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今定例会のここに注目！

徳山駅周辺イメージ模型

新徳山駅ビルの
設置条例が可決

にぎわいと交流の場を創出する周南市
徳山駅前賑わい交流施設条例について

図書館司書の配置や
指定管理者に不測の事
態があった場合の教育
委員会の直営が担保さ
れている。また休館日
を設けず、開館時間も
長いので市民サービス
が飛躍的に増大するの
で賛成する。

指定管理者に不都合が生じた
場合等に︑指定管理者を解除する
条文が見当たらないが︑どうか︒
契約時に条項を付けることで︑
担保したい︒
反対討論 指定管理者の業務に中
心市街地のにぎわいと交流の創出
に関する業務が上げられ︑これに
民間活力導入図書館が該当するの
で認められない︒
委員会審査結果 可決︵賛成多数︶

中心市街地でにぎわいと交流の場を創
出し活性化を図るため︑賑わい交流施設
の内容︑指定管理者の業務や使用料等を
定めるものです︒
環境建設委員会での審査
施設の利用料金は指定管理者
の収入とあるが︑他に例があるの
か︒また︑通常時とイベント時で
料金を変えることがあるのか︒
利用料金制度は︑徳山駅前駐
車場で導入している︒利用料は︑
市が上限を定め︑その中で指定管
理者が決めるが︑その都度料金を
変える運営は想定していない︒
施設の使用許可権限は指定管

賛成

可決

数）

徳山駅前図書館の指定管理による
管理特例を定める条例制定

教育福祉委員会での審査

賛成討論 一定の図書館司書の配
置︑必要があると認める時には︑
教育委員会の直営管理ができるこ
とが担保されているので賛成する︒
反対討論 図書館の指定管理は図
書館法になじまない︒
委員会審査結果 可決︵賛成多数︶

管理しても問題はないと考えている︒

図書館や賑わい交流施設を全
体で１つの指定管理者に依頼する
が︑図書館のみ直営も可能なのか︒
賑わい交流施設条例にも図書
館の管理については︑図書館条例
で定めると規定しており︑別々に

徳山駅前図書館の指定管理による
管理の特例について実施事業や業務の
範囲等を定めるものです︒

（賛成多

職員待遇や図書館のサービス
内容が懸念されるが︑どうか︒
図書館部分の指定管理料は市
が直営する場合の水準で約１億円
である︒また︑図書館では︑人材
育成が重要で︑そういった運営に
力を入れ︑しっかりしたサービス
ができる事業者を見極めたい︒
教育委員会が必要があると認
める時は︑図書館を管理できると
あるが︑どういったケースを想定
しているのか︒
不測の事態も含め︑指定管理
者が管理できない場合︑市が直営
できるということである︒

徳山駅前図書館の
完成イメージ

図書館は滞留型施設
であり、よほどの構想
計画がなければ回遊性
は起きない。徳山駅前
地下駐車場のリニュー
アルやバリアフリー化
も万全ではなく、こう
した状況で中心市街地
徳山駅周辺のにぎわい
の取り組みが、全体構
想として見えるのか大
きな疑問であるため、
反対する。

理者で︑行政側は関与できないのか︒

徳山駅前賑わい交流施
設及び図書館について
は関連があるため一括
討論がありました。

提案等を確認し︑検討していきたい︒

反対

数）

本会議での討論

新徳山駅ビルの完成イメージ

市が責任を持って市
民に保証すべき図書館
サービスは、華やかで
にぎやかな場の提供で
はない。公立図書館本
来の基本的な役割を果
たす内容になっていな
いので反対する。

（賛成多

条例上は指定管理者に任せる
ことになっているが︑募集要項や

反対

可決

概要

第２回定例会を２月24日から３月16日までの22日間開催
しました。今定例会では、新年度の一般会計や特別会計予
算、新徳山駅ビルに整備される賑わい交流施設や図書館に
関する条例制定などの市長提出議案75件、委員会提出議案
３件を審議しました。
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鹿野地域の自立促進のための

平成

年度の市政運営に対する

年度施政方針

定例会初日︑木村市長の平成
施政方針がありました︒

28

平成28年度は、市議会や市民の皆さんと議論を重ね、 共に
進めてきた「（仮称）新徳山駅ビル建設」
「新庁舎建設」
「防災情報
収集伝達システム整備」など、大型プロジェクトが動き出す。無限
の市民力、そして全国に誇る地域資源を最大限に生かし、
「しご
と」が「ひと」を呼び、
「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立
することにより、人口流出の抑制、移住、定住促進に繋がる取り組
みを加速させ、 共に 未来へ贈りたい周南市（まち）をつくりたい。

過疎地域自立促進計画の策定について

28

過疎地域とされる鹿野地域において︑総合
的かつ計画的な自立促進に向けた施策を推進
するために︑平成 年度から 年度までの５
カ年を期間とする計画を定めるものです︒

“共に。” 未来へ贈りたい 周南市をつくる

可決

企画総務委員会での審査

※施政方針に対する質疑は、７〜12ページの会派質問をご覧ください。

今後、整備の進む鹿野総合支所

域住民からも心配する声をいただ
いており︑地域医療課と連携をと
って︑状況の確認をしている︒医
師確保については︑過疎債を財源
としたソフト事業により︑取り組
んでいくことになると考えている︒
鹿野地域をどういう形にもっ
ていくのかという長期ビジョンに
立って︑過疎債を利用しながら施
策を実施していく必要がある︒重
点を絞らなければ︑無駄な投資に
なる可能性もあるが︑どうか︒
長期的な考えは︑大変重要と
考えており︑計画策定に当たって
は︑関係所管課と︑地域から意見
を集めた︒長期的に考えながら進
める︒
賛成討論 今後︑地域の将来の姿
を見出しながら︑積極的に取り組
んでもらいたい︒
委員会審査結果 可決︵全会一致︶

※当初予算の主な事業については
４〜５ページをご覧ください。

・妊娠、出産、子育てに関するワンストップ相談窓口「子育て
世代包括支援センター」の開設
・共創プロジェクトの立ち上げ
・サテライトオフィス誘致
・
（仮称）新徳山駅ビル整備
・自治体クラウド導入
・台湾を中心とした国際観光
・中学校普通教室への空調設備の設備
・
（仮称）西部地区学校給食センター整備

一般会計 631億4,400万円
特別会計 365億1,373万円
企業会計 491億5,886万7,000円

32
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《主な取り組み》

《平成28年度の当初予算》

ち

ま

致）

（全会一

鹿野地域で︑最も住民の関心
が高いのは︑総合支所等の整備方
針であるが︑計画に表記されてい
ない︒当初から方針を示しておく
べきではないか︒
現時点では総合支所等の整備
方針がはっきり決まっておらず︑
具体的な方向性が見えないため︑
今回は公共施設再配置計画に沿っ
て行うという内容とした︒平成
年度以降︑地域住民とワークショ
ップ等により方向性を検討するこ
ととしており︑地域の方との議論
が深まった段階で︑計画の変更に
ついて対応したいと考えている︒
医師確保の問題は︑鹿野地域
だけでなく︑中山間地域全体の課
題である︒﹁地域の実情に合った
診療体制の再構築が課題﹂として
いるが︑財政面も含めて現時点で
の認識は︒
今後の見通しについては︑地

3

定例会の
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可決

多数）

予算決算委員会では、３月７日から９日の３日間、新年度予算の審査を行いま
した。予算決算委員会審査内容（一般会計の主な事業から）は下記の通りです。

賛成

本会議での討論

一般会計予算

❖ 妊娠︑出産︑子育てに関す
るワンストップ相談窓口︑子育
て世代包括支援センター開設
は︑周南市版ネウボラ︵一人一
人に合ったきめ細かで︑切れ目
のない支援を行う場所や仕組

