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■令和2年を迎えて ～議長として、市政発展のために～

■市長・議員など特別職の期末手当引き上げを凍結
　 ～議員による修正可決は21年ぶり～

気持ちも新たに、令和２年を迎えました。
昨年は天皇陛下のご退位、新陛下のご即位によって新たな令和の時代が始まった節目の年となりました。関連する一
連の行事がつつがなく執り行われたことに安堵するとともに、皇室の長い伝統を通じて我が国の悠久の歴史と、未来へ
の希望を改めて考える契機となったのではないでしょうか。
また、我が千葉県にあっては、過去に例をみないような度重なる台風また豪雨被害に見舞われ、これまでにも増して
防災・減災に対する取り組みの必要性を感じさせる年となりました。
私個人としては、４月の市議会議員選挙において4229票を得て50名中６位で４期目の当選をさせていただいたほか、
改選後初となる５月の臨時議会において第62代市議会議長に選出され、議員としてまた議長としての新たな職責を担う
こととなりました。議長就任以来７か月余りが過ぎようとしていますが、議会運営のみならず対外的な行事等をはじめ
様々な公務に取り組む毎日です。
前回のレポートでもお伝えをしましたが、議長選出にあたり行われた所信表明において、私は①適法かつ公正中立な
議会運営を行うこと、②多様な意見を尊重しつつ、合意形成の出来る議会となるよう努めること、③議会の機能を高め
る不断の取り組みを進めること、④議会と市民との関係をより深く強いものとすること、⑤市長と緊張感ある適切な信
頼関係を構築し、綿密な情報の共有を図ること、の５点を掲げ、議長の職にあたることとしています。この７か月間、
精一杯職務にあたってきたつもりではありますが、市民の皆さんの期待に応える議会であったかどうか、まだまだ心許
ない状況です。
本年は議長として、所信に沿った議会の実現に向けて、他の議員の皆さんや議会事務局職員の方々との意思疎通を図
りつつ、具体的な取り組みを推し進め、その成果を求めていきたいと考えています。
現在、市は将来の財政悪化を見越して、行財政改革を強力に推進するとしています。この改革には、業務の効率化や
さらなる民間活力の活用、市民負担の見直しなど、市民生活に直結するいくつもの取り組みが挙げられています。この
ような市の取り組みに対し、市民の視点から行政を監視する議会の役割は非常に重要です。
今年、船橋市は人口64万人を越える見込みとなっていますが、同時に少子高齢化の大きな波にも立ち向かわなければ
なりません。市政の大きな転換期にあたり、船橋市の発展のため、議長としてその職責を果たしていきたいと考えてい
ます。市民の皆様の更なるご支援とご協力をお願いいたします。

令和２年　元旦　日　色　健　人

令和元年第３回定例会（12月議会）は去る12月20日（金）、市長提出の38議案ほかを可決し閉会しました。この中で
特筆すべきは、市長提出議案のうち、市長・議員など特別職の期末手当の額を引き上げようとする議案について、議員
提案により修正がなされたことです。
市長・議員など特別職の期末手当の支給率は、現在のところ年間で報酬月額の4.45か月分とされていますが、この率
は毎年行われる国の人事院勧告に準じて、一般職員と同様に毎年増減が提案されています。（民間の水準に合わせて上
げ下げが行われます）
今議会における提案は、人事院勧告に沿って0.05か月分を引き上げるものでしたが、これについて様々な意見があり、
引き上げについては今年度・来年度の２年間凍結するものとする修正案が会派自由市政会・公明党・無所属の議員から
提出され、審議の結果修正案が可決されました。当市議会において市長提出の議案が修正可決されるのは平成10年以来
21年ぶりとなります。
修正案が提出された理由としては、議員報酬を定めた条例の改正について、期間を区切って議論を行う必要があるこ
と、また今年度と来年度は行財政改革集中取組期間にあたり、その間に特別職の手当てを引き上げることは市民の理解
が得られないことなどがあげられました。
私は議長の立場でしたので採決には参加できませんでしたが、このように議会の中からさまざまな提案がなされ、よ
り民意に沿った市政が行われていくことが非常に重要だと考えています。より自由闊達な議会となるよう、今後も議会
運営に専念していきたいと思います。
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■市施設の使用料が改定されます
　 ～行財政改革の一環として～
今回の12月議会において、市が管理する公共施設の使用料について一斉に見直しを行い、
料金を改定する条例改正案が提案されました。これは、市営霊園や公民館、市民文化ホール、
少年自然の家、武道センター、運動公園、市民ギャラリー、船橋アリーナなど多岐にわたる
もので、施設の状況等に応じて早いものでは本年4月からの改定を行うものとなっています。
市は、見直しの理由として行財政改革の一環として、使用料の受益者負担の適正化を図る
ため、これまであいまいだった施設の使用料の算定根拠（計算式）を明確化して単価を算出し、
近隣他市の同種施設とも比較したうえで新たな使用料を設定したとしています。これにより、
一部の施設では使用料が下がる（公民館の中～小規模の集会室や、建設から年数が経過して
いる施設など）ものもありますが、市民文化ホールなどの大規模施設を中心に値上げが行われることになり、全体では
年１億６千万円ほどの増収になると見込んでいます。なお、値上げ幅の上限は２倍以内とされ、急激な負担増を避ける
ために、最大３か年をかけて段階的に引き上げられるといった対応も予定されています。
これに対し議会では、値上げによって利用が抑制される可能性はないか、また活動に影響がある団体が出てくるので
はないか、値上げの前に他の収入増を図る方策はなかったのか、等の質疑が続出し、通常１～２日で審査される常任委
員会が延べ７日間も開催され、利用団体の代表を参考人招致して話を伺うなど、活発な議論が行われました。
採決の結果、提案はいずれも賛成多数で可決されることとなりましたが、市にはさらなる業務の効率化を図るととも
に、使用料改定で増収となった収入を施設の維持管理に効果的に用いるなど、市民の理解を得る努力をさらに続けてい
ただきたいと考えます。（具体的な改定額は各施設またホームページでご確認ください）

