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　長年にわたり市民に親しまれてきた夏見の運動公園プール

について、このたび全面的に改修することとなり、工事契約

に関する議案が６月議会に提案され、審議の結果可決されま

した。

　このたびの改修は、既存のプールが建設後40年余りを経て

老朽化が進んでいること、また４年前の東日本大震災による

液状化のため、三番瀬海浜公園のプールが廃止されたことに

伴い、レクリエーション機能を持たせたプールを整備する必

要があることから実施されるものです。

　この工事契約は、近年の工事需要の増加の影響もあってか

当初応札者が無く、入札をやり直した末に落札者が決定し、

今議会に上程されました。工事金額は総額21億円余りの大型

工事となります。

　新たに整備されるプールは、既存の競技用50ｍ、25ｍプールのほか、流れるプール

やウォータースライダー、幼児用プールなど多彩な内容となり、子供達を中心に市民の

憩いの場となることが期待されます。質疑においては１日の利用者数として約3,000名

を見込んでいることが明らかにされました。

　同時に、利用者の増加、特に駐車場利用者の増加が見込まれることから、平成27年

度予算において、新たに駐車場の整備も行うことが予定されています。

　工事に伴い、今年および来年のプール営業は中止となるほか、運動公園の駐車スペー

スも制限されることとなりますが、安全に工事が実施され、子供達の笑顔が戻る日を楽しみに待ちたいと思います。

　このたび高瀬下水処理場の水処理施設の屋上に、多くの市民がサッカー等多目的に使用で

きる運動広場や管理棟、芝生広場などを７月上旬から整備することとなり、工事契約に関す

る議案が６月議会に提案され、審議の結果可決されました。完成は平成28年７月末を目指

しており、同年秋からの利用開始が計画されています。

　市の提案によると、この運動広場は、スポーツ用高耐久人工芝仕様の公式サッカー場（105

ｍ×68ｍ）１面が確保できる広さで、少年サッカー場（80ｍ×50ｍ）２面としても利用す

ることができます。また、日除けのあるベンチ約500席分が

設置されます。さらに、夜間利用も可能となるよう照明設備

の設置も検討するとのことです。

　また、同時に建設される管理棟には、管理人室、会議室、

トイレ、更衣室、シャワールームを設置し、駐車場は身体の

不自由な方のための３台分を含む約150台分を整備します。

なお、屋上であることから地上から約７ｍの高さとなるため、

階段、エレベーター及び管理車両用スロープも設置されます。

　市内には多くのスポーツ団体がありますが、慢性的な運動

場不足が指摘されています。この運動広場が多くの利用者に

愛される施設となるよう、今後の整備を見守っていきたいと

思います。

発行：ひいろ健人事務所　船橋市海神6-11-9　℡ 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33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

■運動公園プール全面改修へ　～平成29年夏の再オープンを予定～

完成予想図　流れるプールの形はチーバくんをイメージ

サッカー場整備イメージ

老朽化が進む現在のプール

下水処理場の現況

■高瀬下水処理場の屋上にサッカー場が整備されます
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去る６月５日、議案質疑に登壇しました。今回は、現在の健康部・福祉サービス部の業務の見直しを行い、健康部を「健

