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このたびの３月議会において、船橋市図書館条例が改正され、平成29年４月から市が運営する図書館４館のうち、

中央図書館、東図書館、北図書館の３館に指定管理者制度を導入することが決まりました。今後、運営を担う指定管理

者の選定が行われることとなります。また、現在建替工事が行われている西図書館は引き続き市の直営とすることとな

りました。

今回提案された、図書館への指定管理者制度導入の理由としては①民間が持つ情報やノウハウ、職員育成体制の活用、

②開館時間の延長や開館日数の増加　③専門職の確保と育成　④財政効果　などが挙げられています。一方、想定され

るデメリットとしては、市が直接サービスに携わらなくなることから、図書館の企画運営や評価が困難になることや、

郷土資料室の運営・選書業務など指定管理者に全てを委ねることが適さない業務があることが挙げられます。昨今、先

駆的に指定管理者制度を導入した自治体において、不適切な選書の事例などがあったことや、本提案について事前に議

会への情報提供が少なかったことなどから、この条例改正案を巡って様々な議論が起こりました。

私も議案質疑の中で下記の通り質疑を行いましたので、その模様をお伝えします。

現在の当市の図書館は、職員体制の問題などから経験年数が少ない職員が大半を占めており、レファレンスカウンター

の設置など専門的なサービスが立ち遅れている状況にあります。こうしたことからも、民間のノウハウを活用して市民

サービスを向上させようという今回の提案を評価し、条例改正に賛成しました。今後は、適切な運営がなされるよう、

指定管理者の選定等についても十分にチェックをしていきたいと思います。

■船橋市図書館条例が改正されました
　 ～市立図書館３館に指定管理者制度を導入～

【指定管理者によって運営されることになった中央図書館（左）、東図書館（真中）、北図書館（右）】

★指定管理者制度導入の是非を巡って ～船橋市の図書館は良くなるのか？～

日 色 指定管理者制度の導入について、平成29年4月からの導入を決定したのはどのタイミングか。

生涯学習部長 平成25・26年度に、指定管理者制度導入について検討はしてきた。部内では、平成27年9
月～ 11月に方向性を確認したうえで、12月に図書館協議会に資料を示し意見を求めたほか、
12月の教育委員会議においても意見を求め、最終的には教育長の決裁を行った。

日 色 図書館という市民生活に密着した施設であり、また昨今では指定管理者制度導入の是非を
巡り全国的な議論もあるテーマであるにも関わらず、議案提出まで所管常任委員会をはじめ
議会に対し丁寧な情報共有が行われなかったのはなぜか。

教 育 長 指定管理者制度導入の意思決定が平成28年2月ということで、議会への報告が遅くなってしまった。導入を検
討している段階でも、所管常任委員会をはじめ、議会に対し状況説明をすべきであったと反省している。議会へ
のコミュニケーションの配慮が足らなかった。期間が短い中だが、慎重な審議をお願いしたい。

日 色 指定管理者制度の導入にあたって、市場性の確保（参入しようとする事業者が複数あり競争が働くこと）が重
要だが、その見通しはあるか。また、3館を一括して一つの事業者に委託するとのことだが、その理由は。単館ご
とに募集し、競争性、多様性を高めるべきではないか。

生涯学習部長 他の自治体の応募状況をみると、いずれも複数の応募者があり、競争性、多様性は担保できると考える。次に、
館ごとに異なる指定管理者の場合、多様なサービスの導入が期待できるというメリットもあるが、直営の西図書
館との連携協力、また各館間の事業連携等を考慮した場合には3館一括が良いと考えている。

日 色 指定管理者制度を導入する大きな理由として、職員体制の質的向上が挙げられているが、例えば、指定管理後
の職員に占める司書資格保有者の割合は改善するのか。今後指定管理者の選定にあたり、具体的な募集要項、仕
様書、業務委託契約書の内容や、選定の過程など、議会に丁寧に報告することを求めるがどうか。