■市議会でも防災訓練を実施
去る11月26日（火）、当市議会では初めてとなる防災訓練を実施しました。これは、災害発生時の議会の初動対応や、
避難にかかる連絡体制・避難誘導・安否確認などの訓練を通じて防災活動体制の充実強化をはかることを目的とするも
ので、議会が主体となって行うのは初めてのことです。（市庁舎全体での避難訓練は定期的に実施されています）
今回の訓練では、本会議開催中に震度6強の地震が発生して出火したとの想定で、議場における安全確保と避難、傍
聴者の避難誘導、議会フロア内に取り残された人の安否確認などを全議員および議会事務局職員参加のもと行いました。
なにぶん初めての取り組みであり、スムーズにいかない部分もありましたが、参加した議員からは「定期的に実施した
ほうが良い」「3.11の震災の時を思い出した」などと様々な意見が出されました。訓練に立ち合い、実施後に講評をいた
だいた中央消防署長からも、「このような訓練を継続し、更
なる防火・防災意識の向上を図っていただきたい」とのコ
メントがあったところです。
避難訓練と合わせて、自衛隊OBで現在は市の危機管理監
を務めていただいている国井松司氏から「非常時における
自治体の対応」と題して、東日本大震災時のご経験や先日
の台風・豪雨時の市の対応、また今後の課題等について講
話をいただくとともに、災害時の連絡体制等についても改
めて確認を行いました。
９月の台風15号の際には、当日午前より本会議が予定さ
れていましたが、停電や倒木の影響による市内の激しい交
通渋滞等により議員が予定時刻に参集できず、開会時間を
繰り下げる異例の対応となりました。議長として、あらゆ
る事態を想定して対処できるよう、日頃の備えを行ってい
きたいと思います。

地下駐車場に集合し、点呼を実施　逃げ遅れがいないか確認 危機管理監による防災講話

火災発生を想定し、口にハンカチをあてて議場から避難
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■新設小学校の校名は「塚田南小学校」に決定

■令和2年の「ふなばし市民まつり」は中止となりました

■子育て世代包括支援センターが開設されます

塚田駅南西側の旧AGCテクノグラス跡地においては、現在宅地開発が進んでいますが、来る令和３年４月に新たな小
学校が開校する予定となっており、建設工事が急ピッチで進められています。
船橋市における小学校の新設は、昭和60年代の市場小学校以来約35年ぶりとなりますが、このたびの新設小学校の
校名について、市民等からの案を募集が行われ、362件の応募がありました。寄せられた校名案の中から地域の意見等
も踏まえ、「塚田南小学校」が最終案として選定されました。今後、教育委員会会議と市議会の議決を経て、正式に決
定となります。

船橋の夏の風物詩ともいえる「ふなばし市民まつり」ですが、去る12月
12日に開催された、ふなばし市民まつり実行委員会において、令和２年度
の開催中止が決定されました。「めいど・いん・ふなばし」、「ジョイ＆ショッ
ピングフェア」、「ふれあいまつり（「船橋会場」「中山会場」「二和向台会場」
「習志野台会場」のすべて）、「船橋港親水公園花火大会」のいずれも今年
は開催されないこととなります。中止の理由として、令和２年度は、東京
オリンピック・パラリンピックが開催されることに伴い、警察の配置や警
備員の確保が難しく、ふなばし市民まつりを安全に開催するための十分な
体制を整えられないこ
とや、時期を変更して
開催するとしても、市
内各地域の行事との調
整、施設の確保等が困
難であることから、開
催中止の判断となった
ところです。
市民に親しまれてい
るイベントの中止は残
念ですが、やむをえな
いものとして受け止め
たいと思います。