康・高齢部」に改めるという「船橋市行政組織条例の一部を改正する条例」について市執行部と議論を行いました。以下、

その模様を要約してお伝えします。

日 色 　今回の組織改正の目的は何か。

総 務 部 長 　今年10月の保健福祉センター開設に合わせ、健康福祉局内の組織を改編し、また医療と介護・高

齢者福祉の連携をより強化し、地域包括ケアシステムをより一層推進していくため、組織を整備する。

日 　 色 　この組織改正により、具体的にどのような事柄が改善されるのか。逆の言い方をすれば、現在ど

のような点で不具合が生じているのか。

総 務 部 長 　地域包括ケアシステム体制の根幹をなす医療と介護の連携は特に重要であり、それを集約するこ

とにより連携が強化され、課題の共有や意思決定のスピード感等、効率的に構築に向け取り組むこ

とができると考える。また、事務処理の効率化も図れると考える。

日 　 色 　今の答弁では、改正の必要性について具体性がないと感じる。また、「健康・

高齢部」の名称について、「・」で区切られた一体性の無い名称に違和感がある。

過去に船橋市役所において、このような「・」で区切られた部が存在したこと

があるか。一体化できないのであれば別々の部として存在させるべきでないか。

総 務 部 長 　確かに過去に船橋市役所において部を「・」で区切ったことはないが、高齢者施策所管３課が移

管することを明確に示す必要があることから、今回「健康・高齢部」とした。

日 色 　「高齢」という文言の使用について、市民の受け止め方を十分に留意すべきではないか。

総 務 部 長 　「高齢」という文言について、様々なイメージをもたれるものだと感じているが、あくまでも年齢

層の区分として捉えている。今回の改正においては、高齢者施策を所管する部であることを明確にし、

これまでの健康部との関連もわかりやすく示すため「健康・高齢部」としたのでご理解いただきたい。

■６月議会議案質疑　～平成27年10月に「健康・高齢部」を新設～

　去る４月26日に執行された船橋市議会議員選挙は、定数50名に対して73名の立候補となる大激戦であったにもかかわらず、

投票率は伸び悩み、震災直後に行われた前回から約１％減の37.16％という低投票率となりました。市政に携わる者として、

有権者の３分の１強の方しか投票していただけなかったという状況を目の当たりにし忸怩たる思いがいたします。

　６月議会においても多くの議員が投票率向上策について質問していましたが、期日前投票所の拡充、学校における選挙教育

の充実などの意見が多く出されていました。

　しかしながら、やはり一番効果的なのは、選挙の当事者たる議員（候補者）が、日常的に市政の課題について有権者に情報

提供し、意見交換を行う過程において市政に関心をもってもらうことではないでしょうか。よく、「議員は選挙の前だけ挨拶

に来る」と言われますが、候補者に頼まれて投票所に足を運ぶのではなく、主体的に市政に参画し、その手段の一つとして議

員を選ぶ選挙に参加する有権者をいかに増やしていけるか、が投票率向上のカギになるのではないかと考えます。

　私も引き続き、定期的な市議会レポートの発行や市政報告会の開催を通じ、情報提供また意見交換を行っていきたいと思い

ます。

　去る６月29日、平成27年第２回定例会（６月議会）は市長提案の18議案他を可決し閉会しました。上記の議案のほか、マ

イナンバー制度導入に伴い必要な費用を計上した補正予算などが可決されました。（詳細は７月25日頃発行の「市議会だより」

をご覧ください）

■船橋市議選の投票率は37.16%

■６月議会閉会　～マイナンバー制度導入に伴う補正予算ほかを可決～

投票率トップ３

投票所 投票率

八木が谷小学校 47.89％

古和釜小学校 47.30％

古和釜中学校 47.13％

投票率ワースト３

投票所 投票率

西船児童ホーム 25.70％

葛飾小学校 26.77％

本中山６・７丁目集会所 26.87％
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去る６月11日、33回目となる一般質問に登壇しました。今回は、駐輪対策についてほか４点を取り上げ、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。