生涯学習部長 館長、副館長やレファレンスカウンターにはより経験を有する司書を配置させ、司書資格保有者を50％以上と
することを指定管理者に求めていく。また、募集要項や仕様書、指定管理者との協定書などについて、それぞれ
の段階ごとに文教委員会に説明してまいりたい。
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昭和42年に建設され、老朽化が進んでいた海神第一保育園について、このたび移転建替えの予算約１億２千万円余り

が計上され、可決成立しました。現在の場所から、天沼公園裏の旧中央保健センター跡地に移転し、鉄筋コンクリート

造３階建てとして新たに建設されることになります。（移転後の跡地利用

計画は未定です）

また、これにあわせ定員も187名から240名へと大幅に増やされること

となり、待機児童解消に向けた一助となることが期待されます。

平成26年に制定された「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、 国は「まち・ひと・しごと創生総合戦略」と人口の「長

期ビジョン」を策定しました。また、各自治体へは地方版総合戦略と人口ビジョンを策定することが求められています。

これに基づき、このたび市は今後平成72（2060）年までの人口に関する目指すべき将来の方向と将来展望を示した「船

橋市人口ビジョン」と、これを実現するための今後５か年の目標や具体的な施策をまとめた「船橋市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を策定しました。

このうち、計画策定の基礎となる「人口ビジョン」では、下記のような分析が示されました。

右の図は、25年後の船橋市の人

口分布を予測した図ですが、上記④

にあるように、市南部・西部では軒

並み人口が１割～２割増加している

のに対し、それ以外の地域では人口

が著しく減少していることがわかり

ます。

こうした評価分析をもとに、今後

起こりえる様々な影響を予測し、見

合った施策（例：人口増加地域では

保育所の整備や学校の建設、また高

齢化が進む地域では地域包括ケア

システムの早急な整備など）を実

行していくことが必要になります。

船橋市がこれからも活力ある住みよ

い街であるために、本ビジョン・ま

た総合戦略がより実効的なものにな

るようこれからの市政運営において

チェックをしていきたいと思います。

2015年（平成27年）を100とした2040年（平成52年）の人口予測

（□のなかの数字が各地区の人口予測）

■海神第一保育園移転建替え始まる
　 ～待機児童解消に向けて大幅定員増～

■「船橋市人口ビジョン」＆「船橋市まち・ひと・
　  しごと創生総合戦略」が策定されました

整備スケジュール

平成26年度 新園舎建築・中央保健センター解体設計

平成27年10月～ 28年７月 中央保健センター解体及び用地整備

平成28年８月～ 29年７月 新園舎建築工事契約・新園舎建築工事

平成29年８月 新園舎へ移転

平成29年度 旧園舎解体工事 移転建替えが決まった海神第一保育園

①しばらくは人口増加が続くが、2025年（平成37年）より人口減少が始まる見込み

②年少・生産年齢人口は徐々に減少していく一方、高齢化が急速に進んでいく

③市民希望出生率と現実の合計特殊出生率に乖離がある

④市内の地域で人口動向が二極化（増加の進む南部・西部と、減少し高齢化が進む北部・中部・東部）

⑤市民の定住意向は高い
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■３月議会の質疑から
　 ～債権放棄、南部清掃工場建設工事請負契約締結ほか～

