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このたびの９月議会において、北本町１丁目に新たに建設

される（仮称）保健福祉センターに係る工事の請負契約が議

案として提案され、いずれも可決されました。契約金額の総

額は40億円余りとなる大規模な施設が建設されることにな

ります。

この（仮称）保健福祉センターには、現在市役所裏の県施

設に設置されている市保健所や、家庭児童相談室、こども発

達相談センター、夜間休日急病診療所、中央保健センターな

どを集約し、当市における医療・保健・福祉の中核施設とし

て整備される予定です。今回の議決を受けて、今年11月よ

り工事を開始し、２年後の平成27年10月をめどにオープン

の予定とされています。

去る９月27日（金）、平成25年第３回定例会（９月議会）は市長提案の26議案他を可決し閉会し

ました。今回の定例会は、７月に就任した松戸徹新市長にとって初めての定例会となり、活発な議論

が交わされました。

特に新市長にとって最初の重要課題である副市長・教育委員などの人事案件については、新副市長

に市企画財政部長の山崎健二氏、新教育委員に元船橋中学校校長の松本文化氏、千葉工業大学副学長

の鎌田元弘氏を提案し、いずれも可決されました。

このほか、保育士の人材確保対策を推進する一環としてその待遇を改善するための費用を盛り込ん

だ平成25年度補正予算や、地方税法の改正にならい延滞金等の利率を変更するための条例改正など

の議案が可決されました。（詳細については10月25日頃発行の「市議会だより」をご覧ください）

去る９月25日（水）、平成27年度にスタートが予定されている子ども・子育て支援新制度に向けて、

第１回の「船橋市子ども・子育て会議」が開催されました。

子ども・子育て支援新制度は、平成24年８月に公布された「子ども・子育て支援法」をはじめと

する子ども・子育て関連３法の成立を受け、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」「保

育の量的拡大・確保」「地域の子ども・子育て支援の充実」を図ることを目的とするものです。

これにともない、当市では地域や家庭の実情等について幅広く意見を聞くため、保護者・学識経験

者・子育て支援に関する事業従事者・市民の方などからなる「船橋市子ども・子育て会議」を設置す

ることとなりました。

この会議では、当市の子ども・子育て支援に関する施策の推進に関する必要な事項等を審議するこ

ととなりますが、いまだ解消しない待機児童の問題、幼児教育のありかたなど、関心の高い問題が扱

われることになります。ぜひ活発かつ慎重な議論を期待したいと思います。

■（仮称）保健福祉センター着工へ
　 ～保健所・夜間休日急病診療所など移転・整備へ～

■９月議会閉会
　 ～副市長・教育委員選任など26議案他を可決、新市長は順調な船出～

■船橋市子ども・子育て会議始まる
　 ～平成27年度新制度スタートに向けて～

（仮称）保健福祉センター概要
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9月議会議案質疑

●借上げ市営住宅にも競争原理を導入すべき！～より良質で安価な市営住宅確保のために～

Ｑ．日　　色　　�今回ＵＲ（都市再生機構）から市が20戸（行田団地および芝山団地）を借上げ、市営

住宅として供給することになったが、まとめて契約するにも関わらず値引きがないな

ど、決して有利な条件で借りることができていない。必要な仕様を定めたうえで、他

の民間事業者とも競争させてより良質で安価な住宅の確保に努めるべきではないか。

Ａ．建築部長　　�今後借り上げ公営住宅の整備基準を定める予定であり、基準に合致する民間賃貸住宅があれば、供給計画に基

づき、これを借り上げることも検討していく。

６月議会議案質疑

●社会福祉審議会は当市の実態を反映しているか？～委員の適切な構成を！～

Ｑ．日　　色　　�船橋市社会福祉審議会条例の改正について、児童福祉専門分科会に認定こども園の調査機能を持たせるにあた

り、委員を追加するということであるが、現在の委員構成では不足しているということか。

Ａ．　　　　　　�児童福祉専門分科会の機能が大幅に増えるにあたり、体制を強化したうえで審議をお願いしたいと考えてい

る。

Ｑ．日　　色　　�現在の社会福祉審議会の委員数は31名だが、法律では50名まで増員することが可

能である。当市の社会福祉を取り巻く状況は大きく変わっており、民生需要も伸び

ている。委員全体の構成、定数の見直しを考えるべきではないか。

Ａ．　　　　　　現在の委員の任期終了時に、構成全体を検討していきたい。

　去る6月5日に行われた第2回定例会（6月議会）議案質疑、また9月3日に行われた第3回定例会（9月議会）議案質疑、およ

び9月10日に行われた一般質問に登壇し、理事者に対し質疑を行いました。以下、その模様をお伝えします。

（なお、6月議会は市長選挙のため会期が短縮され、一般質問は行われませんでした。）

■6月議会＆9月議会 ～議案質疑と一般質問から～

子 育 て

支援部長

福祉サービス

部 長

福祉サービス

部 長

９月議会一般質問

●介護保険料催告納付書の誤記について～再発防止に向けた取り組みを！～

Ｑ．日　　色　　�データの間違いは2003年から10年間も続いており、その間印刷業者が独自に修正していたため気付かれなかっ

たが、今回業者が交代したことにより事故につながったとのことである。なぜ10年もの間この事実を把握で

きなかったのか。市と業者の意思疎通に問題は無かったか。

Ａ．　　　　　　�印刷業者からの報告については資料を探したが確認できていない。この点については意思の疎通に問題があっ

たと考えている。

Ｑ．日　　色　　�同様の事故（国民健康保険料納付書の誤記）について、昨年の９月議会でも指摘をしたところだが、今回の事

故を踏まえ問題点ならびに改善点の共有は行われているか。

Ａ．総務部長　�事故を受けて原因と再発防止策について全庁的に情報の共有化を図っている。加えて、今回の事故は類似の事例

が他にもある可能性があったことから、全ての所属を対象に「業務委託に関する緊急点検調査」を実施した。

●行政におけるアンケート活用の実態と課題について～スキルを持った職員の育成を～

Ｑ．日　　色　　�過去２年間に市が実施した各種アンケートを調査したが、適切に実施されていないもの（設

問が恣意的、回収数が少ない、など）が散見された。民意を把握するためにアンケートは

有効な手段だが、適切に実施されなければ意味がない。実施・分析に必要なスキルを持っ

た職員の育成が必要と考えるがどうか。

Ａ．総務部長　　今後調査結果の分析などを行える職員の研修を充実させていきたい。
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　このたびの6月議会において、常任委員会ほかの議会役職の改選が行われ、私は新たに文教委員会の委員長に互選されました。

