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■西海神小学校新校舎建設工事 東急・京葉都市ＪＶと契約締結へ
～予定価格の７割弱、約８億３千万円での落札に徹底質問～
このたびの９月議会において、西海神小学校改築（新校舎建設）工事請負契約の締結についての
議案が提出され、全会一致で可決承認されました。
新校舎建設工事の入札は、去る７月 22 日に実施され、表のとおり東急・京葉都市特定建設工事
共同企業体（ＪＶ）が８億 3300 万円（税抜き）で応札し、第１落札者となっていました。しかし、
２億５千万円を超える契約を市が行う場合には、議会の議決を経なければならないという条例の定
めに基づき、今回の９月議会に議案として上程されたところです。今回の可決承認を受けて、今後
本契約が締結され、早ければ年内から工事が始まります。（なお、電気・給排水・空調等内部の設
備工事については別途入札が行われています）
また今回、
東急・京葉都市ＪＶが落札した金額は市が予定していた価格（12
億 4400 万円）の 67％という非常に安い水準であったため、「契約が適正に履
行されないおそれがある」価格（これを「低入札価格」と呼びます）である
として、市の「低入札価格審査委員会」での審査が行われました。この審査
は、落札者から資料の提出や詳細な説明を受け、本当にこの金額で無理なく
工事が行えるのか、その内情を確かめるものです。
このような経緯によって提出された同議案に対し、私は会派「未来創造」
を代表して議案質疑に登壇し、質問を行いました。以下、その要旨をお知ら
せします。

船橋市立西海神小学校校舎改築工事入札結果
入札日時 平成 22 年７月 22 日 午前 10 時
No

業

者

名

入札額（税抜き）

1 東急建設・京葉都市開発ＪＶ

８億 3300 万円

2 松井建設・小田原工務店ＪＶ

８億 4270 万円

3 西松建設・京成建設ＪＶ

８億 6700 万円

4 淺沼組・木村建設工業ＪＶ

８億 6860 万円

（１）工事品質や安全の確保に問題はないか？～安かろう悪かろうでは困ります！～
Ｑ．日

色

 低入札価格での落札となったが、こんなに安くて大丈夫か、という思いがある。この金額で本当に契約が適正に履行さ
れるのか。工事品質や安全の確保、また弱いところにしわ寄せが行くことはあってはならないと考えるが、どうか。
また、低入札価格審査委員会ではどのような議論がなされたのか伺う。

Ａ．建築部長

 正直私どもも心配した。そのため、低入札価格審査委員会で調査するなかで、ひとつひとつ確認したが、たとえば仮設
材（足場材）はリースでなく自社で所有している、あるいは資材調達も集中購買によってかなり材料費が削減できるといっ
た説明があった。また、工期を綿密に計算し２カ月程度短縮することで経費の削減を図るということでもあった。こうし
たことから、市としても工事は可能と判断した。
 また、施工計画書のチェックはもちろん、市の監督密度を高め、中間検査についても通常の２回に加え計４回実施する
ことで品質管理をきちんとやりたい。
 下請けに減額を強いることはない旨の誓約書も提出させていることから、守られるものと考えている。

（２）落札した業者の実績は？
Ｑ．日

色

 落札した東急建設、あるいはＪＶである京葉都市開発はこれまで同種の学校校舎建設の実績をど
の程度有しているのか。また市はそれを把握しているのか伺う。

Ａ．財政部長

 東急建設については、平成 20 年度に竣工した都内の区立小学校の施工実績を確認している。ま
た同社の過去 15 年間においては、８つの小中学校の施工実績を有することを確認している。

（３）低入札価格審査委員会の運営は適正か？
Ｑ．日

色

 低入札価格審査委員会は市が定める会議の公開等の基準には当てはまらない会議とされてはいるが、議事録の作成や審
査結果の通知等の定めがなされておらず、不十分だと考える。この会議の運営について、今後ふさわしい体裁を整えるべ
きだと考えるが、どうか。

