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■船橋市監査委員事務局に公認会計士を募集！
～議会での提案が実現へ！～
船橋市監査委員事務局ではこのたび、事務局の強化と職員の技術向上を図るため、事務局に公認会計士有資格者を一般職任期
付（３年間）職員として採用することとなり、７月１日から募集が行われました。既に募集は締め切られましたが、今後選考を
経て 10 月１日からの勤務開始を目指すとのことです。
監査体制の充実強化のため公認会計士有資格者を任期付（３年間）監査委員事務局職員として募集します
地方分権の進む中、各自治体においては、自主性・自律性を高めることが強く求められておりま
す。そして、市民の信頼の下に適正な行政運営を確保していくために、行政のチェック機能である
監査委員の役割も益々大きくなってきています。
同時に、監査委員事務局職員の専門性・独立性を担保し、個々の監査技術の更なる向上を図るこ
とは、監査委員監査をより有効なものとするため、必須のこととなっております。
こうしたことから、この度、船橋市監査委員事務局では、事務局の強化と職員の技術向上を図る
ため、事務局に公認会計士有資格者を一般職任期付（３年間）職員として採用します。
（監査委員事務局ホームページから抜粋） 監査委員事務局のホームページ
私は今の立場になるまえに、社団法人日本監査役協会という団体の職員として、企業で監査に携わる監査役の皆さんを対象と
したセミナーの開催や、当時抜本的に改正がされた商法（会社法）の研究等に携わっていた経験から、自治体においても監査制
度の充実が必要、と選挙中から訴えてきました。
立候補時に作成した私のホームページにも「視点・政策」のひとつとして徹底した監査で中核市にふさわしい行政を、と記し
ています。
そして、その視点から昨年平成 21 年第２回定例会では「自治体の内部統制と監査」として一般質問を行い、今回実現に至った、
監査委員事務局への公認会計士の採用を提言したところです。
（以下、議事録の抜粋です）
Ｑ．日

色……
そして、最後、これは私どものマニフェストにも載せたんですが、より専門的な監査の知見を得るために、
現在、識見委員として監査委員に公認会計士をお願いしておりますが、識見委員ではなく、事務局に公認
会計士を任用する事例がございます。期限つき任用、あるいは委託や顧問契約などの手法により、より具
体的に監査手法を導入、職員が学ぶといった工夫もあると思いますが、どうでしょうか、お答えください。

Ａ．代表監査委員……
他市において監査委員事務局に公認会計士を任用する事例があり、公認会計士の期限つき任用、あるいは
定期監査における一定の分野における専門性の確保等についてのご質問でございました。この事例につき
ましては、また、指摘事項につきましては、私ども専門知識の活用及び職員の指導等に有効であると考え
ておりますので、これらについて研究してまいりたいと思っております。
提言後も、さまざまなかたちで実現に向けて働き掛けを行い、時には情報提供等をさせていただく
などしてきましたが、今回、代表監査委員、また監査委員事務局長をはじめとする皆さんの積極的な
取り組みで、この試みが実現したことに大きな敬意を表したいと思います。
ただでさえ職員の定数削減が叫ばれているなかで、直接市民と接する業務でもないいわば「裏方」
の監査委員事務局に専門職の採用をするのは、総務部にとっては渋い顔をする提案だったかもしれま
せんが、正職員約 4,400 人、年間約 3,000 億円のお金が出入りする組織にとって、監査機能の充実は
必須の課題です。
ぜひこの募集を成功させ、船橋の監査業務をより高いレベルアップしていただく素晴らしい人材を
迎えられることを願ってやみません。公務員という性格上、兼業の可否や報酬の程度について一定の
制約があることは否めませんが、今後、自治体における監査制度の充実という課題は全国的なものに
なることが予想され、船橋市での勤務経験は、応募される会計士さんにとってもその後の活動の幅を
広げていただく機会になるのではとも期待をしています。
今後とも、監査委員事務局にはぜひ柔軟な対応と積極的な広報をお願いしたいと思います。重ねて、
今回の積極的な試みを評価するとともに、監査機能の充実のためにさらなる不断の取り組みを願いた
いと思います。

募集を報じる新聞記事
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■６月議会一般質問
～「シティセールスは誰のため？」ほか～
去る６月 11 日、13 回目となる一般質問に登壇しました。今回は、
（１）船橋小学校及び中央保育園の建て替えについて （２）
街の活性化とは （３）会議の公開について の３点を通告し、市執行部と議論を行いました。以下その模様を抜粋してお伝え
します。

