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雨宮しんごは、お一人にでも多く市政の現状・問題点をお伝えするため、出前市政報告会を行っています。「直接、議会報告を
聞きたい。」「成田市政、成田市議会に言いたいことがある。」など、報告のみにとどまることなく、ざっくばらんに市政につい
て意見交換が出来ればと思っています。ご希望の方は、メールかFAXにてご連絡ください。お待ちしております！

雨宮 しんご
●1978 年 10 月 31 日生まれ（29 歳）
●元進学予備校講師
●最年少、過去最高得票で平成 19 年成田市
　議会議員選挙に初当選
●建設水道常任委員会委員
●新駅・基幹交通網整備促進特別委員会委員
●市営住宅入居者選考委員会委員  
●廃棄物減量等推進審議会委員

出前市政報告会！

雨宮真吾事務所
事務所：〒286-0018 成田市吾妻 3-48-28
tel：0476-27-5918 / fax：0476-27-1051

info@ama-shin.net
www.ama-shin.net

　12月、陰暦では「師走」と呼称されてい
ますが、昨月に留まらず、1年が東奔西走
の日々でありました。しかしその一方で、
地方政治を見ると、まだまだ市民の皆さ
まには、『何をやっているのか分からな
い！』が現状のように思っております。選
挙以来、常に、地方政治の現場では、市民
が主役の政治を行うことの重要性を訴え
てまいりました。そこで第一に、市の現状
と問題点、議会の中で何が行われている
のかを伝えていかなければと、議会ごと
に、市政報告紙「WAVE!」を発行させてい
ただいている次第です。
　初心を忘れることなく、今年も一生懸
命、努めてまいりますので引き続きご支
援ご指導賜れますよう、宜しくお願い申
し上げます。

◎年賀状について
　政治家が選挙区内に年賀状を送る事
は、公職選挙法147条の2で禁じられてい
ます。このため、新年のご挨拶である「年
賀状」は控えさせて頂きますので、ご理解
賜りますよう宜しくお願いいたします。
つきましては、拙紙面をもってその気持
ちに変えさせて頂きます。

ごあいさつ

　多くの方からいただいた「街路沿いのツ
ツジが見栄え以上に、歩行者やドライバー
にとって支障をきたしている。街路沿いを
利用しやすくキレイにしてほしい。」とい
うご要望に対して、ニュータウン中央線の
街路沿いに植えているツツジを剪定して
いただきました。
（剪定による樹木への影響はありません。）

　身の回りの些細なご不便などございま
したら、お気軽にＦＡＸ・メールにてご連
絡下さい。

　『決算審査』は、皆様からいただいた税金が適正に執行されたか
をチェックする機能です。
　この重要なチェック機能が見落とされ、税金の使い道の決定た
る「予算」にだけ注目が集まっている現状があります。それは、決算
審査の結果に基づいて株主配当を行う民間企業に比べ、財政では
結果に関わらず、税金が返ってくることがないからです。
　雨宮としては、むしろ『決算審査』という場で、予算執行管理はも
ちろん、施策や事業、サービスがどのような目的・目標を持って行
われ、どの程度効果があったのか、コストとの関係を検証していく
必要性を強く感じています。
　こうした観点から、決算審査を行う決算委員会の委員に立候補
し、委員となりました。
　平成18年度決算の公費の動きをチェックしましたが、現在、市財政
は健全といえます。財政力指数*1は1.46（浦安市に次いで県内2位）を超
え、税収など自主財源*2は70％以上で、実質公債費比率*3は8.9％です。

　現在、建築基準法の改正により建築物の高さ制限の緩和が進み、
平易に高層の建物が建築、成田ニュータウン地区内においても中
高層マンション建設が相次いでいます。こうした中、周辺の地域に
は日照・圧迫感、プライバシーの侵害などの問題、眺望の喪失と
いった景観の問題が生じる可能性がでてきています。
　そこで、ディベロッパーと近隣住民、この両者の合意形成が図れ
る街づくりを推進するために、建設水道常任委員会に付託、審議さ
れました。同請願の紹介議員の１人であると同時に、同委員会委員
であるわたしは趣旨説明と併せて賛成討論を行いました。

　同委員会、本会議においても無事に全会一致で採択という結果
になりましたが、法整備も含め検討しなければならないことが
多々あります。今後も市の景観や市民の住環境の保全に向けて、勉
強し活動にまい進してまいります。

　ですが、今後の歳出面において、「成田新高速鉄道関連事業」、「新清
掃工場・付帯施設建設事業」、「成田空港関連事業」や「公共施設老朽
化及び耐震対策」、「少子高齢化対策」など大規模事業や喫緊の課題
が多く、現在の財政力に安穏としているわけにはいきません。
　雨宮は多様なルートからの歳入確保と、選択と集中による歳出
削減の同時並行が必要と考えております。

