発行

平成 24 年 7 月 5 日

たけ と

No.21

ひいろ健人 市議会レポート

船橋市議会議員

た け

と

ひいろ健人

市議会レポート
第21号

たけ と

発行：ひいろ健人事務所 船橋市海神 6-11-9 ℡ 047-420-1800

E-mail

フ ナ バ シ

info@taketo2784.net

（1）

℻ 047-420-1801

フ ナ バ シ

http://www.taketo2784.net（活動ブログ更新中！）

■備蓄、してますか？
～自治体に依存せず、市民ひとりひとりの意識向上を～
去る５月 19 日（土）
、千葉県北西部を中心に発生した河川のホルムアルデヒド汚染に伴う断水騒ぎでは、船橋市においてもさ
まざまな影響が出ました。
結果的に、市内で断水は発生しなかったものの、水道事業を県水道局に全面的に頼っている当市では、水道局からの情報収集
に追われるとともに、錯綜する情報を取捨選択して市民に周知することに大きな困難があったようです。
また、「断水のおそれあり」とされた市内地域では、スーパーやコンビニエンスストアの店頭から飲料水が一時的に消えたと
いうことであり、市民生活にも大きな不安を与えたものと思われます。
今回の事態について、
６月議会でも複数の議員が取り上げて質問を行いました。様々な視点からの質問や提案がありましたが、
私が気になったのは「断水時（非常時）には自治体が全市民に満足な給水を行うのが当然」という考え方です。
確かに、市の地域防災計画においては、災害時に自治体の行う応急救助業務として、食料品・飲料水の配布などが定められて
います。しかし、大規模・広域的な災害発生時に本当に自治体は全てをカバーしてくれる存在なのでしょうか。私はこのような
視点から、以下の通り一般質問を行いました。
（抜粋）
Ｑ．日

色

 仮に市内全世帯（26 万世帯）に給水をしなければならなくなった場合に、確実に全員に給水できるのか。

Ａ．市長公室長

 現実を直視すれば不可能な部分が多々あると思う。

Ｑ．日

 その通りだと私も思う。だとしたら、今後防災担当部が行うべきは、自治体が配る体制を整えることだけでは

色

なく、市民が自ら備えることを徹底するということではないだろうか。
 市民は「いざとなれば自治体が何とかしてくれる、そうでなければ自治体が悪い」と考えている。この構図か
ら抜け出さない限り、当市の防災体制は完結することがない。個人の備蓄にもっと軸足を置いていかなければな
らないのではないか。現時点での見解を。
Ａ．市長公室長

 指摘の通り、
備蓄が進んでいないという実感がある。食料・飲料水の確保の意識は高くなっているとしても（※
１）、実践に結びついていない。実体験が無いだけに意識改革が進んでいないし、行政への依存、期待がかなり
強いと思っている。

Ｑ．日

色

 備蓄が進んでいないようだ、とのことだが、きちんと調査しないのか。どれだけの家庭がど
れだけの備蓄をしているか、
その結果に基づき対応をすべきである。調査の実施について見解を。

Ａ．市長公室長

 備蓄が進んでいるか、いないのか、今後確認に取り組んでまいりたい。

実際に断水が発生した柏市や野田市、流山市では多くの市民が給水所に列をなし、混乱があったようですが、３月 11 日の震
災後においてもなお、１日分の水の備えも無い家庭が多くあったことに驚きを禁じ得ません。
これをお読みいただいた市民の皆さん、ご家庭での備えはできていますか？
当市においても決して他人事でなく、いつ不測の事態が起きてもおかしくない、との認識を持って、
「最低でも水と食料３日分」
の備え（※２）をしていただきたいと思います。
※１ 平成 23 年度市民意識調査より
※２ 
備蓄しているかチェック！（「船橋市大規模地震等
日頃備える必要があると感じたものは何ですかとの問いに対し約９
への備えや避難支援のしおり」より）
割が「飲料水」と回答 →しかし、実際に備蓄しているかは不明！
飲料水や生活用水の確保に心がけましょう。
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□水
１人１日３リットルが目安です。最低３日分用
88.6%
飲料水
意しましょう。
80.0%
懐中電灯・ろうそく
76.1%

食品（缶詰、レトルト食品 など）
電池、携帯電話の充電器
携帯ラジオ

67.3%
62.1%

□食糧

缶詰やレトルト食品、インスタント食品等の保
存食を期限が迫っているものから順に消費し、
買い足しながら備えるのも有効な方法です。
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■６月議会一般質問
～北部清掃工場建替えについて、青少年行政についてほか～
去る６月 12 日（火）
、一般質問に登壇しました。今回は①非常時における自治体の責務について（１面記事参照）②北部清掃
工場建替えについて ③青少年行政について の３点を通告し、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。

●北部清掃工場建替えについて～審査委員会の議事録公表を！～
Ｑ．日

色

 北部清掃工場の建替えにあたり、事業者の選定がいよいよ始まっている。この事業者を選定するに当たり、審
査委員会が開催されているが、会議は公開されていない。来年３月議会で議決を行う際に、どのような審査が行
われたかを知らなければ自信を持って議決に参加できない。議事録の公開についてどのように考えているか。

