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■平成 24 年を迎えて

～希望をもって、新しい船橋へ～

気持ちも新たに、平成24年を迎えました。
昨年を振り返ると、東日本大震災とそれに伴う放射能問題、新内閣の発足と多くの政治課題の迷走など、我が国にとって
多難な一年でありました。そのような中、市議会議員選挙において5222票ものご支持をいただいて再選を果たさせていただ
いた私にとっても、多くの期待と役割が課せられた年であったと感じています。
議員生活も６年目を迎えるにあたり、あらためてこの重責をかみしめるとともに、市政発展のために自らは何をなすべきか、
を常に考えています。
少子高齢化の波が日本全体を覆う中で、市民生活に直結する地方自治体の役割はますます重く、その運営はいよいよ難し
さを増しています。そのような状況下にあっても、希望を失わず、私達の愛する船橋市を次の世代へ引き継ぐために、行政
と市民は共に新しい試みを続けていかなくてはなりません。
「市政をもっと身近にしたい」
「市政と市民をつなぎたい」初心を忘れず、本年も議員活動に取り組んでまいります。市民
の皆様のご支援をお願いいたします。

日 色 健 人

■京成海神駅バリアフリー化

本年着工へ！

～ 12 月議会で工事予算が可決！～
京成海神駅バリアフリー化工事については、長年にわたり要望を続けてまいりました
が、このたび京成電鉄及び国・市の協議が整い、今回の 12 月議会において整備計画が
明らかにされました。あわせて、市が負担する工事費用について補正予算が提案され、
審議の結果可決されました。
これにより、今後設計および工事が行われ、平成 24 年度中の工事完了を目指すこと
になります。
★今回明らかにされた整備計画のポイント（下記図面参照）
①既存駅舎を撤去し、下り（船橋方面行）のホームに上がるためのスロープを設置
②跨線橋（階段）にエレベーターを上下ホーム１基ずつ設置
③下りホーム階段下に多機能トイレを設置、その他駅舎新設、既存トイレ撤去等を実施
④事業費総額は約３億５千万円、そのうち３分の１ずつを国・市・京成電鉄が負担

待ちに待ったバリアフリー化

既設跨線橋

これまで、一部の方からは「エレベーターではなく、南側に新しい改札口を設置できないか」とのご意見をいただいていまし
たが、これについて京成電鉄は①南口側（上りホーム）へもスロープの設置が必要となるが、電力供給施設の移設などに多額の
費用を伴うなど、構造上難しいこと ②エレベーターを設置しないため、多機能トイレなど下りホームの施設利用に支障がでる
こと ③改札口増設により、機器類をはじめとする運営コストが増加すること などから、不可能との判断をしたとのことです。
また、工事費が多額に上ることについては、終電後始発までの限られた時間内に行わなければならない工事が多いため、工期
が長期化することが予想されること、民家や市道が隣接しており工事スペースが狭隘なため工法に制約があることなどの理由が
挙げられています。
＜海神駅バリアフリー化工事概略図＞
海神駅バリアフリー化については、初
階段下部、新設多機能トイレ
新設改札
当選以来、地域の方々と共に取り組んで
新設客用トイレ
市道
まいりましたが、今回の予算措置を受け
新設駅舎
既設駅舎撤去
既設階段
新設駅舎
新設EV
新設スロープ
て、いよいよ実現することとなりました。
上屋新設
上屋新設
成田方面行ホーム
至上野
至船橋
これまでご協力やご意見をいただいた全
ての皆様に御礼とご報告を申し上げま
す。
上野方面行ホーム
上屋新設
上屋新設
既設上屋
今後、長期にわたる工事が予想され、
既設階段
新設EV
完成までにはしばらく時間を要します
市道
既設客用トイレ、変電設備撤去
既設油庫撤去
が、安全かつ１日も早い工事の完了を皆
及び変電施設新設
さんとともに見守りたいと思います。
※現時点での計画に基づく概略を示したもので、今後変更となる場合があります。
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■ 12 月議会
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一般質問

～住宅リフォーム助成制度、北部清掃工場余熱利用施設建設についてほか～
去る 11 月 30 日、19 回目となる一般質問に登壇しました。今回は、①住宅リフォーム地域経済応援券交付制度について ②北
部清掃工場建替えについて ③行田国家公務員体育センター跡地整備事業について の３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。

