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■海神公民館が工事のため休館します■海神公民館が工事のため休館します
　 ～９月から来年2月末まで～　 ～９月から来年2月末まで～

■海神４・5丁目自治会館建て替えに対する■海神４・5丁目自治会館建て替えに対する
　補助金2000万円が予算化されました　補助金2000万円が予算化されました

日頃から地域住民の集会やサークル活動、また生涯学習などさまざまな交流の
場となっている海神公民館について、このたび空調設備ならびに消防用設備の改
修工事のため、９月から来年２月末まで６か月間の休館となることが発表されま
した。海神公民館を拠点として活動している団体の皆様には大きな影響となりま
すが、ご理解いただければと思います。
海神公民館は平成11年に建設され、既に22年が経過しています。今回の改修
工事は、空調設備で使用されている冷媒（フロンガス）について、既に製造が中
止され代替が効かないことから、設備全体の入れ替えが必要となったとのことで
す。予算総額は約１億円と見込まれており、これらを含めた令和４年度一般会計
予算が可決成立しました。
また、隣接する葛飾公民館についても、本年８月から来年１月末まで同様の改
修工事のため休館となることが発表されており、近隣の他の公民館も混み合うこ
とが予想されます。各団体においては、休館中の活動場所の確保にご苦労される
ことと思いますが、早めのご準備また抽選への申し込みなど予定いただくようお願いいたします。

このたび令和４年度一般会計予算において、海神４・５丁目自治会館の
建て替えに対する「町会自治会館設置費補助金」2000万円が盛り込まれ、
可決成立しました。この補助金は、町会・自治会館の新築等に際し、自治
会に対してその費用の一部（10分の８、上限2000万円）を助成するものです。
この制度については、行財政改革の一環として来年度以降補助内容が見
直されることが予定されており、現行制度における新築案件としては最後
の採択となりました。建て替えを見据えて当補助金の申請準備にあたられ
てきた自治会役員の皆様のご努力に心からの敬意を表するとともに、地元
選出議員として、微力ながら予算化に関われたことを嬉しく思っています。
建替え事業はこれからが本番となりますが、無事の竣工をお祈りすると
ともに、新しい自治会館がこれからも地域住民のふれあいの場として活発
に利用されることを願っています。

■■ロシアによるウクライナ侵略に対する非難決議を全会一致で可決ロシアによるウクライナ侵略に対する非難決議を全会一致で可決
去る３月４日（金）、船橋市議会
は「ロシアによるウクライナへの軍
事侵略に対する決議」を全会一致で
可決し、会派代表である私も賛成者
の一人として名前を連ねました。こ
の原稿を書いている今でも事態は刻
一刻と変化しており予断を許しませ
んが、多くの罪なき市民が犠牲を強
いられている現状を深く憂慮してい
ます。船橋市民を代表する議会が全
会一致で抗議の意思を示すことがで
きたことは重要なものです。一日も
早く平和が戻ることを願ってやみま
せん。

ロシアによるウクライナへの軍事侵略に対する決議
我が国は、ウクライナの民主化・自由化を推進し、地域の平和と安定に寄
与するために国際社会と協調しつつ、同国に対する支援を行ってきた。
そうした中、国際社会の懸命な努力にもかかわらず、２月24日にロシア軍
がウクライナへの侵略を開始した。
ロシア軍による侵略は、同国の主権及び領土の一体性への侵害、武力の行
使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、力による一方的な現状変更を認めな
いという国際秩序の根幹を脅かすもので、断じて許されず、厳しく非難する。
国際社会は連携し、あらゆる外交手段を駆使して、軍の即時撤収と速やか
な平和の実現に全力を尽くすべきである。
以上、決議する。� 船橋市議会

改修工事が行われる海神公民館

建替えが予定されている海神４・5丁目自治会館
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★窓口および相談室のあり方と接遇日本一 ～市民を温かく迎える相談室の整備を～

日 色 当市における窓口、相談室の状況について①「プライバシーの確保」②「不快な環境でないか」③「職
員の安全が保たれているか」④「新型コロナウイルスへの対応が十分か」との観点から調査を行った。
その結果、改善が必要な相談室が複数見受けられた。改善を求めるがどうか。

企画財政部長 庁舎における相談室のあり方については、プライバシーに配慮した上で、利用者の不安を取り除
き、利用者の目線に立って、相談がしやすくなるような空間を作ることが重要であると考えている。
議員のご指摘のあった点については、相談者のプライバシーに配慮しつつ、相談室の環境改善に向
けて、担当課と協議していく。

