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■平成 28 年を迎えて

～地方創生時代の議会の役割を果たす！～

気持ちも新たに新年を迎えました。
昨年を振り返ると、少子高齢化社会を迎えた我が国がいよいよ人口減少の時期に突入し、その荒波はまず地方を覆うこと
になろうとしていることが明らかになった年ではなかったかと思います。都市部への一極集中により、
「消滅可能性都市」と
いう言葉まで飛び交うようになり、戦後一貫して国土の均衡のとれた発展を目指してきた我が国においても、埋めようの無
い地域間格差が改めて生まれようとしています。
幸いにして我が船橋市は東京近郊の地の利を活かして、今後しばらくの間も人口増が続く予測となっていますが、これと
ていつまでも続く保証はありません。東京近郊の他の都市との競争はますます激しくなるでしょうし、市内においても利便
性の高い地域とそうでない地域との人口差は広がる傾向にあります。このような中で、医療・介護・福祉などの高まる行政ニー
ズに応えつつ、これまで同様の高いレベルでの市民サービスを維持し、同時に財政的にも安定した行政運営を行っていくこ
とは、自治体にとって大変難しいことであるといえます。
このような時代にあって、市政の一翼を担う議会の役割はますます大きなものがあります。市民の声を市政に届けること
はもちろん、市の将来像を市民とともに議論し、あるべき方向性を見出していかなければなりません。そのために私達議員
は市民の代弁者として、日頃から市民の皆さんとより近く、より真摯に向き合っていかなければならないと改めて感じてい
ます。
昨年の選挙においては皆様のご支援により３期目の議席をお預かりすることができました。
議員としてのキャリアも今年で10年目に入ることとなり、一層責任の大きさを感じています。
市民の皆様のご支援を重ねてお願い申し上げます。

日 色 健 人

■ふなばし三番瀬海浜公園が生まれ変わります
～平成 29 年７月に環境学習施設 OPEN へ～
これまでふなばし三番瀬海浜公園は、市内で唯一直接、海（三番瀬）に
触れることができる立地を活かし、人工海浜を利用した潮干狩りや屋外プー
ルなどで広く市内外の人々に親しまれてきました。しかし、東日本大震災
による液状化の被害を受け、プールなどが使えなくなってしまいました。
市では今後の公園のあり方について検討を続けてきましたが、このたび改
修計画がまとまり、今議会において総額22億円余りの改修工事契約議案が
可決されました。
新たな施設のねらいは、船橋の貴重な自然である三番瀬での自然体験と、
三番瀬の仕組みや現象、歴史や営みなどを学ぶ展示や体験プログラムを通

全体イメージ図

じて、三番瀬さらには環境に興味をもってもらうこととされています。具
体的には、ジオラマやキッチンスタジオなど様々な取り組みがなされるほ
か、展望デッキや芝生広場など、家族連れを中心に幅広い世代の市民に楽
しんでもらえる施設となる予定です。
海沿いに位置することから、津波対策として屋上に直接避難できる屋外
階段の設置などの工夫もされています。工期は今年度からの２カ年で、平
成29年７月のオープンを目指すとのことです。
三番瀬は東京湾最奥部に残された貴重な自然であり、船橋市にとってか
けがえのない財産です。ぜひ新しい施設を通じて、次の世代の子供達へも
受け継いでいけるよう期待したいと思います。

三番瀬について学べるジオラマ
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■ 12 月議会議案質疑
～ 10 年目を迎えた指定管理者制度とどう向き合うか？ほか～
去る 11 月 25 日（水）
、議案質疑に登壇しました。今回は議案の大半を占めた指定管理者（※）の選定に関する議案の
中から、アンデルセン公園の指定管理について取り上げたほか、行政不服審査会条例についても市執行部と議論を行い
ました。以下、質疑の模様をお伝えします。

