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■朝の駅頭活動スケジュール

※公務・急用・荒天などにより変更する場合があります。

■編集後記
4月に入って一気に暖かくなり、早くも初夏の声を聞く陽気に

なりました。今年は3月末の県知事選挙を皮切りに、6月に市長選、

そして9月までには衆議院選と選挙が続きます。仕事柄忙しくな

りそうですが、日々の活動もおろそかにしないよう、心がけてい

きたいと思います。

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

■ホームページをご覧下さい

■要望しました・改善しました
　本郷町のスーパーてら

お駐車場前交差点につい

て、事故が大変多いこと

から、近隣の方から改善

要望をいただき、担当課

に要望しました。

　抜本的な改修には至り

ませんでしたが、カラー

舗装敷設、自発光びょう

埋設、横断歩道再舗装等

の工事を行っていただき

ました。

　迅速な対応に感謝を申

し上げるとともに、事故

の抑止につながることを

期待したいと思います。

■市政報告会を開催しました
　去る２月22日（日）、海神公民館において２回目となる市政

報告会を開催いたしました。

　当日は穏やかな陽気にも恵まれ、前回を超える130名前後の

皆様にお立ち寄りいただき、盛会裏に終了することができまし

た。また、藤代孝七市長をはじめご来賓の方々からも力強い激

励をいただき、今後の励みとなりました。

　ご来場いただいた皆様に改めて厚くお礼を申し上げます。

■日色　健人（ひいろ・たけと）プロフィール

1978年船橋市生まれ　30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）。2007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。現在１期目。市民環境経済委員会委
員・青少年問題協議会委員・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団団委員・
船橋稲門会（早大OB会）幹事、槙の木レオクラブ会長、
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.
　　　　 （意志あるところ必ず道あり）

最近の主な活動をご紹介します。

1月 1日（木）実践倫理宏正会元朝式
1月 8日（木）経済界賀詞交換会
1月10日（土）消防局出初式・船橋稲門会新年会
1月15日（木）海神百壽会新年会
1月16日（金）二葉幼稚園理事会
1月18日（日）海神町南長生会新年会
1月19日（月）
～20日（火）

秋田県大館市・秋田市視察

1月22日（木）ライオンズクラブ新年合同例会
1月24日（土）千葉県地方議員連絡会女性局会合
1月25日（日）福祉ハイスクール実行委員会
1月28日（水）船橋市立医療センター視察
2月 1日（日）本中山自治会町会連合会新年会
2月 7日（土）北方領土返還要求全国大会
2月10日（火）船橋市立ケア・リハビリセンター視察
2月12日（木）千葉県地方議員連絡会船橋支部総会
2月13日（金）青少年問題協議会
2月15日（日）西海神小学校6年生を送る会　餅つき大会
2月20日（金）議案説明会
2月22日（日）市政報告会を開催
2月26日（木）議会　開会日
2月27日（金）議案等勉強会
2月28日（土）田久保尚俊県議新年会
3月 1日（日）西尾憲一県議県政報告会
3月 6日（金）
～13日（金）

議会　本会議　質問に登壇

3月 8日（日）海神公民館こどもまつり・藤田幹雄代議士国政報告会
　　　　　　　議会　定額給付金集中審議
3月10日（火）海神中学校卒業式
3月12日（木）千葉県知事選挙告示
3月15日（日）保育園卒園式参観
3月17日（火）議会　市民環境経済委員会審議
3月18日（水）
～24日（火）

予算特別委員会審議

3月19日（木）西海神小学校卒業式
3月20日（金）ボーイスカウト船橋3団オーバーナイトハイク奉仕
3月25日（水）
～27日（金）

槙の木レオクラブ主催　福祉ハイスクール

3月27日（金）議会　採決・閉会
3月28日（土）千葉県知事選挙応援
3月29日（日）千葉県知事選挙投票日　開票状況見学
4月 8日（水）海神中学校入学式
4月 9日（木）海神小学校入学式　　　　　　　　　　　　など

活 　 動 　 日 　 誌

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、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。

改良前（事故が多発）

改良後

多くの方が真剣に聞き入ってくださいました
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発行：ひいろ健人事務所　船橋市海神4-5-6　℡ 047-420-1800　℻ 047-420-1801 

