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■ 9月議会一般質問～海神商店街側溝補修、

放課後ルームについて、ほか～
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　去る９月15日、平成21年第３回定例会（９月議会）において10回目となる一般質問に登壇しました。今回は海神商店街の側溝
補修工事の見通しなど５点を通告し、市執行部と議論を行いました。
　今回の質問は、議員任期４年の折り返しを過ぎ、これまでに本会議や各委員会で質問した事項の進捗を問うものを中心に構成し
ました。以下、その模様をお伝えします。

★海神商店街の側溝整備について～年内の確実な実施を！～
Ｑ．日 色　�　海神商店街の側溝補修について、当初予定より大幅に遅れており、

地元住民から問い合わせが相次いでいる。早急な実施を求めるものだ
が、見通しはどうなっているか。

Ａ．道 路 部 長　�　本年度当初に急きょ千葉県水道局の給水管更新工事が入ったことか
ら、予定より遅れており、地元の皆様には大変ご迷惑をおかけしている。
10月から着工予定であり、現在手続きを進めている。順調に進めば年
内に完了する予定である。

★行政サービス改善プラン（※１）について～平成22年度予算への着実な反映を！～
Ｑ．日 色　�　診断結果が確定しているものについては、平成22年度予算での着実な反映を求めるものであるが、その進

捗管理・督励は誰がどのように行っているのか。また、行政改革に対する市執行部の決意を問うが、所見は。

Ａ．企 画 部 長　�　診断が確定したものについては、担当部局で改善に取り組んでおり、その進捗は企画部、財政部、総務部で
情報を共有して促進を図っている。短期的に改善が進められる事業については平成22年度予算にもできるだ
け反映してまいりたい。

　　　　　　　　�　行政改革の取り組みについては、スクラップ＆ビルドを徹底させ、市全体の行政改革の効果が現れるよう図っ
てまいりたい。

★メール配信サービスについて～各部局で活用の検討を！～
Ｑ．日 色　�　市によるメール情報配信サービスは現在防犯・防災情報など4種類が提供されているが、委託業者との契約

内容によると他種類のサービスも提供可能という。現行のシステムを活用し、より多くの種類のメール配信サー
ビスを庁内に普及させる考えはないか。

Ａ．企 画 部 長　�　直近のイベント情報などの配信により、市民の方々が知りたい情報を得られると考える。この活用について
庁内へ周知し、即時性のある情報を市民へ提供したいと考える。

★自習室の整備について～中央図書館に自習施設の整備を！～
Ｑ．日 色　�　以前指摘した中央図書館の自習施設未整備の問題につき、改善が図ら

れていない。市中心部における自習施設の整備を再度求めるが、所見は。

Ａ．生涯学習部長　�　夏休み期間中は中高生の利用も多く見受けられたが、市中心部の自習
施設の整備は現状では様々な問題点があることから大変難しい。既存の
施設の改善を含め、研究を進めたい。

★放課後ルーム（※２）について～利用料の滞納解消にむけた取り組みを！～
Ｑ．日 色　�　放課後ルーム利用料の滞納が2100万円余りと多額に上っている。放課後ルームの利用者の多くは、以前保

育園の利用者であったことが推測できるが、放課後ルームの入所審査にあたって、過去の保育料の滞納の有無
を確認しているか。また、万一滞納があった場合、その解消あるいは分納の確約を入所の条件とすべきと考え
るが、どうか。

Ａ．子育て支援部長　�　過去の滞納の有無は把握していない。また、滞納者に対し、保育料の納付を放課後ルーム入所の条件とし、
入所を制限することは、福祉に係る事業の利用を制限することとなるため考えていない。

Ｑ．日 色　�　同一の利用者が過去に保育料を滞納し、放課後ルーム入所後にまた利用料を滞納するケースが考えられる。
この場合、過去の督促経緯や連絡先等の情報を利用し、効果的な督促を行うことが必要と考えるが、どうか。

Ａ．子育て支援部長　�　保育課の滞納整理情報の利用については、考えていない。

Ｑ．日 色　�　２つの問題を指摘する。１点目は、所管課の違いにより、滞納整理情報が活用されていないこと。2点目は、
払うべきものを払わない市民に対し、どこまで行政サービスを提供することが必要なのか。この点については
次回以降質問を続けたい。

※１行政サービス改善プラン・・・市が行っている全ての事業のいわば棚卸しを行い、再検討を行うもの。
※２放課後ルーム・・・�保護者が働いているなど、放課後家庭で子供だけになってしまう小学校１年生～３年生の児童を預かる

施設。月額の利用料は8000円。

完成予想図：側溝は舗装され、歩道部分をカラー舗装する予定

写真：中央図書館卓上の注意書き
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　去る９月９日、私の所属する会派「市政会」を代表して議案質疑に登壇しました。

