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12月議会において、「政務活動費の領収書等の議会ホー

ムページでの公開に関する陳情」が提出され、全会一致で

採択されました。今後、具体的な公開の方法、時期等につ

いて協議が行われることになります。当市議会ではこれま

でも、政務活動費の支出に対するすべての領収書の添付を

義務付けているほか、収支報告書についてもホームページ

で公開してきましたが、領収書のホームページ公開につい

ては作業量がたいへん膨大になることから、事務局におい

て原本を閲覧することにとどまっていました。

しかしながら、昨年発覚した富山市議会における不祥事

などにより、改めて透明性の確保を求める声が全国的に高

まっており、当市においてもさらなる公開を決めたもので

す。

私は政務活動費のほとんどをこの市議会レポートの発行

に費やし、市民の皆さんに議会の様子を伝えるために活用

していますが、この制度は市民の理解がなければ成り立ち

ません。改めて、議員には公金で活動することのより一層

の自覚が必要だと考えます。

■平成29年を迎えて～市政施行80周年、安定した発展のために～

■市議会最大会派「自由市政会」結成、代表に就きました

■政務活動費の領収書をホームページで公開へ

去る12月20日、船橋市議会平成28年第4回定例会は市

長提案の19議案他を可決し閉会しました。これに先立ち、

保守系三会派12名が合流し、新会派「自由市政会」を結

成し私が代表に就くことになりました。3名の議長経験者

を擁する議会内最大会派です。

3期生(当選3回)となる私は、先輩方と、新たにこの世

界へ飛び込んで来られた方々の間で、知識経験の伝承と同

時に、時代の移り変わりを踏まえた新たな議会のあり方の

双方を求めていかなければならないと思っています。

また、来夏に市長選・市議補選を迎える中で、理事者と

も緊張感を保ちつつ、市民のために十分な議論が行える安

定した議会運営に責任を持つ会派でありたいと思います。

最大会派とは

いえ、議会内全

体で見ればまだ

まだ2割程度の

勢力にすぎませ

ん。活発な会派

活動で研鑽に励

み、自分が育て

ていただいたよ

うに良き議会の

伝統を引き継

ぎ、市政発展に貢献したいと思います。

新しい会派のメンバーと、安定した

市政・議会運営に取り組みます。

気持ちも新たに平成29年を迎えました。

昨年を振り返ると、リオデジャネイロ五輪の感動に日本

中が沸き、ポケモンGOなどのIT技術革新に支えられた新

たなブームも世間に広がる一方、熊本地震や東北・北海道

豪雨、震災以後5年を経過しても東北地方をいまなお余震

と津波が襲うなど、災害と向き合う一年でもありました。

また、政治の世界では、参院選において自公政権が安定

した勢力を確保する一方で、東京都知事選において与党の

推薦を受けない新知事が誕生し、大きな注目を集めていま

す。世界を見渡しても、トランプ新大統領の誕生、欧州を

覆う難民問題と相次ぐテロの発生など、混迷の度を深めて

いると言わざるを得ません。

このような中、船橋市においては本年6月には市長選挙

を迎えることとなり、この4年間の松戸市長による施政に

対しての評価が下されることとなります。また、今年は船

橋市にとって市政施行80周年となる節目の年を迎えるこ

ととなり、人口も63万人の大台を超えることになるなど、

一層の発展に向けて重要な年になることは言うまでもあり

ません。

この節目の年にあって、私自身も議員として満10年を

迎えることとなり、一層その責任の重さを感じています。

議会の中にあっては中堅として様々な役職を担う一方、党

務をはじめ、地域における様々な団体における担いなどを

通じて、多くの市民の皆様の声に触れる機会をいただくよ

うになりました。

こうした機会を通じてお預かりした民意を、議会活動を

通じて市政にこれからも反映させていくと同時に、今後船

橋市が90年、100年と永続して住みよい街であるために、

今なすべきことを皆様と一緒に考えていきたいと思いま

す。また同時に、平成19年に28

歳で初当選させていただいた際の

初心を忘れることなく、「政治を

もっと身近にしたい」との想いの

もと、市民と市政をつなぐ架け橋

であるよう今年も精一杯活動して

まいりたいと思います。皆様のご

支援を心よりお願いいたします。

平成29年　元旦　日　色　健　人



（2） ひいろ健
たけ

人
と

　市議会レポート発行　平成29年 1月 15日　No.39