★アンデルセン公園の指定管理者について ～しっかりとした評価の実施を！～
日

色

都市整備部長

日

色

都市整備部長

船橋市アンデルセン公園の指定管理者の指定について。いまやこの公園は船橋の顔と言っても過
言ではないが、今回提出された議案において、指定管理期間をこれまでの５年間ではなく 10 年間と
した理由は何か。
アンデルセン公園は国際交流の象徴となる公園である。指定管理者の募集要項の中で「本市の観
光及び国際交流の拠点施設としての活用」を評価基準のひとつとして定めており、次期指定管理者
にも良好な信頼関係を築き上げ、独自の国際交流を展開することを期待するところだが、５年の指
定管理期間では良好な関係が出来上がったときには次の指定管理者の選定時期を迎えてしまうこと
から、10 年とした。
指定管理期間の長期化に伴い、通常のモニタリングの他に中間評価を行うとのこ
とだが、これはこれまでにない新しい取り組みであり、明確な評価項目等が記載さ
れていない。今後、市としての統一した基準が必要ではないか。
今回指定管理期間を見直すにあたり、公平性、透明性を確保する観点から、これまで行っている
内部評価だけでなく、外部の委員による中間評価を実施する必要があるということを所管課と協議
してきた。今後中間評価に必要な事項については指定管理者制度事務手続マニュアルに掲載するよ
う改正していく。

※指定管理者制度…これまで公共団体等に限って認められていた公の施設の管理運営について、民間事業者やＮＰＯ法
人等の参入を可能にするもの。多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公
の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的と
している。現在船橋市では 27 施設について指定管理者制度が導入されている。

★行政不服審査会条例の制定について ～独立した審査を行える体制を～
日

色

このたびの行政手続法改正に伴い、当市においても行政不服審査会を設置し、不服申し立てを受
けた場合の審査庁（市長）からの諮問を受ける機関として位置付けることとなった。この行政不服
審査会の人選について、組織の性質上当市職員ＯＢは任用すべきでないと考えるところ、人選につ
いて現在どのように考えているか。

総 務 部 長

人選については、公正な判断をすることができ、かつ法律または行政に関して優れた識見を有す
る者のうちから任命することを考えている。現在委員には、弁護士、税理士、大学教授、行政書士
を考えており、市職員ＯＢを任命することは考えていない。

■体育館・武道室等の天井落下防止対策工事が行われます
～平成 28 年度から３カ年で～
このたびの 12 月議会に提案された補正予算において、小学校・中学校の体育館および武道室等の天井等落下防止対
策工事に関する予算が盛り込まれ、審議の結果可決しました。
これは、地震の際に落下の恐れがある吊天井を撤去するほか、屋根裏の部材がはがれて落ちてくることを防ぐために
ネットを敷設すること、またつり下げ式となっている照明を取りかえることなどを予定していま
す。校舎の耐震工事については今年度中に全て終わることとなっていますが、来年以降も引き続
きこうした工事が行われることから、夏休み期間中などの体育館等の利用に影響がでることが予
想されます。児童の安全な学習環境確保のため、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。
平成 28 年度工事予定の学校

体育館（落下防止ネット敷設、照明取り換え等）
西海神小、小栗原小、葛飾小、湊町小、宮本小、峰台小、大穴小、八栄小、高根東小、
高根台第三小、習志野台第一小、飯山満小、金杉台小、小室小、坪井小、三山小、
法典小、行田西小、中野木小、八木が谷小、高郷小、芝山東小、薬円台小、湊中、
習志野台中、葛飾中、宮本中、前原中、特別支援学校高根台校舎
計 29 校
※上記以外の学校は平成 29 年度以降の工事予定となるとのことです。

武道室（吊天井の撤去、照明取り換え等）
三田中、大穴中、七林中、八木が
谷中、坪井中、古和釜中、二宮中、
金杉台中、船橋中

計９校
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～使用料・手数料の適正化について、ほか～

去る 12 月３日（木）、35 回目となる一般質問に登壇しました。今回は、①使用料・手数料の適正化について、②市役
所本庁舎の管理運営についてほかを通告し、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。

