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■平成 25 年を迎えて

～市政・県政ともに節目の年に～

気持ちも新たに平成25年を迎えました。
昨年末の総選挙の結果、自民党による新政権が誕生し、迷走を続けたこの3年あまりの民主党政治に終止符が打たれました。
しかし、新政権下にあっても、我が国が直面する諸問題の困難さに変わりがあるわけではありません。とりわけ、国民の生
活に密着する地方自治体、地方議会の果たすべき役割は一層増しているところです。
このような中、議員として7年目を迎えるにあたり、より一層市民の皆さんの声に耳を傾け、同時に市政に関する情報を的
確にお伝えしていくことにより、よりよい地方自治のあり方を模索していきたいと考えています。
特に今年は3月に県知事選挙、6月には市長選挙が予定されており、これから4年間の舵取りをどなたに託すかという重要
な判断が迫られます。二元代表制の一翼を担う議会の一端を担うものとして、船橋市民のためにこれからも活動を続けてい
きたいと思います。
市民の皆様の一層のご支援をお願い申し上げます。

日 色 健 人

■京成海神駅バリアフリー化工事いよいよ竣工へ
昨年より工事が続けられていた京成海神駅バリアフリー化工事について、これまでのところ工事は順調に続いています。12
月中旬現在、新たな改札口が設けられ、エレベーター設置のための建屋もその姿をあらわしています。
現在のところ、このまま工事が順調に進
めば、本年 3 月末までには竣工の見通しと
なっています。
近隣の皆様には、夜間工事等でご迷惑を
おかけしていることと存じますが、今しば
らくのご容赦を頂ければと思います。まず
は竣工まで、安全第一の工事を進めていた
だきたいと考えています。
既存駅舎は解体
新しい改札口
エレベーター建屋

■西図書館建て替えの基本設計固まる
震災の影響で移転・建て替えを余儀なくされた西図書館（現在は仮施設で運営中）について、12 月議会において新たな建て
替え案の基本設計が明らかにされました。
JR 西船橋駅北口線路沿いにある、現在多目的広場として利用されている場所に建設されるもので、地下１階、地上３階の予
定となっています。
設計コンセプトとして、
『船橋市西部地区における図書貸出・情報発信の中心拠点』
『郷土資料に関する中心館』と位置づける
ほか、ユニバーサル・デザインの採用や省エネルギー対策、防災対策の充実なども図られています。
また、これまでの西図書館に設置されていた児童図書フロアや自習スペースも確保される予定であり、駅至近の立地もあいまっ
■ 立面図
て市民要望に応える施設となることが期待されます。
建設スケジュールは別表のとおりとなっていますが、市民
ニーズを適切にくみ取り、一日も早い建て替えを望んでいき
たいと思います。

今後の建設等スケジュール
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■ 12 月議会一般質問
～住宅リフォーム助成制度、暴力団排除条例の運用、空き家等の適正管理に関する条例について～
去る 12 月 4 日、一般質問に登壇しました。今回は、①住宅リフォーム助成制度、②暴力団排除条例とその運用、③空き家等の
適正管理に関する条例の是非についての 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。

●住宅リフォーム助成制度について～効果が不透明な政策の即時廃止を！～
Ｑ．日

色

 住宅リフォーム助成制度について、平成 23 年度に実施した分のアンケート集計が出
た。これによると、当初答弁していた「11 倍＋ α」の経済効果とはなっておらず、4.69
倍にとどまったとのことである。これについて、どのように評価しているか。

Ａ．経済部長

 制度創設にあたり、助成額の 11 倍の経済効果が予測できると説明した。しかし、この数字には議員ご指摘の
通り制度の有無にかかわらずはじめからリフォームをする予定の方も含まれていることから、より厳密に捉えた
経済効果として予算額の 4.69 倍という数字を算出した。

Ｑ．日

色

 この制度は、市内経済全体に与える効果が測定できず、特定の業種しか恩恵の受けられないバラマキであり、
廃止すべきだとかねがね指摘してきた。平成 23 年 9 月議会で「この制度を恒久的なものとは考えていない」と答
弁があったところだが、今後の予定はどうか。

Ａ．経済部長

 平成 24 年度分のアンケート結果がまとまっていないので、これを検証したうえで判断したい。

●暴力団排除条例とその運用について～慎重な運用を～
Ｑ．日

色

 本年 7 月に開催されたふなばし市民まつり「ジョイ＆ショッピングフェア」の出店に
あたり、暴力団関係者でないことの誓約が求められ、実際に警察に出店者の身元照会
が行われた。その結果、1 名が暴力団関係者であるとして出店を拒否されたとのことで
ある。これについて、市民まつりは実行委員会形式であり、市が主催ではないが、
「市
の事務等」を対象とする条例第 7 条に該当するのか。

