
●2019年10月18日（金）19時～21時＠中央公民館
●2019年10月19日（土）13時～16時＠新高根公民館
　令和元年第2回定例会の報告会です。今定例会で決まったこと、話し
合われたことの注目ポイントを、石川りょうがわかりやすく解説します。
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【学歴】
栄光幼稚園、芝山西小学校、
芝山中学校、八千代高校、
立教大学法学部国際比較法学科、
英国国立マンチェスター大学院、
早稲田大学公共経営大学院
【職歴】
青年海外協力隊、国際連合インターン、開発コンサルタント、
外務省（外交官）を経て、船橋市議会議員（２期目）

  【資格など】
法学士、開発学修士、公共経営修士、
TOEFL（CBT）257 点（TOEIC 915 点相当）、仏語検定 3級、
プロジェクトマネジメントスペシャリスト（PMS)、
政策学校「一新塾」32 期生、ビール検定 2級、
ふなばし市民大学校平成 26 年度ボランティア入門学科

もやっています。

発行者：石川亮
住所：船橋市芝山3-26-1
携帯電話：080-6575-4711
固定電話：047-463-2690
メール：info@ishikawaryo.net

▲ 小中高生議会見学会の様子

討議資料

　この通信でご紹介できている活動内容は、ほんの一部です。詳細
な内容やその他の活動は、石川りょうのブログを是非ご覧ください。

で検索！ または、QRコードはこちら ➡石川りょう　アメブロ

＊参加費無料。途中入退室はいつでも可能です。お気軽にご参加ください！
＊日時等の変更の可能性があるので、石川りょう公式サイト、SNS等で必ずご確認下さい。

　令和元年度から2年間をかけて船橋市
の行財政改革（行革）を進める動きがいよ
いよ活発になってきました。下の図に示さ
れているように、これまでと同じペースで
お金を使っていくと、船橋市の貯金（財源
調整基金）は底を尽き、支出（歳出）が収
入（歳入）を大幅に上回り、予算を組めな
い状況になってしまいます。
　私は、そのような最悪のシナリオを避け
るため、そして、健全な財政運営のために、
行革は必要悪だと考えています。しかし、こ
こにきて、行革を「船橋の未来のために」
などと美化して推し進めようという市役所
の姿勢には大いに疑問を感じます。このほ
んの数年間に、三番瀬環境学習館（約
22.6億円）、市民プール（約23.3億円）、ふ
なばしメグスパ（約11.1億円）、市立船橋

高校第3体育館（約26.1億円）などを相次
いで建設し、今後も、美術館や文化ホール
などの設置も考えている。行革が必要にな
る状況はいったい誰が作り出してしまった
のでしょうか？
　市役所の仕事とは何でしょうか？市民の
皆さんからお金（税金）を集めて、そのお
金を市民の皆さんの生命と財産を守るた
めに使うことだと思います。あとは、道路や
下水道の整備など、なるべく多くの市民の
皆さんの便益になる事業にお金を使うこ
とが基本だと考えます。現在の船橋市は、
あまりにも多様な事業に手を広げすぎて
いると感じます。それでお金が足りなくなっ
てしまっては本末転倒です。
　次ページでは、船橋市役所が見直しを
考えている事業や分野の例を紹介します。

行財政改革で見直す具体的な事業案が示されました。

プロフィール 連　絡　先

●基本は毎週水曜日の10時から正午＠芝山団地商店街
　日々の相談事から、市政へのご質問・ご意見、世間話まで、話題は何
でも結構です。市民の皆さんの生の声をお聞かせください！
　石川りょうと個別に話したいという方に向けたりょうCaféです。

りょうCaféのご案内
１．りょうCafé議会レポ

２．りょうCafé芝山団地商店街

【将来財政推計】 （予算） （推計） （単位：億円）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

歳入総額 2112.3 2073.9 2026.4 2074.4 2090.2 2087.7 2087.5 2085.6 2083.3 2084.9 2090.2

　市税 1015.7 1015.0 1007.4 1023.7 1032.9 1024.7 1029.4 1034.9 1028.5 1033.5 1036.7

　国県支出金 495.3 499.8 486.7 495.7 501.6 508.3 515.7 514.2 514.2 513.6 517.0

　財源調整基金繰入金 40.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0

　市債 191.8 143.1 117.2 135.0 138.2 136.7 125.1 120.7 122.2 120.4 119.5

369.4 381.1 380.1 385.1 382.5 383.0 382.3 380.9 383.4 382.4 382.0

歳出総額 2112.3 2088.1 2071.9 2122.3 2171.8 2170.3 2167.7 2165.3 2181.1 2168.2 2186.7

