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平成２９年度 市議会モニター通信一覧   第１回 

 

番号 Ａ内容 Ｂ項目分類 通  信  内  容（要約） 市  議  会  回  答 

１ 

 

 

 

 

② 意見 

 

 

 

 

⑤議会・議員活動について 

（平成 29年 4月 10日） 

 

 

「新庁舎建設に関する検討会について」 

現在市内１６地域で開催されている検討会につ

いて、議会としても市民との直接民主主義の発露

の機会と、ぜひ各会場に２桁の議員の参加を呼び

かけ、市民の声、市長と市民との会話に耳をかた

むけていただきたい。 

 

ご意見ありがとうございました。 

早速、各議員に伝えました。 

 

 

２ 

 

② 意見 

 

④議会広報等について 

（平成 29年 4月 20日） 

 

「議会ホームページのほうふ市議会だよりについて」 

① 各号の日付表示を「市議会だより」に合わせて

和暦にされては。 

② 画像からリンクできない。 

③ 各世帯配付のものと色調の違いがある。 

④ バックナンバーの表示を分かり易くしては。 

以上の点について、改善を含めご検討下さい。 

 

ご意見ありがとうございました。 

① 和暦に変更いたしました。 

② リンクできるようにいたしました。 

③ ホームページ作成上の色調なので印刷物と同

一にすることは困難ですので、その旨をホーム

ページ上に記載いたしました。 

④ 号数、発行日をシンプルに記載し、必要な号を

取り出しやすくいたしました。 

 

３ 

 

① 提案 

 

⑥その他 

（平成 29年 4月 24日） 

 

「議員研修について」 

議会モニターと共同でステップアップした議会改

革についての講師を迎えての研修にしては。 

 

ご提案ありがとうございました。 

平成24年度から毎年議員研修会を開催しており、議

会改革のテーマでは、隔年で開催しております。モニ

ターの皆さまへもご案内をしておりますので、どうぞ

お越しください。研修内容のご要望等がありました

ら、参考にさせていただきますのでお寄せください。 
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４ 

 

① 提案 

 

⑥その他 

（平成 29年 5月 18日） 

 

「議会報告会の広報等について」 

① 参加者の事前準備のための配慮を。（日程を市広

報等で知らせる際や自治会連合会宛ての開催案

内で、配付資料がホームページで閲覧できること

を市民に周知しては。） 

② 市議会ホームページ新着情報の開催案内ページ

と議会報告会ページの相互リンクを。 

③ 防府市メールサービスは有益な情報発信がされ

るので、市議会としても周知のための活用を。 

 

ご提案ありがとうございました。 

① 次回から改善させていただきます。 

② 改善いたしました。 

③ 市担当課と協議し、検討してまいります。 

議会報告会開催にあたっては、さらに市民の皆さま

に広く周知できるよう取り組んでまいります。 

 

 

５ 

 

① 提案 

② 意見 

 

②一般質問について 

（平成 29年 6月 6日） 

 

「ほうふ市議会だより№41～45について」 

 定例議会一般質問の答弁内容で「検討する」「努め

たい」「研究していきたい」「～したい」等の回答がな

されているが、 

① 回答納期が全く提示されていない。 

② 更に後日あるべき回答内容が不明。 

③ 特に質問が防府市本年度予算・実務計画に関係す

るものであれば、納期通りの回答がＭＵＳＴと考

える。 

市の活性化のスムーズな実現に向け、質問内容にも

よるが、回答納期の明示と内容の提示を義務付けても

らいたい。 

 

ご意見ありがとうございました。 

各議員の一般質問、また、その後の委員会や議員活

動において、計画や施策の実施に至るように取り組ん

でいるところです。市執行部においても、期間を限定

して回答出来ないものもあります。 

市議会だよりの限られたスペースの中ではありま

すが、より多くの情報を提供してまいります。 
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６ 

 

① 提案 

 

②一般質問について 

（平成 29年 6月 27日） 

 

「一般質問における質問時間について」 

議員の持ち時間 30 分に 5分プラスして、傍聴者にも

分かり易いように、これまでの経緯や国・県の施策と

の関連性、また数字の位置づけ、図表、地図での解説

等をしてほしいし、傍聴者からの質問も認めていただ

きたい。 

 

 

ご提案ありがとうございました。 

傍聴された上で不明な箇所がありましたら、ご遠慮

なく各議員までお問合せ下さるようお願いいたしま

す。後日になりますが、会議録や中継録画がホームペ

ージで閲覧できますので、ご確認いただければと思い

ます。 

また、代議制民主主義において、一般質問は、議員

に認められたものであり、質問時間中は他の議員から

の関連質問であっても認められていないこととなっ

ております。     

尚、傍聴された上でのご質問がありましたら、各議

員へお伝えいただければと思います。 
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平成２９年度 市議会モニター通信一覧   第２回 