●住宅リフォーム地域経済応援券交付制度（※）について～バラマキではないか？～
Ｑ．日

色

 この制度については９月議会でも取り上げたが、問題が多い制度である。具体的には、①経済活性化が目的で
あるが、制度によって生み出された経済波及効果を測定できない。②特定の業種しか恩恵を受けられず、不公平
である。③持家で、かつ不要不急の補修ができる市民層しか利用できない。④工事品質の確保ができない。⑤悪
意の業者・市民による不正を防げない。などがあるが、このたび先着順の不公平や特定業者が集中して申請する
などの問題も明らかになった。
 なによりも、こうしたバラマキ事業は際限がなく、自治体の財政規律を揺るがす恐れがある。このような問題
の多い制度は即時廃止すべきと考えるがどうか。

Ａ．市

長

 地域経済の活性化対策の一つとして実施したものであり、バラマキであるとは考えていない。手続き方法や予
算額など改善し、利用者のアンケート結果を踏まえ新年度も実施していきたいと考えている。

Ｑ．日

色

 再考を求めたい。仮に新年度も実施するとして、その予算規模についてはどのように考えているのか。地域経
済振興を目的とするならば、まず市内の経済活動を客観的に評価できる指標をもとに目標値を設定し、そのため
の必要額を投じるべきと考えるがどうか。
また、今回実施した効果が十分に測定されないまま新年度の予算要求を検討することができるのか。

Ａ．経済部長

 すでに実績報告が提出されているものもあり、この際に『この制度を知ってリフォームを行うこととしたか』
などを聞くアンケートを実施する。これにより、
「制度によって新たに創出された消費額」を検証したい。新年
度予算については、市長から十分な検証をするよう指示を受けているので、市民の声、施工業者の声など総合的
に判断し見積もってまいりたい。

※住宅リフォーム地域経済応援券交付制度…市民が住宅リフォーム工事を行った場合に、10 万円を上限に工事
金額の１割にあたる商品券を市から受け取れる。工事需要を喚起し、経済活性化につなげる狙いがあるとさ
れる。９月議会で実施が決まったが、11 月の制度開始当日に予算額を超える申請があり、混乱をきたした。

●北部清掃工場余熱利用施設建設について～独立採算の取れる施設に～
Ｑ．日

色

 北部清掃工場の建て替えに伴う余熱利用施設については、年間 7950 万円もの赤字が見込まれているにも関わ
らず建設が計画されていることを６月議会で厳しく指摘したところである。これに対し、環境部ではできるだけ
建設費やその後の運営費を縮減する方向であることが答弁されたが、現時点での検討状況はどのようになってい
るか。赤字施設を建設する方向に変わりはないのか。

Ａ．環境部長

 ６月議会後、近隣の類似施設に対しコンサルタント会社とともに調査を行い、施設内容の変更などを考えてい
る。また、利用者数の設定についても再度検討をし、類似施設を参考に利用者数の想定を増やしている。できる
だけ赤字幅を縮小し、独立採算が取れるよう検討してまいりたい。

Ｑ．日

 利用者数の想定を増やすのは簡単である。建設費や赤字幅の縮減について、市民負担を少なくする具体的な仕
組みはあるのか。事業者選定のなかでどのように位置づけられていくか。

色

Ａ．環境部長

 余熱利用施設については、指定管理者制度を適用することを考えている。本事業の事業者を選定する段階で、
清掃工場の建設費とともに余熱利用施設の建設費、運営費も提案してもらい、事業者選定委員会で評価いただき
決定する予定である。条件を明確にして、事業者の創意工夫を求める部分についても明らかにして提案を求め、
民間事業者のノウハウを活用したい。

●行田国家公務員体育センター跡地整備事業について～野球もできる施設に～
Ｑ．日

色

Ａ．生涯学習部長

 行田国家公務員体育センター跡地整備について、現在多目的広場が計画されているが、資料に
よるとサッカーの利用ができるとの記載はあるが、野球の記載がない。野球を楽しむ方も多く、
グラウンド不足も深刻であることから、野球もできる施設とするよう検討を求めるが、どうか。
 マウンドを常設しての利用は困難と考えるが、野球もできるように、今後の整備設計、広場の運営方法を考え
ていく。
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低層住宅地区

