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令和元年度 北摂市議会議長会管外視察報告書 

 

2020（令和 2）年 1 月 16 日  

報告者：吉田 章浩 

 

《視察日程》 

2020（令和 2）年 1 月 14 日（火）から 15 日（水）の期間 

 

《視察先》 

・山口県周南市議会及び同市内公共施設 

・広島県福山市議会及び同市内公共施設 

 

《北摂市議会議長会訪問メンバー》 

豊中市、池田市、吹田市、茨木市、箕面市、摂津市、高槻市の市議会議長、副議

長、事務局長。尚、当番市の摂津市は事務局職員 2 名随行、計 23 名 

 

《視察目的》 

・先進自治体の市議会を訪問し、共通する諸課題等について調査研究する。 

・先進自治体の先駆的施設等を視察する。 

 

《視察時進行次第》 

1. 開会 司会：視察市（周南市、福山市）議会事務局 

2. 挨拶 摂津市議会（北摂市議会議長会の当番市）議長 

3. 視察市職員紹介 

4. 調査事項 説明（視察市議会事務局説明） 

5. 調査事項 質疑（北摂市議会議長会） 

6. 閉会 

 

1 月 14 日（火）13:30 からの周南市議会の説明 

《周南市の概要》 

周南市は、人口：143,113 人、世帯数 68,088 世帯、面積：656.29 平方キロメー

トルで山口県の東南部に位置するまち。南に瀬戸内海を臨み、島しょ部は、瀬戸

内海国立公園区域に指定されるなど自然豊かな美しい景観を有している。 

2003（平成 15）年 4 月 21 日に徳山市、新南陽市、熊毛町、鹿野町の合併によ

り周南市として生まれ変わり、「県勢発展をリードする−元気発信都市−の創造」

を基本目標とした新たなまちづくりがはじまった。 
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《議会改革の取り組みと現状》 

周南市議会は、合併後 2 年間の在任特例により 78 人の議員でスタート。議員報

酬問題など、議会解散請求により、2004（平成 16）年 5 月解散。その後 6 月の

出直し選挙により 34 人の議員が当選された。そして議会改革の取り組みがスタ

ート。 

 

2012（平成 24）年から議員数は 30 人、2020（令和 2）年 6 月には市議会議員

選挙を控えている。 

 

市議会の会派構成は 3 人以上が交渉会派、2 人までは一般会派と称している。常

任委員会：企画総務、教育福祉、環境建設（3 常任委員会）他に、予算決算、議

会だより委員会を設置、2018（平成 30）年 3 月定例会の開催状況は 1 日 3 委員

会を開催。 

他、3 特別委員会、中心市街地活性化対策、公共施設再配置に関するもの、まち

づくり総合計画策定に関する特別委員会を設置。駅前の賑わい事業や 2019（平

成 31）年 6 月には新庁舎もオープン。 

 

傍聴の取り扱いについては、2018（平成 30）年に傍聴人名簿の廃止を議会運営

委員会で決定。 

 

議運についての選出は、3 人以上の会派を対象にドント方式で会派の配分を決定。 

 

代表質問については、行っておらず会派質問（3 月定例会の当初予算のみ）とし

ている。また、一般質問（個人質問）については、6 月、9 月、12 月定例会で 4

日間行い、人数制限なしの答弁含む一人 60 分となっている。質問方法は、原則

一問一答、総括質問もできる。質疑については、毎定例会で質疑のみ通告し、そ

れ以外は通告なしでもできる。 

 

政務活動費は、年間 30 万円を支給、執行率は 91.66%、調査旅費及び広報費が

30%から 50%を占めている。2018（平成 30）年度の決算は、7,951,288 円、一

年ごとの支給及び請求となっている。 

 

議会放映については、ケーブルテレビ、インターネット（2012 年 12 月から）を

活用、ケーブルテレビは一般質問のみでインターネットは概ね 3 営業日後に録

画放映。2019（平成 31）年度予算は 1,384,325 円。 
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議会関連資料の電子化・ペーパーレス化に向けたタブレット対応は現在行って

いないが、試行として 17 台の予算化が決定している。 

 

