発行

平成 28 年 7 月 31 日

たけ と

No.37

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37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！）

■ 10 月から B 型肝炎ワクチンの定期接種が始まります
～６月議会議案質疑～
去る６月 27 日（月）、平成 28 年第２回定例会（６月議会）に追加提案された一般会計補正予算案の議案質疑に登壇し
ました。この議案は、国の政令改正に伴い、Ｂ型肝炎ワクチンが定期接種（予防接種法に基づいて、市町村の責任にお
いて行われるもの。公費負担により、対象者全員への接種が勧められます。
）
の対象となったことを受けて、
必要な予算
（約
7500 万円）を計上するものです。
これに対し、以下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。
日

色

Ｂ型肝炎ワクチンの安全性や注意点については、どのように考えているか。また、他のワクチンとのス
ケジュール上の兼ね合いはどうか。

保健所理事

Ｂ型肝炎ワクチンについては、一般的に安全性の高いワクチンであるとされている。接種の注意点につ
いては、対象者に送付する個別通知への記載や実施医療機関への注意喚起等で周知を徹底していく。他の
ワクチンとの兼ね合い、同時接種については国の安全対策調査会での検討の結果、「安全上の懸念はない
と考えられる」とされているが、予防接種の具体的な順序や日程はかかりつけ医と相談して決めるよう保
護者に対して案内する。

日

色

今年の 10 月から制度が開始されるとのことだが、対象者のうち、本年４月から７月に出生した子につい
ては、通常よりも接種期間が短く、期間内に３回の接種を完了できないことが考えられる。こうした子に
対し不利益の無いよう対応すべきと考えるがどうか。

保健所理事

Ｂ型肝炎ワクチンの対象年齢は生後２カ月から１歳に至るまでの者とされており、10 ヶ月間の間に３回
の接種をして完了するスケジュールとなる。制度の開始が 10 月であることから、今年４月から７月生まれ
の子は接種可能期間が 10 ヶ月間確保できない。すべての対象者に公平に 10 ヶ月間の接種期間の確保をす
るため、平成 28 年４月から７月生まれの子に対して、生後１歳を過ぎた後、市独自の任意接種の期間を設
ける救済措置を検討している。

日

色

すでに自費でＢ型肝炎ワクチンを受けた場合、費用の助成はないのか。また、自費で接種した人数は把
握しているか。

保健所理事
日
色

公費での接種は 10 月以降となる。人数については把握していない。
前述の救済措置について、１歳を過ぎてからの接種であっても、ワクチンの予防効
果を十分発揮することが出来るのか。他市においては、接種期間を独自に前倒しして
実施するところも見受けられるが、こうした前倒しの実施についても検討したのか。

保健所理事

Ｂ型肝炎ワクチンは１歳を過ぎたら効果が無くなるというわけではない。本市としては、十分な体制を
整えたうえで 10 月から定期接種を開始したい。

Ｂ型肝炎とは・・・Ｂ型肝炎はＢ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ）が血液・体液を介して感染して起きる肝臓の病気です。
Ｂ型肝炎ウイルスは肝臓に感染して炎症（肝炎）を起こします。肝炎が持続すると慢性肝炎から肝硬変、さらには
肝がん（肝細胞癌）へと進展する可能性があります。Ｂ型肝炎ウイルスは、全世界で、約３億 5,000 万人が感染し
ていると言われ、そのうち日本では、
約 130 ～ 150 万人（およそ 100 人に１人）が感染していると推定されています。

（出典：日本肝臓学会ＨＰほか）
Ｂ型肝炎ワクチンの接種スケジュール例（平成 28 年４月生まれの場合）
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■６月議会一般質問
～市立船橋高校テニスコート・後期基本計画・青少年行政について～
去る６月 10 日（金）、一般質問に登壇しました。今回は（１）新しく行田の国家公務員体育センター跡地に整備され
た市立船橋高校テニスコートの開放について、
（２）青少年行政について ほかを通告し、
市執行部と議論を行いました。
以下、その模様をお知らせします。