～旭硝子跡地の開発について～
このたび、東武野田線新船橋駅東側に広がる旭硝子跡地について、事業者による開発
計画が明らかになり、これにともなう地区計画が策定されました。跡地内に新たに道路
を敷設したうえで、地区を中高層住宅区域や低層住宅区域などにわけ、今後開発が行わ
れていくことになります。
中高層住宅区域には高さ 31 ｍを上限としてマンションが建設され、開発全体では約
1500 戸の住宅が供給されると見込まれています。同時に、総合病院の移転や、新保健所
の建設なども予定されており、新船橋駅西側で建設が進む大規模ショッピングセンター
のオープンとあわせ、まさに、新しい街が一つ誕生すると言っても過言ではありません。
しかしながら同時に、渋滞の発生や、教育施設の整備などの課題も山積しています。
特に小学校は地区内に新設が難しく、やや離れた市場小学校へ通わせることとなってお
り、安全の確保等に工夫が求められることになると思われます。今後の開発状況を注意
深く見守っていきたいと思います。

中高層住宅地区

複合地区

■西図書館建替え、海浜公園プールは廃止へ
～震災の爪痕大きく～

建て替えが決まった西図書館

廃止される海浜公園プール

前回の市議会レポートで、西図書館の一時移転（国道 14 号沿い勝間田公園向かい）について
お知らせしたところですが、このたび、従来親しまれてきた西図書館施設の使用を断念し、場所
を移転して新たに建設する方針が発表されました。
西図書館の施設は建築学的にも注目されるユニークなデザインで市民から親しまれてきました
が、この度の震災で大きな被害を受けました。補修には多額の費用と時間を要すること、また坂
の上に立地し、面する道路も狭隘であることなどの理由により、現地で建て替えることも難しい
と判断されたとのことです。
新しい移転候補地は JR 西船橋駅北側線路沿いの多目的広場（西船みどり保育園隣接）とのこ
とであり、今後数年かけて設計と建設が予定されています。
慣れ親しんだ図書館が無くなることは残念ですが、移転候補地は利便性も高いことから、より
市民に親しまれる図書館として生まれ変わることを期待したいと思います。
また、今回の 12 月議会に上程された補正予算において、三番瀬海浜公園のプールを撤去し、
当面駐車場として整備する内容が盛り込まれ、可決されました。年間 10 万人もの利用者があっ
た海浜公園のプールですが、改修には約 10 億円近くが必要なこと、また、万一の場合の防災上
の安全が確保される見込みが立たないことから、やむなく廃止となりました。
あらためて、震災が船橋にもたらした傷跡の大きさを考えさせられる議案でした。

■ 12 月議会閉会
～公務員給与引き下げなど市長提出の 23 議案ほかを可決
去る 12 月 15 日、平成 23 年第４回定例会は市長提出の 23 議案ほかを可決し閉会しました。今議会に提出された議案は、上記で
お伝えしたもののほか、国にならい公務員給与を引き下げるもの（年間約 7,800 万円あまりの削減）、夜間休日急病診療所を市
が主体となって開設するもの、市役所組織を改編するもの、市営住宅家賃の滞納者等に支払いを求める訴えを提起するものなど
です。
議案の内容、議決結果の詳細等については 1 月 25 日頃発行の「市議会だより」をご覧ください。

■議員のあり方検討特別委員会
～研修会、視察結果を踏まえて具体的な検討目指す～
私が委員長を務める「議員のあり方検討特別委員会」では、6 月議会での委員会設置後、数回
にわたる委員会開催を経て調査研究を進めてきました。具体的には、所管する議員定数、報酬、
政務調査費の額や事務局の体制などについて近隣他市や全国の同規模自治体、都道府県議会など
の状況を調査したほか、全議員を対象に有識者を招いての研修会を開催しました。
（全国市議会
議長会元調査部長：加藤幸雄氏、山梨学院大学教授：江藤俊昭氏）
また、去る 11 月２日には議会改革のトップランナーと自他ともに認める会津若松市議会を視
察し、議会基本条例をもとに議会における政策形成サイクルを構築し、活発な議会活動を行う仕
組みと、その過程で研究がなされた「議員定数と報酬の考え方」について、直接作業に携わった
議員から話を伺うことができました。
これらの調査結果をもとに、今後各会派から具体的な検討事項の提案を受け、当市議会にふさ
わしい議員のあり方を引き続き精力的に検討し、市民に信頼される議会を目指していきたいと考
えています。

