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活 動 報 告
市議会議員としての活動も2期 8年

を迎えます。

市民の目線で者え、市民の立場で行

動することを忘れずに進んできました。

皆様の声を大切にして、どのように提

案したらよいか、実現してい<にはど

のように道をつ<るべきか考えて活動

してまいりました。

より良い市川市になるには、理想だ

けを追い求めることだけではな<、 現

実の状態を理解したうえで、何ができ、

どのように進めるかが大事ではないで

しようか。全て良<なることは目標で

すが、できることとできないことを者

えて、少しずつ前へ行<ことが市民の

万たちの声に近づいてい<と信じています。

一つひとつの市民の方たちの声には生活、子育て、地域の切実な重さが

あります。小さなことでも、関わる方にはとても大き<感じるものです。

議員としてどこまでできるかわかりませんが、ひとつずつ、一歩ずつ進め

ることは約束できます。南川南が住みよ<、 住んでいて良かつたという街

に向けて活動を続けています。そして、これからも頑張つていきたいと思

つています。

議員としての活動報告の一部ですが、皆様に少しでも伝わることができ

ればうれし<思います。また、ご意見やご要望などがありましたら、遠慮

な<お聞かせ下さい。

住んで良かった街に向けて、変 わ ら な き や ヮ市 川 !前進中です。



皆様の声が届きました
議会での提案や皆様の声が届きました。一部を紹介させていただきます。

2な量mi螺驚針轟鑓0経轟難炉轟執券
○親子つどいの広場ができました
議会で提案させていただいた、市川市ではじめての親子つどいの広場が開設しました。小さいお子さ
ん(0歳～ 3歳)を もつ方たちの相談や気軽な居場所づくりとして人気があります。現在は八幡の葛飾
八幡宮の中の公園の隣と南新浜小学校の中と新井地域ふれあい館の中と二俣幼稚園の中に 4箇所あり
ます。特にこのような子ども達の施設は八幡・菅野地域でははじめて開設されました。

○ドッグランができました
議会で提案させていただいた、 ドッグランができました。犬をただ遊ばせることが目的ではなく、登

録の推進やしつけの相談もできる施設として稼働 しています。利用には市川市に大の登録がないとで

きないシステムです。現在推定で犬の登録率は50%、 狂大病の予防接種はもっと低い状態です。かわ
いいペットのためにも登録と予防接種を推進 しています。施設は二俣と塩浜にあります。

○犬の鑑札と注射済証がかわりました
議会で提案させていただいた、犬を飼われる人が登録したり付けたくなるような鑑札と注射済証に改

善していただきました。かわいい犬の足跡型と骨の形にかわりました。

○文化会館のバ リアフリーが進みました
議会で提案させていただいた、文化会館の大ホールの トイレに降 りる階段に手すりをつけていただき

ました。また、階段を降 りなくても入れる「思いや リトイレ」 も設置していただきました。希望はエ

レベーターやエスカレーターの設置ですが、設置場所の広さと予算の問題で難 しそうですが、引き続
き頑張って提案させていただきます。

○市民会館のバリアフリーが進みました
議会で提案させていただいた、市民会館の向って右側の入口にスロープと自動 ドアの設置ができまし
た。大ホールの中庭からの搬人口と大ホールの下手側にもスロープが設置されました。駐車場内にあ
った市のプレハブ庁舎も撤去され駐車場が増設され使い勝手が向上しました。

○街の案内板ができました
議会で提案させていただいた、街の案内板が増えています。駅から公共施設や有名な場所までの間に

方向と距離を書いたものを同じ企画の形で案内するものができています。今までは企画が統一されて
いなかったり、作られていませんでした。少しずつ便利になっていきます。

○学校施設開放の小中学校の利用団体は無料化に
学校施設開放の利用料金が受益者負担として、電気代として徴収されることとなりました。その論議
の際に、小中学校の義務教育の間は免除すべきではないかと理解していただき、主たる利用者が小中

