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平成３０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 
 

① 提案 
 

⑥その他 

（平成 30 年 4 月 2日） 

 

「議会モニター次年度の人選について」 
手話の導入も始まりますが、障害者団体からの

推薦、若者の地方自治への参加、高校の生徒会長

など、今の議会に求められている分野からのモニ

ター参加を導入していただきたい。 

ご提案ありがとうございます。 

現在、モニターの資格としては、満 18 歳以上で、公

募 6人程度、推薦 4人程度としております。ご提案を

参考に、検討してまいります。 

２ 
 

③ 苦情 
 

⑥その他 

（平成 30 年 4 月 2日） 

 

「市図書館の月刊誌コーナーについて」 

「ガバナンス」「日経グローカル」、両誌の保存は２

年の廃棄本になっています。 

また、「日経グローカル」は個人の方の寄贈本にな

っており現在は最新号がいつ入ってくるのか判ら

ない状況です。 

ご意見ありがとうございます。 

市図書館へご意見としてお伝えします。 

３ 
 

① 提案 
 

⑥その他 

（平成 30 年 4 月 2日） 

 

「市図書館の行政コーナーについて」 

たとえば、市庁舎問題をとりあげても、行政が

集めた資料、議員が全国を走り回った資料、どれ

も市民には見る機会はありません。 
ぜひ市図書館に働きかけるか、議会図書館主導

で「市民に見せる議会コーナー」図書館分館を開

設して市民の参加を促していただきたい。 

ご意見ありがとうございます。 

市図書館での行政コーナーの充実は重要なことであ

り、ご意見を市図書館へお伝えします。 

４ 
 

① 提案 
 

⑥その他 

（平成 30 年 6 月 7日） 

 

今、行われている議会報告会について、新市長

誕生の情勢が感じられません。 
 司会者のアドリブで最後に市民への提起を提案

します（新市長のもとで初議会、議員に求めるこ

と、一般質問で私なら新市長へこんな質問を）。 

ご意見ありがとうございます。新市長就任が６月２１

日のため、それ以前に開催された議会報告会では、ご

意見の様な形をとることが出来ませんでした。就任後

の初の議会では、多くの議員から一般質問がされ、活

発な意見が交わされたことをご報告いたします。 
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５ 
 

① 提案 
 

③傍聴について 

（平成 30 年 8 月 6日） 

 

傍聴できる項目に、新たに新教育委員の所信表

明を加えていただきたい。 
 

ご意見ありがとうございます。 

当市議会では、本会議、委員会及び全員協議会を原則

として公開するとともに、その他の会議も公開に努め

ております。しかしながら、ご要望の「新教育委員の

所信表明」につきましては、「候補者の人となり」を

理解することを目的としており、前段の「会議」とは

異なることから、現段階での公開は考えておりませ

ん。 
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平成３０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 

６ 

 

① 提案 

② 意見 

その他 

（平成 30年 10月 1日） 

 

各委員会で配付された市執行部の資料と説明につ

いて、具体的に「うまくいっているのか否か」理解が

非常に難しい。事例として会計決算特別委員会のなか

で、 

１.「主要な施策の成果報告書」 

予算の実施計画と個別実施計画項目に対して分配さ

れた予算と支出額を記載しているのみで、残念ながら

本来報告されるべき「うまくいった事」「うまくいか

なかった事」「その理由と分析結果、今後の予定」の

説明と記載がありませんでした。 

※市民の税金を使用した結果であるが故に「なぜその

ようになったか、その経緯、分析結果、今後への反映」

について具体的に回答を求めてほしく感じた。 

２．「防府市一般会計と特別会計決算並び基金運用状

況意見書」 

前記資料と同じく歳入・歳出の数値と前年対比の差

違の数値のみ。 

※P75「11.むすび」にある「本市が直面している厳し

い財政状況を職員一人一人・・・効率的で健全・堅実

な財政運営に努める」、を具体的に知りたいものです。 

ご意見ありがとうございます。 

これまで、予算及び決算の資料の審査資料につい

て、執行部に対し、事業別の説明や成果報告書の記述

を詳細にするよう求め、改善されてまいりました。 

今後も分かりやすい資料となるよう、執行部と協議

してまいります。 
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７ 

 

