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■平成23年展望 ～１期目の経験を糧に、飛躍の２期目へ挑戦！
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　気持ちも新たに、平成23年を迎えました。

　平成19年４月の市議会議員選挙において市民の皆様からいただいた４年間の議員任期も、いよいよ本年４月末で満了するこ

とになります。この４年間、数え切れないほどの激励の声、またお叱りの声をいただきながら走り続けてまいりました。

　新人議員ながらも、全議会において質問に登壇し、市政全般の監視機能を果たすことに努めたほか、よりよい街とするため

の様々な提案を行ってきました。

　しかし、まだまだ解決ができない市政の課題が山積しています。私は、この貴重な１期４年の経験を糧としつつ、引き続き

議員として市政の一翼を担う決意をもって、今年も諸活動に励んでまいります。

　市民の皆様のご指導ご支援をなにとぞよろしくお願いいたします。

■小中学校全教室にエアコン設置へ
　12月議会において、市内の全小中学校、特別支援学校、市立船橋高校の全教室に空調設

備（以下エアコン）を設置するための設計費用を盛り込んだ補正予算案が提出され、私を含

む賛成多数で可決されました。

　これにより、平成22年度中に設計が行われ、平成23年度中に市内全小学校、平成24年度

中に全中学校の全教室にエアコンの設置工事が行われることになります。早ければ来年の夏

休み明け（９月）には一部小学校で使用が可能になります。

　なお、設置に際しては全校で約50億円程度の費用が必要になるほか、電気代等の維持費用にも年１億円程度のコストがかか

ることが見込まれており、「本当に必要な設備なのか」「他に優先順位の高い施策があるのではないか」「より安価な方法を徹底

的に検討したのか」といった議論もきかれました。

　しかし、昨今の猛暑をかんがみ、市長の強い意志で決断したとのことであり、また財政的にも国庫補助金と起債を組み合わせ

ることで歳出を平準化して一般会計への負担を最小限にとどめるとの説明もあったことから、市内児童の学習環境の向上のため

に賛成することとしました。

　今後は、より安価な発注方法の検討や、維持管理に際しての低コスト化、そしてなによりも効果を最大限発揮できるようにハー

ド面のみならずソフト面での教育現場の取り組みを期待したいと思います。

エアコンが設置される
西海神小完成予想図

■12月議会　議員定数削減条例は否決
　 ～議会改革待ったなし！

　12月議会において、現行の市議会議員の定数50名を40名に減じる条例案が議員発議で提案されました。提案者の説明による

と、『「議員が何をしているかわからない」という地方議会への市民の不信が高まる中、定員を適正化することで少数精鋭の議会

とし、よりレベルの高い議論の場とする。同時に定員減によって発生する費用をもって議会事務局の体制を充実することなどを

目的とする』というものです。

　私の所属する会派「未来創造」は、この提案に対し会派内で喧々囂々の議論を行いましたが、「提案によって議会改革の議論

が沸き起こったことは評価するが、定数のみならず、議会のあり方そのもの、議会基本条例の制定など一連の改革の中で取り組

むべきであり、定数のみの改正には現時点では賛成しかねる」と苦渋の決断ながら反対の

立場をとりました。他にも「議論が拙速」「議員を減らすことは民意をくみ取りにくくする」

といった反対論が大勢を占め、大差で否決されました。

　結果としては否決となりましたが、この提案をきっかけに、あらためて議会改革の必要

性が認識されたことには大きな意味があったと感じています。今後の議論は４月の改選後

に持ち越されることになりますが、議会自身も常に改革のための議論を続けていかなけれ

ばなりません。議員自身が改革の抵抗勢力となることのないよう、謙虚な姿勢を忘れずに、

市政に取り組むことが必要です。

　上記のほかに、市の施設の管理運営を委託する指定管理者の選定に関する議案や、国家公務員にならって市職員および市長や

議員のボーナスを減額する条例改正および補正予算（５億2,400万円のカット）などが可決されました。詳細は１月25日頃発行

の「市議会だより」をご覧ください。

議員は何人必要か

日 色 健 人



（2） ひいろ健
たけ

人
と

　市議会レポート発行　平成23年 1月 1日　No.15

■12月議会　一般質問 ～商店街活性化・外国人市民への施策について～

■尖閣諸島・北方領土問題に関する抗議決議を提出！
　 ～いずれも可決に！