○飼猫の不妊手術に助成金がつきました
議会で提案させていただいた、ノラ猫を発生させないためには、その元となる飼猫の

不妊対策を進めることではないかと提案し制度をつくっていただきました。

○健康都市推進員制度ができました
議会で提案させていただいた、健康都市施策や啓蒙を進めるためには市民の方たちの

力を借 りて進めるべきであり、そのためには健康都市の講座の終了された方たちを健

康都市推進員として市から委嘱 して活躍していただく制度ができました。

○自転車対策協力員制度ができました
議会で提案させていただいた、市民の立場で自転車問題を考えて活動していく制度が

必要であると提案し、制度ができました。現在八幡地区で活動をしています。

○市役所の前に信号機が増えました
議会で提案させていただいた、市役所の前の郵便局の前に信号機ができました。今後は歩
道橋を撤去していただき、その部分に信号機をつけるように引き続き活動していきます。
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最近4年間の市議会一般質問の内容です
●平成 19年 6月議会
0公民館の運営方法につもヽて
0公民館図書室の現状と今後の方向性について
0公民館の利用の現状と今後の方向性について
0事業系こみの処分方法について
02月 に行われた事業系こみ実態アンケートの結果を踏まえた、今後の方向性につしヽて
2住居‖用小規模事業者への周知方法ここみの処分方法につtヽ て
0少量廃葉物事業所用専用袋の今後の取り扱いについて
C自転車対策につしヽて
0日転車対策協力員ホ1度のその後につしヽて
2八婚第101・ 輪場のl‐l設に当たつて、利用方法なこの考え方こ今後の方向性につしヽて
0八婚[1前の通りの社会実験後の改善策と今後のll会実験について

●平成 19年 9月議会
0飼い夫0登録、管理について
0現在の登録、管理、鑑たの義務0遂行状況こ課題につtヽ て
2迷 tヽ大なこの管理ll況こ考え万こついて
3登霧を:4,モ 10、 三11`を1≡ .tれ t萱,讐電システ11民美なこ11lr考え

=:つ

:で

C10本 曇13長全、言
=こ

ついて
1現在atiこ 誤ここっぃて
2公の管理、民間の管理の考え方について
0補助を含めた、市の考え方こ今後の方向性につしヽて
0逮霙基準法粋2条第2項道路のセツトメ1ツ

'こ

,し てヽ   一―――――    ―

1現況こ課題Cついて
2指導を含めtこれならの考え方こ

=CtCつ
しヽで

●平成 19年 12月 議会
0市 1市文字菫基本ξ

=に

ついて
0文字フラザの今後0晨賀こつしヽて
2現在の中央Ettrを 昼本ヘースこしl_文字想構想の考え万について
0今後のたOtと 考え方につしヽで
0市 1市市民会館の改修につしヽて
0現在の状況こ今後の方lol性 につしヽて
0駐車場や1出入□の整備の考え方について
02もの展

=室

への通路確保こついて
0喫 [所の設置場所につしヽて
0市川市文′給館の改1,につしヽて
0ハ リアフリーの進捗状況について
2経年劣|`し てきた諸設備0改善への考え方こ今後の改修:1画 こつtて

0来年、110撻晨都三運含国際大会をよる会場こしてのあり方について1写に業煙所0確保につサ|て |

0教育行政について
0私立幼稚園幼児教育振興責補助金について
ア 教ll貫の支稔対象について
イ 恒冒児の1旨 導補lil金 の交付申請について
ウ 預ガリ保育補助金の必要性こ今後の方向性につしヽて
0市内私立m稚園に在園してぃる第:子以降0保育料の1全母料|`について0方向性と考え方
0特号|こ支;を要する児重.生徒をll域で育てていくために、
公立の幼稚肝小学校.中学校の連携こ受け入ll Ctす る考え方こ方向Lに ついて

