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■ 議長就任1年を経て～困難なときこそ、議会の役割を果たしたい～
新型コロナウイルス感染症の猛威が今なお収まりません。船橋市におい
ても 7 月末までに約 230 名を超える方の感染が確認され、現在でも増え続
けています。罹患された皆様に心からのお見舞いを申し上げるとともに、
それぞれの立場でこの難局にご対応いただいているすべての皆様に深い感
謝と敬意を表したいと思います。
感染症の拡大により、市議会の活動も大きな影響を受けました。2 月末
に突如全国一斉休校の要請が発表されたことに伴い、急きょ対応にあたる
こととなった市執行部に配慮し、新年度予算審議の真っ最中だった 3 月議
会の日程も変更を余儀なくされたほか、3 月 1 日には市内で初の陽性患者が
確認され、一気に警戒の度合いが高まる中、3 月 25 日に新年度予算案の採
議場も全員マスク着用（市議会 HP から）
決を経て閉会にいたるまで大変緊張した議会運営となりました。その後、
5 月中旬から開かれた 6 月議会および臨時議会では、緊急事態宣言期間中に専決処分（緊急を要し、議会を開くいとまが無いと
して議決によらず市長が決定すること）されたものを含むコロナ対策関連補正予算等について、感染防止対策を講じながら審査・
採決が行われましたが、一般質問など通常の審議日程を一部短縮するなど、変則的な議会運営に苦心する毎日でした。
このような中、昨年 5 月に議長に就任してから丸 1 年を経過することとなりました。コロナの蔓延がなければ今頃船橋市のみ
ならず世界中がオリンピックに熱狂し、市内外での各種行事に慌ただしく過ごしていたであろうことを想像すると、違う世界に
迷い込んでしまったかのような感覚がぬぐえませんが、
このような非常時に議長の職責を担うことの重みを改めて感じています。
コロナ対策については、国の数次にわたる補正予算成立をはじめ、大変巨額の予算が投じられているほか、各自治体におい
てもそれぞれ独自の取り組みが行われています。これらが迅速に実施され、生活や事業に支障を生じている方々に届けられるこ
とはもちろん大事なことですが、その過程において、
「本当にこれが最適な予算の使い方か」「不足している部分はないか」
「適
切に事業は執行されているか」と、市民の立場でチェックする議会の役割は非常に重要だと考えています。私は議長として、こ
のコロナ禍にあっても議会の機能を損なうことなく維持し、全ての議員の皆さんが真摯かつ十分な議論を展開することにより、
議会の役割を最大限発揮できるよう、これからも全力で職務に取り組む決意です。
私は昨年 5 月、当市議会初となる所信表明の機会を経て議長に選出されました。所信においては、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 つを掲げ、この 1 年間片時も忘れることなく務めてきたつもりですが、いずれもいまだ道半ばであ
ると感じています。
同僚議員の皆さんのご理解と議会事務局の皆さんのお支え、市執行部の協力を得て、引き続きこの難局を乗り越えて市民生
活の向上のために努力する所存です。市民の皆様のご理解とご支援を心からお願いいたします。
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■ 新型コロナ関連の最新情報は船橋市ホームページで!
新型コロナウイルスの感染拡大により、市民生活に大きな影響が出ています。本レポート
においても関連する情報をお知らせしようと考えましたが、日々刻一刻と状況が変化してお
り、印刷～配布に時間を要する紙のレポートでは最新の情報をお伝えするのが困難です。
最新の感染状況、個人・事業者への各種支援策、公共施設の開館や市関連イベントの開催
状況、子育て・学校についての情報はぜひ船橋市ホームページを随時ご確認ください。
特に、市内における陽性患者発生状況については、
「ふなばし情報メール」で毎日配信さ
れています。このメールサービスでは災害時の避難情報等も提供されることから、ぜひ多く
の市民の皆さんに登録をお願いしたいと思います。

◀市ホームページ QR コード

◀ふなばし情報メール登録はこちら
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■ 市民の 3 割は災害への備えをしていない !?
～令和元年度市民意識調査から～