■６月議会一般質問
　～原付2種の受け入れに向けて、空家等対策特措法について、ほか～

★市営駐輪場における原付２種の受け入れについて ～出来る限り開放を！～

日 色 　今般公表された「自転車等の駐車対策に関する総合計画（素案）」において、昨年12月議会で私

が要望した、市営駐輪場における原付２種車両（51cc ～ 125cc）の受け入れを表明したことをまず

評価する。その上で、料金設定について自転車：原付１種（50cc）：原付２種を1：1.3：2にすると

のことだが、根拠は何か。国の指針に準じたとのことだが、原付２種は小サイズ化が進んでおり、

実態に即していないのではないか。

都市整備部長 　原付２種のサイズが様々存在し、最近は原付とあまり大きさの変わらない原付２種があることは

承知しているが、料金設定の基準として国の指針を用いることは妥当だと考えている。

日 色 　原付２種の普及により、その駐輪ニーズが高まっていることを受け、できる限り多くの駐輪場で

原付２種の受け入れを行うべきと考える。利用率が100％に達していない駐輪場では、原則受け入

れとすべきではないか。

都市整備部長 　空きはあるが受け入れをしないこととした駐輪場の中には、もともと原付の駐車可能台数が少な

いもの、日々の利用率が大きく変動するものもある。まずは７か所に原付２種を受け入れ、今後利

用者の動向を確認したい。

日 色 　駐輪対策について検討する「船橋市自転車等駐車対策協議会」の構成員に、二輪車ユーザーない

し事業者の代表者が入っていない。今後委員の改選時にこうした方を追加すべきと考えるがどうか。

都市計画部長 　自動二輪車の駐車問題は重要と認識しているが、当協議会は放置自転車問題を主に扱っているこ

とから、現在の委員構成がよいものと考えている。

★青少年行政について ～青少年総合対策の改定を！～

日 色 　現在の船橋市の青少年が直面する課題は何だと考えているか。

生涯学習部長 　地域社会における人間関係の希薄化などにより、基本的な生活習慣やコミュニケー

ション能力を身につけにくいこと、社会的・経済的に自立できる能力が身についていな

い、などが指摘されている。また、いじめや虐待、ネットトラブルなど新たな課題がある。

日 色 　そうした課題に対し、現在の青少年施策は十分なものと考えているか。

生涯学習部長 　各種事業を実施しているが、今後必要に応じ拡充を図っていきたい。

日 色 　青少年を取り巻く環境が変わっているのに、当市の青少年事業には全く変化が見られない。拡充

ではなく抜本的な見直しを行うべきではないか。

教 育 長 　青少年総合対策について、現在の状況や課題を踏まえて今日的な内容に見直しを図るよう青少年

問題協議会に諮りたい。事業の見直しについてその必要は感じるが、青少年問題協議会や各青少年

団体等の意見を聞きながら検討したい。

★空家等対策特別措置法施行と空家条例 ～今後の条例の扱いは？～

日 色 　空家等対策特別措置法の施行に伴い、当市の空家条例については今後どのように扱う予定か。条

例と法の目的・内容はほぼ同一と考えられるところ、速やかに廃止すべきと考えるがどうか。

市民生活部長 　法は本市条例の規定についても基本的に網羅されており、今後は法の規定に基づき空家対策を進め

ていく。特定空家以外の空き家に係る規制等について地域の実情に沿って条例で規定することも可能

であることから、改正或いは廃止について検討し平成28年度から新しい規定のもとで進めていきたい。

日 色 　法に定める空家等対策計画について、当市における検討状況は。

市民生活部長 　空家に関する諸問題を解消するため、総合的な対策を検討していく必要がある。市内全体の空き

家の実態把握や、協議会を設置することも含めて、今年度末をめどに検討を行う。
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■編集後記
３期目の任期がスタートしました。いつの間にか私も中

堅どころとなり、議会の中で果たすべき役割もまた新たな
ものがあります。引き続き初心を忘れることなく市政発展
のために働く覚悟です。� （健）

■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　36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青
年部長・健康福祉委員会委員長・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・
会派「市政会」代表
地域での主な活動:ボーイスカウト船橋第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.

