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ひいろ健人
フ ナ バ シ

たけ　と

フ ナ バ シ

■西海神小学校　建て替えへ
★耐震性に問題　９月議会で市長が方針を表明

９月９日（火）に行われた船橋市議会平成20年第３回

定例会（９月議会）の議案質疑において、藤代孝七船橋市

長は、かねてより耐震性の問題が指摘されていた西海神小

学校の校舎について、「補強工事ではなく、建て替えた方

が良いと判断している。12月議会において補正予算の提

出を検討する。」旨の答弁を行ない、校舎建て替えの方針

を表明しました。船橋市における小学校校舎の大規模建設

は昭和60年の市場小学校創立以来約25年ぶりとなり、耐

震基準を満たさないことを理由とした建て替えも初めて

のこととなります。

今年８月に公表された市内小中学校の耐震診断状況一覧によると、西海神小学校は全棟が耐震基準値を満たさず（Is値0.3未

満）、市内各校の中で最も耐震性が欠如しているという結果が明らかになり、ＰＴＡをはじめ学校関係者や地域の方々からは一

日も早い改修工事を求める声が上がっていました。これらのご意見を受け、私は市議会レポート第５号において状況を皆様にお

知らせするとともに、担当課に対し申し入れを重ねていたところですが、今回の方針表明は地域の声を市長が真摯に受け止めて

いただいたものと考えております。

★皆様の声で、一日も早く素晴らしい新校舎を！

今後の詳細なスケジュールについてはいまだ明らかになっておりませんが、本年12月議会において新校舎設計のための補正

予算が計上され、平成21年度中に基本設計の策定と建設工事にかかる入札・契約等の準備を経て、平成22年度中の着工、完成

を目指すものと思われます。なお、体育館については別途耐震診断を行い、その結果を踏まえて今後の対応が検討されるとのこ

とです。

当然ながら、工事中の学習環境の確保や周辺住民の方々との協議など、調整が必要な事柄も多いですが、児童生徒が一日の大

半を過ごす活動の場であり、また非常災害時には応急避難場所ともなる学校は「地域の中核」であり、その建て替えは地域にとっ

て大変重要な課題であります。 

私も西海神小学校の卒業生であり、慣れ親しんだ母校の校舎がその姿を変えることには一抹の寂しさを感じることもあります

が、地域の声を代弁する一人として、一日も早く素晴らしい学校に生まれ変わるよう全力を尽くしたいと思っております。今後

とも皆様のご意見をお寄せくださいますようお願いいたします。

★市内他各校も耐震補強実施へ

上記のほか、9月議会で成立した補正予算において下表のとおり耐震補強設計委託・耐震診断の実施が予算化されました。こ

の結果、市内小中学校のすべての建物について現状確認が終了することとなりますが、引き続き一日も早く安全確保が図られる

よう、進捗状況に留意していきたいと考えています。

建て替え方針が明らかになった西海神小学校

9月議会で実施が決まった耐震関連事業（予算額１億9300万円）

耐震補強設計委託 高根東小、船橋小、葛飾小、夏見台小、前原中、御滝中、丸山小（体育館）

体育館耐震診断

船橋小、西海神小、法典小、塚田小、豊富小、習志野台第一小、習志野台第二小、海神小、

古和釜小、宮本小、高根小、高根台第三小、大穴小、行田西小、八木が谷北小、小栗原小、

八栄小、薬円台小、三山小、高根台第二小、薬円台南小、坪井小、中野木小、高郷小、高

根東小、飯山満小、金杉台小、八木が谷小、夏見台小、飯山満南小、金杉小、前原小、行

田東小、大穴北小、芝山東小、二和小、小室小、法田中、習志野台中、三田中、大穴中、

海神中、二宮中、高根台中、湊中、前原中、葛飾中、古和釜中、高根中、芝山中、八木が

谷中、小室中、船橋中、宮本中、金杉台中
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■９月議会一般質問（若い市民と市政をつなぐために、ほか）
去る９月12日（金）、６回目となる一般質問に登壇しました。今回は「若い市民と市政をつなぐために」ほか２問の通告を行い、