　今回の9月議会には、国の補正予算成立を受けた緊急経済対策事業を中心とした、総額29億円弱の大型補正予算のほか、旧西

浦町事業所（ゴミ焼却施設）解体工事請負契約や坪井公民館新築工事請負契約など18議案が提出されましたが、今回の質疑で

はそのうちのいくつかに焦点を絞って市執行部と議論を行いました。

　以下、その模様をお知らせします。（その他の議案の内容や議決結果については、10月25日（日）発行予定の「市議会だより」

をご覧ください）

※1　太陽光発電システムなどを設置する場合に補助金を交付する制度。10月1日付「広報ふなばし」をご覧ください。

★太陽光発電システム・高効率給湯器設置補助事業（※１）900 万円について
Ｑ．日 色　�　温室効果ガスの削減を図ることを目的とするとあるが、本事業による削減量はどの程度か。また、その削減

量は費用対効果に見合ったものと考えているか。

Ａ．環 境 部 長　�　標準的な住宅用太陽光発電システム１台により、１年間に約1.5tの削減、またエコキュート型給湯器の場

合は650kgの削減が見込まれる。次に、費用対効果に見合っているかとのことだが、環境省が考える補助事業

の対象基準と比較するといずれもその目安の範囲内であり、費用対効果はあると考えている。

Ｑ．日 色　�　この規模では160人程度しか制度の恩恵を受けられず共同消費性の観点から問題がある。また削減量も市が

掲げる削減目標に対し微々たるものでしかないが、この制度に妥当性はあるか。

Ａ．環 境 部 長　�　本制度の直接的な目的はＣＯ２の削減だが、太陽光発電システムなどの普及を進め、価格を下げる効果が期

待できる。また、省エネ行動を誘発する啓発効果も期待されることから、本制度に妥当性はあると考える。

★船橋アリーナ（総合体育館）オーロラビジョンの更新費用 1億 8000 万円について
Ｑ．日 色　�　現在のオーロラビジョンは15年前に６億５千万円もかけて設置したにも関わらず、年数回しか利用がなく、

無駄であったと言わざるを得ない。今回は国庫補助が約１億２千万円つくので、割安な買い物とも言えるが、

本当に更新する必要はあるのか。必要な際に都度レンタル等で対応することを検討したか。

Ａ．生涯学習部長　�　レンタルの場合、1日当たり300万円程度かかり、来年の国体等で使用することを考えると３千万円以上が

必要となる。オーロラビジョンは県内３か所しか設置されておらず、アリーナの価値を高めるものとして不可

欠と考えている。

Ｑ．日 色　�　現在の機種は故障が多く、操作も専門の外部オペレーターが必要となるなど、問題が多かった。新たに購入

を検討する機種はこれらの反省点を踏まえたものか。

Ａ．生涯学習部長　�　今回購入を予定する機種（ＬＥＤ）の特徴として、破損が少なく、寿命が長いこと。またコントローラー１

台で操作ができ、オペレーターを委託しなくても操作できるようになる。

　　　　　　　　�　利用者負担額についても利用しやすい料金設定を検討したい。また、故障時の補修、部材の確保についても

確認をしている。

■ 9月議会議案質疑～船橋アリーナ

・オーロラビジョン更新の妥当性など徹底質問！～

★旧西浦町事業所（ゴミ焼却施設）解体工事請負契約について
Ｑ．日 色　�　予定した金額（約７億２千万円）と入札金額（約３億円）に大きな差があ

り、そもそも適切な解体設計がなされたのか疑念がある。今回解体設計を委

託したパシフィックコンサルタンツ株式会社に対する委託契約の経緯は。

Ａ．環 境 部 長　�　本工事は、焼却施設の解体であり、ダイオキシン類の汚染等を考慮しなが

ら行う特殊な工事であることから、プロポーザル方式を行って設計委託の業

者選定を行っている。

Ｑ．日 色　�　解体にともなう廃材、汚染土壌、コンクリートガラ等の処理についてはど

のようになっているか。また、現地を視察したところ、内部には焼却炉など

大量の鉄クズが残っており、価値があると考えられるが、これらはどのよう

に処理されるのか。

Ａ．環 境 部 長　�　廃材は産業廃棄物管理票、汚染残土は伝票によって最終的な確認を行う。

汚染されていないコンクリートガラは埋め戻し材として利用する。現場を監

督し、処理先についても必要に応じて現地確認を行いたい。

　　　　　　　　�　また、鉄クズについては解体請負業者が引き取って処分するが、その金額

については入札金額に反映されているため問題はないと考えている。

今回解体される旧西浦町事業所

内部には当時の設備がそのまま残っている
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　過日、西海神小学校建て替え工事に伴う第１回目の近隣説明会および保護者説明会が行われ、その席上において新校舎の基本

