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去る３月末、約１年間にわたり続けられてきた京成海神駅

バリアフリー化工事が無事竣工し、利用が開始されました。

長らく地域の悲願であった懸案の解決をみることとなり、地

域の議員として感慨深いものがあります。平成19年の初当

選以来幾度となく議会で取り上げ、地域の切実な声を市政に

届けさせていただいてきましたが、このたびの問題解決に

至った原動力は長年にわたり署名活動など地道なご努力をさ

れてきた地域の方々お一人お一人の力によるものと思いま

す。地域の課題を地域で解決するという、地方自治の原点と

もいえる今回の取り組みについて皆さんとともに喜びを分か

ち合うとともに、今後とも一つ一つ取り組んでいきたいと考

えます。

なお、今回のバリアフリー化工事にかかる費用は、事業者

である京成電鉄・国・船橋市が３分の１づつ出し合って行わ

れました。総工費は約３億４千万円、うち船橋市が支出した

補助金は１億１千万円余りとなりました。皆様がお納めいた

だいている市税はこのようなところにも使われています。

船橋市内には９路線35駅もの駅舎があり、順次バリアフリー化工事

が行われてきましたが、いまだ改修が完了していない数少ない駅の一つ

である東葉高速鉄道東海神駅についてもこのたび改修工事の計画が公表

されました。現在はエスカレーターが１方向しか設置されていない駅東

側（市場通り側）出口にエレベーターを設置する計画で、今年度から設

計等を開始し、平成26年度末までに完成の予定です。

現在は地下深くまで階段を下りなければならず、ベビーカーを押した

お母さん方がご苦労される様子をお見かけし、お手伝いすることもあり

ました。また今年春より隣接する旭硝子工場跡地に建設されたマンショ

ン群への入居が開始され、利用者が増加することも見込まれていること

から、着実な事業の実施を求めていきたいと思います。

去る３月27日（水）、平成25年第１回定例

会（３月議会）は、平成25年度一般会計予

算をはじめとする市長提案の39議案他を可

決し閉会しました。

新年度一般会計予算の総額は1792億円で前

年度より3.3％の増額、国民健康保険特別会

計や介護保険特別会計などを含めた全会計で

は3235億円で2.2％の増額となるなど、行政

需要の増加を裏付けるものとなっています。

特に、高齢者福祉、子育て支援サービス、

生活保護などをはじめとする福祉部門にかか

る費用である民生費の伸びはとどまることを

知らず（※表参照）、10年前に比べて1.8倍

になるなど、少子高齢化社会の到来を見据え

慎重な財政運営が求められています。

■東海神駅にもエレベーター設置へ ～平成26年度末完成予定～

■平成25年度予算成立 ～民生費は10年前の２倍近くに～

駅入口はスロープ化

エレベーターは上下ホームに２基設置

新しい改札口 船橋市の助成を示す
プレート

駅舎全景

平成16年度当初予算額を100としたときの各款の推移

現在バイク置場の位置にエレベーター設置予定とのこと

■京成海神駅バリアフリー化工事　無事竣工
　 ～地域の声をかたちに～

款 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

総務費 100.0 92.1 97.3 111.0 113.2 117.1 118.3 117.2 114.2 107.3

民生費 100.0 102.1 102.5 106.9 115.7 123.6 147.8 165.1 167.7 179.9

衛生費 100.0 102.6 105.4 116.7 83.8 86.7 85.5 92.0 99.9 88.2

土木費 100.0 101.2 103.1 99.3 87.6 86.3 78.0 81.1 84.6 88.7

教育費 100.0 100.7 101.9 106.1 99.4 101.5 100.5 112.7 104.4 121.1

公債費 100.0 44.4 47.8 47.0 47.8 47.0 49.5 46.6 48.4 48.1

消防費等 100.0 95.3 102.3 94.8 93.8 99.3 102.9 109.2 105.8 104.1

計 100.0 90.7 93.2 96.4 92.7 96.0 102.2 109.5 110.5 114.1

（参考）借換分を除いた公債費の推移

公債費 100.0 101.3 103.0 107.4 108.1 107.3 113.1 106.3 103.2 104.5
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　去る3月6日（水）、24回目となる質疑に立ちました。今回は商店会が実施する宅配サービスへの助成、債権の放棄、北部清

