
 在職25年記念、浦田秀夫を囲む新春の集いが、
1月8日高根台公民館で開かれ、小雨が降る中110
名を超える皆さんに参加していただきました。 
 第一部は長井祥次事務局長の司会で始まり、冒
頭に斎藤一夫会長から挨拶がありました。 
 来賓として松戸徹船橋市長、神田廣栄市議会議
長、伊藤幹雄4市複合事務組合議会議長、本木次
夫船橋自治会連合協議会会長、小宮清子（県議）
社民党県連代表、池沢みちよ市議会議員、川原忍
京成電鉄労働組合副委員長、寺田正幸高根木戸中
央通り商店会会長に出席していただきました。 
 ご挨拶と紹介があり、小西ひろゆき参院議員か
らいただいたメセージの紹介がありました。 
 来賓の皆様からご挨拶をいただいた後、浦田秀
夫議員から市政報告と挨拶を行いました。 
 中村マサ子さんから浦田秀夫議員に花束が贈
呈され、西尾利康さんの音頭で乾杯しました。 
 
 第２部のアトラクションは、太田清さんの司会
で始まり、ケアリィラニフラグループや高根台ハ
ワイアンサークルの皆さんのハワイアンダンス、
演歌ダンスサークルの皆さんの演歌ダンス、泉会
の皆さんの民謡、上見舞さんの日本舞踊、米田栄
子さんと木本次男さんのカラオケなどが披露さ
れ会場を盛り上げていただきました。  
 最後に木本次男さんの閉会のあいさつで集い
を終了しました。 
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  浦田秀夫議員の 

 市政報告とあいさつ 
 明けましておめで
とうございます。 
 本日は、新年早々
お忙しい中、浦田秀
夫を囲む新春の集い
にご参加いただき大
変ありがとうございました。 
 また、来賓の皆さんには過分なごあいさつをい
ただきまして大変ありがとうございました。 
 さて、昨年を振り返ってみると、国政では夏の
参議院選挙で、皆さんにもご支援をお願いした千
葉選挙区の民進党小西ひろゆきさん、全国比例区
の社民党福島みずほさんの当選は勝ち取りまし
たが、全体では自民党安倍政権に多数を許す結果
となってしまいました。 
 日本の平和と民主主義が脅かされようとして
います。 
 市政では、昨年6月から人間ドック費用の助成
制度を実現させることができました。 
 しかし、補助額が近隣自治体と比べ低く、脳ド
ックが助成の対象になっていません。さらなる制
度の拡充を求めています。 
 熊本大震災の教訓から耐震化助成制度の拡充
や福祉避難所、子育て世帯の避難所の確保を求め
市の総合防災訓練は現実に合った訓練にするよ
う改善を求めてきました。 
 生活困窮世帯の子どもたちの学習支援や就学
援助金制度の拡充など、子どもの貧困対策、校
舎・トイレの改修、待機児童対策、アンデルセン
公園子ども入園料の無料化など子育て支援にも
取り組んできました。 
 北習志野駅周辺の放置自転車対策、河川改修、
道路・歩道の整備、信号機の設置、地域包括ケア
システムの構築、空き家の活用なども議会で取り
上げてきました。 

 市内の3図書館の管理・運営を民間企業に委託
する「指定管理者制度」や個人情報の漏洩の恐れ
があるマイナンバー制度導入には反対しました。 
 市長は、無秩序な開発が進んでいる海老川上流
地域のまちづくりとして「自然との調和を図りな
がら、市立医療センターを移転し、医療・福祉機
能をまちづくりの中核とする」メディカルタウン
構想明らかにしましたが、市議会としても、これ
ら海老川上流地域のまちづくりを調査・研究する
ための特別委員会設置を提起し、全会一致で設置
させることができました。 
 昨年、議員在職25年を迎えることができまし
が、皆さんのご支援のお陰です。ご支援いただい
た皆さんに心から感謝申し上げます。 
 これからも、生まれて良かった、住んで良かっ
た、長生きしてよかったと思える船橋市を実現す
るために、日本と世界の平和と民主主義を守るた
めに全力で取り組むことをお誓いし、私の市政報
告と新年のあいさつといたします。本日はまこと
にありがとうございました。 

松戸徹船橋市長のあいさつ 
 浦田秀夫先生が、議員在職
25年を迎えられました。 
 議員活動も7期目に入りま
したが、これまで精力的に地
域のこと船橋市の課題解決の
ため精力的に議員活動を続け
てこられたことに対し、敬意
を表しますと共に感謝申し上げます。 
 本年4月、船橋市は市制施行80周年を迎えます。
人口63万になろうとする全国の中でも非常に活
力ある都市であり、高齢者から子ども達までが生
き生きと生活できるまちづくりを進めています
が、市議会の果たす役割はさらに重要になってい
ます。 
 浦田先生は、これまでも様々な提案をされ実現
に尽力してこられました。25年の経験と実績を
もとに、今後さらにご活躍頂けることを心からご
期待申し上げます。 