Ａ．財政部長

 議事録については現在作成していないが、これについては今後実施したい。他にも不十分な点が感じられるので、早急
に規定の整備を図り、新年度に向けて改善したい。

これで建設業者も決定し、平成 24 年３月の竣工に向けて建替え事業もいよいよ山場を迎えることになります。近隣の皆様にはしばら
くのご不便をおかけすることになりますが、最後まで安全第一に、素晴らしい新校舎建設を願いたいと思います。私も引き続き、事業の
進捗をチェックしていく考えです。
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～「偏りのない」市民の声を市政に、ほか～

去る９月 13 日、14 回目となる一般質問に登壇しました。今回は、
（１）
「偏りのない」市民の声を市政に反映するためにはど
うすべきか～無作為抽出方式の可能性について （２）子育て支援について の２点を通告し、市執行部と議論を行いました。
以下、その模様をお伝えします。
Ｑ．日

色

 行政が現在「市民の声」として把握しているものは、実際には限られたごく一部の層の声なのではないかと危惧
をする。あるいは、これら一部の声を聞いたということをもって、
「市民の声を反映した施策です」という行政の
正当性を主張するアリバイ作りに利用することもあってはならない。いずれにせよ現状を憂えているものである。
 そこで伺うが、現在行われている各種の方式によって、60 万市民の意見を偏りなく拾えているという自負は
あるか。また、今後あらゆる部署で市民の声を政策立案に反映する過程において、無作為抽出方式によって市民
の意見を収集する方式を積極的に採用するべきと考えるが、市の考えはどうか。

Ａ．企画部長

 無作為抽出を用いた方式は有効であり、市民の市政への参画意識の向上にもつながることから、今後も適切な
機会に実施したいと考えている。また、各担当部署にもこのような方式について紹介していきたい。

Ｑ．日

色

 保育のあり方検討委員会一次報告書について、第１回の会議で市から提示された３つの論点に対して、いず
れも抽象的あるいはすでに周知の事実を述べているにとどまり、なんら明確な回答を示していない。
 そこで伺うが、今後の委員会運営について、事務局である市はどのような姿勢で臨むのか。
特に、提示した３つの論点に対して、具体的かつ明確な回答を示せるよう会長以下委員会に対
しどのように要請ないし協議していくのか伺う。
 また、これらの結果が 23 年度予算案に反映されるとされているが、そのスケジュールに変
更はないか。市の所見を問う。

Ａ．子育て支援部長

 後半の委員会には、より具体的な検討事項を提示したいと考えている。また、来年度予算への反映について
は、今後の提言を踏まえ必要な施策について来年度の予算化を検討したい。