プロデュ ス
―および人
材育成業務委託料の契約相
手方の詳細と人材育成の方
向性は︒
委託先の事業者の代表
は︑周南ふるさと大志の宮
本倫明氏で︑さまざまな分
野の専門家とのネットワー
クにより︑人的支援を行っ
ていただく︒事業のパート
ナーは︑ふるさと振興財団
を考えており︑宮本氏の後
継者を育成するため︑財団
の若手・中堅職員を中心
に︑４年間で 名の人材育
成を想定している︒

母子保健推進員に取り組み

て︑母子保健推進協議会︑

についても共同実施とし

託をし︑子育て支援の活動

母子保健推進事業として委

については︑健康増進課が

地域で活動される事業

るのか︒

員との連携や役割はどうな

が︑各地域の母子保健推進

括支援センター事業を行う

育て支援課が子育て世代包

今後︑健康増進課と子

80

をお願いする︒

周南の里ふれあいゾーン
るんちゃ♪るんちゃ

事業内容は昨年度と大

３月 日に新たに設置

額の内容は︒

予算額が増えているが︑増

きく変わっていないのに︑

事業費 1,440万円
事業の概要 周南の里ふ
れあいゾーンのオープン
に合わせ、全天候下での
小動物ふれあい体験を開
始するなど、動物園の魅
力を入園者が実感できる
ソフト事業を実施し、入
園者数の増加を図る。

事業費 2,548万円
事業の概要 コンビナー
トが生み出す電力を中心
市街地で利活用すること
により、中心市街地の活
性化を図る。

夜市地区での対話集会

事業費 2,591万円
事業の概要 市民の連携
による「新しい公共」の
活動の支援や市民主体の
地域づくりを促進し、共
創の地域づくりの実現を
目指す。
事業費 1,289万円
事業の概要 妊娠・出産・
子育てに関するワンスト
ップ相談窓口を設置し、
全ての妊産婦、乳幼児、
児童とその家庭への、切
れ目のない支援体制と地
専門職等による子育て相談
域全体で子育てを支える
環境を整備する。

動物園魅力拡大「ズー夢アップ２１」実施事業〔総〕
拡

コンビナート電力利活用推進事業〔総〕
重

〔総〕「まち・ひと・しごと創生総合戦略」掲載事業
拡 拡充事業

共創プロジェクト事業〔総〕
新

子育て世代包括支援センター事業〔総〕
重

重 特に重点的に実施する事業等
新 新規事業

（賛成

平成28年度

は︑今後の検討になる︒

の公共施設以外への活用

庁舎の２つで︑中心市街地

時点では新徳山駅ビルと新

共施設がメーンとなり︑現

見込んでいる︒対象は︑公

で︑総事業費は約５億円を

設計費が約２５００万円

今から構想をつくるが︑

るのか︒

ういった施設を想定してい

た︑電力供給の対象は︑ど

はどうなっているのか︒ま

総事業費と全体の計画

いる︒

り︑前年度よりも増額して

時職員の増員が必要とな

供していく︒そのため︑臨

動物と触れ合える時間を提

ほぼ毎日︑フルタイムで小

ーンは︑雨天でも利用でき︑

される周南の里ふれあいゾ

21

4

み︶の構築を加速化させる手段
として有効であり︑着実に進め
られるよう期待する︒
❖ こども医療費助成事業は︑
小学６年生までに助成を拡大さ
れたことを評価し︑今後︑中学
生までを視野に入れるとのこと
で大いに期待する︒
❖ 鹿野総合支所︑新南陽総合
支所整備への取り組み︑長穂お
よび和田の支所︑公民館の再配
置がいずれも今後加速化され︑
３年以内にその姿が見えてくる
ことを大いに期待している︒
❖ 水素事業や国際バルク戦略
港湾の整備︑創業・起業支援の
取り組みは︑市が発展していく
上で欠かせないものになってく
るため︑しっかり取り組んでも
らいたい︒
データの
流れ

データセンター

自治体クラウド導入の
ための経費は︑準備段階か
らの費用も含め幾らか︒ま
た︑導入による費用削減効
果は︒
システムが稼働する平
成 年度から 年度まで
の︑ 年間の債務負担行為
で︑約 億７０００万円を
計上しており︑情報システ
ム共同利用導入支援業務委
託料として︑ 年度に９４
５万円を計上している︒ま
た︑ 年間で約７億２６０
０万円の経費削減が見込め
ると試算している︒
39

14

車に乗って︑実感してもら

多くの市民に燃料電池自動

また︑本事業の目的は︑

ている︒

業務委託をすることを考え

車の清掃︑データ収集等の

使用申し込みの受け付け︑

カーシェア業者に渡して︑

た燃料電池自動車を市内の

実証事業で市が用意し

および必要性は何か︒

カーシェア事業の内容

28

30

い︑利活用の推進に努める

公平公正な教育環境整
備ならば︑全学校一斉か同
学年ごとに整備すべきでは︒
また︑先行して行う５校の
選定理由は︒
１度に整備を行うＰＦ
Ｉの手法も検討したがメリ
ットがなく︑学年ごとの整
備も︑各学校に長期間授業
に影響が出るため︑年次的
な整備の結論を出した︒環
境面︑また多くの生徒に快
適な環境を提供するとの視
点から︑平成 年度の実施
設計等は学校の規模順で５
校を選定した︒

年７月までは本庁機能が

て建設したい︒また︑平成

先とし︑西消防署を先行し

まずは安心安全を最優

えるがどうか︒

組む姿勢を見せるべきと考

整備の方向性を出し︑取り

け早い時期に︑しっかりと

を得るためには︑できるだ

市民の安心感︑信頼感

28

データ
ベース
業務システム

10

10

ためである︒

今後整備の進む
新南陽総合支所

反対
❖ 本庁舎の建設費用が増え︑
１１０億円になったと示された
が︑税金を使うため︑不用なも
のを見直し︑無駄を省き予算を
縮小すべきである︒
❖ 公立保育所の再編整備の取
り組みを加速し︑民間事業者が
小規模保育所や認定こども園を
建設するが︑保育士の待遇を改
善し︑公的責任で保育行政を行
うべきである︒公的保育の大き
な後退で︑保育の質が懸念され
る︒

あるため︑庁舎の解体等︑

目標スケジュールを定め

て︑スピード感を持って計

画的に取り組んでいきたい︒

5

30

事業費 1,030万円
事業の概要 安心して快
適に学べる教育環境確保
のため、中学校の普通教
室に空調設備を設置する。

事業費 860万円
事業の概要 市民の暮ら
しを身近に支える地域の
拠点施設として、新南陽
総合支所の整備の方向性
を検討し、総合支所敷地
の有効活用を図るため、
測量及び道路設計業務を
実施する。

中学校普通教室空調設備整備事業〔総〕
重

新南陽総合支所整備検討事業
重

共同での利用

事業費 945万円
事業の概要 ４市１町
（周南市、下松市、光市、
柳井市、阿武町）での自
治体クラウド導入によ
り、情報システム関連経
費の削減や、事務の効率
化、住民サービスの向上
を図る。
C町
B市
A市

事業費 14,281万円
事業の概要 地域の実情
に応じた水素サプライチ
ェーンの構築を目的とし
て、さまざまな水素関連
機器による実証事業を実
施し、水素の利活用を図
イワタニ水素ステーション り、低炭素社会の実現に
山口周南
向けた取り組みを行う。

電子計算組織管理事業（自治体クラウド導入）
新

地域連携・低炭素水素技術実証事業〔総〕
新

議案等の議決結果
賛成多数で可決
平成28年度予算
・一般会計予算⇒631億4,400万円（詳しくは４・５ページ）
・国民健康保険特別会計予算⇒197億69万8,000円
・後期高齢者医療特別会計予算⇒21億9,706万8,000円

