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市議会での役割が決まりました。

i義■|(1なつて、いろいるな方からのlE談や要望を聞く機会が多くなtりました.個人的なこと市

劉4Nを名′_たことなと本当に様々です.そし〔、その一つしとつか当事者の方にとって|:1とでも

大Tな ことであるど感じます 自う)で
1す

ぐ半り断できること、ィJ政と小日言炎か必事ユ「こと、長期白句な

スハ>こ イン_なt■
‐Jよいし

'な
t′ヽことなどを、本‖手のJJの市場や思いに触llこいきます

ここで大事なことは、できる事とでき4反t 事ヽをハ Vヽ4りと見極めることではないでしようか

'1カ

7111はなム́とかなイ)事、十1出iが酢じlリオlば行政のアbと相談をしノCハ いノキIJとし́た返事を■,

る事が重要でⅢ 束白ん/tiイリ」は Tぐ返事か欲しいしのだと思います 私はできる限り甲t 返ヽ事で

答えることを し…フトーとしCいよす しかし、内容によ ,ては中立の意見とし′(半l断し′な1りllばな

13′it′.ことヒ′あιりよ口 右の方の意見もあ1■ば同じア(1け布の方の意見t,あるので|:ど ちらかの

強申だtlにJを 化Ot'C fT■111くらことは、公‖:tの市場としてはどうでし′ようかつ 時と場合により、

公,tnOな立場に立つて判llFめヽ必要なとき、意見ガ。しの日

'■

に終|つることt,しはしンは

ろヽいろなごとを経1介勉強して、今二期生としてうき続き歩き始めまし′た 皆様の期待に少

して七1答えてら11るように、今薫で以上に,Iち動を続けたt´ヽと思t′ヽます
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l市 の 情 報 コ ー 十 一
市川市少年自然の家がリニューアルオープンしました。.
市川市大‖Iにある |||,川市少年 自然の家_が 7月 1日 に
llニューアルオーマンしましたc利 用方法も今まてのか

たサ)から、家族ても泊まれる部屋もでき、かなりリフ レ
′, ュ́しました、11j内で‖(l‐l・I泊できる施設ですもフラ

ネ々 llウムもあり、近隣には動lll物園やアスレチ ックも
あ ります.ぜ ひ、 二利用 ドさい`

ハ幡親子つどいの広場がオープンして大勢の方が利用されています。
lljttThへ幡の八幡神ll社の境内の分li:合CD l階に 1月 オープ

ンした 「′ヽ幡親子つどいの広場 |力 多` くの方に不1用され′て

います.こ のつといの広場事業は、議会で数年に渡 りお願
いをしてまい:りましたご昨年は南行徳、 今年は、八幡 と新
浜に設『1されま し́た,Iチ育ての相談や交iイこにぜひ利用 して
ドさいt,ハキー耀1き場 もあり、公1共|も隣にあります、

多 くの皆様のこ支援で、四月の統-1也力選挙を終え、 1期 日へ とスクー トさせ

ていたたきました、本当にあ りかとうございました

二月の臨時議会、そ し′て六月の定例議会も終わ
`〕
、 今までのかたちと少し変え

て 「稲葉健 1のひと,|メ ′セーシ」を作 りました。

■11目を迎え、議会報告だけでな く、いろいろな角度か らの意見や考え方を加|

えたメ ′゙セージをお伝えすることができたらと思 っております 次の写か楽 しみ

になれ るように頑張 ってまいりますので、 これか らもよろしくお願いいた します

また、皆様の ゴ要望、 ご意見なとかございまし,たら遠慮な く、 ご連絡 卜さい`

これか らの市川市の考え方。
市川市は11,政施行 70年 以 卜の都市であ ります。 人口は 17万 人に近づ く中核

市的な市で、 千葉県の中でも 1位 に位置づけられ るI卜でもあ り、財政指数等は近

隣他lfθ)中でも素晴 らL′い市であることは間違いあ りませんぃ

今、道州格1などのi義論も始まり、中央政府のあ り方、県のあ り方を考えること

も行われ る時f とヽなりました♂ また、夕張市のような財政破綻 も起 り、市の運営

や内容にもをくの市民の方たちの関心が高まっている中、 地方行政がどうある

べきか |「 合併も含めた統合θ)必要性はあるのか |な と、 仕では考えられなか っ

た観点か らの論議も必要 となってきましノた`^部 では合,「で政令指定都市になる

という話も[||ています「 もちろん政令指定都市になることの メリ.,卜もあります

が、 一番人事なことは、行政や議会だけで結論に導 くことではな く、市民の 方た

ちの多 くの意見を1反り入れた議論をし、 今後の 「市川市 |

が、 とうあるべきか考えて、進むべきではないで しょうか`
市川市は素晴 らし′い|IJです。その市川 らしさを失わない

ように しっかりと考えて、 lt来を見据えた意 見を創 )てい

きたいと思 )ています.