 

 



小西洋之参院議員メッセージ 
 浦田先生の在職 25 年
記念の新春の集いのご盛
会を心からお祝い申し上
げます。  
 船橋市議会議員として
四半世紀の長きにわたり、
市民の皆様の尊厳と幸せを守り、地域の発展に尽
力された浦田先生に対し、心から敬意を表させて
頂きます。  
 昨年の参議院選挙では、浦田先生はじめ皆様方
の多大なるご支援を賜り、再選を果たすことがで 
きました。  
 平和憲法を取り戻し、そして、高齢化や貧困に 
直面する社会において憲法の理念を生かすため、 
浦田先生をお支えし全力で取り組む決意です。  
 どうぞ今後とも、ご指導ご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。  
結びに、浦田先生をはじめご参集の皆様方の益々
のご健勝とご活躍、そして本年が素晴らしい年に
なりますよう心からお祈り申し上げます。 
  
 浦田秀夫杯 

  第5回囲碁大会を開催 
 浦田秀夫杯第5回囲碁大会が11月27日高根台
公民館で開催され、46名の腕自慢の棋士が参加
し、5クラスに分かれて熱戦を繰り広げました。 
 各クラスの優勝者には、浦田議員から優勝盾が
贈呈され、2位、3位の皆さんにも賞品が贈呈さ
れました。 

囲碁大会成績結果 
名人クラス  
 優勝 平山博美 2位 相本昌弘 3位 橋下 寛 
段位クラス 
 優勝 三枝宣明 ２位 飯沼政寿 3位 我妻邦啓 
級位クラス1組 
 優勝 石橋貴子 2位 當村嘉通 3位 小沢義正 
級位クラス2組 
 優勝 野末勲夫 2位 長松俊也 3位 浦田秀夫 
初心者クラス 
 優勝 伊藤 栄 2位 宮 文夫 3位 木本次男 
 
主な活動日誌	 

第３回定例市議会 11月17日～12月20日 
11月20日 市政懇談会 

11月27日 松が丘地区福祉まつり 
11月30日 船橋演劇鑑賞会 
12月 3日 社民党政策研究集会 

12月10日 高根台将棋サークル大会 
12月18日 市内街頭宣伝 
12月26日 四市複合事務組合臨時議会 
12月27日 船橋・憲法を生かす会役員会 
12月28日 事務所納め 
 1月 6日 事務所始め 

 

 

 

 



 1月 2日 初詣 二宮神社 

 1月 7日 消防出初め式 
 1月12日 議員新年会 
 1月13日 みどり囲碁新年会 
 1月13日 松が丘地区老人クラブ協議会新年会 

 1月14日 松が丘町会自治会連合会賀詞交歓会 
 1月15日 船橋自治会連絡協議会新春の集い 
 1月18日 各派代表者会議  
 1月22日 清和町会新年会 
     高根木戸中央通り商店会新年会 

 

	 ドキュメンタリー映画上映会	 

 選挙が生まれる 

    長野と群馬の挑戦 
	 日時	 １月31日（火）午後2時から 
	 会場	 高根台公民館	 第１集会室 
	 参加費	 無料	 	 

	 当日は監督の湯本雅典さんがお見えにな 
 り映画の解説をします。 
	 主催	 船橋・憲法を生かす会	  

 通信配布ボランテイア募集 
 浦田秀夫通信118号（2017年冬季）は、35,000
枚発行し、現在各地域に配布中です。 
 配布をお手伝いいただいている方には、寒い
中本当にありがとうございます。 
 お陰様で、読んだ市民の皆さんから好評の反
響が寄せられています。 
 通信配布ボランテイアを募集しています。
ウオーキングのつもりで是非いかでしょうか。
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。 
 

  浦田秀夫と市民の会 

  継続と入会の再度のお願い 
 浦田秀夫と市民の会に、多くの皆様が継続さ
れ、また新たに会員になっていただきました。
本当にありがとうございました。 
 大変恐縮に存じますが、まだ継続の会費の未
納の方や入会されていない皆様に再度のお願
いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 すでに送付済みの継続・入会用紙（郵便振替
用紙）に会費を添えて役員に手渡すか、郵便振
替でお振込み下さるようお願い申し上げます 
 郵便振替口座 
 口座番号 00160-3-98585 
 口座名 浦田秀夫後援会 
 

 総会と市政懇談会の開催 
 浦田秀夫と市民の会2017年度総会と3月議会
にむけた市政懇談会を下記の通り開催します。 
 会員の皆さんのご参加をお願いします。 
日時 ２月19日（日）午後3時30分～ 
会場 高根台公民館 第１集会室 
第１部 2017年度総会 
第２部 市政懇談会 
第３部 懇親会 

 

 