・水道事業会計予算⇒49億7,563万3,000円
・介護老人保健施設事業会計予算⇒４億2,037万9,000円

平成27年度補正予算
・一般会計補正予算（第５号）⇒４億8,562万3,000円増額
条例改正など
・市長等の給与に関する条例の一部改正⇒平成27年人事院勧告に伴う期末手当の所要の改正
・市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正⇒平成27年人事院勧告に伴う期末手当の所要の改正
・保育の実施に関する条例の一部改正⇒保育所に加え、認定こども園等の新たな施設で保育を利用することについての所要の改正
・介護老人保健施設使用料手数料条例の一部改正⇒介護保険法の一部改正に伴う多床室の使用料の改正
・国民健康保険条例の一部改正⇒国民健康保険法施行令の一部改正に伴う所要の改正
・徳山駅前賑わい交流施設条例制定⇒徳山駅前賑わい交流施設の設置及び管理に関して必要な事項を定めるもの（詳しくは２ページ）
・徳山駅前図書館条例制定⇒徳山駅前図書館の設置に伴う所要の改正（詳しくは２ページ）
・図書館条例の一部改正⇒周南市立徳山駅前図書館の設置に伴う所要の改正

全会一致で可決
平成28年度予算
・国民健康保険鹿野診療所特別会計予算
・介護保険特別会計予算
・簡易水道事業特別会計予算

・地方卸売市場事業特別会計予算
・国民宿舎特別会計予算
・駐車場事業特別会計予算

・下水道事業会計予算
・病院事業会計予算
・モーターボート競走事業会計予算

平成28年度補正予算
・一般会計補正予算（第１号）
平成27年度補正予算
・一般会計補正予算（第６号）
・国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
・国民健康保険鹿野診療所特別会計補正予算（第２号）
・後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）
・介護保険特別会計補正予算（第３号）

・簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）
・地方卸売市場事業特別会計補正予算（第２号）
・国民宿舎特別会計補正予算（第２号）
・モーターボート競走事業会計補正予算（第３号）

条例改正など
・一般職の職員の給与に関する条例の一部改正
・職員の退職管理に関する条例制定
・工事請負契約の一部変更（樋口配水池築造工事）
・職員退職手当支給条例の一部改正
・行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定
・熊毛不燃物埋立処分場条例の廃止
・人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正
・空き家等の適正管理に関する条例の一部改正
・過疎地域自立促進計画の策定について（詳しくは３ページ）
・徳山駅西駐車場条例制定
・職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
・火災予防条例の一部改正
・報酬及び費用弁償支給条例の一部改正
・消防団員等公務災害補償条例の一部改正
・介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一部改正
・自転車等駐車場条例の一部改正
・光市の公の施設の周南市民の利用について
・消費生活センター条例制定
・水道施設の管理に係る事務の委託について
・手数料条例の一部改正
・工事請負契約の締結（太刀野配水池築造工事）
・建築審査会条例の一部改正
・地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例制定
・管理職手当支給条例の一部改正
・議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の廃止
・指定管理者の指定について（13件）
・市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の廃止
・山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減、共同処理する事務の変更、共同処理する事務の構成団体の変更
及びこれに伴う規約の変更
・政治倫理の確立のための周南市長の資産等の公開に関する条例の一部改正
委員会提出議案
・議会会議規則の一部改正
・政治倫理条例の全部改正（詳しくは13ページ）
・議会委員会条例の一部改正

全会一致で同意
・人権擁護委員候補者の推薦

議会報告：例月出納検査の結果、陳情の処理の経過及び結果報告

6

会派質問

議員名は代表者、副代表者、五十音順で掲載しています。

会派質問

新誠会

30

菊川小学校の５年生以上の児
童の受け入れができなかった︒
年度は︑徳山小学校につい
て︑周南総合庁舎の空きスペ
ースが使用可能となった︒今
後も状況により︑今回のよう
なケースを視野に入れ︑児童

28

27

28

クラブの開設に取り組んでいく︒

12

﹇議員名﹈
兼重 元︑田村勇一
坂本心次︑清水芳将
立石 修︑土屋晴巳
中津井求︑福田健吾

周南市版ネウボラの内容は︒

子育て支援センターのな
い地域での出張ひろばの拡充
と子育て支援センターの休日
開所の詳細は︒
出張ひろばは︑市内中学
校区を基本に の地区に分け︑
子育て支援拠点のない５地区
で︑平成 年度末までに 回
の開催を予定しているが︑
年度からは親子で遊べる場の
拡充を図り︑１３５回の開催
を予定している︒

休日開所については︑試行
的に行い︑家族が気楽に参加
できるイベントや保護者向け
の子育て支援講座を開催する
等︑親子の居場所のニーズを
把握していきたい︒
市民への安心安全対策
防災情報収集伝達システ
ムが具体化されていくが︑前
回の失敗をどう生かすのか︒
平成 年度に実施設計を
終え︑ 年度から 年度まで
の３カ年間でシステム全体の
整備工事等に取り組む︒また︑
議会や専門家︑市民の皆さん
と共に事業を進めることが大
切であり︑常にフィ ド
―バッ
クしながら︑公平公正な事業
の進め方をしたい︒
自主防災組織活動への助
成制度の見直しの内容は︒
現行の補助制度により平
成 年度末で組織率が パー
セントを超え︑一定の目標が
達成された︒ 年度からは︑
この自主防災組織の主体的な
活動支援を重点に内容︑補助
率の見直しを行った︒
まちのにぎわいづくり
コンベンションシティー
推進のためのインバウンド受
け入れとは何か︒
外国人のニーズを踏まえ︑

27

28

出張ひろばの様子

27

福田吏江子︑米沢痴達

︻施政方針質疑︼
社会で育む少子化対策

用語説明

﹁子育てするなら周南市﹂
の実現に向けて︑全ての妊婦︑
乳幼児︑その家族を対象に︑
地区を担当する町の保健師が
関係機関と連携して︑一人一
人に合ったきめ細かで︑切れ
目のない支援を行う場所や仕
組みのことである︒担当部署
は４月から設置するこども健
康部の中の健康づくり推進課
で対応する︒

ち・ひと・しごと創生総合戦
略で議会と協議し︑その方向
性を示した︒まず︑新たな財
源の確保︑国や県制度の創
設・改正︑先行事例の取り組
み効果など︑情報収集に努め
るとともに︑さまざまな社会
要因なども加味し︑引き続き
調査研究していく︒
子育て応援ミーティング
を実施したが︑意見を聞いた
後の予算措置はどうか︒
子育て支援センターのな
い地域での出張ひろばの拡充︑
子育て支援センターの休日開
所︑遊び場︑外出先の確保︑
また︑子育て中の男性を対象
としたセミナーの開催等で母
親︑父親の育児の負担や不安
感の軽減を図り︑家族や社会
全体で子育てを支える機運を
高めていこうと考えた︒医療
費の助成制度の拡充︑こども
健康部の組織設置︑周南市版
ネウボラの制度改正等︑子育
て応援ミーティングを通じて
さまざまな政策展開を考え︑
予算付けをした︒
児童クラブについて︑県
の総合庁舎等︑公共施設の活
用を図るとあるが︑具体的な
内容は︒
平成 年度は徳山︑遠石︑

7

ネ
※ウボラ
フィンランドにおいて︑妊娠期から
出産︑子供の就学前までの間︑母子
とその家族を支援する目的で︑地方
自治体が設置︑運営する拠点︒
﹁ネ
ウボ﹂は助言やアドバイス︑
﹁ラ﹂は
場・場所を意味するフィンランド語︒

