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電話de詐欺被害非常事態宣言
～被害の撲滅に向けて全力で取り組もう～

■「民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください！

去る6月29日（金）、船橋市内で深刻な “電話de詐欺”（オレオレ詐欺などの振り込め詐欺）被害が相次いでいること
を受け、「船橋市市民防犯推進協議会」が臨時に開催され、船橋市長、船橋警察署長、船橋東警察署長の連名による「電
話de詐欺被害非常事態宣言」が行われ、同日議会にも報告されました。

これは、本市における平成30年1 ～ 5月の “電話de詐欺” による被害（被害者の居住する市町村で計上）が86件（被
害額約1億4千万円）にのぼり、件数では千葉県内ワースト1位となっていることから、市民の皆様にさらなる危機感を
認識していただき、被害の防止を図るとともに、船橋の関係機関・団体が連携して犯罪に立ち向かう決意を示すため、
今回の宣言にいたったとのことです。
今後、船橋市では同詐欺への対策として、7月1日号及び15日号の「広報ふなばし」で大きく取り上げて注意喚起を図�
る、市の公用車に「電話de詐欺」への注意を喚起するマグネットシートを貼る、家庭でもコミュニケーションを図って
もらうよう呼びかけるなど、様々な形で取り組むこととしています。
また、議会においても7月2日に開催された会派代表者会議において議題とされ、議会として至急取り組むべき方策
について協議されたところです。

電話de詐欺の被害に遭わないために最も効果的なのが「相手と会話をしない
こと」とされています。自分は騙されないと思っていても、相手と会話をする
ことで冷静に判断できなくなり、詐欺に遭ってしまうケースが多発しています。
常に留守番電話設定にしておくことや発信者番号表示機能、警告・通話録音機
能を使うことで不審な電話に出なくて済み、詐欺被害を予防できます。ぜひ、「う
ちは大丈夫」と楽観せず、今一度ご家族や周囲の方と対策を話し合ってみてく
ださい。

上記のような電話de詐欺のほかにも、右記のような
ハガキが突然届き、不安を煽ったうえで連絡をさせ、
高額な費用の支払いを促す架空請求の相談も市消費生
活センターに多く寄せられています。実際に私の事務
所にも同種のハガキが届いたことがありました。
こうしたハガキが届いても、決して連絡をせず、無
視してください。こうしたハガキは全国に届いている
ようです。離れて暮らす高齢のご家族がいらっしゃる
場合など、ぜひ一度話し合って注意喚起をしていただ
ければと思います。

心配な時や、連絡してしまった時は、すぐにご相談ください。

船橋市消費者生活センター　フェイスビル5F
☎０４７ （４２３） ３００６

次のようなハガキが届いた場合は絶対に相手にしないでください

ハガキ例
消費料金に関する

訴訟最終通告のお知らせ

この度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた契
約会社、もしくは運営会社側から契約不履行による民事訴
訟として、訴状が提出されました事を改めて告知致します。
管理番号（わ）２６７訴訟取り下げ最終期日を経て訴訟を
開始させていただきます。
また、このままご連絡なき場合は、原告側の主張が全面的
に受理され、執行官立ち会いの下、給与等の差し押さえ及び、
動産、不動産物の差し押さえを強制的に執行させていただ
きますので裁判所執行官による執行証書の交付を承諾して
いただく様お願い致します。
尚、訴訟取り下げなどのご相談につきましては、当局にて
承っておりますので下記までお問い合わせ下さい。
書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本
人様からご連絡いただきます様お願い申し上げます。

※取り下げ最終期日　平成30年〇月〇日

法務省管轄支局　民間訴訟告知管理センター
東京都千代田区霞が関３丁目〇番〇号
取り下げ等のお問合せ窓口　03-
受付時間　9：00～ 20：00（日、祝日除く）

何の請求なのか、あいまいで、確
認のために連絡をさせようとする
手口

訴訟についての書類がハガキで届
くことはありません。

「裁判になる」「差し押えする」な
どと不安にさせ、取り下げ期日が
翌日等になっています。

「法務省管轄」「国民訴訟通達セン
ター」「民事訴訟管理センター」
などの名称で届く場合もあります。

多くの相談が寄せられています。
このようなハガキにご注意ください！
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去る6月8日（金）、一般質問に登壇しました。今回は、①環境行政について、②行財政改革について、③海神地区の
諸問題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、その模様の一部をお知らせします。

★海神町南1丁目マンション建設問題について～事業者と近隣住民の話し合いを～
日　　色　�海神町南1丁目におけるマンション建設計画に対し、近隣住民から計画の見直しを求める声が上がってい

る。市に対しても、事業者に対し指導を求める請願が提出されているが、現在どのような状況となってい
るか。

建築部長　�近隣住民からの指導を求める請願について、当該事業者に対し「船橋市環境共生まちづくり条例」の趣旨
を重んじ、誠意をもって近隣居住者と話し合いの場を持つよう文書により指導し、事業者より「近隣との
話し合いをしていく」との回答を得ており、それを実行している状況であることを確認している。今後に
ついても、条例の趣旨に鑑み、事業者に対し、居住環境が健全に維持されるよう指導に努めてまいりたい。

