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■平成 26 年を迎えて

～光あふれる船橋を目指して～

気持ちも新たに平成26年を迎えました。
昨年を振り返ると、長引く不況のなかにあっても、アベノミクス効果による株価の回復、56年ぶり東京オリンピック招致
決定などわずかながらも明るさを感じさせるニュースが届いた一年ではなかったでしょうか。
市政にあっては、松戸徹新市長が誕生し、副市長・教育長など幹部人事も一新されるなど、新たな体制がスタートしました。
全国的には人口が減少段階に入ったにも関わらず、当市の人口は増加を続け、間もなく62万人を超えると予測されています。
一方で少子高齢化の進展にともなう民生費の増加、老朽化する公共施設やインフラの更新など、乗り越えなければならな
い課題も多く存在しています。
このような中にあって、市政のチェック機能を果たし、市民の声を市政に反映させる議会また議員の役割はますます重い
ものとなっています。２期目の任期も最終年に入ることとなり、改めて初心に帰って市政発展のために努力する所存です。
市民の皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。

日 色 健 人

■西図書館建替工事始まる

～十分な学習スペースの確保を要望～

12 月議会において、西図書館建替工事請負契約についての議案が提出され、全会一致で可決されました。西図書館は昭和 46
年に開館し、長い間市民に親しまれてきましたが、平成 23 年３月 11 日の東日本大震災により被災し閉鎖となったため、現在賃
貸ビルの一部で業務を縮小して運営されているところです。このたび新たに西船橋駅北口東側線路沿いの多目的広場に移転して
建設されることとなり、今回の議決を経て工事が始まることとなりました。契約金額は 13 億円余りとなります。
今回の議決に際し、下記の通り議案質疑を行いましたのでその模様をお知らせします。

Ｑ．日

色

 新西図書館の設計図によると、旧館と比して自習室（学習コーナー）の席数が少なくなっているが、問題はな
いか。

Ａ．生涯学習部長  学習席の確保については、35 席を用意している。また、座席不足が予測される夏休み・冬休みの期間、及び
土日祝日などには、多目的室 24 席を開放し学習席とする予定であり、旧館と比べて減少することはないと考え
ている。
Ｑ．日

色

 生涯学習を推進する市にあって、学生だけでなく幅広い年代の市民の「学びの場」が求められていると感じて
いる。新西図書館にはぜひこうした機能を担う運用を期待したいところであるが、見解を問う。

Ａ．生涯学習部長  新西図書館は JR 西船橋駅から約 300m という立地にあり、会社帰りのビジネスマン等の利用が見込まれること
から、インターネットコーナーや持ち込みパソコンが利用できる席を用意する。全体で閲覧席を旧館から約 50
席増やし、子供から大人までが調べ物など自由に学べる環境を整えている。市民の「学びの場」とする学習セン
ター機能を有した図書館になっているものと考えている。

JR 西船橋駅近くの好立地

地上 3 階地下 1 階建て

明るく開放的なエントランス
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■ 12 月議会議案質疑の模様
～西海神小学校放課後ルーム増設・児童遊園条例の廃止ほか～
去る 11 月 29 日（金）に行われた 12 月議会議案質疑に会派を代表して登壇し、提出された議案に対し質疑を行いました。前頁
で紹介した西図書館建替工事請負契約のほか、西海神小学校に放課後ルームを増設するための補正予算、また児童遊園条例を廃
止する議案について下記の通り質疑を行いましたのでその模様をお知らせします。

●西海神小学校放課後ルーム増設～児童の思い入れある「築山」を残して～
Ｑ．日

色

 現在の放課後ルーム開設からわずか４年で増設の必要が発生したことについて疑問がある。学区の変更による
生徒数の増加が増設の主な理由とのことであるが、現在の放課後ルーム建設前にすでに学区変更の検討が始まっ
ており、この段階で連携が取れていればこのような事態にはならなかったのではないか。今後どのように考えて
いるか。

Ａ．子育て支援部長  定期的な連絡会議の場を設けるなど、更なる連携をはかって参りたい。
Ｑ．日

色

 校庭内に新たに設置することとした場合、現在校庭北東部にある築山を
撤去することも検討されていると聞くが、この築山は数十年にわたり児童
に親しまれてきた学校のランドマーク的存在であり、在校生・卒業生問わ
ず思い入れのある施設である。今回の第２放課後ルーム建設計画にあたり、
増設の必要性は認めるものの、その配置を含め計画にはまだまだ検討すべき

