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　　平成25年12月（第4回）市議会定例会は、12月9日に会期を12日間として開会し、20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
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承認
異議なし

総合審議

平成25年度宇部市一般会計補正予算（第4回）
平成25年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2回）
平成25年度宇部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第1回）
平成25年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算（第2回）
平成25年度宇部市営駐車場事業特別会計補正予算（第1回）
平成25年度宇部市下水道事業会計補正予算（第1回）
平成25年度宇部市農業集落排水事業会計補正予算（第1回）
平成25年度宇部市水道事業会計補正予算（第2回）
平成25年度宇部市ガス事業会計補正予算（第1回）
平成25年度宇部市交通事業会計補正予算（第1回）
宇部市税賦課徴収条例中一部改正の件
宇部市渡辺翁記念会館条例中一部改正の件
宇部市文化会館条例中一部改正の件
宇部市シルバーふれあいセンター条例中一部改正の件
宇部市生きがいデイサービスセンター条例廃止の件
宇部市事業所設置奨励条例中一部改正の件
宇部市中央卸売市場業務条例中一部改正の件
宇部市地方卸売市場業務条例中一部改正の件
宇部市旧宇部銀行館条例中一部改正の件
宇部市営住宅条例中一部改正の件
宇部市都市公園条例中一部改正の件
宇部市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例制定の件
宇部市営旅客自動車運送条例等の一部を改正する条例制定の件
山口県市町総合事務組合の共同処理する事務及び規約の変更について
宇部市体育施設（宇部市俵田翁記念体育館ほか15施設）に係る指定管理者の指定の件
宇部市体育施設（宇部市楠若者センターほか3施設）に係る指定管理者の指定の件
物品購入の件（じんかい収集自動車）
宇部市総合福祉会館に係る指定管理者の指定の件
宇部市障害者生活支援センターに係る指定管理者の指定の件
宇部市シルバーふれあいセンターに係る指定管理者の指定の件
宇部市楠総合センターに係る指定管理者の指定の件
宇部市メディカルクリエイティブセンターに係る指定管理者の指定の件
宇部市楠こもれびの郷に係る指定管理者の指定の件
宇部市営駐車場に係る指定管理者の指定の件
工事請負契約締結の件（西岐波団地建替（第12棟建築主体）工事）
恩田運動公園及び中央公園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
給与その他の給付に関する処分についての異議申立てについて意見を求める件



　12月11日から13日までの3日間、20名の議員が市
政全般にわたり、事務の執行状況や今後の方針な
どについて市長ほかに質問しました｡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 「ときわ公園全国ブランド化の推進」について
② ハラスメントにおける相談窓口を含めた対策に
　 ついて

① 企業の農業参入の取り組みについて
② 農業版ＢＣＰの策定について

① ときわ公園全国ブランド化について
② 本市のアンテナショップについて

① 市の施設における受動喫煙防止対策について
② 宇部市空き家等の適正管理に関する条例の運
　 用状況について
③ 任意の予防接種（水痘、おたふく風邪、高齢者
　 肺炎球菌及び風疹）に対する助成制度について

① 文化の振興及び文化によるまちづくりについて
② 上宇部方面から山口大学医学部附属病院への
　 バス路線の開設について
③ 旦の辻市営住宅の第3棟横からグラウンドに直
　 接つながる通路の設置について

① 卵巣がん等の早期発見のための経腟エコー対 
　 応について

② 介護予防、健康づくり、予防医療の取り組みに
　 ついて
③ ＰＦＩ事業による公共施設への対応について

① 中山間地域の現状と今後について

① 指定管理者制度について
② 宇部市文化創造財団について
③ 教育問題について

① 未婚のひとり親家庭への寡婦（夫）控除のみ　 
　 なし適用について
② 子ども・子育て支援新制度について

① 産業振興について

① 第25回ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）　 
　 の総括と今後の取り組みについて
② 街路灯、防犯灯等の設置状況について
③ 昨年末及び今年度に実施された各選挙の総括
　 について

① 低炭素まちづくりの構築への取り組みについて
② レセプト・健診情報等を活用したデータヘルス
　 の推進について
③ 選挙事務並びに投票率の向上について

① 自主防災組織の活動の限界と行政対応の問題点

② 市内公共の場でのＩＣＴ化の進捗状況と今後
　 の見込み

① 介護保険の要支援外しによる影響について
② 火災による家屋焼失の場合の対応について

① 中央町三丁目第2地区の事業について
② 火葬場の建設について
③ 耐震診断の義務化について
④ 少子化対策について
⑤ 小学生の制服について

① 民間キャリア活用採用について

① 平成26年度予算編成方針について

① 交通局の運営について
② 広域連携の推進と、山陽小野田市との広域連
　 携による新火葬場建設の検討状況について
③ 学校耐震化と学校統合及び学校統合と宇部
　 市の将来計画について
④ 歳出における適切な比率について

