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   ふなばし三番瀬海浜公園      
 自然体験・環境学習の場に再生 
 第４回市議会定例会は11月16日から12月18日までの33日間の会期で開かれました。市長からは、
学校体育館や武道室の天井落下防止工事の補正予算の他、ふなばし三番瀬海浜公園改修工事請負契約
の締結、東消防署古和釜分署及び消防訓練場整備用地取得の議案など34議案が提出されました。 
 主な議案の内容や質疑の内容について報告します。また、皆さんにお願いした市政アンケートの中
間結果についてもご報告します。 
 平成29年7月オープン予定 
	 ふなばし三番瀬海浜公園は、東日本大震災の
液状化により大きな被害を受けましたが、この
中で被害の大きかったプールについては再建を
断念し、これらのエリアを三番瀬の魅力を活か
した自然体験・環境学習の場として再生するた
め、環境学習館棟改修工事及び展望デッキ棟を
新築するための工事請負議案が出され、共産党
を除く賛成多数で可決されました。 
 契約金額は22億1400万円で、工期は平成29
年3月で同年7月オープンを目指しています。 
 計画では、屋内プールがあった施設を「環境
学習館」として改修し、三番瀬の生き物や歴史、
自然などをテーマにした展示や環境学習エリ
ア、食の体験エリアなどが整備されます。 
 また、屋外には体験学習エリアや東京湾が眺
望できる高さ10mの展望デッキ、イベント広場、
築山などが整備されます。 
 本会議の質疑では、設計に当たり、自然保護
団体や自然環境の学者など専門家の意見を聞い
て取り入れたのかと質問しました。 
 市は、展示施設の設計や施設の管理、運営な
どについて、公益法人「科学技術広報財団」に4
回のアドバイスを受け、設計の参考にしたと答
弁しました。 
  
 

 海上交通の検討を求める 

	 委員会の審査の中では、建設される「環境学習
館」などは、三番瀬に生息する多様な生物や漁業
の歴史、三番瀬が果たしている東京湾の水質浄化
機能などを市民が学習し、体験する場を提供する
もので、評価できるとして賛成しました。 
 しかし、現在三番瀬海浜公園への交通手段は道
路一本で車でしか行けず、シーズン中は渋滞も激
しい。車を使わなくても行けるよう、船橋港から
船による海上交通を検討するよう求めました。 
 市は海上交通について検討する旨の答弁を行
いました。 
 

 
	 	 再生後の三番瀬海浜公園のイメージ 



 

市政アンケートへの回答ありがとうございました。 
 皆さんにお願いした市政アンケートに 12 月 20 日現在で 200 名を超える方々から回答がありまし
た。アンケート結果や皆さんから寄せられた意見・ご要望の一部ご紹介します。 
 アンケート結果や今回ご紹介できなかったご意見・ご要望も含めてしっかりと市政に届けてまいり
ます。なお意見については表現を一部変更したり、要約させていただきました。 

人間ドック助成制度導入（28 年度から実施予定）	 

賛成 82%        
＊脳・心筋梗塞家系なので一度受診したいと思え 
 ど高価なので受けられない。 
＊重症の早期発見は医療費の軽減につながる。 
＊早期発見につながる良い事業と思います。 
＊現役の時の人間ドックと市の検診の内容との 
 落差に戸惑った。 
＊ 予防医療を促進するために必要。結果的に本
人、市の財政両面でプラスになる。 
＊ 脳ドックも助成の対象にしてほしい。早期発
見、早期治療で認知症を防ぐことも進行を止め
ることができる。 
反対 2% 
＊ 不要な検査もあり無駄が多くなる。個人の健
康は自分で守るべし。 
どちらともいえない 12% 未回答 4%                                

アンデルセン公園子ども入園料の無料化	 

（現在は大人 900 円、高校生 600 円、小中学生 
 200 円、幼児 100 円、65 才以上は無料。） 
賛成 58%     
＊老人の無料を中止し、こども分は無料に。 
＊こどもの安全な遊び場所を増やすためにも。 
＊子供たちにたくさん利用してもらいたい。 
＊大人も一緒に行くと大人分の負担が大きい。 
＊当然のこと、市が子どもを大切にする考え方の 
 問題。 
＊ 子供達が自然と触れ合える機会が増えること 
 になるので。 
＊ 子どもたちのために作った公園で子どもの入
園料を徴収するのはおかしい。 
反対 20% 
＊ 郊外学習で訪れた場合は無料にすべきだと思 
いますが、レジャーで訪れた場合は必要ないと
思います。 
＊税金の使い方として疑問がある。 
＊さらなる交通渋滞が予想される。 
どちらともいえない 18% 未回答 4% 
 