こども医療費の助成制度
拡充の考え方はどうか︒
平成 年１月に周南市ま

95

92

28

※

28

Ｑ
新年度のまちづくりを問う！

A

27

会派質問

適切な情報発信や誘客活動を
行い︑本市に観光に訪れても
らいたいと考えている︒特に
親日家が多く︑児玉源太郎の
縁で歴史的なつながりがある︑
台湾を中心に国際観光に取り
組む︒平成 年度は︑ニーズ
の検証後︑台湾における観光
ＰＲ活動を行っていきたい︒
自立した地域づくり
第一次産業の振興策を前
に進めるとあるがどうか︒
道の駅ソレーネ周南を中
心に︑しゅうなんブランドを
周南地域の関係団体と連携を
図りながら︑市内産の農林水
産物の利用促進と新たな販路
の開拓を目的として︑市民︑
また県内外に向けて情報発信
を行う︒
周南市地域づくり計画に
共創プロジェクトを立ち上げ
るとあるが具体策は何か︒
地域団体やＮＰＯ法人︑
企業︑学校等︑２つ以上の団
体の連携によって発案された︑
福祉や子育て︑環境問題など︑
さまざまな分野の課題解決に
つながるプロジェクトの策定︑
また︑その取り組みの活動の
確実な実行を支援するプログ
ラムである︒多様な主体が連
携するとともに︑協力し合う
28

ことで︑さまざまな地域づく
りのアイデアが出てくること
を期待している︒
次代を担う子どもたちに贈る
次代を担う子どもたちの
能力を最大限に引き出すとあ
るが︑その内容は︒
これからの時代はこれま
で以上に社会が急激に変化し︑
それに伴って先行き不透明な
時代︑想像もしないほど進ん
だ情報化社会をイメージして
いる︒そうした中で︑子ども
たちには周南市に生まれた誇
り︑愛着︑志を胸にしながら︑
自分の夢の実現に向かって継
続的にチャレンジし続けてい
く姿を思い描いている︒
また︑子どもたちには︑自
立した一人の人間として主体
的に判断できる力︑多様な考
えを持つ人たちのことを互い
に認め合いながら共に協働す
る力︑自分で課題を見出して
自ら解決していく力が必要だ
と考えている︒
周南市におけるＩＣＴ教
育環境の整備の必要性はどれ
くらい高いのか︒
これから子どもたちが生
きていく上で︑非常に重要な
教育のジャンルである︒周南
市だけでなく︑日本︑世界の

子どもたちにとって不可欠な
教育のカテゴリーと思っている︒

と﹂を呼ぶ好循環のまちづく
ならではの事業である︒市街
りをしていきたい︒
地と隣接しており︑コンビナ
中山間地域の活性化策
ート自家発電システムの電力
中山間地域創発事業とし
の有効活用︑そして中心市街
て︑現在までどれくらい採択
地 へ ﹁ ひ と ﹂﹁ し ご と ﹂ を 呼
されたのか︒
び込む展開を考えている︒
この施設整備は︑㈱トクヤ
これまで夢プランの策定
支援で 団体︑実現支援で９
マの東工場の電気施設から中
心市街地へ専用の電線路を敷
団体︑好循環創出支援で６団
設し︑各施設に電力供給する︒ 体を採択している︒今後︑全
初期投資はかかるが︑電気料
市に拡大し共創プロジェクト
金が安価であり︑長期的に見
に取り組むことにしている︒
ると︑料金メリットが大きい︒ ︻新年度予算質疑︼
投資の回収は 年程度と見て
重点配分及び今後の見通しは
新年度予算の重点配分は︒
いる︒
クリエーティブ産業の進
厳しい予算編成の中で︑
将来に対して必要な安心安全︑
出とは︒
町の活性化︑将来の宝である
これからは知恵の時代に
子育て支援等に重点配分した︒
なり︑数値や量で表すことが
今後の財政見通しは︒
できない 世紀型の新しい価
普通交付税の段階的縮減
値を創造する産業がクリエー
が平成 年度 パーセント︑
ティブ産業である︒取り組み
体制については︑現在戦略を
年度が パーセント︑ 年
練っている︒
度が パーセント︑ 年度が
企業誘致のための税制優
１００パーセントの一本算定
遇措置や補助金等で︑他市よ
になる︒
り有利とするインセンティブ
自主財源でも︑固定資産税
は何か︒
については地価の下落が続い
ており︑法人市民税も増を見
市独自で︑国・県の制度
にさらに上乗せしていきたい︒
込むことが難しい︒また︑歳
また︑環境整備や生活・子育
出面では扶助費の増︑公共施
て支援などで総合的な町の価
設の維持管理費の増など︑今
値 を 高 め ︑﹁ し ご と ﹂ が ﹁ ひ
後も厳しい財政運営が続く︒

12

70

28

90

ＩＣＴを活用した授業風景

中学校普通教室への空調
設備の整備とは︒
生徒が︑夏場や冬場の期
間に学習に集中できる環境を
整備していきたい︒一斉整備
は非常に大きな負担がかかる
ため︑平成 年度は基本設計
をし︑実施設計については︑
まず効果が大きいと期待され
まちの魅力向上と発信
㈱トクヤマで発電する安
定・安価な電力の供給を受け
て本市の魅力向上を図るとあ
るが︑その内容は︒
コンビナート電力活用推
進事業の取り組みは︑周南市

る５校から︑年次的に進めたい︒

28

21

10

29

50

31

30

8

会派質問

公明党
﹇議員名﹈
吉平龍司︑相本政利
金井光男︑金子優子

るがどのような施設になるのか︒

性があり︑世界に誇れる道の
駅をつくっていきたい︒

28

27

28

参輝会

の防災アドバイザーを任命し︑ 値を高めるということにつな
がると確信している︒
これまでの４名を含めて各々
︻新年度予算質疑︼
の得意分野で防災組織へ派遣
﹇議員名﹈
福田文治︑長嶺敏昭
学校非構造物耐震改修事業
し︑活動の充実を図る取り組
青木義雄︑岸村敬士
学校の非構造物耐震改修
みを検討していく︒
事業の状況は︒
事業継続計画
︵ＢＣＰ︶
策定
ハード整備︵防災情報収
対象は体育館のつり天井
部分で残りは８校分︒平成
集伝達システム・新庁舎等︶
︻施政方針・新年度予算質疑︼
が大きく動き出した今こそＢ
年度は２校の実施設計を行い︑ 新徳山駅ビルや新庁舎にコン
ＣＰの策定が不可欠では︒
ビナート企業から余剰電力の
今後３カ年の計画で取り組む︒
供給を受けるためのインフラ
ＢＣＰは︑平成 年度に
整備
準備を進めてきたが︑策定に
㈱トクヤマ東工場から電
至らなかったので︑今後さら
力供給を受けるという他の都
に進捗を図っていく︒
市では真似のできない画期的
また︑新庁舎完成までには
な施策だが︑送受電設備が市
さまざまな行政サービスの効
の負担となれば大きな投資が
率化を含めたソフト面の整備
必要ではないか︒費用対効果
を検討していく︒
は大丈夫か︒
文化・スポーツの振興
教育や文化スポーツで掲
工事は︑不確定だが５億
つり天井
円程度を見込んでいる︒電力
げた地域資源を生かした特色
量は最終的には７０００キロ
のある教育︑また周南の未来
︻一般質問︼
ワット枠で現行電力単価より
を担う人材の育成︑特色ある
国土強靭化地域計画の策定
３割程度安くなり︑年間電気
文化の発信とスポーツコンベ
どのような自然災害等が
ンションシティー等の取り組
起こっても機能不全に陥らず︑ 料金削減額は１億２０００万
円と試算している︒
みを︑市民力や職員力の維持
いつまでも元気であり続ける
また︑安定・安価な電力供
向上へどう結び付けていくの
強靭な地域をつくり上げるた
給をうたうことで周辺地域の
めの﹁国土強靭化地域計画﹂
か市長の取り組みの原点を問う︒
魅力が高まる︒
の策定状況は︒
新徳山駅ビルや新庁舎の
平成 年度中に県の計画
竣工に間に合うのか︒中国電
が策定予定であるため︑その
力の受電装置と二重投資にな
後︑本市の計画策定に向けた
らないか︒
検討を開始する︒
27