E-mail　info@taketo2784.net　http://www.taketo2784.net（活動ブログ更新中！）

市議会レポート
第8号

船橋市議会議員 た け 　 と

ひいろ健人
フ ナ バ シ

たけ　と

フ ナ バ シ

■船橋市立医療センター　改革へ着手
　　～地方公営企業法の全部適用へ条例を改正～

　３月議会において、全会計総額2,857億円余りとなる新年度予算が成立しました。（詳細は４月25日頃発行の「市議会だより」

をご覧ください。）今回の予算には、私がかねてより主張を行っていたいくつかの提案が盛り込まれました。以下簡単にご紹介

します。

★私立保育所を運営する法人の経営の安定確保に土地・建物の賃借料を補助

　現在船橋市では保育園に入りたくても入れない、いわゆる「待機児童」が増加しており、大きな問題となっています。市は昨

年度も新たに３か所に保育園を開設するなど、待機児童解消にあの手この手を尽くしていますが、もはや利用できる公有地は少

なく、更なる増設が難しい状況です。そこで、民間の不動産を有効利用するために、土地・建物を借りて保育園を運営する法人

に対し、その賃借料の一部を補助する制度の創設を昨年６月の議会で提案したところ、今年度から制度化されることとなりまし

た。更なる保育園の増設、ひいては安心して子育てのできるまちにつながることを期待したいと思います。

★私立幼稚園就園児補助金を増額　現行年額35,000円を37,000円に

　子育て支援を考える際には、保育園だけでなく幼稚園にお子さんを通わせている家庭への支援も

忘れてはなりません。今回の増額により、同種の補助制度としては県内第２位の水準を維持するこ

とができました。

★携帯電話用ホームページの再構築と活用方法について検討

　昨年９月議会で「若い世代の声を市政に」と題して質問し、若い世代と市政との接点を作る

ためにもホームページや携帯電話、E-mailの活用などを提案しました。

　現在船橋市が公開している携帯電話用ホームページの契約が今年度で終了することにも合わ

せ、その再構築および活用方法について、市内にキャンパスを持つ日本大学の学生グループに

協力を依頼し、共同して検討を行う予定となりました。予算額は小さいですが（10万円）、若

い世代の声を柔軟に取り入れていただきたいと期待しています。

　船橋市には市立病院として昭和58年に開院した医療センターがあり、当市のみならず地域の中核的な病院としてその役割を

果たしています。しかしながら、近年全国で報道されているように、自治体病院の経営は決して楽観できるものでなく、当市に

おいても例外ではありません。新年度予算案でも、病院事業には一般会計から26億円余りもの費用を投入しており、これがな

ければ経営が黒字化できない状況です。また、全国的に勤務医や看護師の不足が深刻化しており、特に千葉県は全国的に見ても

とりわけ医師数が少ない状態です。そのなかで今後優秀な医師・看護師を確保していくためには、病院そのものが魅力ある存在

でなくてはなりません。

　このような背景のもと、当市の医療センターは３月末までに「改革プラン」を策定し、その中において経営形態の変更を含む

さまざまな取り組みを行うこととなりました。それに伴い、今回の３月議会には関係する条例の改正が多数提出され、審議の結

果いずれも可決されました。

　改革の最も重要なポイントとなるのが、「地方公営企業法の全部適用」という経営形態の変

更です。これは、市立病院としての位置づけおよび職員の公務員としての身分はそのままに、

病院経営の権限と責任を市長から新たに任命する「病院事業管理者」へ大幅に移し、より機動

的な運営を可能にすることで、経営の効率化と質の向上を目指すものです。

　新たに任命する「病院事業管理者」には、公立病院改革の豊富な実績を持つ方を外部から招

へいするほか、財務にかかる数値目標を定めるなど、職員一人一人が経営意識をもって病院内

の活性化に取り組むことが期待されています。

　高度医療や救命救急などの市立病院としての使命と、健全経営という大きな二つの目標を同

時に達成することは困難な道のりですが、その取り組みを見守るとともに、議会の立場からも、

市民にとって何がよりよい選択であるのか、引き続き議論を行っていきたいと考えています。 改革の行方が注目される

若い世代のアイディアに期待

■平成21年度予算成立　　～新年度予算に反映された私の主張～
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■３月議会質問（合併・政令指定都市について、ほか）
　去る３月６日、平成21年第１回定例会において、８回目になる質疑に登壇しました。今回は①合併・政令指定都市について