① 提案 

② 意見 

その他 

（平成 30年 10月 1日） 

 

9/14 教育民生委員会を傍聴して 

１．「学校でのクラブの臨時部設立に関して」 

臨時部の設立は難しいとの見解ばかりで、「どのよ

うにすれば可能なのか」聞き取れませんでした。 

あわせて、「スピード感ある解決」が欠如している

ように見えました。 

２．「吹奏楽団の将来」 

「吹奏楽の防府」で今、熟考が必要なのは指導者・

指揮者の確保と育成ではないでしょうか。ぜひ、

市執行部教育担当部署とこの将来計画をどのよう

につくっていくのか実務計画と予算処置を討議の

まな板にあげてほしく思いました。 

ご意見ありがとうございます。 

 これまで、市民から寄せられたご要望、課題等を一

般質問や委員会の場で取り上げ、執行部の回答を求め

てまいりました。今後、議会としても課題解決に向け

て、あらゆる機会を捉え執行部と協議してまいりま

す。 

８ 

 

① 提案 

② 意見 

③傍聴について 

（平成 30年 10月 1日） 

 

会期中、各種委員会の傍聴席にいる人があまり

にも少ないと感じます。特に傍聴席からの発言が

許可される市議の方々に参加を願います。実際に

いつも参加される市議の方は３名おられます。 

時間の都合をつけ、市議の方々にも参加を強く

希望するものです。特に将来を考えている若手市

議の方々。 

ご意見ありがとうございます。 

 本会議のほか各委員会等へも足を運んでいただき、

ありがとうございます。今後も、市議会だよりや防府

メールサービス等を活用し、市民の傍聴の方が増える

よう、取り組んでまいります。 

議員の傍聴につきましては、各会派で議案等の内容

について調整等をしてはおりますが、ご意見として伝

えさせていただきます。 
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平成３０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 

９ 

 

① 提案 

 

⑥その他 

（平成 30年 11月 26日） 

 

防府市議会委員会の情報公開等について 

①議場で開催される予算委員会全体会は中継設備も

整い費用面からもインターネット中継を検討できる

のではと考えます。 

②議会だよりについて前回掲載内容について提案し

ます。 

③会議録の閲覧についてＰＤＦ形式の委員会会議録

を議会ホームページに掲載されることを提案します。 

ご意見ありがとうございました。予算委員会のイン

ターネット中継と委員会記録の PDF化については、議

会改革推進協議会で議論させていただきます。 

 議会だよりについては、ご提案により、51 号から

一般質問のページに議員の顔写真を掲載しておりま

す。残余のご提案については、議会広報編集委員会に

伝え、今後の編集の参考にさせていただきます。 

１０ 

 

① 提案 

② 意見 

⑤議会・議員活動について 

（平成 30年 12月 21日） 

 

「防府市まちひとしごと創生戦略」のより具体的

な活動内容と結果の報告を市民目線で判る様にし

て欲しい。例えば 11/19 議会地方創生委員会での審

議より意見と提案させていただきます。 

1.若い世代の希望をかなえる結婚出産子育て環境

の創造 

2.未来を拓く地域教育力の再生 

3.産業振興による新たな雇用の創出 

4.防府市への人材定着・還流・移住の推進 

5.元気みなぎるコンパクトシティの形成 

以上のプロジェクトに対しＫＰＩが聞き取れなか

ったし、目標とする期待効果が見えなかった。又、

未達に対する挽回策も示されず不安を持ちまし

た。議員の方々より具体的に提示するよう求めて

もらい、市民が安心して市政の動向を見れるよう

委員会を傍聴してのご提案、ご意見ありがとうござ

いました。 

地方創生総合戦略で取り組む事業の期待効果が

見えにくく、また、目的未達事業に対しての対応

策が示されず不安を持たれたとの旨、各議員には

すでに伝えております。 

以前にもお伝えしましたように、提案される重

要な政策等に関しては、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、提案理由、事業の効果、財源措置、コス