① 雇用対策について

① コミュニティー交通について

一般質問
宇部市議会だより2014年2月❷

長谷川　耕二（公明党）1

時田　洋輔（日本共産党）5

荒川　憲幸（日本共産党）17

柴田　敏彰（市民連合）19

宮本　輝男（市民連合）20

真鍋　恭子（日本共産党）14

新城　寛徳（公明党）12

安藤　巧（公明党）2

山下　節子（清志会）8

猶　克実（清志会）13

黒川　康弘（清志会）18

岩村　誠（新風会）10

田中　文代（新風会）7

岡本　公一（日本共産党）9

笠井　泰孝（新風会）16

村上　恵子（公明党）4

城美　暁（新風会）3

山下　憲章（新政会）15

唐津　正一（新政会）11

射場　博義（新風会）6

　本委員会には、議案第97号平成25年度宇
部市一般会計補正予算（第4回）外7件が付託
されました。これらの審査の結果は、議案第
97号、第107号、第120号から第122号まで及び
諮問第3号の6件については全会一致、そして
第108号、第109号の2件については賛成多数
で可決しました。
　主な内容と審査の過程での質疑は次のとお
りです。
〇議案第97号　平成25年度宇部市一般会計
補正予算（第4回）
　補正額は5億769万2千円で、歳入において
は、歳出に伴う国・県支出金や市債のほか収
入額の確定に合わせ諸収入等を補正し、また、
補正財源の一部として、特別交付税を補正し
ました。歳出については、自立支援医療給付扶
助費を初めとした社会福祉に係る経費や所要
見込み額に合わせて補正した職員給与費等
経費、また施設修繕費など緊急を要する経費
等です。
質疑 予防接種費補助金を補正計上する理由
は？

答弁 水痘やロタウイルスがはやる1月から新た
に予防接種助成を始めるためです。
〇議案第108号　宇部市渡辺翁記念会館条
例中一部改正の件

　宇部市渡辺翁記念会館の管理運営を指定
管理者に行わせるとともに、利用者にとって利
用しやすい料金体系に見直すことに伴い、所
要の整備を行うものです。
質疑 本施設は市民の文化の向上及び福祉の
増進を図るための施設として、市が責任をもっ
て管理すべきであると思うが、あえて指定管理
者制度を導入する理由は？

答弁 現在は貸し館業務が中心となっており、イ
ベントの開催や人材育成の面において、民間の
知恵と活力を生かしていきたいという思いから
指定管理者制度を導入するものです。
〇議案第122号　宇部市体育施設（宇部市楠
若者センターほか3施設）に係る指定管理者
の指定の件
質疑 宇部市全体の体育施設の指定管理を2つ
に分けた理由は？
答弁 新たに小規模企業等にも参画の機会を
提供し、地域の特性を生かしたスポーツ振興や
地域と連携した活性化の取り組みが推進され
ることを期待したものです。
〇諮問第3号　給与その他の給付に関する処
分についての異議申立てについて意見を求
める件
　懲戒免職処分に伴い退職手当の全部を支給
しないとした処分に対し提起された異議申し立
てに対する決定を行うに当たり、地方自治法の
規定により市議会の意見を求めるものであり、
申し立てを棄却することに異議のない旨決定し
ました。

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

総務財政委員会報告総務財政委員会報告
渡辺翁記念会館・文化会館も今後は指定管理に

宇部市渡辺翁記念会館
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　本委員会に付託された議案は補正予算、
条例改正・廃止、物品購入、指定管理者の指
定の件の合計10件であり、慎重に審査した
結果、いずれも全会一致で可決しました。
　主な項目・質疑内容は次のとおりです。
〇議案第123号　物品購入の件
  じんかい収集体制の整備充実を図るため、
地域の元気臨時交付金（全額が国から交付
される予定）を活用し、じんかい収集自動車3
台の更新を図るもので、予定価格が2,487万
7,440円となり2,000万円を超えたため市議会
の議決を求めるものです。
質疑 じんかい収集自動車の使用可能年数及
び直近の更新時期は？
答弁耐用年数は4年と定められているが、お
おむね8年、9年は使用可能で、7年を一応の
基準としている。直近の更新は平成21年3月
の購入である。
質疑 指名競争入札は何社か、入札の最低額
と最高額はいくらか？
答弁 入札には5社が参加し、消費税別の入札
額は最低が1,723万5千円、最高が1,940万円で

