こ

旧年中は私の議会活動に対し、格別なるご理解ご協力を賜り厚く御礼
申し上げます。
さて、昨年を振り返りますと、セクハラ野次問題に始まり、号泣議員、
飲酒・危険ドラッグ等による議員辞職など、地方議員の不祥事が相次い
で起こり、マスコミ等を賑わせました。
残念 な がら 本市 に おい て も他 会派 の 議員 が昨 年 ６月 に 飲酒 によ る物
損事故を起こし、議員辞職を致しました。他会派の議員とは言え、市民
の皆 様に ご不 快な 思 いを させ てし まい まし たこ と をこ の場 を借 りてお
詫び申し上げます。
これらの問題が何故起こるかということについては、様々な見解があ
ると思いますが、一番は個々の資質の問題であることは議論を待たない
ところだと思います。しかし、一方で、制度の見直しというものも必要
であります。
千葉市議会においては、平成 年に市長や議長の逮捕が相次いたこと
から、防止策として政治倫理条例を制定するともに、全国各地で問題と
なっている政務活動費についても、何度も運用基準を見直し、全国的に
も厳しいものとなっております。そのため、今のところは、特におかし
な使われ方はしておらず、問題にもなっておりません。
ただ、どんなに基準を厳しくしても、どんなにいい条例を制定しても、
議員 が悪 意を 以て 偽 造や 虚偽 の報 告ま です るこ と につ いて は完 全に防
ぐことはできません。仮にこれを防ぐために運用基準をさらに厳しくし
たら、今度は逆に制度そのものが死んでしまう可能性が出てきてしまい
ます。まさに角を矯めて牛を殺すようなものです。
では、議員個々の資質を高めるためにはどうしたらいいでしょうか。
私は 有 権者 の皆 様 の関 心 を高 かめ る こと が一 番 の特 効 薬だ と思 いま
す。前回の千葉市議会議員選 挙の投票率は ． ％と過去最低 のもの
でした。２人に１人以上が投票に行かない環境の中では益々議員と市民
の距離が開いていってしまう気がします。
現在、千葉市議会ではこのような状況を打破するために、広報委員会
がネ ット や紙 媒体 な ど様 々な 手法 で情 報発 信を 強 化し てい ると ころで
す。是非これらの情報にも目を通して頂きたいと思います。
これからも市民に関心を持ってもらえる市政を目指し、努力して参る
所存ですので、益々のご指導をよろしくお願い申し上げます。
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●議員定数の削減について

第２回定例会では、発議第 号「千
葉市議 会議員定数及び 各選挙区選 出
議員数 に関する条例の 一部改正に つ
いて」が議会運営委員長から提出され、
共産党から修正案が出されたものの、
賛成多数によって可決成立しました。
この結果、議員定数は現在の 人か
ら 人となり、中央区、花見川区の選
出議員数が 人から 人、稲毛区、
若葉区 の選出議員数は ９人から８ 人
となりました。
こ れま で議員 定数 のあり 方に つい
ては、幹事長会議や議会のあり方検討
協議会、議会改革推進協議会において
何度も議論してきました。
我々自民党は、政令市平均に合わせ
て 人 が 適 当 で はな い か と の意 見を
出ましたが、現実的にいきなり大幅な
削減を 強いられる選挙 区も出てく る
ことや １票の格差の是 正などを考 慮
に入れ、
最終的には 人という意見で
会議に臨みました。
他会派からは委員会 人を基準と
し た 人 と い う 考え 方 や や はり 票の
格差を是正するための減数案など
様々な視点からの削減案のほか、むし
ろ人口 増の緑区だけを 増やすとい っ
た１増 案など様々な意 見が出され た
のです。
議論は平行線になり、最終的には正
副議長の斡旋により、
現在の定数 か
ら４減の 案が提案・了承され、発議
に至った次第です。
平成 年改選時も若葉区、稲毛区、
花見川 区の３区は削減 対象となっ て
いましたから、特にこの３区は来年の
改選時 もさらに厳しい 選挙戦にな る
ことが予想されます。
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●今議会の概要
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平成 年度第２回定例会は、６月６
日に召集され、６月 日に閉会しまし
た。
今定例会に市長から当初提案された
議案件数は、 件で、追加提案された
人事案６件を加えた合計 件を審議し
ました。その内訳は、専決処分４件（補
正予算２件、条例の一部改正１件、権
利の放棄１件）
、予算案２件（補正予算
２件）、条例案８件（一部改正８件）、
一般議案５件（財産の取得２件、議決
事件の一部変更２件、損害賠償額定及
び和解１件）、人事案（千葉市監査委員
の選任２件、千葉市副市長の選任１件、
政治倫理審査会委員の任命３件）とな
っております。
さらに、議員からの発議９件（条例
の一部改正２件、意見書７件）と市民
からの請願３件が審議されました。
その結果、市長提出のすべての議案
及び議員発議については、共産党から
提出された条例制定案を除いて全員一
致もしくは賛成多数で可決されました。
また、請願については、全て不採択
となりました。
人事案においては、退任された徳永
前副市長の後任に総合政策局長だった
鈴木達也氏が選任されました。まだま
だ局長としても若かった鈴木氏ですが、
持ち前の行動力や洞察力を如何なく発
揮し、市政の発展に向け、精進して頂
きたいと存じます。また、私が千葉市
監査委員に選任されました。慣例によ
り、議会での発言が制限されますが、
また別の角度から市政をしっかりとチ
ェックしていきたいと思っております。
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●平成
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年度決算状況について

