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■海神中学校の危険なブロック塀を撤去 ～通学路の安全を～
平成30年６月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、学校施設のブロック塀が倒壊し、通学途中の女
子児童の命が奪われるという痛ましい事故がありました。
これを受け、全国一斉に点検調査が行われたところですが、当市においても学校施設に老朽化したブロック塀が設置
してあったものが複数確認され、順次撤去回収が行われました。
このうち、海神中学校東側に設置されていたブロック塀（最高高さ1.6m、延長距離94.6ｍ）についても、夏休み中
に工事が開始され、過日安全なフェンスに改修が完了したところです。距離も長く、基礎工事も必要だったことから約
900万円の予算を要しましたが、生徒の安全を守るため必要なものであったと考えます。

市と船橋警察署、船橋東警察署は、電話de詐欺の被害が多発していることを受け、平成
30年６月29日に「電話de詐欺被害非常事態宣言」を行いました。
被害防止に向けて、９月３日に開会した第３回定例会に振り込め詐欺対策電話機等（※）
購入費の補助制度が提案され、開会日当日に審議・可決をしたところです。
これは、市内在住の65歳以上の方が、新たに迷惑電話防止機能のついた電話機を新たに
購入された場合、購入費用の４分の３（上限１万円）を補助するもので、市役所・出張所等
で配布している申請書類に領収書・カタログ等のコピーを添えて市役所まで申請いただくこ
とが必要です。（対象となる機器については販売店また担当課にご確認ください）
振り込め詐欺の防止には、まず「電話そのものに出ないこと（相手が確認できてから電話に出ること）」が重要です。
高齢者のいらっしゃる世帯の方はぜひこの機会に、電話機の買換えを検討されてはいかがでしょうか。お問い合わせは
市民安全推進課047-436-3110まで。

※�通話内容を自動録音することのアナウンスを流し、自動的に通話内容を録音する迷惑電話防止機能がついた電話機や装置など。

★船橋市危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業補助金をご利用ください！
市では、被災時にも安全に道路を通行できるように、道路に面し地震時に倒壊する恐れのあ
る、危険なコンクリートブロック塀などを撤去する際の助成制度を設けています。助成額はブ
ロック塀等の長さ１メートル当たり１万円まで（最高10万円まで）です。ブロック塀の撤去を
お考えの際はぜひ利用をご検討ください。（お問い合わせは市建築指導課047-436-2674まで。申
請には事前相談が必要です。）

改修前 改修後

■「迷惑電話防止機能」のついた電話機購入に
　　1万円まで補助します！
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■9月議会一般質問
　 ～船橋ゆかりの郷土資料の収集について、ほか～
去る９月19日（水）、一般質問に登壇しました。今回は（１）郷土資料の収集について（２）青少年行政について（３）
財政健全化と大型事業のあり方について　ほかを通告し、市執行部と議論を行いました。以下、その模様をお知らせし
ます。

★郷土資料の収集について ～市内の民謡や音頭、学校の校歌なども貴重な資料～

日 色 過日、ある町会長さんから「盆踊りで使う音頭の音源が市にないか」と
の問い合わせがあった。調べてみたところ、船橋にはいくつかの音頭（「大
船橋音頭」や「船橋手拍子音頭」など）が親しまれているが、図書館や郷
土資料館では収集していないようである。そこで伺うが、市内に伝わる民
謡・音頭等についてどのように収集・保管、また市民の利用に供しているか。
また、市内各種学校の校歌も地域の特色や時代の背景を反映しており大変興味深いと思われるほ
か、当市に縁のある歌手・アーティストの作品等についても後世から見れば資料的価値を有する郷
土資料と考えるが、どうか。

生涯学習部長 ただいま具体例として挙げていただいた資料等については、網羅的収集は行っていない。船橋ゆ
かりの貴重な視聴覚資料の消失等を防ぎ、後世に残すことは重要と考えるので、庁内各課並びに関
係団体等の協力を得ながら、収集・保管については郷土資料館が中心となって行うとともに、図書
館を通じて市民の皆様への貸し出しを行うなど利用方法についても検討していきたい。

日 色 　当市を取り上げた報道記録やテレビ番組（例：海神小学校管弦楽部を取り上げたNHK「奇跡のレッ
スン」＜８月放送＞など）や、当市が主催または主に関わった行事等の記録についてはどうか。

市長公室長 本市が取り上げられたテレビ番組の収集・保管は所管課において行っている。市の行事等の記録
については広報課で市政の節目の出来事、街角の風景を記録し保存している。本市の歴史や変遷を
知る貴重な映像と考えている。

日 色 　近年ではyoutubeなどインターネットを利用し、様々な行事の風景を撮影、共有することも簡単
になってきている。こうしたものも利用し、船橋市のいまを後世に伝えてもらいたい。

