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議決結果報告

ご あ い さ つ

　　宇部市議会議長

植松　洋進

　市民の皆様には、平素より、市議会に対しましてご理解とご協
力をいただき、厚くお礼申し上げます。
　私は、去る5月21日の臨時会におきまして、議員各位のご推挙に
より、宇部市議会議長の大役を仰せつかりました。身に余る光栄
であると同時に、その責任の重さに身の引き締まる思いを改めて
感じているところです。市民の多様な声が市政に反映できるよう、
公平公正な開かれた議会を目指し、市政発展のため誠心誠意取り
組んでまいります。
　今後、市議会が、自治体の意思決定や執行機関の監視・評価だ
けにとどまらず、政策形成機能を十分に発揮していくためにも、
引き続き市民の皆様のご指導、ご鞭撻を心よりお願いいたします。

6月定例会初日（6月3日）に議場を撮影
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平成25年6月（第2回）市議会定例会は、6月3日に会期を12日間として開会し、14日に閉会しました。議決結果は次のとおりです。

付託委員会件　　　　名番　号 結果 備考
議案第48号
議案第49号
議案第50号
議案第51号
議案第52号
議案第53号
議案第54号
議案第55号
議案第56号
諮問第　1号

平成25年度宇部市一般会計補正予算（第１回）
宇部市税賦課徴収条例中一部改正の件
宇部市延滞金の徴収に関する条例中一部改正の件
宇部市休日・夜間救急診療所条例中一部改正の件
工事請負契約締結の件（学校給食センター建設（建築主体）工事）
工事請負契約締結の件（学校給食センター建設（機械設備）工事）
工事請負契約締結の件（学校給食センター建設（電気設備）工事）
物品購入の件（学校給食センターにおける厨房機器）
宇部市ときわ公園障害福祉サービス事業所に係る指定管理者の指定の件
人権擁護委員の候補者の推薦について意見を求める件

総務財政
総務財政
総務財政
文教民生
文教民生
文教民生
文教民生
文教民生
産業建設
̶

可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
承認 総合審議



　本委員会に付託された議案は、補正予算
１件、条例改正２件の合計３件で、それぞれ
慎重に審査した結果、いずれも全会一致で
可決しました。主な内容は次のとおりです。

❶議案第４８号　平成２５年度宇部市一般   
　会計補正予算（第１回）
　　補正額は３,８４３万円であり（補正後の
　予算総額６１４億６,８４３万円）歳出の主な
　ものは、県の基金を活用した雇用創出事
　業である着地型旅行商品造成支援事業
　委託料の３,３６０万円です。
　　また、本案の審査の過程で、この事業
　の具体的な事業内容についての質疑が

　ありました。この事業は緊急雇用創出事業
　臨時特例基金補助金を活用し、個人や少
　人数グループの旅行者、ビジネス客等を
　対象としたタクシーなどの利用による市内
　観光ルートの開発等を委託するもので、新
　規雇用６人の創出を見込んでいるとのこ
　とでした。

❷議案第４９号　宇部市税賦課徴収条例　
　中一部改正の件
　　地方税法の一部改正等に伴い、延滞
　金の割合の特例の見直し、個人市民税の
　住宅借入金等特別税額控除の拡充及び
　適用期間の延長、その他所要の整備を行
　うものです。

❸議案第５０号　宇部市延滞金の徴収に関
　する条例中一部改正の件
　　地方税法の一部改正に伴い、使用料・
　手数料等に係る延滞金の割合の特例を
　見直すものです。

　6月5日から7日までの3日間、18名の議員が市
政全般にわたり、事務の執行状況や将来に対
する方針などについて市長に質問を行いました｡
各議員の質問項目は次のとおりです。
　なお、紙面の制約上、大項目のみ記載してい
ます｡

①「中小企業金融円滑化法」終了後の中小企
業者に対する取り組みについて
②嘱託運転士の処遇改善について
③平成２５年度公共工事設計労務単価の運用
に係る特例措置への対応について