私たち議員は、皆様の代弁 者です  一番人事な市民の視

線、市民の意 見を考えて進んでまいります.
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平 成 1 9年 6月 定 例 議 会 報 告
「`成 19年 6月 定例議会が、 6月 13日 ～ 27日 まで開催されました。 ド記の内容で ―般質問を行い、真摯な御答弁をいただきました(

質問の要旨を掲載いたしました。詳 しくは、市議会のいちかわ インターネ ット放送局で録画放送をご覧いただけます。

市川1市議会→録画放送→ 6月 25日 へとお進み 下さい`〉http:〃il)s.ci t y . i c l l i k a w a . c h i l ) a . j pパhsweb/c (〕ntl‐(〕l cgi7f〔〕rl〕_actic) n =宙ew_pl‐efectur a静

一般質問の主な内容は、

○公民館の運営方法について
(1)公 民館図書室の現状と今後の方向性について
(2)公 民館の利用の現状と今後の方向性について

|lj内には、 16簡 所の公民館があ りますか、その内 7笛 所の公民館に 「公民館

図1:室」があ ります′,たL会教育法により設置された公民館、その事業 目的の つ

として図書等を備え、その利用を図ること、と書かれていますじ開設は早いと二

ろで 28年 前、 番新 しいところで 16年 前です。 当時の社会状況 と現在の違い、

2 民ヽ館の利用方法も変わ ―,てきまし′た。 また、図書館の利用方法やインターネ ッ

トでの図書の検索や貸出や返却lの方法も時代とともに変わ 、́てきています 加え

て毎日社会教育指導員が配置されているわけではないので、開いていない日もあ

る状況です その中で利月1かあま:,されていない図書掌を地域のコミコニテ ィの

ためとか、貸出月1の部岸へと1云換できないかと質問 しましたて,ま た、中込方法も

月の応答日に先着‖負のため、1りl lFlくか ら並はなけれはならないので、 「雨の 日や

軍暖の激 しい時は公民魚1の中で待たせてもらえないか_な と不1用者のお話を1貴|き、

申込の な法を検i」して、文化会館なとのように月に 一

|lilのノブ式で、llJ ttl lkりにいかな くても良い ノテ法や、利

'‖
者同 |「での11整やllll選なとを含めて考えることや公

l民館の補修を,「j民の協力でできないか質問 しました.

illll答弁は、全7館を、す ぐというわ:すてはな く利用

状況を含めて部屋の 目的の転換や中込方法 も地域の状

態や各公民館の状態を考えて取 り糸liんでいきたいと、

また、簡易補修なとの部分は、材料費を各館でもち市

民の協ノJで進める方法も考えて行 くとの ことでし′た´ 曽谷公I(館LKl書宇

○事業系ごみの処分方法について
(1)2月 に行われた事業系ごみ実態アンケートの結果を踏まえた、今後の方向性について
(2)住 居併用小規模事業者への周知方法とごみの処分方法について
(3)少 量廃棄物事業所用専用袋の今後の取り扱いについて
2月にお店やlli業所の方たちに対 してアンケー トが行われました。お店や事業所

の方は原員1的に事業系ゴミとt/て扱われ家庭用のゴミ集積所に|11すことはできませ

んが、市川市には義務免除の条件があり、それを知らないブ、が多く、 1事 業所やお

店の面積が501n以下で住居併用であり、出される 一般廃棄物の1日の景がおおむね5

キロ以 卜であれは家庭用の集積所に出すことができる.」 ことを知らないで心苦 し

く日|ヒ′ているお嘔や事業所の方が多くいる。今後の周知方法をとθ)ように考え、そ

のような義務免除の方たちにT朽民の方がわかるようなシー
'レ
を発行 t.たりすること

はできないかc次 に、少量の事業系コミの方たらが利用している、少量廃棄物事業

「りi専用袋であるか、大西1コミのようにシールを有牟|で購入して、 一般の集積,りiに出

すようにてきないか、また、専用の事業系ゴミ袋を製作 して、処分費用を [l乗せ し

たかたちの価格で販売 して、 ‐般集積所に出すことはできないから近隣では、lll安

『卜や東京都の特別区 (lJ:戸川|ズ・葛飾区:)で はや っている鮨1度であり、

今後の事業系ゴミの処分方法の適 |li化に向けての杵蒙活動に有効にな

るのではないかと、お聞きしまし′た。

御答弁では、現在ゴミの迫止処llll事業者にはシー
'レ

をAd布している(,

裁務免除者にはこのような対応をしていない.未 適 IF業者 と誤解され

ないようにチラシなどによる川矢Πなと口l能な方策を検討 していきたいっ

また、少量廃棄物事業者専用袋の導 入に当た っては、他市の状況なと

も含めて情報を収集 し′、1周杏 ・検討 ヒ′てい くとの ことて し′た.

○自転車対策について
(1)自 転車対策協力員制度の

その後について
(2)八 幡第10駐輪場の開設に当たって、

利用方法などの考え方と今後の方向性について
(3)八 幡小11の通りの社会実験後の改善

策と今後の社会実験について

今までllll LIも質問させていただいている 「自転車協力員牛1度|で す↑本八幡地|ス:は3駅が結節 し、1日の乗降客が

1()万人以 卜です。ということは駐輪問題も大きなウェー トを占めます.地 域で |ノヽ幡白転車対策協i義会」が発足 し

て 311以 上θ)月 「|が流れ、無料の駐輪場の案内図を作 ったり、放置自転車に 「お願い文書Jを イヽJけた 1)活動を して

います そのような中、地域の人たt,で市か ら委嘱を受けた形でポランテ イアとしても主中

`さ

対策のお千伝い

をしてイ]こうという制度ですこ決して自転車を締め出す′)ではなく、商店に11い物に来たりする方は路

Lに 時駐輪ができるようにもしたいと活動 しています「次に、八幡小のilflりから入った場所に設置予

定σ)第10駐輪場ですが、少しても通学路に自転lllを減らす効果を期待 しています。ただ、通学路でも

あり、指導員の常時配置、利用する人は八幡堂さんの角からは自転車を降りて駐輸場を利用すること、

地域での「ri輪場などの自転車対策の事情が変わった場合は、駐輪場とし́て使用 し,ないように考えられ

るかと質問 し、御答弁は哲定的な駐輪場 とし′て考えていることと安全X・l策は十//1に行 うとのことで した、


