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■12月議会　市営住宅条例改正案を議員発議
　～結果は否決も、議論を喚起!～
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　12月議会において、市営住宅条例の一部を改正する条例案を議員発議で提出しました。これは、市営住宅の家賃を滞納した場合

に、現在は一律に免除されている延滞金を適切に徴収するように改めることを求めたものです。

　以下、議論の一部始終をご報告します。

　ことの発端は、今議会の初日に、市営住宅の建物明渡訴訟に

関する報告が行われたことでした。市営住宅の家賃を長期滞納

している3人に対し、住宅の明け渡しと滞納家賃の支払いを求め

て千葉地裁に提訴したというものですが、3人は約230万円から

550万円程度を滞納し、もっとも長い滞納者は11年以上にわたっ

て滞納を続け、度重なる督促にも応じなかったということです。

　この概要だけでも十分にあきれてしまう内容なのですが、説

明を受けながらふと気付いたのが、「なんで訴えの中に延滞金

の請求が含まれていないのだろう?」ということでした。

　詳しく説明を求めたところ、驚くべきことに市営住宅の家賃

の滞納（平成20年度末決算額で約1億円!）に対して、延滞金

はこれまで取っていないということがまず判明。そもそもどう

いう条例になっているのかということで、市営住宅条例を参照

すると、「延滞金を納付させることができる」という裁量規定

になっていることが判明し、それに基づいてこれまでは一切延

滞金を請求してこなかったとのことでした。

　「今回の件を含め、どうしてこれまで延滞金を請求してこな

かったのか」という問いに対して、「市営住宅はそもそも低額

所得者や住宅困窮者のためのものなので・・・云々」という答

えもありましたが、低額所得者にはそれぞれ家賃の減免制度が

あります。また、今回のような悪質な滞納者に対し、延滞金を

免除する積極的な理由はありません。

　また、今回の訴訟における扱い

についても、「督促の段階で延滞

金を請求していないので、訴訟に

突然請求を上乗せすることは難し

い、云々」との、なんとも残念な

回答がありました。

　同じ市役所でも市税の担当では、

公金徴収一元化などの取り組みを

積極的に行い、延滞金の徴収も含

めて実績をあげているにも関わらず、同じ屋根の下でこうした市

の債権回収に対する意識の差があることが残念でなりません。

　そこで、私の所属する会派「市政会」では、積極的な是正を

求めるメッセージも込めて、今議会に市営住宅条例の改正案を

議員発議として提出することとしました。

　おおまかには、「納付させることができる」という裁量規定

を「納付しなければならない」という義務規定に変更するとい

うものです。

現　在 改正案

　市長は、入居者が（略）そ

の納付すべき金額を納付しな

いときは、（略）延滞金額を

加算して納付させることがで

きる。

　入居者は、（略）その納付

すべき金額を納付しないとき

は、（略）延滞金額を加算し

て納付しなければならない。

（略）

（1）悪質な滞納者でも延滞金はいりません?