■議員って？市議会って？学生インターンの視点から…
８月～９月の２ヶ月間、ＮＰＯ法人ドットジェイピーの事業により、３名の大学生をインターン生として受け入れました。こ
れは、
『２ヶ月間という期間、
議員と行動を共にする事で、
議員の仕事はどんなものなのか、
どんな思いを持って活動しているのか、
政治は社会とどのようにつながっているのかを直接体験し、政治への関心を高め、自分の将来や今後の生活に活かす事を目的と
しています。』（同法人ＷＥＢより抜粋）との趣旨で、私自身も学生時代に議員事務所のアルバイトや選挙ボランティアの体験か
ら多くを学んだことを振り返り、受け入れに協力することとしたものです。
２ヶ月間、さまざまな行事や体験に取り組んだ学生から下記のような感想をいただきました。普段政治とかかわることの少な
い学生にとって、議員や市議会がどのように映ったのか、ご紹介したいと思います。
Ａ君（20 歳男性・大学２年生）
今回私は議員インターンシップという制度で２カ月間、日色議員と一緒に過ごさせていただきました。インターンに参加する前までの政治及び政
治家に対するイメージは正直あまり良いものではありませんでした。というよりも自分にとって政治家は、遠い存在でした。しかし今回のインター
ンで様々な施設の視察や、勉強会に参加させていただいて市政をとても身近に感じることが出来ました。また政治家の方それぞれの方法で市民、市
政に貢献しているということも学びました。今回多くの時間を日色議員と過ごさせていただいたことで日色議員の真面目で市民に対して誠実な人柄
を感じることが出来ました。
この様なすばらしい機会と場を提供して下さった日色議員に感謝したいと思います。
Ｂさん（20 歳女性・大学３年生）
私は今回、
“政治の世界を見てみたい”
“自分自身を変えたい”という思いから議員インターンシップに参加し
ました。
無人島体験、キャンプ教室、小学校・高等学校視察、ビラ配り、市長・副市長との面会、議会・裁判傍聴など、
普段の生活では味わえない貴重な体験をさせていただき大変勉強になりました。
議員の活動というのは政治分野のみかと思っていましたが、今回のインターンシップを通して非常に幅広い活 学生と議会について語り合う
動をされていることがわかりました。そのことから受けた印象は一言で表すと“忙しい”です。市民の方々のことを常に念頭に置いて日々行動され
ていて、議員の真剣かつ熱心な姿勢を実際に見て私の議員に対するイメージは一転しました。
今回の活動でたくさんの方々と出会い交流ができたことは、私にとって大きな収穫です。日色議員を始め、私と関わってくださった全ての皆さん、
本当にありがとうございました。
Ｃさん（20 歳女性・大学２年生）
２ヶ月間のインターンシップでは無人島事業の手伝い、議会の傍聴、保育のあり方検討委員会の傍聴と意見書の作成、裁判の傍聴、と様々なこと
を経験させていただきました。無人島のオリエンテーションでは子どもたちと一緒に一日のキャンプをしました。普段の生活では関わることのない
小学生と、一緒の時間を過ごせて楽しかったです。
議会の傍聴は今回が初めてでした。今までは議会でやっていることをほとんど知りませんでしたが、議会の流れが少しわかったと思います。
今回のインターンシップで、議員さんが議会以外にも多くのことをされていることを知りました。この２ヶ月間は一生で今しか経験できなかった
ことだと思います。日色議員には大変お世話になりました。本当にありがとうございました。
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■青少年にもっと自然体験の機会を！
今年の夏は、多くの時間を自然の中で市内の子供たちと過ごすことになりました。所属するボーイスカウトの夏季キャンプで
乗鞍岳へ、続いて（社）船橋青年会議所の事業で千葉県鋸南町にある無人島「浮島」へ、そして最後に毎年恒例となったアウト
ドアキャンプ教室の奉仕で市青少年キャンプ場へ…
猛暑もあいまってすっかり日焼けしてしまいましたが、いずれのキャンプでも、子供たちの活き活きとした表情と歓声に包ま
れて、心地よい疲れを感じるひとときでもありました。
はたしてこれが議員のするべきことか（もっと政務調査に邁進すべし）
、とお叱りのむきもあるかもしれませんが、私はこれ
までも青少年の健全育成をみずからのライフワークのひとつと定めて取り組んできました。
私は５歳の時からボーイスカウト活動に参加し、多くの自然体験を得てきました。自然の中で得た
「体験」から、今日の私が形作られているといっても過言ではありません。
自らが地域に与えてもらった経験（機会）を、今度は私が地域の子供たちに伝えていく番であろう
という使命感のもと、日々取り組んでいますが、近年ますますこの取り組みの困難さと、だからこそ
の重要性を感じています。
それは、接する子供たちの自然体験の圧倒的な不足と、取り巻く自然環境の減少です。
毎年行っているアウトドアキャンプ教室に参加する数百名の小学生のほとんどが、他のキャンプの経験がありません。かつて
は夏休みに町内の子供会などが主催して行われていたところが多かったと思いますが、市内の子供会組織は近年減少の一途をた
どっています。市の青少年キャンプ場も、夏休みにも関わらず土日以外は空きが多いのが現状です。
また、たき火をするのも初めて、という子供も少なくありません。考えれば当たり前で、密集した市街地では煙の問題、そも
そも集合住宅では庭すらなく、台所ではオール電化、となれば火に接する機会すらない可能性もあります。
同時に、私が小学生だった 20 年前と比較しても格段に身近な自然は減っています。私にはかろうじて、水田のあぜ道を走り、
水路でザリガニを釣り（落ちて泥だらけになり）
、海神山と呼ばれた裏山で秘密基地を作り、という記憶がありますが、いまや
水田はアパートと都市計画道路になり、裏山は公園になりました。
これはこれで仕方のないことですが、今の子供たちの生活には、土に触れる機会すらないのが現実ではないでしょうか。
火や土に触れないことがなぜいけないのか、それこそ文明の進歩、利便性の向上ではないか、とおっしゃる方もいるかもしれ
ません。
しかし、私だけでなく多くの方は、自然と触れあい、その偉大さ、美しさに触れることでもたらされる喜びや驚きが人生を豊か
にすることを知っています。人もまた自然の一部であり、自然とともに私達の命があることも理解できるでしょう。しかし、この
まま青少年期に自然に触れる機会を持たないままに成人していく子供たちが、どのような大人になるのか、想像ができません。
自然体験と子供の成長に関して、興味深いデータがあります。国立青少年教育振興機構の「子どもの体験活動の実態に関する
調査研究」（中間報告）によると、20 代～ 60 代の成人 5000 人に対して、子どものころの体験（自然体験や動植物とのかかわり、
友達との遊び、地域活動など）と大人になったときの資質や能力の関係について検証したところ、下記のような結果が得られた
とのことです。