25

平 成 年 度 の 一 般 会 計 の 決 算規
模は、中小企業金融対策事業費が減
少したことなどにより、３，６０９
億５，２００万円、前年度に比べて
億１，４００万円の減となりまし
た。また、生活保護費などの扶助費
が前年度に比べて、 億８，１００
万円、３．６％の増となり、厳しい
状況が続いています。
一方、市税収入は、政府の景気対
策により、企業収益の回復、給与所
得の増、家屋の新増築が増えたこと
など、前年度に比べて 億４，００
０万円、１．９％の増となったこと
か ら 、実 質収 支は 、一 般会 計では 、
億８，４００万円の黒字でした。
しかしながら、全会計ベースの連
結では、依然、政令市ワーストであ
り、道筋が立たない状況であります。
さらに、昨年度に引き続き退職手
当債を発行せざるを得なかったこ
とや、国民健康保険事業における累
積赤字は依然としてその額が多額
であるなど、一般会計・特別会計の
連結では、引き続き赤字が続き、大
変厳しい状況にあります。
この厳しい財政状況のなか、平成
年度から 年度を期間とする
「第１期財政健全化プラン」におい
ては、市税等納付推進センターや滞
納 管 理シ ステ ムの 活用 など により 、
市税徴収率の向上など一定の成果
は認められました。
一方で、住宅使用料徴収率など６
項目については目標を達成できな
かったことは指摘しなければなり
ません。
当局には、この４年間の取組みの
検 証 及び 問題 の把 握と 対応 に努め 、
第２期財政健全化プランの取組項
目を着実に達成し、財政健全化に向
けたさらなる取組みの強化を強く
求めました。
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●指定管理者制度の改善を

第４回定例会は平成 26
年 月
日に 召集され、 月 に閉会し ま
した。
市長から提案された議案は 件
で、その内訳は専決処分１件（補正
予算１件）、予算案４件（補正予算
４件）、条例案８件（制 定１件、一
部改正７件）、一般議案７件（宝く
じの発売額１件、指定管理者の指定
６件）となっております。
さらに、議員からの発議９件（条
例の一部改正２件、意見書７件）と
市民からの請願１件が審議されま
した。
その結果、市長提出のすべての議
案及び議員発議については、共産党
から提出され た条例の一部改正案
を除いて全員一致もしくは賛成多
数で可決、請願については不採択と
なりました。
17

今議会では、指定管理者の指定６
件もあり、各会派からの質疑も集中
しました。特に千葉市斎場と千葉市
蘇 我 球技 場 ほか ４施 設 の２ 件につ
いては、我が会派からも多くの指摘
をさせて頂きました。
まず、千葉市斎場については、評
価点が３００点満点のところ、指定
管理予定候補者も ．８点と非常に
低い点数だったこと、評価の点数が
管 理 経費 の 部分 と障 が い者 雇用の
確保以外は、競合業者に勝っていな
いことが非常に目に付きました。つ
まり、経費ばかりを抑えられ、肝心
な 市 民サ ー ビス が疎 か にな るので
は な いか と いう 懸念 が 生じ たので
す。
次に、千葉市蘇我球技場（フクア
リ）ほか４施設については、本拠地
に し てい る ジェ フ千 葉 が手 を挙げ
たものの、ＭＭ事業体（株式会社マ
リ ン スタ ジ アム （千 葉 市の 出損団