一朝一夕ではなくて︑長
期的な視点から文化・芸術等
も︑さらに進め︑進化させる
ということが︑人を育てると
いうことであり︑周南市の価

9

今後︑福祉包括支援センターの相談
窓口が設置される道の駅ソレーネ

発達障害支援
大人の発達障害の連続講
座とは︒また︑今後の支援の
拡充は︒
年間７回の開催を予定し
ており︑支援者︑当事者︑家
族等を対象としている︒今後
も継続して取り組み︑支援の
ネットワーク構築につなげて
いきたい︒
自主防災組織活動の活性化
これまで自主防災組織活
動のハード的支援は設立支援
が主であり︑平成 年度から
は地域での活動格差解消支援
に取り組まれるが︑ソフト的
な支援の考え方はどうか︒
平成 年度に本市５人目
27

︻施政方針質疑︼
子育て支援︵保育の拡充︶
認定こども園や事業所内
保育施設が民間事業者により
開設される見込みとなってい
平成 年度から認定こど
も園が２施設︑事業所内保育
施設が１施設︑小規模保育施
設が２施設開設され︑全体で
１１１名の拡充となる︒
民間事業者の参入による
預ける側のメリットは︒
保護者の方の選択の可能
性が広がることが︑一番のメ
リットである︒
道の駅ソレーネ周南の展開は
国交省の重点道の駅に認
定され︑３年目を迎える道の
駅ソレーネ周南のさらなる発
展に︑市としてどう関わって
いくのか︒
新たな福祉の包括支援セ
ンターのブランチ︵相談窓
口︶を設けることになり︑福
祉の視点からもいろんな可能
28

会派質問

駅西側に新設する駐車場に加

︻会派一般質問︼

開館は︑平成 年度を目途に
え︑駅前地下駐車場も一定時

新徳山駅ビル︑新庁舎の
している︒できれば間に合わ
間無料に
は︑最低でも１時間無料にす

新徳山駅ビルに利用すれ
ば施設のランニングコストが
るべきと思うがどうか︒

嚆矢会

﹇議員名﹈
古谷幸男︑西田宏三
尾﨑隆則︑友田秀明

︻施政方針・新年度予算質疑︼

もので契約するが︑電気料金

では中国電力の単価を示した

業者が決まり契約を結ぶ段階

新徳山駅ビルの指定管理

場にしたい︒１時間を超えた

サービス券も利用できる駐車

商店連合協同組合の共通駐車

と規定している︒また︑徳山

想定し︑条例案で１時間無料

者の平均滞留時間を１時間と

周南市に大河ドラマ﹁真田丸﹂

徳山駅前駐車場

公立保育所の再編整備の

視野に置き︑取り組む︒

あるのか︒

中学生まで広げていく視点が

生まで拡充となっているが︑

新徳山駅ビル図書館利用

が削減される見込みがあり︑
場合︑最初の１時間以内は２

中山間地域の振興は

農業委員会の仕組みが変

わり︑農地の確保を中間管理

機構の中で取り組んでいく方

向性はどうか︒

所管課とやまぐち農林振

興公社と協力し︑農地の確保

をしていく︒また︑現在の農

業委員と協議して︑新しい農

業に取り組む︒

用語説明

ペースなど︑時代の要求に即

駅前地下駐車場は駐車ス

石碑が存在する︒このほど︑

言われる墓と六文銭を彫った

幸村の子︑幸晴夫婦のものと

営化への移行を考え︑進める︒

者の声を聞き︑スムーズな民

現場の保育士︑また保護

積極的に取り組んでいきたい︒

住・定住促進に活用するなど

またその他使える施設を移

中須と須金の医師住宅︑

中
※間管理機構
農用地等を貸したいという農家︵出
し手︶から農用地等の有効利用や農
業経営の効率化を進める担い手 受(
け手 へ) 農用地利用の集積・集約化
を進めるため︑農用地等の中間的受
け皿となる組織︒

で︑我々がかねてより提案し

応したリニューアルとともに

新徳山駅ビルに民間活力図書

加速化は︑保護者や地域現場

医療費の助成が小学６年

﹁変更がある﹂という条文を

にまつわる真田氏の痕跡が

子育て支援の方針は

加え契約に対応する︒

００円︑以後 分ごとに１０

てきたサテライトオフィス誘

新たな資料が発見され伝説・

館導入への方向性

空き家対策として︑遊休

致予算が計上されている︒こ

利用料金の一定時間無料化を

伝承から史実に近づいたが︑

指定管理者の選定は公開

の声を掌握して取り組んでい

の予算の内容はどうか︒

ぜひとも英断して商店街への

このことが地域の活性化や周

となるが︑何を最も重視する

の利便性につながるサービス

一定時間無料制度は︑利用者

アルオープンを目指している︒

み内容を伺い︑可能な支援の

期待しながら︑地域の取り組

送終了後も含め新しい史実を

クライマックス︑さらには放

回遊性を高めることができる︒

り︑この３つの実現により︑

所を実現することが目的であ

居場所・にぎわいと交流の場

おもてなしの場・市民の

移住者用住宅として活用される
旧須金診療所医師住宅

施設の活用だけで十分なのか︒

施設の改修補助として３

回遊性︑滞留性を高める戦略

南市ＰＲの起爆剤になる可能

のか︒また︑回遊性への考え

であり検討を重ねてきたが︑

方法について検討していく︒

方はどうか︒

幾つかの課題もある︒

大河ドラマ﹁真田丸﹂の

考えはどうか︒

るのか︒

００万円︑不動産の賃貸料補

性を十分含んでいるが︑市の
年度に設計︑ 年度に工事
を実施し︑ 年度のリニュー

29

使用料補助として５万円である︒
用語説明

駅前地下駐車場は︑平成

が必要だがどうか︒

０円加算することにしている︒

※

助として 万円︑通信回線の

久米院内の原江寺に真田

サテライトオフィス誘致

にどのように影響していくのか︒

下がるが︑指定管理料の査定

新設する徳山駅西駐車場

せ︑無駄な二重投資は避けたい︒

30

中山間地域企業促進事業

30

30

※

サ
※テライトオフィス
市街地にある企業または団体の本社
から︑離れた所に分散して設置され
たオフィス︒コンピューターや通信
設備を完備し従業員に提供し︑完全
な在宅勤務を実現することで︑通勤
の混雑緩和などの利点がある︒