Ａ．市民生活部長

 市民まつりは市の主催でないことから、条例第７条の規定は適用されないと考えている。

Ｑ．日

「市の事務等」でなく、条例の対象外だとすると、暴力団を排除しようとするにあたり実行委員会の負担が大

色

きくなるのではないか。また、任意団体である実行委員会が暴力団か否かの個人情報を管理することについても
課題がある。このことについて、どのように考えるか。
Ａ．市民生活部長

 個人情報の保護については、実行委員会形式であってもその必要があることから、適正な取り扱いがされるも
のと考える。また県条例に「保護措置」が規定されており、排除に関わったことで危害を加えられるおそれがあ
る場合には、警察官による保護の実施などが受けられることとなっている。

●空き家等の適正管理に関する条例の是非について～その必要性～
Ｑ．日

色

 近年増加する空き家の問題について、条例制定を検討していると聞く。そもそもこ
うした問題は、民有地の相隣関係の問題であり、行政が介入することは抑制的である
べきではないか。また、こうした姿勢は不健全な行政依存の風潮を助長しないか。

Ａ．市民生活部長

 生活環境の保全や市民の安全を確保するという公益性があり、やむなく市が介入する場合については、適切な
措置を講じて参りたい。また、行政依存にならないよう条例の趣旨を周知してまいりたい。

Ｑ．日

色

 条例には代執行（行政が当事者に代わって取り壊しなどの必要な措置を行うこと）の規定も盛り込まれるとの
ことであるが、この条例の目的は「管理不全な状態」にある空き家を取り壊すこと、と取られるおそれがあると
思うがどうか。

Ａ．市民生活部長

 この条例の目的は、空き家の適正管理を促すことにあるので、取り壊すことを目的としているものではない。
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～冷凍倉庫訴訟和解へ～

去る 11 月 30 日、12 月議会の議案質疑に登壇しました。今回の議会には、地方分権一括推進法の関係で多数の議案が上程され
ているのですが、その中からピンポイントで一議案に絞って質疑を行いました。
『議案第 44 号

損害賠償の額の決定及び和解に

ついて（固定資産税課） 冷凍倉庫に係る固定資産税及び都市計画税の課税誤りによる過誤納があった件について、損害賠償の
額を定め和解するもの。
』についてです。
これは、平成 18 年ごろに全国的に起こった問題で、簡単に説明すると（これがまた難しいのですが）、市が、冷凍倉庫を保有
する事業者に対し、本来徴収するべき金額よりも多く課税して徴収してしまったものについて、事業者から返還を求められてい
た件につき、288 万円を事業者に支払うことで和解しようとするものです。
市はすでに発覚時から 10 年分をさかのぼって返還していましたが、事業者は国家賠償法と民法の規定に基づき 20 年分の返還
を求めており、過失はなかったとする市との間で訴訟が長引いていました。
当初の事業者からの請求額 9000 万円余りに対して、有利な内容であったことから、市はここで和解したいとして、議会に議決
を求めてきたものです。
一見、この金額で手が打てるならいいのではないかとも思われそうな内容ですが、私はこの解決の仕方には大きな問題点があ
ると考え、一連の質疑を行いました。
詳細は動画中継をご覧いただきたいと思いますが、この和解は市の過失認定を受けるこ
とを回避し、責任の所在を明らかにすることの無いまま幕引きを図ろうとするものであり、
288 万円とはいえ公金を支出するにあたりその根拠も意義も薄弱なものであると私は感じま
す。
最終的に、副市長による市民への謝罪と事務の改善につながる答弁を引き出しましたの
で、了としていますが、一見合理的またやむを得ないとも思える議案について、市民の立場
から疑義を呈し、執行部に警鐘を鳴らすという意味で、あらためて議員の役割を考えた質疑
になったと振り返って思います。

■議会改革最前線：政務調査費から政務活動費へ
去る 11 月 30 日、私が委員長を務める「議員のあり方検討特別委員会」は、議会に対し中間報告書を提出しました。これは、
このたび地方自治法が改正され、現在各議員に支給されている政務調査費制度がその名も政務活動費制度として改められること
に伴い、これまでこの政務調査費制度の課題について議論を続けてきた結果を取り急ぎまとめることとなったものです。
委員会の議論の主な結果として、
（１）現在支給されている金額（月額 8 万円）は据え置くこと （２）収支報告書をホームペー
ジで公開すること （３）領収書以外の書類（視察報告書）などの添付を検討すること

