
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（30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

成田市始まって以来の超大規模公共事業（20年間の運転管理業務168億円、
本体工事107億円）、いずみ清掃工場に代わる新たなごみ焼却施設を建設す
ることとなっていますが、連日の報道通り不自然な入札手続きがなされたこ
とから、議会でも幾度となく特別委員会開催し成田市の対応について議論、
市長は一旦入札中止を決定、現在入札の再開を見合わせている状況です。
（詳細につきましては、雨宮しんごHPを是非ご覧下さい。）
雨宮しんごはこの問題に正面から立ち向かい、市民の皆さまへの説明責任
と、決して不利益が被ることがないよう厳正な対応を求めています！

また、すでに全国で40％近くの市
町村が実施を決めた、定額給付
金に10％～20％の割増額を
加えるという、いわゆる「プ
レミアム商品券」の発行を
成田市も実施に向け関係
団体と検討が進められ
ています！！

議案第7号　
成田市行政組織条例の一部を改正するについて
　行政組織の改正は、一見すると行政改革の断行と思え
ますが、必要以上の組織改正や、効果性が薄い名ばかり改
正では、かえって市民サービスの低下を招き、経費もかか
ることから効率的とは言えません。成田市には総合5カ年
計画などで組織目標、事業計画が定まっている中、今回の
改正で、実に3年連続となる組織改正が行われました。
　そこで雨宮しんごは、本来であれば総合計画などの中期
目標に沿って組織改正が行われ、腰を据えて業務に取組む
ことが望ましいと指摘した上で、組織改正をすれば中身の
精査をせず、それ自体が行政改革であるという短絡的パラ
ダイムに陥ることのないよう、組織改正時の明確

１. 適正な運賃体系について
２. 2市2村（印西市、白井市、印旛村、本埜村）で構成する
北総線運賃問題対策協議会の進展と進捗について

3. 北総線運賃問題対策協議会と連携し要望活動を行っ
ていく考えはあるか

4. 適正な運賃体系となるよう、今後より一層の要望活
動などを考えているか

５. 成田新高速鉄道の運賃認可申請実施時期の見通し
について

総事業費1260億円で来春の共用開始を目指す中、成田
新高速鉄道の運賃の取り決めが近々行われることにな
ります。ですが現在、「運賃逆転問題」や「二重運賃問題」
が顕在していることから、新線に（仮称）成田ニュータウ
ン北駅を設置、また成田国際空港を擁する成田市とし
て、成田市民の皆さまが利用しやすい運賃体系となるよ
う全力で取組むよう訴えました。

１. 成田市の教育の独自性について
２. 新学習指導要領について
2-1.学習指導要領の改訂について
2-2.移行準備期間までの議論検討について
2-3.移行期間のスケジュールと移行内容、整備内容
について

2-4.移行期間から直ちに実施するものなどの移行
スケジュールについて

3. 新学習指導要領移行における外国語教育の増加と、
成田市が取り組んでいる国際教育推進特区の今後の
在り方について
3-1.国際教育推進特区のこれまでの成果の認識と
評価

3-2.新学習指導要領により、国際教育推進特区は役
割を果たすのでは

3-3.新学習指導要領との整合性、今後の国際教育推
進特区の位置付けについて

4.「ゆとり教育」にみる、これまでの指導要領における成
果と分析、評価について
4-1.成田市教育委員会としてはゆとり教育をどう
分析し評価しているか

　これまでのゆとり教育を省み、新年度から新学習指導
要領への全面実施に向けて移行措置が始まります。（中
学校24年度、小学校23年度に全面実施）
　そこで、策定背景がゆとり教育となっている成田市学
校教育長期ビジョンの見直しの必要性、横浜市を例に国
に縛られない新学習指導要領に独自性を盛り込んだ（仮
称）成田版学習指導要領の策定提案を行いました。
　また、国家の根幹は国語教育にあり、論理や情緒を培
うすべての知的活動の礎となるという観点から、国際教
育を標榜していることを理由に過度な英語教育を行う
弊害として国語教育を軽視した授業展開とならないよ
う成田市で特に推進されている国際教育の在り方を提
言しました。