28

50

10

会派質問

た︑未普及地域は︑本管から

から小さな単位で行う︒ま

中学校から空調整備の整
分岐する管とメーターボック

教育環境の整備は
備を行うが︑小学校の整備に

刷新クラブ
﹇議員名﹈
小林雄二︑田中和末
田村隆嘉

要な改善を行う︒

読んだり︑電車やバスの待ち

時間に利用するなど︑知の広

場として︑気軽でカジュアル

な使い方をしてもらえる︒

山・川・海などの自然環

ており︑工事が進められてい

業店舗が出店する予定になっ

本年秋に青山町に大型商

慢性的な渋滞が発生する青山町交差点

センターを設置し︑周南市版

として︑子育て世代包括支援

年度︑ワンストップ相談窓口

子育て支援策として︑来

周南市版ネウボラの取り組みは

︻施政方針質疑︼

仕組みを考える︒

運営︑選書について協議する

他市において選書の問題が

帯の費用負担となるが︑事業

発生しているが︑新しい図書

ス等については︑加入する世

小学校の整備については︑
の説明をし︑加入促進に努め

館と既存の直営５館の館長が

ついてはどうするのか︒
中学校の状況を見て検討する︒
ている︒
︻会派一般質問︼
大型商業施設の出店に伴う安

境︑湯野温泉の観光︑道の駅

る︒工事期間中及び交通量の

全対策は

平成 年度は６２５万円
を拠点にした農業漁業の振興

増加が予想される中で変則的

をどう捉えているのか︒

夜市・戸田・湯野の地域

西部３地区への取り組み

市道改良単独事業予算拡大
昨年の一般質問で取り上
げたが︑予算は幾らになった

が︑ 年度は２６７５万円と
など︑多様な資源の可能性を

ネウボラを目指すと施政方針

のか︒

大幅に増額した︒
秘めた地域である︒３地区が

新徳山駅ビルの管理運営

古川跨線橋かけかえの進捗状

︻会派一般質問︼

周南市武道連盟から県立

周南市に武道館は必要か︒

を聞きながら︑市︑県︑警察︑

治会や小学校関係者等の意見

辺の安全対策として︑地元自

的な渋滞が発生している︒周

道３線が交差し︑朝夕は慢性

等を収集︑整理︑保存し︑活

援︑郷土資料や地方行政資料

の読書活動︑生涯学習の支

いては︑これまでどおり地域

既存の５館の図書館につ

イメージ的にはどうなるのか︒

のすみ分けを言われているが︑

子育て世代包括支援センター

年度は︑徳山保健センターに

を設けるものである︒平成

期間にわたって支援をする場

その子育てをする家族を長い

妊婦︑生まれてくる子ども︑

に掲げているが︑目指すべき

武道館建設の要望があり︑確

商業者等が一体となって︑県

用する中で知の拠点としての

現在の直営図書館５館と

実に一次要望の中に上げてい

道︑市道の車線増加や安全な

青山町交差点は県道︑市

な交差点の安全対策は︒

況は
古川跨線橋のかけかえに

事計画の中で示していく︒渋

く体制をとる︒

歩行者動線の確保を盛り込ん

通行止めについては︑工

ネウボラとは︑妊娠期の

方向性は︒

滞対策は︑企業や市民と検討

単市土地改良事業の受益者負

武道館建設は

し︑合意形成を図り︑情報提

担はこれでよいか

今後は計画に基づき工事が

だ交差点改良計画を策定した︒

より︑いつでも利用できる場

中無休と夜遅くまでの開館に

書館は民間活力を導入し︑年

役割を担う︒一方︑新しい図

方に︑町の保健師や専門職が

き︑直接子どもさんや家族の

育て支援センターに広げてい

以後は相談の場を各地域の子

の一番基になる部分をつくり︑
単市土地改良事業の受益

実施される︒工事中および供

所になる︒

熊毛地域の上水道の供給

用開始時においても交通誘導

者負担を パーセントにすべ

員を配置して安全対策に万全

地区・説明会の開催日程︑団

単市土地改良事業の制度

また︑お茶やおしゃべりを

きではないか︒
の見直しを図っていきたい︒

を期する︒また︑完成後も安

楽しみながら︑ゆっくり本を

る体制を目指している︒

応対し︑きめ細かな支援をす

今後検討する︒

全対策等の検証を実施し︑必

地外で井戸水を使用している
平成 年度中に︑全ての

家庭への対応は︒
簡易水道区域で供給される︒
28

28

滞対策は︒

熊毛地域の上水道の整備状況は

供をしっかりして進めていく︒

よる通行止めの期間と交通渋

職員も一緒になって進めていく︒

連携し︑人口定住や活性化を

27

28

説明会は︑ 年度の早い時期

11

28

10

会派質問

アクティブ

27

野犬対策キャンペーンでの
緑地公園内巡回の様子

87

政志会
﹇議員名﹈
伴 凱友︑ 長谷川和美

︻施政方針質疑︼
少子化対策の本気度を問う
子育てするなら周南市を
標榜するなら︑どのような場
合でも︑保育所入所を可能に
すべきだ︒若い人は働き︑子
育てと年配者を養う大きな任
務を果たしている︒小学生に
待機児童はおらず︑可能なは
ずであり︑それだけの決意を

夜市・戸田・湯野・富田東・
富田西・ 福川・福川南・和田︑
中学校では︑菊川・桜田・
﹇議員名﹈
須々万・富田・福川・和田の
岩田淳司︑井本義朗
校である︒
市内業者製造の当日焼き
パンの提供は︑これまで提供
︻施政方針質疑︼
していた業者の信頼回復がで
野犬対策
きれば︑以前のような形はあ
野犬対策として平成 年
りうるとのことだが︑信頼回
復の条件とは︒
頃からずっと取り組んでいる
が︑効果が出ていない︒先日︑
充実した施設と徹底した
周南団地交番にパトロール中
衛生管理が必須である︒
に緑地公園にも入ってもらい
学校給食の異物混入が︑
給餌者に対し﹁市の条例違反
県内で最多の状況の解決法は︒
ですよ﹂などの呼びかけを依
新たに作成中の異物混入
頼したが︑今後市としては具
対応マニュアルの完成と確実
体的にどう取り組むのか︒
な実施︑さらに大量調理施設
における衛生管理マニュアル
平成 年度は︑２月末で
の作成に着手したい︒
２２７件と苦情が前年度まで
街の緑と景観を守るには
の倍以上で︑周南緑地だけで
透かし剪定を採用しては︒
件︑全体の３割を占めてい
る︒今後は︑迷惑な餌やり禁
剪定時期と木に優しい剪
定方法の検討を行い︑落ち葉
の量の縮減と清掃活動の負担
軽減を図っていく︒
16

樹木の樹形を生かす透かし剪定

オリンピックのキャンプ地誘致

止のキャンペーンでコンビニ
などにチラシ配布︑５基の新
型捕獲器の設置︑また︑巣穴
の撤去を昨年に引き続き行う
などの活動を予定している︒
︻会派一般質問︼

誘致方法などの整理はできたか︒

東京オリンピックのキャ
ンプ地の誘致に積極的に取り
組んでもらいたい︒昨年６月
の提案以降の検討で対象とな
る国︑競技︑使用する施設︑

対象国は︑姉妹都市提携
のあるオランダ︑オーストラ
リアを中心に働きかける︒競
技種目は柔道︑ハンドボール︑
バスケットボール︑卓球︑バ
レーボール︑レスリングの６
競技︑練習施設はキリンビバ
レッジ周南総合スポーツセン
ターとした︒柔道は︑組織委
員会を通じて事前キャンプ候
補地のホームページに登録し︑
他の競技は県と関係市町で構
成する組織で各国の競技団体
に情報提供していきたい︒
本市のスポーツコンベンシ
ョンの推進︑スポーツ機運の
醸成のためにもあらゆる可能
性を模索しながらキャンプ地
の誘致の成功に向けて取り組
んでいく︒

会派に属さない議員

﹇議員名﹈
中村富美子

︻施政方針・新年度予算質疑︼

高齢者のバス利用に運賃助成を

比較的元気な高齢者の皆
さんが︑外出していない状況
で社会参加やひきこもり等を
なくすため︑バス運賃の助成
をしてはどうか︒
本市では︑市域が広いこ
とから︑バス料金の助成を行
った場合︑住んでいる地域に
よって不公平感が生じること
が予想される︒
市域が広くても岩国市や
山口市では実施している︒県
内で人口が 万人以上の市で︑
実施していないのは周南市だ
けだがどうか︒
バス運賃助成については︑

このようなソフト事業は︑
その自治体の福祉のバロメー
ターにもなる︒市長の政治姿
勢を示していただきたい︒
﹁共に﹂の仕組みづくり
の中で︑福祉政策を行う︒

事業効果もあわせて研究したい︒
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持って取り組むべきだがどうか︒

少子化対策︑子育て支援
は待ったなしであり︑しっか
り取り組むことを約束する︒
︻会派一般質問︼
八代の鶴保護
八代地区を自衛隊のヘリ
コプターが飛んだようだが︑
どう対処されたか︒
２月 日のヘリコプター
飛行について︑自衛隊に文書
で飛行自粛要請を行った︒
学校給食
宇部市で前日製造された
パンが届く学校は︒
小学校では︑菊川・沼城・
25

