
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 皆さんからのご意見・ご要望を 
  しっかり受け止め、実現に努めます 
 通信 106 号と一緒に配布した市政アンケートや 10 月 19 日に松が丘公民館で開催した市政報告会・意
見交換会で市民の皆さんからたくさんのご意見や要望をいただきました。紙面の関係ですべてを掲載で
きませんが、ご意見・ご要望の内容と私の回答（コメント）をご紹介します。 
 また、船橋私立幼稚園連合会や船橋市商店会連合会との意見交換会が開催され、船橋市 PT A 連合会
から要望書もいただきました。これらの内容もご報告します。 
 寄せられたご意見・ご要望はしっかりと受け止め、その実現に努め、今後の議会活動の参考にさせて
いただきます。 

道路・交通安全問題	 

     ご意見・ご要望   私の回答（コメント）10 月 31 日現在 
  
 松が丘 4 丁目の生活道路は幹線道路に囲まれて
おり、幹線道路が渋滞すると抜け道になり、交通事
故が度々発生して危険。生活道路のスピードを制限
する「ゾーン 30 規制」を導入してほしい。 
 

  
 当該地域への「ゾーン 30 規制」導入にむけて、 
地元自治会（松が丘自治会）と市及び警察との話
し合いが近く行なわれる予定です。 
 

  
 北習志野駅前・商店街の放置自転車対策として大
規模な駐輪場を建設するべきだ。そのために第３駐
輪場を 2 階建てにするとか、地下駐輪場の建設や
駅ロータリー上などに天空駐輪場の建設を提案す
る。増設までの措置として商店街側歩道上に自転車
がはみ出さないよう白線を引いて市民の協力を得
るべきだ。 
 

  
 北習志野駅前や商店街の放置自転車問題は深刻
です。私はかねてから機械式の地下駐輪場の設置
を提案してきましたが、改めて次期議会でこの問
題を取り上げ、抜本的な対策と当面の対策を求め
ていきたいと思います。 

  
 松が丘バス通りの道路整備が大幅に遅れて、老人
や幼児たちの交通事故が心配です。早く整備してほ
しい。 
 

  
 市は平成 28 年度中の完成を目指して整備して
います。すでに 96%の用地が買収済みですが、事
業の促進を働きかけていきます。 

  
 高根木戸駅から高根台中までの歩道早く整備し
てほしい 

 
 未整備区間については、平成 29 年度完成をめざ
して整備しています。事業の促進を働きかけてい
きます 

                    船橋市議会議員（市民社会ネット） 
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    ご意見・ご要望  私の回答（コメント）10 月 31 日現在 
  
 松が丘 4 丁目のアリーナ調整池側の道路、ガー
ドレールで狭くなり車の相互通行ができない。ガー
ドレール開口部の間隔を広げれば車が待機できす
れ違いができる。 
 

  
 ガードレール開口部の間隔を広げるよう市の担
当課に要望しました。近く工事が行なわれます。 

  
 高根台 6 丁目から公団駅方面に通じる道路 2 本
が現在 UR の開発工事のため封鎖されており、将来
この道路が確保されるのかどうか不明。この道路は
町内住民の災害時の避難道路であり、将来的には車
椅子や車も通行できるよう整備することを市に強
力に働きかけてほしい。 
      

  
 現在封鎖されている通路は、解体工事が終了後
は現状復帰されることになっていますが、再度確
認します。車が通行できる道路として整備すべき
かどうかは住民の皆さんの意見を聞く必要があり
ます。当然 UR との協議も必要となります。今後
関係機関に働きかけます。 

防災・水害問題	 

 
 防災無線が何を言っているのか聞き取れない。
市に何回言っても改善されない。 

 
 アナログ方式の現在の防災無線・ラジオの限界
です。防災無線をデジタル化し、防災無線が聞き
取れない家庭に防災ラジオ配布させます。少し時
間がかかります。 
 

 
 集中豪雨に伴う道路冠水、及び一部床上浸水等
に対し全然対策が講じられていない。 
  
 集中豪雨による道路冠水が八丁歩南町会では 1m 以
上にもなる。根本的な対策を講じてほしい。 

 
 高根木戸近隣公園前交差点の道路冠水対策とし
て集水桝の増設や集水桝の清掃、配水管の敷設替
え等の対策を行ないました。 
 抜本的な浸水被害対策として、古和釜小学校南
側から木戸川に至る 700mに内径 1.35mの排水管
を埋設する計画で、27 年度以降着手するために管
を埋設する道路地権者（私道）への説明・承諾を
得る作業を行なっています。 
 