子ども医療費の助成制度の拡充	 

（現行制度は中学生まで対象、通院 1 回入院 1
日当り 300 円の負担。自治体によっては高校生
まで対象とし無料化している自治体もある。）	 
もっと拡充してほしい 48%  
＊特定の病気について高度の医療には高額な医 
 療費が必要なため。 
＊ 子どもの自己負担は 300 円だが、通常の再診  
 は 3 割負担で 300 円なので恩恵を感じない。 
 以前の 200 円に戻してほしい。 
＊若い世代を増やすためにも子育てしやすいよ 
 うに。 
現状の制度で満足している 24%   
＊ 現状の制度に感謝しています。 
＊ これ以上行政の負担は避けるべきです。 
未回答 28%  

後期高齢者へ路線バスのシルバーパスの発行	 

無料なら賛成 33%  
＊自転車に乗れないから無料バスで買い物に行 
 けたら幸福です。 
＊高齢者の運転免許の返還が進むのでは。    
＊病院に通うバス代が高い。無料パスを早急に 
 発行してほしい。 
＊ 年金生活です。タクシー代も高いのでシルバ 
ーパスを考えてほしい。 
一部負担で賛成 53% 
＊ 無料ではなく半額でも実現し、高齢者がもっ 
と元気を出して、バスを利用して町を歩き出
かけられるようにしたいと思います。 
＊財源の問題もあるので利用者の個人負担はあ 
 る程度必要。 
＊ 自動車事故防止と外出支援の為バス利用を
促進すべきだ。 
＊ 只はだめだ。使わなくても貰う人が出て税金
の無駄使いになる。 
反対 ７％  
＊タクシー利用の一部助成の方が良いと思う。 
どちらともいえない 5% 未回答 2%  
                                 
 
 



 
国民健康保険の保険料について重く	 

 感じている 62% 感じていない 12%  
 どちらともいえない 12%  
 国民健康保険に加入してない 7% 未回答 7% 
医療費の個人負担について重く	 

 感じている 46% 感じていない 23%  
 どちらともいえない 27% 未回答 4%  
＊ 同じ病気で同じ手術をしても月始めに入院、
手術し月末に退院する人と、月途中に入院、手
術し 2 ヶ月に渡って退院した人では医療費の
個人負担が倍かかる。通算にできないものか。 
介護保険料について重く	 

 感じている 69% 感じていない 7%  
 どちらともいえない 18% 未回答６％  
介護の利用者負担について重く	 

 感じている 27% 感じていない 8%  
 どちらともいえない 10%  
 介護保険は利用していない 53% 未回答２％  
市民税について重く	 

 感じている 54% 感じていない 17%  
 どちらともいえない 26% 未回答 3%  
固定資産税について重く	 

 感じている 61% 感じていない 8%  
 どちらともいえない 26% 未回答 5%  

重点的に取り上げてほしい市政の課題	 

＊更なる高齢化を思うと多岐にわたる介護施設 
 の充実、リバースモルゲージュ制度（自宅を担 
 保にした年金制度の一種）の充実、在宅介護、 
 健康寿命伸ばす施策の推進。 
＊市営住宅の充実、防犯・交通・ゴミの不法投棄 
 防止のための市広報車のパトロール。 
＊臨時職員をなくして、正規職員にして仕事をし 
 てもらうことが真の市民サービスになる。 
＊仕事がなかなか休めないので休日診療をもっ 
 と増やして欲しい。 
＊小型家電回収拠点、スーパーや主要駅などもっ 
 と身近なとこに設置できないか。 
＊待機児童対策として空き店舗の有効活用はで 
 きないか。 
＊住宅地の更地の固定資産税の軽減が必要。近所 
 でも空き家を壊さず放置されている。更地にす 
 ると税率がアップすることがネックになって 
 いる。 
＊ 民間に比べ高い市職員の給料と市会議員の人 
数を減らすべきだ。 
 
  
 

＊夏見のホタル鑑賞会で子どもが自然との触れ 
 合う機会を作り、育成に力を入れてほしい。 
＊老人、子供達が安心して歩行できるように市内 
 の道路の整備をしてほしい。船橋市内の道路は 
 どこも貧困です。 
＊ 待機児童の解消、職場復帰の支援、子育てし
やすい環境にしてください。 
＊ サンドィッチ屋でパンの耳を30円で売ってい
るが老人が列をなしている。プロバスケットの
支援に税金をつぎ込んでいるが、こうした人々
は見向きもされていない。貧困層への支援を。 