★青少年行政について ～青少年キャンプ場の更なる活性化を～

日 色 今年の夏休み期間中の青少年キャンプ場における事業について、内容と成果は。特に今年はツリー
ハウス制作など新たな試みもあったと聞くが、参加者の評価は。

生涯学習部長 今年は昨年度より実施回数を増やし、５事業８回のイベントを青少年団体等の協力を得て実施し、
432人の参加があった。青少年キャンプ場の周知や再度の利用にもつながったものと考えており、
ツリーハウス制作も好意的なご意見をいただいている。

日 色 　子どもたちや保護者の高いーズがある。来年以降
の更なる事業拡大を求めるがどうか。

生涯学習部長 昨年より拡充して参加者を募集したが、受付から
おおむね２日で全ての事業が定員を越え、キャンセ
ル待ちをしていた状況だった。改めて野外体験へニー
ズが高いことを認識したところである。更なる事業
の拡大が必要と考えており、外部団体等の活用を含
めた実施手法を検討していく。

★財政健全化と大型事業のあり方について ～優先順位の考え方を整理すべし！～

日 色 財政事情が悪化する中、大型事業等を今後実施するうえで、その優先順位等、考え方の整理が必
要ではないか。ガイドラインを作成し、総合計画・実施計画等に落とし込むことを通じて議会・市
民と共有していくことが必要ではないか。

企画財政部長 行財政改革推進会議からも意見をいただいているところ、大規模事業については議員ご指摘のよ
うな観点から着手時期や事業内容を改めて精査する必要があると考えている。今後、年度末までに
まとめる行革プランの中で考え方を示すとともに、将来実施する際には実施計画の中で位置づけて
いきたい。

ツリーハウスは大人気
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■地域みんなで介護予防
　 ～海神地区で運動器チェック事業が始まっています！～

■議長・副議長選挙に際して所信表明を
　 ～全員協議会が開催されました～

筋肉や関節などの運動器が衰えると、歩行や立ち座りなどの日常生活に支障をきたし、いずれ介護が必要な状態にな
る恐れがあります。
こうした状態になる高齢者が増えることを防ぐために、実際に動きながら、現在の体の状態や必要な運動のアドバイ
スをリハビリテーション専門職等から受けることができる「運動器チェック事業」が海神地区と高根台地区の２地区コ
ミュニティでスタートしました。
この事業は、高齢者が現在住んでいる地域の中でチェック事業に参加し、その判定状況に応じてリハビリ専門職等か
ら日常の運動などの的確なアドバイスを受けながら、個人の運動器機能の維持・向上に努め、介護が必要な状態になる
のを防止することを目的としています。
対象は、現在まだ介護サービスを受けていない65歳、70歳、73歳以上の奇数年齢の方で、今年度はモデル地区（海
神地区及び高根台地区コミュニティ）で実施されます。
具体的には、地域内の理学療法士等のいる介護施設や整骨院などにおいて、①身長・
体重測定　②体力測定（立ち上がりテスト・２ステップテスト）　③ロコモ25（専用の
チェックシートに回答）④基本チェックリスト（専用のチェックシートに回答）により、
身体機能を判定し、状態に応じて定期的な運動を勧めたり、また、自立した生活がで
きなくなるリスクが高い方には、地域包括支援センターや在宅介護支援センターへの
相談を勧めてもらえるとのことです。参加にあたって利用者負担はありません。
対象となる方には９月から順次利用券が送られてくるとのことですので、お手元に
届いた方はぜひ利用していただければと思います。元気なうちから介護予防に取り組
むことが重要ですね。

去る９月11日（火）、「議長・副議長選挙前に所信表明の機会を設けることについて」をテーマに全員協議会が開催さ
れました。現在、正副議長の選出は各会派の代表による話し合いによって行われ、話し合いがまとまらない場合には選
挙となります。しかしながら、この選挙にあたって、誰が候補者であるのか、どのような考えを持っているのか等を明
らかにする機会は設けられていません。
このことにつき、よりよい形で正副議長の選出を行うため、選挙の前に所信表明の機会を設けることについて現正副
議長から提案があり、これに対し全議員が一人づつ意見を述べるために全員協議会を開くこととなりました。
当日は様々な意見が飛び交いましたが、私からは、会派構成が複雑化し、多数が形成されにくくなっているため現在
の選出方法が機能不全となっていることを指摘したうえで、次回の正副
議長選挙から所信表明の制度を導入することについて意義あるチャレン
ジと評価する旨の発言を行いました。他の一部議員からは時期尚早との
声もありましたが、全体では導入に肯定的な意見が多数を占める結果と
なりました。
これを受け、私が委員長を務める議会運営委員会では会派代表者会議
からの諮問を受ける形で、今後他市の事例調査を行うこととしています。
正副議長は議会を代表し、統理する重要な役職です。また、議会改革が
求められている中でリーダーシップを発揮する必要もあります。よりよ
い選出方法となるよう、研究していきたいと思います。