★街の活性化とは～「シティセールス」「ブランド化」は誰のために？～
Ｑ．日

色

Ａ．企画部長

「シティセールス」や「ブランド化」といった取り組みについて、関
心を持って注視している。また、船橋産の小松菜やニンジン、なし、海
苔などの取り組みが熱心に行われていることも承知している。
 しかし、自治体の業務として取り組む以上、対象や目標、評価の基準
を明確に設定する必要があるのではないか。そこで伺うが、
①
これらの取り組みは「誰のために」行うものか。特定の品目、産品の
みではなく、広く市民にとって有形無形の利益となるかたちでなけれ
ばならないと考えるが、どうか。
②
これらの取り組みにあたっての目標や評価の基準としてはどのような
ものが考えられるか。

『船橋らしさ』を考える（三番瀬）

 船橋市は潜在的に良い面をたくさん持っており、その魅力を市民と行政が一体となって市内外に広くＰＲして
く必要がある。誰のためかといえば、市民のためであり、都市としての船橋のため。現在、その魅力の掘り起こ
しをおこなっているが、その中で全体的な目標や評価方法についても軸となるものを作っていきたい。

★会議の公開について～会議録の作成、公開の徹底を～
Ｑ．日

色

Ａ．総務部長

「船橋市審議会等の設置及び運営に関する指針」には、会議録の公開の定めはあるが、その作成方法、期限、
公開方法等について要綱にも定められていない。検討し、整理すべきと考えるがどうか。
 また、会議録の作成にあたって、現状では一部に発言者の特定がなされないよ
うになっているものがあるが、公開の会議において記録のみ氏名を伏せるのは意
味がないと考える。原則、記名とするよう統一的な扱いをするべきではないか。
 議員ご指摘のとおり、今後、
「附属機関等の会議の公開実施要綱」の改正を進
める中で、積極的な公開の手法等について検討してまいりたい。
 また、公開で行われた審議会等の会議での発言委員の氏名の公表につきまして
は、要綱の改正を進め公表についての考え方の方向性を示したうえで、それぞれ
の審議会等で公表のあり方を決めることが望ましいのではないかと考えている。

■新会派「未来創造」結成しました
このたび私は、下記の目標の実現に向け、木村哲也議員、大 （３）市政に対するチェック機能の強化
矢敏子議員とともに新会派「未来創造」を結成しました。船橋 ・議会に上程される議案はもちろんのこと、各種審議会など市
政の意思決定にかかわるあらゆる事柄について調査議論し、
市の現状を考え、未来を見据えた新たな政治を創造すべく、全
市民の負託に応えます。
力で活動をしてまいります。
・議会閉会中においても、市執行部とは日常的な意見交換、ヒ
（１）議会改革に向けて
アリングを行い、情報収集に努めます。
・二元代表制に基づく議会の活性化のために必要な施策を議
論・提言します。
（本会議場における一問一答制の導入、全員協議会の活用等 （４）政策立案機能の強化
による議員間討議の実現、委員会の定例化等による議論の深 ・機会をとらえて広く外部有識者からの知見を求め、また他市
の先進事例についても積極的に学び、当市における施策の立
化、情報機器の活用など）
案に役立てます。
・議会および議員の役割を市民により理解していただくための
（５）市民の代弁者として
取り組みを議論・提言します。
（情報公開のさらなる徹底、委員会のインターネット中継、 ・市内各種団体との定期的な会合等
により、市民の声を直接捉え、市
議会報告会の開催など）
政に反映させるよう努めます。
・議員定数、議員報酬、政務調査費のあり方について議論を行
います。
市民の皆様のご支援を心から
（２）旧「市政会」会派マニフェストの継承
・旧「市政会」が作成公表した会派マニフェストの実現に向け
て引き続き行動します。