 

番号 Ａ内容 Ｂ項目分類 通  信  内  容（要約） 市  議  会  回  答 

７ 

 

 

① 提案 ⑤議会・議員活動について 

（平成 29年 7月 10日） 

 

市民が声を掛けやすいように、市議会議員とし

ての認証を市役所を中心に市内でもいろいろな場

所で推進されることを提案します。 

ご提案ありがとうございました。 

庁内でネームプレートを下げる等の取組に関して

は、検討も出来るかとは思いますが、庁外での実施は

困難であると考えます。 

今後も、市民の皆さまの声をしっかりお寄せいただ

けるよう、各議員努力してまいります。 

８ 

 

② 意見 

 

⑤議会・議員活動について 

（平成 29年 7月 20日） 

 

６月、７月、９月、１０月は防災上、重要な時期を

迎えなければならなくなる確率が高くなることは明

らかです。 

ぜひ議会としての対応・対策など出来る限りの協議

をお願いしたいと思います。 

ご意見ありがとうございました。 

防災の重要性は、議会としても十分に認識をしてお

り、議会基本条例（平成23年4月施行）には、「危機管

理」の条項を設け、災害等の不測の事態への対応を定

めております。 

現在、その詳細を定めるべく要綱を作成していると

ころです。 

９ 

 

① 提案 

② 意見 

 

①議会運営について 

②一般質問について 

（平成 29年 7月 31日） 

 

「6/12～19本会議・一般質問を傍聴して」 

本会議場にて協議を傍聴したことは「ほうふ市議会

だより」等や、インターネット視聴以上の情報を得る

ことが判りました。 

ところで提示課題が以前より何度も提起されてい

るものが散見され、解決の方策等が明確にされること

なく次に先送りされるような印象を持ちました。 

執行部より解決に向けた具体的な道すじ（計画案）

を提示するよう、議会側から要請し、計画の進捗状況

本会議・一般質問を傍聴してのご意見ありがとうご

ざいました。 

重要な項目については、執行部に対して、各常任委

員会の所管事務調査等において、進捗状況や今後の方

向性等を確認し、検証の場を設けております。 

各議員の質問項目については、各議員の活動の中に

おいて、計画や施策の実施に至るよう取り組んでいる

ところであり、今後も、各分野の施策や計画等の進捗

状況をフォローアップして参ります。 
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を定期フォローアップできないか。 

１０ 

 

① 提案 

② 意見 

 

①議会運営について 

（平成 29年 7月 31日） 

 

「5/23 産業建設委員会、6/23～30 常任委員会・予算

委員会を傍聴して」 

議題について、具体的事業計画が執行部から聞き取

れなかったため、議会との議論の噛み合いが悪く、同

じところに停滞しグルグル回りの様子を呈していた。 

既に実行段階にあるため、実務計画、さらには

個別実務計画を議会と共有化できていることが必

要と考える。 

もしそれらが欠如しているのであれば、議会側

から要請し、それらが存在するのであれば両者で

内容の精査等ができないか。 

委員会での審議等を傍聴してのご意見ありがと

うございます。 

 具体的事業計画の説明が市執行部の担当部署か

ら聞き取れないため、委員会での議論の噛み合い

が悪いと感じられたことは、傍聴された市民目線

のご意見と受け止め、改善方策を検討してまいり

ます。 

 現在、条例の制定、基本計画の策定の場合は、

防府市議会基本条例第 11 条で「議会審議における

論点情報の形成」について定め、「政策等の提案に

至った経緯、理由及び期待される効果」、「財源措

置及び将来にわたるコスト計算」など 6 項目につ

いて明らかにするよう提案者に求めて、審議に必

要な情報の提出をしていただいています。 

この度のご指摘は、予算措置に伴う各事業につ

いての審議等でのことですが、各事業については、

予算と同時に示される予算参考資料で、ある程度

の内容が示されます。しかし、傍聴された限り、

事業説明の情報量が少ないため、議論の噛み合い

が悪く、同じところをぐるぐる廻る印象をもたれ、

各事業に関して、市執行部と議会との情報共有化

が必要であると感じられたものと受け止めており

ます。 

 市執行部では、ＩＳＯで定める実務計画(ＩＰ)
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や個別実務計画(ＩＩＰ)を作成していませんが、各

事業の実施要綱、要領などの文書はつくられます。 

 議会としては、市執行部と議会との情報の共有

を一層進めるため、議案の参考資料、予算参考資

料などについて、これまでより詳しい内容とする

よう、市執行部との協議を検討してまいります。 

１１ 

 

② 意見 

 

④議会広報等について 

（平成 29年 8月 18日） 

 