ト計算等の必要な情報の提出を執行部に求めてい

ます。 

地方創生総合戦略は、重要な施策ですので、議

会としては、説明資料を条例の趣旨に叶うような

ものにするよう市執行部との協議を検討してまい
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にして欲しいと考えます。 

補追） 

・大型クルーズ船の誘致・・前回飛鳥の期待効果

と出費と結果と反省は？ 

・65 歳以上の老人のための活性化プロジェクトは

発進されたのでしょうか？ 

ります。 

１１ 

 

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 30年 12月 21日） 

 

市長の「スピード感を持って・・・」の進捗状

態は市政に反映されつつあるのでしょうか。今後

の変革を期待して１２月定例会より気付きを下記

のように列記します。 

1.地域コミュニティの活性化プラン 

将来の姿を見すえた具体的計画の提示とより具

体的な施策を早く示して欲しい。 

2.女性の活躍応援 

 より具体的に市民が安心できる内容を早く知り

たいものです。 

3.小学校のエアコン設置について 

 維持管理費の予算計上(数値)提示で停滞。早く提

出すべきでは？ 

4.市の公共施設の活発有効利用推進 

 このプロジェクトの停滞している理由と挽回策

を示すべきところ、今だもって考え方のみの答弁

ではこの問題がいつ解決できるのか全くわから

ず。早く対応策を実行すべきでは？ 

5.観光振興施策の展開による防府市の活性化 

 これに反し振興施設の慢性的赤字の指摘が以前

定例会を傍聴されてのご意見ありがとうございま

した。 

これらの件につきましては、市議会の運営に関する

ご意見でないことから議会としての回答は控えさせ

ていただきます。 

しかしながら、市長が交代してからの施策に関し

て、貴重なご提言が含まれておりますので、今後の議

会活動の参考となるよう全議員に配付させていただ

きます。 
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よりあります。早急にこの赤字をどのようにして、

いつまでに黒字体質に変化させるのか示すべきで

は？ 

１２ ① 提案 

 

③傍聴について 

（平成 31年 1月 10日） 

 

傍聴券の配布において、住所・氏名・年齢個人

情報記載手続きを廃止していただきたい。 

他の自治体でも廃止事例が増えている。廃止し

て支障があったという例は聞かない。個人情報保

護法からも行政はやたらと市民の情報収集はすべ

きではない。 

市民の議場へのフリーが「開かれた議会」の実

現の一歩となる。 

議会の傍聴についてのご意見ありがとうございま

す。傍聴に来られた方に、住所と氏名を記載していた

だくことにつきましては、議長の議場整理権を担保す

るために必要と考えられますので、当面は住所・氏名

の記載をいただくことにご理解を賜り、他自治体の動

向を見ながら、今後の研究課題とさせていただきま

す。 

 なお、傍聴の手続きの際には、年齢の記入は求めて

いないこと、また、ご記載いただきました個人情報に

ついては、防府市個人情報保護条例に基づいて適切な

取り扱いを行っていることを申し添えます。 

 

 

１３ ① 提案 

 

⑥その他 

（平成 31年 1月 10日） 

 

議会図書館は、議員だけのものでなく地方自治

法で市民の利用が保障されている。 

私は議会棟を市民の政策センターにと望してい

る。議会モニターとして全国自治体を訪問した際

にも、まず議会図書館に入れていただいた。議会

図書館を見ればその議会が何を目指すか判るよう

になったとさえ思っている。 

 

 

地方自治法第100条第20項において、「（議会の）図

書室は、一般にこれを利用させることができる。」と

されています。防府市議会図書室条例においても、第

4条で議長の承認によって市民の方の議会図書室の利

用を認めております。 

 利用される市民の方が、防府市議会の目指す方向性

を感じられるような図書室運営に努めてまいります。 



8 

 

１４ ① 提案 

 

⑥その他 

（平成 31年 2月 14日） 

 

