２０１３年（第１９５号）

誠策で勝つ
民主党・船橋市議会議員

さいとう
〒273-0021

TEL・FAX

誠

船橋市海神４-２２-１２

０４７－４３１－１７１７

E-mail seisaku@jasmine.ocn.ne.jp

民主党に叱咤激励を｜

URL http://www6.ocn.ne.jp/~seisaku/

所信表明質疑①
８月２日、臨時議会最終日、民主党
会派を代表し、松戸徹新市長の所
信表明に対する質疑を行いました。
所信表明を中心にしながら、市政
執行にあたり重要な課題、市長公約
の内容を織り交ぜながら、質疑をさ
せていただきました。
１．子育て支援政策について。
子ども・子育て新システムの施行
は、平成２７年４月の予定ですが、待
機児童ゼロは喫緊の課題です。
認定こども園のうち、保育所型認
定こども園では、株式会社参入が認
められることになりますが、株式会社
参入については、保育所運営されて
いる現場の皆様から、保育士の青田
買いによる保育士不足、保育士を長
期的に育てていく発想に欠け、保育
士の質が向上しないなどの指摘が
出ています。
待機児童ゼロを目指すためには、

株式会社参入もやむを得ないという
発想も理解できなくはありませんが、
こうした現場の指摘を考えると、株式
会社参入を手放しでは喜べません。
保育の質は、良質かつ適切なもの
でなければならないという法の理念
を考慮して、株式会社参入について
は、慎重にご判断いただき、社会福
祉法人や学校法人などを積極的に
支援し、待機児童ゼロを目指してい
くことを求めました。
また、放課後ルームにおいても、
待機児童問題は深刻です。
児童福祉法改正により、放課後ル
ームの入所基準が３年生から６年生
に引きあがります。
また、市内では、放課後ルーム待機
児童が発生している箇所があります
が、共働き世帯が増加傾向にあるこ
と、マンション建設が増加し、小学生
を扶養している世帯が増加している

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９月２１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 ９月２０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
６月 ５日 第２回定例会開会。
民主党会派を代表し、議案
質疑を行う。
８日 船橋中学校区ソフトボール体
会に西海神小めだかの会とし
て参加。
９日 海神駅バリアフリー記念式典
に出席。民主党街宣活動。
１３日 第２回定例会閉会。通夜参列
１５日 海神商店会総会出席。
１６～２２日 船橋市長選挙告示。
松戸徹候補出陣式に出席。
選挙カー同乗。朝夕の街頭演
説活動に参加。
２３日 投票日。松戸徹新市長誕生。
２９日 西海神小バザー準備。早朝、
めだかの会でザリガニ釣り。
３０日 西海神小バザー。
民主党街宣活動に参加。
７月 １日 浅間神社祭警備手伝い。
４日 参議院議員選挙公示。
ポスター貼り。街宣活動。
５日 市立船橋高校訪問。
６日 都立青山高校ラグビー部の
仲間と暑気払い。
１１日 文教委員会視察。
１２日 船橋警察署訪問。
１３日 慶応大学船橋三田会主催
サイエンスカフェに参加。
１８日 教育長・藤代市長表敬訪問。
１９日 吉川さおり候補応援。
２１日 長浜博行・吉川さおり当選。

所信表明質疑②
こと、学区の変更などが要因と言わ
れています。
市は、新１年生の入学の動向、ル
ームの利用率などから、ルーム利用
者の推計をしていますが、年度当初
や年度途中で、ルーム定員の１２
０％に達した場合には、次年度の新
ルーム設置に向け、補正予算を組
む姿勢が市長には求められます。
放課後ルーム待機児童発生が予
測される場合、待機児童が発生して
からではなく、発生する前に、新ル
ーム設置を推進させるという危機管
理意識を持ち、待機児童ゼロを目指
していくことを求めました。
児童相談所の設置についてです。
児童虐待が問題視される状況下
で、中核市の中で、最大の人口規模
である本市に、児童相談所が設置さ
れていないのは、あまりに不自然で
あると考えています。
児童相談所設置にあたり、具体的
な候補地が必要でありますが、県と
等価交換予定の南船橋駅前の県企
業庁所有地を有効活用いただき、
是非、児童相談所を設置していただ
くことを求めました。
２．高齢者福祉施策について。
地域包括ケアシステムの充実につ
いて、本市では、現在、７５歳以上の
高齢者が約４万人おりますが、１０年

