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■京成海神駅バリアフリー化へ一歩前進！
～京成電鉄が事業着手に柔軟な姿勢示す～
去る６月 15 日に行われた私の一般質問において、京成海神駅バリアフリー化について、
京成電鉄がこれまでの姿勢を変更し、事業着手に柔軟な姿勢を示していることが明らかにさ
れました。以下、質疑の模様をお伝えします。
Ｑ．日

色

 京成海神駅のバリアフリー化については、今回の選挙においても地元から
１日も早いバリアフリー化を
大変多くの要望を頂いている。平成 23 年３月 31 日に「移動等円滑化の促進
に関する基本方針」が改正されたことも踏まえ、この問題に今後どのように取り組んでいくつもりか。また、事

業者である京成電鉄との交渉はどのような状況にあるか、地元の期待も込めて所見を問う。

Ａ．企画部長

 方針改正により、
一日当たり 3,000 人以上の乗降客数の駅については平成 32 年度末までにすべてをバリアフリー
化することとなされた。基本方針改正前の京成電鉄は、
『一日当たりの乗降客数が 5,000 人以上でありながら未
整備である駅』のバリアフリー化を優先する考えを示していたが、基本方針改正後に今後の整備方針を照会した
ところ、『乗降客数 5,000 人以上の駅の整備にめどがつく前であっても、3,000 人以上の駅のバリアフリー化に着
手できる』旨の考えが示された。
 市としては、海神駅のバリアフリー化は地元の要望が非常に強いことから、早期実現に向けて、早急に京成電
鉄と協議を行っていく予定である。

Ｑ．日

 この４年間で初めて、一歩進んだ答弁をいただいた。ぜひ、この機を逃さず、一日も早いバリアフリー化の実
現に向けて引き続きご努力をいただきたい。

色

これまで京成電鉄は、海神駅をはじめとする乗降客数 5,000 人以下の駅の整備については非常に消極的でしたが、その姿勢を
大きく転換し、整備順についても柔軟に検討するようになったと考えられます。
市に対しては、引き続き京成電鉄に働きかけを続けること、また協議が整った場合には速やかに補助等の予算措置を行うよう
に私からも申し入れを行いました。
地元の悲願とも言えるこの問題について、一日も早い実現のためにこれからも取り組んでまいります。

■国家公務員船橋体育センター跡地（行田）の取得を表明！
同じく６月 15 日に行われた私の一般質問において、市長は行田団地にある「国家公務員船
橋体育センター」跡地を市として取得する方針であることを表明しました。以下、質疑の模様
をお伝えします。
Ｑ．日

Ａ．市

色

長

 行田の国家公務員船橋体育センター跡地について、市内に残された数少な
いまとまった土地であり、取得を目指すべきと考えるが、現在の状況はどうか。
必ずしもスポーツ施設に限らず、多角的な活用も視野に入れ、まずは用地の確
保を目指すべきと考えるが所見を問う。

市民要望に応える活用を

 跡地については今年３月に総務省から財務省に移管され、近いうちに市に対し取得要望の照会がなされると聞
いている。これまでは、建物付きの買い取りが前提となされており、取得は難しいとしていた。しかし、有償で
はあるものの使用用途によっては借地も認められることや、数年に渡っての買い取りが可能であること、また建
物の解体費用が用地の取得費から差し引かれることなどの条件面の弾力化が図られ、状況も変化してきた。私と
しても、これだけまとまりのある用地であるので、市民要望の強い運動施設、また市として喫緊の課題である福
祉施設、さらには防災機能の強化を可能とする施設の展開など、多角的な視点で本用地の活用を検討できないか
考えていた。
 将来の船橋市の街づくりのためにも、当該土地に関する基本的な構想を策定し、財源を工夫しながら取得する
方向で検討してまいりたい。