21
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政治倫理条例の改正

特集

（施行日：平成28年６月20日）
周南市議会では、市民と議会との一層の信頼関係を築くため、平成27年６月に政治倫理条例検
討特別委員会を設置して、大幅に条例の見直しを進めてきました。
合計12回の委員会で協議を行った結果、第２回定例会本会議において、
「周南市政治倫理条例の
全部の改正する条例制定について」が全会一致で可決されました。このことにより、平成28年３月
16日をもって政治倫理条例検討特別委員会は解消されることとなりました。
今回の特集では、周南市政治倫理条例の改正の概要について説明します。

改正の目的
周南市議会においては平成17年に政治倫理条例を制定し、市民と議員、相互の信頼関係を築くた
め、政治倫理規準に基づいた、市政の推進・発展に努めてきました。しかし、制定以来10年を経過し
たことから、時代にふさわしく、周南市議会としてより精度の高い政治倫理の確立を目指すこととし
ました。

改正の内容（拡大）

1

第４条「市」との請負契約等の辞退の範囲
・議員、市長並びにこれらの配偶者及び
１親等の

親族

血族

・議員、市長並びにこれらの配偶者及び
１親等の

血族という個人

議員、市長
並びにこれらの配
偶者及び１親等の
親族

2

第７条

第16条 市民の調査請求権

・議員、市長の資産等報告書等
に関する疑義
・政治倫理規準に違反する疑い
新たにこの３点が調査請求対象に追加さ
れました。
・請負契約等の辞退に違反する疑い
・指定管理者の指定の禁止に違反する疑い
・これ以外に、この条例に明らかに違反
する疑い

企業

個人

3

議員、市長
等の親族が役員や
実質的に経営に携
わっている企業

資産等報告書の提出対象者

土地、建物、預貯金、借入金、貸付金等の資産等報告書の提出対象者
議長、副議長

全議員

改正の内容（新設）

1

第５条

指定管理者の指定の禁止

議員、市長並びにこれらの配偶者及び１親等の
親族が役員をしている企業、団体は原則指定管理
者になることはできません。また、指定管理者が
公共団体又は公共的団体の場合は、
「市」との請
負契約等の辞退に努めることになりました。

※条例の詳細については、市議会のＨＰをご覧ください。
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2

第９条

資産等報告書等の審査

資産等の報告書等については毎
年、政治倫理審査会の審査を受け
ることになりました。

周南市議会 で 検索 を

臨 時 会 の 概 要
新徳山駅ビル建設の中核施設としてカルチュア・コンビニエンス・クラブ
と連携した図書館設置計画の是非を問う住民投票条例制定について

否決

（賛成少

数）

この議案は、市がＣＣＣ（カルチュア・コンビニエンス・クラブ）と連携して図書館の整備を進めることに反対する署名が
8,739名分集められ、住民投票条例制定の本請求がされたことを受け、２月17日に議会に上程されました。
木村市長は住民投票条例制定により事業が中断されれば市民の損失は多大で、市民や議会と一緒に進めてきた事業であ
るため、制定すべきでないと否決を求めました。19日には条例制定請求代表者の意見陳述、委員会審査が行われました。
徳山駅周辺整備対策特別委員会での審査
議案の審査をより慎重に行うため、条例制定請求代表者を参考人として招致し、意見聴取および質疑を行いました。
執行部に対する主な質疑

参考人に対する主な質疑
愛知県小牧市で、ＣＣＣと連携した新図書館計画
が問題となったから、民間活力導入図書館を問題とし
たのか。
小牧市で問題が発生して、小牧市の方々と情報交
換をする中で、大変さを知り、今回の住民投票条例制
定の直接請求運動を始めた。
駅ビル建設自体は賛成で、民間活力導入図書館
についての賛否が問いたいのか。
民間活力導入図書館の建設に反対である。
署名活動は、民間活力導入図書館建設に反対と
いう１点に絞って行われたのか。
署名簿の表紙に、新徳山駅ビルの中核施設として
ＣＣＣと連携した図書館設置計画の是非を問う住民
投票条例制定と記載され、署名収集受任者にもその
旨を伝え、そのような趣旨で集められたと、理解して
いる。

住民投票を求める住民に対して、市が対案を求めることが
正しい態度だと思うか。
民間活力導入図書館に決定して以来、２年間経過し、議
会、特別委員会の決定および市民の皆様の意見も反映しなが
ら進めてきた。住民投票を行わず、粛々と進めたいため、対案が
ない請求は非常に難しい。
討論前に、条例の題名を変更し、投票の期日を市議会議員
選挙に合わせること、また投票率50パーセント以上を成立要
件とする修正案が提出されました。
賛成討論 否決すれば、住民を政治から遠ざけることになる。
反対討論 進捗状況を確認しながら、問題点をただし、他市で
発生した問題についても、選書や運営方法について、市が責任
を持つことを確認してきた。駅ビル着工が目前に迫っているこ
の段階で住民投票を行うのは、大幅な後退につながる。
委員会審査結果 原案および修正案ともに否決（賛成少数）

本会議での討論
賛成

■ 住民投票をするということは、
この計画をもう一度皆で徹底し
て 議 論し直 すということであ
る。住民の納得を得ないまま進
めると、まちづくりは停滞する。

市政は市民の協力なしには成
り立たず、市民のための市政で
なければならない。住民投票条
例は、市民参画の立場からも市
政へ市民が関与する上で、大変
重要である。

■

反対

民間活力導入図書館の計画以上に市民の期待に応え、町のにぎわいを生み出
せるものはない。住民投票には反対であるが、8,739名の署名が集まった事実
はしっかり受け止め、今後市民の理解が高まるよう最善の努力をすることを望む。

■

中央図書館があり、無駄な投資との意見だが、中央図書館はさらなる市民参
画を促し、レファレンス機能の充実や旬な話題に即応した図書展示など、独自の
活性化を目指し、市民ニーズに応えていくことで他の図書館にも刺激を与える。
民間活力導入図書館と既存の図書館は、市民のために連携しながら、今後は
別々の進化発展をしていくべきである。
■

ＣＣＣが指定管理者になることへの危惧が反対理由だが、指定管理者は公募
により決定されるため、住民投票の焦点にならず、直接民意を問うには根拠が
不十分である。

■

議案等の議決結果
全会一致で承認
・市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制
定についての専決処分を報告し、承認を求めることについて

賛成多数で可決
・工事請負契約の締結について（３件：
（仮称）新徳山駅ビル
及び付帯駐車場棟の建築主体、電気設備、空調設備工事）

報告：損害賠償の額を定めることに関する専決処分について（２件） 議会報告：例月出納検査の結果（２件）、定期監査結果（２件）
行政報告：周南市介護老人保健施設使用料手数料条例の改正漏れについて
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委 員 会 レ ポ ート
各常任委員会が議案の審査以外に調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します！

福川漁港用地に西部地区学校給食センターを整備
◆

執行部の説明（要旨）◆

築後35年が経過した徳山西・新南陽センターは、老朽化が進み、一刻も早い代替施設の整備が必要であるため、新南陽
福川漁港用地に4,000食の新センターを整備したい。平成28年度は、用地の地質・土壌調査、造成工事、ＰＦＩ方式の導入
可能性調査を行う。その結果、ＰＦＩが有効という場合、また無効で直接施工となる場合、どちらでも遅くとも32年度当初稼
働を目指している。

教育福祉委員会での調査

ＰＦＩ導入は見込みがあってのことなのか。
新センターは、ＰＦＩ事業導入の検討対象となる、建設
費10億円以上、運営経費も各年度１億円相当であるため、
市にとってメリットがあるのかをしっかり検証するため、導
入可能性調査に着手したい。
総合戦略で出生率を上げていくと掲げているが、出生
率が上がった場合、4,000食の新センターで足りるのか。
実際の調理能力に対する平成32年時点での実数は
90パーセントよりも低くなるので、すぐに足りなくなるとい
う状況ではない。