市では、安心して妊娠・出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う、「子育
て世代包括支援センター」を今年1月から保健福祉センターの地域保健課内に開設します。このセンターは、妊娠・出産・
子育てに関するさまざまな不安や悩み等を相談できる窓口であり、妊産婦・乳幼児の実情の把握、妊娠・出産・子育て
に関する各種相談、支援プランの策定、関係機関との連絡調整を行うとのことです。
具体的には、窓口相談のほか母子健康手帳交付時の面談等の機会を活用して直接把握した情報や関係機関から得た情
報を集約し、支援が必要な人には継続的・包括的に支援するほか、より手厚い支援が必要な場合には個別の支援プラン
を作成し、医療機関や子育て支援機関、学校などの関係機関と連携していきます。
児童虐待や孤立した子育ての問題など、子育てを巡る環境は多くの課題があります。このセンターの設置により、船
橋市における子育ての悩みが少しでも解決していくことを願います。

今年の市民まつりパレードの模様 今年の市民まつりには五所川原市から立佞武多
（たちねぷた）も参加し盛り上がりました

工事が進む塚田南小学校 塚田南小学校完成予想図
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活 　 動 　 日 　 誌

■編集後記
昨年は選挙、議長就任と私個人にとっても大きな変化の

ある節目の年でした。今年は与えられた職責を果たし、成
果を出せるよう腰を据えて取り組む年としたいと思いま
す。� （健）

最近の主な活動の一部をご紹介します。

10月�5日�（土）� 実践倫理宏正会朝起き会
� �� 藤代孝七前市長叙勲を祝う会
10月�6日�（日）� 海神６丁目東町会敬老会
� �� 龍神社祭礼神輿渡御
10月�7日�（月）� しおかぜホール茜浜開所式
10月�8日�（火）� 議会　会派代表者会議
� �� 市川学園同窓会船橋支部総会
10月�9日�（水）� 千葉県市議会議長会役員会
10月�14日�（月）� 船橋大神宮子供相撲大会
10月�16日�（水）� いきいき同窓会体育祭
10月�17日�（木）� 関東市議会議長会総会
10月�18日�（金）� 船橋市戦没者追悼式
10月�20日�（日）� 前貝塚町会運動会
� �� 教育フェスティバル表彰式
10月�24日�（木）� 船橋市私立幼稚園教育振興大会
10月�27日�（日）� 西安市訪問団記念植樹式
11月�1日�（金）� 船橋商工会議所総会
11月�5日�（火）� 内外情勢調査会東葛支部例会
11月�6日�（水）� 全国市議会議長会評議員会
11月�7日�（木）� 全国都市問題会議
11月�9日�（土）� さざんか募金運動40周年記念式典
� �� 船橋市立特別支援学校いちよう祭
� �� 「市展」表彰式
11月�10日�（日）� 船橋市民マラソン開会式
� �� 農水産まつり
11月�11日�（月）� 優良納税表彰式
11月�15日�（金）� PTA研究大会
11月�16日�（土）� 首都圏津軽物産フェア
11月�17日�（日）� 船橋をきれいにする日
11月�18日�（月）� 議会　開会日
11月�23日�（土）� 三咲開墾150周年記念式典
11月�24日�（日）� 千葉県稲門祭
11月�25日�（月）� 議会　議案質疑
11月�26日�（火）� 市議会防災訓練
11月�27日�（水）� 議会　一般質問
　～12月�3日（火）
11月�30日�（土）� 千葉県消防音楽隊フェスティバル
12月�1日�（日）� 青年会もちつき
12月�6日�（金）� 議会　健康福祉委員会
12月�10日�（火）� 民生児童委員委嘱状伝達式
12月�14日�（土）� 船橋市医師会忘年会
12月�17日�（火）� 船橋青年会議所OB会望年会
12月�20日�（金）� 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　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。

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

※法律の規定により、年賀状等の時候の挨拶が禁止されています。何卒ご了承ください。

■未就学児が日常的に集団で移動する経路の安全点検について
　 ～交差点の安全改修を実施～
昨年５月、滋賀県大津市において、園外活動中に歩道を通行する園児
らが犠牲となる痛ましい交通事故が発生しました。この事故を受けて内
閣府等から、未就学児が日常集団で移動する経路について関係機関が連
携して安全点検および対策を講じるよう通知があったところです。
当市においても、子育て支援部が、保育園等の施設に対し、危険個所
把握のための調査を実施、その上で対象施設、市子育て支援部、道路管
理者、警察により点検を行ったとのことです。
保育園等の施設から、危険との指摘がされたのは360か所にものぼり
ました。具体的な指摘内容としては「歩道がない（狭い）」、「道路が狭く
車が速度を落とさない」「横断歩道にガードレールが無い」等さまざまで
すが、まず今年度は12か所について対策が行われることとなりました。

海神5丁目タイヤ館前交差点　横断歩道にガード
レールが無いため、対策工事が行われます

お知らせ
例年３月に開催しております「ひいろ健人市政報告会」
は公務の都合により本年は時期を変更して開催いたしま
す。開催日時等詳細は決まり次第お知らせいたします。
何卒ご了承ください。