結果①

子どもの頃の体験が豊富な大人ほど、やる気や生きがいを持っている人が多い

■

子どもの頃に「自然体験」や「友だちとの遊び」などの体験が豊富な人ほど「もっと深く学んでみたいことがあ
る」といった物事に対する意欲や関心「電車やバスに乗ったとき、お年寄りや身体の不自由な人には席をゆずる」と
いった社会における規範意識「社会や人のためになる仕事をしたい」といった職業意識が高くなる傾向がみられた。
【成人調査】
意欲・関心（現在）

多
少
自然体験 ︵子どもの頃︶

高

42.8

29.2
18.3

42.9

27.9

41.0
20％

40％

（自然体験）
・海や川で貝を採ったり、魚を
釣ったりしたこと
・海や川で泳いだこと
・太陽が昇るところや沈むところ
を見たこと
・夜空いっぱいに輝く星をゆっく
り見たこと
・湧き水や川の水を飲んだこと

（詳細は機構ＨＰ

17.3

40.7
60％

80％

100％

（意欲・関心）
・もっと深く学んでみたいことが
ある
・なんでも最後までやり遂げたい
・経験したことのないことには何
でもチャレンジしてみたい
・分からないことはそのままにし
ないで調べたい
・いろいろな国に行ってみたい

http://www.niye.go.jp/）

なんでも最後までやり遂げたい（現在）
とてもあてはまる
あまりあてはまらない

何度もある
少しある
ほとんどない

ややあてはまる
まったくあてはまらない

33.6

52.0

24.6

13.5

55.4

22.0

19.5

54.1

0％

夜空いっぱいに輝く星を
ゆっくり見たこと
︵子どもの頃︶

0％

40.0

低

海や川で貝を採ったり︑
魚を釣ったりしたこと
︵子どもの頃︶

図1．子どもの頃の「自然体験」と現在の「意欲・関心」との関係
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もっと深く学んでみたいことがある（現在）
とてもあてはまる
あまりあてはまらない

何度もある
少しある
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0％
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23.5

ややあてはまる
まったくあてはまらない
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47.4

20％

14.3

40％

16.8
25.8
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1.1
1.3
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船橋市の子供にとって、自然体験とは、もはや大人が意図して用意しなければ自分で得られるものではない時代となったよう
です。いかに多くの子供たちに機会と体験を提供できるか、家庭・教育機関・行政、そして市民の取り組みが求められていると
考えます。
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■９月議会～その他の議案
１面で紹介した西海神小学校改築工事請負契約以外にも、
今回の９月議会では市長から全 13 件の議案が提出され、審
議の結果、いずれも可決されました。主なものとしては、高
校無償化政策の実施に伴い、市立船橋高校の授業料を無償と
する条例や、西浦下水処理場の更新工事に関する契約、また
老朽化のために建て替えられることとなった法典公民館建替
建築工事の請負契約などがありました。
詳細な議決結果や質疑の模様については、10 月 25 日頃発
行予定の「市議会だより」をご覧ください。