西海神小学校校庭の築山

点が多いと考える。今後設計の中で、関係者の意見も十分に踏まえつつ慎重な検討を求めるが、見解を問う。
Ａ．子育て支援部長  整備場所については学校・教育委員会と検討を重ねてきたところではあるが、議員のご指摘を踏まえてさらに
教育委員会と協議しながら、改めて設計の中で検討してまいりたい。
●児童遊園条例の廃止について～運営の基準を満たしてないから廃止！？～
Ｑ．日

色

 児童福祉法にもとづき、このたび県において制定された児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条
例に適合しないことから今回児童遊園を廃止する必要があるとのことである。
そもそも、従来の国基準においても、児童厚生員の配置については定められていたにも関わらず、実際には配置

されないまま運用がなされていたとのことであるが、どうしてこのようなずさんな運営が長期間継続されていた
のか。

Ａ．都市整備部長  児童遊園の設置当初は児童厚生員の配置を計画した資料もあるが、その後児童福祉施設の管理基準を満たさな
くなったことから、今回実態にあわせ整理するものである。満たさなくなった経緯についてははっきり分からな
い。
Ｑ．日

色

 そもそも児童遊園は、児童福祉法において「児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆた
かにすることを目的とする施設」と定められているところ、
その意義は今日においても失われていないと考える。
今回条例に適合していない運営がなされていたからといってその全てを廃止にするという判断はあまりにも安直
ではないか。
（児童厚生員の併任や巡回による指導も認められている） 昨今では、都市部において児童の自然体
験ができる場としての「プレイパーク」や「冒険遊び場」など、指導員を常駐させて児童の遊びを指導する施設
もみられるところ、今後当市において児童厚生施設としての児童遊園の位置づけ（設置する可能性）についてど
のように考えているか。

Ａ．子育て支援部長  本市では児童ホームを順次整備し、児童厚生員を配置して遊びの指導を
行ってきている。児童遊園について、今後児童厚生施設として設置・運用
していくことは考えていない。
※日色注：児童遊園については今後都市公園法上の公園として引き続き開放されていくこ
ととなりますので、条例の廃止に伴い閉鎖されることはありません。
子供に人気の大穴パンダ児童遊園
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■ 12月議会一般質問 ～青少年健全育成、「音楽のまち・船橋」についてほか～
去る 12 月 5 日（木）
、27 回目となる一般質問に登壇しました。今回は、
（１）青少年健全育成について、（２）音楽のまち・船
橋について、（３）船橋市実施計画（進捗状況報告）を受けて、
（４）債権管理について、の 4 点を通告し、市執行部と議論を行
いました。以下、その模様をお知らせします。

●青少年健全育成について～インターネット・携帯電話のトラブルから子供を守れ！～
Ｑ．日

色

 過日の青少年問題協議会において、今日の青少年の抱える課題として、インターネット・携帯電話の利用に関
するトラブルを危惧する意見が出された。これについて、当市の青少年のインターネット・携帯電話の利用また
トラブルについての実態を把握しているか。

Ａ．生涯学習部長  小学校・中学校意識・実態調査の結果によると、携帯電話の保有率については、小学 6 年生で 38.6％、中学 2
年生で 72.1％となっている。携帯電話でいやな思いやトラブルがあったことがあるか、という質問には小学生
で 10.1％、中学生では 18％があったと回答している。
Ｑ．日

色

 こうしたインターネットや携帯電話の利用に関するトラブルが当市の青少年の課題であるとの認識があるので
あれば、青少年課主体でもっと実効的な施策を実施すべきではないか。

Ａ．生涯学習部長  地域での青少年育成団体や関連団体をはじめ、学校また消費生活課とも連携・協力をはかり、より多くの啓発
事業を今後展開してまいりたい。
●音楽のまち・船橋について～多くの子供たちに、楽器に触れる機会の提供を！～
Ｑ．日

色

 教育委員会で楽器を購入し、各学校に貸し出す事業について、平成 22 年度時点ですでに
拡充の必要が指摘されていながら改善されていない。学校現場では楽器不足の声が上がって
いるにもかかわらず、この事業が拡充されていないがなぜか。

Ａ．学校教育部長  限られた予算を効果的に運用し、本事業の充実に向けてさらに検討してまいりたい。
Ｑ．日

色

 成長期における音楽の経験は人生を豊かにするものと考えている。一人でも多くの子供たちに楽器に触れる機
会を提供したいと考えているが、市内には器楽活動のクラブが小中学校に設置されていない地域もある。設置に
向けて働き掛けを求めたいと思うがどうか。