●平成20年 2月議会
OWHO健 康都市宣言をした、市川市lD禁煙施策につtて

0公共施設の禁煙.分煙の状況こ今後の方向Lこつtヽて
2教育関係施設の禁煙.分煙状況こ今後の方向上につt'て

0禁煙教育、禁煙支援の今後の方向性と考え方Cつ tヽて

=第

3回健康都市連合国際大会に向すての方向■こE標につtヽて
0保健センター、消防局、急病診療千0テ レホンサービスにつt'て

0病現0案内や
=病

診籠10案 ηについて、以
=0貢

Tlら後3現13'Fこ 今後のさ向LEフ tlて

2以前£案させてい●・たtヽた、「安じ
=属

ランストウブコー|しサーヒス」なこの名称て、
I・ 合的な24時間対応のテレホンサービスの考え方こ方Olr cっ tヽて
0本八婚At区市街1月 il発 事業につtヽて1関係者)

0補助金を含めた、資金:IEに ついて
2公共性を考えた、■域環境の整信の考え方こ計画について
0不登校児重'生徒につtヽて
0現在の状況と対[に つしヽて
0民 lBlの 協力を得た施策などの考え方につしヽで

●平成20年 6月議会
03みの処分方法こ資源のリサイクリしこついて
]事業系こみの処分万

=に

ついて
ア」1規模事業者のこみの地分方法につtヽ て
イ処分費用をシーサしなこによつて支払う形での地分方法について
ウ)り量廃彙物3業所用専用袋の今後の取り扱tヽ について
0教育関係施設の禁煙 分煙状況こ今後の方向性につしヽて
0禁理教育、禁煙支援の今後tTJ方 向性こ考え方について
0自治会等集会施設整備与助成5業 こついて
]現在の施設整備lt況こ課題Cつ tヽて
0今後の施設整備につしヽての考え万こ方向性につしヽて
0災害時のlll点 、備言倉庫こしての考え方について
0賃借llの妥当性と中古マンシヨン情入の考え方につしヽて
0他 E体 (商店会なこ)と共同で借り上するなこの方法論につしヽて
0市民マナー条j‖ こついて
0現状の課題こ今後の方向性につt'て

0市民の協力を得てき豪活動を進めてしヽくここにつしヽて
0マナー条例推進員制度の倉l設について

●平成20年 9月議会
0犬、■の」1動物Cついて
0大 0登 l虐理こついてア)市 市1ヨ 0艦入Ю襲|こ登録カードについて、
現状こ今後0万向llにつtヽて
イ)迷い犬に対しての情報提供の方法こついて
0飼しヽ10tヽなしヽ猫C不任手術貢助成事業につtヽてア)現状こ課題について
イ)今後の方向LCつしヽて
ワ)飼い猫に対する不II手術費助成の考え方について
C市立4中学崚0非常時対応のマニユアリし作成につしヽて
1現在のlt況こ課題につtヽ て
2学校こ各31暑この運携方法こつtヽて
3)職員0「修や指導万iCつしヽて

=児

重、生徒や保護者なこへ0認知につtヽて
01害時の要濃護者への対応Cつ tて

[現三整「
=[め

られてtる要;護者テータ0今 11`用意,こ橿1[難干じこ31に11つ :|て

2要 援護者:Ю施設整信t含めた具体1な

'1■

方
=つ

いての考え方
3マナー条FIに進員

=度
の倉_・ 1ついて

Cすり1長育クうラこつしヽで
]モ足言E者を

=モ

ッてEら :年三を[えて、三[311こ今後0111こついて
:保育

=胃
[長 0考え万こついて

●平成20年 12月議会
0可 i保育園入量事#おtて   ――~      ~~~~

1保育実モ墨準表の公同こついて
2今後の考え万こつしヽて
3■  ■1二 rt三|=全 こっぃて
[振員貢帯助全の教材貫0必要tこついて
2預ガリ保育促息 i充へ0,,こついて
3」

