対する質疑に登壇しました。今回は７項目を通告し市執行部と議論
を行いました。以下その一部を抜粋してご報告します。

★減債基金について ～今後の償還に備えて計画的な積み立てを！～
日

色

平成 27 年度予算において、減債基金積立金を 5.4 億円計上しているがなぜか。財源調整基金とは別
に積み立てを行う意義は何か。

企画財政部長

市債の返済に充てる公債費は平成 30 年ごろから増加する見込み。公債費の増加による財政負担の軽
減を図るため、積み立てるもの。財源調整基金の中で一括管理することもできるが、将来の公債費
負担の増加に備えるという姿勢を明確にすることを目的としている。

日

色 減債基金への積み立てはどのような計画で行っていくのか。

企画財政部長

日

当初予算で一定額を積み立てるとともに、可能であれば決算剰余金の一部を積み立てることを検討
したい。

色 市債の発行額や将来の償還予定額、減債基金への積み立てについて、市の実施計画と連動してコン
トロールすべきではないか。

企画財政部長

投資的な事業については、後年度の公債費負担がどの程度になるか検証が十分とは言えない。今後
は将来的な財政指標の推移についても併せて留意しながら、実施計画を策定していきたい。

★西海神小学校第２放課後ルームについて ～定員は十分か？～
日

色 西海神小学校第２放課後ルーム完成後の合計定員は 127 人とのことだが、この定員で今後の需要に応えら
れると考えているのか。

子育て支援部長

日

現在の定員は 97 人で、91 人が入所している。今後児童数全体が増加してくるので 30 人増の 127 人の定員
設定を予定している。利用率の高い低学年の児童数は平成 30 年度が一番多く、その後減少傾向と予想され
ており、対応できるものと考えている。

色 本放課後ルームをめぐる一連の混乱は、庁内の連携不足、議会
との意思疎通不足など様々な反省点を残したと考えているが、
今後このような事態を繰り返さないためにどうあるべきと考え
ているか。

子育て支援部長

一度議会で承認いただいた予算を再度修正するなど、ご迷惑をおかけした。今後は教育委員会の小学校に
関する諸計画との整合性をさらに図りながら、正確な情報を共有していく。

★子供の自習スペースについて ～各学校図書館の活用を！～
日

色 市内 10 か所の公民館において、夏休み期間中２週間にわたり自習室を開設するとのことだが、公民館利用
者への影響が大きいのでは。各公民館の運営審議会に諮っているのか。

生涯学習部長

日

事前には説明していない。今後来年度の事業計画として説明し、ご意見を伺う予定。

色 事業が本当に子供達のニーズに合っているのか疑問がある。子供達の学習ニーズが高いのは、試験期間前
や入試期間前ではないか。夏休み期間のみの開設で良いと考えているのか。

生涯学習部長

日

平成 27 年度は試験的に公民館の利用率が低い夏休み期間中に実施するもの。今後利用者からアンケートを
取るなど実態を把握した上で検討したい。

色 既に市内の各学校はエアコンの設置も完了しており、季節に関わらず快適な
学習環境が確保されているところ、各学校（特に中学校）の図書室を活用す
るなどして、長期期間中及び試験期間などに自習室を開設してはと考えるが
どうか。

学校教育部長

施設管理や教職員の配置等の課題もあることから、現状では地域の自習スペースとして学校図書館を開放
することは難しいと考えている。
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■２期目の４年間を振り返って
～公約の達成度を検証します～
前回の選挙の際に、様々な政策を市民の皆様に提示し、
多くのご支持をいただき再選を果たしました。それから 4 年（平
成 23 年度～平成 26 年度）
、これらの中には実現したもの、そうでないものがあります。改めて 4 年前に掲げた公約の達
成状況を検証し、次の 4 年間への課題を探ってみたいと思います。
４つの視点