①ICTを活用した市民ニーズリサーチ制度の
導入について
②部活動における体罰について

①人材育成について
②宇部市が取り組む行政サービスについて
③ガス水道局（ガス事業部）民営化について

①常盤公園について
②交通安全対策について
③職員等の責務及び職務向上への取り組みに
ついて
④市道街路灯及び公園灯について
⑤恩田水泳プールについて

①小児予防接種（B型肝炎・ロタウイルス・おた

ふく風邪・水ぼうそう）の助成について
②道路整備事業について
③緊急通報装置の光回線の対応について

①国政問題の本市の見解について

①山口朝鮮学校への助成金について

①本市における女性就業について

①国民健康保険の広域化方針について
②岬小学校の改築計画について

①雇用確保対策について
②道路行政の今後の計画について
③食物アレルギー対策について
④学び合いのある授業について

①市民の健康づくりについて
②学校教育の充実について

①合併道路市道立熊沖田線建設の進捗と完
成時期について
②中心市街地活性化について
③市有公共施設の有効活用と統廃合計画に
ついて
④市長マニフェストの検証

①７．８％の公務員給与削減について
②乳幼児及びひとり親家庭の医療費助成制
度について
③市道丸尾岐波浦日の山線の進捗状況及び
今後の予定について

①職員の処遇について
②学童保育の委託先変更の現状と今後の対
応について
③男女共同参画センター・フォーユーが指定
管理者になって、２年経過しての検証について
④校区自主防災会の現状と今後のあり方について

①産科医療補償制度について
②風疹の感染拡大を防ぐための対策について
③介護保険制度の改善について

①第５期宇部市高齢者福祉計画について
②障害者福祉タクシー助成事業について
③厚南循環バスの新設について

①学校施設耐震化について
②学校統合について

①国による公共工事設計労務単価の引き上
げに対する市としての見解と今後の対応
②マニフェスト実施プラン４年間の総括的検
証について

一般質問

長谷川　耕二（公明党）

兼広　三朗（新政会）

山下　憲章（新政会）

射場　博義（新風会）

時田　洋輔（日本共産党）

荒川　憲幸（日本共産党）

宮本　輝男（市民連合）

真鍋　恭子（日本共産党）

新城　寛徳（公明党）

黒川　康弘（清志会）

重枝　尚治（新政会）

岩村　誠（新風会）

田中　文代（新風会）

岡本　公一（日本共産党）

笠井　泰孝（新風会）

村上　恵子（公明党）

河崎　運（清志会）

城美　暁（新風会）
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総務財政委員会報告総務財政委員会報告 委 員 長　重枝　尚治　副委員長　山下　節子
委　　員　荒川　憲幸　笠井　泰孝　志賀　光法　
　　　　　柴田　敏彰　新城　寛徳　杉山　孝治　
　　　　　田中　文代

タクシーによる市内観光ルートの開発
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宇部新川駅前のタクシーのりば



学校給食センター建設関連議案を可決
文教民生委員会報告文教民生委員会報告

新 学 校 給 食 セ ン タ ー 完 成 予 想 図
所在地：大字西岐波字山田1173番242
　　（臨空頭脳パーク隣接地）

常盤公園維持管理予定の花壇

　本委員会では、宇部市休日・夜間救急
診療所条例中一部改正の件外４件の合計
5件について審査しました。
　本委員会に付託された議案のうち、第
52号から第54号までの工事請負契約締
結の件については、学校給食センター建
設工事で、鉄骨2階建て、延べ面積
2,452.99平方メートルを建設するととも
に、機械設備工事及び電気設備工事を行
うもので、議案第55号については、学校
給食センターの建設に伴い厨房機器を購入
するものであり、慎重に審査した結果、全
会一致で可決しました。
　質疑の中で明らかにされた内容は次の
とおりです。
　競争入札に応札した業者はすべて市内
業者で、建築主体及び機械設備工事には
3共同企業体、電気設備工事には7共同企
業体、厨房機器には6業者が応札したも
ので、落札率は建築主体工事93.2%、機
械設備工事97.1%、電気設備工事94.2％
とのこと。
　事業費全体16億5千万円のうち特に経
費がかかっているものは、厨房機器が4
億4,775万円であり、通常家庭では使用
しないかなり高額な機器を導入すること
になる。
　他市にない設備としては、受水槽は災
害時にその水を利用出来るよう工夫をし
ているのも特徴的な部分であること、そ
して、災害対応のためにガス発電設備を
設置し、災害時の食材を保管する冷蔵庫

や事務所の機能など、最低限の電源を確
保するようにしていること。
　設置される太陽光発電の初期導入費用
については、10キロワットで約1,600万
円であり、維持管理費を考えると売電し
ても初期導入費用を回収するには至らず、
あくまで環境教育としての形での設置で
ある。基本的に本施設のボイラーなど主
要部分の燃料は、ガス供給で賄うとのこ
と。
　駐車場については、環境面や大雨時の
用水路の下流域への影響を考慮し、透水
性舗装及び芝生舗装の併用を計画してい
るが、通常の舗装では約680万円かかる
ところ、約1,315万円とほぼ倍の額がか
かることになる。また、芝生の維持管理
費等については職員で対応することを考
えているため、芝刈り機やその燃料代程
度の出費を考えているとのこと。
　提供食数からすると、これまでの施設
より床面積が広くなっているのは、他市に
ない特徴として食育実習室を設けたこと。
今は4,100食としているが、今後新たに
給食を配送しなければならない学校が出
てきたときに対応するため、ある程度の
面積を確保しているとのこと。
　衛生管理については、汚染作業区域と
非汚染作業区域とを区切ることにより、
衛生管理を徹底する形になる。エアシャ
ワー等については、学校給食衛生管理基
準に基づいており、その基準には特に明
記はなく、保健所等にも確認した中でも