Ａ．環境部長

 審査委員会は、契約にかかる事務に関する不開示情報が含まれるため、公開していない。議事録については、
審査委員会としての全体の講評をまとめたのち、３月議会の前までにはメーカー等のノウハウを除き公開したい
と考えている。

Ｑ．日

色

 各社の技術提案に対し、各審査委員が採点を行うことになるが、この内容まで公表
を求めるものであるが、どうか。

Ａ．環境部長

 各委員の評価表の公表について、委員の氏名を伏せて行うことは考えられるので、今後船橋市情報公開条例に
基づいて検討する。

●青少年行政について～船橋の青少年のいまを把握していますか？～
Ｑ．日

色

「青少年総合対策」という資料があるが、この資料は何か。ずいぶんと古めかしい言葉が並ぶが、最後に改定
されたのはいつか。

Ａ．生涯学習部長

 本市の附属機関である「青少年問題協議会」において、青少年の健全育成施策を積極的に推進するためのもの
である。改定時期については不明である。長期間改定されていない。

Ｑ．日

色

「青少年問題協議会」の委員を私も務めたことがあるが、条例や上位法の定める役
割を果たしておらず、形骸化していると感じるがどうか。

Ａ．生涯学習部長

 決して形骸化しているものとは考えていないが、議論を深めるなどのより良い方法を研究してまいりたい。

Ｑ．日

 資料によると、ここ 10 年で補導される青少年の数は激減する一方、不登校などの相談件数は増加している（※）

色

など、青少年を取り巻く環境、また青少年自身も変わっていることが見て取れる。
 船橋の青少年がどのような状況にあるかを捉える基礎的な調査が行われていないのではないかとみているとこ
ろだが、調査の必要性についてどのように考えるか。
Ａ．生涯学習部長

 基礎的な調査研究については、残念ながら効果的かつ横断的に結び付ける調査に不足があったと認識している。
今後、専門家が多く参加している「青少年問題協議会」の部会の活性化について研究してまいりたい。

※
＜ 10 年間の補導青少年数の推移＞

大幅に減少！
（人）

平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

平成 16 年

平成 17 年

平成 18 年

平成 19 年

平成 20 年

平成 21 年

平成 22 年

227

257

327

143

199

92

112

99

51

72

＜ 10 年間の青少年相談の状況＞

（人）

平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

平成 16 年

平成 17 年

平成 18 年

平成 19 年

平成 20 年

平成 21 年

平成 22 年

166

162

178

165

162

166

126

173

207

231

増加の傾向
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■議会改革最前線
～本会議における一問一答（分割質問方式）を試行～
この 6 月議会から、一般質問における新たな質問方式が試行され、これまで認められていなかった本会議場における一問一答
式のやりとりが可能になりました。
これは、前回のレポートでお伝えした議会改革の取り組みの一環として行われたものです。分割質問方式の利点としては、①
質問に対する答弁が即時に返ってくるので理解がしやすく、答弁漏れがない。
（従来式だと、複数の項目全てを一括で質問し、
一括で答弁がなされるため、論点が分かりにくくなる）②質問回数に制限がないため、より掘り下げて質疑することができる
などが挙げられます。これらを活かし、よりよい質疑を行うことで、議会の機能強化を図るものです。
質問方式の一覧

質問項目の扱い
質問回数

従来式

対面式

分割質問方式

全てを一括して質問

全てを一括して質問

項目ごとに分割して質問

３回まで

３回まで

無制限

質問時間の扱い 議員の発言部分のみをカウント
質問場所

議員の発言部分のみをカウント

演壇から議席・傍聴席に向かって質問 質問席から市執行部に向かって質問

演壇からの質問の様子（従来式）

議員の発言部分と答弁をあわせて
カウント
質問席から市執行部に向かって質問

質問席からの質問の様子（対面式、分割式）

私も今回は、
試行された分割質問方式にて一般質問を行いましたが、
感想としては、
きちんと準備を行い、いわゆる「質問の流れ」
を組み立てることができていれば、聞いている方にはよりわかりやすい方式であると感じました。もちろん「いい質問」であれ
ば、質問の方式はどのようなものであれ関係ないと思いますが、少なくともこの一問一答式では、おざなりの原稿の棒読みは通
用しないのは間違いありません。
わずかずつではありますが、こうした取り組みを積み重ねることにより議会の機能を強化し、同時に市民の皆さんにも理解を
いただけるよう、今後とも努めていきたいと思います。

