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船橋市長選挙せまる
昨年末、藤代市長が次の市長任期
(平成２５年７月１８日満了)で勇退す
るとの表明をされましたが、新しい市
長を決める選挙が６月に実施されま
す。(６月１６日告示、２３日投票)
民主党千葉県連役員会では、５月
１０日、 まつど徹 前副市長
を推薦することを決定しました。
まつど徹前副市長は、公
約の中で、以下を掲げています。
・ 児童相談所を設置
児童虐待の早期発見・保護
・ 待機児童ゼロ
保育園・放課後ルームの待機者
をゼロにする
・ 地域包括ケア体制充実
病気療養や介護が必要になった
場合、在宅で安心して生活でき
る地域包括ケア体制をつくる
・ 高齢者向け宅配システム確立
買い物をサポートするため、地域

の商店街と連携し、高齢者向け
宅配システムをつくる
・ 医療センターの充実
ベッド数を増やし、救急医療、ガン
治療を中心とした、日本最高レベ
ルの高度医療を提供
・ ワクチン接種実現
高齢者向けに肺炎球菌ワクチン
接種を実現させ、肺炎から守る
・ 震災対策の充実
避難所の拡大・備蓄を充実させる
高齢者・障害者を災害から守るた
め要援護者支援体制をつくる
・ 再生エネルギー促進
下水処理場を利用した小水力発
電を開発。
学校や公共施設を利用し、太陽
光発電を普及促進する
以上が主な公約ですが、
まつど徹さんは誠実に市政
運営をされる方だと思います。

無料法律相談どうぞ
下記の通り、ご案内しますので、
お気軽にご相談ください。
記
日時 ２０１３年６月１５日（土）
午後１時から４時まで
場所 堀江 はつ
千葉県議会議員事務所
西船２－２７－２３
窓口 さいとう 誠まで。
℡ ０４７－４３１－１７１７
尚、相談時間はお１人様３０分とさ
せて頂きます。（予約制です）
緊急の場合、日時について調整さ
せていただきます。
場所は、千葉市中央区の弁護士事
務所になります。

なんでも労働相談
経済不況の最中、雇用契約の更新
がされなかったり、途中で雇用契約
解除がされるという相談が増えてい
ます。
連合千葉総武地域協議会では、給
与・残業代不払い、休暇、労働時
間、解雇、退職金、労働災害、労災・
雇用保険などに関して、無料労働相
談を受けています。
お困りの方は、ご相談ください。
記
日時 ６月２１日（金）１０時～１６時
場所 船橋市勤労市民センター
連絡先 ０４７－４０１－８１２６

活 動 日 誌
５月 １日 古紙持ち去り対策について
世田谷区視察
７日 千葉福祉総合研究所訪問
介護現場の問題点について
説明受ける
８日 議会運営委員会
市民環境経済委員会視察
船橋機械金属工業協同組合・
ベンチャープラザを訪問
９日 議会報告を配布。印刷作業
１０日 議会報告配布。副市長訪問
１１日 家庭倫理講演会出席。
民主党千葉４区支部役員会
民主党街宣カーに乗る
１２日 議会運営委員長と意見交換
１３日 連合千葉総武地協街宣活動
に参加。労働相談ＰＲする
１４日 民主党千葉４区支部街頭
演説に参加。長浜ひろゆき
参議院議員来船。
船橋市国際交流協会総会
副市長と意見交換
１５日 議員のあり方調査研究特別
委員会。市長選会議。
１６日 スクールガード連絡協議会
１７日 青少年課訪問。船橋市
有価物回収協同組合懇親会
１８日 海神小学校運動会
童謡文化を広める会総会
海神北青会総会
２１日 議会運営委員会
会派代表者会議