　去る12月３日、15回目となる一般質問に登壇しました。今回は商店街の活性化について、また外国人市民への施策について

市執行部と議論を行いました。以下のその模様を抜粋してお伝えします。

　今回の12月議会において、「尖閣諸島沖における中国漁船衝突事件に関する決議」および

「ロシア大統領の北方領土訪問に対する毅然とした外交姿勢に関する決議」の２案ほかにつ

いて、他の保守系会派の賛同も得たうえで私が提出者となって発議し、前者は全会一致で、

また後者も賛成多数で可決することができました。

　これは、平成22年に起こった一連の外交上の問題について、政府の対応を厳しく指摘す

るとともに、毅然とした外交姿勢の立て直しを求めるものです。本来外交問題は国の専管事

項ですが、一連の問題に対する政府のお粗末な対応ぶりに対して、地方からもきちんと意見

を届けることができたと考えています。 提出者となって発議

●外国人市民への施策について ～共に生きる社会を目指して～

Ｑ．日　　色　�　現在船橋市には約12,000人の外国人市民が居住しているとされるが、参政権をもたない彼らの声をどのよう

に市政に反映させているか。例として、市民意識調査や市政モニター制度の対象になっているか。

Ａ．市長公室長　�　これまでは住民基本台帳のみから対象者を抽出しており、外国人は対象としていなかった（外国人は外国人登

録台帳で管理されているため）。法律の改正により平成24年７月以降は外国人も住民基本台帳法の適用対象に加

わることから、今後は外国人も含めて抽出する。

Ｑ．日　　色　�　外国人市民のなかには、日本語の能力が十分でない者も一定数いると思うが、そうしたいわば「情報弱者」に

対して、市はどのように対応しているか。例として「広報ふなばし」などはどのようになっているか。

Ａ．市長公室長　�　「広報ふなばし」は日本語表記のみだが、ホームページには翻訳ツールを搭載し、

英語・中国語・韓国語で情報提供している。

Ｑ．日　　色　�　外国人相談窓口に寄せられた問題を行政内部で改善する仕組みはあるか。

Ａ．市長公室長　�　寄せられた相談については、行政サービスが円滑に行われるよう、担当課と協力

して標準的な案内文書の多言語化、通訳の充実等の対応をしている。

Ｑ．日　　色　�　私は外国人地方参政権の付与には反対の立場だが、だからこそ外国人市民の権利

擁護には意を用いる必要があると考えている。今後国の移民政策によっては、一層

外国人市民が増える可能性もある。外国人市民特有の課題を協議検討し、市政へ反

映させる仕組みの必要性について、どのように考えているか。

Ａ．市長公室長　�　今後、市内に定住する外国人の増加が予想される中、国籍等に関わらず誰もが住みやすい地域づくりが求めら

れている。現在策定中の後期基本計画の素案においても、「多文化共生社会の実現」としての支援事業、地域社

会への参加支援事業等を推進することとしている。

年度別外国人登録人口数の推移（４月１日現在）

年　度 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

人　口 6,696 7,146 8,123 8,524 9,183 9,356 9,494 9,844 10,456 11,358 11,774

国別外国人登録人数
（今年10月１日現在、上位５カ国）

国　名 人　口

中国 6,035

韓国及び朝鮮 1,907

フィリピン 1,152

ブラジル 563

タイ 284

●商店街の活性化・買い物難民対策について ～いつまでも安心して暮らせる街に～

Ｑ．日　　色　�　地元である海神商店会では、30年近く営業を続けたスーパーが11月で閉店、ま

た銀行も移転してしまうなど、私の子供のころには考えられなかったような衰退が

起こっている。経済部に伺うが、市内あちこちでこのような買い物難民化が起こっ

ていることを把握しているか。また、どのように対処していくつもりか。

Ａ．経済部長　�　海神商店会の話は伺っている。買い物弱者対策については、地域住民・商業団体・行政など

が協働で取り組むべき問題と考えている。現在商工会議所や商店会連合会と協議しているが、

できるだけ早く有効な支援策を打ち出していきたい。

※補足……�閉店したスーパーマックス跡地では、現在別事業者によるスーパー経営の計画があるようで、店舗

に掲示された告知によると２月～３月頃開店予定とのことです（12月現在）

在りし日のスーパーマックス

閉店を告げる掲示
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■使用料・手数料の根拠はどこに？～平成21年度決算特別委員会報告
　突然ですが質問です。