■子供医療費助成 中学生まで拡大の方針
～自己負担額の見直しとセットで検討～
６月議会の質疑において藤代孝七船橋市長は、現在小学校 6 年生までとなっている通院時の医療費助成について、
「子育て支
援の観点から、子供医療は重要な施策であり、拡大したい気持ちがある。市単独での拡大は大きな財政負担を伴うことから、全
体的な財政運営の視点から考えてきた。平成 25 年度の予算編成において、自己負担額の見直しを含めた具体的な検討を行い、
できれば次年度実施したいと考えている。
」と発言し、中学生を対象とした制度拡大に前向きな方針を示しました。
また、これに先立って、現在償還払い方式（いったん窓口で負担額を支払い、その後市の窓口で返還を受ける方式）となって
いる小学校４～６年生の通院時医療費助成についても、今年 12 月をめどに現物給付（受給券方式）に改めるとのことです。
今回の拡大方針が実現すれば、県制度の拡大とあわせて当市における子供医療費助成制度はほぼ完成し、中学校卒業時まで入
院・通院問わず低額で医療が受けられることになります。
しかしながら当然、制度拡大には多額の予算を必要とすることから、現在 1 回 200 円ないし無料となっ
ている自己負担額についても見直すことが避けられないものと思います。
子育て世代の一人として、今回の拡大方針また制度の改善を歓迎したいと思いますが、同時に制度の維
持に向けた財政措置を確保するとともに、利用者のモラルハザード（不必要なはしご受診や安易な投薬を
求めるなど）を招かないように十分な制度趣旨の啓発を求めたいと思います。

■６月議会閉会
～外国人登録法廃止に伴う条例改正など 11 議案ほかを可決～
去る６月 22 日（金）
、平成 24 年第２回定例会は市長提出の 11 議案ほかを可決し閉会しました。今回提出された議案には、外
国人登録法の廃止に伴う条例改正や、耐震化工事に伴い建て替えが行われる中央保育園の建設工事請負契約などがありました。
（議案の詳細等については７月 25 日頃発行の「市議会だより」をご覧ください）
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いよいよ着工

この６月より、
京成海神駅のバリアフリー化工事が始まっています。
工事の詳細な資料は明らかにされていませんが、事業者（京
成建設）から近隣に配布された「お知らせ」より、
ご参考までに情報を転載します。
★作業予定 平成 24 年 6 月～ 3 月中旬（予定）
★夜間作業あり、日曜・祭日は基本的に休みとのこと
★当面の主な工事について
・軌道内進入口の作成……………………………………～ 7 月上旬まで
・エレベーター設置に伴う変電設備の移設の工事……～ 7 月上旬まで
・スロープ作成に伴う出札室の移設の工事……………７月中旬～ 10月中旬まで
その他、振動・騒音の程度について、①軌道内の砕石を締め固める際の機械音
②搬出入車両のエンジン音 ③重機（ユンボ）のエンジン音 などが発生すること
が予想される旨発表がされています。
近隣の皆様にはご不便をお感じになることもあろうかと思いますが、ご理解をい
ただければと思います。
待ちに待ったバリアフリー化

活

動

日

誌

最近の主な活動の一部をご紹介します。
４月４日（水）議員のあり方検討特別委員会
４月７日（土）震災復興ボランティア参加
～８日（日）於：宮城県七ヶ浜町
４月10日（月）海神中学校入学式
４月11日（火）西海神小学校入学式
４月13日（金）さざんかさっちゃん募金運動推進協議会
４月16日（月）議会運営委員会
４月18日（水）日本山岳会YOUTHCLUB発足式
４月20日（金）青少年の環境を良くする市民の会街頭啓発
４月21日（土）西海神小学校新校舎落成記念式典
ボーイスカウト船橋３団募集説明会
４月22日（日）家庭倫理の会
４月23日（月）ローカルマニフェスト議員連盟研修会
４月25日（水）会派会議
４月26日（木）議会運営委員会
４月27日（金）議員のあり方検討特別委員会
５月８日（火）（社）船橋青年会議所５月例会
５月９日（水）建設委員会視察 旭硝子跡地開発
５月11日（金）議員のあり方検討特別委員会
５月12日（土）船橋稲門会幹事会
５月13日（日）船橋市少年少女交歓大会
本中山地区自治会町会連合会総会
５月15日（火）議会運営委員会
５月19日（土）海神小学校運動会
小栗原小学校運動会
５月22日（火）船橋市私立幼稚園PTA連合会総会
５月23日（水）船橋地区保護司会総会
さざんかさっちゃん募金運動推進協議会総会
５月26日（土）西海神小学校運動会
船橋稲門会総会
５月27日（日）海神東・西町会青年会
６月１日（金）議会 開会日
６月４日（月）議会 議案等勉強会
～５日（火）
６月８日（金）議会 議案質疑
６月11日（月）議会 一般質問
～15日（金）
６月17日（日）船橋青年会議所舞の海秀平氏講演会
６月19日（火）議会 常任委員会
６月22日（金）議会 閉会日
６月24日（日）西海神小学校わくわくバザー
など

■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
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
国政が混迷を極めています。
危機を前に、
政治そのものへの信
頼が失われることこそ、
最も恐れるべきことです。
改めて、
代議
制の意味と私達政治家に課せられた役割を考えています。
（健）

法律の規定により、暑中見舞などの時候の挨拶に制限があります。何卒御了承ください。

