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6月議会において船橋市火災予防条例の一部を改正する条例が可決され、一部を除き7月1日から施行されました。この改正は、

昨年発生した福知山市における花火大会の事故を教訓とし、祭礼や縁日など多数の者の集合する催しにおいて火器類を使用する

場合、消火器の設置や消防局への届出を義務付けるなどしたものです。

この改正にあたり、下記のとおり議案質疑を行いましたので、以下その模様をお伝えします。

■６月議会議案質疑 ～火災予防条例が改正されました～

★祭礼・縁日などの際には消火器の設置と届出を ～でも、「個人的なつながり」に留まる場合は対象外？その基準は？～

日 色 　消火器の設置や届出の対象となる催しについて、「多数の者」とあるが、どの程度の規模を想定しているのか。

消防局長 　参加人員の目安は設けていない。個人的つながりに留まらずに、社会的広がりを有する催しについて、消

火器の設置と届出が必要となる。

日 色 　消防庁からの通知によれば、この条項の運用にあたり、集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合（近

親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催

しなど）は対象外であるとされている。そうした催しでは注意喚起の周知・協力関係が保たれているから混

乱が少ないということだが、これについては疑問がある。火災の危険性は、催事の規模や会場の広さ、配置

などによって高まると考えるところ、当市独自の基準を設けて運用すべきと考えるがどうか。

消防局長 　重複するが、消防庁の通知による対応をしてまいりたい。

日 色 　この運用では、市民にとって、自分たちが開催する催しが条例に該当するのか否か迷うこと

にならないか。詳細な例示と十分な周知啓発が必要ではないか。

消防局長 　届出に該当するか否か、また対象火気器具等の安全な取り扱いと消火器の準備については届

出の要否に関わらず様々な機会を捉えて周知・指導していく。

日 色 　届出をした主催者に対し、条例に則り届出をしていることを示す標識などを発行し、会場内

に掲示させることにより積極的な届出を促すとともに来場者に安心を与えることができるので

はないかと思うがどうか。

消防局長 　届出に際し副本を返却するので、会場に常備していただき確認してまいりたい。

★「大規模な催し」については防火計画の策定を義務付け

日 色 　防火計画策定の対象となるイベントとしてはどのような要件を考えているのか。実際当市においてはどの

ようなものが想定されるか。

消防局長 　福知山市花火大会規模を参考として人出や露店等の出店数を要件として考えている。当市においては市民

まつりの船橋会場や船橋港での花火大会の規模と考えている。

日 色 　いま例示されたものの他にも、火器が使用され多数の人出がある催事が市内にはいくつもある（過日行わ

れた市場の周年行事や運動公園で行われる少年少女交歓大会、海老川親水まつりなど）。先の質問とも重なる

が、消防庁通知によらず当市の実情に応じて対象を広めにとるよう考えるべきではないか。

消防局長 　本市の実情から、市民まつりや花火大会が要件として入るよう考えるほか、主催者から指定を求められた

場合には要件にとらわれず指定して指導していく。

日 色 　今回の改正はほぼ消防庁通知に沿った内容となっているが、独自の取り組みを

行う自治体もある。たとえば京都市では大規模な催しにおいて設置される防火担

当者について講習の受講を義務付けるなど一段と厳しい内容となっているが、こ

うした取り組みを船橋市でも行うべきではないか。

消防局長 　防火管理に関する計画の作成などについて、担当者へ直接指導し対応してまい

りたい。
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去る6月4日、29回目となる一般質問に登壇しました。今回は（１）行政評価について　（２）認知症徘徊とどう向き合う

