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議会中継がスマートフォンで見られます! 防府市議会

防府西高等学校
高校の活動紹介

美術部は日頃の活動では油絵や水彩画を描いていますが、生徒の発案で黒板アートに取り
組むことにしました。チョークの色に限りがあったり、横長の黒板でのバランスのとり方など
に苦労しましたが、工夫を重ね完成しました。通常は個人制作が中心の活動ですが、黒板
アートは共同制作のためコミュニケーションも深まり、部員の絆がより強くなりました。ここ
には黒板アートの制作過程やその他の油絵や水彩画の作品も掲載しています。
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令和 3年
　 6月定例議会は 6月14日から 6月29日までの会期16日間の日程で開
催されました。
　市長から「新型コロナウイルス感染症対策について」「第 5次防府
市総合計画について」「セルビア共和国女子バレーボールチームの事
前合宿について」の行政報告があり、令和 3年度一般会計補正予算、
市道路線の認定について等、議案 9件、選任 1件、承認 2件、報告12
件を審議し、すべての議案が全会一致で可決されました。主な議案等
と審議経過の概要をお知らせします。

66 月月
定例議会定例議会

　 8億8,621万 8 千円を増額し、補正後の予算総額を
453億5,621万 8 千円とする予算案が提出され、可決さ
れました。主な事業は次のとおりです。
【感染症対策　 1億8,000万円】
・新型コロナウイルスワクチン接種加速化事業
　希望される全市民へのワクチン接種を10月末までに
完了するため、休日や時間外での接種時間等を確保す
るなど体制強化を図ります。� （ 1 億7,000万円）
・小中学校の児童生徒へのPCR検査の実施
　修学旅行や部活動等により、県外との交流があった児
童・生徒、教職員を対象としたPCR検査を実施します。
� （1,000万円）

【地域経済対策　 4億8,000万円】
・飲食店等への激励金
　長引く新型コロナウイルス感染症の影響を受けてい
る飲食業等の事業者へ激励金を支給します。
〔対象者〕�飲食業、タクシー業、運転代行業、旅行業、

宿泊業、貸切バスの事業者�（ 1 億5,000万円）
・がんばる事業者応援補助金（増額）
　新型コロナウイルス感染症を乗り越えるため、デジ
タル化など「新しい生活様式」へ対応した業態転換等
に取り組む中小企業者等からの需要に対応できるよう
増額します。� （5,000万円）
・中小企業振興資金融資限度額引き上げ
　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している�

中、厳しい経営状況が続く中小企業者等の資金調達の�
更なる円滑化を図るため、中小企業振興資金融資事業
の融資枠を拡大し、�融資限度額を1,250万から1,500万
へ引き上げます。� （ 1 億500万円）
・プレミアム付商品券発行事業
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内
経済を更なる消費喚起により活性化させるため、プレ
ミアム付商品券を発行します。� （ 1 億7,500万円）
〔発行総数〕 8万セット（総額： 9億6,000万円分）
〔販売価格〕10,000円／セット
〔購入上限〕 1人  5 セットまで
〔発行内容〕1,000円券 × 12枚（プレミアム率20％）
　　　　　 ※共通券及び専用券の発行
〔利用期間〕 4か月（ 9月から12月）

【市民生活支援　 1億9,600万円】
・新型コロナウイルス生活応援事業
　長引く新型コロナウイルス感染症の影響を受けてい
る世帯の経済的負担を軽減するとともに、市内経済を
下支えするため、商品券を配布します。
〔対象者〕令和 3年度の住民税が非課税の世帯
〔配布額〕10,000円�／世帯� （ 1 億6,600万円）
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業
　社会福祉協議会が実
施する総合支援資金の
特例貸付制度を利用で
きない生活困窮世帯に
対して、自立支援金を給
付します。（3,000万円）
〔対象者〕総合支援資金の再貸付を終了した世帯など
〔支給期間〕申請月から 3か月支給（受付 8月まで）
〔支 給 額〕・単身世帯：月 6万円
　　　　　・ 2人世帯：月 8万円
　　　　　・ 3人以上：月10万円

予 算
■令和 3年度一般会計補正予算

6 月
定例議会
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一般議案

　開発道路に関する22路線及び国道 2号富海拡幅事業
に伴う 1路線について認定しました。

　 2件の財産の取得について議決しました。
緊急告知防災ラジオ　11,000台
　契約金額　8,228万円
教職員用タブレット一式　650台
　契約金額　2,948万円