=て

具範してし|る家[み百字りこ三塚11員をL二て行うt'0補助金1つ tヽそ

0本八婚A地区市ll地再開発こついて
進捗状況につしヽて

0市
「

合周辺の交通安全対策こついて
0市 F合周辺の交通安全対策こつtヽて
2周辺の具体的な安全対策0考え方pし、て

●平成21年 2月議会
0産業振興基本条jl Cつ tて

0他市のlt況について
2今後の本1定に対,る考え方について
0市川市独目の商工業振興剰1市 1定の考え方
0商店会への力[入促進0考え方
3市川高商店肯共同事業lR助金の内さにつtヽて
0市川同消聴E員の活動支援Cついて
0消防□員出動員用弁償0現状について
0今後の支lD‐ 内容につt,ての考え方、方向L
Oホランテイア活el支援方法こつしヽて
0ホうンテイア活動参t嗜 1大万iCつ いて
0現在の状況こ考え万
0 「バランテイア人llハンク_設置の考え方
0委嘱をイラつてtヽ るものの人,確保こつtヽて
0現在の募集状態こ人l権保状態こついて
2不足状態にある鳳種なこへの支;体市Jこついて
O市  戸消防□員、青り年|]議 員、民生月重委員、補導員、保護10募集に際し、
共同での取り組み、連携、清ll交 換まできないだ

●平成21年 6月議会
0教員角許見群‖こついて
[更新請習の内容こ対象者につしヽて
2高li数百委員会こしての更新謁普に対する考え方Cついて
0指導要録につtヽ て
]朗程園幼児

=導

要録の改言Cつ tての通和を受けての今後0'1こ 現10課置
2幼稚園こJI学校この緊密な連携Cつ tヽ ての考え方こ方向t
O鴬月指ξ要録.tl字項指導要静中学噴::与要環0字す間違携tl‐17る考え万について
1幼稚巨以′卜の子供たうと」専校の緊密な連携につしヽて
0版称)市川市文字館整備事業基本計画につもヽて
0基本計画の内容こ今後の方向性
2市  市独自の展l■lこ 内容につしヽて
0現在のtヽ ろtヽ ろな施設の今後のか力わり方ついて

●平成21年 9月議会
0災害時の」1動物(主に大と猫)の対[につして
0災害時こおする」働物の・11につしヽて
2‐ 収客や治療を含めた高の考えにつしヽで
0市川浦安獣医師会この連携につtヽて
3大の飼tヽ主なこへの3家 こ登録促這へと結ひつける考え方につしヽて
O猫の取り扱いにつしヽて
0認可外保育EC対する支援Cついて
0認可外保育目C対する支援の現状につtヽて
0,後の方向性こ補助を含めた考え方こつもヽて
0認証俣育園社度に対しての高0者え方
0公民館につしヽて
0利用申込方法に

'Jし

て、す回0質 lolか らの変更点や現況について
0公民館区言室lT/今後の考え方につしヽて、前回0質問から協議さ4た :[分 について
0生 [学習の拡大■進に対してのかかわり方につもヽて

●平成22年 2月議会
0恒晟::■ tヽ ちなOCフして
[現在のた実こ課題Cつ tヽて
2今後の方向Lこついて
3健景都市推進員の方たちの役言|につしヽて
0京成本線こ市道lT境界確定につtヽて
[現在の状況こ課題につt,て

2京成本線連続立体
'ι
も考えた中での今後の方向性につtヽて

0こ とも発達センターにつしヽて
0現在の運営状況こつしヽて
0支援ガ必要こされる子ともたちの受す入れについて
0今後の拡充の考え方について
3子ともたちこかかわる機l・lこの連携につtて

●平成22年 6月議会
0商店会、商店街振興について
01業振興基本条例0制定につもヽて
2市  高独自の商工業振興条冊1定 C向けた今後の方向性こつtヽて
0市  高商

=街
共同事業補助金について

0街路灯助成の考え方こ■〕]llこ の協力につしヽて
0商店会0今後の支;の方向性につしヽで
0公共施設や敷地、公巨0禁煙につしヽて
1現在0状況こ課題について
2回ガ示した方向に対しての本市の考え方
3七県や他市ガ行つてしヽる施策に対しての考え方

=今

後の市 南の方向性につtヽ て
0高民マナー条例につしヽで

=現

在の状況こ課題について
2推進員の今後の活動につtヽて
3市民の方たちの協力による市民マナーサポーター制度lTJttl設 こつtlで の考え方
0路上禁湮・美化ltttll域 の中にある喫煙所に対しての考え方