掃工場余熱利用施設などを取り上げ、市執行部と議論を行いました。以下、その模様を抜粋してお伝えします。

■3月議会議案質疑
　 ～商店会宅配サービス助成、債権放棄、北部清掃工場余熱利用施設ほか～

●商店会による宅配サービスへの助成について～甘い事業計画ではないか？～

Ｑ．日　　色　�　新年度から、芝山商店会が実施する宅配サービスに事業費の２分の１、上限200万円を補助する制度がモデル

事業として実施されるが、この制度の目的は何か。どのように評価するのか。

Ａ．経済部長　　商店街の活性化を支援することが目的であり、売上高の増加、来街者の増加等で評価したい。

Ｑ．日　　色　�　モデル事業であるならば、市内各地にある商店街のなかからモデルとなるにふさわしい標準的な商店街を選択

すべきと考えるが、どうして芝山商店会になったのか。

Ａ．経済部長　　当該商店会から実施したいと要望が上がってきたことから選定したものである。

Ｑ．日　　色　�　これではモデルとして評価ができないのではないか。商店会による宅配サービスは全国各

地に先行事例があるが、必ずしも成功事例が多いとは聞かない。今回船橋市で実施するにあ

たり、採算の見通しは取れているのか。事業計画は提出されているか。

Ａ．経済部長　事業計画については書面としてはいただいていないが、口頭で確認している。

●市の債権放棄について～いまだ残るずさんな債権管理の実態～

Ｑ．日　　色　�　債権管理条例に基づき今年度市が債権放棄した1億5千万円余りのうち、市営住宅の滞納家賃について、既に

住宅は退去しているものの債務者は存命しており、しかもその所在が判明していながら時効が満了し放棄したも

のがある。この債権を放棄する理由は何か。

Ａ．税務部長　�　所管課の方から、連絡が取れないということで債権放棄の対象としたものである。強制執行についても準備は

していたが債務者の状況を十分に把握する状況でなかった。

Ｑ．日　　色　�　この件については、過去に明渡訴訟を経て債務名義を取得しているにも関わらず、昨年時効が満了するまで強

制執行の手続きなどを10年間にわたり何もしていなかったことになる。債権放棄をするにあたっても、資力の

調査が不十分だったのではないか。この取り扱いは、市の債権の適正な管理を定めた債権管理条例第４条に違反

しないか。

Ａ．山口副市長　�　債権放棄にあたり市の職員は最大限回収の努力を尽くしたかというお尋ねである。ただちに違法であるとは考

えていないが、ご指摘を踏まえればそのように疑念を呈されても致し方ない面があると考える。

●北部清掃工場余熱利用施設の建設について～年間5,000万円赤字の見込み～

Ｑ．日　　色　�　今回建設契約を締結する北部清掃工場建替えにあたり建設される余熱利用施設について、

審査委員会から「更なる事業性の向上が図られることを期待する」旨の意見が付されている。

年間いくらの経費がかかり、どの程度の集客を見込む内容となっているのか。

Ａ．環境部長　�　運営・維持管理業務委託費として年約１億円を見込んでいるのに対し、集客の見込みは年約11万人と提案し

ており、収支については約５千万円の不足が出ると計算している。

Ｑ．日　　色　�　過去の議会において、この事業については強気の答弁があったが、結局そうでない計画を提示した事業者が運

営をすることとなった。赤字施設の建設には市民の理解は得られないと思うがどうか。

Ａ．環境部長　�　事業計画では年11万人だが、15万人以上を目指し様々な提案プログラム事業を行い、事業性の向上を図って

いくとの提案となっている。市としてもバックアップをして出来るだけ早期に収支バランスの取れた運営を目指

し市民の理解を得たいと考えている。
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　国から払い下げを受ける