  
 松が丘から古和釜方面の木戸川にそった遊歩道
が大雨の度に畑の土が流れ出し通行できなくな
る。改善してほしい。 
 

 
 担当課（道路管理課・農水産課）に対策を要望
しました。 

  
 木戸川の河川改修工事をやっていますが、全体
像が判らず不満です。2 つの立派な橋が完成しまし
た。何に使用する橋か説明してほしい。 

  
 木戸川は、洪水対策と川の両側に遊歩道を作る
ために、平成 27 年度完成をめざして改修工事が行
なわれています。橋は大穴地区と松が丘方面を結
ぶためのものです。改修工事の全体像について、
広報などで周知するよう市に要望します。 
 

環境問題	 

  
 放置された空き家が多くなっている。防犯上不
安だ。対策のための条例はあるのか。 

  
 空き家の適正な管理を定める条例は昨年制定さ
れました。具体的にお困りのことがあればご相談
下さい。 
 



  
 道路にゴミを出しているが、通学路になってお
り、通学の時ゴミを避けようとして車に接触しそ
うになり危険との苦情があった。都市計画道路用
地の余剰地にゴミ出し場所を確保できるよう市と
交渉していただきたい。 
 

  
 都市計画道路用地の余剰地にゴミ出し場所が確
保できるよう市の担当課と交渉しています。（清水
山町会） 
 

社会教育・学校教育	 

  
 高根台公民館に図書室がありますが、東図書館
までは遠く、本式の図書館を高根木戸周辺に作っ
ていただきたい。 

  
 高根台公民館を建設する際に図書館併設の要望
がありましたが、敷地や建物のスペースの関係か
ら無理で、図書館的な図書室を設置することにな
り、図書館の本も借りることのできるシステムを
導入しました。 
 

  
 船橋の図書館は本が少なく、CD がまったくな
い。映像資料も少ない。CD についてはぜひ検討し
ていただきたい。 
 

 
 市教育委員会に提案・要望します。 

  
 小学校のランドセル、私立はそれぞれ持ってい
る。孫にランドセルを買ってあげたいが、値段で
競争している。市として同じランドセルを作って
ほしい。 
 

  
市教育委員会に提案・要望します。 

	 

 市政報告会・意見交換会 
 10月19日、松が丘公民館で市政報告会・意見
交換会を開催し、松が丘地域を中心に30名ほど
の市民の方々が参加しました。 
 私から、9月議会の一般質問で取り上げた問題
や市政の課題、市政アンケートの中間集約、来
年4月の市議会選挙にむけて政策などを報告し
ました。 
 参加された市民の皆さんからは、固定資産税
の評価額のことや空き家対策の問題、道路の安
全対策、大雨で遊歩道に畑の土砂が流れ出る問
題、防犯カメラの設置や防災無線が聞こえない
こと、ゴミステーションの市有地への設置、集
中豪雨による水害や崖くずれ対策、在宅介護の
厳しさや介護施設の必要性など実に様々な意見
や要望が出され、私のわかる範囲でお答えし、
意見交換を行ないました。  
 すでに市政アンケートでもたくさんの要望や
意見をいただいていますが、その上にまたたく
さんの要望や意見をいただきました。その一部
を本紙に掲載しました。 
 

  広報委員会の視察 
 10月９日～10日に市議会広報委員会として大
分市議会と古賀市議会を視察しました。 
 大分市議会では平成21年から毎年、市内13地
区公民館で、市民に開かれた議会として、意見交
換会を開催しています。 
 26年度は議会改革の取り組みや（仮称）市民の
こころといのちを守る条例（自殺防止条例）など
をテーマに開催し430人の市民が参加しました。 
 また平成23年からは若い方々の政治参加意識
の喚起を目的に、高校、大学、専門学校に出向き、
学生ら若年層との意見交換会を実施しています。 
 古賀市議会では、議会報編集特別委員会のメン
バー6人が、発行する「こが市議会だより」の編
集からレイアウト、原稿依頼と集約、写真撮影、
校正、印刷会社との打ち合わせまで行なっていま
す。 
 編集の基本的な指針は、議会における審議内容
をできるだけわかりやすく市民に伝えることで、
表紙の写真や見出しも工夫し、市民活動やボラン
ティアを訪問・取材して紹介するコーナーも設け
てあります。 
  