図書事務の充実

商店街支援対策

先月、地元の行田西小学校を訪問
しました。
校長先生から様々なお話しを伺い
ましたが、たいへん熱心な先生で、
校舎内を案内していただきました。
特に、印象に残ったことは、図書室
です。
図書室は、生徒達が本を借りたく
なるような、工夫がされていました。
本を何冊借りると富士山の頂上や
東京タワーに達するなどの絵が描い
てありました。
また、学校便りなどに、本をたくさ
ん借りた生徒を紹介するなどの工夫
がされていました。
船橋市の公立小学校で、生徒達の
本の年間貸し出し冊数の平均値が
統計されていますが、１人６８．５冊と
なっています。
しかし、行田西小学校は、１人１３
６．２冊となっています。
つまり、行田西小学校の生徒は、
他校の約２倍の量の読書をしている
ということになります。
校長先生によると、図書事務の方
のやる気が大きいとのことでした。
図書事務の方は、どうしたら、本を
たくさん読んでもらうか、常に考えて
いるのだと思いますが、本当に素晴
らしい取り組みだと感心しました。
校長先生と図書事務の方には、心
から敬意を表します。

第１回定例会で、商店街支援対策
を取り上げました。
昨年、新船橋駅前に大型ショッピ
ングモールができましたが、近隣の
海神商店街をはじめ、個人商店の方
から懸念の声が上がっています。
例えば、ショッピングモール内に
は、フードコートがありますが、商店
街の飲食店の方から、お客さんが来
なくて困っている。何とかしてほしい
という切実な声を聞きました。
そこで、私は海神に限定せず、市
内の一定面積以下の個人商店の固
定資産税を当面の間、一定額免除
するなど、税制面で優遇することを
提案しました。
しかし、固定資産税免除について
は、市税条例に規定がありますが、
支払い能力がないなど、特別な事由
がある場合に限定されています。
また、固定資産税は、必要経費と
して所得控除ができるので、免除は
難しいとのことでした。
しかし、神奈川県では、企業誘致
の観点から、土地、建物、償却資産
の固定資産税率を２分の１まで、減
額する、不均一課税制度を導入して
います。
神奈川県の制度を研究し、再度、
商店街支援のため、固定資産税の
負担軽減に向け、取り組んでまいり
ます。

防止対策①

世田谷区を視察
５月１日、世田谷区を視察してきま
した。お忙しい中、視察を受け入れ
ていただいた世田谷区議会の皆様
には、心から感謝申し上げます。
視察のテーマは、有価物（新聞紙
などの古紙）持ち去り対策です。
有価物に限らず、ゴミは指定され
た業者が収集にあたっていますが、
他県、他市から暴力団関係と思われ
る業者が有価物を持ち去り、利益を
あげている事件が、なくなりません。
世田谷区は、有価物持ち去り対策
を実行した先進都市であり、参考に
なる点が多々ありました。
世田谷区の持ち去り行為の条例の
ポイントは、２０万円以下の罰金を課
していることであり、平成１６年３月、
全国で初めて罰則付き条例を制定
しました。
区民のリサイクル意識が高く、昨年
度は持ち去りに対する苦情・通報が
５３４件ありました。
条例で、集積所からの持ち去りを
禁止し、第１段階で、警告書を交付、
第２段階で命令書を交付、第３段階
で警察に告発し、罰金を課すという
流れです。
昨年度、警告書交付は８２件、命令
書交付は３７件、告発は２件でした。
有価物が持ち去られる箇所を想定
し、ビデオカメラで撮影することも実