市執行部と議論を行いました。以下、その模様の一部をお知らせします。

★若い市民と市政をつなぐために（携帯メール広報の可能性）

Ｑ．日　　　色　　行政と市民の接点の中に若い世代の姿が少ないのは皆さん感じてお

られるのではないかと思うが、こうした中で、市としてもう一歩踏み

込んで、この存在感の薄い世代に働きかけ、もっと市政に対する関心・

関与を高めていくことができないかと考えている。

　そのような観点から、まずは市政と若い市民の接点とするために、

ほぼ一人一台が当たり前となった携帯電話を使った広報の可能性を

検討できないだろうか。具体的には、若い世代に対象を絞った携帯

メール広報を行ってはどうか、と提案するものである。あえて若い市

民のみに対象を絞り、広報の各種情報の中から若い市民に該当する情

報だけを絞り込んで配信してはどうだろうか。

　現状ではあまりにも若い市民と市政の接点が薄く、この状況を改善するひとつのきっかけとしてこうした若

い市民ならではの媒体を利用した働きかけ、広報の可能性をご検討いただきたいと思うが、どうか。所見を伺う。

Ａ．市長公室長　　質問は携帯電話の活用であるが、その根幹は市政の中に若者をどう位置づけるかということであると理解し

ている。全市民の１割強を占める20歳代の方が市政に参加される機会は非常に少ないが、成人式の運営など

の例もあり、潜在的なエネルギーをもっていると思う。

　提案のあったメール広報については、市政に関心をもってもらうと同時に、市政に新しい視点を取り入れる

という面からも、十分検討してみたい。ただ、「役所がやるものはやはりつまらない」というイメージができ

ることは避けなければならないので、いろいろ手法等検討してみたい。

Ｑ．日　　　色　　メールを使った行政サービスとして、現在防犯・防災メールがあるが、提案したメール広報以外にも、特

定の行政サービスを必要とする層に対象を絞り、メールでの情報配信サービスを検討してみてはどうだろうか

（例：妊産婦さんに検診情報の配信や、母子家庭に各種相談窓口情報の配信など）。積極的な行政運営のために

携帯メールの活用を検討いただきたい。

船橋市ホームページを携帯電話で閲覧

★都市計画審議会紛糾の原因は

Ｑ．日　　　色　　去る８月21日に開催された都市計画審議会を傍聴したが、夜10時前まで７時間半あまりにわたる長時間の

会議となり、諮問のうち一つが取り下げられるなど、前代未聞の内容であった。その原因と責任について、ど

のように考えているか。

Ａ．都市計画部長　　議案の内容を出来るだけわかりやすく丁寧に時間をかけて説明させていただいたが、委員の質疑に対し、即

座に十分な説明ができなかった。結果として長時間の審議となり、諮問の取り下げという不手際があったこと

については深く責任を感じている。

Ｑ．日　　　色　　今回諮問された市内の各地域をご覧になっていない委員もおられた。事前に資料を送付するだけでなく、委

員の疑問を解消するための積極的な働きかけ、下準備が不足していたのではないか。都市計画審議会はまちづ

くりの最終的な判断を下す場であり、その役割は重要である。今後の改善を切に希望する。

★市内中心部に自習施設の設置を

Ｑ．日　　　色　　中央図書館に伺うたび、自習禁止との注意書きにまず驚かされる。西図書館

には自習室が付設されているが、幅広い年代の利用者があり、夏休み等を中心

に混雑は激しい。他の公共施設、たとえば公民館のロビーなどに学生が集って

いるところも珍しくなく、駅前の喫茶店やファミリーレストランなどで参考書

を広げている姿もよく目にする。

　このような利用者の中には、住宅事情や家庭環境の問題から自宅で集中して

学習に取り組むことが困難なケースなどもあるのではないか。生涯学習を市は

掲げて各種の施策を実行しているが、その学びの場は本当に確保されているの

か疑問に感じる。

　そこで伺うが、市として市内中心部に幅広い世代の市民に開放された自習施設の整備を検討してほしいと考

えるが、どうか。必ずしも新規の施設を建設運営するような必要はなく、たとえば土日や学生の休暇期間中だ

けでも、貸会議室や予備校等の空き教室を借り上げて運営し、社会人からは一定の利用料を徴収する方式でも

構わない。重要なことは、市民が安心して利用でき、かつ静謐な学習環境を享受できることにあると考えるが、

所見を伺う。

