
3 月 28 日	 

海老川調整池事業の促進 

意見書を全会一致で可決 
 平成 29 年度第１回
定例市議会最終日、 
市長提出の議案・諮問、
議員発議の議案、市 
民からの陳情・請願な
どの採決が行われた。 
 市長提案の新年度一
般会計予算など 54 議案と諮問 3件は原案通り可
決された。 
 市民社会ネットワークは、一般会計予算に対し、
図書館の指定管理料などを削除する組み替え動
議を提出したが、賛成は共産党のみで賛成少数で
否決された。動議の否決を受け、予算の他の部分
は賛成できるとして原案に賛成した。 
 予算以外の議案では、マイナンバー利用拡大に
関する条例改正と図書館の指定管理者制度導入
に伴う職員定数を削減する条例改正に反対した。 
 議員発議の議案の内、海老川調整池事業（千葉
県事業）の促進に関する意見書が全会一致で可決
された。 
 請願・陳情の内、ナンバープレート「船橋」ナ
ンバーの交付に関する請願が全会一致で、宮本６
丁目に建設中のマンション計画に関する陳情と

スケートボート練習場設置に関する陳情が賛成
多数で採択された。 
4 月 8 日	 

 市の配布物の多さに辟易 
 町会に対し、平成 29 年度に市から送付・依頼
を予定しているものの一覧表が届いた。 
 普段から市や公共団体からの配布物や回覧物
の依頼の多さにどこの町会・自治会も辟易してい
るが、市からは年間で 48 件、様々な補助金の申
請書類や全戸配布、回覧などの配布物が届く予定
とのことだ。 
 この他にも、自治連協、市社会福祉協議会、地
区社会福祉協議会、公民館だより、交番だより、
地区連などもう本当に大変です。 
 どこの町会・自治会も高齢化の進行で役員のな
り手がいないという悩みを抱えているが、こうし
たことに拍車をかけている。 
 地元の地区社協や公民館、交番、地区連からの
ものは仕方ないとしても、市全体のものは、市広
報やホームページへの掲載、全戸配布が必要なも
のは新聞折込みをするなど、町会・自治会の負担
を軽減すべきだ。 
 また、市からの町会・自治会の補助金は一世帯
当り 370 円、この内 50 円が自治連協会費として
差し引かれ実際の補助金額は 320 円。 
 本来市が直接やるべき仕事を代行している訳
だからそれに見合った補助額にすべきだ。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	  船橋市議会議員（市民社会ネットワーク） 
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4 月 13 日	 

保育所の待機児童は379人 
 市は平成29年4月1
日の保育所の待機児童
数が市の基準で379人
（暫定値）であること
を明らかにした。 
 28 年 4 月 1 日現在が 531 人で、改善されたと
は言え待機児童の解消には至っていない。 
 市は 29年度 666人の定員増を図る予算を組ん
でいるが、今後の需要増を考えれば待機児童は解
消されない。 
 市長は、第１回定例会で私の質問に対し「1日
も早く待機児童を解消する考えに変わりはない。
4月の待機児童数を見て、追加できる定員枠の拡
大があれば補正予算で対応したい」と答弁してい
る。 
 市長にはぜひ、補正予算を組んで対応していた
だきたいが、それには 6月 18 日投票の市長選挙
で再選される必要がある。待機児童対策は、市長
選挙の大きな争点のひとつでもある。 
 
4 月 19 日	 

海老川上流まちづくり特別委 
 午前中に開催された海老川上流まちづくり調
査特別委員会を傍聴した。委員ではないが、特別
委設置の発議案を提出した責任もあり、毎回傍聴
している。 
 今日の特別委員会では、市側から都市計画法や
都市計画マスタープラン、土地区画整理事業など
各所開発手法についてレクチャーを受けた。 
 今さらという感もないが、新人議員もいること
から委員全体の認識を一致させ、委員の知的レベ
ルを図るためには必要なことと一応は納得。 
 次回は、大学の教授など学識者を参考人として
招致し、虫食い状態で開発が進んでいる市街化調
整区域のまちづくりの手法などについて意見を
聴取することを決めた。 

 また、平成 21 年度に完了した東葉高速鉄道村
上駅周辺の組合施工で行われた区画整理事業に
ついて現地視察と八千代市から事業の経過や概
要などを調査することを決めた。 
 特別委員会での調査・研究、議論を通じて、２
元代表制の一方の代表である議会が、海老川上流
まちづくりについて、見識ある方向性を出すこと
を期待している。 
 これからも特別委設置の製造責任者としてし
っかりと傍聴し、その経過を市民にお知らせした
い。 
 
4 月 21 日	 

福祉タクシー券利用、 

  市民からお礼の手紙 
 福祉タクシー券の利用対象者が、これまでは在
宅の方だけであったものが、新年度から特養ホー
ムなどの入所者や入院の方も対象となったこと
に関して、市民からお礼の手紙が届いた。 
「前略、この度は福祉タクシー乗車券に関しご尽
力下さいましてありがとうございました。 
 早速出張所に出向き、交付してもらいました。
要介護３～５の人は枚数制限が無しでしたので、
それほど使いませんが、気持ち的にゆとりをもつ
ことが出来ました。来月から通院に使います。 
 浦田議員に相談して本当によかったと家族で
感謝しております。 
 今後もどうぞ地域の声を吸い上げて市政に反
映させてください。お礼まで」 
 これからも市民の思い、願いを市政に届け実現
します。 
 