　②新たな行政システムとは何か　③市政に関する情報の扱いについて　の３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。

★合併・政令指定都市について市長の真意を問う！
　～市長「市長選でこの問題を問う段階ではない」と答弁～

Ｑ．日　　　色　　藤代市長は６月の市長選挙に出馬を表明され、その記者会見の席上で合併・政令指定都市移行について、前

向きな発言をされた。しかし、他の議員の質問に対し、一転慎重な姿勢を示されてもおり、改めてその真意

を問いたい。

	 　また、私としてはこの問題について、市民の間での議論が深まっていない現段階で市長選の争点に掲げて

賛否いずれかの二者択一を迫ることは市民の利益にならないと考えるがどうか。

Ａ．市　　　長　　船橋の将来にかかわる非常に大きな判断であり、市民・議会などいろいろな声

を積み上げる中で選択すべきと考えている。市民アンケートの結果をみても、

内容の周知は十分でなく、これまでの取り組みの中で出たデータを市民に提示

して考えを聞くための事業を21年度予算に盛り込んでいるところである。

	 　また、今年の夏の市長選でこの問題を問う段階ではないと思うし、二者択一

的に市民に問うことは考えていない。

★新たな行政システムの構築とは何か？

Ｑ．日　　　色　　今回の市政執行方針では、「新たな行政システムの構築」というキーワードが登場している。具体的にどの

ような取り組みを行う予定か。

Ａ．松本副市長　　船橋市の魅力を高めるために、都市経営の視点をもち、明確なビジョンを作成する必要がある。そのビジョ

ンの実現には様々な方策を伴うが、平成21年度はまず部局による取り組み方針の提出を求め、それを基に「市

政経営の基本的方針」を示して、予算編成や施策の推進を図ることを予定している。

★市政に関する情報の扱いについて
　～議会・市民に対する情報提供の改善を～

Ｑ．日　　　色　　過日、市役所の各部が発行する白書・要覧・概要・年報の類、約40種類につ

いて調査を行った。その結果、各部課から発行されるさまざまな刊行物につい

て、議会に対する情報提供の方法が全く統一されていないことが明らかになっ

た。議員全員に配布するものもあるが、多くは議会に対し一切報告・提供され

ていないのが現状である。そこで伺うが、議会に対する定量的な情報提供につ

いては、どのような基準で行われているのか。

Ａ．財 政 部 長　　現在は特段の基準はなく、各所管課において適宜対応している。しかし、ご

質問のとおり各種刊行物の情報が十分に伝わっていない面もあろうかと思うの

で、議会の意向を伺い、よりよい方法を検討したい。

Ｑ．日　　　色　　議員にとって、市政に関する情報を入手することは必要不可欠であり、また行政にとっても説明責任の観点

から、議会に対する情報の報告は必須であろう。せっかく取りまとめられた市政情報が有効に活用されるよ

う検討されたい。

　また、このような情報は市のホームページに掲載されているものと、そうでないもの（市役所の行政資料

室に足を運ばなければ閲覧できないもの）に分かれている。そこで伺うが、ホームページに掲載すべき情報

とそうでないものとの基準はあるのか。

　現在の市ホームページはトップページの体裁こそ整っているものの、いったん各課のページに入ると体裁・

掲載内容ともにバラバラで、大変複雑かつわかりにくくなっているが、見直す考えはないか。

Ａ．市長公室長　　公文書のホームページへの掲載については各課の判断で行っており、市としての基

準はない。また、各課のページの体裁は統一したものではないことから、作成した

職員によって出来栄えに差が生じている。ホームページのアクセス数は増加してい

るので、再度見直して参りたいと考える。
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担当者と意見交換 処理場は鉱山の跡地