《その他、周南市議会の議会改革》 

「委員の差し替えを可能とした予算の審査をスタート」、2007（平成 19）年 6 月

から、2008（平成 20）年 6 月から予算委員会へ移行。「会派質問制」、3 月定例

会の所信表明に合わせ、40 分×会派人数、会派の所属議員全員が対象で、正副

議長、議会選出監査委員は、一般質問以外は質問できる制度。 

「委員会懇談会（ミニコン）」を実施。市民のためのまちづくりが、議会から発

信できるよう、市民団体等対話を積極的に推進、小規模な懇談会のこと。各委員

長が座長となり、原則 2 時間以内で公開、記録は要点筆記される。 

「福山市議会タブレット端末に関する使用基準」を策定し、議会関連資料の電子

化・ペーパーレス化に向けた取り組みを進められている。 

 

《周南市立徳山駅前図書館の視察》 

2003（平成 15）年 4 月市町村合併に伴い、旧 2 市 2 町（徳山市、新南陽市、熊

毛町、鹿野町）の各公共図書館を引き継ぐ形で誕生。2018（平成 30）年 2 月に

は新たに徳山駅前図書館が開館し、現在は中央図書館を中心とした 6 館体制と

なっている。 

 

利用については、利用資格が日本国内に居住する者で、貸出数、1 人 15 点まで 

貸出期間は 2 週間以内となっており、返却については、周南市内のどこの図書

館でも返却可能である。 

 

今回、視察を行った「周南市立徳山駅前図書館」については、JR 徳山駅に隣接

して整備された“周南市徳山駅前賑わい交流施設”の核施設となっており、2018

（平成 30）年 2 月開館。中央図書館とは約 800m の距離に位置している。 

 

本図書館は、周南市徳山駅前賑わい交流施設と共に指定管理者制度が導入され

ており一体的に管理されている。 

蔦屋（つたや）書店、スターバックスコーヒーと年中無休の体制で開館、市立徳

山駅前図書館は午前 9 時から午後 10 時までの開館となっているが、蔦屋書店や

スターバックスコーヒー店は通勤、通学などを考慮して午前 8 時から午後 10 時

の開館となっている。 

図書館 1 階はカフェや書店、一部貸し出しの図書館、料理、くらし、文庫、文

芸、児童書など、利用者のニーズをとらえており、2 階には、書店と図書館を分
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けながら、子ども向けのフロアであるキッズライブラリーが設置、3 階には仕事

や学習にも利用できる席が用意されていて、学生が研鑽する姿が目に付いた。市

民活動支援センターも併設されていた。 

図書館内はカフェなどを楽しみながら、本の購入、貸し出しと大変賑わっている

印象。ウェブサイト上での予約や、宅配で自宅から返却が可能な宅配返却サービ

ス（有料）などが提供されていて、周南市に出張で来られた方が一冊の本と出会

い、新幹線で読書しながらの帰宅もイメージできる。 

 

周南市は JR 駅前ビルの再利用を駅前の賑わい事業として取り組まれ、本施設か

ら近隣の商店街への誘導を期待している。 

 

 

1 月 15 日（水）10:00 からの福山市議会の説明 

《福山市の概要》 

福山市は、人口：468,380 人、世帯数 209,148 世帯、面積：518.14 平方キロメー

トルで広島県の東南端に位置するまち。 

 

1619（元和 5）年、徳川譜代の臣、水野勝成が 10 万石の城主として城を築いた

ことにはじまり、2022（令和 4）年には、築城 400 年の歴史を迎える。 

 

1998（昭和 36）年 4 月、中核市へと移行。平成の大合併を終えながら、将来都

市像「ひとが輝き、夢はぐくむ、未来創造都市～ばらのまち、福山～」の実現に

向け取り組みを進めている。 

 

「ばら」のまちは、戦後の復興とともに市民の手によって「100 万本のばらのま

ち」を築きあげ、60 年以上に及ぶ“ばら”のまちづくりやローズマインド（思い

やり・優しさ・助け合いの心）を大切に育む取り組みが世界に認められ，2024

（令和 4）年の 5 月に福山市で「第 20 回世界バラ会議福山大会」を開催する取

り組みをしている。世界 40 か国が加盟する「世界バラ会連合」が開催する世界

最大のばらの国際会議。この大会を契機に，福山のブランド力の向上や市民が主

役のばらのまちづくりの更なる発展を目指している。 

 