歴史ある会津若松市議会の議場で

委員会メンバーの皆さんと
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■市政報告会を開催します

■後援会だより
去る 11 月 23 日、恒例となった後援会主催の日帰りバス研
修を実施しました。４回目となった今年は、過去最高の 70
名を超す参加者を得て、紅葉真っ盛りの箱根路（秩父宮記念
公園～芦ノ湖～小田原かまぼこの里）を舞台に、研修と親睦
を深めました。後援会では今後も皆様との絆を深める行事を
実施していきたいと思いますので、どうぞご参加ください。

今年も市政報告会を開催します。皆様お誘い合わせの
うえ、ぜひご参加ください。
会費無料・事前参加申し込み不要
来賓：藤代孝七船橋市長（予定）ほか

日

駐車場

（公共交通機関をご利用ください）

会場の 海神公民館
ご案内 ☎ 047-420-1001
海神 6-3-36
京成海神駅から
徒歩約１分

好天にめぐまれ皆笑顔

至船橋

時：平成 24 年 2 月 25 日（土）
13 時～ 14 時半（受付 12 時半～）
京成本線
所：海神公民館講堂
海神駅
至上野

場

車内では議会報告

No.19

海神公民館
コンビニエンス
ストア

海神駅入口
至市川

国道14号

至千葉

■ホームページをご覧下さい
芦ノ湖を一望するレストランでの会食

活

動

秩父宮殿下の銅像と富士山

日

誌

最近の主な活動の一部をご紹介します。
10月１日（土）
～２日（日）
10月３日（月）
～５日（水）
10月６日（木）
～７日（金）
10月８日（土）

日本青年会議所全国大会
（名古屋市）
龍神社祭礼

建設委員会視察
（熊本市、北九州市）
幼稚園運動会手伝い
海神４・５丁目自治会祭礼手伝い
10月９日（日） 実践倫理宏正会朝起き会
海神６丁目東町会敬老会
10月10日（月・祝） 本中山自治会町会連合会運動会
10月11日（火） 議会運営委員会
10月14日（金） 幼稚園父母会役員会
10月15日（土） 船橋三田会総会
10月17日（月） 市川学園同窓会船橋支部総会
10月18日（火） 小栗原稲荷神社祭礼
船橋青年会議所第２回定時総会
10月20日（木） 船橋市私立幼稚園連合会教育振興大会
10月24日（月） 会派勉強会（平成22年度決算）
～28日（金）
10月29日（土） 船橋市立特別支援学校にじ色フェスタ参観
10月30日（日） ボーイスカウト船橋３団育成会総会
11月１日（火） 保護司委嘱式・初任者研修
11月２日（水） 議員のあり方検討特別委員会視察
（会津若松市）
11月６日（日） 海神商店会チャリティー朝市
11月11日（金） 我孫子市議会議員選挙応援
11月12日（土） 弁護士会京葉支部シンポジウム
11月15日（火） 議員のあり方検討特別委員会研修会
11月19日（土） ボーイスカウト募集説明会
稲門会千葉県支部若手の会
海神小学校独立70周年記念祝賀会
11月20日（日） 二子町南・西町会主催二子町寄席
11月21日（月） 議会 開会日
11月23日（水・祝） 後援会日帰りバス研修
11月24日（木） 議会 議案等勉強会
11月25日（金） さざんか募金運動推進協議会忘年会
11月27日（日） 海神公民館ふれあいまつり奉仕
11月29日（火） 議会 議案質疑
11月30日（水） 議会 一般質問
～12月６日（火）
12月８日（木） 議会 常任委員会
12月11日（日） 青年会もちつき
12月15日（木） 議会 閉会日
など

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
昭和53年船橋市生まれ 33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
3457票を頂き初当選。平成23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、㈳船橋青年会議所事務局長 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
平成24年こそは良い年となりますように、皆さんとご一緒
に元気を出して前へ進んでいきたいと思います。今年もどう
ぞよろしくお願いいたします。
（健）

法律の規定により、年賀状等の時候の挨拶に制限があります。なにとぞご了承ください。