★市立船橋高校テニスコートの開放について ～利用者・地域の声を反映して、より利用しやすく～
日

色

生涯学習部長
日
色
生涯学習部長

日

色

生涯学習部長

市立船橋高校テニスコートの市民への開放について、現在、午前９時から 12 時
まで、12 時から 15 時までの３時間の枠になっているが、どのような経緯で決定し
たのか。市が管理する他のテニスコートでは、２時間の枠で貸し出しがなされて
いるが、より多くの利用機会を提供するためにも柔軟に検討すべきではないか。
使用時間については学校施設開放委員会が調整しているので、今後利用者の意見や登録団体の推
移等を参考に、検討するよう依頼していく。
学校体育施設の開放において、使用料を徴収しない理由は何か。
学校体育施設の開放については、学校教育に支障がない範囲において、市民のスポーツ活動の進
行を目的に、既存の学校体育施設を効率的に無料で使用できるものとして開始された。現在でも、
地域のスポーツ活動の重要な位置を占めていることから、使用料の徴収は行っていない。
制度開始から約 50 年が経過しており、この間、公の施設の利用に対する受益者負担の考え方も市
民に浸透してきている。他の市施設を利用する場合との不均衡もあるほか、学校の予算に児童生徒
以外の方が乗っているとも言えることから、制度のあり方について今後の検討を要望する。
学校開放委員会の構成について、学校所在地と開放施設の所在地が離れていることから、現状の
構成では地域住民の意見が反映されない恐れがある。追加の人選について一考の余地があると考え
るがどうか。
ご指摘のとおり、学校と施設の所在が異なることから、地元住民の代表の方が参加されるように、
来年度に学校開放運営委員会に検討するよう助言していく。

★青少年行政について ～少年少女交歓大会をより意義あるものに！～
日

色

生涯学習部長

日

色

生涯学習部長

日

色

生涯学習部長

毎年５月に行われている少年少女交歓大会開催の趣旨・目的は何か。延べ参加者（各コーナーの
利用者合計）は 13,300 人とのことだが、実人数、大人と子供の割合等については把握しているか。
趣旨・目的は青少年の健全育成の推進を図るため、青少年に関わる団体・機関が連携し、青少年
団体と一般参加の子供たちが交流し、友達・仲間作りが出来る場を提供することを目的に開催して
いる。実人数や大人・子供の内訳については把握できていない。
事業の評価のためにも、より正確に実態を把握すべきと指摘する。大会の実行委員会を構成する
船橋市少年少女団体連絡協議会について、近年加盟員の減少が見られると聞くが、把握しているか。
この状況をどのように考えているか。
同協議会に加盟する団体の会員数の推移については、平成 22 年度から 27 年度の５年間で約 6400
人から 4000 人となっており、2000 人以上、37％近く減少している。加盟団体についても１団体減っ
ており、指導者の減少及び高齢化とともに、青少年の健全育成に尽力いただいている各団体の活動
への影響も懸念される。
市内の少年少女団体の活動が細っている状況にある。青少年課はこうした現状を踏まえて施策を
打って欲しい。来年は市政施行 80 周年、少年少女交歓大会も第 50 回の記念大会になると聞くが、
改めて開催の趣旨を確認し、当市の少年少女の健全育成・各団体の活性化に資するものになるよう
期待するが、どうか。
趣旨や目的を踏まえ、各団体の会員増加にもつながる内容となるよう、実行委員会・運営員会の
中で検討していく。

少年少女交歓大会の模様（市ＨＰから）
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■船橋駅南口が生まれ変わります
～様々な事業が進んでいます～
船橋の玄関口・顔ともいえるＪＲ船橋駅南口では、現在さまざまな事業が進められています。どれも完成までに多く
の時間を必要とするものばかりですが、着実に工事が進んでいます。その一部をご紹介します。
（写真は市の「船橋市
におけるまちづくりの取組～平成 28 年度 主な公共公益施設の整備事業等の概要～」から引用）

★南口ペデストリアンデッキの整備（平成 29 年度末完成予定）
現在工事が行われ
ているＪＲ東日本駅
ビル建設にあわせ
て、京成船橋駅から
フェイスビルへと続
くペデストリアン
デッキが西武百貨店
まで延伸されます。
歩行者の回遊性・利
便性が高まることが
期待されます。