活

動

日

誌

最近の主な活動の一部をご紹介します。
７月17日（土）
７月19日（月）
７月20日（火）
７月21日（水）
７月22日（木）
７月24日（土）
７月25日（日）

船橋稲門会幹事会出席
二子町子ども会スイカ割り大会
会派打合せ
市民まつりフリーマーケット準備
市内保育園・母子ホーム視察
市民まつりフリーマーケット出店
船橋小学校建て替え地元説明会
海神南町会夏まつり
市民まつり清掃奉仕
７月27日（火）
～ 市議会レポート作成・校正
７月31日（土） 龍神社盆踊り
８月１日（日） 船橋青年会議所無人島事業説明会
本中山地区連合町会盆踊り
８月２日（月） 横浜市保育行政視察
８月３日（火） 船橋青年会議所８月例会出席
８月４日（水） 二葉幼稚園理事会出席
８月６日（金） 実践倫理佼正会朝起き会
関東若手市議会議員の会総会・研修会
８月７日（土） 船橋稲門会暑気払い
８月８日（日） 無人島事業オリエンテーション
８月９日（月） 市立船橋高等学校視察
８月12日（木） ボーイスカウト隊夏キャンプ奉仕
～15日（日） 於：国立乗鞍青年交流の家
８月20日（金）（社）船橋青年会議所無人島事業
～22日（日） 於：鋸南町 浮島
８月23日（月） アウトドアキャンプ教室奉仕
～27日（金） 於：市青少年キャンプ場
８月28日（土） ボーイスカウト船橋３団上進式
８月29日（日） 船橋市総合防災訓練参加
８月30日（月） 議会 議会運営委員会
９月２日（木） 議会 開会日
９月３日（金） 船橋市立若松小学校視察
（小中一貫教育の取り組み）
９月４日（土） いきいき船橋子育て教育フェア
９月９日（木） 議会 議案質疑に登壇
９月10日（金）
議会 一般質問
～16日（木）
９月11日（土） 海神中学校運動会参観
９月12日（日） 『スカウトの日』清掃奉仕
海神４・５丁目自治会敬老会出席
海神町南町会敬老会出席
９月16日（木） 船橋市私立幼稚園ＰＴＡ連合会評議員会
９月18日（土） 早稲田大学校友会千葉支部１２５周年行事
９月19日（日） 本中山地区自治会町会連合会敬老会出席
海神６丁目西町会敬老会出席
９月21日（火） 議会 総務委員会
９月24日（金） 東京地裁にてインターン生と裁判員裁判を傍聴
９月25日（土） ゆめ半島千葉国体開会式参観
９月28日（火） 議会 閉会日
など
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■市政相談うけたまわります
身近な道路の危険個所、また各種福祉サービスの申請方法
など、
「困っているけれどどこに相談したらよいかわからな
い」といったご相談ごとがございましたら、お気軽にご連絡
ください。市役所や事務所で、さしつかえなければお宅まで
出向いてお話を伺うことも可能です。
必ずしもすぐに解決できる問題ばかりで
はないかと思いますが、まずはお知らせい
ただくことから始まります。また、
「船橋
市の財政が心配」といった疑問にもご説明
をいたします。
身近な街の市議会議員として、ひいろ健人
をどうぞお呼びください。
（必ず事前にお
電話ください。＜ 047-420 － 1800 ＞まで）

■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。
「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。

■朝の駅頭活動スケジュール
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

※公務・急用・荒天などにより変更する場合があります。

■日色 健人（ひいろ・たけと）プロフィール
1978年船橋市生まれ 31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）
。2007年4月の船橋市議会議員選挙において
3457票を頂き初当選。現在1期目。総務委員会副委員長・
会派「未来創造」所属
地域での主な活動:ボーイスカウト船橋第3団団委員・船
橋稲門会（早大OB会）幹事、ライオンズクラブ国際協会
333-Cレオ地区監査、船橋市国際交流協会会員、日本山
岳会会員、㈳船橋青年会議所会員
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.
（意志あるところ必ず道あり）

■編集後記
任期も残すところ半年余り、いよいよ来年は改選を迎
えます。焦る気持ちもありますが、まずは地に足をつけ
て、
日々の活動をおろそかにしないよう心がけています。
（健）