見通しとなった行田の国家

公務員体育センター跡地に

ついて、利用計画がほぼ定

まり、３月議会に提案され

ました。平成27年度末を

めどにそれぞれの施設整備

が進められる予定となって

おり、着実な事業の実施を

求めたいと思います。

　本中山地区・西部公民館に隣接する場所に吉澤野球博

物館という博物館があります。理事長さんが私財を投じ

て収集された東京六大学野球を中心としたアマチュア野

球の資料、また美術品を展示されていますが、このたび

財団の解散に伴い所有する土地・建物・野球資料・美術

品などを船橋市に寄付されることとなりました。

　市ではこの寄付を受けるとともに、これまでにも寄贈

を受けた他の美術品の活用なども含め、市の美術・博物

館行政を考える検討委員会を設置して今後の方針を決定

していくとのことです。

　去る３月24日（日）に執行された千葉県知事選挙においては、船橋市全体での投票率は実に29.32％となり、３割に満たない

結果となりました。立候補者も少なく、現職の信任投票の意味合いが強い選挙であったことも要因とされていますが、それにし

ても全体の１／３に満たない方からしか信任されていない知事というのも問題だと考えます。

　船橋市西部地域の投票率は下記のとおりとなっていますが、市平均を下回っているところが多いことがわかります。今年は６

月に市長選挙、７月に参議院議員選挙を控えており、改めて投票を通じて政治に関わることの重要性を訴えていきたいと思いま

す。

■行田国家公務員体育センター跡地利用計画定まる
　 ～ 24 億７千万円で国から購入～

■吉澤野球博物館　市に寄贈される
　 ～市の美術・博物館行政を考える検討委員会設置へ～

■低投票率だった千葉県知事選挙
　 ～市内西部地域は特に低い結果に～

写真は同博物館ホームページより

投票所 投票率

海神中央町会会館 23.85％

海神小学校 29.29％

海神中学校 28.11％

西海神小学校 30.05％

海神南小学校 25.18％

葛飾中学校 28.03％

投票所 投票率

葛飾小学校 24.61％

西部公民館 26.83％

小栗原小学校 28.46％

本中山6・7丁目集会所 26.07％

西船児童ホーム 25.32％

投
票
箱

母子生活支援施設

多目的運動広場

テニスコート

障害者生活介護事業所

認可保育所

防災備蓄センター

児童発達支援センター

現在の施設は解体へ
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■編集後記
新年度がスタートしました。６月の市長選挙を控え、関係

者の動きも慌ただしくなってきたところです。市政をチェッ

クする議会の一員として、建設的な議論が重ねられることを

期待しています。� （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　34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
3457票を頂き初当選。平成23年4月 5222票を頂き再選。
　議員のあり方検討特別委員会委員長・議会運営委員会
委員・私立幼稚園教育振興議員連盟事務局長・会派「自
由市政会」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）事務局長、船橋市国際交流協会会員、日
本山岳会会員、㈳船橋青年会議所副理事長、保護司 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）

最近の主な活動の一部をご紹介します。
１月４日（金）　市長・教育長表敬訪問

１月６日（日）　ボーイスカウト船橋３団新年初集会

１月７日（月）　海神６丁目東町会新年会

１月８日（火）　議会運営委員会視察（町田市・立川市）

１月10日（木）　私立幼稚園教育振興議員連盟勉強会

１月11日（金）　健伸学院賀春の会

１月12日（土）　船橋稲門会新年会

１月15日（火）　海神北一百寿会新年会

１月18日（金）　議員研修会

１月20日（日）　海神６丁目西百寿会新年会

　　　　　　　　本中山地区自治会町会連合会新年会

１月22日（火）　議会運営委員会

１月23日（水）　議員のあり方検討特別委員会

　　　　　　　　船橋市私立幼稚園連合会新年会

２月１日（金）　保護司会研修会

２月４日（月）　自由民主党船橋支部新年会

２月５日（火）　京葉５市議会議員研修会

２月６日（水）　議会運営委員会視察

　～８日（金）　鹿児島市・熊本市・大分市

２月９日（土）　市政報告会

２月14日（木）　議会運営委員会

２月15日（金）　会派会議

２月17日（日）　西海神小学校めだかの会餅つき手伝い

　　　　　　　　二子町南町会新年会

２月18日（月）　建設委員会・議員のあり方検討特別委員会

２月19日（火）　青少年問題協議会傍聴

２月23日（土）　保育園発表会参観

　　　　　　　　市消防音楽隊演奏会参観

２月24日（日）　南三陸復興支援チャリティコンサート

２月25日（月）　議会　開会日

２月26日（火）　議案等勉強会

　～28日（木）

３月４日（月）　議会　議案等質疑

　～８日（金）

３月10日（日）　海神公民館子供まつり奉仕

３月13日（水）　海神中学校卒業式

３月14日（木）　建設委員会

３月16日（土）　保育園卒園式

３月17日（日）　家庭倫理の会おはよう倫理塾

３月19日（火）　西海神小学校卒業式

３月27日（水）　議会　閉会日

活 　 動 　 日 　 誌

※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

　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。

■ホームページをご覧下さい

　去る２月９日（土）、６回目となる市政報告会を開催しま

した。当日は肌寒い天候となりましたが、多くの市民の皆様

にご来場いただき、盛会裏に開催することができました。松

戸徹副市長をはじめとするご来賓の方からも力強い激励をい

ただき、平成25年度の展望や地域の課題などをお話しする

とともに、会場からも活発な意見質問が飛び交いました。

■市政報告会を開催しました ■自由民主党に入党しました
　これまで無所属で活動をして参

りましたが、このたび、多くの方

のお薦めを頂き、自由民主党に入

党することといたしました。党の

綱領に掲げられる正しい自由主

義・民主制の実現のために党員の

一人として今後とも地域に根差し

た活動を続けていきたいと思いま

す。皆様のご理解とご支援をお願

いいたします。