Ａ．生涯学習部長　　議員ご指摘のとおり、新たに経費がかからない方法で整備を図っていくことについて、貴重な提案であると

考える。市内には民間の自習施設もあり、市民や学生で盛況であるとも聞いている。生涯学習の環境整備を進

めるうえで、民間活力の導入を視野に入れて今後研究して参りたい。

中央図書館ロビーの掲示
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■要望しました・改善しました
　昨年12月議会で要望した海神南小学校東南角の交差点改良工事が去る８月中に実施されました。

見通しが大変良くなり、事故防止に大いに効果があることと思われます。担当課の対応に感謝を申し上げます。

■市職員・教員の不祥事相次ぐ
議会に対しては、随時各種の報告事項が届けられますが、その中でも残念なのが市職員・教員等による不祥事の報告です。一

部は新聞報道されていますので、ご存じの方も多いとは思いますが、ここ最近は残念なニュースが相次ぎました。今年に入って

から報じられたもののいくつかを下記に記します。

■公的年金からの個人住民税特別徴収制度導入へ
９月議会で成立した市税条例の改正において、公的年金からの特別徴収制度が来年度より導入されることになりました。現在

公的年金の受給者の方は、個人住民税を市の窓口や金融機関に出向いて納付いただいていますが、これを分割して年金から自動

的に納付いただく（天引き）ことで、利便性を高め、また市においても徴収事務の効率化を図るものです。

この制度は来年10月支給分から開始されることとなりますが、後期高齢者医療制度の導入時には年金からの保険料「天引き」

に強い反発があったことから、今回の個人住民税の徴収に際しては、事前に対象者の方に対し十分な周知徹底を図るよう、議会

でも指摘が相次ぎました。

なお、老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方などの条件に適合する方はこの対象となりません。

また、この市税条例改正においては「ふるさと納税制度」に対応するための条文整備も行われました。

職員の方とて（議員もそうですが）すべてがすべて聖人君子というわけでなく、また4500人もの大組織である市行政の中に

おいて、不祥事を完全に根絶するのは難しいかもしれません。しかしながら、公務員としての誇りをもち、懸命に努力されてい

る多くの方々がおられながら、このような一握りの方の不祥事によって公務員のイメージが大きく損なわれてしまうのもまた事

実です。

また、教育委員会における個人情報の流出事故は昨年度から通算４件目となり、再発防止が繰り返し叫ばれていながら、今議

会中に再度事故が発生し、議会でも多くの批判がなされました。

職員・教員の方にはあらためて、公僕としての意識を持ち、日々の業務に取り組んでいただきたいと願うとともに、同じく公

僕たる私もこれを他山の石として、襟を正していきたいと思います。

改良前 改良後

対象者（年齢は当時） 事 実 の 概 要 備考・処分等

市内中学校　校長（男性 55 歳）
車上狙いの被害に遭い全校生徒の個人情報・
学校のマスターキー等の入った鞄を盗まれる

減給 10 分の１を３か月

税務部職員（男性 48 歳） 忌引き休暇を不正取得（５日間） 減給 10 分の１を３か月

市民生活部職員（男性 28 歳）
軽犯罪法違反（公営プールのシャワー室内に
て隣室の女性をデジタルカメラで撮影）

減給 10 分の１を６か月

道路部職員（男性 25 歳）
職員共済組合を通じ、市公印を不正に利用し
て高級腕時計を入手

免職

市内中学校　教諭（男性 47 歳） 飲酒運転で追突事故 免職

市内消防署　消防司令長（男性 58 歳） 飲酒運転で交通事故 免職

子育て支援部職員（女性 47 歳） 乳幼児医療費助成金約 1900 万円を着服 免職

市内中学校　教諭（男性 52 歳）
車上狙いの被害に遭い、1年生の個人情報（作
文）等の入った鞄を盗まれる

処分未定

最近の主な不祥事・事故
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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
先月で30歳になりました。論語でいうところの「三十にして立