●平成22年 9月議会
0幼児教育につしヽて
[私立幼稚園0鶴 と高立bll稚 園の役:1について
2市の補助を受すで私立ll稚園て現在行われてtヽ る預ガリ保育の今後の方向性Cついて
0保育園の行機解消施策こl13立 幼稚園0方向性について
0幼稚園のlt別支援ガ必要な子ともたちの受け入れにつtヽて
Olli幼 稚ヨ振興貫補助金について、ljに教l・ 費こ障害児指導補助金こつtヽて
0特 :l支援学級Cつ tヽて
1現 ltの状況こ課題につtヽて
2今後の設置計画、万同性につしヽて
0地斑|な課題につtて

●平成22年 12月議会
0故課後保育クうプについて
0開所時間延長試行に当F_る基本的な考え方につしヽて
0必要とする方への対Fこついて
0臨時Ulな延長利用希望の方への対[こつtヽ て
0スタリフの勤務体市|こつしヽて
0受益者負■の考え方につしヽて
0検証の方法とその後の考え方について
0指定管理料の今後の検討Cつ tヽ て
0認可外保育園の支瑣につしヽて
0前回の質問以降検討された内容につtヽて
2商川市独自の支援tTJ考 え方につしヽで
0保育の質を上けるための支援方法について
0詠可l線育[設 1導監督基準を満た0ための支援方法、また、満モしてtるい0支援方法につlヽて

0俣護者や園への支援の基本的な考え方について



プロフィロルと活動情報などをこ紹介します0

〇プ ロフ イール

市川市八幡に生まれ現在も在住。市川学園幼稚園卒園、市立八幡小学校を卒業。

早稲田実業中学部、高等部を卒業。高千穂大学商学部卒業。
いなば屋経営(三代目)。 元和田弘とマヒナスターズヴォーカル。

現在市議会議員2期 目を活動中。
○市 議会 での活動
平成 19年.20年
環境文教常任委員会委員長環境に関する部と教育委員会に関わる委員会)

幼児教育振興審議会委員 議会運営委員会委員
平成21年.22年
平成20年度決算審査特別委員会委員長

健康福祉常任委員会委員 市川市農業委員会委員 幼児教育振興審議会委員
○市 議 会タトでの活動 く現 職 )

・市川カラオケ連合会会長 ・門前子ども会育成会会長 ・市川浦安地区保護司
・ ICA(市川芸術連合)事務局長 ・市川浦安獣医師会顧問 ・市川市子ども会

育成会連絡協議会副理事長、第 6地区長 ・八幡小コミュニティサポート委員会委員
・八幡小ビーイング運営委員会副会長 ・市川商工会議所参与
・葛飾八幡宮氏子青年会副会長 ・八幡囃子保存会監事 ・八幡地区社会福祉協議会福祉委員
・八幡自転車対策協議会アドバイザー ・健都会顧問
〇市 議会外 で の活動 (歴職 )

・八幡小学校P tt A元会長 ・八幡小学校施設開放委員会元委員長 ・八幡小学校
コミュニティスクール元委員長 ・三中ブロックNC(現CC)元委員長

・市川市第6地区元青少年相談員 ・市川商工会議所青年部元会長 ・芸文協元理事

稲葉健ニサポーターの会(後援会)入会案内
稲葉健ニサポ…ターの会では、稲葉健二の活動を支援するために頑張っています。

多くのサポ…ターをつくるためにこ協力をお願いします。

申し込み:ま下記の部分にこ記入の上、このままFAXか郵送でお送り下さい。

faxは、047-334-1990   郵送は、272-0021市‖l市ハ幡2-2-10 です。

○こ紹介者  お名前

こ住所

〒番号

電話番号

○こ紹介していただける方

☆お名前 〒番号

こ住所

☆お名前

こ住所

☆お名前

こ住所

電話番号

電話番号

〒番号

電話番号