文教委員会は教育委員会の所管に属する事項について調査・審議する委員会であり、次代を担う子供たちの教育はもちろん、生

涯学習や文化・スポーツに関することなどその範囲と責任はとても大きなものです。委員長としての職責を果たせるよう誠心誠

意取り組んでいく所存です。

　就任から3カ月ですが、委員の皆さんのご協力を得て、早速さまざまな取り組みを行うことができました。そこで、文教委員

長としてのこれまでの取り組みの一部をご紹介したいと思います。

　このほかにも、教育委員会議に報告された資料を文教委員会にも定期的に提出いただくことを決めるなどの取り組みも始まっ

ています。委員長として、より委員会活動が活発になるよう努めるとともに、当市の教育行政の発展のために力を尽くしたいと

思います。

６月13日～委員会へのパソコン（PC）・タブレット等電子機器持ち込みを許可～

　これまで文教委員会では認められていなかった委員会へのPC・タブレット等電子機器の持ち

込みについて、委員からの提案を受け、委員会の審査に資することを目的とすることとして許

可しました。一般的な会議ではもはやPC無しの会議など考えられないのですが、議会では議論

の妨げになるのではないかとの考えからタブー視されていました。小さな一歩ですが、より良

い議論のために有効に活用されることを願っています。

７月11日～市場小スクールバス通学の現状を調査～

　第1回目の所管事務調査として、市場小学校のスクールバス通学の現状と旭テクノグラス跡地の取得問題について取り上げ、

現地視察を行いました。これは、北本町の旧旭硝子跡地に大規模マンション群が建設されたにもかかわらず、区域内に学校用地

が確保できず近隣の小学校も満杯であったことから、約2㎞離れた市場小学校までスクールバスで児童が通学しているという状

況についてその実態を把握しようとするものです。当日は小学校に出向いて校長先生から話を伺ったほか、実際に児童と一緒に

バスに乗り、登下校の安全面などを確認しました。

　児童たちはすっかりバス通学に慣れている様子でしたが、マンション事業者によるバス運行が当面15年間と限られているこ

とや、通学区域が離れているため放課後友達同士で遊べないことな

どいくつかの課題も見えてきました。

　こうした学校用地の不足の問題を解消するため、市は、この北本

町に隣接する塚田地区に位置する旭テクノグラス跡地を取得したい

との意思を示しています。小学校の視察後、この問題についても市

の担当課から状況を聴取し、所有者に対し強く働きかけるよう求め

る意見が出されました。

８月23日～飛の台史跡公園博物館を視察＆美術館・博物館行政についてヒアリング～

　第２回目の所管事務調査として、当市の美術館・博物館行政を取り上げることとし、飛の台史跡公園博物館の視察を兼ねて行

いました。飛の台史跡公園博物館は、全国的に見ても貴重な縄文時代の遺跡を公開しており、最近では現代美術とコラボレート

した展示を行っています。当日はこれらの展示を学芸員の解説により伺うとともに、当市の美術館・博物館行政についてヒアリ

ングを行いました。

　特に、市の美術館構想については、篤志家からの寄付を受けなが

らこの10年間迷走が続いていることもあり、市ではこのたび新たな

第三者委員会を立ち上げて構想を再構築するとのことです。

　委員からは61万都市にふさわしい文化行政の確立を求める意見が

寄せられていました。

９月19日～文化・スポーツ公社から参考人を招いて質疑～

　９月議会中に開催された委員会において、市が出資する法人のひとつである「船橋市文化・スポーツ公社」の職員の方を参考

人としてお招きし、同社の24年度決算および25年度事業計画について質疑の機会を設けました。

　これは、市が出資する法人は毎年議会に対して経営状況の報告を行っているにも関わらず、直接その法人の役職員に対して細

かな質疑をすることができないでいた問題を、委員会で参考人としてお呼びすることでより具体的な部分まで確認し、チェック

機能を果たそうとするものです。