つ」年齢となったわけですが、政治家として身を立てていくべく、

まだまだ勉強に励まなければなりません。引き続きご意見を賜り

ますようお願いします。（健）

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

■どこまで増える？船橋市の人口59万人超に

■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）

８月18日（月）

　～21日（木）

８月21日（木） 都市計画審議会傍聴

８月27日（水） 議案等説明会

８月29日（金） 市民環境経済委員会審議

  （北部清掃工場建て替え問題）

８月31日（日） 防災訓練参加

９月１日（月） 公園の歩行環境調査下見

９月３日（水） 議会　開会日

９月５日（金） 議案勉強会

９月６日（土） 県立船橋西高校文化祭訪問

９月７日（日） 青年会　神輿の手入れ

９月９日（火） 議会　議案質疑

９月10日（水）

　～12日（金） 

９月13日（土） 鎌ヶ谷よさこいまつり奉仕

  二葉幼稚園理事会出席

９月14日（日） 本中山地区敬老会にて挨拶

９月15日（月） 海神百寿会敬老会にて挨拶

９月16日（火）

　～17日（水）

９月18日（木） 千葉県議会に請願提出

９月19日（金） 議会　市民環境経済員会審議

  石井準一参議院議員勉強会参加

９月20日（土） 槙の木レオクラブ９月度例会

９月23日（火） 船橋ＡＴＭＡＮライオンズクラブチャーターナイト

９月24日（水） 公園の歩行環境調査に関する打ち合わせ

９月26日（金） 議会　閉会日

９月28日（日） 海神４・５丁目自治会敬老会出席

  本中山地区合同防犯パトロール挨拶

10月１日（水） 龍神社祭礼舞台建て奉仕

10月２日（木） 実践倫理宏正会秋季講演会参加

10月３日（金） 親子カヌー教室打ち合わせ

10月４日（土） 海神南小学校バザー奉仕

  海神４・５丁目自治会地域まつり奉仕

  龍神社祭礼奉仕

アウトドアキャンプ教室奉仕

議会　一般質問

議会　一般質問

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。

船橋市の人口は本年７月１日現在で初めて59万人を超え、９月１日現在で591,129人となりました。これは、全国の自治体（東

京23区を除く）で22番目となり、鳥取県とほぼ同じ規模の人口を抱える全国有数規模の自治体であると言えます。

少子化の流れを受けて全国的には人口の減少が見込まれていますが、船橋市は東京に近い地の利などからこれからもしばらく

は流入が続き、人口が増加することが予想されます。このような中で、本市企画調整課は今年８月、過去５年間の傾向を踏まえ

た今後の将来人口・世帯数推計を下記のとおり修正公表しました。

特徴として、今後10年間での65歳以上人口の急激な増加（高齢化）、そして０～ 14歳人口の長期的な減少（少子化）がくっ

きりと表れていることが読み取れます。しかしながら実際にはここ半年だけでも予想を上回るペース（毎月約400 ～ 500人）で

人口増加が続いており、果たして推計通りとなるのか予断を許しません。いずれにせよ、移り住むことを検討される方にとって、

また従来からの住民にとっても魅力あるまちづくりをしていかなければならないことに変わりはありません。

（単位：人、世帯）

（資料：企画調整課ＨＰ）

船橋市の将来人口・世帯数推計

平成20年 
4月1日

平成25年 
4月1日

平成30年 
4月1日

平成35年 
4月1日

平成40年 
4月1日

平成45年 
4月1日

将来推計人口 588,127 602,794 609,409 612,029 612,750 610,132 

将来推計世帯数 247,991 259,987 269,309 276,190 279,642 278,533 

0 ～ 14 歳人口 80,673 78,736 70,508 62,330 62,663 68,355 

15 ～ 64 歳人口 400,065 393,123 389,875 398,802 399,485 385,670 

65 歳以上人口 107,389 130,935 149,026 150,897 150,602 156,107 