★海神地区で認知症高齢者徘徊模擬訓練を開催
日時　11月17日（土）13：30～ 16：00	
会場　龍神社（海神６丁目）

徘徊高齢者の不安を解消できるよう、対応の心得「驚かせない、急がせない、自尊心を傷つけない」をポイントに、
寸劇や講義で声掛けの仕方を学んだ後、実習を行います。
また、警察への行方不明者届の提出や、警察から市内各機関に行方不明者情報をファックス送信する「SOSネッ
トワーク」の利用など、徘徊高齢者の早期発見に向けた情報伝達方法を学びます。どなたでも参加できますので、
開始時間までに会場へお越しください。
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活 　 動 　 日 　 誌

■編集後記
今年度の振り込め詐欺の被害は過去最悪のペースで広

がっています。「電話に出ない」といった、まずは人を疑
うような世相は寂しいばかりですね。� （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。

7月� 2日�（月）� 議会　会派代表者会議
7月� 8日�（日）� 社会を明るくする運動　落語と音楽の集い
7月� 9日�（月）� 議会　会派代表者会議
7月�13日�（金）� 西安市幼稚園訪日視察団市役所表敬訪問
7月�20日�（金）� LGBT議連市長懇談会
7月�21日�（土）� 船橋稲門会幹事会
7月�22日�（日）� 船橋市憲法改正推進市民の会理事会
7月�23日�（月）� 議会研修会
7月�24日�（火）� 議会　総務委員会　荒川区視察
7月�25日�（水）� 全国若手市議会議員の会千葉ブロック総会
7月�26日�（木）� 自由民主党千葉県支部連合会移動政調会
7月�27日�（金）� 船橋市体育協会表彰式・祝賀会
7月�29日�（日）� ふなばし市民まつりパレード
8月� 2日�（木）� 障害福祉推進議員連盟研修会
8月� 3日�（金）� 第17回日本スカウトジャンボリー奉仕
� ～ 10日�（金）� 於：石川県珠洲市
8月�15日�（水）� 前貝塚町会盆踊り
8月�18日�（土）� 船橋青年会議所事業オリエンテーション
8月�20日�（月）� 議会　議会運営委員会
8月�21日�（火）� 船橋市親子キャンプ奉仕
8月�25日�（土）� 海神商店会盆踊り
8月�26日�（日）� 防災訓練
8月�28日�（火）� ジャンボリー派遣スカウト市長表敬訪問
8月�29日�（水）� 議会　議会運営委員会
9月� 3日�（月）� 議会　開会日
9月� 4日�（火）
� ～ 5日�� 議会　議案等説明
9月� 7日�（金）� 自由民主党船橋市支部役員会
9月� 8日�（土）� 海神中学校運動会
9月� 9日�（日）� 海神４・５丁目自治会敬老会
9月�10日�（月）� 議会　議案質疑
9月�11日�（火）� 議会　発議案質疑・全員協議会
9月�12日�（水）� 議会　一般質問
� ～ 19日�（水）
9月�15日�（土）� 海神北一百寿会敬老会
� �� 船橋市カヌー協会主催カヌー教室
9月�16日�（日）� 本中山自治会町会連合会敬老会
� �� 海神町南町会敬老会
9月�17日�（月）� 前貝塚町会敬老会
9月�21日�（金）� 議会　総務委員会
9月�23日�（日）� 海神６丁目西町会敬老会
9月�25日�（火）� 議会　予算決算委員会総務分科会
9月�29日�（土）� 船橋青年会議所ふなばSEAフェスタ
9月�30日�（日）� ボーイスカウト船橋３団募集説明会
10月�3日�（水）� 龍神社祭礼
10月�7日�（日）� 海神６丁目東町会敬老会
10月�10日�（水）� 議会　閉会日� ほか

■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　40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.

■9月議会が閉会しました
　 ～（仮称）塚田第二小学校建設工事請負契約ほか～
去る10月10日（水）、平成30年第３回定例会は市長提出の議案19案ほかを可決し閉会しま
した。主な議案として、塚田駅南側に広がるアサヒテクノグラス工場跡地に建設される（仮称）
塚田第二小学校の建設工事請負契約や、市役所における最高情報統括責任者（CIO）補佐官
に政府での勤務経験がある専門家を任用するために必要な条例改正などが行われました。（議
決結果等の詳細は11月12日（月）ごろ発行予定の「市議会だより」をご確認ください。）