Q&A！Q&A！Q&A！
しみんのギモン

※1：財政力指数・・・財政力を示すもので、標準的な行政運営に必要な財源をどの程度自力
　　で調達できるかを示す値です。（1以上は健全とされています。）
※2：自主財源・・・主に市税で、その他施設使用・利用料などがあります。

※3：実質公債費比率・・・税金や地方交付税などのうち、何％が借金の返済に使われている
　　かを示す値です。（イエローカードである早期健全化基準は25％以上、レッドカード
　　である財政再生基準は35％以上となります。

「多様なルートからの歳入確保」
・・・という観点に基づき

雨宮は一般質問を行いました。

9月議会で
税収を上げるための的確な
事業展開について

12月議会で
市の活性化に有効な
投資的事業について

剪定した街路剪定していない街路

決算～はじめての決算審査に臨んで～決算～はじめての決算審査に臨んで～
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（仮称） 市 営 交 番 ～成田駅西口に平成20年4月1日より設置へ～（仮称） 市 営 交 番 ～成田駅西口に平成20年4月1日より設置へ～
　市営で“交番”の機能を持たせた施設が成田駅西口に平成20年4月1日より設置
されることになりました。
　この“（仮称）市営交番”の役割は、警察官ＯＢを配置してのパトロール、交通指
導、防犯相談や迷子の保護など、夜間（18：00～24：00）の治安強化となります。
　しかし、防犯活動に一定の効果を期待できる一方で、警察職務権限を持たない
ために犯人検挙業務が行えず、またパトロール時間が18時～24時と限定的であ
ることからも自主防犯パトロール隊との連携
や、事件発生時の警察との連絡体制などといっ
た、明確にさせるべき部分もあります。
　今後こうした議論を重ねていき、地域の防犯
活動の拠点として真にその期待に応えることが
出来るよう、精一杯努めてまいります。

　先般より『行政の情報公開・説明責任』に
努めていますが、今回機会を得て、消防長
の交際費の公開を求めました。
　答弁当初は「他市町村の状況を伺いなが
ら・・・」と曖昧でしたが、市民の消防行政へ
の理解と信頼、公正で透明な消防行政を推
進するためには、公開することにデメリッ
トは生じないのではないかという旨を提
案、消防長の交際費公開に至りました。
　現在、同様に教育長の交際費公開も求め協
議調整を図っていただいています。
　雨宮しんごは、行政サービスの適正化を図
るうえで不可欠な「情報公開」と「説明責任」を市に対し
て求めてまいります。

請願第6号「成田ニュータウン地区に建築物の絶対高さ制限の早期導入を求める請願」が採

（仮称）交番設置予定場所

高層マンション建設予定地



　雨宮は昨年の9月議会で、「税収を上げるための的確な事業展開について」一般質問
を行い、数点の政策提案を行いましたが、この度、その中のひとつ、ネーミングライツ
（命名権）が導入に向け動き出しました！！
　すでに検討委員会が立ち上がり、大谷津球場や中台運動公園といった対象施設や契
約手など具体的な調査研究がなされています！
　同制度は、新たな設備投資を伴わず、安定的かつ高額な収入を一定期間確保するこ
とが期待できると同時に、例えば市内からスポンサー企業を見つければ、地域経済に
も寄与できる政策です。
　政策提案をした以上、それがどういう形で導入され市民の皆さまに還元されるのか動向
を注視すると共に、これからも自己研鑽し、政策を実現できるよう、歩を進めてまいります。

①ベンチャービジネス・スクール
成田商工会議所が「成田起業塾」を主催し、起業に興味のある人財を集めて、ベン
チャービジネスのカリスマの経験談などを聞く講座や、起業に関しての実務に関す
る講座などを展開し、卒業制作としてビジネスプランを制作させるこのスクール
に、市としても積極的に賛同し、参加者確保・周知徹底のための広報、講義内容の質
向上に寄与など、協力・連携体制を組んではどうかと提案しました。

②ベンチャービジネス・ラボラトリー
これは、柏市や船橋市、木更津市などが（独）中小企業基盤整備機構と整備している
もので、実践用簡易オフィスと言えます。例えば①でビジネスプランを創り、「点数
や評価がよかった！」だけでは机上の空論です。起業を考えている方々はプランニ
ングが到達地点ではありませんので、実際に運転する必要があります。
そこで、オフィスや備品調達といった部分でせっかくの運転資金を減らさないため
に、実験的にオフィスを使っていただく施設の必要性を訴えました。
（すでに次の一手として事業化のために低コスト生産施設、レンタルファクトリー
事業「貸し工場」を展開する自治体もでてきています。）

③商店街空き店舗やPFI事業での施設
ラボラトリー（実践用簡易オフィス）については、例えば民間投資を募って大手ＩＴ
系企業を誘致、その上でＰＦＩ事業としてビルの建設を行う。施設建設以外にも、周
辺商店街の空き店舗を活用することで、ベンチャービジネス・インキュベーション
と商店街活性化の一石二鳥をねらえる政策だと思い提案しました。

