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議会基本条例 制 定 特 別 委 員 会 記 録

開会 10時 00分

ただいまから議会基本条信脆リ定特別委員会を開会する

本日！ま、基本条例における各条文の鯖納容について、作疑陰で伐舗が終了しだの

で、このことについて協溺しだしL
条文ごとに意見を伺っていくわえ鰐党内容については E前 LA三資料に基づき、事務局

に説明をあ瀬いする。

はじめに第1条について訴息する

〈事務局より資料中ι燐党内容を号制〉

意昆等はない札

〈「なし」とDY45＼者あり〉
次に、第2条につい百糊する。

〈事務局より資料中の慌納容を説明〉

意見等はないか。

〈「なし」とB事15＼者あり〉

次に、第3条について静息する。

〈事務局より資料中の鰐泊喝容を~~.F.D
意島等はないか。

〈「なし」と時15＼者あり〉

次に、第4条につい百糊する。

〈事務局より資料中ι癖党内容を誹且〉

意見等はなしめ、。

〈「なし」と昭15＼者あり〉

次に、第5条について調庁する。

〈事務局より資料中制藷党内容を調且〉

意見等はないか。

〈「なし」と昭ぷ者あり〉

次に、第6条について5熔息する。
〈事務局より資料中の臨泊羽容密閉店〉

意見等はないか。

〈「なしJと0事ぷ者あり〉

次に、第7条について諦局する。

〈事務局より資料中の鰐納容を開店〉

意見等はないか。

〈「なし」と昭ぷ者あり〉

次に、第8条について静庁する。

〈事務局より資料中ι糠党内容を開店〉

意見等はないか。

（「なし」と断＇5＇者あり〉
次に、第9条について錦庁する。

〈事務局より資料中の儒納容を~~｝.I)
意昆等はないか。

〈「なし」とB事ぷ者あり〉

次に、第10条について開店する

（事務局より資料中の鯖納容器棚〉

意昆等はないか。

〈「なし」と呼ぶ者あり〉

次に、第11条について抑且する

〈事務局より資料中の鯖泊羽容を~~f.D
意島等はないか。
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〈「なし」と昭ぷ者あり〉

次に、第12条について説明する。
〈事務局より資料中の鰐納容を開店〉

意島等はないか。
〈「なし」と昭15＼：者あり）

次に、第13条について説3息する。
〈事務局より資料中の解説内容を説明〉

意見等はないか。
〈「なし」と時15＼者あり〉

次に、第14条について説明する。
〈事務局より資料中の解説羽容を諦且〉

意烏等はないか。
〈「なしJと0事15＼：者あり〉

次に、第15条について5湖沼するu

〈事務局より資料中の鰐納容を却用〉

意見等はないか。
〈「なしJと0事15＼：者あり〉

次に、第16条について説3)3する
〈事務局より資料中の鰐納容を調且〉

意見等はなしめ、。

〈「なし」と昭ぷ者あり〉

次に、第17条について諦且する
〈事務局より資料中の鰭航路を言制〉

意見等はないか。
〈「なし」と昭ぷ者あり〉

次に、第18条について説3)3する

〈事務局より資料中の鰐党内容を却且〉

意見等はないか。
〈「なし」と昭15＼：者あり〉

次に、第19条について諦息する
〈事務局より資料中の解説喝容を翻且〉

意~等はないか。
〈「なし」と断5＼：者あり〉

次に、第20条について静思する
〈事務局より資料中の鯖納容をE開店〉

意烏等はなしIか。
〈「なし」と昭15＼者あり〉

次に、第21条について開店する
〈事務局より資料中の鰐党内容を書棚〉

意昆等はないか。
〈「なし」と昭15＼：者あり〉

次に、第22条について説3)3する
〈事務局より資料中の解説内容を説明〉

意島等はないか。
〈「なし」と昭15＼：者あり〉

次に、第23条について抑且する。
〈喜号室局より資料中の鰐納容を説明〉

意島等はないか。
〈「なし」とB恥渚あり）

次に、第24条について説明する。
〈事務局より資料中の鰐納容を却息〉

意見等はないか。
〈「なレ」と昭15＼：者あり〉
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次に、第25条について静息する。