（3）根回し不足?
　　  残念ながら否決も、議論に一石!
　付託された建設委員会ではいったん継続審査とされたもの

の、本会議では一転継続審査としないことが議決され、採決の

結果は残念ながら否決となりました。これは、発議そのものが

議会開会後になされた急なものであったため、十分な根回しが

できなかったことにもよりますが、「延滞金を取る」という市

民負担を増やす提案に対し、各会派が慎重な姿勢をとったこと

にもあるようです。

　ただ、担当課の現在の取り扱いに対しては一定のチェックが

はいったほか、議場で議員同士がこうした問題を議論すること

ができたことは有益であったと考えています。今後も、必要に

応じ積極的な議員発議と議論を行っていきたいと考えています。

（2）議員同士の活発な質疑!
　　 「延滞金は弱者バッシング」か?
　議会事務局のサポートを得て改正案を作成後、私が提出者と

なって、本会議場において提案理由説明を行いました。大きく

①期限内に払った者とそうでない者の公平を図ること、②適正

な納付意識の醸成を図ること、③円滑な収納事務の推進を図る

こと、の三点を理由として説明を行いました。

　質疑においては、日本共産党の議員から、「福祉目的の市営

住宅において延滞金を取ることは弱者バッシング」「この不況

下においてなすべきは住宅のさらなる確保であって、延滞金を

取ることではない」「基本的人権の一つである居住権を脅かす

ものではないか」との反論がなされました。

　それに対しては、福祉目的といえども公平公正の確保が大前

提であること、また、やむを得ない事由がある場合に延滞金の

減免を定めた条項が別にあることから、その適正な運用をする

ことで、悪質な滞納者とそうでない者

の区別をできること等を答弁しました。

　議会においてこのような議員同士の

議論が行われることは稀であり、貴重

な経験でもありました。

訴訟のあった市営藤原団地
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★給付と負担の関係を明確に～全市的な整理を要望!～

Q.日 色　�　他の自治体においては、市税や国民健康保険料などの複数の債権の納付状況を一元的に把握し、滞納抑止策と

して各種行政サービスの給付制限等を行っているところもある。

　　　　　　　�　そこで伺うが、当市においては債権管理や給付制限について、部署を超えて統括的に検

討しているか。他自治体の取り組みを検討しつつ、当市においても現在の各部の取り組み

を精査し、必要な整理を行うべきと考えるがどうか。

A.松本副市長　�　サービスの提供にあたって、受益者負担を適正に履行しているかどうかを確認するこ

と、場合によっては一定の制限をすることは公平性の確保の点から意義がある。保育料、

市税といった市の各種債権について整理ができている状況ではないので、横並びで整合

性・考え方を整理するようにしていきたい。

★市の事務が適切に行われていることを宣言できますか ?