後には、約８万人に倍増することが
予測されています。
医療・介護分野専門家によれば、
体調を崩し医療機関に入院したくて
も空きベッドがなく、入院できない時
代が来ることが指摘されてます。
また、国の社会保障国民会議で
は、要支援サービスを介護保険の対
象から市町村の独自事業に移すこと
を考えています。
以上から、在宅で、医療・看護・介
護・生活支援サービスを受けられる
体制を船橋市で構築しなくてはなり
ません。しかし、懸念があります。
現在、市又は福祉サービス公社
で実施されている生活・介護支援サ
ポーター事業・緊急一時支援事業で
は、利用料が１時間５００円、軽度生
活支援員派遣事業では、利用料が１
時間４００円となっています。
所謂、日常生活支援事業ですが、
要支援サービスが介護保険対象外
となれば、市・公社で実施している日
常生活支援事業の利用者は急激に
増加することが予測され、市・公社
の事業だけでは、利用者のニーズに
応えられないと考えます。
そうなると、民間事業者の参入を
促す必要があります。
しかし、現在の利用料では、民間
事業者は日常生活支援事業を運営

所信表明質疑③
していくことは、想像できません。
市長には、現在の市・公社の事業
の利用料を見直して、民間事業者の
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。
参入を促し、２４時間、包括ケアがで
きる体制をつくることを求めました。
２５年度予算をはじめとした議案
３．西部地区の諸問題について。
審議をしました。
一般会計は１７９２億円（対前年
旭テクノグラス中山事業所閉鎖問
題については、平成２４年１定・３定・
３．３％増）。その他、特別会計、企
４定で取り上げていますが、解体処
業会計を含めた全会計は、３２３５億
理後の跡地利用が、気掛かりです。
６００万円(対前年２．１％増)です。
本会議でのやり取りの中で、昨年１
市税は、約１４億円増ですが、そ
０月に旭テクノグラス社長宛て、「西
の内、法人市民税が７億円増となっ
部地区における小中学校の不足は
ています。
喫緊の課題であるため、市として、
また、２４年度補正予算のうち約６
跡地については公共施設用地として
０億円が、学校耐震工事に使われ、
譲渡を要望したい」という主旨の要
２４年度末で６５％工事が完了しま
望書を提出したと答弁がありました。
す。尚、学校耐震工事は、２７年度末
で完了する予定です。
そして、本年３月に旭テクノグラス
から「解体後の取り扱いは未定。取り
２５年度一般会計予算の主なもの
扱いを検討する際には、民間企業と
は、以下の通りです。
して様々な選択肢について経済原
行田国家公務員グラウンド跡地を
則を基盤に検討し、ご了承を賜りた
約２９億円で購入・整備。
い」という主旨の回答がありました。
具体的な整備内容は、防災備蓄
この回答内容は、たいへん不本意
倉庫・緊急消防援助隊活動拠点整
なものです。
備、多目的運動広場整備、重度身
経済原則を基盤に検討するとは、
体障害者のための通所生活介護事
会社の利益のみを考え、急激な人
業所整備、私立保育所整備、児童
口増により、小中学校の受け入れ不
発達支援センター整備、母子生活支
足を全く考慮せず、その他、交通渋
援施設整備です。
滞、交通ルール違反、空き巣などの
保育園
犯罪増加の恐れなど、周辺環境へ

の悪影響を全く考慮していないと指
摘せざるをえず、了承できません。
また、旭テクノグラス閉鎖問題だけ
ではなく、行田の国家公務員宿舎も
売却が予定されており、もし、当該地
に、マンションが建設されるようなこ
とになれば、同様に周辺環境への悪
影響が大いに懸念されます。
旭テクノグラス閉鎖問題かつ、国
家公務員宿舎売却問題など、西部
地区の諸問題、特に、教育環境の充
実のため、小中学校の受け入れ不
足についての思いを共有していただ
き、市が当該地を取得することを目
指していただくことを求めました。
４．美術館建設構想について。
平成１１年、市民に開放してほしい
という願いから、清川家のご好意で、
土地、建物、美術品・コレクション１８
４品の寄贈を受けたわけですから、
その意志は必ず反映させなければ
ならないと考えます。
藤代前市長は、美術館建設構想
に向け、前向きな姿勢を持っていま
したが、後継者である松戸新市長に
おかれましても、市長に就任されま
したからには、副市長時代とは違
い、政治家として、美術館建設に向
け、もう一歩、踏み込んだ答弁をし
ていただくよう求めました。
(来月号に続く)