★債権放棄について ～約8000万円の貸付金はなぜ回収できなかったのか～

日 色 南口再開発事業資金貸付金について、今回約8000万円の債権放棄に至ることとなった

が、大口の２件について返済状況を確認したところ、元金返済の始まる３年目から早速

滞納が始まるなどしており、当初の事業計画に問題があったのではないか。また、担保

物件も早々に評価割れしており、貸し付け時に十分な審査がなされたのか疑問がある。

貸付当時の判断に問題はなかったか。

都市整備部長 貸付決定にあたっては、貸付金の使途、金額、経営安定化計画及び償還計画等についてヒアリングを行

い審査している。また、貸し付けにあたっては土地や建物を担保物件として抵当権を設定するとともに、

連帯保証人をたてるなど適正な手続きをもって行われたと考える。

連帯保証人の財産処分などにより貸付額の半分弱は回収することができたが、多額の債権を放棄する結

果となったことについては、経済状況の悪化や地価の下落の進行による担保物件の価値の低下などについ

て、より慎重な判断が必要であったと考える。

★南部清掃工場建設工事請負契約の締結について ～清掃工場運営ノウハウの継承は～

日 色 北部・南部清掃工場の建替えについては、建設から運営までを一括で発注するDBO方式で事業が進められ

ているが、新工場稼働後、清掃工場の運営に携わる市の職員の体制は現状と比較してどのようになるのか。

環 境 部 長 現在、北部清掃工場では28人、南部清掃工場では13人の市職員で、運転管理の一部を委託しながら運営・

維持管理を行っている。新工場稼働後については受託した民間事業者が一括して行うことになり、清掃工

場への市職員の配置はなくなる。

日 色 職員体制の変更後、15年間の運営・維持管理期間終了に伴う再委託時や、おおむね30

年後に想定される再建替え時に、適切に発注する能力や知見を市は有することができるの

か。

環 境 部 長 日常の運転状況について遠隔で継続監視することや清掃工場で毎月実施される運営協議会への参加、各設

備の定期検査時立ち会いなど、直接的な運転技術に触れる機会を確保するなどの方策により、将来的に必要

な能力や知識、経験の蓄積を図ってまいりたい。

★現市長の退職金を半額とする条例改正について ～特別職報酬等審議会との関係は？～

日 色 今回、市長の退職金について現任期にかぎって50％減額する（約2200万円→約1100万円）理由は何か。

選挙公約に盛り込んだためとのことだが、どのような理由で選挙公約に盛り込んだのか。

市 長 選挙期間中様々な市民の方からご意見をいただいた。市民感覚からすると高いのではないかとの声も多

くあったのも事実。そうしたことも踏まえ、私がどう考えているかをお示しすべきとのことで盛り込んだ

ものである。

日 色 平成25年12月の特別職報酬審議会答申では、退職金支給水準の引き下げ改定か、任期終了時の市長判断

のいずれかを行うことを適当とするのものとされ、それを受けて平成26年第１回定例会において、すでに引

き下げの条例改正がなされている。その上でさらに現任期に限り更なる減額措置を講じようとすることは、

審議会の答申を逸脱するものではないか。

市 長 今回の50％削減は、選挙の際の発言は重いということで、今任期に限って、市民との約束を守るという点

から提案させていただいているものである。

日 色 当市の市長にふさわしい人材を得ようとした場合、当然その職にふさわしい給料また手当を用意する必要

があると考えるが、50％減額後の水準が当市の市長にふさわしい金額と考えているのか。今回の提案は、現

任期限りとはいえ今後の市政運営を担う人材の確保に影響を与えるものだと考えるが、どうか。

市 長 市長の職にふさわしい人材の確保という観点については議員の指摘に賛同する。しかし、今回の提案は自

分の発言に責任をもち、政治に対する市民の信頼をもっていただくというためには必要だと思っている。

日 色 市長個人の思いで市の制度を改廃することには反対の立場である。退職後、公職に立候補されないので

あればいったん受け取った後に市に寄付することも可能であるし、市民の理解も得られるのではないか。

→採決にあたって、本議案には反対しました。（採決結果は賛成多数で可決となりました）

去る３月７日（月）、市政執行方針および議案等に対する質疑に登壇しました。今回は、市の債権放棄についてほか

４点について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。
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■編集後記
新年度予算は過去最大規模のものとなりました。増える

一方の支出に対し、堅実な財政運営を行っていくことが必
要です。議会のチェック機能をしっかりと果たしていきた
いと思います。 （健）

■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　37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
において初当選、現在3期目。自由民主党船橋市支部事
務局長・健康福祉委員会委員長・障害福祉推進議員連盟
会長・私立幼稚園教育振興議員連盟幹事長兼事務局長・
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、（公社）船橋青年
会議所第46代理事長、保護司、船橋市カヌー協会会長、
船橋市消防局市民音楽隊隊員、船橋市国際交流協会会
員、日本山岳会会員� 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.