お願い致します。
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■視察報告：一宮少年自然の家はこのままでよいか？
去る５月 11 日、有志議員で船橋市立一宮少年自然の家を視察しました。
この施設は、船橋市の小学校 4 年生ないし 5 年生の宿泊学習に用いられ、30 代半ば以降の市民にとっては、小学校時代の思い
出の場所といっても過言ではない施設です。私も約 20 年ぶりに訪問し、大変懐かしい思いがしました。
生憎の雨模様ではありましたが、敷地内および建物をくまなく拝見させていただき、お話を伺いました。
広大な敷地を丁寧に維持管理されています。一部テニスコートなど荒れているところもあり
ましたが、芝の状態はゴルフコースと見まごうほどで、お金と手間暇がきちんとかけられて施
設がその価値を保っていることが分かりました。
施設の一部に雨漏りなども見られましたが、清掃は行きとどいており、利用者の立場から
すれば気持ちよく使用することのできる清潔感が感じられました。
提供しているプログラムについても、ウォークラリー、飯盒炊爨、陶芸体験、絵付け体験、
キャンプファイヤー、ザリガニ釣り、体育館など、オーソドックスではありますが、1 泊 2
日の宿泊学習ではまず十分な内容のようです。
一宮少年自然の家外観
この施設の問題点は、平成 15 年度の包括外部監査や行政サービス改善プランで指摘されて
います。指摘の主だったところを要約すると、①閑散期の稼働率の低さ ②高コスト（赤字）体質 に尽きるようです。
閑散期の稼働率の低さについては、主催事業の実施などが試みられていますが、思うように捗ってはいないようです。休日は
まだしも、冬場の平日の生涯学習施設を利用する層をどこに見出すか、なかなか名案がありません。
いっそのこと冬場は閉めてしまう、という意見もありますが、別荘と一緒で半年間締め切った施設は劣化が進むこともあり、ど
ちらがコスト的に良いのか判断が難しいところです。
また、人件費を含め、年間約 1 億 2,000 万円前後の費用がかかっているのに対し、利用料収入は実費徴収分もあわせ 2,500 万
円前後しかなく、大幅な支出超過の状態です。
「教育施設だから赤字が当たり前」なのかもしれませんが、せめて市内小学生の
利用がない時期（閑散期）だけでも、
「稼ぐ施設」として何かしらの取り組みができないものでしょうか。
改善にあたって検討が必要なのは、この施設が「船橋市少年自然の家条例」によって設置され、それに定められた範囲内で運
営をすることとされている点です。
この条例に定められている趣旨は、今日の船橋市の子供たちにとっても極めて重要なことであり、その必要性は開館から 30
年になろうとする現在でも全く変わることはありません。
しかし、この重要性を守りつつも、上記で指摘されたように施設の効率的、有効的な活用を図ることを考える必要があるので
はないのでしょうか。そのためには条例の改正も視野に入れた検討が必要になります。
たとえば、名称から「少年」の二文字を外し、船橋市の総合的な宿泊型生涯学習施設と位置付け、リニューアルすることだけ
でも、利用者の対象を大幅に広げることができると考えます。
今回の視察は教育委員会の担当部長さん、課長さんおよび施設の方とのお話でしたので、どうしても「ここは教育施設ですか
ら」
「条例の定めがあるものですから」
という範囲を超えての話はしづらかったところがあります。しかし、教育施設だからといっ
て、年１億円以上の持ち出しで、なおかつ１年のうち数カ月は極端に稼働率が悪い施設を今のまま持っていていい、と市民が思っ
てくれるかどうか、私は疑問があります。
ぜひ積極的な改善策を市役所内から出していただくことを期待しますが、私たちからもアイディアを出して、せっかくのこの
施設（思い出の場所）を活かしていきたいと思いました。