施しています。
持ち去り業者の顔写真もあり、見
せていただきました。
しかし、それでも、持ち去り行為は
なくならず、業者と格闘が続いてい
るとのことです。
平成１６年度、告発した１３名のうち
１２名が条例無効を訴え、裁判にな
りましたが、最高裁では、条例は有
効と判断し、全員有罪が確定しまし
た。ある告発された業者によれば、
月４０万円利益があるようです。
年間で４８０万円稼いでいる計算に
なりますが、罰金２０万円支払っても
十分に利益があるので、告発されて
も開き直る業者もいるようです。
有価物は、所有権が問題になりま
すが、世田谷区の担当課長は、所有
権は区にはなく、ごみステーションを
管理している地域住民にあるのでは
ないか、と言ってました。
所有権が曖昧なので、持ち去り行
為を禁止するというのが、条例のポ
イントですが、業者はこの曖昧さに
目をつけています。
課長によれば、法律を改正し、有
価物の所有権を明確にし、製紙メー
カーが持ち去り業者から古紙を買わ
ないようにしない限り、持ち去り問題
は解決しないとおっしゃっていまし
た。次の市議会で取り上げます。

高齢者ケアについて意見交換
５月７日、日本介護支援専門員協
会の先生とこれからの高齢者ケアに
ついて、意見交換をしました。
２月２５日から３月２７日まで、第１
回定例会が開会されました。
雑談を交えながらの話なので、ま
とまりがないかもしれませんが、お許
２５年度予算をはじめとした議案
しください。
審議をしました。
高齢社会に入りつつある現在、病
一般会計は１７９２億円（対前年
院に入院しても、今までのように長
３．３％増）。その他、特別会計、企
期入院はできなくなるとのこと。
業会計を含めた全会計は、３２３５億
６００万円(対前年２．１％増)です。
治療が終わり次第、すぐに退院を
するように病院から言われるというこ
市税は、約１４億円増ですが、そ
とですが、既に、その現象は出てき
の内、法人市民税が７億円増となっ
ているように思います。
ています。
高齢者数が増加しているので、避
また、２４年度補正予算のうち約６
けて通ることができないことを各自
０億円が、学校耐震工事に使われ、
が自覚する必要があるようです。
２４年度末で６５％工事が完了しま
す。尚、学校耐震工事は、２７年度末
また、政府は要支援を介護保険の
サービス対象からはずすという新聞
で完了する予定です。
記事がありましたが、買い物、掃除
２５年度一般会計予算の主なもの
などの生活援助サービスができなく
は、以下の通りです。
なることから、地域の助け合い（互
行田国家公務員グラウンド跡地を
約２９億円で購入・整備。
助）が必要になるとのこと。
具体的な整備内容は、防災備蓄
６５歳以上の独居老人や老老介護
倉庫・緊急消防援助隊活動拠点整
が増加しつつある中、互助が大切だ
備、多目的運動広場整備、重度身
と強調していました。
体障害者のための通所生活介護事
船橋市福祉サービス公社では、上
業所整備、私立保育所整備、児童
記の方のために、買い物などの緊急
発達支援センター整備、母子生活支
一時支援事業を実施し、ヘルパーを
援施設整備です。
派遣していますが、利用料が時間当
保育園
たり５００円となっています。
また、市でも上記の方を対象に、

掃除、洗濯、買い物などの支援事業
を実施し、ヘルパーを派遣していま
すが、利用料が時間当たり４００円と
なっています。
先生によれば、この料金は安すぎ
て、かえって民間事業者が育たず、
ヘルパー派遣事業が推進していか
ないと言っていました。
市や公社で、地域の助け合いを全
てサポートできるなら、この料金が
望ましいが、できるわけがなく、民間
事業者が育成していくために、料金
を引き上げるべきであるとのこと。
また、政府は、２４時間巡回型デイ
サービスを考えており、新しいサー
ビスを市が考えなくてはいけないと
のことでした。
必ず買い物難民が増えてくるの
で、巡回型サービスの普及促進が
重要であるようです。
また、介護ヘルパーの所得を引き
上げ、生活を補償しないと、ヘルパ
ーが増えていかないと指摘していま
した。市は、ヘルパー資格取得のた
め、補助金を出しているが、資格を
取得してもヘルパーをやめる実態が
あります。そこで、働いているヘルパ
ーが研修をした場合に、補助金を支
出するという、ステップアップのため
に援助する形に改善したほうがよい
とのことでした。