人間の７倍の速度で成長する犬になぞらえて、ベンチャーの世界はドッグイヤーと言われています。
交通インフラ整備も進み、それこそ人財の宝庫ともいえる成田市だからこそ取組めるベンチャービジネス・
インキュベーション事業に、少しでも早く取りかかってほしいと要望、 提案しました。

※ 1 ： ベンチャービジネスは、高度な知識や新技術を軸に、革新的、創造的な経営を展開している知識集約型の小企業です。
※ 2 ： インキュベーションは、「育成する」という意味で受け取っていただければと思います。
※ 3 ： PFI（Private Finance Initiative）民間主導の新たな公共サービスの提供手段で、公共サービスの提供に公共施設が必要な場合、民間資金を利用して施設整備と公共サービスの提供をゆだねる手法です。

●ベンチャービジネス※1・インキュベーション※2事業について
●成田起業塾との連携について
●ベンチャービジネス・ラボラトリーについて
●商店街空き店舗・PFI※3の活用について
※ 1 ： ベンチャービジネスは、高度な知識や新技術を軸に、革新的、創造的な経営を展開している知識集約型の小企業です。
※ 2 ： インキュベーションは、「育成する」という意味で受け取っていただければと思います。
※ 3 ： PFI（Private Finance Initiative）民間主導の新たな公共サービスの提供手段で、公共サービスの提供に公共施設が必要な場合、民間資金を利用して施設整備と公共サービスの提供をゆだねる手法です。

政策実現！！雨宮しんごが提案した政策「ネーミングライツ」が導入へ・・・

●ベンチャービジネス※1・インキュベーション※2事業について
●成田起業塾との連携について
●ベンチャービジネス・ラボラトリーについて
●商店街空き店舗・PFI※3の活用について

国レベルでもベンチャー支援という事業は積極的に推進されています。経済産業省の外局、中小企業庁が、民間のベンチャーキャピタルが投資しないような
中小企業を対象に、起業当初は通常よりも低い金利で融資を受けられるいわゆる、“出世払い制度”を平成20年度から導入することを決めています。国も積極的！

　決算（表面）でも述べたように、今後の事業計画などから、多様なルートからの歳
入確保が求められています。　
　そこで今回の一般質問では、税収を上げ、また成田を活性化させることにも有効
と考えられる、全く新しい投資的事業、優良企業を招致する政策であり、優良企業を
創出する政策、「ベンチャービジネス・インキュベーション」の政策提案をしました。

豊富な交通環境
「成田国際空港」をはじめ、現在では「成田新高速鉄道の整
備」、これと一体で整備が進められている「一般国道464
号北千葉道路」、更には、首都圏中央自動車連絡道路、いわ
ゆる「圏央道」といった交通インフラ整備が進んでいます。

　このように、成田は国内外から人財を集積、ネットワーク化することができ、交通
インフラ整備も揃っている場所と考え、次の3点を提案しました。

⒊パワーを持つ人財
例えば人脈、金、経験、そういったものを持つ人財です。これは、万が一ないのであれ
ば、投資という形で調達してもいいと思っています。また、人財に入っていただける
ならば、退職された方々を人財としても構わないと思っています。

⒈アイデアや技術を持った人財
例えば技術系の会社に勤めているビジネスマンや、専門
学校生などで、年齢は関係ありません。また、市内学生と
か、周辺市町村の電鉄沿線の学生とかの若年層や主婦や
高齢者です。

⒉マネジメントをする人財
千葉や東京に勤めている20代、30代の若手ビジネスマ
ンたちです。将来は自分で起業したい。と思っている人
財です。

先進事例紹介
●千葉市蘇我球技場の名称を「フクダ電子アリーナ（通称：フクアリ）」として5年半5億
　円程度で契約
●サッカーアーセナルのホームスタジアム名称をエミレーツ航空がエミレーツスタ  
　ジアムとして15年で201億円の契約
●東京スタジアムの名称を「味の素スタジアム」として5年12億円で契約（日本で初の
　公共施設事例）
●県営宮城球場の名称を「フルキャストスタジアム」として3年3億円程度の契約
●渋谷公会堂の名称を「渋谷CCLemonホール」として5年4億2千万円で契約
●横浜国際総合競技上の名称を「日産スタジアム」として5年23億5千万円で契約
●広島県立文化芸術ホールの名称を「ALSOKホール」として5年1億6千万円程度で契約

・・・・・など多数

平成19年12月定例会 一般質問（要約）
市の活性化に有効な投資的事業について
平成19年12月定例会 一般質問（要約）
市の活性化に有効な投資的事業について

千葉県柏市　東大柏ベンチャープラザ　（個人視察：2007年11月24

ベンチャービジネスをつくり出すために不可欠な3種類の人財

起業の最重要項目、『立地の条件』