活 　 動 　 日 　 誌

※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

　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。

　　　　　　　　　　「ツイッター」使っています。

　アカウントは＠HIIROTAKETOです。ちょっとしたつぶやきを

たまにつぶやいています。

■ホームページをご覧下さい

最近の主な活動の一部をご紹介します。

4月� 3日�（金）� 千葉県議会議員選挙
　～12日�（日）
4月� 7日�（火）� 市立船橋高校入学式
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
4月�10日�（金）� 障害者通所施設「アトリエプレジュ」落成式
4月�12日�（日）� 実践倫理宏正会朝起き会
4月�15日�（水）� 北一百寿会総会
4月�18日�（土）� 北一婦人会総会
4月�19日�（日）� 船橋市議会議員選挙告示日
4月�24日�（金）� 海神中学校ＰＴＡ歓送迎会
4月�26日�（日）� 船橋市議会議員選挙投開票日
4月�28日�（火）� 当選証書付与式
5月� 1日�（金）� 全員協議会
5月�10日�（日）� 本中山地区自治会町会連合会総会
5月�12日�（火）� 会派代表者会議
5月�14日�（木）� 国際交流協会総会
5月�17日�（日）� 市川青年会議所創立50周年式典
5月�20日�（水）� 議会　臨時会
　～21日�（木）
5月�21日�（木）� 船橋地区保護司会総会
5月�23日�（土）� 海神小学校運動会
　　　　　　　船橋稲門会総会
5月�29日�（金）� 議会　開会日
5月�30日�（土）� ５３０運動
5月�31日�（日）� 家庭倫理の会船橋市後援会
　　　　　　　西海神小学校同窓会設立総会
6月� 1日�（月）� 議会　議案等説明
　～�2日�（火）
6月� 5日�（金）� 議会　議案等質疑
6月� 7日�（日）� 船橋青年会議所６月例会
6月� 8日�（月）� 議会　一般質問
　～12日�（金）
6月�13日�（土）� 自由民主党千葉県連合会総会
6月�14日�（日）� 日本ボーイスカウト千葉県連盟年次総会
6月�17日�（水）� 議会　健康福祉委員会
6月�20日�（土）� 船橋三田会・船橋稲門会役員交流会
6月�24日�（水）� 船橋市障害福祉推進議員連盟設立総会
� �� 船橋市私立幼稚園教育振興議員連盟総会
6月�27日�（土）� 東葛飾支部消防躁法大会
6月�28日�（日）� 西海神小学校ＰＴＡバザー
6月�29日�（月）� 議会　閉会日

改選後の臨時会において新たな議会の構成が決まりまし

た。私は前期に引き続き中村静雄議員、渡辺賢次議員ととも

に会派「市政会」を結成、あわせて新人議員２名を迎えて５

名の会派となり、協議の結果、私が会派代表に就くこととな

りました。

会派は大人数の議会において、意思決定を行う過程で重要

な機能を果たしており、会派内での議論、研究がとても重要

です。代表として、風通し良く、闊達な議論のできる会派運

営を行って参りたいと考えています。

また、臨時会では各常任委員会をはじめとする役職につい

ても協議が行われ、私は健康福祉局・病院局を所管とする健

康福祉委員会の委員長となりました。健康福祉委員会の所管

は民生費を中心に一般会計の多くを占めており、その範囲は

非常に大きいです。毎議会の議案数も多く、五常任委員会の

中で最も忙しい委員会ではないでしょうか。大役ではありま

すが、円滑かつ公平な委員会運営を心掛けていきたいと思い

ます。

このたびの船橋市議会議員選挙におきまして、4,210票を

頂き、50名中（立候補者73名中）8位で3選を果たすことが

できました。大激戦の選挙でありましたが、引き続き市政の

一端を担わせていただくこととなり、責任の重さに改めて身

の引き締まる思いです。市民の皆様

からいただいたご信任にお応えする

べく、今後とも全力で市政に取り組

んで参りたいと考えております。今

後とも、皆様からのご意見、またご

支援を心からお願い申し上げます。

（公職選挙法の規定により、御礼の

ご挨拶を控えさせていただいており

ます。なにとぞご了承いただきます

ようお願いいたします。）

■4,210票を頂き３選■議会の構成決まる
　 ～会派「市政会」代表・健康福祉委員長に就任～

法律の規定により、暑中見舞など時候の挨拶に制限があります。