設計および外観予想図、仮設校舎の配置図等が公開されました。（下記資料参照）

　特徴として、船橋市では初となるロの字型の校舎となることや、１学年３クラス対応の余裕ある教室配置、特別支援学級の設

置、エレベーター設備などのほか、保護者から要望の多かった全教室へのエアコン設置も盛り込まれることとなり、具体的な新

校舎の姿がいよいよ明らかになってきました。� （現在設計途中であり、今後若干の変更があり得ます。）

　今後の予定としては、11月中に仮設校舎の建設が始まり、来年４月からは仮設校舎での授業がおこなわれることになります。

工事期間中は様々な面での課題が考えらえれますが、児童の安全かつ快適な学習環境に留意しつつ、着実な工事の進展を望みた

いと思います。近隣の方にはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ぜひご理解とご協力をお願いします。

シリーズ：西海神小建て替えを追う！（４）

■新校舎の基本設計が判明！

外 観 の イメージ 注）現在設計途中であり、今後、若干の変更があり得ます。

工事工程表

注）現在設計途中であり、今後、若干の変更があり得ます。

新設校舎工事期間中安全経路図（案）

新設校舎平面図　2F

新設校舎平面図　1F

新設校舎平面図　3F
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■朝の駅頭活動スケジュール

※公務・急用・荒天などにより変更する場合があります。

■編集後記
政権交代により、前政権下で決定した補正予算が見直される

ようです。今回の市補正予算も国の決定に基づくものであるこ

とから、市民の生活に影響がでないことを願うばかりです。（健）

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

■ホームページをご覧下さい

■要望しました
・改善しました

■日色　健人（ひいろ・たけと）プロフィール

1978年船橋市生まれ　31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）。2007年４月の船橋市議会議員選挙において
3457票を頂き初当選。現在１期目。総務委員会副委員長・
会派「市政会」所属
地域での主な活動：ボーイスカウト船橋第３団団委員・
船橋稲門会（早大OB会）幹事、ライオンズクラブ国際協
会333-Ｃレオ地区会長、船橋市国際交流協会会員、日本
山岳会会員、㈳船橋青年会議所会員	 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.
　　　　	（意志あるところ必ず道あり）

最近の主な活動をご紹介します。

8月 5日（水）　ＪＣふなばし100ｋｍ徒歩の旅奉仕

～9日（日）

8月16日（日）　アウトドアキャンプ教室奉仕

� ～22日（土）

8月23日（日）　西海神小建替え近隣説明会

8月25日（火）　中央卸売市場視察

8月30日（日）　衆院選投開票日

9月 1日（火）　会派勉強会

9月 3日（木）　議会　開会日

9月 4日（金）　議会　議案等勉強会

9月 7日（月）　議案質疑に際し現地視察

　　　　　　　　（西浦下水処理場ほか）

9月 9日（水）　議会　議案質疑登壇

9月10日（木）　議会　一般質問

～16日（水）

9月12日（土）　海神中学校運動会参観

9月13日（日）　海神４．５丁目自治会敬老会出席

　　　　　　　　海神町南町会敬老会出席

9月15日（火）　海神百壽会敬老会出席

9月18日（金）　議会　総務委員会

9月19日（土）　まるごとゴミ拾い2009参加

9月20日（日）　本中山地区自治会町会連合会敬老会出席

9月25日（金）　西海神小建替えＰＴＡ説明会

9月26日（土）　二葉幼稚園運動会参観

　　　　　　　　千葉青年会議所創立50周年記念式典出席

　　　　　　　　ボーイスカウト船橋３団ＢＳ隊入隊式

9月27日（日）　槙の木レオクラブ９月度例会

9月29日（火）　議会　閉会日

10月 1日（木）　龍神社祭礼舞台建て奉仕

10月 3日（土）　海神南小学校ＰＴＡバザー奉仕

　　　　　　　　海神４・５丁目地域祭り奉仕

10月 4日（日）　保育園運動会参観

　　　　　　　　友人の結婚式に参列

10月 6日（火）　総務委員会打ち合わせ

10月 7日（水）　都市計画部勉強会

10月 8日（木）　市議会レポート校正ほか

10月 9日（金）　若手市議会議員の会千葉ブロック研修会

10月10日（土）　幼稚園父母会運動会手伝い

10月11日（日）　海神６丁目東町会敬老会出席

10月12日（月・祝）日本盲導犬総合センター見学

活 　 動 　 日 　 誌

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。

　本中山２丁目９番路地の変則交差点について、見通しが悪

く、交通事故も起きているとのご連絡を受け、カーブミラー

の設置を担当課に要望したところ、早速に設置の運びとなり

ました。迅速な対応に感謝するとともに、安全確保につなが

ることを期待するものです。

　皆様の近隣で危険な個所やお困りのことなどございました

ら、どうぞお気軽にひいろ健人事務所（連絡先1面参照）ま

でご相談ください。

改良前

中央卸売市場を視察

改良後

交通事故も発生