地域の問題、改善してほしいこと	 

＊シルバーウイークにアンデルセン公園への車 
 の渋滞がひどかった。 
＊医療センターに行くことが多くなったが、交通 
 アクセスが悪い。路線バスの運行を再開してほ 
 しい。 
＊ 80 才を超え町会の役を強制されて困り、脱会 
届けを出した。地域に住みにくくなっている。 
＊ 自治会・町会の運営を考え直す必要がある。
役所の下請けみたいで回覧数が多い。市で行う
ものは市で配ってほしい。 
＊北習志野駅前にトイレがほしい。 
＊防災無線のスピーカーが非常に聞きづらい風 
 向きによってはまったく聞き取れない。 
＊ 松が丘バス通りの拡張工事を 1 日も早く進め 
てほしい。 
＊ 空き家が増え続け放火や出火の危険度が増し 
ている。取り壊し費用の助成はできないか。 
＊ 休日当番医の電話がなかなかつながらない。
緊急なのに場所を聞こうと思ってもわからず
困っている。 
＊ アンデルセン公園にはきれいなトイレが多数
あるが、県民の森にはトイレが少なくきたな
い。ぜひ改善してほしい。 
＊ 徳洲会病院の所に信号機が設置されると聞き
ましたが、かいじゅう公園そばの十字路にも必
要だと思います。ローソンの所の T字路の信号
はいらないと母親たちは皆んな言っています。 
＊ 三咲川沿いに散歩道を整備してほしい。 
＊ 高根台中学校前の交差点の信号の影響で渋滞
を招いているが、具体策はあるのか。 
＊ 地域の商店がなくなって買い物が不便になっ 

た。 



 

 学校給食の安全確保を 
 小学校給食の調理 
業務委託料に関して、 
食の安全確保や地産 
地消の立場から船橋 
産の食材使用、調理 
員の待遇改善の取り 
組みについて質問しました。 
 市からは、食の安全については、委託・直営
を問わず、各学校に配置された栄養士が給食の
献立作成や食材の選定及び発注を責任を持っ
て行っている。 
 また、東日本大震災以降は、食材の放射線量
検査及び給食丸ごと1食分のミキシング検査を
市として行っている。 
 安心・安全な給食を提供する観点から「国産
品が入荷可能なものは国産を優先すること」
「添加物のないものを使用すること」「遺伝子
組み換え食品は可能な限り使用しないこと」
「加熱処理や消毒等、適切に衛生管理を行うこ
と」などを定めて、委託・直営を問わず、給食
調理に携わる従事者全員が共有しているとの
答弁がありました。 

 船橋産の旬の食材を使用 
 船橋産食材の使用については、食材の発注を
行う段階で船橋産・千葉県産・国産の順で優先
することを心がけている。また、各学校では毎
月 1 回以上「船橋産の旬の食材を食べて知る
日」を設けて、例えば船橋にんじん、小松菜な
どの農産物やすずき、のり、ホンビノス貝など
季節の水産物を給食の献立に取り入れている
などとの答弁がありました。 
  
  

 調理員の待遇改善については、市から業者に
対する指導は行っていないが、近隣の学校をま
とめて一つの事業者に委託し、複数年の契約を
結ぶことにより、応援体制の確保や安定的な雇
用が見込めるため、調理員にとっても働きやす
さが増すことになるとの答弁がありました。 
 食の安全確保や調理員の待遇改善、船橋産の
食材使用について、これからもしっかり取り組
んでいくよう要望し議案に賛成しました。 

 学校体育館・武道館の 
  天井落下防止対策工事  
 東日本大震災時において、体育館などの天井
が脱落する被害があったことから、本市におい
ても 3 カ年計画で、すべての学校体育館や武道
館の天井等の落下防止工事を行うための補正予
算が提出されました。 
 28 年度には小学校 23 校、中学校 5 校、特別
支援学校 1 校で工事が行われます。 
 子どもの命にかかわる問題ですので優先的に
行うのは当然としても、老朽化が激しい校舎の
改修やトイレの洋式化などもっと積極的に予算
をつけて取り組むよう要望しました。 

 古和釡分署・消防訓練用地の買収 
 古和釜町に東消防署古和釜分署及び消防訓練
場を整備するための用地を買収する議案が提出
されました。 
 古和釜分署の整備は地元の古和釜、松が丘、
大穴南、坪井などの住民から大変期待されてい
ますし、消防訓練場の整備は市全体の消防力を
高める上でも必要なことです。事業が早期に完
了することを強く要望しました。 
 

	 立憲主義・民主主義・平和主義の旗を掲げ奮闘する 
	 	 	 	 	 	 	 	 民主党参議院議員               社民党参議院議員 
        千葉県選挙区の                全国比例区の     

	 	 	 小西ひろゆきさん 	 	 	 福島みずほさんを 

勝手に応援しています。今年の 7 月に参議院選挙が行われますが、憲法 9 条の改

正を許さず、「戦争への道」を止めるために小西ひろゆきさんと福島みずほさんを勝手に応援します。 

  

 