体）、日本メックス株式会社（ＮＴ
Ｔ関連企業）、東洋メンテナンス株
式会社）が選定されたため、多くの
市 民 から 野 球場 管理 の 会社 がサッ
カー場を管理できるのか、ホームタ
ウ ン 推進 は 大丈 夫な の かと いった
率 直 な意 見 が我 々の 下 に届 いてい
ましたので、議案質疑や委員会審査

でしっかり問い質しました。
その結果、選定の結果については
特 に 瑕疵 は ない ため 承 認し ました
が、施設が目的通りに利用され、市
民 サ ービ ス を最 大限 に 発揮 できる
ように、選定方法を含めて、指定管
理者制度の改善を要望しました。

第２回定例会、第３回定例会を通じて、大きな話題の一つと
なったのは、公立学校へのエアコン設置問題です。
事の発端は、第２回定例会で「小中学校・特別支援学校のす
べての教室にエアコンの設置を求める請願」が不採択になった
ことに関して、反対理由として「精神論」が取り上げられると
いう、毎度ながら悪意のある報道によるものでした。
我が会派では市長への要望書にも毎年、エアコン設置につい
ては要望しており、一昨年の第４回定例会でも国へ意見書を提
案したり、昨年の春にも我が会派の幹事団が市内選出の衆参両
院の国会議員に対しても要望活動をするなど、エアコン設置
「推進」の立場を採っています。
しかし、エアコン設置には、初期投資として約 億円、電
気代といった維持費も現在の高熱水費に約８千万円が上乗せ
されるため、予算確保の裏付けのないまま、今すぐに導入する
のは厳しいことはご理解頂けると思います。
否決された請願文書の中では、その財源確保策として、大型
開発をやめれば回せると記載されていますが、例えば、これか
ら整備予定の千葉駅西口再開発Ｂ工区では、特定事業者が再開
発ビルや公園等の整備費用を捻出することになっており、市は
ペデストリアンデッキの整備費のみの負担予定で、国庫補助金
等の導入で、市費は約１．８億円程度の負担になります。この
ように、この他の大型と指摘されるような事業でも経費圧縮を
しているので、事業を中止にしたとしてもエアコン設置費用を
ここから捻出することは困難です。つまり、財源確保に関する
考え方の相違が今回の不採択の大きな理由です。
しかし、第３回定例会でも、再度、エアコン設置に関して２
本の請願が市民から提出されました。その結果、一方の請願だ
けが全会一致で採択されましたが、これも導入時期の問題がポ
イントになりました。
この件に関しては、色々と政治的な思惑が錯綜しているよう
に誤解されますが、我々はこのような問題を政局にするつもり
は毛頭もありません。トイレの改修など、できることから順次
進めて参りたいと考えております。
今後も国や市にエアコン設置の要望を継続していく所存で
すので、今後ともご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
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●今議会の概要
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平成 年度第３回定例会は、９月
８日に召集され、 月３日に閉会し
ました。
市長から提案された議案は 件
で、その内訳は予算案が５件（補正
予算５件）、条例案が 件（制定４
件、一部改正５件、廃止１件）、一
般議案が６件（規約の改正１件、工
事請負契約１件、和解３件、市道路
線の認定及び廃止１件）、決算関連
議案が１件（未処分利益余剰金の処
分１件）、決算の認定が 件、さら
に追加上程された人事案 件（千葉
市教育委員会委員の任命１件、千葉
市人事委員会委員の選任１件、人権
擁護委員の推薦９件）となっており
ます。
さらに、議員からの発議 件（条
例の制定２件、意見書７件、決議１
件）と市民からの請願３件、陳情３
件が審議されました。
その結果、市長提出のすべての議
案及び議員発議については、共産党
から提出された条例制定案を除い
て全員一致もしくは賛成多数で可
決されました。
また、請願・陳情については、「千
葉市各機関における非行政書士に
よる行政書士行為排除の徹底に関
する請願」「 学校の老朽化対策、ト
イレ改修、エアコンの設置を求める
請願」及び「慰安婦問題に関して正
しい歴史教育を行うことを求める
陳情」が採択送付され、その他のも
のは不採択と決しました。
また、 月１日に本市の姉妹都市
であるヒューストン市のパーカー
市長が来葉され、議場での挨拶、
「友好関係確認証」調印式を行いま
した。
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