■「船橋市保育のあり方検討委員会」一次報告にご意見を！
市ではこの４月から、
「船橋市保育のあり方検討委員会」を設置し、活発な議論を行っています。
この委員会の趣旨は、
『船橋市の子育ち・子育て環境の変化を踏まえ、これからの船橋市の保育のあるべき姿について検討し、
平成 22 年 11 月を目途に船橋市の今後の保育のあり方について提言することとします。
』
（第１回会議配布資料：委員会の目的よ
り抜粋）とされ、『平成 23 年度における行政の施策への反映を考慮し、平成 22 年８月に一次報告をすることとします。
』という
ハイペースな会議となっています。
このたび、８月中旬～下旬にも一次報告がまとめられ、市民に対し意見を求める手続きが行われる予
定となっていますので、ぜひ子育て世代の方のみならず幅広い層のご意見をいただきたいと思います。
保育行政に対する私の大まかな考えは、
①保育に対する市民の強いニーズ（７月１日現在の待機児童は 666 人）に対して、行政として応えていかなければならない必要
性はある。
②しかし、平成 22 年度予算で保育所費は約 110 億円にも上っているほか、今後老朽化した公立保育園舎の建て替えが続くことか
らもさらなる支出増が見込まれる。保育予算だけが青天井でよいわけではない。
③上記のようなことから、特にコストの観点から、公立保育園の民間委託（民営化）を中心に改革を図る必要がある。
④同時に、公立保育園が担わなければならない役割、私立保育園に担っていただける部分のすみ分け、また他の主体（市独自の
認証園制度、認可外保育施設の活用、保育ママ制度、幼稚園など）の活用によってさらなる選択肢を増やすことを検討しなけ
ればならない。
というものです。皆さんのご意見をお聞かせください。
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■旧校舎いよいよ解体へ
～シリーズ：西海神小建て替えを追う！～（7）
夏休みに入り、西海神
小旧校舎はいよいよ解体
工事の段階に入りまし
た。 ６ 月 16 日 に 行 わ れ
た解体工事の入札は、６
社同額＜最低制限価格＞
のくじ引きとなり、その
結果、株式会社石井興業
が受注しました。落札額は税込みで約１億 7,000 万円となり
ます。旧校舎は、人体に悪影響のあるアスベストの使用が確
認されており、安全第一の解体をお願いしたいと思います。
また、新校舎の建設工事についても７月22 日に入札が行わ
れましたが、予定価格を大幅に下回る低入札価格での落札と
なりました。今後、市による低入札価格審査会の審査を経て
仮契約を締結し、その後９月議会での議決を経たうえで本契
約となる予定ですので、後日改めてご報告したいと思います。

活

動

日

誌

最近の主な活動の一部をご紹介します。
４月29日（祝）
５月９日（日）
５月10日（月）
５月11日（火）
５月14日（金）
５月15日（土）

実践倫理宏正会朝起会
船橋市少年少女交歓大会参観
議会 総務委員会
一宮少年自然の家視察
議員研修会出席
海神公民館ハッピーサタデー奉仕
日本山岳会千葉支部総会出席
５月16日（日） ボーイスカウト船橋３団募集説明会
５月17日（月） 二葉幼稚園理事会出席
５月21日（金） 議会 議会運営委員会
５月22日（土） 海神小・西海神小・海神南小運動会参観
会派議会報告会
５月24日（月）～６月議会に向けた会派勉強会（随時）
５月27日（木） 船橋市私立保育園協議会との勉強会
５月28日（金） 船橋市私立幼稚園連合会との勉強会
５月29日（土） 船橋稲門会総会
５月30日（日） 船橋５３０（ゴミゼロ）の日奉仕
５月31日（月） 議会 議会運営委員会
６月１日（火） 船橋青年会議所６月例会出席
６月３日（木） 議会 開会日
６月５日（土） 西海神小学校校舎お別れセレモニー出席
６月８日（火） 船橋市ブランド研究会講演会聴講
６月10日（木） 議会 議案質疑・法人の経営状況質疑登壇
６月11日（金） 議会 一般質問に登壇
６月12日（土） 千葉県地方議員連絡協議会総会出席
６月14日（月） 議会 一般質問（～17日）
６月18日（金） 参議院選挙候補予定者応援街宣
６月19日（土） 船橋稲門会幹事会出席
６月20日（日） レオ地区ファイナル合同例会出席
６月21日（月） 議会 総務委員会
６月24日（水） 参議院選挙応援（随時、～７月10日）
６月25日（金） 議会 閉会日
６月26日（土） 幼稚園父母会バザー手伝い
６月27日（日） 西海神小学校ＰＴＡバザー奉仕
６月30日（水）
～７月１日（木） 船橋青年会議所事業下見（無人島）
７月４日（日） 本中山地区防犯パトロール
７月13日（火） インターン生受け入れ面談
７月14日（水） 若手市議会議員の会千葉ブロック総会
７月15日（木） 保育のあり方検討委員会傍聴
など
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■要望しました・改善しました
海神３丁目にお住まいの方から、歩道に巻き込み防止ポー
ルの設置を求める要望があり、担当課に申し入れたところ、
早速の設置ができました。担当課の対応に感謝するととも
に、ご近所でお気づきの点やお困り事がございましたら、お
気軽にご相談いただければと思います。

巻き込み防止ポールを設置

■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」はじめました。
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
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「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）

■編集後記
ツイッターやブログを通じて多くの人と意見交換がで
きます。しかし同時に、実際に顔を合わせて話すことの
大切さ、有り難さを忘れないようにしたいと思います。
（健）

法律の規定により、暑中見舞い等の時候の挨拶に制限があります。何卒御了承ください。