 



	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

対策、不法駐輪対策と駐輪場の設置などたく 
さんの意見・要望が出されました。 
 さらに、ミュージシャンの育成や広報による
商店会PR、駅前道路を利用した賑わい創出など
各商店会の取り組みや提案もありました。 
 これらの意見・要望について委員会としても
しっかり受け止め、商店会の活性化にむけてそ
の実現や解決に努めていくこととしました。 
 

	 PTA 連合会からの要望書	 
	 船橋市 PT A 連合 
会から市議会議長宛 
に 27 年度予算編成 
に関する要望書が提 
出されました。 
 要望書では、子ど 
もたちの『生きる力』を育てる教育を十分に推
進できる教育施設・設備の改善、教育活動予算
の確保・増額、そしてこれらに係る指導者の確
保・育成を総合的に包含した予算の編成を切望
するとして、具体的には、 
① 校舎の老朽化が進む中で、校舎の改修・修繕。 
外内壁の再塗装、トイレの修繕や改修（洋式）、
排水設備の改善、雨漏りの修繕など。 

② 子どもの安全を確保するために、耐震工事の
早期の完全実施。危険な通学路への信号機、
グリーンゾーン、ガードレール、街路灯の設
置。給食に使用される食材の安全確保、放射
線量の定期的な測定等。 

③ 増置教員の拡大に関することとして、特別支
援教育に関する支援員の増員、少人数指導に
関する教員増員の県への提言、教職員、部活
動外部指導者の増員など。 

④ いじめ問題や虐待防止に取り組む行政機
関・団体の連携強化及び合同会議の設置。 
修学援助制度における援助項目の拡充。 

 これらの要望事項は、わたしたちもかねてか
ら市に求めていたことも多く、その実現にむけ
て努力していきます。 
 
編集後記 
 今回の通信に掲載しきれなかったご意見、ご
要望も今後の議会活動の中で、生かしその実現
を図って行きます。また、今後発行する通信の
中で掲載したいと思います。 
 引き続き、皆さんからのご意見・ご要望をお
待ちしています。 

 私立幼稚園連合会と意見交換会 
 10月８日、船橋市 
私立幼稚園連合会と 
「私立幼稚園教育振 
興議員連盟」との意 
見交換会、親睦会が 
開催されました。 
 テーマは、子ども子育て支援新制度への対応
と27年度予算要望。グループ毎に意見交換が行
なわれ、私の参加したグーループでは「子ども
子育て支援新制度は、保育園と幼稚園を一緒に
することに無理があるが、時代の流れの中で必
要性も否定できない。幼稚園のできること、教
育の質を保ちながら社会の要請にできるだけ応
えていきたい」などの意見が出された。 
 予算要望では、市民要望の高い預かり保育促
進のための補助金の創設、小規模保育事業の連
携園受入促進のための補助金の創設、幼稚園自
らが小規模保育事業者となるための補助金の創
設などの予算要望が出されました。 
 市は、9月議会で市の独自支援策を求める私の
質問に対し「ニーズ調査の結果では、預かり保
育を行なう幼稚園への期待、保育と教育を併せ
て受けたいという希望が多い。これらの希望に
対応できるよう幼稚園関係者の意見を聞きなが
ら検討したい」と答弁しましたが、幼稚園関係
者から出された意見・要望が市の予算に反映さ
れるよう努力をしたいと思います。 
 

商店会連合会と意見交換会 
	 10月21日、船橋市 
商店会連合会と市民 
環境経済委員との意 
見交換会が行なわれ 
ました。 
 プレミアム商品券 
の発行について「各店舗から売り上げが伸びた
という声を聞いている。なし農家にも商品券の
取り扱いを進め喜ばれた。これからも事業を継
続してほしい。市職員賞与の一部を商品券で支
給することなどを検討してほしい」との意見が
出されました。 
 また、大型チェーン店（ドラッグストア）の
地元商店会の加入や協力を義務つける条例をつ
くってほしい。商店会に設置するAEDに助成し
てほしいなどの他、空き店舗対策、買い物弱者 
  

 

 

 

 