　 2件の工事請負契約の締結を議決しました。
防府市庁舎 2号館・ 3号館解体ほか工事請負契約
　契約金額　 1億4,828万円
　工期　令和 4年 3月14日まで
小野公民館建設（建築主体）工事請負契約
　契約金額　 2億5,795万円
　工期　令和 4年 2月10日まで
　※旧小野小学校跡地に建設

条例改正

　地方税法改正に伴い、個人住民税において、非課税

限度額の算定における国外居住親族の取り扱いを見直
すなど所要の改正を行うものです。

　審査手続きにおける押印等を求める手続きの見直し
等を行うものです。

　法律の改正に伴い、個人番号カード再交付手数料が
法律に定められたため、これまで本市条例により定め
ていたものを廃止するものです。

人 事

　人事異動による課税課長の交代に伴い、新たな評価
員の選定について同意しました。

報 告

　市出資法人（土地開発公社、水道センター、文化振
興財団、農業公社、山口・防府地域工芸・地場産業振
興センター）の経営状況の報告がありました。

■市道路線の認定について

■財産の取得について

■工事請負契約の締結について

■市税条例の一部改正

■固定資産評価審査委員会に関する条例の一部改正

■手数料条例の一部改正

■固定資産評価員の選任について

■経営状況報告

一般質問の先送り、自粛について
　本市のコロナウイルス感染者数について、令和 2年
4月から令和 3年 3月末までの一年間の新規感染者数
は56人でしたが、その後、複数のクラスターが発生す
るなど感染者数は急激に増加し、令和 3年 4月は68人、
5月は228人となりました。
　こうした状況下において、市職員は感染拡大を防止
するため、通常業務に加え、ＪＲ防府駅等でチラシの
配布、広報車での巡回広報、防災無線を使った放送、
また、ワクチン接種の予約、夜間及び土日のワクチン
接種会場での交代勤務等、私たちの目に見えるだけで
もこれだけの業務量を抱え、健康福祉部のみならず上
下水道局や消防本部等全職員でコロナウイルス感染拡
大防止にあたっており、職員の労働環境は激務と言わ
ざるを得ません。

　この緊急事態とも言える状況を踏まえ市議会では、
会派代表会議において、 6月定例議会の一般質問を 9
月定例議会に先送る、または自粛することを議員個人
の判断に委ねることになりました。
　しかしながら、一般質問は市民の代表として、行政
が正しく機能しているか、この状況下においても対応
できているか、点検し確認する場であり、また、議員
としてその役割を果たしているのかを市民がチェック
する場でもあります。その点から市民の皆様には大変
申し訳なく思うところですが、市民を代表する議会と
して「市民の命と暮らしを守るため」今何が優先され
るべきかを考えた時に、コロナ対策をおいて他にはな
いと考え、このような結論に至りました。
　市民の皆様におかれましては、何卒ご理解賜ります
ようお願いいたします。

令和 3年（2021年） 9月 1日
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一 般 質 問Q&AQ&A

問�　コロナ禍で経済的な理由などから生理用品を入手
することが困難な状態にある「生理の貧困」は、世界
的な社会問題となっている。これに対して孤独や貧困
状態にある女性を支援するため、政府や自治体、民間
団体などによる生理用品の無料配布の取り組みが増え
ている。
　防府市でも同様に行っていただきたいが、まずは生
理用品を小・中学校の女性用トイレに置くことはでき
ないか。
教育長�　すべての小・中学校の保健室で保管し、児童
生徒から申し出があった時に養護教諭が手渡ししてお

り、その際、児童生徒の様子を観察したり、相談に乗
るなどして、生活上で困っていることについても把握
するようにしている。
問�　保健室に配備する方法で、本当に必要な児童生徒
の手元に届いているのか。本当に行き届いていると確
信できるのか。
教育長�　保健室に置くことで、必要とする児童生徒の
手元に届いていると考えている。受け取りやすい環境
づくりや、どの教員にも相談できるような体制づくり、
信頼関係の構築に向けて、再度指示をしている。
意見�　小・中学校の女性用トイレに生理用品を置く本
来の目的は何か。なぜ、今、全国の自治体で議員や市
民団体が小・中学校の女性用トイレに生理用品を置い
てほしいと要望しているのか。その本来の意味を考え
てほしい。