といった方向性を打ち出して議会に報

告するとともに、今後政務活動費として制度が改められる際にも参考とされるよう要望しています。
政務調査費を巡っては、その使途の適正性を巡ってこれまでも住民監査請求などが繰り返し起こされており、使途の透明性を
確保することなどが求められてきました。本来議員としての良識によるところが大きい問題ではありますが、今回の報告書では
従来より一歩踏み込んで制度のあるべき姿を提起することができたものと考えています。今後制度の具体化にあたり、委員会で
の議論をもとに市民の信頼を得られるより良い制度となるよう、努めていきたいと思います。

■個人情報漏洩事件

～再発防止に向けて～

既に新聞報道等でも周知の通り、去る 10 月、市職員（非常勤一般職）が地方公務員法（守秘義務）違反の容疑で逮捕され、
さらに 11 月には加重収賄の容疑で再逮捕されるという事件が発生しました。この職員は、探偵業を営む男からの依頼を受け、
平成 19 年 7 月頃から平成 22 年 11 月頃までの間、前後 9 回にわたり、職務上不正な行為により知り得た延べ約 10 名の住所、氏名、
生年月日、勤務先、年収、家族構成、転居履歴等の情報を、当該探偵業を営む男に漏らし、前後 8 回にわたり、その謝礼の趣旨
であることを知りながら当該探偵業を営む男の名義の口座から約 13 万円を振替入金により受け取ったとされています。（市ホー
ムページより引用）
この事態を受け、議会では閉会中に総務委員会が開催され、報告を受けるとともに、再発防止策についても説明を求めました。
具体的には、端末のログオン・ログオフの徹底、市情報セキュリティ委員会による実態調査、部課長及び職員に対するセキュ
リティ研修の実施などが挙げられています。
この問題は、市民の個人情報を扱う職員が、あろうことか金銭目的で外部に情報を漏洩させるという非常に悪質かつ影響の大
きいものです。職員個人の責任、モラルの問題とすることは簡単ですが、このような不正を許してしまった組織の風土も問題と
せざるをえません。
いわゆる内部統制の議論において、統制環境の整備の問題として論じられるところですが、二度とこのような不祥事を起こさ
ないよう、全庁的な意識改革が必要と感じます。
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■市政報告会を開催します

■後援会だより

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

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

由緒ある鹿島神宮を参拝

至船橋

場

時：平成 25 年 2 月 9 日（土）
14 時～ 15 時半（受付 13 時半～）
京成本線
所：海神公民館講堂
海神駅
至上野

去る 11 月 24 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。5 回目となる今年は、秋深まる水郷地帯
を巡ると題し、鹿島神宮参拝、伊能忠敬記念館見学と佐原の
街並み散策など、研修と親睦を深めました。後援会では今後
とも皆様との絆を深める行事を企画していきたいと思います
ので、ぜひご参加ください。

車内では議会報告

No.23

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
和やかに昼食

活

動

情緒ある佐原の街なみ

日

誌

最近の主な活動の一部をご紹介します。
９月30日～ 龍神社祭礼手伝い
10月５日
10月４日 議員のあり方調査検討特別委員会
10月６日 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７日 海神6丁目東町会敬老会
10月９日 市川学園同窓会船橋支部総会
10月11日 建設委員会行政視察
～12日 神戸市・広島市
10月13日 日本青年会議所全国会員大会
～14日 於：北九州市
10月18日 保護司会研修会 神奈川医療少年院見学
10月19日 議会運営委員会
10月20日 海神南小学校PTAバザー奉仕
10月21日 早稲田大学稲門祭手伝い
10月23日 船橋市私立幼稚園教育振興大会
10月24日 市議会レポート発送作業
11月２日 建設委員会
11月３日 本中山健康フェスティバル参観
11月４日 保育園運動会参観
11月７日 船橋中央倫理法人会講演会
11月11日 ボーイスカウト船橋3団説明会
11月12日 議会運営委員会
11月13日 船橋青年会議所11月例会
11月14日 保護司会千葉県大会
11月17日 船橋をきれいにする日
海神商店会朝市
海神４・５丁目自治会文化祭
11月22日 議会 開会日
11月24日 講演会日帰りバス研修
11月26日 議案等勉強会
～27日
11月30日 議会 議案質疑登壇
12月１日 船橋市私立保育園協議会永年勤続表彰式
千葉県稲門祭
12月２日 ボーイスカウト船橋3団育成会総会
12月３日 議会 一般質問
～７日
12月９日 青年会もちつき
12月14日 議会 建設委員会

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。
「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
船橋駅

火

水

木

金

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 34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、㈳船橋青年会議所副理事長、保護司 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
年頭に一年の目標を立てる方も多いと思いますが、
皆さん
の今年の目標は何でしょうか。
私の場合、
元気に働くためにも
まずは健康から。
今年こそ健康診断をきちんと受けたいと思
います。
本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。
何卒ご了承ください。