特に指摘はなかったため今回は設置して
いないとのこと。
　今後10年後にはかなり老朽化する自
校式の調理場が4施設あり、近接の小学
校であることからも、センターからの配
送を想定していること。共同調理場の建
設により、個々で建設した場合の経費に
比べればかなりの差が出てくる。通常8
校それぞれ建設する場合と比較すれば、
約4億円の差が出ると試算している。今
回の学校給食センターについては、あくま
で配送対象との比較で考えている。食材
費については保護者負担であるが、それ
以外の人件費、光熱費は市負担となって
建設費にもプラスされかなりの経費とな
るので、そのあたりも十分加味して考え
ていきたいとのことでした。

　産業建設委員会では、宇部市ときわ公
園障害福祉サービス事業所に係る指定管
理者の指定の件について審査を行い、採
決の結果、全会一致で可決しました。
審査での質疑の内容は、以下の通りです。
｠ 　　事業者が指定管理者の候補者とし
て選定された理由は？
　　　特定公園と障害者雇用のモデル
ケースを作り、これを広く発信していき
たいという意欲があることや植栽に関し
専門的な技術を有する職員を配置するこ
と等、適正な維持管理体制について具体
的な提案が多かった点などが評価された
ためである。
　　 　指定管理者が行う業務の内容は？
　　 　障害福祉サービス事業所として、
常盤公園の維持管理に関する業務を行う
こと、個別支援計画等を作成し雇用して
いる障害者のそれぞれの状況に応じた
サービスの提供を行う福祉的サービスを
実施することが主な業務である。
　

｠ 　　 指定管理者が常盤公園の維持管理
の一部を行うことで、当該業務に係る市
職員の数は削減されるのか？
　　 　外部委託や再任用などにより縮減
効果を図りつつも専門的な知識が必要な
部分は職員が担当し、花壇等それ以外の
部分は指定管理者に任せるなど、市と指
定管理者が役割を分担することで全体と
して常盤公園の維持管理経費を縮減して
いく方向で考えている。
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委 員 長　真鍋　恭子　副委員長　宮本　輝男
委　　員　青木　晴子　兼広　三朗　黒川　康弘　
　　　　　城美　　暁　高井　　仁　猶　　克実　
　　　　　長谷川耕二

産業建設委員会報告産業建設委員会報告 委 員 長　射場　博義　副委員長　山下　憲章
委　　員　安藤　　巧　岩村　　誠　岡本　公一　
　　　　　唐津　正一　河崎　　運　時田　洋輔　
　　　　　村上　恵子

宇部市ときわ公園障害福祉サービス
事業所に係る指定管理者の指定の件

質疑

質疑

答弁

答弁

質疑

答弁

委員会風景



　市議会の傍聴を希望される方は、市役所
3階市議会傍聴席入り口（階段上り口）の受付
で、住所、氏名をご記入のうえ、傍聴券の交付
を受けて入場してください。
　なお、傍聴席（53席、車いす席1席）に限りが
あるため、傍聴希望者が多い時には、入場を制
限することがあります。
　また、耳の聞こえにくい方のために、議場内
に赤外線補聴支援システムを設置しています。
傍聴受付にて、補聴レシーバー（先着3名）を貸
し出しておりますので、ご利用ください。

　答えは、平成24年に開催された市議会本
会議の傍聴者数です。定例会は、3月、6月、9
月、12月の年４回開催されますが、それぞれ
の定例会本会議で、72人、94人、74人、49人
の傍聴者がありました。なお、平成25年6月議
会の傍聴者数は左に記載しています。このよ
うに、多くの方に傍聴していただいています。

　傍聴の方法も左に記載しています。当日、
傍聴席入口に行って手続きするだけで、簡単
に傍聴はできます。議場は2階にあり、傍聴席
は3階にあるため、傍聴者は高いところから議
場全体を見渡すことができます。ただし、傍聴
するに当たり、いくつかの禁止事項などがあ
りますので、それに従ってください。
　宇部市議会では原則、本会議や委員会を
市民のみなさんに公開しています。このコラ
ムをご覧になられた方、これを機会に、生の
議論、審議を傍聴されてはいかがでしょうか。

