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 具体的政策は、市長選挙での公約

が柱になっています。 

１． 保育所待機児童対策強化。 

２． スクールカウンセラーを全小学

校に配置 

３． 児童相談所設置について、先進

事例調査。 

４． 災害対策強化のため、２７年度

末までに全学校を耐震化・津波

避難計画策定。 

５． 商店街活性化のため、プレミア

ム付商品券発行への助成  

６． ７５歳以上高齢者が現在の５万６

千人から平成３７年には９万６千

人に倍増する見込みのため、医

療・介護・予防・生活支援が一体

提供される地域包括ケアシステ

ムを確立 

７． まちづくり懇談会を実施 

等々。他にもたくさんの政策がありま

すが、公約実現を期待したい。 

 

 

 

 

 ２月２４日から３月２７日まで、第１

回定例会が開会されました。 

 第１回定例会は、主に２６年度予算

を議論する議会ですが、一般会計１

９０７億６０００万円(対前６．５％増)、

全会計３３８８億３７００万円(対前４．

７％増)の予算編成となりました。 

 松戸徹市長が当選して、はじめて

の予算編成となりますが、議会初

日、市長から２６年度市政執行方針

の説明がありました。 

 市長の基本姿勢は、 

１． 子どもたちの未来に繋がる施策

の展開 

２． 船橋の持つ力をさらに伸ばすこ

と 

３． 一体感を育むまちづくりの推進 

であり、この３点を念頭に置き、市民

が暮らしやすく魅力を感じられる活

力のある都市となるよう、全力で取り

組んでいくとのこと。 
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活 動 日 誌 
３月 １日 法律相談。質疑原稿作成。 

   ２日 西海神小めだかの会餅つき 

      大会。質疑原稿作成。 

   ３日 原稿修正作業。 

   ４日 質疑初日。会派代表者会議。 

   ５日 質疑２日目。原稿修正作業。 

   ６日 質疑登壇。 

   ７日 質疑４日目。文教委員会。 

   ８日 西船橋商店会西船フェス見 

      学。めだかの会総会。 

   ９日 海神公民館こども祭見学。 

  １０日 質疑５日目。近隣中学校訪問 

  １１日 文教委員会。 

      母子家庭の方から相談受ける 

  １２日 近隣中学校訪問。 

  １４日 近隣小学校訪問。 

  １５日 なないろ保育園卒園式出席 

      西海神小器楽部演奏会見学 

      放課後ルーム説明会出席。 

      海神地区盆踊り大会打合せ。 

  １６日 議会報告印刷作業。 

  １７日 近隣小学校訪問。 

  １８日 地元に議会報告を配布。 

  １９日 議会報告紙折作業。 

  ２０日 西海神小学校卒業式出席。 

       議会報告原稿作成。 

  ２１日 行田中管弦楽部演奏会見学 

  ２２日 海神中吹奏楽部演奏会見学 

  ２３日 海神４・５丁目自治会バザー 

      手伝い。餅つき担当。 

  ２７日 第１回定例議会閉会。 

  ３０日 民主党県連４区支部役員会。 

   

 

 

   

お知らせ 
Twitter・Facebook 始めました。 

斉藤誠で検索してください。 

よろしくお願いします。 

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 ２０１４年４月１９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） 

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 ４月１８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 

 

 

 

 



放課後ルーム・子ども教室対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斉藤 ち、指導員・コーディネーター  

    に混乱が生じないよう、同じス 

ペースで実施すべきでない。 

２６年度モデル校５校、２７年  

度は半数の小学校、２８年度 

は全校で実施予定だが、ル 

ームと子ども教室のスペース 

を完全に分けるべきだが、見 

解を伺う。 

部長 モデル５校は分かれている。 

    その他は、５校の状況を見て 

    事業の連携方法を検討する。 

斉藤 モデル校以外は、スペースが 

    分かれるのか明確でない。 

    ルームと子ども教室を一体化 

    すると混乱するので、スペー

スを分けるよう要望する。 

    子ども教室はコーディネータと

その他２人はサブリーダー。 

    ３人で、何人の子どもまでケア 

    できるのか、安全確保は担保 

    されているのか。 

部長 地域の協力を得て、子どもの

自主的活動の見守りをする

のが主であり、全児童が対象 

     で、子どものケアという観点 

     とは違う。 

斉藤 ３人のうち病気等で来られな

い場合、どうするのか。 

部長 ２人での対応もあるが、見守り

という点で問題ない。 

 

 

 

 