当初の計画では、なるべく自校式に近い形で12セン
ターという計画であった。12センターから７センターに、ま
た4,000食の大型センターへ変更とあるが、当初の理念か
らは変わっているのでは。
学校の統廃合、また児童生徒の推移も見ながら、計画
をつくるが、その時の状況でずれ
がどうしても出てくるので、現状
の中で対応可能な方法を探って
きた。今最もこうあるべきだとい
うことはしっかり考えている。
建設予定地の福川漁港用地

周南市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定について

周南市地域公共交通網形成計画について

◆

執行部の説明（要旨）◆

周南市総合戦略（案）及び周南市総合戦略に関する決議
に対する対応について、前回の委員会での質疑や各会派か
らの意見を基に、議会からの要望決議に対し、
「掲載を見
送る」としていた表現を、
「素案を修正し、事業実施に向け
て、調査・研究を行う」と、
「事業実施の可能性について、
調査・研究を行う」という２種類の表現に修正した。
また、若い女性の人口減少に対する施策を構築して、今
後、総合戦略に掲載できるように取り組んでいきたい。
※
今後は、ＰＤＣＡサイクルを導入し、ＫＰＩの達成に向けた
検証を行う中で、より効果的な施策展開が図れるよう努め、
議会からの提案事業も、調査・研究を重ねた上で検討し、
実施が可能となった時点で総合戦略を修正していきたい。
また、これから先の社会情勢などを見極め、まちづくり
総合計画後期基本計画の策定時においても、内容を検討
したいと考えている。
用語の説明 ※ＫＰＩ 組織や事業、業務の目標の達成度合いを図る適

量的な指標のこと

今回、周南市まち・ひと・しご
と創生総合戦略が、２月１日に
公表されたことから、周南市総
合戦 略等策定に関する特別委
員会は、２月臨時会での報告を
もって解消しました。
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◆

執行部の説明（要旨）◆

計画策定の目的は、公共交通の役割を明確にし、まちづ
くりに寄与する持続可能な公共交通を形成するため、公共
交通ネットワークの将来像やその実現に向けた方策につい
て示した、公共交通のマスタープランとすることであり、基
本理念を「共につくり未来につなぐ公共交通」とした。

環境建設委員会での調査

これまでの計画と今回の違いは。
大きな違いは、バス路線を再編することである。
コミュニティー交通の導入地区数の目標値を８地区と
した根拠は。また、地域への車両の提供等はあるのか。
現在、鹿野、大道理、大津島の３地区にコミュニティー
交通を導入している。加えて昨年、中山間地域検討会で検
討した、中須、須金、長穂、須々万と、現在地元と生活交通
に関する協議を行っている八代の５地区を想定して、トータ
ルで８地区と目標値を設定した。また、地域を支援する取
り組みで、車両などの初期費用等について行政で負担でき
るよう検討する。
観光施設への巡回型路線とあるが、医療機関への循
環線を検討してはどうか。
新しくなる動物園および駅ビル間の狭いエリアでの循
環を想定し、病院への循環は想定していない。医療機関等
に直接行く路線は、別の事業で交通事業者と検討していく。

しゅうなん議会だより No.54 平成28年５月１日発行 発行／周南市議会 編集／議会だより編集委員会 〒745-8655 周南市岐山通1-1 TEL.0834-22-8503 http://www.city.shunan.lg.jp/section/gikai/

応募いただいた方の中から抽選で33人の方にプレゼ
ント（徳山動物園年間パスポート、まどみちおさんグ
ッズ）を進呈しました。当選の発表は、賞品
の発送をもってかえさせていただきます。

議会だよりアンケートの集計結果

たくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。

周南市議会では、市民の皆さまのご意見を参考に議会だよりを分かりやすく読みやす
い紙面とするため、議会だより53号（平成28年２月15日発行）でアンケートを実施しま
した。67人の方からご回答頂いたアンケートの集計結果を報告いたします。
皆さんの意見を参考に、議会だより編集委員会で協議を重ね、５月１日発行号から紙面
をリニューアルしました。今後とも、より市民の皆さんが議会に興味を持っていただけるよ
う、充実した紙面づくりに努めてまいります。今後も議会だよりをぜひご愛読ください。
問１.「議会だより」を読んでいますか
初めて読んだ 7.5％

時々読んでいる
23.8％

毎回読んでいる
68.7％

〇実施期間：平成28年２月15日〜平成28年２月29日
〇件

数：67件

〇年

齢：20代 7.5％、30代 19.4％、40代 10.4％、
50代 12％、60代 23.8％、70代 16.4％、
80歳以上〜 9％、無回答 1.5％

〇性

別：男性：26人、女性41人

（複数回答可）
問２. 今回の「議会だより」でよかったページはどこですか。
また、その理由をお聞かせください。
お知らせ
2.7％

表紙
・表紙を見た時、内容が難しそうだと最初に感じました。

表紙 4.7％

アンケート
10.7％

委員会レポート
（その２）
16.8％
一般質問
26.8％

委員会レポート（その１）
・各委員会での活動の詳細が理解できる。
・どのようなことが問題になっているかがよく分かる。

定例会の概要
12.8％

一般質問
・議員の方の個人の関心事、力を入れたい事が分かる。
・各議員の取り組みと市民の意見が通じているか分かる。
・顔写真を取り入れたので名前と顔が一致できる。

議案等の議決結果
8.7％
委員会レポート
（その１）
16.8％

アンケート
・アンケートで市民の意見を取り入れる事は、重要ですば
らしいと思うから。

問3. 今回の「議会だより」を手にとってみて、どのように感じましたか。
未回答 4.5％ 大きすぎる
3％
小さすぎる
1.5％

文 字

内 容

未回答 4.5％

分かりにくい
12％

分かりやすい
13.4％

未回答 7.5％

情報量
少ない 3％

多い
40.3％

読みにくい
3％

未回答
15％
読みやすい
40.3％

ちょうどよい
49.2％

ふつう
70.1％

ちょうどよい
91％

配 置

ふつう
41.7％

問4. 今回リニューアルした一般質問のページについて、どのように感じましたか。
未回答 4.4％
分かりやすい
12％

未回答 6％
内 容
大きすぎる
6％ 分かりにくい
15％

文 字
小さすぎる
1.5％

問5. 議会で議論された内容は何
（複数回答可）
で得ますか。
議員の発信
（ブログ）
7％

新聞・テレビ
27％

その他 5％

問6.「議会だより」で関心のある
（複数回答可）
記事は何ですか。
なし 2.8％
議案の
議決結果
16％

市議会だより
60％
一般質問
41％

インターネット中継 1％

お詫びと訂正

少ない
4.5％

未回答 1.8％

定例会の概要
23.4％
委員会
15％

未回答 7.5％

配 置
読みにくい
1.5％

未回答
10.4％
多い
38.8％
ちょうどよい
46.3％

ふつう
68.6％

ちょうどよい
86.5％

情報量

ふつう
47.7％

読みやすい
43.3％

問7. 「議会だより」でどのような情報が知りたいですか。
・新徳山駅や中心市街地の今後の動向。
・子育て支援や世代別に聞いた街の声。
・一般質問の詳細な内容、その後の経過について。
・議員の政務調査費の公開情報、その他の質問の詳細、議員ごとの
年間出席日数と質問回数、決議結果の内訳。
・一つのことをもっとクローズアップして深く内容を知りたい。
・親しみやすく、読みやすい工夫が感じられていいなと思います。も
っと柔軟に、もっとかみくだいて広い年代に読まれる努力を。

問8. タイトル
タイトルについては、さまざまな意見をいただきましたが、これま
での「周南市議会だより」が一番シンプルで分かりやすいとの意見が
12件ありました。ただ、ロゴを変更してはとのご意見がありましたの
で、ロゴを変更しました。

議会だより53号（平成28年２月15日発行）の４ページ〔委員会レポート（その１）〕に誤りがありました。 ※ 誤 こども医療部 ⇒ 正 こども健康部

