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千葉市議会議員（花見川区選出）

安 心・安 全 な
街 づくりを目 指 す 。

自民党本部にて研修会終了後に
安倍総理大臣が応援に駆けつけてくださいました。
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千葉市幕張町に生まれる
幕張小学校、市川高校、
日本大学経済学部卒業
昭和52年 日本大学本部 国際研究所 2ヶ年修了
米国大使館 USTS ４ヶ年勤務

現

職

日本赤十字社千葉県支部救急法指導員
（日本赤十字社災害救護活動 長年の実績）
千葉市消防団 第4分団 分団長
千葉市医師会連盟推薦

幕張町4丁目町内会 会長
幕張中学校区青少年育成委員会
千葉市立幕張小学校セーフティーウォッチャー
千葉市自衛隊協力会会員

生まれも育ちも幕張町、花見川区に住んでいるからこそ見えてくる地元の課題があります。私は皆様の代表として、地域の
声をしっかりと行政へ届けます。花見川周辺の整備や危険な道路・交差点への信号機設置など、遠い道のりでも決してあき
らめず固い意志で挑みます。
また「誰でも使えるAEDの普及活動」
を推進しています。ぜひ、皆様のお力をお貸しください。

市の収入と支出はどのようになっているのでしょうか？
収入と支出の状況

市民の負担の状況

市税は市政運営の為に欠く事ができない財源であり、歳入予算総額の
約４割を占めています。平成３０年９月末の予算額でみますと、市税の予
算学は1,919億4,400万円（滞納繰越分と国有資産等所在市町村交
付 金を除く。）となっていますので、これを平 成３０年９月末 の 人 口
（969,544人）
及び世帯数
（455,298世帯）
で割りますと、市民1人あた
り197,973円、
１世帯あたり421,606円の負担となっております。

市民1人あたりの市税負担額

一世帯あたりの市税負担額

市民税…103,284円、固定資産税…68,541円、
その他…26,148円

市民税…21,956円、固定資産税…145,965円、
その他…55,685円

197,973円

■市民一人あたりの行政経費

421,606円

■一世帯あたりの行政経費

460,675円

981,058円

平成２９年度決算の状況
予算の執行の概要

■一般会計及び特別会計の収支状況

平成29年度は、以下の方針に基づき予算編成を行いました。
①財政健全化に向けた取組み及び行政改革の推進
②第２次実施計画
（マニフェストに関する取組み事業を含む。）
の推進
この結果、一般会計の決算額は、歳入4,387億6,300万円、歳出4,349億3,100万円と
なり、実質収支は31億5,200万円の黒字となりました。また、特別会計（企業会計の病院
事業、下水事業及び水道事業を除く。）
１４会計の決算総額は、歳入3,728億2,700万円、
歳出3,697億8,100万円となりました。

決算の内容

一般会計【歳入】

地方交付税
134億円
３％

県支出金

168億7,000万円
3.9％

県民税所得割臨時交付金
市税

1,939億2,700万円
44.2%

市債

依存財源

1,776億9,000万円
40.5％

総額
4,387億6,300万円

自主財源

2,448億3,600万円
55.8%

国庫支出金

733億4,300万円
16.7％

諸収入
399億1,000万円
9.１％

その他の自主財源
63億8,800万円
1.5％

繰入金
46億円
1.0％

繰越金

53億5,000万円
1.２％

使用料及び手数料
108億9,800万円
2.5％

頒布責任者：宍倉 和子 〒262-0032 千葉市花見川区幕張町5-517

特別会計

歳入決算額

438,763

372,827

歳出決算額

434,931

369,781

形式収支

3,832

3,046

翌年度へ繰り越すべき財源

680

23

実質収支

3,152

3,023

■目的別内訳

地方消費税交付金

387億2,600万円
8.8％

一般会計

一般会計【歳出】

その他依存財源

124億円2,800万円
2.9％

167億7,000万円
3.8％

223億9,000万円
5.１％

（単位：百万円）

会 計

※
（）
は全体に占める構成比

民生費

1,547億7,800万円（35.6％）

教育費

670億2,600万円（15.4％）

公債費
土木費
商工費

539億5,900万円(12.４％)
464億3,500万円(10.7％)
345億4,200万円(7.9％)

衛生費

322億8,600万円(7.4%)

総務費

289億4,400万円（6.7％）

消防費
その他

116億3,800万円（2.7％）
53億2,300万円（1.2％）
※平成30年12月1日発行の『市の財政（財政状況の公表）』
より抜粋

印刷所：株式会社オニオン新聞社 〒260-0013 千葉市中央区中央3-3-1 フジモト第一生命ビル 5F

安心・安全の街づくりのため、皆様の声を行政に届けます！
JR幕張駅への快速停車
JR幕張駅への快速停車について、
稲毛、津田沼の中間地点、花見川
区北部からのバス交通の構築、幕
張駅利用者増加等の、
２０２２年に
完成予定の北口広場も踏まえ、引
き続き実現に向け、千葉市・千葉県
とともにJR東日本へ呼びかけてい
きます。

セーフティウォッチャー
昨今、児童達を狙った犯罪が増える中、幕張４
丁 目 交 差 点にてセーフティウォッチャーとし
て、通学する児童たちを見守っております。ま
たそのセーフティウォッチャーの担い手も減少
している事から、様々なボランティア活動等の
市民公益活動に関してインセンティブが与え
られるよう平成30年9月の一般質問にて呼び
かけました。結果、平成31年3月1日より千葉
シティポイントが付与されることになりました。

未舗装路工事
花見川区内の長年放置さ
れていた未舗装路も施工
が完了し、小・中学生の通
学 路 が 整 備され、子ども
たちが安心して通学でき
る ように なりまし た 。ま
た、通学路周辺の老朽化
した危険な壁等の修繕が
行われました。

After

Before

詳しい 内 容 は「 千 葉 市 議 会 映 像 配 信 」 千葉市議会映像配信 石川ひろし
よりご 覧 い ただ けます。

市議会議員として、花見川区そして千葉市の課題に地道に取り組んでまいります！

オリパラ競技開催地として取り組みの強化を推進して行きます。

小林衆議院議員・赤十字奉仕団の皆さ
んとジャガイモ掘り大会に！

市政についての皆様のご意見・ご要望をお聞かせください！

石川 ひろし政務活動事務所

〒262-0032 千葉市花見川区幕張町4-526 TEL/FAX 043-273-8887
URL : http://ishikawa-h.com E-mail : ishiintl@hotmail.com

検見川神社祭礼にて11年連続で消防団
の仲間と共にお神輿を担いでいる様子。

花見川区民まつりにて消防団へのお手
伝い中。
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自由民主党 千葉市議会議員団室
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1 TEL 043-245-5480
（議会事務局）TEL 043-245-5465