な目的と効果を精査した上で、改正後は随時、客観的絶対
評価における組織検証を行うよう申し入れました。
　なお、これに伴い「健康こども部」や「財政部」などが新
設されます。

議案第13号　
成田市職員の自己啓発等休業に関する条例を
制定するについて
　この条例は地方公務員法の一部改正により、自己啓発
や国際協力の機会を職員に提供することを目的に、自発
的に大学への就学や国際貢献活動を行う場合、職員とし
ての身分を保有しつつ、休業できる制度です。
職員の自己研鑽は将来にわたり市政発展に寄与するもの

で、利活用すべきですが、世界経済が鈍化し雇用問題が表
出する中、この制度は民間企業では考え難く、公務員優遇
ともとれる雇用待遇となります。そこで、可能な限り市内
民間企業の自己啓発の機会についても、行政として積極
的に市の職員と同水準となるように努めることと、休業
を承認する場合は、報告義務の徹底、復帰後の号給調整等
について厳格な運用を行うよう申し入れしました。

　その他、議案第12号成田市職員の育児休業等に関する
条例の一部を改正するについても質疑を行いましたが、
紙面の関係上詳細は雨宮しんごＨＰよりご覧いただけれ
ば幸いです。

議　案　に　つ　い　て議　案　に　つ　い　て

雨 宮 し ん ご の 一 般 質 問雨 宮 し ん ご の 一 般 質 問
新高速鉄道における適正な
運賃体系などについて

成田市の
教育について

成田市でも定額給付金＆プレミアム商品券！！新清掃工場問題 成田市でも定額給付金＆プレミアム商品券！！新清掃工場問題 成田市でも定額給付金＆プレミアム商品券！！新清掃工場問題

３月定例会では予算関連議案を含む５９議案が上程さ
れ、積極的な議案質疑を行いました。

支 給 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル
４月下旬に成田市から申請用紙を発送
5月上旬（ＧＷ明け）から申請受付開始
5月下旬から支給開始（原則振込み）