か  の2点を通告し、市執行部と議論を行いました。以下その模様をお伝えします。

■６月議会一般質問 ～行政評価、認知症徘徊とどう向き合うか～

★行政評価について ～第三者の視点は不要？～

日 色 　行政評価についてはこれまでも何度か質問で取り上げてきたが、今回具体的な取り組みとしてスタートしたこ

とを高く評価したい。今回の仕組みは、担当課による自己評価（1次評価）、行政管理課による2次評価、副市長

らにより構成される行政評価委員会による評価結果の決定という流れになっているが、評価をするのが内部の人

間でいいのかという疑問がある。外部の目が一切入らない評価の流れになっているが、実効ある評価にならない

のではないか。

総 務 部 長 　当市の行政評価は、「自ら実施し、自ら振り返り、自らが改善点を見つけ、次に生かしていく」いわゆるPDCA

サイクルを確立し、質の高い行政運営を行うことを目指すものである。

日 色 　自分で行うことが大事というのは理解をするが、自己満足の評価になってしまわないか。その歯止めのために、

評価のプロセス全てが適時に公開されていくことが必要なのではないかと考えるがどうか。

総 務 部 長 　行政評価の結果については、市民に対して適切に公開していくことが必要と考えている。どのように公開する

のが一番いいのかについては引き続き探っていきたい。

日 色 　今回の行政評価は予算編成とどのような関連をもつのか。要改善と評価され、改善案が提出されないものにつ

いては予算措置がされないということでよいか。

総 務 部 長 　行政評価については実効性を持たせるため、最終評価結果で改善の必要がありとされた事務事業は、改善案の

提出が無い場合予算要求ができないものとしたいと考えている。

★認知症徘徊とどう向き合うか ～ SOSネットワークを実効性あるものに！～

日 色 　過日NHKで放映された認知症高齢者の徘徊に伴う事故を描いたドキュメンタリーには多くの反響があった。私

自身もこうした高齢者の方を保護した経験も数回あり、今後こうした事例が増えていくであろうことを危惧して

いる。徘徊した場合に自宅に帰れるまでをいかに短くするかが重要だが、市のSOSネットワーク（※）について

本当に実効性あるものとなっているのか。登録されている団体（商店会や町会自治会）の末端まで情報が届いて

いないのではないか。

福祉サービス部長 　団体の末端まで行くというところにはなっていない。実効性を高めるために再度お願いをしていきたい。

日 色 　ネットワークの運用から10数年が経過し、構成員の更新・拡充が必要ではないか。また、不明者情報の詳細化

についても検討すべきではないか。

福祉サービス部長 　ネットワーク構成員の更新・拡充については進めていきたい。不明者情報の詳細化についてはご家族の同意が

得られれば検討していきたい。

日 色 　市境を超えて徘徊するケースも見られるところ、隣接する自治体間で情報を共有、協力をする仕組みはあるか。

福祉サービス部長 　ご家族の同意を得たのちに、千葉県に依頼し情報を共有する仕組みができている。

日 色 　SOSネットワークと合わせ、防災無線と連動してメール配信サービス、ホームページ、ツイッターなどと連携さ

せ、市民の協力を得て早期発見のために活用することが必要ではないか。特に昨今の報道により市民の機運が高

まっているこの機を逃すべきではないと考えるがどうか。

福祉サービス部長 　議員ご指摘の通りこの機を逃さず、ツイッターなどのソーシャル・ネットワーク・サービスの利用を検討して

いきたい。

14/07/14 12:59船橋市｜SOSネットワーク

1/1 ページhttp://www.city.funabashi.chiba.jp/kenkou/koureisha/0002/p001790.html

よくある質問

SOSネットワーク
最終更新日：平成23(2011)年2月23日（水） ページID：001790

市では、自治会、民生委員、船橋市医師会、船橋警察署そして船橋東警察署など各種団体の協力・連携で、徘徊による事故を防ぐため、「船橋市ＳＯＳネット
ワーク」を組織し、連絡体制を組んで早期発見に努めています。
家族・保護者の方は、警察に捜索願いを行うとともに、ＳＯＳネットワークの利用ができます。
一斉ＦＡＸで各種団体に発見・保護を依頼します。

お問い合わせ
高齢者福祉課　高齢者福祉係　電話番号047－436－2352

障害者控除対象者認定書の申請はいつからできるのですか。
障害者控除対象者認定書の申請はどうすればよいですか。
障害者控除対象者認定書はどのような人が対象ですか。
障害者控除対象者認定書とはどのようなものですか。
障害者控除対象者認定書の申請をしてから交付まではどのくらいかかりますか。
「社会教育バス」は、「福祉バス」とはちがうのですか？
障害者控除対象者認定書における認知症及び身体の障害の基準はどのようなものですか。
昨年、障害者控除対象者認定書を交付されたが、今年も申請が必要ですか。

高齢者福祉課 / 電話番号：047-436-2352 /ＦＡＸ：047-436-2350/ メールフォーム

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間 ： 午前9時から午後5時まで  休業日 ： 土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