「議会ホームページの定例会に係わる情報掲示につ

いて」 

①定例会日程表ページに「議会中継の有無の表示」「議

会中継のページへのリンク」「一般質問通告一覧への

リンク」を追加。 

②議案及び議決結果のページの表を横書きのみの表

示にする。 

ご提案ありがとうございました。 

早速、改善させていただきました。今後も利便性の

向上のために努力してまいります。 

 

１２ ① 提案 ①議会運営について 

（平成 29年 9月 19日） 

 

消防署庁舎の電光表示板の今後の対応について

放置の危惧も感じています。 

議会が一石を投じられた先例として街づくりの

中で、シンボルとしての表示板の位置づけを、市

民・若者もまき込みながら、議会からのミニ政策

サイクルとして、取り組んでいただけたらと思い

ます。 

ご意見ありがとうございました。 

平成29年9月定例会一般質問において、今後の対応

について質問したところ、「消防本部の隣接道路は通

行量も多く、その外壁は人目に付きやすい非常に宣伝

効果のある場所。平成28年12月議会で、表示板は運転

中のドライバーからも安全に認識していただけるも

のにとのご意見があり、安全で見やすい表示方式はど

のようなものがふさわしいか検討した上で、改めてご

提案申し上げたい」との答弁がありました。 

今後、ご意見を参考に注視してまいります。 
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平成２９年度 市議会モニター通信一覧   第３回 

 

番号 Ａ内容 Ｂ項目分類 通  信  内  容（要約） 市  議  会  回  答 

１３ 

 

 

① 提案 

② 意見 

 

①議会運営について 

②一般質問について 

（平成 29年 11月 16日） 

 

6/27産業建設分科会、9/11市議会定例会、9/15

産業建設委員会における「市有三世代住宅事業に

ついて」〈重要議題に対して内容のあるＱ＆Ａを希

望します〉 

市執行部の回答に対して質問している議員さん

から失望の念をこめた「もう説明は良いです。も

うこれ以上質問しませんから・・・。」との意見は

私にとって驚愕すべき一言でした。確かに私が聞

いた感じでも市執行部の説明は「実務計画のかけ

らも無い貧素の一言」と思われました。質問して

いる議員さんへ同情の念は禁じ得ませんが、防府

市の発展のため両輪であるべき執行部と議員さん

は市の活性化のため、もう少し粘り強く建設的な

意見交換を行い、良い方向を出せるように努力し

てほしいと思います。又、執行部の説明に不満足

であるならば、議員さんはしつこく質問を続けて

下さい。ただし、同じ質問の繰り返しは回数に制

限があることを議長は議場内で述べられています

が、回答内容（質）次第で議長発言の再考も議長

と議会と市執行部で協議する必要があるのではな

いかと考えます。 

「重要な議題について、議員と執行部がもう少し粘

り強く建設的な意見交換を」と言うご意見をいただき

ました。ありがとうございました。 

質疑の手法は、議員個人個人のやり方にゆだねられ

ており、議会として統一化を図ることは難しい訳です

が、ご意見の通り、明確な答弁を引き出すよう、これ

からも各議員、努力してまいります。 

また、市執行部へも充実した答弁とするよう求めて

まいります。 

本会議における質疑の回数については、ある程度制

限を持つことは、公平性の観点から必要と考えており

ますが、今後、審議の充実を図るため、さらに協議し

てまいります。 

尚、委員会では質疑の回数に制限は設けていないこ

とを申し添えます。 
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１４ ① 提案 

② 意見 

 

①議会運営について 

②一般質問について 

（平成 29年 12月 12日） 

 

市執行部の答弁で「検討する・研究する・努力

する」との回答を頻繁に聞きますが、その結果報

告が後日なされず放置されているように見えま

す。 

一般質問で市執行部が具体的回答を保留した場

合はその後に実施される各種委員会で再検討し、

具体案の提示の納期を定め、次回本会議の一般質

問の冒頭に報告してもらうことを義務付けられな

いでしょうか。 

ご意見ありがとうございました。 

執行部からの答弁の在り方についてのご指摘は市

執行部へも伝えてまいります。 

各議員の一般質問の限られた時間（30分）の中で、

通告以外の課題を取り上げ、進捗状況を把握すること

は難しいと考えますが、ご意見の通り、今後もさらに、

回を重ねての一般質問や委員会等の場で、また、現地

調査や、関係者からの聞き取り、市執行部との粘り強

い協議、陳情等、議員活動を通して、計画や施策の実

施に至るよう取り組んでまいります。 

尚、議員発案で出された計画や事業の中で、重要項

目は、議会全体で取り上げ、協議し、市執行部へ実行

を促すために、「政策討論会」を設けております。 

１５ ① 提案 

② 意見 

 

①議会運営について 

⑤議会・議員活動について 

（平成 29年 12月 12日） 

 