　当日は、同社が指定管理者として運営している各施設の利用率の問題や、保有する資産の多寡などについて突っ込んだ質疑が

行われ、議会としてのチェック機能を果たすための有意義な機会となりました。

■文教委員長奮闘記
    ～教育は国の基、子供たちの未来のために～
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■編集後記
県知事選、市長選、参院選と選挙が続き、レポートの発

行も半年ぶりになりました。新市長のもと船橋市政も新たな

ステージに入ります。議会もしっかりとチェック機能を果た

していきたいと思います。� （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　35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。
　文教委員会委員長・議会運営委員会委員・青少年問題
協議会委員・私立幼稚園教育振興議員連盟事務局長・会
派「市政会」所属
地域での主な活動:自由民主党船橋支部青年部長・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。
７月11日（木）　文教委員会視察　市場小学校

７月15日（月）　龍神社清掃手伝い

７月21日（日）　参院選投開票日　開票立会人業務

７月26日（金）　臨時議会　開会日

７月27日（土）　�市民まつりジョイアンドショッピングフェ

ア参加

７月28日（日）　市民まつりパレード参加

７月29日（月）　若手市議会議員の会千葉ブロック研修会

８月１日（木）　臨時議会　本会議

８月２日（金）　臨時議会　閉会日

８月３日（土）　船橋青年会議所無人島体験事業

　～４日（日）

８月６日（火）　実践倫理宏正会朝起き会

８月11日（日）　本中山地区盆踊り大会

８月12日（月）　会派代表者会議オブザーブ

８月16日（金）　人間ドック精密検査

８月22日（木）　子どもの読書活動推進計画策定委員会傍聴

８月23日（金）　文教委員会視察　飛の台史跡公園博物館

８月24日（土）　海神商店会盆踊り大会

８月25日（日）　防災訓練

８月26日（月）　市美術館運営等検討委員会傍聴

８月27日（火）　議会　開会日

８月28日（水）　議会　議案等勉強会

９月１日（日）　ボーイスカウト船橋第３団上進式

９月３日（火）　議会　議案質疑

９月４日（水）　議会　一般質問

　～10日（火）

９月８日（日）　海神４・５丁目自治会敬老会

　　　　　　　　�船橋市フェンシング協会創立30周年記念式

典

９月14日（土）　海神中学校運動会

９月15日（日）　本中山地区自治会町会連合会敬老会

　　　　　　　　海神町南町会敬老会

　　　　　　　　海神北一百寿会敬老会

９月19日（木）　議会　文教委員会

９月20日（金）　議会　人事議案質疑

９月21日（土）　特別支援教育振興大会

９月22日（日）　海神６丁目西町会敬老会

９月26日（木）　教育委員会議定例会傍聴

９月27日（金）　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

　このたびの９月議会で可決された平成25年度補正予算に

おいて、海神小学校を含む市内３か所に新たに防災用井戸を

整備することになりました。防災用井戸は災害時の生活用水

（一部飲用水）を確保するため、地下100メートルから150メー

トルまで掘り下げて、自家発電装置や滅菌器を取り付け、毎

時12トンの水をくみ上げる事ができるものとされ、現在市

内18か所に設置されています。

　このほか市では、公共施設の受水槽に給水栓を設けて非常

時に給水できる仕組みや給水車の配備などにより災害時の水

の確保に努めていますが、それでも全市的な断水となった場

合には数日分しか確保することはできません。まずは各家庭

での備蓄を進めるよう、重ねて啓発を続けていきたいと思い

ます。

■海神小学校に防災用井戸整備へ ～補正予算を可決～

井戸小屋（イメージ） 吐水口（イメージ）

（写真は市ホームページから）