時田　洋輔

議案第46号
議案第47号
報告第 2号
報告第 3号
報告第 4号

平成25年5月（第1回）市議会臨時会は、5月21日に会期を4日間として開会し、24日に閉会しました。
議決結果は次のとおりです。

宇部市固定資産評価員の選任について同意を求める件
宇部市監査委員の選任について同意を求める件
専決処分を報告し、承認を求める件（平成24年度宇部市一般会計補正予算（第7回））
専決処分を報告し、承認を求める件（宇部市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成25年度条例第18号））
専決処分を報告し、承認を求める件（宇部市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成25年度条例第19号））

̶
̶
̶
̶
̶

総合審議
総合審議
総合審議
総合審議
総合審議

同意
同意
承認
承認
承認

議決結果
5月臨時会結果報告

289 これって何の数字？

編集後記

議会だより編集委員会

市議会への問い合わせ

平成25年5月臨時会本会議傍聴人数

平成25年6月定例会本会議傍聴人数

〒755-8601　宇部市常盤町一丁目7番1号　宇部市議会事務局　☎34-8812　FAX31-4678
ホームページ　http://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/shigikai　メールinfo-gikai@city.ube.yamaguchi.jp※委員会も傍聴することができます。

付託委員会件　　　　名番　号 結果 備考

委員長
副委員長

日　　 付
5月21日㈫
24日㈮
計     

日  程
1
2

傍聴人数
1
0
1

備  考

日　　 付
6月3日㈪
5日㈬
6日㈭
7日㈮
14日㈮
計     

日  程
1
2
3
4
5

傍聴人数
4
22
12
22
0
60

備  考

一般質問7人
一般質問6人
一般質問5人

委員
委員

射場　博義
重枝　尚治

猶　　克実
時田　洋輔

委員
委員

真鍋　恭子
宮本　輝男

委員
委員

山下　憲章
山下　節子

宇部市議会 検索

市議会コラム市議会コラム
議会を傍聴しませんか

WC WC

総合政策部
議場

土木建築部

議会傍聴席

下水道部

市役所3階

議会傍聴席入り口

宇部市議会だより2013年8月❹

各常任委員会・議会運営委員会・特別委員会の構成

議会の構成は次のように決まりました。 議　長　植松　洋進　 　　　　   副議長　高井　　仁

総務財政委員会

委 員 長
副委員長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

重枝　尚治
山下　節子
荒川　憲幸
笠井　泰孝
志賀　光法
柴田　敏彰
新城　寛徳
杉山　孝治
田中　文代

文教民生委員会

委 員 長
副委員長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

真鍋　恭子
宮本　輝男
青木　晴子
兼広　三朗
黒川　康弘
城美　　暁
高井　　仁
猶　　克実
長谷川耕二

産業建設委員会

委 員 長
副委員長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

射場　博義
山下　憲章
安藤　　巧
岩村　　誠
岡本　公一
唐津　正一
河崎　　運
時田　洋輔
村上　恵子

議会運営委員会 新市庁舎建設促進特別委員会

委 員 長
副委員長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

猶　　克実
時田　洋輔
荒川　憲幸
岩村　　誠
笠井　泰孝
唐津　正一
河崎　　運
志賀　光法
村上　恵子

委 員 長
副委員長
委員
委員
委員
委員
委員

新城　寛徳
荒川　憲幸
笠井　泰孝
河崎　　運
重枝　尚治
柴田　敏彰
高井　　仁

監査委員・農業委員・一部事務組合議員 議員から選出する監査委員等については次のように決まりました。
監査委員

  志賀　光法

農業委員 宇部・阿知須公共下水道組合議員
荒川　憲幸　　安藤　　巧
高井　　仁　　猶　　克実　　
宮本　輝男

養護老人ホーム長生園組合議員

　　　笠井　泰孝

宇部・山陽小野田消防組合議員
射場　博義　　岡本　公一
河崎　　運　　重枝　尚治
柴田　敏彰　　新城　寛徳　　

　新しい編集委員会での『議会だより』がス
タートしました。『議会だより』が始まって３年
目ですが、まだまだ成長過程です。
　限られた紙面の中で、各議員の議会質問
の内容をいかに載せていくかが今後の課題
です。今後も市民にわかりやすい『議会だよ

り』を目指して頑張ります。
　『議会だより』は、議会が何をしているのか
多くの市民に知ってもらうためにあることは
当然ですが、宇部市の記録として残ることも
期待しています。                      
                                           猶　克実

志賀　光法　
真鍋　恭子


	1P9校
	2P7校
	3P7校
	4P9校