　人件費 358.2 385.2 387.7 386.0 393.1 388.2 388.3 383.7 392.9 384.3 389.6

　扶助費 590.6 605.8 616.3 628.9 641.9 655.3 657.7 658.6 659.1 660.4 663.0

　公債費 147.8 157.7 167.8 174.8 178.4 175.7 174.6 176.0 175.8 176.6 179.2

　普通建設事業 247.1 199.4 140.9 162.7 171.7 157.0 142.8 145.3 140.6 134.0 137.3

　その他 768.5 739.9 759.1 769.9 786.7 794.1 804.4 801.7 812.6 812.9 817.5

▲ 14.2 ▲ 45.5 ▲ 47.9 ▲ 81.6 ▲ 82.6 ▲ 80.2 ▲ 79.7 ▲ 97.8 ▲ 83.3 ▲ 96.5

　その他

収支差額

市の歳入の中心となる市税収入は、１０００億円程度で推移することが見込まれる
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３．廃止や縮小などを検討している 63事業の一例３．廃止や縮小などを検討している 63事業の一例１． 指定管理者制度の導入を検討している公共施設１． 指定管理者制度の導入を検討している公共施設

２．使用料などの見直しを検討している項目２．使用料などの見直しを検討している項目

▲ 運動公園の写真
　既に駐車場を有料化しているのは3施設（アンデルセン公園、
　三番瀬海浜公園、総合体育館）のみであり、運動公園をはじめ
　その他の駐車場の維持管理は市税により賄われています。

● 運動公園
● 市営住宅
● 市民文化ホール
● きららホール
● 馬込霊園・習志野霊園
● 身体障害者福祉センター
● 子育て支援センター
● 簡易マザーズホーム
● 児童ホーム
● 公民館
● 一宮少年自然の家
● 青少年キャンプ場

● 公共施設の使用料の見直し
● 公共施設の駐車場有料化
● 国民健康保険料の見直し
● 下水道使用料の見直し
● 保育料水準の見直し

◀
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事業名 事業概要

町会自治会館設置費補助金
町会・自治会等が、会館の新築、増築、修繕等をする場
合に、その費用の一部を補助

防犯灯維持管理費補助金 防犯灯を維持管理する団体に対し、補助金を交付

敬老行事事業 老人に対し、敬老記念品を交付

難病疾患患者扶助費 指定難病の患者に対し、援助金を支給

心身障害者援護施設運営費補助金
船橋市援護者が利用する社会福祉施設を運営する事
業者に対し、運営に要する費用の一部を補助

保育所運営費補助金
保育所を運営する事業者に対し、運営に要する費用の
一部を補助

小中学校児童入学援助金
経済的な理由により小学校・中学校への就学が困難な
児童の保護者に対し、補助金を支給

母子家庭等高等学校修学援助金
高校生を扶養しているひとり親家庭等に対し、修学援助
金を支給

雇用促進奨励金
高齢者・障害者を1年以上雇用する事業主に対し、奨励
金を交付

ひとり暮らし高齢者等地域交流促進
事業費

ひとり暮らし高齢者等を対象とした地域交流事業等を実
施する地域の団体に対し、施設使用料等を補助

老人クラブ等自動車支援事業費
老人クラブ、市民大学校いきいき学部等の高齢者団体
を対象としたバス事業に要する費用

パソコン講習事業費
パソコンの基本操作・ワードを使用した文書作成・イン
ターネット体験会等の初心者向けパソコン講習会を実施

青少年海外視察派遣補助金
市内の青少年を海外に派遣し、その派遣費用の一部を
補助

市民まつり負担金 ふなばし市民まつり実行委員会に対し、負担金を支出

花火大会負担金 ふなばし市民まつり実行委員会に対し、負担金を支出

有価物・資源ごみ回収費
有価物回収事業・資源ごみ回収事業を行う団体（町会・
自治会、PTAなど）に対し、協力金を交付

ふなばし音楽フェスティバル開催費
ふなばし音楽フェスティバル実行委員会に対し交付金を
交付。千人の音楽祭、地域ふれあいコンサート、ふなば
しミュージックストリート、まちかど音楽ステージを実施

朝市開催事業費 ふなばし朝市委員会に対し、負担金を支出

◀ 行革レビューシート
　 今回の通信で紹介できている内容は
　 一部です。行革に対する船橋市の考
　 え方や見直し事業について詳しく知
　 りたい方は二次元バーコードで。
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