第１回定例会で、放課後ルーム待

機児童対策などを取り上げました。 

今回は、徹底的に議論をしたいと

思いましたので、対面式(質問回数

無制限)で、質問に臨みました。 

以下、質問・答弁のやり取りです。 

指導員待遇改善について 

斉藤 ２５年度ルーム指導員不足は 

生じているか。人数は？ 

部長 ２６名欠員です。 

斉藤 指導員の待遇に問題がある。 

    千葉市は、社協嘱託職員の月

給・臨時給与・長休時手当・

土曜勤務手当・ルームリーダ

ー手当含め、年収２５０万円。 

    市川市は、年収２３０～２６０万

円くらい。船橋市は非常勤職

員で年収２００万円以下。 

     指導員が千葉市・市川市に

流れ、また、保育士などに流

れてしまうが、見解を伺う。 

部長 賃金形態に違いがあり、ボー

ナスによる差がある。 

    待遇改善について、関係課と

継続して、協議検討する。 

斉藤 市長・財政部含め、全庁的に

検討してほしい。 

    検討結果は後日、伺う。 

放課後子ども教室について 

斉藤 放課後子ども教室と放課後ル 

ームは別事業であり、子どもた 

 

 

 

 



放課後ルーム待機児童対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

２５年度予算をはじめとした議案

審議をしました。 

一般会計は１７９２億円（対前年

３．３％増）。その他、特別会計、企

業会計を含めた全会計は、３２３５億

６００万円(対前年２．１％増)です。 

市税は、約１４億円増ですが、そ

の内、法人市民税が７億円増となっ

ています。 

また、２４年度補正予算のうち約６

０億円が、学校耐震工事に使われ、

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

で完了する予定です。 

２５年度一般会計予算の主なもの

は、以下の通りです。 

行田国家公務員グラウンド跡地を

約２９億円で購入・整備。 

具体的な整備内容は、防災備蓄

倉庫・緊急消防援助隊活動拠点整

備、多目的運動広場整備、重度身

体障害者のための通所生活介護事

業所整備、私立保育所整備、児童

発達支援センター整備、母子生活支

援施設整備です。 

 

 

 

 

 

 

斉藤 検査院に余裕教室利用でき 

    ない旨、指摘されたら、市の 

    意向通りにはいかない。 

    代わりのスペースを用意しな 

    くてはならないが、見解を伺う 

部長 指摘されたら、行田方面の公 

    共施設を用意する。 

斉藤 保護者から苦情が殺到するだ 

    ろう。ルーム利用推計は、２８ 

    年度１１３人、２９年度１１６人、 

    ３０年度１２０人。ルームを建 

    替え、第２ルーム設置は必要 

    不可欠。見解を伺う。 

部長 現在の児童増加から見て、ル 

    －ム増設は必要。 

斉藤 必要ならなぜ、設計予算を取 

    り消したのか。余裕教室利用 

    期間は２年。遅くとも２６年度 

に設計予算、２７年度に建設 

予算を計上しないと間に合わ 

ない。即刻、定例会中に新た 

な設計・建設予算を計上すべ 

    きだが、市長の見解を伺う。 

市長 建設案に課題があることがわ 

    かった。予算を取り下げたの 

    は申し訳ない。検証して、早急 

    に対応する。 

斉藤 検査院の指摘がないことを祈 

    るばかりだ。２７年度４月には 

    第２ルームがオープンされる 

    ことを強く要望する。 

 

 

 

 

西海神ルーム待機児童対策 

斉藤 昨年１２月議会で、西海神ル 

ーム設計予算が可決したが、 

何故、たった３か月で取り消 

すのか。併設できないなら、２ 

階建の手法があるはずだが、 

見解を伺う。 

部長 建替えは、現在のルームが５ 

年目の施設で、起債残額を 

返す必要がある等、財政的 

な問題がある。 

当面は一時的に余裕教室を 

活用する。 

斉藤 校舎を建替え約３年の学校の 

    余裕教室を補助金交付目的 

    外利用することができるのか    

    根拠は何か、見解を伺う。 

部長 文科省に確認し、放課後等一 

    時利用は、問題ない。 

斉藤 余裕教室の使用期間は？ 

部長 ２年程度。 

斉藤 文科省に確認したが、目的外 

    利用は市の確認通りだが、会 

    計検査院の検査で、目的外利 

    用と指摘される可能性はある 

    とのこと。指摘された場合、余 

    裕教室を利用できなくなるか 

    もしれない。その場合、どのよ

うな対応をとるのか。 

部長 一時的利用なので、利用でき

るよう協議をする。 

 

 

 

 