■シリーズ：西海神小建て替えを追う！⑵
　去る２月18日（水）、西海神小学校校舎改築工事設計業務委託についての入札（ダイレク

ト型一般競争入札）が行われました。これは、昨年12月議会で成立した補正予算により、

西海神小学校建て替えに伴う基本設計・実施設計・解体設計の業務を委託する業者を決定す

るものです。

　この入札には16者が参加し、そのうち12者が同額（最低制限価格3,213万円＜税込＞）

であったため、法律の規定により「くじ引き」にて落札者を決定したところ、東京都目黒区

に本社を置く「株式会社　相和技術研究所」が契約業者と決定しました。

　同社ホームページ（http://	 www.sowa-giken.co.jp）によると、同社は昭和34年に創業

し、教育施設・福祉施設などの公共施設設計における豊富な実績があるとのことです。ま

た、船橋市では、西海神小学校からもほど近い特別養護老人ホーム「朋松苑」の設計委託業

務を受託しているほか、今年度竣工予定の市立医療センター緩和ケア病棟も同社の基本設計によるものです。

　一定の実績がある業者に決定したことにまずは安心していますが、地域・現場の声を反映した設計となるよう、今後とも推移

を見守っていきたいと考えています。

■視察報告　～船橋市の最終処分先は秋田・大館市に…
　去る１月19日、私の所属する会派「市政会」有志のメンバーにて、秋田県大館市にある最終処

分施設「エコシステム花岡」を視察しました。

　実は、船橋市の清掃工場（２か所）から排出される焼却灰等は、最終的にここ秋田県大館市な

ど、他の自治体に運ばれて埋め立てられているのです。廃棄物は各自治体の地域内にて最後まで処

理をするのが原則ですが、船橋市はもはや埋め立てをできる水面も無く、また都市化のために最終

処分場を建設する土地も無いため、やむを得ず他の自治体に搬出している状況です。

　私は環境問題を所管する「市民環境経済委員会」の委員として、こうした状況は承知していまし

たが、実際に現場を見ることはこれまでなく、貴重な機会となりました。

　

　現在船橋市においては北部・南部の２か所の清掃工場から、焼却灰や飛灰、焼却不燃物など、１年間で約２万６千トンが排出

されています。（南部清掃工場には焼却灰を透水ブロック等を作る骨材に再生する施設があったのですが、不具合が多く廃止が

決まっているほか、北部清掃工場のリサイクルプラントも今年度から休止が決まりました。）そのうち約５割が大館市に運ばれ

ているほか、輸送費・処理費として全体で年間10億円余りの経費がかかっています。

　この最終処分施設は、旧花岡鉱山の露天掘り跡地を利用したもので、天然の粘土層が地下水への浸透を防いでいる安全性の高

い施設とのことでした。

　今回の視察では、船橋市の焼却灰等がどのような処理をされて埋め立てられているのか、処理場の残使用年数は何年程度か、

また環境への影響等は出ていないかなどについて意見交換を行いました。

　当日はこの時期にしては珍しく雨となる天候でしたが、広大な敷地を見学しながら話を伺いました。それによると、焼却灰等

はすべて薬剤にて不溶化処理（重金属等が溶け出さないよう化学的な処理をすること）を行ったうえで埋め立てしていること、

また第２処理場の計画もあり今後の使用年数には十分な余裕があること、また水質管理をはじめ環境管理には万全の対策を払っ

ていること等の説明を受けました。

　当初はどうしてこんなに遠いところまで、という疑問もありましたが、そもそも冒頭で述べたように本来ならば自区域内で処

理をしなければならないものを、他の自治体に依頼して処理しているという点を考えれば、最終処分場を確保すること自体の難

しさを再認識させられました。そうした意味では、現在は大館市の理解を得て、安定した処分が行われていることを評価しなく

てはならないのだと思います。

　そして同時に、最終処分量を減らすためにはゴミの減量が最も有効な対処法であり、市民の皆さんの理解を得てゴミ減量に取

り組むことの重要性を改めて認識するとともに、現在計画中の北部清掃工場建て替えにおいても、最終処分の問題を重視して検

討する必要を感じた視察となりました。

同社が設計した特別養護

老人ホーム「朋松苑」

船橋市から遠路を運ばれる