ある。
質疑 平成20年度以前の購入状況は？
答弁平成20年度は2台、19年度は4台、18年度
と17年度は各2台、16年度と15年度は各1台を
購入した。
　質疑の後、採決の結果、全会一致で可決
しました。
　なお、一部委員から、年次的な更新は収集
の安定的な運営及び安全上の観点からも必
要である。場当たり的でなく、明確な基準の
もとに更新されたいとの要望がありました。
〇議案第124号　宇部市総合福祉会館に係
る指定管理者の指定の件及び議案第126号
宇部市シルバーふれあいセンターに係る指
定管理者の指定の件
　総合福祉会館及びシルバーふれあいセン
ターの指定管理者を指定することについて
地方自治法の規定により市議会の議決を求
めるものであり、両施設については一括して
指定管理者を指定するため、本委員会にお
いても一括して審査したものです。
質疑評価基準に指定管理者外部評価委員

会の実績評価に基づく加点・減点の項目が
設定されていない理由は？
答弁この項目を設定するのは、前回募集時
の仕様等に変更がない場合において現在の
指定管理者である団体が応募した時であり、
前回は個別に管理者を募集したが、今回は一
括で募集することにより仕様が異なるので設
定していないものである。
〇議案第127号　宇部市楠総合センターに
係る指定管理者の指定の件
　宇部市楠総合センターの指定管理者を指
定することについて地方自治法の規定により
議会の議決を求めるものです。
　本議案については全会一致をもって可決し
ましたが、審査の過程において一部委員から、
指定管理者の評価に当たっては利用者に対
するサービス向上の観点による評価だけでな
く、利用者増の努力など、市全体としての設備
の有効利用の観点からも評価されたいとの要
望がありました。

じんかい収集自動車更新の物品購入などを可決
文教民生委員会報告文教民生委員会報告 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

　本委員会では、議案第101号平成25年度宇
部市営駐車場事業特別会計補正予算（第1
回）外18件について審査を行い、採決の結
果、議案第101号から第106号まで、第112号、
第115号から第118号まで及び第128号から第
132号までの16件については全会一致をもっ
て、第113号、第114号、第119号の3件について
は賛成多数をもって、可決しました。
　審査の主な内容は次のとおりです。

〇議案第114号　宇部市地方卸売市場業務
条例中一部改正の件
　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い
所要の整備を行うとともに、買受人詰所の一
部を改造し、加工所を設置するものです。
討論 本案については、消費税の引き上げにつ
いて反対する立場から反対討論がなされた。

〇議案第117号　宇部市都市公園条例中一
部改正の件　　　　　　
　常盤公園ときわ湖水ホール等を利用者に
とって利用しやすい料金体系に見直すととも
に、常盤公園駐車場の使用料を時間制とする
こと等に伴い所要の整備を行うものです。
質疑 駐車場の回数券の今後の取り扱いにつ
いては？
答弁 2時間以内は200円という利用しやすい料
金体系にすることから、4月以降は回数券を発
行する予定はなく、また、既に回数券を買われ
ている方及び今後買われる方には、4月以降は
使えないことをしっかりと周知し、4月以降は1枚
200円での買い戻しを予定している。
質疑 平成24年度の駐車場収入の実績と、時
間制料金となった場合の収入額については？
答弁 平成24年度収入が約4,090万円、そのう

ち臨時駐車場収入は約30万円であり、平成24
年度の利用時間の実績を当てはめると約100
万円の減額となる。
質疑 料金の区分が大型自動車、普通自動車
の表記しかないが、中型自動車の料金はいくら
か？
答弁現在、駐車場ゲートは機械メーカーの基
準で、高さ2.5ｍ以上の車が大型自動車として
設定されており、今後とも中型自動車であって
も高さが2.5ｍ以上の車に関しては、大型自動
車の料金での運用を行う予定である。ただし、
普通自動車でありながら、機械の誤作動等によ
り大型自動車の料金を徴収された場合には、
個別に対応を行いたい。
　また、現在の自動車区分の表示については、
軽自動車やマイクロバス等の料金がわかりにく
いため、料金改正のＰＲとあわせて、誤解のな
いようにわかりやすく、しっかりと市民に周知し
ていきたい。

〇議案第119号　宇部市営旅客自動車運送条
例等の一部を改正する条例制定の件　　　
　消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、
普通運賃に係る基準賃率を引き上げるととも
に、所要の整備を行うものです。
質疑 具体的な運賃の改定予定については？
答弁 初乗り運賃の130円に変更はなく、利用区
間の距離、運賃に応じ、消費税分として10円か
ら30円が上乗せされる。具体的な例として、宇
部新川駅発では、市役所、常盤町一丁目、二丁
目は130円で変更はなく、常盤公園入口は250円
から10円上がって260円、宇部興産中央病院は
450円から10円上がって460円、サンパークあじ
すは690円から20円上がって710円、新山口駅は
980円から30円上がって1,010円、また宇部新川
駅から宇部駅までは330円から10円上がって340
円になる。