実行された重要プロジェクトの成否検証は充分

に機能しているのでしょうか。 

12/6 の一般質問の「山頭火ふるさと館の利用状

況は計画的に進んでいるのか？」の市執行部の答

弁は、現在の結果と計画の比較検討が出来ず、具

体的対策案が無い様に思われました。 

市議会の審議・実行力を強化するため、かつ効

率化向上するため最重要実行予定案件に対して、

ＩＳＯ規定に準じて実行決定前に実施計画（IP）

個別実施計画（IIP）そしてそれらに対しての「デ

ザイン・レヴューの実施」し、ＰＤＣＡのサイク

ルを円滑に廻す風土を作れないものでしょうか。 

ご意見ありがとうございました。 

市執行部から示された重要な計画や施策について、

ＰＤＣＡサイクルを円滑に廻していくことは大変重

要と考えます。 

これからも、着実に、そして、効果的効率的にそれ

らの計画や施策が実行されるよう、委員会や説明会

等、様々な機会を捉え、市執行部との協議を重ねなが

ら取り組んでまいります。 
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１６ 

 

 

① 提案 

 

⑥その他 

（平成 30年 1月 9日） 

 

1/5開催の議場コンサートに参加。議席で聴く音

は最高でした。年１回の開催ではいけない。議場

でのコンサートは、議会が市民に近い位置になれ

る機会と思います。 

19才有権者問題を音楽の力で解決できればと思

います。 

議場でのコンサートにお越しいただいてのご意見、

ありがとうございました。 

 このコンサートは、（公財）防府市文化振興財団の

主催による「防府音楽祭ニューイヤーコンサート」の

オープニングを飾るもので、市内各所で開催される

「街角コンサート」の会場の一つとして、平成 26 年

から議会棟議場を使っていただいております。 

アーティストの皆さまは、いずれもプロの方で、会

場内の受付、ご案内等のお手伝いを議会改革推進協議

会でさせていただいておりますが、今後も、市民の皆

さまに市議会を少しでも身近に感じていただけたら

と思っております。 

年 1回以上の開催をとのご意見ですが、現在のとこ

ろ、難しい状況であることをお伝えいたします。 

１７ ① 提案 

② 意見 

 

⑤議会・議員活動について 

⑥その他 

（平成 30年 1月 9日） 

 

1/5 開催の議場コンサートで大多数の来場者は

シニア・熟年層の方々で、中高生の姿がほとんど

ありませんでした。 

１．学校でこのイベントの周知や参加の推奨等は

行われているのでしょうか。 

２．主催している文化振興財団は、この現象を打

開する計画はないのか。例えば学生を対象とした

街角コンサートを学校の体育館又はアスピラート

音楽ホールなどで開催してはどうでしょうか。 

議場でのコンサートにお越しいただいてのご意見、

ありがとうございました。 

ご存知の通り、主催は（公財）防府市文化振興財団

であり、平成26年から、議会棟議場をコンサート会場

の一つとして提供させて頂いているものです。 

学校への周知、学生を対象とした街角コンサートの

開催をとのご意見ですが、主催者へお伝えいたしま

す。 

尚、日程上、中高生が来場可能な冬休み中の開催で

ない場合もありますことを申し添えます。 



 10 

平成２９年度 市議会モニター通信一覧   第４回 

 

番号 Ａ内容 Ｂ項目分類 通  信  内  容（要約） 市  議  会  回  答 

１８ 

 

 

① 提案 ④議会広報等について 

（平成 30年 2月 9日） 

 

「ほうふ市議会だより」について 

1号からよく考えられた紙面作りがされて、その

まま続いてきたと思います。 

 №15号の市長行政報告への質疑、平成 22年 11

月の臨時号を拝見すると何を読んでもらいたいか

一目瞭然です。 

もうすぐ 50号を迎えます。十分準備して 51号

から刷新された紙面で再スタートを提案します。 

市議会だよりへのご提案、ありがとうございました。

議会広報編集委員会へ伝え、今後の編集の参考にさせ

ていただきます。 

１９ ① 提案 ④議会広報等について 

（平成 30年 2月 21日） 

「ほうふ市議会だより」掲載内容について提案 

①一般質問欄に顔写真を追加 

②各常任委員会や特別委員会の内容報告に質疑等

も掲載を 

③視察報告に写真の掲載を 

④裏表紙の掲載内容は議会の予定・編集後記のみ

を残し、議会や議会だよりへの意見、テーマを決

め「ひとこと」などを掲載しては 

⑤紙面を増やしても掲載を検討してほしい内容 

・市議会からの提言書（主要な課題について、討

論を重ねての提言） 

・市の事業評価（議会としての評価・継続可否等） 

・政務活動費の報告 

市議会だよりへのご提案、ありがとうございました。

議会広報編集委員会へ伝え、今後の編集の参考にさせ

ていただきます。 
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