4 月 24 日	 

送迎付き病児保育事業始まる  
 働きながら子育てをする親を支援するために、
市は保育所や認定子ども園・幼稚園などの園児が
保育中に体調不良となった場合、都合で直ぐに迎
えに行けない親に代わって、病児保育施設の職員

 



が園児を迎えに行き預かるサービスを5月8日か
ら開始する。 
 子どもをすぐに保育園などに迎えに行くこと
ができない場合のセーフティネットとしてのサ
ービスで県内では初めてのことだ。 
 市内には 5カ所の病児保育施設があるが、この
4月に新しく開設されたみさき病児保育「わかば」
でサービスを始める。病児保育の充実をはかるこ
の事業については、3月議会のなかでも高く評価
し、他の施設でも実施するよう要望した。 
 具体的な利用方法などは、市役所保育認定課
（436-2330）に問合せするか、市のホームペー
ジをご覧ください。 
 
4 月 20 日	 

街頭での市政報告会 
 好天に恵まれた今日、 
これまで天気や風邪の 
ため 2 回延期していた 
街頭での議会報告会を 
行った。 
 北習志野商店街、高 
根木戸駅、高根公団駅
でそれぞれ 1時間づつ、通信を配布しながら 3月
議会の報告を行った。 
 さわやかな春らしい天気に誘われたせいかい
つもより人出が多く、用意した通信は全て配布す
ることができた。また、多くの市民の皆さんから
激励の声をかけていただいた。写真はいつもの
JuJu キタナラ、自由の女神の像前です。 

 

	 	 市民公開講座「こどもの貧困」～船橋のいま～	 	 
	 厚生労働省の調査によると、日本のこどものおよそ 16,3%、6 人に 1 人は相対的貧困状態にあると
言われています。子どもの貧困の問題点、船橋市の施策の現状を報告します。 
 また、この 1年で市内で 7ヶ所となった「子ども食堂」、高根台地域で「おむすび食堂」を実施して
いる方からのお話も伺います。 
   日時	 5 月 20 日（土）15 時 30 分〜	 	 会場	 高根台公民館	 第３集会室	 
	 	 	 報告者	 三宅桂子（船橋市議）	 及川	 恵（ワーカーズコープちばおむすび食堂実行委員会）	 

	 	 	 資料代 300 円	 主催	 船橋・憲法を生かす会	 

 通信配布スタッフ募集 
 浦田秀夫通信配布スタッフを募集中です。 
 私も健康のため毎日1時間30分かけてウオー
キングのつもりで通信を配布しています。 
 皆さんも是非いかがでしょうか。できる範
囲、時間でお願いしています。 
 基本的には無償ですが、枚数の多い場合は有
償でお願いしています。 
 皆さんからのご連絡をお待ちしています。 
	  

活動報告	 

3 月 29 日 医療センター在り方検討委員会傍聴 
4 月 1 日 沖縄と千葉を結ぶ会発足集会 
4 月 2 日 清和町会総会・お花見 
4 月 5 日 高根木戸駅早朝宣伝活動 
4 月 6 日 日大前駅早朝宣伝活動 
     船橋演劇鑑賞会「桜の園」 
4 月 7 日 みどり囲碁クラブ総会 
4 月 10 日 古和釜中入学式 
4 月 11 日 古和釜小入学式 
4 月 13 日 議会運営委員会 
4 月 15 日 市民公開講座「熊本地震からの教訓」 
4 月 16 日 中央通り商店会総会 
4 月 17 日 高根公団駅早朝宣伝活動 
4 月 21 日 動物愛護議員連盟会合 
4 月 22 日 浦田秀夫と市民の会役員会 
4 月 25 日 旭通り商店会親睦会総会 
4 月 26 日 北習志野駅早朝宣伝活動 
 



 

 

 浦田秀夫と市民の会バスツアーのご案内 

	 	 

	 日程	 ５月２１日（日）～２２日（月）	 

	 集合・出発	 高根公団駅前	 7 時 30 分 
	 コース 
	 	 １日目 秩父宮記念公園散策～伊豆フルーツパーク（昼食）～ 
       三島わさび工場（買物）～韮山反射炉（見学）～ホテル到着 
   2 日目 萬城の滝見学～中伊豆ワイナリーシャトー  （工場見学・試飲） 
       ポリネジアンショー見学～ジャンボひものセンター（買物） 
  企画・実施 京成バスシステム株式会社 
  募集人数 35名 
  申込み先 電話・Fax の場合 047-461-1350 466-6019 
   または、事務所や浦田議員に会費を添えて直接お申込みください。 
 

参加費 22,000 円 
（女性 21,000 円） 