Q.日 色　�　民間企業では、会社法の定めに基づき、内部統制システムの構築を取締役会が決議し、株主に対して公表する

ほか、監査役会の監査なども行われている。このような取り組みを通じて、自分の会社が適正に業務を行ってい

ることを具体的に証明し、株主・社会に対して宣言しているわけであるが、転じて、自治体は市民に対し、自ら

が適正に業務を行っていることをどのように示しているか。

　　　　　　　�　そこで伺うが、市長は、市の事務が適切に執行されているということを、市民に対し確信をもって宣言できる

か。宣言できるとすれば、それは何に基づいているか。万一、確信ができないとすれば、どこに問題があると認

識しているか。

A.総 務 部 長　�　「何をもって適切と判断するか」については、一定のルールに則って行われている

かという問題。これを市民に対して確信をもって宣言できるか否かは、すべての職員

がルールを遵守して事務執行するシステムをきちんと築いているかどうかである。

　　　　　　　�　市ではさまざまな条例・規則があり、これらを遵守することで市の事務を適切に執

行していると考えているが、十分でないところも多くある。モニタリング、リスクマ

ネジメントの構築など、今後も研究してまいりたい。

　去る12月1日（火）、11回目となる一般質問を行いました。今回は、以前にも取り上げた①自治体の内部統制について、さら

に掘り下げて問うもの、②市税滞納者等への給付の制限について、市の考え方を問うもの�の2点を通告し、市執行部と議論を

行いました。以下、その模様をお伝えします。

　今回の 12 月議会で可決された補正予算のうち、耐震性に問題のあることが判明した市立金杉台保育園を建替えるための費用

（約 3億円強）が計上されました。これにあたり、私の所属する会派「市政会」では、この機に市立保育園の民間委託を実施すべき、

と主張し、予算特別委員会において私が質疑を行いました。以下、その模様をお伝えします。

■12月議会　一般質問（自治体の内部統制構築について、ほか）

■市立保育園の民間委託推進を直言！
　～有識者検討会の設置へ一歩前進～

Q.日 色　�　これまでの答弁のとおり、市として今後市立保育園の民間委託を進める予定に変わりはないか。

A.松戸副市長　�　市として市立保育園の民間委託は推進していくべき課題と考えている。

Q.日 色　�　それではなぜ、今回の建替えを機に民間委託を実施しないのか。

A.健康福祉局長　�　耐震性に問題があることが判明したのが最近のことでもあり、1日も早く利用者の安全を

図る必要があった。突如として民営化といった大きな方針を示すことは、今回しなかった。

Q.日 色　�　市立保育園の新設はしないとしながら、市立保育園として建替えを行うことに矛盾はないか。

　　　　　　　　それでは一体、市立保育園の民間委託はどのような形で進めるつもりなのか。

A.健康福祉局長　�　市立保育園の民間委託は子育て支援全体の中で十分な議論が必要。今後の市の保育の在り方を考える有識者検

討会を来年度設置し、議論と具体的な検討を行いたい。

Q.日 色　�　保育予算はここ5年間で10億円近く増え、101億円にもなっている。保育予算は青天井でよいのか。

A.松本副市長　�　保育需要が増大しているので、当面増加はやむを得ない。しかし、効率的な予算の使い方に配慮していきたい。
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　市では、公共施設のうち民間でも管理運営が可能なものについては指定管理者制度を用いて委託を行い、そのノウハウを生か

したよりよいサービスを提供するとともに、経費の削減を図っています。

　現在26施設がこの制度の対象となっていますが、今回の議会において、市内5か所にある老人福祉センターの指定管理者を選

定する議案が提出されました。

　ところが、今回の候補は前回（5年前）の募集時よりも応募が少ない（5施設に対し6団体）ほか、ほとんどが市の外郭団体ば

かりで占められるなど、適切な選考が行われたのかどうか、議会からはいぶかる声が続出しました。

★京成海神駅バリアフリー化
　去る11月25日、地元海神４、５丁目自治会役員の皆さんとご

一緒に、京成海神駅のバリアフリー化を求めて、京成電鉄本社を

訪問しました。自治会では約1万名の署名を集め、このたび提出

の運びとなりましたが、京成では乗降客の多い他の駅を優先的に

整備する方針とのことで、今後とも交渉が必要となる見込みです。

　いかにして優先順位を上げていくか、市補助等のあり方も含め

て今後提言していきたいと思います。

　私の所属する会派「市政会」の調査の結果、今回の募集に際して、市のマニュアルで「募集に当たっては『市内事業者に限る』

などの地域的な制限を原則加えてはならない」となっていながら、実際には市内事業者に限って募集を行っていたなどの不適切

な事務処理が行われていたことが判明しました。

　しかし、議案を否決してしまうと4月以降の施設運営ができなくなり、利用者に大きな影響が出るほか、市直営に戻すとかえっ

てコストがかさむこと等をかんがみ、今後の改善を強く申し入れて可決としました。

■指定管理者制度の適正な運用を!

指定管理者一覧

施　　　設 現在の管理者 今回の候補

東老人福祉センター 船橋市社会福祉協議会 船橋市福祉サービス公社

中央老人福祉センター 船橋市生きがい福祉事業団 船橋市社会福祉協議会

北老人福祉センター 社会福祉法人清和会 社会福祉法人清和会

西老人福祉センター 船橋市社会福祉協議会 船橋市生きがい福祉事業団

南老人福祉センター 船橋市社会福祉協議会 船橋市社会福祉協議会

京成電鉄本社にて　右端が私 バリアフリー化が待たれる海神駅

　12月に入り、いよいよ校庭に仮設校舎の建設が始まりました。完成は来年3月の予定となっています。

　軽量鉄骨ブレース構造2階建て、延べ床面積2,800㎡、長さは81m。廊下を中心に左右に教室を配置する中廊下形式で普通教

室数は14教室あり、現在の使用数よりも1教室多く配置されます。音楽室、図工室、家庭科室、図書室も配置するほか、エアコ

ンも設置予定となっています。

　安全第一に工事を進めていただきたいと思います。

■仮設校舎の建設始まる　シリーズ:西海神小建て替えを追う!（5）

仮設校舎平面図（案） 12月15日現在の様子 校庭の大部分を占めてしまう

★海神商店街整備
　長らく懸案事項となっていた海神商店街の側

溝補修整備について、12月をもってようやく

工事が完了しました。危険だった側溝蓋は撤去

舗装されたほか、白線およびカラー舗装も行わ

れて、海神の目抜き通りとしての体裁をようや

く整えることができたかと思います。平成19

年12月の一般質問以来、2年がかりの取り組み

となりましたが、地域の皆さんのご要望にお応

えすることができ、安堵しています。

■要望しました・改善しました

BEFORE AFTER 横断歩道もカラー舗装に
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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
平成22年を迎えました。任期も残すところ１年となり、仕上