Ａ．学校教育部長  部活動の設置については、学校の教育活動のねらいや学校規模、職員構成等総合的に勘案して各学校で決定し
ている。各学校の要望を確認しながら研究してまいりたい。
●債権管理について～適切な管理がなされているか？～
Ｑ．日

色

 平成 24 年度末の決算書に記載されたケアハウス使用料の収入未済 131 万円余りについて、前年と金額が変わっ
ていない。督促状況をみるとここ数年回収が進んでいないようだが、今後どのような対応を取る予定か。

Ａ．福祉サービス部長  今後の対応について弁護士と協議した結果、すでに昨年 7 月に時効が完成しており、今後不能欠損処理をせざ
るを得ないとの助言を受けたところである。
日

色

 このように長期化して、適切な管理がなされていない債権が他にもあるのではないか。年度末までに再度見直
し、適切な債権管理を求める。

■文教委員長奮闘記 ～出雲市、松江市を視察＆学校給食について閉会中審査を実施～
私が委員長を務める文教委員会では、議会の無い月でもテーマを決めて活動を行っています。（これを閉会中審査と呼びます。）平成
25 年 10 月には島根県出雲市、松江市に行政視察を行ったほか、11 月には学校給食をテーマとした審査を行いました。
出雲市では近年様々な教育改革に取り組んでおり、その試みは全国的にも
注目されています。また松江市では、学校の授業において図書館を活用する
取り組みを行っており、こちらも全国から注目を集めています。実際に小学
校の授業を見学する機会に恵まれ、児童の皆さんが図書室でテーマに沿った
調べ学習をする様子を拝見しました。
いずれの取り組みも、当市においても十分検討に値するものであり、今後
の議論に反映させていきたいと考えています。

出雲市議会の議場にて

授業を見学した松江市立揖屋小学校図書室にて
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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

昭和天皇記念館にて

至船橋

場

時：平成 26 年 3 月 2 日（日）
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

去る 11 月 23 日（土）
、恒例となった後援会の日帰りバス研
修を行いました。今年は立川市の昭和天皇記念館、国立極地
研究所南極・北極館を見学したほか、八王子市の多摩御陵・
武蔵野御陵（大正天皇・昭和天皇のご陵墓）を参拝し、在り
し日のお姿を偲びました。バスの車中では 9 月議会・12 月議
会の報告も行われ、穏やかな好天に恵まれたこともあり有意
義な 1 日となりました。

車内では議会報告
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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

武蔵野御陵を参拝

日

誌

最近の主な活動の一部をご紹介します。
10月３日
～４日
10月５日
10月６日
10月８日
10月９日
10月13日
10月14日
10月15日
10月18日
10月19日
10月20日
10月21日
～22日
10月26日
11月２日
11月３日
11月９日
11月10日
11月13日
11月14日
11月15日
11月17日
11月19日
11月22日
11月23日
11月26日
11月29日
11月30日
12月２日
～６日
12月８日
12月９日
12月13日
12月16日
12月17日
12月20日

龍神社祭礼
海神４・５丁目自治会地域まつり
日本青年会議所全国会員大会奈良大会
船橋市立医療センター30周年記念祝賀会
議会 文教委員会
議会 議会運営委員会
本中山地区健康フェスティバル
実践倫理宏正会朝起き会
船橋青年会議所10月例会 松戸市長と対談
千葉県弁護士会船橋支部との懇談会
行田東小学校元気村奉仕
海神公民館まつり奉仕
文教委員会行政視察
（出雲市・松江市）
西海神小学校創立60周年式典
海神南町会創立40周年式典
教育フェスティバル参観
船橋市立特別支援学校いちょう祭参観
ふなばし健康まつり
青少年問題協議会
私立幼稚園教育振興大会
議会 文教委員会閉会中審査
船橋市PTA連絡協議会研究大会
ボーイスカウト船橋第3団説明会
議会 議会運営委員会
議会 開会日
後援会日帰りバス研修
議会 議案等勉強会
議会 議案質疑登壇
船橋市私立保育園協議会永年勤続表彰式
千葉県稲門祭
議会 一般質問
消防音楽隊演奏行事
保護司会定例研修会
議会 文教委員会
議会 追加議案質疑登壇
議会 予算特別委員会
議会 閉会日

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 35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。
自由民主党船橋市支部青年部長・文教委員会委員長・
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「市政会」所属
地域での主な活動:ボーイスカウト船橋第3団副団委員長・
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、
（公社）船橋青年会議所理事長、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
昨年は豪雨や竜巻など大きな気象災害の続いた年でもあり
ました。天候だけでなく政治的にも安定した穏やかな1年と
なるよう願ってやみません。
（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。