問�　小野真尾の老人福祉施設跡地への太陽光発電所計
画（12,000㎡、1,500kw）について、工事が始まる。
市はどう対応してきたか、事前相談はあったか。
産業振興部長�　国に事業認定されており、市は「都市
計画法による開発行為」に当たらない旨の届出の提出
を受けている。事前相談は無かった。
問�　予定地は土砂災害のレッドゾーン・イエローゾー
ンで設置は不適切。計画は見直し・中止すべき。
産業振興部長�　国の認定を受けて実施されるもので、
計画見直しや中止を求めることは考えていない。
問�　市がガイドラインや条例を制定し、土砂災害等が

想定される地域での規制を検討するべきでは。
産業振興部長�　国のガイドラインがあり、地域との関
係構築や周辺環境への適切な措置など規定されてお
り、市の条例制定等の予定はない。
問�　国のガイドラインは不十分で、岡山県、美祢市等
は条例を制定し、ガイドライン策定の自治体も多い。
市長はどういうお考えか。
市長�　全国市長会で引続き、国に要望していきたい。
その他の質問項目
◆庁舎建設について
◆�本年度の敬老会
開催について

　 6 月定例議会では、 3 人の議員が市政について
質問しました。
　ここでは議員本人が要約した質問と答弁の一部
を発言順に掲載しています。詳細については、市
議会ホームページで録画映像をご覧ください。ま
た、 9 月に会議録を製本予定ですので、市役所 １
階閲覧コーナー、防府図書館、ホームページで見
ることができます。

議会録画映像はこちら 会議録はこちら

　清水　力
ちかし
志（日本共産党）

生理用品を小・中学校の女性用トイレに
配置してください

　田中　健次（市民クラブ）

太陽光発電所の事業計画
　土砂災害等想定地域では中止を

ほうふ市議会だより〈No.62〉
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問�　突然「いつでもマスク」のチラシ等が配布された
が、市民はマスクの着用を徹底している。どういう意
図で、なぜ今なのか。
総務部長�　今一度、基本的な感染防止を分かりやすく
伝えた。
問�　市が把握している主な感染要因は何か。
総務部長�　県外由来の感染を起点とした、マスクなし
の会話や 3密が要因と考える。
問�　全市民に確実に正しい情報が行き届いているか。
総務部長�　情報提供の効果が今現れ、感染者が減って
いると思う。

要望�　主な感染要因である「県外との往来の自粛の徹
底」の周知やエリアメールによる情報の提供等の努力
をしていただきたい。
問�　コロナ禍での行事開催の可否の判断基準は。
市長�　感染防止の徹底と関係者との調整を図ってき
た。
要望�　「県任せ、他市合わせ」の回答が目立つが、市
独自で市民の安全を第一に考えた判断をしてほしい。
問�　セルビア共和国女子バレーボールチームの受入れ
について、聖火リレーは中止を余儀なくされている。
ここで感染者が急増した場合は医療機関の負担が大き
すぎる。非常に残念で心苦しいが、市民の命と暮らし
を最優先とし、受入れを断念してはいかがか。
市長�　優先ワクチン接種と十分な感染防止対策を図
り、万全の体制で行う。

デジタル推進調査特別委員会
防府市議会として初となるオンライン会議が開催されました！

　 5月10日に、デジタル推進調査特別委員会を開催しまし
た。このたびの特別委員会は、これから、デジタル推進を
議論していくにあたって、まず、議員の意識と知識を揃え
ることを目的として、勉強会という形で開催しました。講
師については、株式会社Public�dots�&�Company　取締
役、また、福島県磐梯町ＣＤＯ（最高デジタル責任者）で
もいらっしゃいます菅原直敏先生にお願いし、コロナ禍で
あること並びに当委員会がデジタルの推進・調査を行う委
員会であることから、講師を本市にお招きする形ではなく、
防府市議会としては、初めてとなるオンラインでの勉強会
としました。
　菅原先生からは、「行政・議会は何のために存在するのか。
それは『住民の幸せのため』である。その実現のため、行
政は執行役として、議会は決定権者としての役割をそれぞ
れ担っている。今までは、住民の幸せを『ヒト・モノ・カ
ネ』を手段として実現してきたが、人口減少の中では、先
細るばかりである。自治体のＤＸ（デジタル・トランス