去る12月5日、一般質問に登壇しました。今回は、（1）消防庁舎等整備事業について（2）有価物・資源ごみ回収協

力金について（3）市民による防災備蓄の推進についての3点を通告し、理事者と議論を行いました。以下、その模様

をお伝えします。

■12月議会一般質問
　 ～有価物・資源ごみ回収協力金制度は見直しを！ほか～

★消防局・中央消防署建て替えについて　～高度利用の検討を！～

日　　色
築約40年となる消防局・中央消防署建て替えについて、現在基本構想の策定

中とのことだが、その進捗は。具体的にどのようなプランを検討しているのか。

消防局長

建て替えの検討のため、どのような整備手法が有効であるかをコンサルティング委託している。3

月31日までに基本構想の策定を終える予定。具体的には、①現庁舎を改修・耐震補強を行う②現地

による建て替え③市役所第1駐車場への建て替え④その他の場所への消防局の移転および中央消防

署としての再利用の4案である。

日　　色

現地建て替えもしくは市役所第1駐車場への建て替えとなった場合、庁舎を高層化し、消防機能以

外の行政機能や駐車場、またはテナントやマンション等の機能も併せ持つ複合施設とすることを考

えられないか。

消防局長

今回のコンサルティングの検討項目には含まれてはいないが、平成17年建設の西部消防保健セン

ターにおいて、複合施設として高層利用を行った例もある。今後、敷地が決まり次第、建蔽率・容

積率等を考慮し、土地の有効利用について関係部局と協議していく。

★有価物・資源ごみ回収協力金について　～制度の抜本的見直しを～

日　　色

この制度について、ごみの分別回収等についてはすでに市民への啓発も進んでいることから、見直

しを求める声がたびたび議会でも上がっている。また、「行政サービス改善プラン」でも縮小・見

直しの意見が付されていながら、進んでいない。有価物・資源ごみの回収量も減少の一途であり、

当制度の廃止または大幅な見直しを求めるがどうか。

環境部長
近隣他市の状況等についても調査を行っているが、制度の見直しまでに至っていない。ごみ減量を

推進する観点から、引き続き検討していく。

日　　色

制度を存続させる場合でも、回収量を増やし、可燃ごみの減量につながる効果が認められるもので

なければならない。回収協力団体が実施した回収事業の実績や、前年度から実際に増加した回収量

分に応じて支払われるようにするなど改善すべきでは。

環境部長
庁内関係部署、有価物回収協同組合、自治会連合協議会などの関係機関と

協議したい。

※�有価物・資源ごみ回収協力金制度…有価物・資源ごみの回収量を増やし、可燃ごみの減量を目的として、

平成8年に導入された。地域で回収された有価物・資源ごみの量に応じて、地域の自治会・PTAなど

で組織される回収協力団体に協力金が交付される（1kg当たり3円）。年間予算は約7000万円余り。

★市民による防災備蓄の推進について　～「水と食料3日分」の徹底を～

日　　　色

平成26年度に「災害に備えた対策」をテーマに市政モニターアンケートが実施されたが（※）、市

民による備蓄の実践が進んでいないことから、高齢者世帯や乳幼児を抱える世帯などの要配慮者を

対象に、備蓄用飲料水などを直接給付する取り組みを検討すべきでは。

市長公室長
目標とする飲料水は十分確保できていると考えているが、災害時に自助による役割は非常に大きな

部分を占める。議員提案の備蓄用飲料水の直接給付について、調査研究してみたい。

日　　　色
市民による備蓄の実践状況については今後も定期的に調査を行い、状況を継続して把握するととも

に、数値目標を設定するなど積極的に取り組むべきと考えるがどうか。

市長公室長
備蓄の実践状況を継続的に把握することは重要であり、定期的に市政モニ

ターアンケートや市民意識調査の調査項目にするよう努める。

※…�「備蓄をしている」と答えたのは約8割、「飲料水や食料品を備蓄している」はその中の約7割、さ

らに「3日分の備蓄をしている」はその中の約6割であり、全体でみると0.8×0.7×0.6で約4割弱

の市民しか3日分の水と食料を備蓄していないことが明らかになった。



（3）ひいろ健
たけ

人
と

　市議会レポート 発行　平成29年 1月 15日　No.39

■12月議会閉会～ 談合事件摘発に伴い消防古和釜分署・ 

訓練場建設工事契約議案が取り下げに～

■健康福祉委員会視察報告～堺市立総合医療センターほか～

■本中山地区あんしん歩行エリア効果検証
　 ～人身事故57％減少～

適正な手続き

で、一日も早い

消防力の整備を

