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■JR西船橋駅北口広場の改修工事が行われています

■船橋市客引き行為等防止条例が成立しました

このたび、JR西船橋駅北口ロータリーの改修工事が始まりました。平成29年度・30年度の２か年で実施される予定
となっています。現在の西船橋駅北口広場は、朝夕のラッシュ時を中心に多数の駅利用者が複数の方向から駅入り口に
向けて行き交うとともに、自家用車・タクシー・バス等が交錯するロータリー内を歩行者が乱横断するなど、決して安
全とは言えない状態です。
今年度はまずロータリー中心部のバス島およびタクシープールの整備を行うこととしており、おおむね11月末をめど
に工事が行われる予定です。
また、周辺の歩道整備やバス停の移設・屋根の設置、ガードレールの設置等については現在近隣の方や事業者との協
議中とのことです。県内第２位の乗降客数を誇るターミナル駅の顔としてふさわしい整備を期待すると同時に、駅利用
者また近隣の皆様の利便性を損ねることの無いように十分な協議調整の上に事業が進められるよう、私も注視していき
たいと思います。

このたびの７月議会において、「船橋市客引き行為等防止条例」が提案され、審議の結果賛成多数で可決成立しました。
この条例は、最近駅前等の繁華街で急増している居酒屋やカラオケの客引き行為について、規制区域を設定したうえで
禁止し、取り締まりを強化するものです。市の指導に従わない事業者に対しては、指導、勧告、公表等の措置を行うほか、
従わない客引き行為者やその者を使用する店舗、事業者にも過料等の罰則を適用することとなります。
具体的な規制区域としては、JR船橋駅・西船橋駅・津田沼駅周辺が予定されており、詳細については今後定めること
となります。全面施行は今年12月１日の予定です。
私もよく駅前で、客引きの方を見かけ、声をかけられることもありますが、ここ数年とくにその数が多くなったと感
じています。中には執拗に追いすがったり、立ちふさがったりと迷惑な思いをさせられることもあり、駅の出口付近
にまるで壁のように立ち並んで客引きが待機している様子は決して街のイ
メージにとり良いものではありません。また、最近では店と契約して、客
引き行為を行ういわゆるプロの客引き業者もいると聞いており、都内では
ぼったくり被害のきっかけになっているとも聞きます。こうしたことから、
私もこの条例案には賛成しましたが、しかし同時に、事業者にとっては営
業に関わる事柄であることから、十分な周知・説明を行うよう求めていき
たいと思います。

事業イメージ
（�このイメージは平成29年４月現在のものであり、今後
の協議等により大幅に変更となる可能性があります。）

現在の様子
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■塚田地区に新しいまちが誕生します
　～AGCテクノグラス跡地の開発について～

■議場にタブレット端末導入へ
　～補正予算案を可決～

■「住まいるサポート船橋」がオープンしました
　～一人暮らし高齢者の住まいに関する悩みを解消～

去る７月21日および23日、東武野田線塚田駅南西側に広がる
AGCテクノグラス中山事業場跡地の地区計画に関する説明会が
開催されました。この中で7.8ヘクタールにわたる跡地をいくつ
かの地区に分け用途や高さ制限、建蔽率等の規制により目指すま
ちの姿へ誘導する「地区計画」を導入することについて説明が行
われました。具体的には、店舗および公園などを想定する生活拠
点地区、最大31m（約10階建て）のマンション等を想定する中高
層住宅地区、および主に戸建てを想定する低層の住宅地区に分け
るとともに、区画道路が設置されます。（図１）
また、同じく７月21日に開催された市議会文教委員会では、跡
地の南側部分に新たに設置される（仮称）塚田第二小学校につい
ても説明が行われ、今年度実施設計を行ったうえで平成30年度中
に契約・着工、平成33年４月の開校を目指すことが改めて説明さ
れたほか、具体的な校舎・教室の配置図についても説明がなされ
ました。
あわせて、小学校が新設されることに伴う新たな通学区域（学
区）の変更についても、７月24日開催の学区審議会に素案が上程
されました。今後議論が進められていくことになりますが、塚田
地区のみならず周辺にも大きな影響を与える大規模な開発となる
だけに、慎重に事業の推移を見守っていきたいと思います。