2/14 庁舎建設調査特別委員会を傍聴して感じま

した。 

1)意見の集約が急がれる 

2)市民の意見の聴収について前回のやり方以外考

えられていないこと 

3)内容がそれぞれ専門的になっていること 

そこで市庁舎の議題に特化して「市民フリース

ピーチ制度」を採用できないでしょうか。 

議員全員で聞いて執行部に提案できることは、

議員間討議をして。 

市民の中にはそれぞれの分野での専門家いろい

ろ知見を持っておられる方がたくさんおられると

思います。前回と同じやり方ではダメだと思いま

す。 

委員会を傍聴してのご意見ありがとうございます。

ご提案の「市民フリースピーチ制度」は、大変興味深

い試みではありますが、議会内で制度に対する意見を

集約・調整し、体制を整えるにはかなりの時間を要す

ることが予想され、市庁舎の議題に特化しての実施は

難しいと考えます。 

専門的知見が必要と思われる内容については、議会

懇談会、あるいは議会基本条例第9条第3項にあります

ように、公聴会及び参考人制度を活用してまいりたい

と考えます。 
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平成３０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 

１５ 

 

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 31年 3月 19日） 

 

 赤字・市公共施設の有効活用と黒字化の強力推進を

願います。（例えば「山頭火ふるさと館」） 

１２月定例会で「山頭火ふるさと館」の開館以来の

慢性赤字が取り上げられていましたが、市執行部より

何ひとつ具体的な答弁がされていません。 

そして突然の「来年度より入館料無料」との新聞記

事。このためでしょうか３月定例会の本会議と 3/12

の委員会でも、その主旨説明といきさつの説明が議員

より求められましたが、満足できる回答は市執行部よ

りなされていません。 

市財政が厳しい折、市民の納入した税金の有効活用

の見地より現在、赤字経営の続く市公共施設の黒字化

に向けての諸策を市執行部より引き出して欲しく思

いました。 

本会議、委員会を傍聴されてのご意見ありがとうご

ざいます。  

この件につきましては、市議会の運営に関する 

ご意見でないことから議会としての回答は控えさせ

ていただきます。  

しかしながら、公共施設の再編及び維持管理の面か

ら、ご指摘のような視点を持つことは重要であると考

えられますので、今後の議員活動の参考となるよう、

ご意見を全議員に配付させていただきます。 

１６ 

 

② 意見 ⑥その他 

（平成 31年 3月 19日） 

 

 

 

 

 

 

 

自治会の活動をより活性化するため市議会と市議

の皆さんの助力と支援が「地方自治の危機」が問

題視されている現在、必要では？ 

（防府市の地方創生委員会最重要課題の「元気み

なぎるコンパクト・シティの形成」関連の意見で

す） 

地方自治の底辺である自治会を「元気みなぎる

コンパクト自治会」に変身させるべく下記の事柄

について助力・支援を希望するものです。 

ご意見ありがとうございます。 

自治会活動は、地方自治の根幹の一部を担ってお

り、その必要性・重要性は、議会としても充分認識し

ているところです。 

ご提言のうち(1)～(3)につきましては、市執行部に

伝えさせていただきます。 

(4)の「連絡会議」は、自治会連合会の理事会の際

に行っている「議会概要報告会」のことであると思わ

れます。 
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１) 事業計画の作成のやり方：ＩＳＯ規格に準ず

るとか？！ 

２) 収支予算案の書式の改訂：せめて前年度収支

実績と効果、反省点に基づく本年度予算への

反映した内容説明 

３) 自治会活動と防府市の主要活動が連係して

いる姿と説明（地区住民（会員）の方々に自

治会活動と市政活動にもっと興味をもって

もらうため） 

４) 議員と市議会と地域住民との連絡会議を現

行より定例議会（年４回）の前に実施し、よ

り地域住民の意見・期待を議会一般質問の中

に反映させていく 

開催時期の変更は難しいかもしれませんが、ご意見

をいただいて議会の議論に反映させることは可能で

あると思われますので、議長・副議長・各常任委員長

に伝えさせていただきます。 

なお、議会としては、毎年1回「議会報告会」を行

い、そこでいただいた地域住民の方の意見を、一般質

問等で取り上げ、市の施策に反映させる取り組みを行

っております。 

今後もこの取り組みを続けてまいりますので、ご理

解いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

    

 