日　　色　�当該マンションの計画地は、都市計画道路3.4.22号線の事業予定地に隣接しているが、本事業の進捗状況
はどうか。用地取得に長期間を要し、事業の完了が見込めない状況とも思われるが、今後の見通しはあるか。

道路部長　�進捗状況について、現在当該マンション建設予定地前面用地も含め、事業地の54.7％を取得している。今
後の見通しについてだが、既にそこで生活をされている方や、また事業を営んでいる場合など様々な事情
があり、すぐに用地を取得できない場合が多々ある。ご質問の3.4.22号線についてもこのような事情から
用地取得に長期を要しているが、今後も用地協力について引き続きお願いしてまいりたい。

★船橋市墓地等基本方針について～墓地規制のあり方を問う！～
日　　色　�このたび作成された船橋市墓地等基本方針について、大変完成度の高いものと評価している。今回の方針

は、市営霊園と民間墓地の役割分担を初めて明確にした点で画期的であるが、民間墓地への規制案として
広範なものになるように思われる。規制を計画する背景また目的は何か。

環境部長　�墓地が住宅地に隣接する場所に立地することにより、事業者である宗教法人とのトラブルや、将来の都市
計画やまちづくりに影響するなど問題となるケースが発生していた。本市が首都圏にあり交通の便が良い
という特性から、近年需要が増えている価格の安価な宗派不問の小型墓地の立地に好都合となっているこ
とが考えられ、このままでは必要以上に墓地が立地されてしまう心配がある。このような課題を踏まえ、「船
橋市墓地等の経営の許可等に関する条例」の改正の検討を進めている。

日　　色　�方針に示された規制基準による市内の新規立地抑制効果について、どのように考えているか。

環境部長　�方針に示された規制基準がなされると仮定すると、住宅・商業系用途地域では墓地の立地が制限されるほ
か、市街化調整区域でも住宅が一定数集積しているところでの立地制限や、住宅から100m以上の距離を
確保する規定等により、住宅との隣接によるトラブルの防止やまちづくりへの影響を抑制できるものと想
定している。

日　　色　�条例改正のスケジュールは。また、規制前に事業者からの駆け込み申請が懸念さ
れるが防止する手立てはあるか。

環境部長　�パブリックコメント等を経て今年度中の条例改正を目指している。墓地の立地に
際しては事前協議にあたり、申請段階で要件が整っているかどうか、しっかりと
精査して対応していきたい。

★行財政改革について～ここ数年の財政運営の評価・反省は～
日　　色　�ここ数年、積極的な財政運営によって多くの事業がなされたが、その一方公債費が拡大し、将来財政推計

では平成34年度予算編成において財源不足が生じる見込みとされている。ここ数年の財政運営を振り返っ
て、評価と反省は。

山﨑副市長　�豊富な財源調整基金を背景に、東日本大震災で被災した施設の改修や、学校の耐震化を積極的に行ってき
たことは評価できる点と思う。その一方、将来財政推計について、財源見通しを捕捉しきれなかったこと、
また大規模事業を集中的に実施しすぎた感があること、またこれら大規模事業についても当初計画からの
変更などにより事業費も高額になるものもあったことなど、検証していくべきと考える。

■6月議会一般質問～海神町南1丁目マンション建設問題ほか～
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6月議会において「船橋市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正
する条例」が提案され、審議の結果可決されました。この改正は、市立医
療センターに新たに腎臓内科とリウマチ科を新設することを定めたほか、
紹介状を持たずに医療センターを受診した場合等の加算料について大幅な
改定を定めたものです。

船橋市立医療センターは、地域の基幹病院、地域医療支援病院として救
急医療や高度医療を提供することを主な目的としており、日常の健康管理
は地域のかかりつけ医である診療所等にお任せするという役割分担が行わ
れています。この機能分担を進めるために、病床数400床以上の地域医療支援病院は、受診の際に紹介状を持っていない
初診患者さん等から、厚生労働省が定めた一定額の料金を徴収することが義務化されています。このたび当医療センター
もこれに該当することとなったことから、今回の条例改正を経て今年10月1日より下記の金額をお支払いいただくこと
になりました。

現行の加算料 10月1日からの加算料

初診、紹介状なし 810円 医科5,400円、　歯科3,240円

また、病状が安定し、医療センターから地域の診療所等へ紹介（逆紹介）後、紹介した病気やけがについて引き続き
医療センターでの受診を希望される場合、「紹介済患者再診加算料」として同じく10月1日から下記の金額をお支払い
いただくことになります。