このたびの７月議会において、市議会においてタブレット端末を用いて会議を行うため
の費用を盛り込んだ補正予算案が提案され、全会一致で可決成立しました。現在の市議会
では、予算や条例案をはじめとする議案や、各種説明資料などは全て紙で配布されており、
議会ごとに膨大な資料の山となっています。このことから、ペーパーレスによる省資源化
に取り組むとともに、情報の伝達・共有等の効率化を図ることにより、より良い議会の運
営に資することを目的として先進市等の視察を重ねた結果、今回の予算化となりました。
もちろん、こうした端末の操作に慣れない年配の議員もおられることから、当面は紙の資
料も残りますが、将来的にはできる限りペーパーレス化を進めたいと思います。

このたび市では、高齢者等の住まいに関する悩みを解消するため、住まい探しに加え、入居後
の生活や身じまいまでサポートする県内初の相談窓口「住まいるサポート船橋」を開設しました。
「保証人が見つからず賃貸借契約が困難」、「ひとり暮らしで身近に生活を支えてくれる人がいな
い」などの理由で、高齢者にとって安心に暮らせる住まいの確保が困難になるときがあります。
この窓口では、入居可能なアパートなどの情報提供に加え、入居後の生活を支援する「居住支援サー
ビス」もあわせて紹介し、緊急通報装置の設置や家事援助、死後の手続きといったサービスを提
供することで、人生の最期まで安心して生活できるようきめ細かくサポートするとのことです。
相談窓口は船橋市社会福祉協議会の中に設置されます。現在また今後の住まいにお悩みや不安
のある方は、一度相談されてみてはいかがでしょうか。

【船橋市居住支援協議会　相談窓口「住まいるサポート船橋」】
〈専用電話〉０４７－４３７－００５５／FAX　０４７－４３７－００７７
〈対　　象〉住まい探しでお困りの65歳以上の一人暮らし高齢者、低所得者、障害者またはその家族
〈受　　付〉月曜日～金曜日、午前９時～午後５時
〈場　　所〉船橋市本町２－７－８　船橋市福祉ビル３階

（図１）

塚田第二小学校・保育園
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今回の議会から、予算および決算の審査方法が変更
されました。これまで、予算案や決算案については、
本会議で質疑が行われたのち、各会派から３名につき
１名の割合で選出される委員によって構成される「予
算（決算）特別委員会」で集中的に審査が行われてい
ましたが、この方式を改め、議長を除く全員によって
構成され、通年で設置される「予算決算委員会」によっ
て審査する方式になりました。これにより、より多く
の議員が審査に関わることになるとともに、既存の常
任委員会の所属ごとにそれぞれ分担して費目ごとの審
査を行う「分科会」の開催により、専門性をもった深い議論が行われることを期待するものです。
私は、この委員会の日程等を調整する、予算決算委員会理事会の理事長に就任することになりました。当市議会にとっ
ても初めての試みとなりますが、円滑に審査が進むよう万全を尽くしたいと思います。

■平成29年第２回定例会（７月議会）一般質問
　～内部統制の方針策定に向けて～
去る７月12日、一般質問に登壇しました。今回は（１）平成29年地方自治法改正を踏まえて　（２）青少年行政につい
て　の２点について、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。

★平成29年地方自治法改正を踏まえて ～内部統制と監査を中心に～

日 色 このたびの地方自治法改正において、当市も内部統制の方針の策定及び体
制の整備が努力義務となった。私も以前からこの必要性について訴えてきた
ところ、改めて積極的な取り組みを求めるがどうか。

市 　 長 議員は早くから内部統制について提案をしてこられた。そのような中で市としても取り組みを進
めているが、まだまだヒューマンエラーを無くす状況にいたっていない。リスクと向き合い、組織
として体系的に取り組む時期に来ている。法施行に向けて基本方針を策定し、体制作りを進めてい
きたい。

日 色 同じくこのたびの改正で、平成30年４月から、「条例で、議員の中から選ばれる監査委員を選任
しないことができる」、とされた。この義務付けの緩和について、今後どのように対応する予定か。

総 務 部 長 監査の実効性をさらに確保するという観点から、どのような人員構成が望ましいか、様々な観点
から調査研究するとともに、議会としての監視機能という面からの議会のご意見もお聞きし、議選
監査委員のあり方を検討してまいりたい。

★青少年行政について ～第50回少年少女交歓大会を終えて～

日 色 第50回少年少女交歓大会を終えて、評価・反省は。特に50回の
記念大会として、テーマを定め、いくつかの新たな取り組みも行わ
れたと聞くが、どうか。また、来年度以降の交歓大会のあり方につ
いて、どのように考えているか。