　　　　　（市ホームページより）

去る6月24日、平成26年第2回定例会（6月議会）は市長提出の18議案他を可決して閉会しました。今議会では、議案質疑で

も取り上げた火災予防条例の改正のほか、軽自動車税の税率を改正するもの、工事費高騰に伴い契約金額の変更を行うものなど

がありました。詳しい内容については7月25日ごろ発行の「市議会だより」をご覧ください。

■６月議会閉会 ～市長提出の18議案他を可決～
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■文教委員長奮闘記
　 ～不登校児童・生徒の支援、最新の公立美術館の役割とは～

■政務活動費の報告書がホームページで閲覧できます
船橋市議会では7月1日より、全議員・会派の政務活動費の報告書を市議会ホームページで閲覧できるようになりました。こ

れは、以前私が委員長を務めた「議員のあり方検討特別委員会」での議論に基づくものです。これまでは政務活動費の報告書は

議会事務局まで足を運ばなければ閲覧することができませんでしたが、今回の措置により一歩透明性が確保されたと言えます。

ただし、報告書に添付される領収書については、支払先の情報に個人情報が含まれるものや、印影などがあることからネット

での公開にふさわしくないものもあるため、これまで通り議会事

務局での閲覧となります。

過日他の自治体では政務活動費の不適切な使途が疑われた議員

が号泣しながら会見し、その後辞職するなど、制度に対する有権

者の信頼を揺るがす事態となっています。当市においてもこれか

らもこうした透明性を高める取り組みを行いつつ、使途について

は各議員の責任において適切に行っていかなくてはなりません。

なお、私の平成25年度の使途は別表のとおりであり、主な支出

である広報費は年4回の市議会レポートの印刷、郵送、配布にかかっ

た費用となっています。

平成25年度政務活動費報告書

費　　目 金　　額

広報費（市議会レポート印刷、郵送、配布など） 929,396円

資料作成費（議会資料コピー代など） 9,209円

資料購入費（書籍購入費など） 21,395円

合計 960,000円

（船橋市議会の政務活動費は月額8万円×12カ月＝96万円が

支給されます）

私が委員長を務める文教委員会では、本会議の無い月（閉会中）でも活発に調査活動を行っています。去る4月、5月にもそ

れぞれテーマを定めて視察などを実施しました。以下、その模様をお伝えします。

★船橋市における不登校児童・生徒の支援について～様々な機会を設けて～

去る4月23日（水）、船橋市青少年センターにおいて、船橋市における不登校児童・生徒への支援についての調査を行いました。

平成26年3月現在、市内では小学校111名、中学校302名、計413名の児童生徒が様々な理由により学校を長期欠席しています。

不登校に陥るきっかけは学校での人間関係の悩みや学業へついていけないこと、また家庭不和や本人の情緒不安定によるものな

ど様々なケースがあるようです。全国平均よりは下回っているものの、その数は近年横ばいの

状態になっています。

こうした状況に対し市ではスクールカウンセラーの配置や、不登校対策推進校の指定を行う

ことにより教員の適切な配置を行うほか、総合教育センターや青少年センターに相談窓口を設

けて個別の対応を図っているとのことです。

事情はそれぞれに異なるでしょうが、早期の学校復帰がその後の学業の進展や進学、ひいて

は将来の生活にプラスになることは間違いないことから、子供の心にしっかりと寄り添いつつ、

学校・家庭・行政などの関係機関が連携をとって支えていくことが必要ではないかと感じました。

★最新の公立美術館の役割とは～「アーツ前橋」を視察～

去る5月8日（木）、群馬県前橋市の市立美術館「アーツ前橋」を視察に訪れました。これは、現在当市には市立美術館が無く、

以前より市が寄付を受けるなどして収蔵してきた美術品などの活用方法を検討している中で、昨年10月にオープンしたばかり

の公立美術館の取り組みに学ぼうとするものです。

当日は、金沢21世紀美術館の開館準備にも携わり、キュレーターとして高い評価を受けている住友文彦館長にもお越しいた

だき、館のコンセプト、また開設までの経緯などについて詳細な説明を受けました。印象的だったこととして、（１）計画途中

に市長選挙によって市長が交代し、方針の一部修正を行ったが、その過程においてより地域に根差した施設づくりが検討された

こと、（２）開館前のプレオープンの期間にさまざまなイベントなどを充実させ、開館前に地域におけるつながりを確保しよう

とする取り組み　（３）既存の中心市街地施設（閉店したデパートの建物）を改築して利用することで、人の交流の生まれやす

い立地を意識していること　などがあげられました。また、館のコンセプトの立案にあたっては、事前に市民参加のワークショッ

プを何度も開催しており、単に美術品の展示場としての美術館でなく、芸術

文化活動の振興を担う施設としての役割を果たせるよう多くの思いが込めら

れていることを感じました。

その一方、訪れたのは5月の平日でしたが、中心市街地にも関わらず人通

りはまばらで、来館者は数えるほどだったというのも事実であり、必ずしも