　住民票の取得にかかる手数料はなぜ１枚300円なのでしょうか？海浜公園のプールの入場料はなぜ大人800円なのでしょう

か？運動公園のテニスコート使用料はなぜ１面あたり２時間300円なのでしょうか？

　「そんなこと考えたこともない」と市民の方は思われるかもしれません。しかし、徴収している市

の職員も同じような答えだったとしたら、どうでしょうか。

　11月９日から12日まで行われた平成21年度決算特別委員会において、私は市が徴収しているさま

ざまな料金の根拠を質しました。その結果多くの問題が明らかになり、これらを踏まえて私は最終日

に、以下のように改善を求める討論を行いましたのでその内容をお知らせします。

　今回の決算特別委員会では当市が徴収している使用料・手数料の
あり方、それらを中心とした受益者負担のあり方を視点にすえて質
疑を行った。
　あまたある使用料・手数料の中からごく一部を取り上げて、それ
ぞれの経費に対して収入が占める割合やその算定根拠、現状の妥当
性を問うてきたが、その結果さまざまな問題点が明らかになった。
　まず驚きであったのは、算定の根拠を明確にできないものが複数あっ

たことである。公務員として市民から金銭の徴収を行うにあたり、そ
の根拠を明確にできないことなどあってよいものだろうか。
　金銭の授受を伴う経済活動において、価格の設定こそは取引の根
幹であり、綿密な計算のもとに決定されるものであろう。民間であ
ればその根拠を顧客に説明する必要はかならずしも無いが、公務で
あればその性質上、明確な説明責任が求められると考えていたが、
現状必ずしもそれが行われていないことは私にとって衝撃的であっ
た。
　この機会に、全ての使用料、手数料の設定根拠を早急に再確認し、
議会また市民に明確に説明することを強く求めたい。
　以下、浮き彫りになった課題について述べる。

　第１に、算定の根拠として「近隣他市との均衡」をあげるものが

非常に多かった。確かに、全国一律に金額を定める必要があるもの
については政令でその金額が定められている。
　しかし、大概のものは独自に金額設定の根拠を定められるもので
あり、それらの検討なしに単に「他市との均衡をとって設定」とい
うものは、なんら説得力を持たない説明である。
　これはただの｢横ならび｣意識であり、思考停止にほかならない。
あくまで自ら設定した根拠をもとに求めた金額を、他市の金額と照
らし合わせるという手順で行われるべきである。今回このような答
弁をおこなった部課には早急に改善を求めたい。
　また、県内第２位の都市である船橋市は、他市にあわせるのでは
なく、自らが進んであるべき行政の姿を提示し、率先垂範する責務
を負っている。職員の意識改革を強く望むものである。

　第２に、金額の設定がされてから見直されること無く長期間継続

しているものが散見された。設定当初はそれなりの根拠があったも

のも、時代環境の変化と共に、当初の目標とそぐわなくなってきて
いるものがある。
　また根拠そのものの記録が散逸し、今となっては検証不可能と
なったもののあると思われる。前例踏襲主義、職員の怠慢と批判す
ることはたやすいが、一定期間で人事異動がなされる大組織の宿命
ともいえることから、時代の変化にあわせ、組織として不断の見直
しを行う仕組みづくりが必要である。早急に改善されることを強く
指摘する。

　第３に、職員の「コスト意識」「経営感覚」の欠如を指摘する。

　今回明らかになったように、漫然と根拠の無い金銭の収受を行っ
ていた背景には、「自らの仕事にどれだけの経費がかかり」「それを
どのような収入でまかなうか」というコスト意識、経営感覚が欠如
していたからにほかならないのではないかと考える。手数料、使用
料としてまかなえる部分を明確にし、それを差し引いた経費部分を
どれだけ圧縮し、効率よい行政運営となるかという発想をすべての
部署がもたなければならない。重ねて職員の意識改革を強く望むも
のである。

　以上のような問題点を指摘した上で、早急な使用料・手数料の再

検討・見直しに着手するよう強く望むものである。その実施に当たっ
ては、人件費や物件費などについて計算の基準を作成し、同時に市
と利用者の負担割合の設定の考え方など、統一的な基準を作成する
ことがのぞましい。その上で個別具体的な諸条件を勘案し、金額を
再設定していくべきではないだろうか。
　同時にこの実施にあたっては、各担当課任せにすること無く、全
庁的に取り組みを行えるよう、市長の強いリーダーシップのもと、
企画部、財政部が中心となってスピード感をもって取り組むことを
要望する。
　受益者負担のあり方を考えることは、市民と行政の負担割合を明
確にし、それに際しての行政の説明責任を明確にすることである。
また同時に職員にとっては自らの仕事の根拠を、あり方を再認識さ
せることになるであろう。
　今回の議論が行政の改善につながることを強く要望して、平成
21年度決算の認定討論とする。