★使用料・手数料の適正化について ～市民の理解を得て見直しを！～
日

色

市が徴収している使用料・手数料については、その根拠が不明なものや、金額が設定されてから
数十年以上見直しがされていないものなどが散見されることから、統一的なルールで抜本的な見直
しを図るよう以前から主張してきた。このたび全市的な見直しに取り掛かったとのことだが、その
状況は。

企画財政部長

使用料・手数料については今まではっきりと統一された考え方により算定するものが本市にはな
かったので、このたび算定の基本的な考え方を内部的に定めたところである。内容としては、算定
にあたっての原価の算定方法、受益者負担割合、見直しの基準等基本的なルールである。

日

見直しに着手したことをまずは評価したい。その上で、見直しのプロセスにおいて、外部の意見
や市民・利用者の意見（理解）を得る仕組みはあるか。
使用料・手数料そのものについては原則としてパブリック・コメントの対象とはなっていないこ
とから現時点では市民・利用者の声を聞いていない。しかし、この基本的な考え方について市民の
声を聞くことについては重要なことと考えていることから、今後検討していきたい。

色

企画財政部長

日

色

受益者負担の適正化と同時に、経費削減の取り組みも重要だと考えるが、見直しの過程でどのよ
うに実効性を持たせることができると考えているか。

企画財政部長

今回、使用料・手数料の原価に算入する費用を定め、原価の算定方法を明確にした。これにより、その
料金がなぜそうなるのかについて、客観的に示すことができるとともに、所管課において日常業務を無駄
の無い、効率的な執行とするための改善が容易となり、経費削減の実効性が確保できると考えている。

★市役所本庁舎の管理運営について ～スペースは十分か？～
日

色

企画財政部長
日

色

企画財政部長

今回の一般質問にあたり、市役所本庁舎内の市民相談スペース、会議室、倉庫（ロッカースペース）
などについて実際に調査した。その結果、庁内の会議室について、一部が業務スペースや倉庫、職
員のロッカールームとして利用されている実態があるが、会議室としての機能に影響はないか。倉
庫やロッカーは別途確保すべきではないか。
現在のところ、会議開催に大きな支障はないと考えている。倉庫、ロッカースペースの確保につ
いては現状の実態を改めて調査し、どのように改善できるか研究させていただきたい。
行政需要の増に伴い、今後も庁者スペースの有効利用また拡充が必要と思われるが今後どのよう
に対応する予定か。
本庁舎のスペースは現状においても狭隘の状態にある。保健所移転後の県合同庁舎について県よ
り賃貸借が可能となったことから、平成 28 年度にこの合同庁舎の３・４階を改修して本庁舎から執
務を移転させるなどスペース確保を図ってまいりたい。

■健康福祉委員会視察報告
～金沢市児童相談所・石川県中央児童相談所を視察～
私が委員長を務める健康福祉委員会では、去る 10 月 28 日（水）～ 29 日（木）にかけ
て金沢市児童相談所ならびに石川県中央児童相談所を視察しました。
近年児童虐待等の件数が増加する中、現在船橋市では市独自の児童相談所の設置につ
いて検討を進めており、今年度からは職員を千葉県に派遣して準備また情報収集を進め
ています。そのような中、中核市として独自の児童相談所を設置している（全国の中核
市で児童相談所を設置しているのは金沢市と横須賀市の２市のみ）金沢市を訪問するこ
とにより、その取り組みに学ぼうとするものです。またあわせて、同じ金沢市内に設置
されている石川県中央児童相談所も訪問し、
両者の連携等についても調査を行いました。
家庭で暮らすことの出来なくなった児童を一時的に保護する一時保護施設も併せて見
学することができましたが、いずれの施設においても様々な事情によりここで生活する
ことになった児童の心身のケアまた生活の安定に向けて、職員の方々が献身的な努力を
されているご様子を伺いました。
また、独自に施設を設置している金沢市にあってはその設置・維持費用もさることな
がら、専門性の高い人材の育成また確保が課題とのことであり、
設置を目指す当市にとっ
ても今後重要な検討課題だと考えます。