十分に市民に浸透していないのではないかという感もしたところです。

当市においては以前にも取り上げたように、市立美術館（仮称清川記念館）

構想が頓挫したままとなっています。現在有識者を交えた審議会で方向性が

検討されていますが、ぜひこうした近隣他市での取り組み事例も参考に、よ

り良い結論を導いていきたいと思います。 視察の模様
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■編集後記
県内の議員による飲酒運転が相次いで発覚するなか、当

市議会の議員による事故が起きてしまいました。本当に残
念でなりません。改めて自らの責任の重さを認識するとと
もに残された任期を精一杯全うする所存です。  （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。
　自由民主党船橋市支部青年部長・文教委員会委員長・
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「市政会」所属
地域での主な活動:ボーイスカウト船橋第3団副団委員長・
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、（公社）船橋青年会議所理事長、保護
司、船橋市消防局市民音楽隊隊員 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）

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

■臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の
　手続きはお済みですか
平成26年4月からの消費税率の引上げに伴う負担を軽減するため、市民税（均等割）が課税されていない一部の方への「臨時

福祉給付金」と、子育て世帯への「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。給付金の対象となる可能性のある人には、7

月10日から市役所より申請書が郵送されています。申請受付は7月15日（火曜日）から平成27年1月15日（木曜日）までとなっ

ています。

なお、この給付金の受給はどちらか一方のみとなっているほか、支給の要件などさまざまな条件があります。また、給付を受

けるには申請書の提出（郵送可）が必要となりますので、ご確認をお願いします。

不明な点は市役所のコールセンター　0570-000-715　までお問い合わせいただくか、市役所・出張所などの窓口へお尋ねくだ

さい。

また、これに関係すると装った詐欺が発生することも予想されます。不審な電話や郵便物が届いた場合には警察・市役所へご

連絡ください。

最近の主な活動の一部をご紹介します。

4月  6日 （日）   オーデンセ市姉妹都市締結25周年記念式典

4月  8日 （火）  市立船橋高校入学式

4月  9日 （水）  西海神小学校入学式

4月 14日 （月）  議会運営委員会

4月 19日 （土）  海神北一婦人会総会

4月 20日 （日）   ボーイスカウト船橋地区

創立50周年記念式典

4月 23日 （水）   文教委員会視察   

（青少年センター）

     船橋市国際交流協会理事会

4月 26日 （土）  日本青年会議所関東地区協議会フォーラム

4月 29日 （火）  実践倫理宏正会朝起き会

4月 30日 （水）  海神中学校PTA歓送迎会

5月  8日 （木）  文教委員会視察（アーツ前橋）

5月 11日 （日）  船橋市少年少女交歓大会

     本中山地区自治会町会連合会総会

5月 15日 （木）  船橋商工会議所青年部総会

5月 16日 （金）  船橋市PTA連合会総会

5月 17日 （土）  海神小学校運動会

5月 18日 （日）  船橋市地方卸売市場開設45周年記念行事

     家庭倫理の会船橋市講演会

5月 21日 （水）  議会運営委員会

5月 22日 （木）  船橋市保護司会総会

5月 23日 （金）  さざんか募金運動推進協議会総会

5月 24日 （土）  船橋稲門会総会

     海神商店会総会

5月 25日 （日）  ゴミゼロの日

5月 26日 （月）  議会　開会日

5月 27日 （火）  議会　議案等調査

 ～ 28日 （水）

5月 30日 （金）   二葉幼稚園理事会

5月 31日 （土）  西海神小学校運動会

6月  1日 （日）  海老川親水まつり

6月  2日 （月）  議会　議案質疑

  ～ 9日 （月）  議会　一般質問

6月 14日 （土）  自由民主党船橋市支部定期大会

6月 17日 （火）  議会　文教委員会

6月 19日 （木）   鎌ケ谷青年会議所例会出演

6月 22日 （日）  浜町公民館開館記念式典

6月 24日 （火）  議会　閉会日

6月 26日 （木）   船橋市ケアリハビリセンター内覧会  ほか

法律の規定により、暑中見舞など時候の挨拶に制限があります。何卒御了承下さい。
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