いつどこで自然災害があってもおかしくないというのは多くの方
備えをしていない理由
（％）
が認識されていることと思いますが、それでは実際に災害に備えて
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面倒だから
いる人はどのくらいかというのが、
4 月に発行された市民意識調査で
28.9
保管場所を確保できないから
明らかになりました。無作為抽出の市民 3000 名にアンケートを送り、
費用がかかるから
23.7
気にならないから
23.1
回答のあった 1425 人のうち、「日頃から災害への備えをしています
避難経路や避難方法の確認方法がわからないから
15.4
か」という問いに「はい」と答えた方が 63.1％、
「いいえ」が 36.4％ 隣近所と交流を持つことに抵抗を感じているから
7.5
安否確認の手段がわからないから
6.6
という結果です。昨年一昨年も同種の設問がなされており、いずれ
その他
10.2
無回答
3.1
も 34.1％、29.2％の方が「備えをしていない」と回答されています。
〔n=519〕
調査時期は昨年 8 月、台風襲来の直前ということもあり、現在で
は多少は改善されているかもしれませんが、3 割の方が災害に対し
何の備えもなく暮らしておられるという事実に正直驚かされます。船橋市の人口 64 万人の 3 割、約 20 万人が丸腰で自然災害の
前に立ちすくんでいるという事実にもっと目を向けなければならないのではないでしょうか。
「備えをしていない」と回答された方の理由のうち、もっとも多い理由は「面倒だから」が 37％、
つまり 64 万人× 3 割× 0.37 ＝約 7 万人がそう感じていらっしゃることになります。こうした層への
啓発をさらに進めることが求められます。6 月の九州豪雨を例に上げるまでもなく、コロナに関わ
らず自然災害は襲い掛かってきます。この感染症蔓延下に当市の避難所に市民が殺到し、食料の配
給や給水、仮設トイレに多くの人が列をなす光景を想像するに背筋が寒くなります。今のうちから
市民おひとりおひとりが備蓄をさらに進めていただきたいと思います。
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最近の活動のうち主なものをご紹介します
5月 19日（火） 議会運営委員会
開会日

5月 28日（木） 議会

議案および行政報告に対する質疑

～ 29日（金）
6月 3日（水） 議会

健康福祉委員会

日色健人

6月 8日（月） 会派代表者会議
6月 10日（水） 議会

閉会日

6月 16日（火） 保護司会定期駐在

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。

6月 19日（金） 市議会ICT推進にかかる協議会
6月 21日（日） ボーイスカウト船橋第3団団会議
6月 22日（月） 議会運営委員会
6月 24日（水） 健康福祉委員会
開会日

6月 26日（金） 臨時議会

議案質疑

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

6月 29日（月） 健康福祉委員会
6月 30日（火） 臨時議会

閉会日

7月 1日（水） 第70回社会を明るくする運動

出発式

全国市議会議長会基地協議会理事会

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）

7月 3日（金） よつばのクローバープロジェクト参観
7月 6日（月） 会派代表者会議
7月 8日（水） 健康福祉委員会
船橋青年会議所OB会幹事会
7月 9日（木） 北千葉道路建設促進期成同盟要望活動

■編集後記

7月 12日（日） 龍神社清掃奉仕
7月 13日（月） 健康福祉委員会作業部会
7月 16日（木） 議会運営委員会
7月 20日（月） 健康福祉委員会


検索

■日色 健人（ひいろ・たけと）プロフィール

6月 15日（月） 健康福祉委員会

6月 25日（木） 臨時議会

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。

5月 20日（水） 議案等説明
5月 22日（金） 議会

■ ホームページをご覧下さい

ほか

何かと気の晴れない日々が続きますが、このような時
だからこそ、顔を上げ、前を向いて進みたいです。感染
予防に取り組みつつ、一日一日を丁寧に過ごしたいと思
います。

※法律の規定により、暑中見舞いなど時候の挨拶に制限があります。何卒ご了承ください。