日 色 現在改訂を進めている「接遇マニュアル」において、市民に接する環境についても配慮するよう
明確に記載すべきではないか。

企画財政部長 「接遇」の観点から庁内環境の整備について明記する予定としている。議員ご指摘の点も踏まえ
ながら、マニュアルの内容を検討していく。

■3月議会質疑■3月議会質疑  ～「接遇日本一」の船橋市に～  ～「接遇日本一」の船橋市に～
去る３月３日（金）、市政執行方針ならびに議案に対する質疑に登壇しました。今回は７項目を通告し、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。
� 質問動画 はこちらから➡

★粗大ごみ受付のインターネット導入を要望 ～市民の利便性を高めるために～

日 色 粗大ごみの受付について、現在電話での受付が中心となっているが、平日の日中しか受付してお
らず、また月曜日や休み明けは電話がつながりにくい状況にある。近隣市の状況等も踏まえ、速や
かにインターネットによる粗大ごみ受付システムの導入を検討すべきと考えるがどうか。

環 境 部 長 粗大ごみの申し込みは、電話での申し込みが９割を超えており、月曜日及び祝日の翌日には人数
を増やして対応しているが「電話がつながらない」とのご意見をいただいている。現在、24時間受
付可能とするインターネットでの受付を含む粗大ごみ受付システム導入の検討を進めており、利便
性の向上を図ってまいりたい。

生活支援課の相談室➡
狭く、職員の安全が
保たれていない　

保健と福祉の総合相談窓口「さーくる」の相談ブース
隣の声が聞こえてしまう　

★学校給食費の滞納を増やさないために
日 色 学校給食費について、平成27年に公会計化したあと、滞納額が右肩上がり

で増えてしまっており、令和２年度末では3380万円あまりが未納となってい
る。この状況については平成30年度にも外部監査人から指摘を受けているが、
状況は改善されていない。現在の徴収体制を見直す必要があるのではないか。

学校教育部長 現在は新型コロナウイルスの状況から臨戸訪問は見合わせているが、夜間電話催告、休日納付相
談などを定期的に実施している。他市の給食費の徴収体制なども調査し、より効率的な徴収方法を
研究し、徴収率の向上に努めていく。

日 色 10万円以上を滞納している世帯が100世帯いると聞く。債権管理課への移管を増やし、また生活
困窮や破産など、不能欠損すべきものは適切に処理すべきではないか。

学校教育部長 債権管理課への移管については、債権の額、納付計画の履行状況などを勘案し、債権管理課と相
談したうえで決定している。今後も未済給食費の着実な徴収と、合わせて債権放棄を適切に進めて
いく。
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去る３月４日、市は、市内中央部の海
老川上流地域における土地区画整理組合
の設立を認可し、新しいまちづくりが始
まることになりました。市立医療セン
ターの移転建替えや、東葉高速鉄道の新
駅建設などを含むメディカルタウン構想
がスタートすることになります。
この地域は以前より耕作放棄地が多
く、無秩序なミニ開発が懸念されていた
ことから、約200名の地権者を中心に土
地区画整理組合が設立され、その事業に
対し市が補助金を支出する形で事業が進
められます。土地区画整理事業に対する市の支出は約56億円の見込みとなっており、新しい医療センターは５年後の令
和８年度末の開院を予定しています。
議会においては、多額の支出を伴う事業への市の参画の是非を問うものや、一帯が開発されることに伴い、海老川の
洪水のリスクが増すのではという意見も出されました。一方で、いま着手しなければますます土地の野放図な開発が進
むことへの懸念も示されたところです。
長期間にわたる事業となることから、議会としても進捗を確認していきたいと思います。

■ふなばし市民まつりは秋の開催を検討■ふなばし市民まつりは秋の開催を検討
船橋の夏の風物詩として親しまれてきた「ふなばし市民まつ
り」ならびに「市民花火大会」について、東京オリンピックま
た新型コロナウイルスの影響により２年連続で中止となってい
ますが、３年ぶりの開催に向けて必要な予算が計上されました。
一方で、近年の猛暑化に伴い、参加団体等から熱中症の心配
がなされていることから、開催時期について、これまでの７月
下旬にこだわらず検討されることになりました。現在、参加団
体にアンケートを取るなどして、時期の検討が行われています。

実行委員会に置いて決定次第周知されることと
なりますので、参加団体の皆様にはスケジュー
ルのご確認をお願いしたいと思います。
実施については感染状況も含めて検討される
ことからまだ流動的ですが、あの熱気と賑わい
が戻ることを楽しみに待ちたいと思います。