生涯学習部長 実行委員会において、50回目の節目とともに市制80周年を記念
した内容となるよう検討し、従来のイベントのほか、全体ゲームや
スタンプラリーを実施した。雨の影響もあり昨年より若干減少する
も、1万2千人を超える参加者となった。反省会では、取り組みと
しては成功だったが、その運営方法や事前PRに改善が必要との指
摘もあった。第51回以降の大会についても、青少年団体と一般参
加の子供たちが交流し、友達・仲間作りができる場を提供するとい
う本来の開催目的また今年度の反省を踏まえ、内容の見直しを含め
て検討していきたい。

■予算決算委員会を常設化（常任委員会化）、全員参加型へ

壁のぼりは大人気

今回実施されたスタンプラリー
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活 　 動 　 日 　 誌

法律の規定により、暑中見舞い等時候の挨拶に制限があります。何卒ご了承ください。

議場にて表彰を受けました

■議会運営委員長に就任・永年在職表彰（10年）を受けました

■編集後記
市長選挙の関係で、例年より1か月遅い第2回定例会と

なりました。市長選挙・市議補選とも推薦・公認した候補
者が勝利し安堵していますが、30%に満たない投票率には
正直なところ落胆しています。政治にもっと関心を持って
いただけるよう努めていきたいと思います。� （健）

※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

最近の主な活動の一部をご紹介します。

5月�21日�（日）� 松戸徹市長を激励する会
5月�22日�（月）� 会派会議
5月�26日�（金）� 学校法人山下学園二葉幼稚園理事会
5月�28日�（日）� ボーイスカウト船橋第３団育成会総会
5月�31日�（水）� 議会運営委員会
6月� 3日�（土）� なないろ保育園夏まつり
6月� 4日�（日）� 海老川親水まつり
6月� 7日�（水）� 議会運営委員会
6月�11日�（日）� 市長選挙・市議会議員補欠選挙告示
6月�12日�（月）� 保護司会定期研修
6月�13日�（火）� 動物愛護議員連盟研修会
6月�14日�（水）� 議会運営委員会
6月�18日�（日）� 市長選挙・市議会議員補欠選挙投開票日
6月�20日�（火）� 会派代表者会議
6月�21日�（水）� 議会運営委員会
6月�24日�（土）� 野田青年会議所創立45周年記念式典
6月�26日�（月）� 議会　開会日
6月�28日�（水）� 議会　議案等説明
� ～ 29日�（木）
7月� 2日�（日）� 社会を明るくする運動大会
7月� 3日�（月）� 議会運営委員会
7月� 4日�（火）� 議会　議案質疑
7月� 5日�（水）� 議会　発議案質疑
7月� 6日�（木）� 議会　一般質問
� ～ 12日�（水）
7月� 8日�（土）� 運動公園プール内覧会
7月� 9日�（日）� 西海神小学校同窓会総会
7月�15日�（土）� 船橋稲門会幹事会
7月�18日�（火）� 議会　健康福祉委員会
7月�21日�（金）� 会派代表者会議
7月�22日�（土）� 日本青年会議所サマーコンファレンス
7月�25日�（火）� 船橋青年会議所役員選出選挙
7月�26日�（水）� 予算決算委員会
7月�28日�（金）� ふなばし市民まつり
� ～ 30日�（日）
7月�31日�（月）� 議会運営委員会
8月� 1日�（火）� 議会　閉会日

このたびの役職改選において、議会運営委員長に就任しました。議会運営
委員会は、文字通り本会議の運営に関する協議調整の場であり、議会の要と
言っても過言ではありません。議会を大きな船に例えるならば、あらゆる情
報が集まり操船の行方を決定する艦橋のような場でしょうか。残り２年の任
期の間、円滑に議事が進むよう公平公正な運営に努めたいと思います。
また、会派運営においては、昨年末に12名で新会派を結成後、２名の離脱
者を出したものの、３名の合流また補欠選挙で当選した１名の加入を経て、
計14名となりました。引き続き、議会内最大会派の代表として、市長とも適
切な緊張感を保ちつつ、安定した市政運営に貢献したいと思います。
なお、今議会の冒頭で全国市議会議長会から在職10年の表彰を受けまし
た。この間ご支援いただいた皆様に改めて感謝したいと思います。

■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。

■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、議会運営委員会委員長、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スカウト育
成委員長（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.