平成 21 年３月末に施設が閉鎖されて以来、跡地取得の要望が繰り返しだされていたこの問題について、今回の質疑により取
得という大きな方向性が示されました。普通に買い取れば数十億円規模の予算が必要な一大プロジェクトとなることが想定され
るだけに、財源確保はもちろん、利用についての基本構想についても、将来を見据え、地元要望も十分にくみ取りつつ、より良
いものを求めていきたいと考えます。
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■議会改革の取り組み始まる！
～
「議員のあり方検討特別委員会」委員長に就任～
昨今の地方議会を取り巻く状況は非常に厳しいものがあります。
「議会はなにをしているのか」
「議員の数が多いのではない
か・・・」など、市民から厳しい指摘を投げかけられることも珍しくありません。
このような声を踏まえ、今回の議会において私が所属する会派「自由市政会」では議会改革を検討するための一連の会議体の
設置について他会派とも共同で提案し、必要な条例改正等が可決されました。提案のポイントは以下の通りです。
改革のための検討機関イメージ
①「議会改革全員協議会」の設置
・議 員 50 人全員で構成し、議会のあるべき姿についての理
念を共有する。
・「( 仮 ) 船橋市議会改革大綱」を取りまとめる。
②「議員のあり方検討特別委員会」の設置
・議員定数、議員報酬、議会事務局の機能強化等、議員の待
遇や議会費に関する事項を調査研究する。
③「広報委員会」の設置（常任委員会化）
・現在、議会報のレイアウト編集のみを担当している広報編
集委員会を常任委員会に格上げし、議会の広報広聴機能の
強化を図る。

議会改革全員協議会
船橋市議会のあるべき姿、理念を共有するための
「船橋市議会改革大綱」を取りまとめる。

議員のあり方
検討特別委員会
・報酬、定数等、議員の
あり方について調査研
究を行う。

議会運営委員会

広報委員会

・定例会に関する協議の
ほか、議会の運営に関
する改革事項の協議を
行う。

・議会の広報公聴に関す
る協議を行う。

今回の提案にあたっては、微力ながら私が中心となって定例会開会前から他会派との調整を行い、設置にこぎつけることがで
きました。これまでさまざまな改革案はあっても、それをどのように協議していくかだけで多くの時間を費やしてきましたが、
今回、受け皿となる委員会が明確に設置されたことで、論点が整理され、迅速に協議が進むことが期待されます。
また今回私は、新たに設置された「議員のあり方検討特別委員会」の委員長に就任しました。２期目での特別委員長就任は異
例のことですが、市民の関心も高い報酬、定数等についてそのあるべき姿を調査研究し、提示することが求められています。意
見の分かれることが必至の委員会を担うこととなり重責を感じていますが、議会への信頼を高め、より高いレベルの市政を実現
するために避けては通れないものと考えます。皆様からのご意見をお待ちしております。

■船橋市議選

投票率は 38 . 07％

今回の市議会議員選挙は、全体の投票率が 38.07％となり、４年前にくらべて４％以上も下落しました。全体的には、北部地
域で投票率が高い半面、南部・西部のマンションが多い地域で低投票率が目立ちます。
投票日当日は好天だったにも関わらず大幅に投票率が下がった背景には、震災の影響で十分に選挙の告知、またいわゆる選挙
のムードが高まらなかったこともあるかと思いますが、残念ながら市民の皆さんの市政に対する関心の低さが伺えます。
これについては、市民に市政の情報が十分に行き届いていない、議論を喚起できていないことの裏返しでもあり、現職の議員
としては忸怩たる思いがあります。引き続き情報提供に努めるとともに、市政の課題について市民の皆様とともに議論を深めて
いく努力を続けていきたいと思います。
また、「選ぼうにも候補者に関する情報が少ない」 投票率トップ３
1 位 小室公民館
53.64％
との声を多く伺いました。私はホームページ等も活
用しましたが、必ずしもすべての候補者がそのよう
2 位 松が丘児童ホーム
52.67％
な対応をしているわけでなく、ポスターと選挙公
3 位 古和釜小学校
51.01％
報、期間中の演説だけでは確かに情報不足は否めま
投票率ワースト３
せん。
1 位 本中山 6・7 丁目集会所
26.18％
公職選挙法の見直しなども含め、この低投票率の
2 位 西船児童ホーム
27.74％
改善には船橋市だけでなく、国全体として取り組む
3 位 海神南小学校
27.91％
必要があると考えています。

■ 6 月議会～震災復旧関連議案を中心に
～被災住宅補修に市独自の支援制度を創設～
去る６月 27 日、６月議会は市長提出の９議案すべてを可決承認し閉会しました。今回の議会には、東日本
大震災によって発生した市内での被害復旧にかかる議案が多く提出されたほか、西浦下水処理場の増設工事を
日本下水道事業団に委託するものなどがありました。
（詳細については７月 25 日発行予定の「市議会だより」をご覧ください）
なかでも、震災で被害を受けた住宅のうち、国・県の補助対象にならない一部損壊の住宅を中心に市が独自に修理費を援助す
る制度が創設されました。
（予算額約３億円）
これは、瓦の落下やブロック塀の倒壊なども対象となることから、1,400 件ほどの申請があると見込まれています。（詳細は
７月１日以降の「広報ふなばし」をご覧ください）
議論の中では、私有財産の形成につながる工事に対して税金を投じることに慎重な姿勢を示すものや、なぜ今回の震災に限り
補助がでるのか、といったものがありました。
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一般質問