 

《議会改革の取り組みと現状》 

福山市議会は、条例定数 40 人に対して、現在は 38 人、常任委員会は総務、民

生福祉、文教経済、建設水道。2018（平成 30）年 3 月定例会においては、1 日
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4 委員会を開催し、市長は出席しないとのこと。 

特別委員会は、行財政改革、都市整備、地方創生調査の特別委員会。委員の任期

は調査目的終了までとなっている。また、議会運営委員会の任期は 2 年となっ

ている。 

 

代表質問は、3 月定例会だが、所要日数を 3 日間となっている。質問形式は、一

括と一問一答の選択制。一般質問は、毎定例会で 3 月以外は 4 日間の日数とな

っている。会派に所属する議員は配分された時間内で 1 人 120 分以内、会派に

所属しない議員は 30 分以内。 

 

政務活動費は、年間一人当たり 156 万円で三半期ごとに会派に支給、2018（平

成 30）年度の執行率は、81.3%、48,960,026 円が決算額となっている。 

 

議会放映については、2005（平成 17）年にインターネット生中継を開始し、5 月

から録画中継を行っている。2019（平成 31）年度予算は 2,784,120 円。 

 

《その他、福山市議会の議会改革》 

「議員定数の削減」（40 人から 38 人）を行う条例改正案を 2018（平成 30）年

3 月に議決、2020（令和 2）年 4 月の一般選挙から施行。 

「議会基本条例の制定」、2012（平成 24）年 5 月施行。正副議長選挙に関する申

し合わせ（所信表明等）2012（平成 24）年 4 月、各派代表者会議で確認。「一問

一答方式の導入」、2012（平成 24）年 6 月定例会から。「議会報告会の開催」、

2013（平成 25）年から。「本会議における手話通訳の議会中継での配信」、 

2017（平成 29）年 9 月定例会から。「タブレットの導入」、2018（平成 30）年 6

月定例会から（タブレット端末に関する使用基準あり）、議会・執行部同時導入、

ペーパーレス会議システムの運用開始、紙媒体の配布を停止（一部除く） 

 

《ふくやま美術館の視察》 

新幹線福山駅の東京行きホームの目の前に現れる「福山城」、この福山城公園内

に建設される「ふくやま美術館」、敷地面積109,790平方メートル、建築面積3,311

平方メートル、延べ床面積 7,007 平方メートル。同敷地内には県立歴史博物館も

あり、歴史・文化・芸術のスペースが駅前に存在することに驚かされた。 

 

開館は 1988（昭和 63）年 11 月、用地取得は公園整備事業で実施され、事業費

として 3,558,704 千円で完成（一般財源 1,171,104 千円、起債 2,187,600 千円、

その他） 
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管理については、指定管理者として“公益財団法人ふくやま芸術文化財団”に委ね、

指定管理料を 230,782 千円とし、指定期間を 2019（平成 31）年 4 月から 5 年間

としている。 

 

①地域に根差した美術館、②世界に向かって開かれた窓としての美術館、③現代

をみすえ次代を先取りする美術館、④美術と人間にふれあう美術館を運営方針

にしている。 

 

2019（平成 31）年 3 月現在の所蔵作品数として、購入 1,038 点、寄贈 2,015 点、

寄託 177 点の合計 3,230 点となっている。 

所蔵品展の一般入場料は 300 円で、特別展の場合は、2,000 円の範囲内で、市長

が別に定める額としているが、現在は概ね一般 1,000 円のよう。 

 

1988（昭和 63）年の開館時の展覧会観覧者数は 116,475 人で、2018（平成 30）

年 212,275 人と 10 万人を割り込む年度がない盛況ぶり。 

 

この日も「影の美術」の各作品や「パブロ・ピカソ」の作品、特別展では、小松

安弘コレクション寄贈記念の「日本の名刀（鎌倉時代）」が展示され、貴重な体

験ができた。今月 25 日からは「絹谷幸二の世界」−富士山を中心にーが PR さ

れていた。 

 

両市とも、議長はじめ議会事務局の皆さまにはご多忙中にも関わらず、北摂市議

会議長会の管外視察を快く受け入れていただけましたことを心から感謝もうし

あげます。お世話になり本当にありがとうございました。 