〇議案第131号　工事請負契約締結の件（西
岐波団地建替（第12棟建築主体）工事）
　西岐波団地建替（第12棟建築主体）工事で、
鉄筋コンクリート造4階建て、40戸、1棟を建築す
るものです。なお、西岐波団地の敷地の南側約
7ヘクタールを市営住宅整備地区として360戸
の建設を計画しており、平成18年度から着手、
現在234戸が完成し、進捗率は65％です。
質疑 今年度は1棟40戸のみの工事か？
答弁 1棟40戸のほかに、木造住宅3棟6戸も工
事に着手する。
質疑工期及び整備地区の建てかえの完成時
期については？
答弁工期については平成27年2月の完成を予
定しており、整備地区の建てかえは、平成29年
度での完成を予定している。

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　恵子常盤公園駐車場料金の見直し

常盤公園正面駐車場



　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。

編集後記

「議会だより（平成25年9月定例会号）」の訂正について

議会だより編集委員会

市議会への問い合わせ

平成25年12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。
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1
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1
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委員
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射場　博義
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真鍋　恭子
宮本　輝男
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山下　節子

宇部市議会 検索

議会を傍聴しませんか

宇部市議会だより2014年2月❹

WC WCEV

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

　地方分権一括法により、国と地方を上下・主従
に置いてきた機関委任事務が廃止され、自治体
の全ての事務に原則として議会の権限が及ぶこ
とになりました。市長は議会が条例を議決し、予算
を決定しなければ政策や行政事務を執行するこ
とができません。それだけに市民を代表する市議
会は大きな責任があることを自覚し、チェック機能

を適切に働かせるため、熟議・決定を行います。さ
らに市民に開かれた市議会へと議会改革を進め
る中で、平成26年度からは議会のインターネット
中継、議会だよりの紙面の拡充も予定していま
す。今後とも市民にわかりやすく、開かれた議会を
目指し努力してまいります。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　真鍋　恭子

各常任委員会行政視察報告

　今回の懇談は、山東省側の希望により、市
政運営について理解を深めたいとの意向か
ら、宇部市日中友好協会の協力を得て実現さ
れたものです。山口県と山東省との姉妹提携
も３０年を過ぎますが、初めての経験です。
　日中双方、行政の仕組み、各機関の権限
等の説明を行い、質問がなされました。その

中で、とりわけ印象に残ったことは、「山東省
では、当初予算を組んでも、途中から予算が
膨らんでいくが、宇部市ではどうか」という質
問でした。
　１時間半の懇談では、互いに理解をするこ
とは難しかったかと思いますが、何よりも、国
家間の違いを越え、相手を理解しようとする
姿勢こそ友好関係においては大切なことで
はないかと思います。
　今後もこのような機会を持てることを期待
するとともに、これまでの山口県と中国山東
省との友好の歴史をもとに、経済を初め、教
育、文化、さらには福祉等、交流の場を広げ、
実りのある友好関係を築いていくことを望み
ます。

中国山東省人民代表大会の方々5名が
宇部市を来訪。正副議長及び各会派
代表者と初めての懇談。

市議会コラム市議会コラム

総務財政委員会【11月11日㈪～13日㈬】総務財政委員会【11月11日㈪～13日㈬】 産業建設委員会【11月11日㈪～12日㈫】産業建設委員会【11月11日㈪～12日㈫】文教民生委員会【11月18日㈪～20日㈬】文教民生委員会【11月18日㈪～20日㈬】

新潟市民芸術文化会館(コンサートホール)