　このたび、第５回マニフェスト大賞（主催：マニフェスト大賞実行委員会、共催：早稲田

大学マニフェスト研究所、毎日新聞社）において、最優秀政策提言賞部門225団体348件の

応募の中から５件という優秀政策提言賞を受賞しました。

　このマニフェスト大賞とは、『これまで注目

を集めることの少なかった地方自治体の首長、

議員や地域主権を支える市民の活動実績を募

集・表彰し、発表することで、地方政治で地道

な活動を積む人々に名誉を与え、更なる政策提

言意欲の向上につながることを期待するもの』との趣旨で、平成21年６月議会で

私が提案した「監査委員事務局への公認会計士の採用」が本年７月に実現し、10

月から実際に勤務が開始された一連の経緯が評価されたものです。今回の受賞を励

みとし、今後ともより高いレベルの議会活動に取り組んでいきたいと思います。

■第５回マニフェスト大賞優秀政策提言賞を受賞しました

栄誉ある賞をいただく

全国からの受賞者とともに
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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
限られた紙面で何をお伝えするかはいつも悩みます。自らの活

動、議会の議論、地域の話題・・・「議員として伝えたいこと」「自

分が市民だったら何を知りたいか」のギャップをどう埋めるか。

悩みはつきません。今年もご支援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　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。
10月16日（土）　船橋三田会総会出席

10月19日（火）　船橋市私立幼稚園教育振興大会出席

10月23日（土）　海神南小学校ＰＴＡバザー奉仕

10月27日（水）　総務委員会視察　周南市

　～28日（木）　　　　同上　　　福山市

11月２日（火）　運動公園・法典公園（グラスポ）視察

11月４日（木）　保育のあり方検討委員会傍聴

11月５日（金）　第５回マニフェスト大賞授賞式出席

11月９日（火）　平成21年度決算特別委員会

　～12日（金）

11月14日（日）　ボーイスカウト船橋第３団団委員会

11月15日（月）　12月議会前勉強会

11月16日（火）　議会　議会運営委員会

　　　　　　　　船橋市私立幼稚園教育振興議員連盟勉強会

11月18日（木）　インターンシップ生受け入れ打合せ

11月19日（金）　議会　開会日

11月20日（土）　西海神小学校建て替え近隣説明会出席

11月21日（日）　海神４、５丁目自治会文化祭観覧

11月24日（水）　議案等勉強会

　～25日（木）

11月26日（金）　後援会日帰りバス研修

11月27日（土）　インターンシップ議員交流会

11月28日（日）　海神公民館ふれあいまつり奉仕

11月29日（月）　議会　議案質疑ほか

11月30日（火）　議会　一般質問

～12月６日（月）

12月４日（土）　千葉県稲門祭出席

12月５日（日）　船橋市西部支部早朝野球リーグ戦閉会式挨拶

　　　　　　　　海神６丁目青年会もちつき大会奉仕

　　　　　　　　海神商店会防犯灯更新記念フェア挨拶

　　　　　　　　本中山２丁目クリスマスコンサート

12月７日（火）（社）船橋青年会議所12月例会

12月８日（水）　議会　総務委員会

12月10日（金）　幼稚園父母会もちつき手伝い

12月14日（火）　議会　閉会日

12月20日（月）　西海神小学校いい校舎をつくってもらおう

　　　　　　　　委員会

12月23日（木）　歳末たすけあい募金奉仕

など

活 　 動 　 日 　 誌

　去る11月26日（金）、３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。当日は穏やかな天候に恵まれ、多く

の参加者の皆さんと「江戸東京たてもの園」や昨年ＮＨＫ連

続テレビ小説「ゲゲゲの女房」で話題となった深大寺などを

散策し、大いに意見交換と親睦を楽しみました。

　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。

■朝の駅頭活動スケジュール

法律の規定により、年賀状等の時候の挨拶に制限があります。なにとぞご了承ください。

　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。

■ホームページをご覧下さい

■ひいろ健人市政報告会のお知らせ
　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：藤代孝七船橋市長ほか（予定）

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23年2月27日（日）

　　　　15時～ 16時半（受付14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

京成本線 至
船
橋

至
上
野 駐

車
場

海神公民館
コンビニエンス
ストア

至千葉

なかむら内科
消化器クリニック
至市川 国道14号

海神駅

駐
車
場

■後援会だより

車内では議会報告 約60名の皆さんとともに

昭和のたてものをガイドと散策 深大寺そばで楽しい会食


