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■自転車等駐輪場の料金が改定されます！
このたびの９月議会において、「船橋市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例」および「船橋市自
転車等駐車場条例」が提案され、審議の結果可決成立しました。
船橋市ではかねてより、駅周辺などでの放置自転車対策として、放置自転車等の撤去や、駐輪場の整備及び運営、放
置防止の啓発等を行ってきましたが、現在でも年間約１万台の放置自転車等が発生しています。
また、整備された駐輪場においても、場所によっては駅から遠い等の理由で利用率の低いものがあるほか、逆に駅か
ら近いなどの人気の駐輪場には応募が殺到し、なかなか当選しないといった不公平感がありました。
そこで市ではこのたび「船橋市自転車等の駐車対策に関する総合計画」を策定し、抜本的な改善に取り組むことにし
ましたが、この一環として来年４月から駐輪場利用料金の改定を行うことが提案されたものです。
料金改定のポイントは、現在一律料金となっている利用料を、駅からの距離、施設の形態（屋根の有無等）
、利便性（階
数やラックの上下段の違い）などによって段階的に設定することで、駐輪場利用の平準化、利用者間の公平性、受益者
負担の適正化を図ろうとするものです。
これにより、利用者にとっては、利便性と料金を勘案して目的にあった駐輪場を選ぶことが可能になるほか（遠くて
もいいから安いところを選びたい⇔高くてもいいから近いところを選びたい）
、抽選結果に左右されていた不公平感が
軽減されること、また特定の駐輪場への応募の極端な集中が解消されることが期待されます。
各駐輪場の具体的な料金については今後市から改めて告知されることとなりますが（お急ぎの場合には都市整備課
047-436-2293 へお問い合わせください）、下記の表の通り多くの箇所で料金の変更が予定されていますのでよくご確認
の上、来年度のお申し込みを行っていただきたいと思います。
また、私がかねてから主張していた原付２種車両についてもこのたび一部駐車場で受け入れが始まることとなり、利
便性が高まることが期待されます。

全体的な新旧料金制度比較
月極め駐車料金
自転車
640 円 53 か所
750 円 26 か所
1,540 円 2 か所
320 円 10 か所
540 円 15 か所
750 円 21 か所
970 円 6 か所
970 円 24 か所
1,180 円 5 か所

旧

新

原付
1,290 円 17 か所
1,510 円 2 か所
640 円
1,080 円
1,510 円
1,940 円

4 か所
8 か所
7 か所
1 か所

原付２種

640 円
1,080 円

4 か所
3 か所

また、これに関連して、原付車両の料金設定を巡って下記の通り議案質疑を行いましたのでご報告します。
色

今回の計画策定また提案を高く評価する。しかし、原付の利用料金設定について、当初の計画では自転
車１に対し１．
３とするとなっていたはずだが、今回の提案では１：２になっている。これはなぜか。

都市整備部長

料金改定後の金額を現行の 50％から 150％の間とする改定の原則から外れることとなったため、現行の
まま１：２とした。

日

色

現行の内容からの変動幅が大きいとのことだが、負担増になるならまだしも、負担を減らすことを妨げ
る必要があるか。根拠のない負担を原付利用者に負わせることにならないか。

都市整備部長

計画では費用負担の割合を駐車ますの面積比に応じて１：１．３とする考え方を示したが、改定幅が大
きく上記の改定の原則から外れることとなったので、今回の改定では現行のままとした。

日

日

色

このままでは計画と条例の間に乖離が生じるので、今後自転車等駐車対策協議会に諮るよう求める。
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■９月議会一般質問
～福祉作業所「太陽」の運営・青少年キャンプ場の活性化について～
去る９月８日（火）、34 回目となる一般質問に登壇しました。今回は、障害福祉についてほか４件を通告し、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。

★福祉作業所「太陽」の運営について ～さらなる利便性の向上を！～
日

色

福祉サービス部長

昨年の私の質問の後、運営について大幅な改善がなされたと聞いたが、その内容は。また、それ
により職員に過度な負担がかかっていないか。
昨年の議員からのご指摘を受け、サービス提供時間の延長（15 時までのところを 16 時まで延長）
、
特別休所日（年間 11 日）の廃止、月１回水曜日に行っていた午後休所を廃止した。変更にあたって
は職員を３交代制に変更し、負担が増加しないよう対応を図ったところである。

日

色

福祉サービス部長

改善を高く評価する。利用者から要望のある給食サービスの提供についての検討状況は。
利用者にアンケートを実施したが、現在の弁当に比べて、新たな配食サービスの導入は割高にな
ることや、意見が分かれていることから、現時点では実施に至っていない。しかし、今後について
も定期的にアンケート調査等を実施し、利用者の声に耳を傾けていく。