去る12月20日、船橋市議会平成28年第4回定例会は市長提

案の19議案他を可決し閉会しました。（議案等の詳細は1月25

日ごろ発行の「市議会だより」をご覧ください。）

開会当初に上程された議案のうち、議案第11号「（仮称）船

橋市東消防署古和釜分署・消防訓練場新築工事請負契約の締結

について」は審議の途中で取り下げとなりました。これは、工

事契約の相手方であった建設会社の社員が、他県の事案におい

て官製談合防止法違反容疑で逮捕されたことに伴い、市の入札

指名停止の対象となったことから、本契約についても無効とす

ることになったものです。こうした理由で議案が取り下げられ

ることは稀なことです。今回の取り下げまた入札のやり直しに

より、古和釜分署・消防訓練場の建設は約3か月程度遅れるこ

ととなりますが、アンフェアな事業者に対しては厳しい姿勢で

臨むことが、市発注工事に対する市民の信頼を維持することに

なると思います。改めて、今後の入札等の手続きが円滑に進む

ことを見守りたいと思います。

手前が古和釜分

署、奥が消防訓

練場

本中山地区においては平成22年度からあんしん歩行エリア

事業が実施され、制限速度を30km以下に抑えることを目的と

した「ゾーン30」の整備など様々な取り組みが行われてきま

した。このたび、こうした取り組みの効果を検証したところ、

車両走行時速が10km/h低下し、自動車交通量が12％減、人身

事故発生件数も7件から3件に減少し、大きな改善が明らかに

なりました。（市定例記者会見資料より）。これからも、安心し

て歩けるまちづくりを進めてまいりたいと思います。

去る10月26日～ 27日、私が委員長を務める健康福祉委員会では、大阪府

堺市の堺市立総合医療センターならびに愛知県大府市のウェルネスバレー構

想を対象に行政視察を行いました。これは、船橋市において老朽化が進む市

立医療センターの建て替え計画が進んでいること、それにあわせて土地区画

整理事業が予定されている海老川上流地区において新医療センターを核とし

たメディカルタウン構想が計画されていることから、先進市の事例に学ぼう

とするものです。

堺市立総合医療センターは、平成27年に新築移転したばかりの最新の施

設・設備を備えた市立病院であり、病院規模も当市の医療センターと類似し

ており、大変参考になりました。特に、公立病院でありながら定員の枠等に

とらわれない柔軟な運営を行うために独立行政法人化を成し遂げ、経営の自

由度を高めていること、外来・救急外来の円滑な導線を確保していること、

ホテルのようなコンシェルジュ機能を備え利便性向上に寄与していることな

ど、当市においても取り入れていきたいものが多くありました。また、愛知

県大府市においては、県の計画に基づき、国施設等を積極的に誘致・集積さ

せるなかで、関連産業との結びつきも利用してまちづくりを行おうとするも

のであり、こうした産官学の連携の可能性を感じさせるものでした。

愛知県大府市にて説

明を受ける

堺市立総合医療セン

ターにて、シンボル

となっているゾウの

像
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■編集後記
議員生活も10年目となり、中堅また取りまとめ役とな

ることも増えてきました。自身の研鑽と合わせて、新たな

市政の担い手を育成していかなければならないと感じてい

ます。今年もどうぞよろしくお願いします。（健）

■日色　健人（ひいろ・たけと）プロフィール

昭和53年船橋市生まれ　38歳　二葉幼稚園、西海神

小学校、市川学園中・高を経て早稲田大学法学部卒業。

サラリーマン生活を経てアメリカ合衆国西海岸を南北に

貫く「パシフィック・クレスト・トレイル」全4200km

を徒歩で踏破（日本人初）。平成19年4月の船橋市議会

議員選挙において初当選、現在3期目。自由民主党船橋

市支部事務局長、健康福祉委員会委員長、障害福祉推進

議員連盟会長、私立幼稚園教育振興議員連盟幹事長兼事

務局長、LGBT・性の多様性を考える議員連盟会長、会派

「自由市政会」代表

地�域での主な活動:ボーイスカウト船橋地区国際委員長

（船橋第3団副団委員長）、船橋稲門会（早大OB会）事

務局長、（公社）船橋青年会議所第46代理事長、保護

司、船橋市カヌー協会会長、船橋市消防局市民音楽隊

隊員、船橋市国際交流協会会員、日本山岳会会員ほか

趣�　味:アウトドアスポーツ（山歩き、キャンプ、カヌー）

愛読書:ヘンリー・D・ソロー「森の生活」

座右の銘:Where�there�is�a�will,�there�is�a�way.