現在、成田市でも定額給付金班を設置し、早期支給に向
けて調整が進められています。



S t e p s !
２００８年 

4月1日

4 月 11日～13日
4月 20日

4月 22日～23日
4月 26日
4月 27日
5月 19日
5月 30日
6月 3日
6月 4日

6月 6日～25日

6 月 6日
6月 8日
6月 14日
6月 20日
6月 22日
6月 30日

7月 4日～6日
7月 6日

7月 15日～17日
7月 22日
7月 23日
7月 24日
7月 28日
8月 1日

8 月 3日
8月 5日
8月 15日

8月 23日・24日
8月 25日

9月 5日～25日

9 月 21日
9月 28日
9月 30日
10月 4日
10 月 12日
10月 14日

10 月 18日
10月 23日
10月 24日
10月 27日

10月 28日・29日
11月 2日
11月 5日
11月 7日
11月 8日
11月 15日
11月 16日
11月 17日
11月 19日
11月 26日

11月 28日～12月 18日

11 月 29日
11月 30日
12月 5日
12月 25日
12月 26日

２００９年 
1月2日

1 月 9日
1月 12日
1月 14日
1月 16日

1月 17日・18日
1月 19日
2月 3日
2月 5日
2月 8日
2月 15日
2月 18日

2月 20日～3月 18
日

2 月 23日
2月 25日

3月 9日～11日
４月吉日

　
市政報告紙「ＷＡＶＥ！」第4号発行！
成田市内全5万世帯への配布（ポスティング）活動を開始！
太鼓祭り（成田街づくり塾生として運営に参加）
成田市長市政報告会
座間市へ個人視察
市川團十郎・海老蔵奉祝参拝（スーパー警備隊として）
成田ニュータウン自治会連合会
関東若手市議会議員の会「千葉市視察」
印西市滝田県議等と北千葉道路の慢性的渋滞緩和構想の勉強会
千葉県地方議員連絡協議会主催講演会　講演者：麻生太郎
成田市議会議員団主催講演会「行政の使命・あるべき姿」
6月定例会議（一般質問・議案審議・常任・特別委員会開催）
一般質問登壇「インターネット犯罪から子どもたちを守るために」
成田ニュータウン赤坂センター地区振興検討協議会
自治体財政勉強会（柏市） 講師：大和田一紘
成田ニュータウン自治会連合会会議
衆議院議員林幹雄後援会幹部研修会
山崎三洋印西市長総決起大会
全国若手市議会議員の会・千葉ブロック総会
成田祇園際（祭人として）
早稲田大学シンポジウム「地方政府の時代・二元代表制を問う」
講演者：増田寛也総務大臣（当時）
北川正恭前三重県知事
建設水道常任委員会行政視察（青森県八戸市・岩手県盛岡市・宮城県仙台市）
関東若手市議会議員の会視察（首都圏外郭放水路）
市営住宅入居者選考委員会
印旛地区若手政治家政策集団「NEXTAGE」総会
成田高速線松崎トンネル工事安全祈願祭
市政報告紙「ＷＡＶＥ！」第5号発行！
成田市内全5万世帯への配布（ポスティング）活動を開始！
協働労働街づくりセミナー
文部科学省の事業仕分け・政策棚卸し
第二子誕生！！
成田ふるさと祭り
NEXTAGE定例勉強会（財政について）
9月定例会議（一般質問・議案審議・常任・特別委員会開催）
一般質問登壇「公共建築物や一般建築物の耐震化の促進について」
自主防災会防災訓練
NARITA WORLD MUSIC FES. 2008
新駅・基幹交通網整備促進特別委員会行政視察（奈良県生駒市・愛知県安城市、刈谷市）
マニフェスト大賞にノミネートが決まる（全国総計429団体971件の中から選出！）
ファミリーコンサートin玉造（実行委員）
市政報告紙「ＷＡＶＥ！」第6号発行！
成田市内全5万世帯への配布（ポスティング）活動を開始！
フォーラム新世界経済到来（東京国際フォーラム） 　講演者：竹中平蔵
航空機事故消火救難総合訓練
印旛管内・北総東部管内市議会議員合同研修会　 講演者：富田富士也
 NEXTAGE定例研修会「農業政策について」
決算特別委員会
成田POPマラソン（走者として）
圏央道建設促進駅頭キャンペーン
マニフェスト大賞授賞式（大賞を逃すも栄誉ある賞をいただきました。）
市民議会（パネリストとして参加）
成田ニュータウン社会福祉協議会主催「合同ひもとき」
成田市産業祭り
関東若手市議会議員の会千葉ブロック研修会
成田市表彰式
成田市議会議員団研修会「日本とスウェーデンの福祉いついて」
12月定例会議（一般質問・議案審議・常任・特別委員会開催）
一般質問登壇「中学校の調査書（内申点）の公正化に向けた取組について」
行財政改革講演会（鎌ヶ谷市）講演者：木下敏之
 NEXTAGE定例研修会（大網白里町）「地域医療を育てる取組」
印西市議会傍聴
新清掃工場整備特別委員会「不自然な入札手続きについて」
有志による若手議員研修会（松戸・鎌ヶ谷・柏・練馬・文京・成田市区議会議員で結成）

　
市政報告紙「ＷＡＶＥ！」第7号発行！
成田市内全5万世帯への配布（ポスティング）活動を開始！
新清掃工場整備特別委員会「不自然な入札手続きについて」
成田市成人式
富里市経済環境建設常任委員会「不自然な入札手続きについて」
新春賀詞交歓会
センター入試応援！！
NT赤坂センター地区振興検討協議会
 NEXTAGE定例勉強会
基調講演「千葉県政と成田空港」
成田市消防出初式
松下政経塾「地域から日本を変える」
新清掃工場整備特別委員会「不自然な入札手続きについて」
3月定例会議（代表、一般質問・議案審議・常任・特別委員会開催）
一般質問「新高速鉄道における適正な運賃体系＆新学習指導要領について」
議案質疑 ： 第7号議案、第12号議案、第13号議案について
討論 ： 予算関連議案における賛成討論を行う！
NSA公認指導員と海上安全指導員試験受験
報告会「成田市赤十字病院の現状について」
平成21年度成田市予算特別委員会（委員として）
市政報告紙「ＷＡＶＥ！」第8号発行！
成田市内全5万世帯への配布（ポスティング）活動を開始！