げの年でもあります。

今年もご支援のほどなにとぞよろしくお願いいたします。（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　31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・
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レオ地区会長、船橋市国際交流協会会員、日本山
岳会会員、㈳船橋青年会議所会員	 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）

最近の主な活動の一部を御紹介します。
10月27日（火）　運動公園市民球場視察

11月１日（日）　本中山健康フェスティバル参観

　　　　　　　　三番瀬海岸清掃奉仕

11月２日（月）　市政有功功労表彰授章式

11月４日（水）　葛飾区議選応援

11月８日（日）　海神公民館ふれあいまつり奉仕

11月11日（水）　船橋市女性センター視察

11月14日（土）　ＪＣ主催「どうなる船橋?」シンポジウム

11月15日（日）　ボーイスカウト指導者講習会奉仕

11月16日（月）　私立幼稚園連合会との勉強会

　　　　　　　　内部統制に関する勉強会

11月17日（火）　市営三山団地視察

11月19日（木）　議会　開会日　報告事項質疑

11月20日（金）　議案等勉強会

11月22日（日）　船橋市西部支部早朝野球閉会式

　　　　　　　　下総三山の七年祭り参観

11月24日（火）　後援会日帰りバス研修

11月25日（水）　海神駅バリアフリー化を京成本社に陳情

11月27日（金）　議会　議案質疑・総務委員会審査

　　　　　　　　船私幼ＰＴＡ連合会研修会

11月28日（土）　二葉の集い参観

　　　　　　　　早稲田大学鵬志会ＯＢ会出席

11月29日（日）　少団連指導者研修会出席

　　　　　　　　槇の木レオクラブ11月例会

11月30日（月）　　　
議会　一般質問

　～12月４日（金）

12月１日（火）　船橋青年会議所12月例会

12月２日（水）　金杉台保育園・小学校視察

12月５日（土）　千葉県稲門祭出席

12月６日（日）　海神６丁目東・西町会青年会もちつき

12月８日（火）　議会　総務委員会審査

12月９日（水）　議会　予算特別委員会審査

12月10日（木）　船橋東ローターアクトクラブ例会訪問

12月13日（日）　本中山地区合同防犯パトロール

12月14日（月）　議会　閉会日

12月20日（日）　船橋市動物愛護指導センター見学

活 　 動 　 日 　 誌

　去る11月24日、2回目となる後援会主催の日帰りバス研

修を実施しました。

　今年は紅葉の三溪園と中華街、洋館巡りとして、秋深まる

横浜の一日を大勢の皆さんと満喫させていただいたほか、往

復の車中では議会報告や活発な意見交換が行われました。

　今後とも様々な企画を立てていきたいと思いますので、皆

様どうぞご参加ください。

■後援会だより ■ひいろ健人市政報告会のお知らせ

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。

■ホームページをご覧下さい

■朝の駅頭活動スケジュール

法律の規定により、年賀状など時候の挨拶が制限されております。何卒御了承ください。

　今年も市政報告会を開催いたします。

　皆様お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

会費無料・事前申込不要（定員200名）

来　賓：藤代孝七船橋市長

海神公民館

☎047-420-1001

海神6-3-36

京成海神駅から

徒歩約１分

日　時：平成22年２月21日（日）

13時～ 14時半（受付12時半～）

場　所：海神公民館講堂
（公共交通機関をご利用ください）

会場のご案内
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車内では議会報告 中華街で和やかに会食

紅葉の三溪園を散策 イギリス館にて