～市の公表する情報の信頼性について、北部清掃工場余熱利用施設建設について他～
去る６月 15 日、17 回目となる一般質問に登壇しました。今回は①市の公表する情報の信頼性について、②清掃工場建てかえ
について、など４項目を通告し、市執行部と議論を行いました。その模様を抜粋してお伝えします。（その他は１面記事参照）

★市の公表する情報の信頼性について～生活保護受給者数 1,500 人エラーの検証から～
Ｑ．日

色

 船橋市の生活保護受給者数がプログラムミスにより 20 年以上誤って統計処理され、
1,500 名もの誤差が出ていたことが明らかになった。これについて、どうして 20 年以
上も気づかなかったのか、検証はできているか。また、この不祥事の発覚後、庁内で
の情報共有はどのようになされたか。

Ａ．福祉サービス部長

 これまでの実績から、統計処理が正しいものであると信じてチェックしてこなかった。単純で基本的なこと
だが、各ケースワーカーの持つ保護世帯員数の集計を手作業で定期的に行い、システムと突き合わせればミス
の発見は可能であったと考えている。今後は定期的なチェックを行っていきたい。
統計上の数値の訂正であったことから、担当課で処理するものと考え全庁的な情報提供はしてこなかった。

Ｑ．日

 このようなプログラムミスはどこでも起こりえることから、庁内での情報共有については改善を求めたい。
ときにシステムはブラックボックス化しやすく、リスクがあると考えているが、所見はあるか。特に、監査部
門では、リスクと捉えていわゆるシステム監査を行っているか。

色

Ａ．企 画 部 長

 各システム稼働後の定期的な検証について、全庁的な取り決めが必要と感じている。今回の件を受け、６月
７日の部長会で点検の実施を各部長に伝え、順次実施することとした。

Ａ．代表監査委員

 システム監査については正直何もやっていない。全くノウハウがなく、現行の監査体制では人員、時間的に
目いっぱいであり、近隣他市の状況も把握できていない。システム監査を当事者ではなく第３者の目で検証し
ていくことは非常に大きな意味があることと思っている。

Ｑ．日

 はたして、市の公表する情報を私達は信じて仕事をしてよいのか。信じるに足る根拠、信頼性を担保する仕
組みはあるのか。

色

Ａ．総 務 部 長

 こうした報告のあとで、大変難しい質問だ。それぞれの課において、これまでの経験の積み重ねを生かしな
がら、手順を定めて適宜チェックを経たのちに情報を公表している。信頼性を担保する仕組みはあるかという
問いに対して、確実な方法は無いというか、現時点では、確実にチェックを行っていく、としか言えないが、
改善していきたい。

★北部清掃工場余熱利用施設建設について
～建設費 10 億円、赤字年 8,000 万の施設が必要ですか？～
Ｑ．日

色

「船橋市北部清掃工場の建替えに係る余熱利用施設整備基本計画書」によると、
同施設（温浴場、
ジム、産直コーナー）の概算工事費として10億2,600万円、運営収支予想として年間 7,950 万円
の赤字が想定されている。これについて、①当初から赤字が見込まれる施設を建設することは通
常の感覚から許容しがたいが、問題とは考えていないのか。②近隣に同種の施設が多数存在する
中で、なお10億円もの巨費を投じて建設することが本当に必要なのか。

Ａ．環境部長

 清掃工場建設当初に周辺住民と結んだ協定があること、また地元住民から要望が出されていることから、市と
しても余熱利用施設建設に向けて用地確保等をしてきたが、財政状況の悪化により延期されてきた。これまでの
経緯を踏まえ、建設は必要と考えている。
今後民間企業等のノウハウも生かし、建設費および運営費については縮減する方向で考えている。

Ｑ．日

色

 地元対策として立案されたものであることは理解するが、決してベストの案とは思えない。余熱利用施設建設
以外の地元対策案についてこれまで検討してきたか。より安価で、かつ有用な地元対策案を立案すべきと考える
がどうか。