子育て世代の視線で
健やかな街を作る！

監査の充実と
内部統制構築で
不祥事を無くす！

更なる情報公開と
行財政改革を
推進する！

議会改革で
より高いレベルの
市政を実現する！

具体的な政策

現在の状況

①公 立保育園民営化をはじめと
する、子育て支援施策全体の
最適化を推進
②私 立幼稚園および利用者に対
する補助制度の拡充
③認 可外保育園および利用者に
対する補助制度の拡充、船橋
市独自の認証保育園制度の導
入等あらゆるメニューを総合
的に活用することにより待機
児童を解消

①公立保育園民営化は凍結中
②私 立幼稚園就園児補助金につ
いては年額 37000 円から４万
円に増額（平成 26 年度から）
③補 助制度拡充、認証保育園制
度等は導入されたが、待機児
童の解消には至っていない

①監 査委員事務局の陣容を拡充
し、定期監査以外の行政監査、
財政援助団体等監査を充実
②内 部統制構築により、市民生
活に影響を及ぼす不祥事を根
絶

①監 査委員事務局の陣容等につ
いては大きな変更なし
②内 部統制の構築については後
期基本計画に新たに盛り込ま
れ推進が図られる（平成 24 年
度）も、内部統制不備による
ミスは続発

①ホ ームページを活用した各種
会議の議事録公開、資料の公
開を推進
②各 種行政資料（年報、概要）
のホームページ上での公開を
推進
③財 政健全化プラン・行政サー
ビス改善プランの後継計画を
策定し、更なる事務事業見直
し・職員定数削減を推進
④後 期基本計画における各種目
標数値設定と進捗管理の徹底
（ＰＤＣＡサイクルの導入）
⑤各種手数料・使用料の見直し、
債権回収事務をさらに強化

①各 種会議の開催予定・会議録
は市ホームページで一覧でき
るように改善（平成 23 年度）
②消 防・保健所など一部部署の
年報のみホームページで公開
されている
③財 政健全化プランの後継計画
は策定されず。補助金の見直
しが完了（平成 24 年度）。職
員定数は医療センター・消防
などの増強のため増加。
④後 期基本計画に基づく実施計
画において目標数値設定と
PDCA サイクルの導入実施（平
成 24 年度）
⑤手 数料・使用料の見直しにつ
いては基準作成に取り組むも
全面改定には至らず。債権回
収事務は債権管理課の設置
（平成 23 年度）以降、債権管
理条例の制定（同）をはじめ
全国的にみても先進的な取り
組みを推進

①議 会報告会の実施、広報の拡
充など、議会活動を市民に正
しく周知する取り組みの推進
②一 問一答制の導入、質問時の
ＰＣ活用、議員間討議の実施
など議論を深める取り組みの
推進
③議 会通年制、常任委員会の定
期開催など、議会の活動を活
発化させる取り組みの推進
④議 員報酬、議員定数のあるべ
き姿についての議論を市民と
ともに推進

①議 会報告会は未実施、広報は
広報紙のリニューアル（平成
25 年度）、委員会ネット中継
の開始（平成 25 年度）など拡
充
②一 問 一 答 制 は 本 会 議 で 導 入
（平成 24 年度）、委員会での PC
活用開始（同）、議会改革に
向けた全員協議会の開催（平
成 23 年度）
③議 会通年制は未実施、常任委
員会定期開催は委員会ごとの
判断により実施も全体での開
催回数は大幅に増加
④「 議員のあり方検討特別委員
会」の設置、議員報酬、定数
についての議論を実施（平成
23 年度～ 25 年度）

達成度および今後の課題

△
待機児童は 4 年前よりも増加し
ており、ニーズに対応が追い付
いていない。引き続き喫緊の課
題として取り組むことが必要だ
が、同時に保育の質を確保しつ
つコストの削減にも取り組むこ
とが求められる。

△
ミスを生まない体制づくりにつ
いて、全庁的に意識改革が求め
られている。煩瑣な事務作業の
多い部署から集中的に改善に取
り組む必要がある。

○
行政ニーズは増加する一方であ
るが、その中で優先して取り組
まなければならない事業の絞り
込みが絶えず必要である。事務
事業の統廃合について、PDCA サ
イクルの中で推進していく必要
がある。