湘南新産業創出コンソーシアムについて （神奈川県藤沢市）
　大学や企業が連携することにより、幅広い分野にお
いて世界水準の新産業の創出やベンチャー企業育
成、それに伴う産業全体の活性化が可能だと考え、そ
の結びつけと連携の実現を目指した地域全体の組織
として、市を初め大学・企業などいろいろな団体が参
加して活動を行っていました。
　本市も藤沢市と同様な条件がそろっていますが、藤
沢市の活動状況や結果が本市より先進でわかりやす
く、今後の取り組みの参考になりました。
築地場外市場商店街の取り組みについて （東京都中央区）
　築地市場の周
辺にも買出人を相
手とする店舗が多
数あり、「場外」と
呼ばれる商店街
を形成している。
時代の流れととも
に客層が変わって
きており、商店街
が生き残るために、その時代にあった取り組みをして
いくとの説明を受けました。やはり、よい形での世代交
代が必要とのことでした。
かわさき産業振興プランについて （神奈川県川崎市）
　このプランは平成17年度に作成されましたが、その
後の社会経済環境の変化や、各種政策等を反映する
ため見直しを行い、平成23年3月に新実行プログラム
が策定されました。新実行プログラムは、「かわさき産
業振興プランの概要と取り組みの成果」、「本市を取り
巻く社会経済環境の変化と本市の状況」、「実行プロ
グラムの見直しの方向性」、「実行プログラムの方向
性」を柱とし、おおむね5年間を見据えた計画でした。
　この取り組みを確かなものにするため、エリアを越え
他市との連携などに力を入れており、特に経済を担当し
ている各市の若手職員による意見交換会を連携強化
のため定期的に行っているということが、印象的でした。
　以上の視察を本市での取り組みの参考にしたいと
思います。

　福岡県春日市、佐賀県伊万里市、武雄市を視察しま
した。
① 春日市の教育委員会の改革は、「職員の政策形成
機能強化のための定例業務のスリム化」、「学校の自
立化を目指した権限移譲」、「開かれた教育行政」の３
点を柱として行われました。
② 伊万里市学校給食センターの運営では、施設の建
設・管理をＰＦＩ方式とし、運営費を市が支出しており、
市が直接建設・運営をした場合と比較して財政負担が
減っていますが、大規模な修繕は市負担であり、調理に
ついても、市が責任を持って行っています。
③ 伊万里市民図書館の運営では、市の政策を情報共
有しており、例えば「家読」（家族で読書の習慣を共有
すること）において、活動を支援するための業務を図書
館が行って
います。図書
館利用者の
ボランティア
団体とも協
働して利用
向上を図り、
利用登録者
は、65％を超
えています。

④ 武雄市図書館の指定管理者導入では、2013年4月
からTUTAYAに運営を委託、同一館内に図書館、書
店、コーヒー軽食店が混在し、ブック＆カフェで女性な
どの利用者がふえ、従前の3.5倍になりました。また、導
入前の13名の嘱託職員は全員指定管理者に採用さ
れ、現在61名体制で運営されています。
⑤ 武雄市のICT教育の推進については、導入に総務
省の絆プロジェクトを活用、今年度中に市内全小中学
校を整備する予定です。電子黒板やiPadは映像やわ
かりやすい資料を表示するなど、効果的な場面におい
て使用し、ほとんどは黒板やノートで授業をしています。
　今回の視察は、教育委員会、給食センターのあり方、
図書館の運営など、大変参考になるものでした。

　埼玉県戸田市、千葉県千葉市、東京都北区、新潟
県新潟市を視察しました。
　１１日㈪は戸田市で将来にわたり市民満足度の高
い市政運営を継続し持続的な発展を目指し、市として
の政策形成力を高めるため、市長直轄の「政策秘書
室」として設置された戸田市政策研究所の組織体制
や活動実績について説明を受けました。
　12日㈫には、まず午前中に千葉市で全国でも先駆
けてビッグデータ・オープンデータの活用を実践され
ている内容について説明を受けました。
　武雄市、奈良市、福岡市との4市によるビッグデー
タ・オープンデータ活用推進協議会での取り組みやア
イデアコンテスト、そしてちばレポ（ちば市民協働レ
ポート実証実験）などについてです。
　そして午後からは、東京都北区において昭和63年
に設立された文化振興財団から設立の経緯について
説明を受け、活動の拠点施設である北とぴあを見学
しました。
　13日㈬は、新潟市において平成3年に設立された芸
術文化振興財団から、設立の経緯と目的について、ま
た現在の活動状況や実績について詳しく説明を受け、
市民芸術文化会館（りゅーとぴあ）と音楽文化会館を
見学しました。特にりゅーとぴあは1,884席のコンサート
ホールのほかに868席の演劇用シアター、382席の能
楽堂をあわせもつ、まさに文化の殿堂たるすばらしい
施設でした。

築地場外市場

伊万里市民図書館

　平成25年11月1日発行の「議会だより（平成25年9月定例会号）」3ページに掲載
した「文教民生委員会報告」の「議案第86号から88号までの工事請負変更契約
締結の件」の記事中、右記のとおり誤りがありましたので、お詫びして訂正いたし
ます。

　誤：　質疑　工事請負金額が総額で１千億円の増額となっているが、……
　
　正：　質疑　工事請負金額が総額で１千万円の増額となっているが、……
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