金沢市児童相談所にて、活発な
意見交換

金沢市役所にて、委員長として
あいさつ

たけ と

（4）

ひいろ健人 市議会レポート

発行

平成 28 年 1 月 1 日

■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

紅葉の西山荘前にて

至船橋

場

時：平成 28 年 3 月 5 日（土）
15 時～ 16 時半（受付 14 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（月・祝）、恒例となった後援会主催の日帰
りバス研修を開催しました。心配された天候も傘を開くこと
なく済み、秋深まる西山荘（水戸光圀公が晩年を過ごした場
所）、那珂湊などを巡りました。往復のバスの車中では９月
議会・12 月議会の報告や活発な意見交換も行われ、有意義
な研修となりました。

車中では議会報告

No.35

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
雨も降らずみな笑顔

活

動

なごやかに昼食

日

誌

最近の主な活動の一部をご紹介します。
10月 1日（木）
			
			
10月 2日（金）
			
10月 3日（土）
			
10月 4日（日）
10月 8日（木）
10月10日（土）
10月11日（日）
10月13日（火）
10月16日（金）
10月17日（土）
10月18日（日）
10月19日（月）
10月20日（火）
10月23日（金）
10月25日（日）
10月27日（火）
10月28日（水）
～29日（木）
10月31日（土）
11月 1日（日）
11月 3日（火）
11月14日（土）
11月15日（日）
11月16日（月）
11月17日（火）
11月21日（土）
11月23日（月）
11月25日（水）
11月27日（金）
～12月3日（木）
12月 5日（土）
12月 8日（火）
12月16日（水）
12月18日（金）

保健福祉センター開所式典
海神小音楽祭
県民体育大会船橋市選手団結団式
議会 本会議
自由民主党船橋市支部役員会
龍神社祭礼
海神４・５丁目自治会地域まつり
本中山地区自治会町会連合会健康フェスティ

バル
消防局市民音楽隊特別研修
西船みどり保育園運動会
海神６丁目東町会敬老会
私立幼稚園教育振興議員連盟研修会
議会 閉会日
小栗原稲荷神社祭礼
千葉県民体育大会カヌー競技応援
前貝塚町会運動会
保護司研修
市川学園同窓会船橋支部総会
船橋市経済ミーティング
船橋市国際交流協会インターナショナルフェ

スティバル
船橋市私立幼稚園教育振興大会
健康福祉委員会行政視察
於：金沢市
教育フェスティバル
海神商店会朝市
ボーイスカウト船橋第３団育成会総会
木村哲也を励ます会
二子町寄席
議会 開会日
議会 議案等説明
船橋市保育協議会記念式典・表彰式
後援会日帰りバス研修
議会 議案質疑
船橋市自衛隊協力会望年会
議会 一般質問
海神小PTAバザー奉仕
議会 健康福祉委員会
議会 本会議・健康福祉委員会
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

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 37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
において初当選、現在3期目。自由民主党船橋市支部事
務局長・健康福祉委員会委員長・障害福祉推進議員連盟
会長・私立幼稚園教育振興議員連盟幹事長兼事務局長・
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、
（公社）船橋青年
会議所第46代理事長、保護司、船橋市カヌー協会会長、
船橋市消防局市民音楽隊隊員、船橋市国際交流協会会
員、日本山岳会会員
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.

■編集後記
昨年は世界がテロの恐怖に揺さぶられた一年でした。我
が国においてもサミット、オリンピックを控えこうした課
題と無縁ではありません。新しい年が穏やかな一年になる
ことを願ってやみません。
（健）

※法律の規定により、年賀状など時候の挨拶に制限があります。何卒ご了承下さい。