現状

整備イメージ

★南口アクセス道路がいよいよ開通へ！（平成 29 年度前半予定）
７月１日付「広報ふなばし」でもお知らせがあったよ
うに、船橋駅南口西武百貨店脇から京成本線高架を抜け
て本町通りへつながる都市計画道路３・４・11 号線が
いよいよ工事着工となりました。この都市計画道路は計
画から 30 年以上が経過していますが、このたび用地確
保の見込みがついたことから、着工となったものです。
これにより、本町通りから南口ロータリーへのアクセス
が改善され、交通の円滑化や、中心市街地のさらなる活
性化が期待されます。

現在の状況

完成イメージ

★山口横丁の整備（今年度は電線地中化等を検討、完成時期未定）
船橋駅南口を中心とした回遊性の創出に向け
て、飲食店が軒を連ねる山口横丁において、電線
の地中化や道路形態の改良を検討しています。こ
れにより、現在のにぎわいを保ちつつ、魅力ある
景観を確保し、誰もが安全に歩行できる環境の整
備が期待されます。

現在の状況

完成イメージ
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■倉敷市・姫路市を視察

■市議会欠員１名に、来夏補選へ

去る７月 11 日（月）～ 12 日（火）の２日間、私の所属す
る会派「市政会」では倉敷市・姫路市への行政視察を行いま
した。視察のテーマは「地方行政における広域連携の取り組
み」とし、現在地方創生の一環として行われている「連携中
枢都市圏構想」を中心に学びました。
両市と船橋市の地域的な特性は異なりますが、隣り合う都
市同士の連携を様々な
事業分野において多角
的に行うことで、地域
全体の魅力・価値を高
め、来る人口減少社会
に備えようとする取り
組みは、今後の自治体
のあり方を探る上で大
変有意義な視察となり
倉敷市における視察の様子
ました。

現職の船橋市議会議員１名が今般行われた東京都知事選挙
に立候補をしたことから、公職選挙法の規定により当該議員
が自動失職し、船橋市議会は欠員１名の状態となりました。
来夏の市長選挙に合わせて補欠選挙がおこなわれる見通しで
す。

活

動

日

誌

最近の主な活動の一部をご紹介します。
4月 1日（金）
4月 3日（日）
4月 8日（金）
4月 10日（日）
4月 11日（月）
4月 13日（水）
4月 16日（土）
4月 17日（日）
4月 18日（月）
4月 24日（日）
4月 26日（火）
5月 3日（火）
～ 5日（木）
5月 8日（日）
			
5月 9日（月）
5月 13日（金）
5月 14日（土）
5月 17日（火）
5月 20日（金）
5月 21日（土）
			
5月 23日（月）
5月 24日（火）
5月 25日（水）
5月 28日（土）
5月 29日（日）
			
6月 1日（水）
6月 2日（木）
～10日（金）
6月 11日（土）
6月 15日（水）
6月 21日（火）
6月 22日（水）
6月 24日（金）
6月 26日（日）
			
6月 27日（月）
7月 2日（土）
7月 11日（月）
～12日（火）
7月 15日（金）

議会 臨時会
ボーイスカウト船橋第３団上進式
海神中学校入学式
ボーイスカウト船橋地区協議会総会
西海神小学校入学式
自衛隊習志野駐屯地視察
海神北一婦人会総会
自由民主党千葉県支部連合会定期大会
議会運営委員会
前貝塚町会総会
船橋市老人クラブ連合会総会
ボーイスカウト団委員研修所
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
障害福祉振興議員連盟勉強会
議会運営委員会
日本山岳会千葉支部総会
馬込斎場視察
議会運営委員会
家庭倫理の会講演会
海神商店会総会
木村哲也君を励ます集い
船橋地区保護司会総会
議会 開会日
船橋稲門会総会
船橋市テコンドー選手権大会
西海神小学校同窓会
議会運営委員会
議会 議案質疑、一般質問
自由民主党船橋市支部総会
議会 健康福祉委員会
議会 追加議案質疑
参議院議員選挙
県民体育大会代表者会議
西海神小学校ＰＴＡバザー奉仕
社会を明るくする運動講演と音楽のつどい
議会 閉会日
塚田小学校ＰＴＡバザー奉仕
会派行政視察
於：倉敷市、姫路市
議会運営委員会 ほか

■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 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地区国際委員長
（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
参院選の影響もあり、発行時期が少し遅くなりましたこ
とをお詫びします。市政の身近な事業ひとつひとつに国・
県・市がしっかりと連携して取り組む必要があると痛感す
るこのごろです。
（健）