フォーメーション）とは、ここに『デジタル技術』も加え、
住民の幸せのために、課題解決、価値創造、共生社会を実
現していくことである」とのお話があり、また、自治体Ｄ
Ｘを進めていく上での重要なこととして「デジタル技術は、
『手段』であって『目的』ではない」「人に優しいデジタル
技術で、誰ひとり取り残さない」「行政、地域、社会のあ
らゆる分野がデジタル技術によって再構築される」との 3
点を挙げられました。また、「流行り言葉に踊らされず、
何をするためか考えること」とのアドバイスもありました。
　出席した委員からは、「ＩＣＴ化とＤＸの違いを説明さ
れたが、ＩＣＴ化からＤＸへと進んでいくことは間違って
いるのか」との質問があり、菅原先生からは、「間違いで
はありません。大切なことは、ＩＣＴ化とＤＸのどちらが
先かではなく、何を目的としてやるかです。議会運営や行
政運営では、ＩＣＴ化された上でその先にＤＸがあるとい
う考え方が自然だと思います」との回答をいただきました。

　和田　敏明（改革）

行政連絡等の周知方法、セルビア女子
バレーボールチーム受入れについて

令和 3年（2021年） 9月 1日
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橋本委員・梅本委員・髙砂委員・石田委員
今津委員・宇多村委員長・青木副委員長・三原委員

　総務委員会は、総務部、総合政策部、地域振興部、
入札検査室、出納室、議会、監査委員、公平委員会、
選挙管理委員会、消防本部の所管に関する事項を担当
しています。その分野は、防災や文化・スポーツ、観
光、情報政策など多岐にわたっています。
　令和 3年度は、新庁舎建設本体工事に係る予算につ
いて、審議する予定となっています。多くの市民の方
から注目されている事業です。しっかりと議論を尽く
します。

総務委員会
常任委員会は議案等を詳しく審査するために常に置かれている委員会です。

牛見委員・和田委員・村木委員・田中（健）委員・久保委員
　河杉委員・藤村委員長・吉村副委員長・上田委員

　教育民生委員会は、生活環境部、健康福祉部及び教
育委員会の所管に関する事項を担当しています。主に
学校教育や文化財保護・活用、障害者福祉、介護保険、
児童福祉に関する議案等を扱います。
　令和 2年度は、コロナウイルス感染症対策やＩＣＴ
教育推進のための予算、個人情報保護条例や介護保険
条例の一部改正等について審査しました。
　環境、教育、福祉等普段の生活に強い繋がりのある
分野を、しっかりと審議します。

教育民生委員会

田中（敏）委員・松村委員・清水委員・森重委員
安村委員・曽我委員長・河村副委員長・山田委員

　産業建設委員会は、産業振興部、土木都市建設部、
農業員会事務局及び上下水道局の所管に関する事項を
担当しています。主に農林水産事業や、競輪事業、土
木行政、都市計画、上下水道事業等の調査をしていま
す。
　令和 2年度は、主に新型コロナウイルス感染症によ
り厳しい経営状況が続く事業者への支援、農林業の活
性化、道路改良・整備などの事業に関する予算を審査
しました。
　これからも、市民の皆様の暮らしに直結する重要な
事業を慎重に審議します。

産業建設委員会

３ 常 任 委 員 会 の 紹 介３ 常 任 委 員 会 の 紹 介
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政務活動費の収支報告書の閲覧ができます
　政務活動費とは、議員の調査研究その他の活動に資
するため、必要な経費の一部として交付されるもので
す。政務活動費を充てることができる経費の範囲や使
途基準等は、「市議会政務活動費の交付に関する条例」
によって定められており、全議員が規定に従って使用
しています。
　防府市議会では、議員 1人あたり年間25万円を政務
活動費として各会派に交付しており、交付を受けた翌
年度の 4月末日までに、領収書等の必要書類を添えて
収支報告書を議長に提出し、残余があれば返還します。
平成29年度以降の収支報告書（領収書を含む）につい
ては、誰でも閲覧することができ、透明性の確保に努
めています。

【閲覧方法】
日　　時：�市役所開庁日の午前 9時～正午、午後 1時

～午後 5時
申請場所：議会事務局（市役所議会棟 1階）
手　　続：収支報告書閲覧請求書に必要事項を記入
【閲覧にあたっての注意事項】
①�カメラ、コピー機器、危険物等を閲覧場所に持ち込
まないこと。
②指定された場所以外での閲覧は行わないこと。
③�収支報告書は丁寧に取扱い、破損、き損又は加筆等
の行為は行わないこと。
④�音読、談話、飲食等、他の閲覧者の迷惑になる行為
は行わないこと。
⑤書類の返却の際は、係員の確認を受けること。
⑥その他、係員の指示に従うこと。