日

色

現在、施設へは利用者の保護者が自力で送迎することが原則となっ
ているが、このたび行田に新設された同種の民間の施設では送迎サー
ビスが提供されていることもあり、送迎サービス実施への要望がある。
これについて、市では「障害者等移動支援事業」の利用を説明してい
るとのことだが、この制度は保護者が就労しているなどの条件が必要
であり、当施設の利用者にとっては利用しづらい制度である。この利
用条件について、拡充できないか。

福祉サービス部長

移動支援事業の利用条件の拡充に関するご提案だが、通学通所の事業はスタートして間もないこ
とから、今後については実施事業者に対する利用実態調査を行い、実態の把握に努めてまいりたい。

★青少年キャンプ場の活性化について ～来年夏休みに自主事業を実施へ～
日

色

青少年キャンプ場にかかる予算の概要と内訳は。

生涯学習部長

総額は約 2700 万円。内訳の主なものとしては、土地借り上げ料が約 1600 万円、管理業務委託が
約 400 万円、施設修繕料が約 250 万円となっている。

日

色

平成 24 年の９月議会で青少年キャンプ場の稼働率が低いことを指摘し改善を求めたが、今年の夏
休みも平日はほぼ利用者がいない状態であり、改善していない。この間どのような取り組みを行っ
たのか。改善に至らない理由は。

生涯学習部長

議員のご指摘後、利用者アンケートを実施し、トイレの改修や施設修繕などを実施し環境整備に
努めたが、利用者増には結びついていない。

日

子供達が休みであるにもかかわらず、夏休みの平日に利用者がいな
いのは、子供達をキャンプに連れていく大人がいないからである。既
存の少年団体も指導者不足に悩んでいる。市として、夏休み中の平日

色

に自主事業を実施し、ノウハウを持つ団体に委託するなどしてより多
くの子供達にキャンプ体験の機会を設けるべきではないか。
生涯学習部長

議員のご提案について、来年度の夏休み期間中に、キャンプなどの野外活動体験を実施し、多く
の子供達が参加できるような事業が出来るか、ノウハウを持つ団体・事業者にあたっている。

日

色

キャンプ場に閑古鳥が鳴く一方で、舎営の宿泊施設（さざんかの家）は安定した利用がなされて
いる。複数の団体の同時利用ができないことから、日によっては申し込み受け付け当日の朝に順番
争いが起きているとも聞く。新たな施設の建設も含め、舎営のニーズにどのように応えていくか。

生涯学習部長

青少年団体等が宿泊できる施設のニーズが多いことは認識している。議員ご提案の施設がキャン
プ場内に整備できるか、さらに必要性等を踏まえて今後調査をしていく。
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～保育士宿舎借り上げ支援事業について～

今回の９月議会で可決成立した補正予算において、市内の保育士不足に対応するため、事業者が保育士確保のために
宿舎を借り上げた場合、その費用を国と市で負担する制度が始まることとなりました。この制度について、下記の通り
議案質疑を行いましたのでその模様をお伝えします。

日

色

この制度の対象となる施設について、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所となってい
るが、認証保育所にも拡大する考えはないか。また、対象となる保育士についても正規職員だけで
なく、一定の時間以上勤務するパート（準正規）職員等にも拡大する考えはないか。

子育て支援部長

まずは国の補助要綱に従って実施して参りたいと考えているが、待機児童解消に向けて保育士確
保は重要であることから、実施の状況をみながら検討して参りたい。

日

色

本制度で借りあげられた住宅に、家族や友人（ルームシェア）が同居することは認められるのか。
制度の趣旨をゆがめることにならないか。

子育て支援部長

ルームシェアする友人の同居を認めるのは制度の趣旨から難しいが、補助基準額の範囲内であれ
ば、単身者だけでなく生計を一つにする家族がいる場合も認めてまいりたい。ただし、
その場合でも、
対象者が一人親世帯であるなど、保育士自身が生計の中心者である場合などを考えている。

日

色

そもそもこの事業は、緊急的な保育士確保策であって恒久的な制度
にすべきではないが、だからこそ時限的かつ即効性のあるものにすべ
きである。来年４月に向けて、船橋独自の制度を検討すべきと考える
がどうか。