※公務・急用・荒天などにより変更する場合があります。

月 火 水 木 金

船橋駅 東船橋駅
海神駅

東海神駅ほか
西船橋駅 津田沼駅

■朝の駅頭活動スケジュール
■ホームページをご覧下さい
　日色健人 Official Web�Site では、市議会レポートのバッ

クナンバーを掲載しているほか、会議録や質問動画へのリン

ク、活動ブログを日々（?）更新しています。お時間のある

ときにぜひ一度ご覧下さい。

アドレスは

http://www.taketo2784.net/ 

（タケトフナバシ.ネット）です。

検索サイトで「日色健人」と入

力いただいてもたどりつけます。

　　　　　　　　　　「ツイッター」使っています。

　アカウントは＠HIIROTAKETOです。ちょっとしたつぶやきを

たまにつぶやいています。

活 　 動 　 日 　 誌
最近の主な活動の一部をご紹介します。

10月� 2日（日）�本中山健康フェスティバル
10月� 3日（月）�龍神社祭礼
10月� 4日（日）�議会　決算議案質疑
10月� 9日（日）��龍神社神輿渡御・海神6丁目東町会敬老会
10月� 16日（日）�海神公民館ふれあいまつり
10月� 17日（月）�議会　議会運営委員会
10月� 18日（火）�市川学園同窓会船橋支部総会
10月� 19日（水）�議会　閉会日
10月� 20日（木）�私立幼稚園教育振興大会
10月� 22日（土）�行田東小学校元気村奉仕
� ��船橋青年会議所「ふなばSEAフェスタ」
10月� 26日（水）�健康福祉委員会行政視察
� ～ 27日（木）�於：堺市・大府市
10月� 29日（土）�海神小学校PTAバザー奉仕
11月� 1日（火）�市政功労表彰式
11月� 2日（水）�保護司会自主研修
11月� 6日（日）�すこやか健康まつり
11月� 7日（月）��若手市議会議員の会千葉ブロック研修会
11月� 10日（木）�幼稚園議連大阪市行政視察
11月� 12日（日）��ボーイスカウト千葉県連盟国際委員会
11月� 13日（日）�教育フェスティバル参観
11月� 17日（木）�議会　開会日
11月� 18日（金）�議案等説明
11月� 25日（金）�議会　議案質疑
� �県民体育大会報告会
11月� 26日（土）�船橋市保育協議会永年勤続者表彰式
� �千葉県稲門祭
11月� 28日（月）�議会　発議案質疑・一般質問
～ 12月�5日（月）
12月� 7日（水）��消防局音楽隊歳末特別警戒コンサート
12月� 11日（日）�青年会餅つき
12月� 12日（月）�LGBT議連勉強会
12月� 13日（火）�議会　本会議
12月� 15日（木）�さくら保育園一日園長
12月� 16日（金）�議会　健康福祉委員会
12月� 18日（日）�ボーイスカウト国際活動推進大会
12月� 20日（火）�議会　閉会日
12月� 22日（木）�西船みどり保育園一日園長
� �介護力事例発表会
� �船橋市立医療センター忘年会
12月� 25日（日）�木村てつや君を国政に送る会� ほか

議会においては、党派や、市政に対して近い考えを持つ議
員同士が集まる会派がありますが、このほかにも個別のテー
マについて研究や施策の推進を図る「議員連盟」という組織
があります。この議員連盟は党派や会派を超えて関心を共有
する議員の集まりであり、私も多くの議員連盟に加盟し、様々
な活動を行っています。特に、私立幼稚園における教育の振
興を目指す「船橋市私立幼稚園教育振興議員連盟」では幹事
長兼事務局長を務め、昨年11月には大阪市における5歳児に
対する幼児教育無償化の事例を視察したほか、12月には「船
橋市LGBT・性の多様性を考える議員連盟」が発足し会長に
就任することとなりました。党派・会派の垣根を超えて、市
民生活にかかわる様々な問題に対し取り組みを進めていきた
いと思います。

■議員連盟も活発に活動しています ■市政報告会を開催します
今年も市政報告会を開催します。皆様お誘い合わせの�

うえ、ぜひご参加ください。

会費無料・事前参加申し込み不要

海神公民館

☎047-420-1001

海神6-3-36

京成海神駅から

徒歩約1分

日　時：平成29年3月5日（日）

　　　　15時～ 16時半（受付14時半～）

場　所：海神公民館講堂
（公共交通機関をご利用ください）
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ご案内
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※公職選挙法の規定により、年賀状などの時候の挨拶に制限があります。なにとぞご了承ください。