現行の加算料 10月1日からの加算料

逆紹介後の再診 なし 医科2,700円、　歯科1,620円

この条例改正案に対し、議会でもさまざまな意見が交わされましたが、現在でも直接医療センターを受診される方の
多くは地域の診療所等でも診察・治療が可能な軽症のものであり、こうした制度により一定数の混雑緩和が見込まれる
とのことです。また、厚生労働省令によって定められた加算料を徴収しない場合には、国から地域医療支援病院の指定
を受けられなくなる可能性もあるとのことであり、審議の結果賛成多数で可決されました。
なお、救急車で搬送された場合や、災害等の被害にあわれた方など一定の要件に該当す
る場合にはこの対象にはなりません。
市民の皆さんにとっては、ご負担が増えると感じられる方もいらっしゃる方もおられる
かもしれませんが、大規模病院と地域の診療所等との適切な機能分担を進めることは、結
果として地域の医療を守ることにもなります。ご理解いただき、まず地域のかかりつけ医
を受診されるなどして健康管理を行っていただければと思います。

平成30年度予算において、災害時に多数の
避難者・帰宅困難者等の利用が想定される小栗
原小学校にマンホールトイレを設置する費用が
盛り込まれ、現在調査・設計が行われています。
本市では、組立式の簡易トイレや携帯用トイレ
を避難所等に備蓄していますが、マンホールト
イレは、下水道管に接続する排水設備上に便器
や仕切り施設等を設置するもので、設置が容易
で、し尿を直接下水道管に流すことができるた
め衛生的である等の特徴があります。首都圏直
下型地震の発生確率が高まる中、防災対策の充
実が求められています。

■船橋市立医療センターへの受診はかかりつけ医の「紹介状」を！

■小栗原小学校にマンホールトイレが設置されます

マンホールトイレの仕組み
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私の所属する総務委員会では過日総務省行政管理局におけるオフィス改革の取
り組みを視察しました。この取り組みは、非効率的なオフィス環境の改善を通じ
て、業務全体の改革、働き方改革につなげていこうとするもので、いわゆるお役
所らしからぬ大胆な取り組みが各方面から高い評価を受けているものです。
当日は、以前船橋市に副市長として赴任されてきた方が説明を買って出てくだ
さり、取り組みの概要について丁寧な案内を受けました。固定デスクの廃止（フ
リーアドレス化）、役職順の配席からチーム型テーブルの導入、ペーパーレス化
などは民間では珍しくなくなってきたものの、行政ではまだまだ取り組みがなさ
れていない部分です。また、こうした改善策を考えることで、自らの仕事のあり
方そのものを考える契機ともなるとのことで、霞が関はもとより全国の行政にも
良い影響を与えるものとなりうるように思われました。

活 　 動 　 日 　 誌

■編集後記
今期の市議会議員としての任期も残すところ１年を切り

ました。市民の皆さんから預かった責任を果たせるよう、
最後まで努力していきたいと思います。

（健）

※公務・急用・荒天などにより変更する場合があります。

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

■朝の駅頭活動スケジュール

最近の主な活動の一部をご紹介します。

5月� 7日�（月）� 会派代表者会議
5月�11日�（金）� 議会運営委員会
5月�13日�（日）� 第51回船橋市少年少女交歓大会奉仕
5月�14日�（月）� 議会研修会　講師：北川正恭元三重県知事
5月�15日�（火）� 自由民主党船橋市支部　首相官邸表敬訪問
5月�18日�（水）� 船橋青年会議所青少年社会開発委員会
� ～ 19日�（木）� 夏期事業下見
5月�20日�（日）� 自由民主党船橋市支部定期大会
� �� 船橋市憲法改正推進市民の会総会
5月�21日�（月）� 議会運営委員会
5月�24日�（木）� 議会　開会日
� �� 船橋地区保護司会総会
5月�25日�（金）� 議会　議案等説明
5月�26日�（土）� 船橋稲門会総会
� �� 海神商店会総会
5月�27日�（日）�「クリーン船橋530の日」セレモニー
� �� ボーイスカウト船橋第３団育成会総会
5月�29日�（火）� 生活介護事業所「空と海」訪問
5月�31日�（木）� 議会　議案質疑
6月� 1日�（金）� 議会　発議案質疑
� �� 予算決算委員会全体会
6月� 2日�（土）� 西海神小学校運動会
6月� 3日�（日）� 海老川親水まつり
6月� 4日�（月）� 議会　一般質問
� ～ 8日�（金）
6月� 9日�（土）� ボーイスカウト船橋３団
� ～ 10日�（日）� スカウト隊　瑞牆山登山
6月�12日�（火）� 議会　総務委員会
6月�18日�（月）� アメリカ新体操チーム歓迎レセプション
6月�19日�（火）� 船橋地区保護司会広報部会
6月�20日�（水）� 予算決算委員会理事会
6月�21日�（木）� 予算決算委員会全体会　総括質疑
6月�22日�（金）� 予算決算委員会　討論・採決
6月�24日�（日）� 西海神小学校PTAバザー奉仕
� �� 松戸徹市長と船橋の未来を語る会
6月�26日�（火）� 議会運営委員会
6月�27日�（水）� 議会　閉会日� 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。

■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　39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、議会運営委員会委員長、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、LGBT・性の多様性を考える議員連盟会長、会
派「自由市政会」代表
地�域での主な活動:ボーイスカウト船橋地区スカウト育
成委員長（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.

■オフィス改革の取り組み～総務省行政管理局を視察～

総務省を視察

※法律の規定により、時候の挨拶に制限があります。何卒ご了承下さい。