去る12月議会で私が指摘した青少年キャンプ場におけるナラ枯れ（広葉樹
を枯らす木の病気）被害への対応について、令和４年度予算において、国か
ら市に交付された森林環境譲与税を活用し、被害を受けた枯損木87本を伐採
することとなりました。
このナラ枯れは、カシノナガキクイムシという虫が病原菌を媒介すること
で起こりますが、この虫が夏前に飛び立つことで被害が広がってしまうこと
から、新年度早々の伐採を求めていたところ、国の通知を受けて民有地部分
を含めて公費（青少年キャンプ場分として1500万円）での伐採が可能になっ
たとのことです。

この２年間、青少年キャンプ場は新型コロナウイ
ルスの影響により、利用が制限されてきましたが、
感染防止対策を徹底しつつ子供達に有意義な自然体
験を提供するためにも、安全な環境を整備することが求められていました。議会での指摘を
受けて速やかに対応がされたことを高く評価するとともに、一日も早く子供たちの歓声がキャ
ンプ場に戻ることを願ってやみません。

■海老川上流地区のまちづくりがスタートします■海老川上流地区のまちづくりがスタートします
　 ～新駅設置に必要な設計費を計上～　 ～新駅設置に必要な設計費を計上～

■ナラ枯れ被害への対策予算が計上されました■ナラ枯れ被害への対策予算が計上されました
　 ～ 12月議会での要望を反映～　 ～ 12月議会での要望を反映～

新駅が設置される予定地周辺

多くの木が枯れたキャンプ場

以前の市民まつりおよび花火大会の風景
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活 　 動 　 日 　 誌

■編集後記
ロシアによるウクライナ侵略に強い衝撃を受けていま

す。圧倒的な暴力を前に、気が滅入るばかりですが希望を
捨てず、ウクライナの人々に心を寄せ、一日も早い平和を
願うものです。� （健）

最近の主な活動をお知らせします。

1月	1日	（土）	 小栗原稲荷神社元旦祭
1月	6日	（木）	 議会運営委員会
1月	9日	（日）	 家庭倫理の会　ミドルエイジセミナー
	 		 ボーイスカウト船橋第３団新年初集会
1月	12日	（水）	 議会　臨時会
　～13日	（木）
1月	15日	（土）	 	ボーイスカウト千葉県連盟スカウト支援委員会
1月	18日	（火）	 議会　総合計画に関する調査研究特別委員会
1月	20日	（木）	 会派視察　宮本公民館・児童ホームほか
1月	24日	（月）	 ボーイスカウト船橋地区　臨時地区委員会
1月	26日	（水）	 議員研修会（オンライン）
2月	1日	（火）	 会派代表者会議
2月	4日	（金）	 京葉５市議会議長会議員研修会（オンライン）
2月	8日	（火）	 	議会　健康福祉委員会参考人招致（里親制度

について）
2月	9日	（水）	 議会運営委員会
2月	10日	（木）	 議案等説明
　～	16日	（水）
2月	15日	（火）	 議会　開会日
2月	24日	（木）	 議会　市政執行方針並びに議案に対する質疑
　～3月	4日（金）
3月	9日	（水）	 議会　健康福祉委員会
　～10日（木）
3月	13日	（日）	 ボーイスカウト船橋第３団団会議
3月	14日	（月）	 	船橋地区海岸保全施設耐震化促進協議会役員

会
3月	16日	（水）	 議会　追加議案質疑
3月	17日	（木）	 船橋地区保護司会西部分会総会
3月	18日	（金）	 議会　予算決算委員会全体会
3月	21日	（月）	 	ボーイスカウト千葉県連盟スカウト活動発表会
3月	22日	（火）	 議会　予算決算委員会全体会
3月	24日	（木）	 議会運営委員会
3月	25日	（金）	 議会　閉会日　	 ほか

■ホームページをご覧下さい■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　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4期目。令和元年5月、第62代船
橋市議会議長に就任。会派「自由市政会」代表。

地	域での主な活動：自由民主党船橋市支部、ボーイ	
スカウト船橋地区スカウト支援委員長、船橋稲門会	
（早大OB会）、船橋市国際交流協会、日本山岳会、	
（公社）船橋青年会議所第46代理事長、保護司　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）

日色健人 検索

■LINE公式アカウントで市民相談始めました■LINE公式アカウントで市民相談始めました
新型コロナウイルスの影響で市政報告会も開けず、市
民の皆さんとの接点が少なくなっていることから、この
たびLINE公式アカウントで市民相談を始めることとし
ました。右のコードをスマートフォンのカメラなどで読
み取っていただき、「友だち追加」をしていただくだけ
で簡単に登録ができます。
市政に対するご意見や、普段の生活のお困りごと、気
になる道路の危険個所などのご相談を、写真も含めて
LINEのトークで簡単にお送りいただけます。ぜひ、ご
登録いただき、お気軽にご相談ください。