※公務・急用・荒天などにより変更する場合があります。

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

■朝の駅頭活動スケジュール

　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活 　 動 　 日 　 誌
最近の主な活動の一部をご紹介します。

1月 6日 （水） 船橋青年会議所市長・教育長表敬訪問
1月 9日 （土） 消防出初式
   船橋稲門会新年会
1月 10日 （日） ボーイスカウト船橋第３団新年初集会
   西海神小学校同窓会役員会
1月 15日 （金） 議会運営委員会
   自由民主党船橋市支部新年会
1月 17日 （日）  本中山地区自治会町会連合会創立50周年記念

式典
　　　　　　　前貝塚町会新年会
1月 18日 （月） 船橋地区保護司会新年会
　　　　　　　 成人・文化・青少年・スポーツ団体新春賀詞

交歓会
1月 19日 （火） 前貝塚町会千歳クラブ新年会
1月 24日 （日） 海神６丁目西百寿会新年会
1月 25日 （月） 船橋法人会新年会
1月 26日 （火） 船橋市私立幼稚園連合会永年勤続表彰式
2月 2日 （火） 議会運営委員会視察
 ～ 4日 （木） 於：大津市、堺市、神戸市、長崎県
2月 6日 （土） 小栗原稲荷神社初午祭
2月 7日 （日） 斉藤守県議会議員県政報告会
2月 8日 （月） 千葉県地方議員連絡協議会船橋支部新年会
2月 9日 （火） 船橋商工会議所青年部との懇談会
2月 10日 （水） 議会運営委員会
2月 14日 （日） 二子町南町会新年会
2月 16日 （火） 議会運営委員会
2月 19日 （金） 議会　開会日
2月 20日 （土） 海神児童ホームまつり奉仕
2月 22日 （月） 議会　議案等説明
 ～ 24日 （水）
2月 26日 （金） 議会運営委員会
2月 27日 （土） 船橋市消防局音楽隊第２回定期演奏会
2月 29日 （月） 議会　議案等質疑
～3月8日（火）
3月 5日 （土） 市政報告会
3月 6日 （日） 家庭倫理の会船橋市
3月 11日 （金） 議会　健康福祉委員会
3月 12日 （土） 保育園卒園式
3月 13日 （日） 海神公民館こどもまつり奉仕
3月 15日 （火） 海神中学校卒業式
3月 18日 （金） 海神小学校卒業式
3月 23日 （水） 西海神小学校卒業式
3月 24日 （木） 船橋市体育協会総会
3月 26日 （土） 船橋市さざんか少年少女合唱団定期演奏会
3月 27日 （日） 海神４・５丁目町会バザー
3月 29日 （火） 議会　閉会日

去る３月５日（土）、９回目となる市政報告会を開催しま

した。まだ寒さの残る日でしたが、多くの市民の方にご来場

いただき、平成28年度予算案の内容や議会改革の取り組み、

地域の課題などについてお話しすることができ、有意義な報

告会となりました。また、松戸徹船橋市長をはじめ、多く

の御来賓の皆様にもお越し

いただき、激励やメッセー

ジをいただきました。これ

からも、市民と市政を結ぶ

地域の議員としての役割を

しっかりと果たしていきた

いと思います。

平成28年度予算案について説明

松戸徹 船橋市長から激励のスピーチ

木村哲也
自由民主党衆議院第4選挙区支部長

猪口邦子 自由民主党参議院議員

もとえ太一郎
自由民主党参議院議員選挙候補予定者

■市政報告会を開催しました