　議員となり今回初めて予算特別委員会の委員に選出され予算審査に携わりました。21年度予算

は一般会計569億円（前年度比4.4％増）、特別会計を含む予算総額は795億円
と前年度比2.2％増になります。

雨宮しんごの主な予算審議での質問内容　
・道路特定財源の一般財源化に伴い創設された地域活力基盤創造交付金の安易な活用は、債務（借
金）発行増を助長しかねない。6事業に活用するようであるが節度を保って欲しい。

・耐震改修補助制度は、耐震改修促進計画の進捗を飛躍的に押し上げる施策となると考える。所得
税の特別控除についても財政部と連携し、情報提供に努めて欲しい。

・計画（戦略）が抽象的だと、検証が曖昧となり分析できない。事務事業評価にＰＤＣＡサイクルを！

・インターネットを利用した就業支援システムの構築は有用であるので、雇用促進奨励制度と連携
を図り雇用支援に努めるべき！

・61箇所へのＡＥＤ購入設置費は高額となる。ＡＥＤ搭載型自動販売機を活用（無料）し経費削減
に努めるべき！

・認知症運転者や、高齢者運転への配慮は行政としての役目になってくるため一定施策を見出すべき！

・ファミリーサポートセンターは利用会員が多い一方で、協力会員が少ない現状がある。良策なた
め協力会員を増やす施策に努めるべき！

など質疑を行いました。詳しくは雨宮しんごHPをご覧下さい。

賛成討論を行いました！
　雨宮しんごは議案第50号平成21年度一般会計予算を
含む59号までの予算関連議案についてそれぞれ賛成の立
場で討論を行いました。

　未曾有の世界経済危機の中、財政調整基金などからの繰
り入れを的確に行うことで増額予算を確保した点、雨宮が
提案を進めてきた幼稚園・小学校へのAED設置事業や住
宅耐震改修補助事業などを予算化するなど適切な予算配
分措置された点を高く評価。また、PDCAサイクルによる
事務事業の効率化と、不断の行財政改革に一層努められる
ことを市長含め執行部に要望しました！

２１年度の成田市の当初予算が決まりました

　この時期は財布と携帯電話だけではなく、体の一部としてマスク、ボックス
ティッシュを携帯するほどに花粉症に悩まされる日々ですが、精力的に活動させ
て頂いています。
　長男はこの春2年生、長女は離乳食に挑戦中です☆

編 集 後 記

FAX送信用紙
ご意見下さい！

■ご意見をお書き下さい。（メッセージもお待ちしております！）

■ご協力いただける項目がございましたら、印をつけて下さい。

0476-27-1051

FAX：0476-27-1051FAX：0476-27-1051

市政全般について、雨宮しんごについて等々、どんなことでもかまいません。
ざっくばらんなご意見を、お待ちしております！

□出前市政報告会を申し込みたい。　□会って話しがしたい。　□ポスティングの手伝いができる。　
□インターンに参加したい（対象：大学生）　□雨宮しんごを応援してるぞ！ガンバレ！
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

フリガナ
お 名 前

住所　　〒　　　　　-

電話番号
　　　-　　　　-

キリトリ

毎日更新している活動日記　　　　　　　　  をご覧いただくか、
FAX・メールにてお問い合わせください。

雨宮しんご 検 索

このほかにも様々な活動を行っています！

（２００８年～２００９年）

ご記入頂いた個人情報は、ご依頼を受けたご要望等の対応に利用させて頂きます。


