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■10月から可燃ごみの収集回数が変更になります
前回の市議会レポートでもお伝えした通り、市では可燃ごみの削減を通じた循環型社会の形成を目的として、今年の
10月１日から可燃ごみの収集回数を週３回から週２回に変更することとし、３月議会において周知啓発等に必要な費用
を計上した予算が可決成立しました。
変更の理由として市は、①収集回数の減をきっかけに、分別等への意識が高まり、ごみ減量が期待されること（他市
の例によると約５％の減）、②ごみ減量により、収集・焼却等処理経費の節減が見込まれること（５％減の場合、年間
約３億円の減）等を挙げています。また、こうした施策をとる背景には、当市が最終処分場を持たず、年間約10000 tも
の焼却灰を他県の最終処分場に委託して埋め立てていることや、当市の一人当たりの可燃ごみ排出量が県内他市や全国
同規模の都市と比較しても多い（有価物として回収できる雑がみが多く混入している、食品ロスの量が多い）ことがあ
げられます。
また、全国の政令指定都市・中核市計74市のうち、当市と新潟市を除く全ての市が週２回の収集で対応していること
も明らかになっています。
予算の成立を受け、市では現在町会・自治会をはじめとする市民への周知活動を開始していますが、このたび10月以
降変更となる収集日の案が公表されましたのでお知らせします。

なお、この収集日の変更に関連し、３月議会において下記のとおり質疑を行いましたのでお知らせします。

◎海神地区の収集日変更案� （※可燃ごみ以外の収集日の変更はありません）

町　名
可燃

不燃 資源
ペット 有価物 番地詳細

現収集日 10月１日～
海神１丁目 月水金 月木（夜） ４月 金 金

海神２丁目
月水金 月木（夜） ３月 金 金 １～22
月水金 月木（夜） ３月 月 水 23

海神３・４丁目 月水金 月木（夜） ３月 金 金

海神５丁目
月水金 月木（夜） ３月 金 金 1～15、20～29
月水金 月木（夜） ２月 金 金 16、17、19
月水金 月木（夜） ２月 金 火 18

海神６丁目
月水金 水土（夜） ３月 金 金 1～15、19～30、18（高架下より東側）
月水金 水土（夜） ２月 金 金 16、17、18（高架下より西側）

海神町２・３丁目 月水金 水土（夜） ４月 金 金

海神町西１丁目
月水金 水土（夜） ４月 金 金
月水金 水土（夜） ３月 金 金 船橋中央病院附属看護専門学校の２ヶ所のみ

海神町東１丁目 月水金 水土（夜） ４月 金 金

海神町南１丁目
月水金 水土（夜） ４月 金 金 下記以外
月水金 水土（夜） ４月 金 火 700番台、1730番台

★収集日とあわせて収集時間の見直しを ～共働き世帯の声を反映できないか～

日 色 可燃ごみの夜間収集開始時間について、共働きの世帯の方などから、「19時の
収集開始では帰宅が間に合わず、ごみを出すことが難しい」との声が寄せられて
いる。このまま収集回数を減らせば、なおごみ出しが困難になることが考えられ
るが、収集開始時間の繰り下げを検討できないか。委託業者が難しいと言ってい
るとのことだが、委託費の増額等も含め、再度交渉・検討すべきではないか。

環 境 部 長 確実に業務を履行できる業者は限られているほか、近年人員の確保がたいへん難しい状況である
と聞いている。ごみの収集運搬業においてはそうした傾向が一層顕著である旨、委託業者から確認
しているところ、たとえ賃金を上げたとしても、従業員の確保が容易でないことから、収集時間を
繰り下げた場合には勤務体制を維持することが難しいと聞いている。
収集回数の変更に向け、市民の皆様から様々なご意見やご要望が寄せられると考えているので、
収集業者と協議を行いながら課題の解決に向けて検討を行ってまいりたい。
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市内には旧石器時代から江戸時代までの200か所以上の遺
跡が確認されており、現在も発掘調査を通して新たな出土品
や古墳などが発見されています。このたび市文化課では、市
民の皆様に遺跡の大切さを知ってもらうため、最新の調査成
果を盛り込んだ「ふなばしの遺跡」を発行しました。図書館
や公民館で閲覧できるほか、文化課窓口や各図書館などで購
入（１部300円）することができるようになっています。
私も読ませていただきましたが、市内の主要な遺跡の概要
をはじめ、当市の３万５千年前からの歴史を豊富な写真等の
資料でたどることのできる大変興味深い冊子です。ぜひ多く
の市民の方に手に取っていただきたいと思います。

活 　 動 　 日 　 誌

■編集後記
ごみの収集回数減を巡っては様々なご意見をいただいて

います。市には丁寧な説明を求めるとともに、ごみ減量へ
の理解を深めていただけるよう私もしっかりと皆様の意見
に向き合っていきたいと思います。� （健）

※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

最近の主な活動の一部をご紹介します。

2月� 2日�（金）� 京葉５市議会議長会議員研修会
2月� 4日�（日）� 海神４・５丁目自治会ごみ減量説明会
2月� 6日�（火）� 会派代表者会議
2月�14日�（水）� 議会運営委員会
2月�16日�（金）� 船橋市私立幼稚園教育振興議員連盟勉強会
2月�17日�（土）� 海神児童ホームまつり奉仕
2月�19日�（月）� 議会　開会日
2月�20日�（火）� 議会　議案等説明
� ～ 23日�（金）
2月�24日�（土）� 船橋市消防局音楽隊第４回定期演奏会
2月�25日�（日）� ボーイスカウト船橋第３団B-P祭
2月�27日�（火）� 議会　議案等質疑
～ 3月7日�（木）
3月� 4日�（日）� 市政報告会
3月� 9日�（金）� 議会　総務委員会
3月�12日�（月）� 議会　予算決算委員会総務分科会
3月�11日�（日）� 海神公民館こどもまつり奉仕
3月�14日�（水）� 議会　市民環境経済委員会
3月�15日�（木）� 海神中学校卒業式
3月�16日�（金）� 海神小学校卒業式
3月�17日�（土）� さくら保育園卒園式
3月�18日�（日）� 船橋青年会議所３月例会
3月�20日�（火）� 西海神小学校卒業式
3月�21日�（水）� ボーイスカウト千葉県連盟スカウト活動発表会
3月�23日�（金）� 議会　予算決算委員会採決
3月�26日�（月）� 菊スカウト市長顕彰
3月�28日�（水）� 議会　閉会日
3月�31日�（土）� 自由民主党千葉県連支部長・幹事長会議
4月� 4日�（水）� 会派代表者会議
4月� 8日�（日）� 実践倫理宏正会　朝起き会
4月�10日�（火）� 海神中学校入学式
4月�11日�（水）� 西海神小学校入学式
4月�14日�（土）� 船橋稲門会幹事会
4月�15日�（日）� 船橋市テコンドー選手権大会
4月�16日�（月）� 保護司会西部分会打ち合わせ
4月�22日�（日）� 海神４・５丁目自治会総会
4月�25日�（水）� 議会　総務委員会
4月�27日�（金）� 議会研修会・海神中学校PTA歓送迎会
5月� 6日�（日）� 家庭倫理の会船橋市講演会
� �� 本中山地区自治会町会連合会総会� 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　39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
市支部事務局長、議会運営委員会委員長、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、LGBT・性の多様性を考える議員連盟会長、会
派「自由市政会」代表
地�域での主な活動:ボーイスカウト船橋地区スカウト育
成委員長（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.

■船橋市市制施行80周年記念『ふなばしの遺跡』が発行されました