子育て支援部長

全国的にまだ実施する自治体が少ないところなので、まずは国の補助を受けられる範囲で実施し
てみて、その上で工夫できる点について検討し早急に実施してまいりたい。

■９月から市内全ての学校に新聞が提供されています！
去る８月 28 日（金）、「すべての教室に新聞を」運動の目録贈呈式が行われ、後ろで拝見してきました。
この運動は、市内の新聞販売店で組織される船橋市新聞販売同業組合様によるもので、船橋市の学校に新聞を毎日無
償で提供していただき、授業等で活用できるものです。
学校に一部ではなく、全小学校の４年生以上の全学級、全中学校の全学級、特別支援学校、市立船橋高校全学級、そ
してさらに全ての学校図書館に、朝日、毎日、読売、産経 ( 産経は高校のみ ) の各紙を、読み比べができるようセット
で配布いただくという何とも贅沢な内容です。
本件については、昨年私が文教委員長だったおり、大学の先輩でもある組合長さんからこの運動についてご相談をい
ただき、教育委員会との調整を取り持たせていただいたことから、このたびの目録贈呈式にもお邪魔をさせてもらいま
した。
各家庭での新聞購読率が下がる中、新聞を手に取る機会の無い子供達が増えることが考えられます。自分の読みたい
記事だけでなく、世界の様々な出来事や考え方を幅広く知ることのできる新聞が子供達の毎日通うクラスの中にあると
いうことは、教育環境として大変恵まれたことだと思いませんか？
教育委員会には、ぜひこの提供される新聞をしっかりと授業や子供達の生活の中で活用して
いただき、高い効果を生み出していただきたいと思います。
昼休みなどに子供達が教室で新聞を読み比べたり、毎朝、連載小説の続きを楽しみにページ
を開く様子を想像するとなんだか楽しいです。

■９月議会は 10 月中旬まで開催

～決算審査の早期化へ～

今年から、これまで 11 月に行われていた前年度の決算審査を早めるため、９月議会を 10 月中旬まで開催し、この会期
中に前年度の決算審査を行う取り組みが始まりました。そのため、９月 28 日（月）に、当初上程された補正予算案他の
議案を採決した後、議会を閉会せずにそのまま決算の審査を行うことになります。
若干なりとも決算審査が早まることにより、ここで出た意見を次年度予算編成へ反映できることが期待されています。
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■保健福祉センターがオープンしました
～保健所、夜間休日急病診療所ほかが移転～
既に「広報ふなばし」等でもお知らせの
とおり、10 月１日から北本町に新しく保健
福祉センターがオープンしました。保健所
をはじめ、保健・医療・福祉に関係する８
つの施設が業務を行うことになります。９
月議会においては、関連する条例等の改正
も提案され、審議の結果可決されました。
移転に伴い、部署の再編等も行われたことから、ご不明な点がありましたらお問い合わせいただきたいと思います。
また、これまで市役所裏の別館に設置されていた夜間休日急病診療所も保健福祉センターに移転し、当番医制だった小
児科の祝休日診療も当所にて行われることとなりました。市民の健康を守る拠点として活用されることを願っています。

活

動

日

誌

最近の主な活動の一部をご紹介します。
7月 3日（金） 議会 健康福祉委員会
7月 4日（土） JCカップU-11少年サッカー大会
7月 5日（日） 社会を明るくする運動 講演と音楽の集い
7月 11日（土） なないろ保育園夏まつり
7月 12日（日） 故宇佐美欽也氏を偲ぶ会
			
本中山地区合同防犯パトロール
7月 13日（月） 議会 健康福祉委員会
7月 18日（土） 日本青年会議所サマーコンファレンス
7月 21日（火） 保護司会市役所定期駐在
7月 24日（金） あまねの杜保育園竣工式
			
船橋市体育協会体育功労受賞者祝賀会
7月 26日（土） ふなばし市民まつりパレード
			
海神町南町会夏まつり
8月 1日（土） 龍神社盆踊り大会
8月 8日（土） 自由民主党船橋市支部大会
			
船橋稲門会暑気払いの会
8月 9日（日） 本中山地区合同盆踊り
8月 10日（月） 議会 健康福祉委員会
8月 12日（水） 人間ドック受診
8月 13日（木） ボーイスカウト船橋第3団合同団キャンプ
～ 16日（日）
8月 20日（木） 障害福祉推進議員連盟勉強会
8月 22日（土） 海神商店会盆踊り大会
8月 25日（火） 議会 開会日
8月 26日（水） 議会 議案等説明
～ 27日（木）
8月 28日（金）「すべての教室へ新聞を」目録贈呈式
8月 30日（日） 防災訓練
9月 1日（火） 議会 議案質疑
9月 2日（水） 議会 一般質問
～ 7日（月）
9月 6日（日） 消防音楽隊救急フェア
9月 11日（金） 議会 健康福祉委員会
9月 12日（土） 海神中学校運動会
			
海神4・5丁目自治会敬老会
9月 14日（月） 議会 会派代表者会議
9月 15日（火） 海神北一百寿会敬老会
9月 18日（金） 議会 予算特別委員会
9月 20日（日） 海神町南町会敬老会
9月 27日（日） 海神6丁目西町会敬老会
9月 28日（月） 議会 議案等採決
9月 29日（火） 保護司会研修
～ 30日（水）

■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」代表
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
猛暑、長雨と天候不順だった夏も終わり、秋らしい日が
続いています。国政の話題も多いですが、市民生活に密着
した地方自治の現場から、ひとつひとつ仕事をしていきた
いと思います。
（健）