△
議会活動は活発になっている
が、十分市民に伝えきれていな
い。また、市民とともに議論を
行っていく姿勢がさらに必要と
なっている。
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■市政報告会を開催しました

■選挙事務所開設のお知らせ

去る３月 15 日（日）
、８回目となる市政報告会を開催しま
した。まずまずの天候に恵まれ、多くの市民の皆様にご来場
いただきました。来賓としてお越しいただいた松戸徹市長、
木村哲也前県議から力強い激励のメッセージをいただいたほ
か、私からは新年度予算案のポイント、３期目に向けた政策
などをお話しさせていただき、
有意義な報告会となりました。
ご来場いただいた皆様に深くお礼を申し上げます。

４月 19 日
（日）に告示、4 月 26 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）
至船橋
至京成西船
京成本線
T E L：047-420-1800
海神駅
F A X：047-420-1801
船橋中央病院

日色健人
選挙事務所
イイダ
家具製作所
●

デニーズ
●

セブン
イレブン
●

国道14号
至西船橋

３期目に向けて政策を説明

活

動

熱気あふれる会場

日

誌

最近の主な活動の一部をご紹介します。
1月 1日（木） 実
 践倫理宏正会元朝式・小栗原稲荷神社元旦
祭
1月 4日（日） ボーイスカウト船橋３団新年初集会
1月 9日（金） 健伸学院賀春の会
1月 10日（土） 消防出初式・船橋稲門会新年会
1月 12日（月） 船橋市成人式
1月 14日（水） 議会運営委員会視察
～15日（木） 於：鹿児島市、四日市市、三重県議会
1月 18日（日） 本中山地区町会自治会連合会新年会
1月 19日（月） 船橋法人会新年会
1月 22日（木） 船橋地区保護司会新年会
1月 25日（日） 海神６丁目西百寿会新年会
1月 28日（水） 船橋市私立幼稚園連合会永年勤続表彰式
1月 31日（土） 船橋市小学生・女子駅伝大会
2月 4日（水） 船橋地区保護司会研修会
2月 7日（土） 船橋市サッカー協会祝賀会
2月 8日（日） 西海神小学校めだかの会餅つき手伝い
千人の音楽祭
2月 9日（月） 船橋市議会議員選挙立候補予定者説明会
千葉県弁護士会京葉支部新年会
2月 12日（木） 青少年問題協議会
2月 14日（土） 特別支援教育合同発表会
自由民主党船橋市支部新年会
2月 15日（日） 二子町西町会新年会
2月 17日（火） ふなばし若手経済ミーティング
2月 19日（木） 議会 開会日
2月 20日（金） 議案等説明会
～24日（火）
2月 21日（土） 社会福祉法人あけぼの会合同お遊戯会
2月 24日（火） 公益社団法人船橋青年会議所定時総会
2月 27日（金） 議会 市政執行方針及び議案等に対する質疑
～3月6日（金）
2月 28日（土） 槙の木レオクラブ結成10周年式典
船橋市消防局市民音楽隊第１回定期演奏会
3月 8日（日） 海神公民館こどもまつり奉仕
3月 10日（火） 市立船橋高等学校卒業式
3月 13日（金） 海神中学校卒業式
3月 14日（土） なないろ保育園卒園式
3月 15日（日） 市政報告会
3月 16日（月） 議会 文教委員会
3月 20日（金） 西海神小学校卒業式
3月 21日（土） さざんか少年少女合唱団定期演奏会
3月 26日（木） 議会 閉会日
ほか

至千葉

●
海神幼稚園

■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）船橋青年会議所第46代理事
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
皆様のご支援により、無事に 2 期目の任期をまもなく終
えることになります。しかし、まだやり遂げなければなら
ない課題が山積しています。引き続きより良い船橋のため
努力してまいります。
（健）