本会議のライブ中継や過去
の録画をご覧いただけま
す。

防災危機管理課から
の緊急情報や、気象
注意報、警報、地震情
報、雨量・水位、雨
雲の様子や台風の進
路等が確認できま
す。

タブレット、スマートフォンなどで本会議の
中継がご覧いただけます

防府市議会中継
ホームページの紹介

防府市防災気象情報システム

議会モニターからの意見
モニターから寄せられた意見などの一部を紹介します。
（内容は要約しています。詳しくは議会ホームページの議会モニターのページをご覧ください。）

通　　信　　内　　容 市　　議　　会　　回　　答
　 6月議会の日程が短縮されたことについて、市長等(執行
部)と議会の関係が形骸化されないか心配です。

　コロナウイルス対策を最優先に考えて苦渋の選択をして
おります。
　なお、議員は議会閉会中においても、コロナウイルス対
策や様々な政策提言を執行部に行っております。
　今後も市政のチェック機能を果たしてまいります。

　議会のデジタル化を進めるために、議会のCIO（最高情
報責任者）とCDO（最高デジタル責任者）を設置していた
だきたい。

　防府市議会のデジタル化については、令和 3年度当初予
算でタブレット購入予算が計上されたように、緒についた
ばかりですので、いただいたご意見も参考にしながら着実
に進めてまいります。

令和 3年（2021年） 9月 1日
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印刷　大村印刷株式会社「ほうふ市議会だより」は再生紙を使用しています。

� 10日� デジタル推進調査特別委員会
� 12日� 議会改革推進協議会

� 2 日� 会派代表者会議
� 8 日� 勉強会
� 9 日� 議会運営委員会
� 14日� 6 月定例議会開会
� � 広報編集委員会
� 17日� 本会議（一般質問）
� � 議会運営委員会
� 22日� 会派代表者会議
� � 予算委員会（全体会）
� � 常任委員会（総務・教育民生・産業建設）
� � 議会改革推進協議会
� 29日� 本会議（最終日）
� � デジタル推進調査特別委員会
� � 広報編集委員会

� 13日� 議会改革推進協議会
� � 会派代表者会議
� 21日� 広報編集委員会
� 30日� 議会改革推進協議会
� � 広報編集委員会
� � デジタル推進調査特別委員会

議会日誌

編集後記
　今回の表紙、『高校の活動紹介シリーズ』は、防府西高等学校の美術部の活動をご紹介します。
　取材で学校を訪問し、美術室の「黒板アート」作品を鑑賞しました。黒板一面の大きな作品は圧巻でした。
　国内で新型コロナの感染拡大が本格化してから 1年と半年。ある意味で、コロナ禍によっ
て大人以上に我慢を強いられてきたのが小・中学生や高校生たちなのかもしれません。
　そのような中、取材で各学校を訪問し、作品や活動の様子をお聞きすると、前を向いて、
頑張る生徒さんの姿から大きく勇気づけられるような思いがします。それが、表紙から少
しでも市民の皆様にお伝えすることができれば幸いです。
議会広報編集委員会（◎委員長、○副委員長）
◎河村　孝　　○牛見　航　　梅本洋平　　田中健次　　田中敏靖　　山田耕治　　森重　豊

 ５月

9 月 2 日（木）　本会議（開会）
　　 6日（月）　上下水道事業決算特別委員会
　　 8日（水）　本会議（一般質問）
　　 9日（木）　本会議（一般質問）
　　10日（金）　本会議（一般質問）
　　13日（月）　本会議（一般質問）
　　15日（水）　予算委員会（全体会）
　　17日（金）　�常任委員会・予算分科会（総務・

教育民生・産業建設）
　　21日（火）　�一般・特別会計決算特別委員会�

（総務）
　　22日（水）　�一般・特別会計決算特別委員会�

（教育民生）
　　24日（金）　�一般・特別会計決算特別委員会�

（産業建設）
　　28日（火）　予算委員会（全体会・採決）
10月 1 日（金）　本会議（閉会）

会議の開会時刻は、午前10時です。
なお、日程及び開会時刻は変更になる場合があります。
詳しくは議会事務局までお問い合わせください。

議会事務局　ＴＥＬ（0835）25‒2182　

９月定例議会の予定

 ６月

 ７月
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