Ａ．環境部長

 当初からこの余熱利用施設の建設が地元の要望であり、変更がないことから特に検討はしてこなかった。建設
費、運営の縮減を検討しながら、整備していきたい。

Ｑ．日

色

 ことの発端となった、白井市住民との間に交わされている協定書は船橋市に不利な内容が多く、一方的に工場
の操業停止を求められる可能性もあるなど、危機管理上問題があると考えるがどうか。また、今後工場の建て替
えにあたって、この協定書の取り扱いをどうするのか。

Ａ．環境部長

 過去に清掃工場を原因とする悪臭などのトラブルがあり、市にとって厳しい内容となっている。現在は改修工事
等によりそういう状況にはないことから、今後は改定に向け協議していきたい。また新工場の建設にあたっての協
定は法的には必要はないが、地域住民の理解を得る必要もあることから、協定の必要性も含め協議していきたい。
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■新会派構成決まる
会

動

名（人数）

自 由 市 政 会（14） 保守系
み ん な の 党（ 5 ）
凛（りん） （６）
公

明

党（10）

民

主

党（３）

市民社会ネット（４）
日 本 共 産 党（７）
無

活

派

所

属（１） 革新系

日

誌

最近の主な活動の一部をご紹介します。
４月１日（金）
４月３日（日）
４月７日（木）
４月８日（金）
４月10日（日）
４月11日（月）
４月14日（木）
４月15日（金）
４月16日（土）

４月17日（日）
４月24日（日）
４月26日（火）
４月29日（金）
５月２日（月）
５月７日（土）
５月８日（日）
５月９日（月）
５月14日（土）
５月15日（日）
５月21日（土）

５月22日（日）

５月23日（月）
～24日（火）
５月26日（木）
５月28日（土）
５月29日（日）
６月２日（木）
６月３日（金）
～５日（日）
６月９日（木）
～16日（木）
６月12日（土）
６月19日（日）
６月23日（木）
６月25日（土）
６月27日（月）
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■ 5,222 票を頂き再選
←（あくまで目安です）→

改選を経て、新たな
会派構成が右記の通り
決定しました。私は、
保守系（自民党系）の
最大会派「自由市政会」
に所属しています。
同時に議会役職の選
任が行われ、私は議会
運営委員会と建設委員
会に所属することとな
りました。

発行

県議会議員選挙告示
海神商店会チャリティー朝市
海神６丁目東百寿会挨拶
海神中学校入学式出席
県議選投開票日
小栗原小学校入学式
立候補届事前審査
海神北一百寿会挨拶
ボーイスカウト船橋３団募集説明会
海神北一婦人会総会挨拶
本中山２丁目町会総会挨拶
市議会議員選挙告示
市議会議員選挙投開票日
当選証書授与式
船橋ライオンズクラブ50周年式典
議会 全員協議会
選挙費用収支報告書提出
船橋JCにて福島県田村市で炊き出し
新会派打合せ
白井チャリティコンサート
船橋市少年少女交歓大会奉仕
海神南・西海神・海神・小栗原小学校運動会
船橋青年会議所５月例会
海神商店会総会
実践倫理佼正会朝起会
家庭倫理の会
日本山岳会千葉支部総会
議会 臨時会
二葉幼稚園創立60周年式典
船橋稲門会総会
海神東・西町会青年会
議会 開会日
ボーイスカウト災害派遣奉仕
（石巻市）
議会 議案質疑
一般質問
ボーイスカウト船橋３団発団60周年集会
西海神小学校わくわくバザー奉仕
槙の木レオクラブ結成５周年式典
勉強会「北方領土はいま」
幼稚園父母の会バザー奉仕
議会 閉会日

このたびの船橋市議会議員選挙にお
きまして、有権者の皆様から 5,222 票
ものご信任を賜り、50 名中５位にて
再選をさせていただきました。
１期４年間の実績が問われる２期目
の選挙であり、より若い新人候補も複
数出馬するなかで厳しい戦いを予想し
ておりましたが、望外の結果となり、
改めて重責に身の引き締まる思いがし
ています。
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。引
き続き、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。
）

■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 32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。2011年4月 5222票を頂き再選。
議員のあり方検討特別委員会委員長・議会運営委員会
委員・私立幼稚園教育振興議員連盟事務局長・会派「自
由市政会」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）事務局長、船橋市国際交流協会会
員、日本山岳会会員、㈳船橋青年会議所理事
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
無事に２期目をスタートすることができました。１期目と
は違う市民からの期待を背負っての任期となります。初心を
忘れず、大胆かつ細心に市政に取り組んで参ります。
（健）