〈事務局より資料中の鶴見広隆を静且〉

なまえ作業苦陰では本条について、報酬改正議案を議会力態諜することを条文で明記

することは市民に対して重い責任を負うことや、鶴見ι沖でどういった範囲まで内容を

示すのかなどι滋詰紡窃つだ結果、このように決定したところである

意見等はないか。

平田甑委員 ｜ 鰐納容は第μ 条とほl調じ臥 24ぬ鰍こ明委員会を濁して儲

する」とある祇 25条lこはそういった~GilntJ~到パょうだ力t

明暗〉｜議開ω ーま湘リ鎚を濁して儲されてきた鶏力協均

ら解説に明記してあるわえ議員報酬についてはそういった実績力ほしL

平田信広委員 ｜ 了解した。

上田美利委員長 次lζ 第26条についで誠腐る

〈事務局より資料中の鰭焔喝容を~~J.D
意見等はないか。

〈「なし」と昭1S＼者あり〉

次に、第27条についてE熔且する。
〈事務局より資料中制翻喝容を抑且〉

意見等はないか。

〈「なし」と呼iS渚あり〉

では全体を通して意見事まなしめ、。

佐藤大志委員 ｜ 第27条に関し、制定後に条信政正を行う湯創立、どこで笛滋されることになるのか。

稲邸側委員 ｜ 丸信な改正であれぽ侍別委員会という揚合ちあるだろう放基純正儲義自重営委員会

だと思う。

〈事務説当配〉｜ 瓶、鎧繍憾員錦1J())(涯につし叱の取り扱し糊を考えると、基柏9にl議
会運嘗委員会になると考える

佐藤裕臣委員 各鰐党！こ用5識蕎熔B分力鯨パているものについてlet.当該用語に下線等を付け、分かり

やすくしてはどうか。

（事務局担当書記〉｜ 臨淵寸きι深文に関してはそういった対応は可能なので最終的I~題整した比

特例二俊副委員長 ｜ 各省灰で部局される中ではこι深交及び解説布容力魯絵アンケート結果ち考慮して作

成されたものであることも依〉伝えてほししL

小田忠良委員 ｜ 第20条！志議会事務局職員についても言及する内叡訪中毒菌まない仇

得議局担当書記〉｜ 議会及Z勝員の補馴鯛として、調査機能や法務宅力¢強化については当然我々職

員にち努力が必要な部分だと考えている

上回鄭J委員長 ｜ l勤、に意見等力知加式本件については各銀に防帰っていただき、潟町溝別

委員会で協議議課を鱗包したしL

上田美和J委員長 ｜ 次lこ、本特別委員会における今後の取り組み等について協溺したしL
作業部会ではこの件についてE柿した資料のように決定したところであるb

本特別委員会で条文及と用語路恕酸にはまず、議長ヘ¢報告、その後、 f℃表者会での

調 Jiさらに全員協総で伐期息その後に市民向け説店会ι凋催を計画している。
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平田信広委員

上田美利委員長

上由美利委員長

稲田杭別委員

上田美利委員長

稲田手口利委員

佐藤克志委員

稲田杭別委員

上由美利委員長

上由美利委員長

その中で、市民向｜芳見閉会の実飽震だが、ます、開産地区については、まちづくり鶴災

会の地区割りである市内13地区で行礼会傷ちまちづくり懇党会で使用する会場と同じ

ものとした比次に、~~朋象は市民とし、特に区長に協力を慨買する。次に、議員苅応
についてlet.全議員に協力を慨買し対応することとし、 4班編成にした上で、各班に科寺

別委員会委員力悩す2～3人入るようにする。また、各班編成については期数ヤ創夜、

地苅也区議員の扱いなどの各種バランスを考慮するものとする次に、部店内容について

は条倒康成筋会アンケートの訴息などで約1時間を予定するといった内容である。

こι漠讃諜について意見等はないか。

4I.庇編成で13地区開催ということだわt

基利包にはg!~I3 回だ力1t, 1 E庇け4固となる。

また、本条修！康は3月議会で審議する予定であるため、そこから現状に逆算していく

とかなり厳Uパスケジュールとなっている。

予定としてl志今年中に議長ヘ併置告を行し＼.1月初旬に代表者盆党E広 1月中旬には

全員協議鏡獅及び市長ヘ伐党E息2月初旬に市関司け翻絵及びパブリックコメントの

実施と考えているそのために、まずは 12月 25 日に槻リ委員会を開催し、条文及.~
説内容につい℃夫定しだいι曹、う。

次に、次年度までに協議が必要な事項について確認してあきたしL
ます、議室詰舌動報告会についてだ力え条文では「定期拘に開催しなければならなしUと

規定されていることから、基利掠実施周司を協議しておく必要力後｝るということで、作

業部会では2案の意見力也された。 A案let.年2巴民間c、3月定例会後及びもう 1固

に開催し、 1回ごとに全地区己実施し：、対剛志全議員で行うというものであるu B案lま、
年4巴民D1§c:、毎定例会後開催し、 1勾調で全 13地区を回ることとし、 1回が3～4
地区での開催、対応は全議員で行うというちのである。

これについて、意見等はないか。

本特別委員会でどちらかに決めておいだほうが良いと思う。

では、そのようにしたしL

定期包という意味からもB案のほうが良しゅではなむ胤

現在取り組んでいるシティミーテインクについては議禽舌霊報告会に変わっていくと

いうことになるの力L

市開立象に行っていくのであれlま泡き合わせて実施していく方法もあると思う。

特別委員会としてはB案の周司笠とし、日最・広麟拐倭員会に具体的慣定義を依頼した

いと思う。また、その↑滋義に併せて、現在のシティミーテインクのあり方についても擬す

してもらうよう慨買したい力えこれに嘉義はないか。

〈「異議なしJと呼15＼者あり〉

要意義力ほいので、そのように決定する。

次に、町議霊についてだ玖反問を受けた議員の発言時~の取り吸いを協主義しておく必
要がある。作業音陰では執行部からの反問に対する答弁町~を、議員の発言時~に含め
ないことになると、現在の一般質問における申合せである、質問と答弁時間で概ねヨコ分

以内力句れないケースカ管淀！されるた瓜議員発言持ち時間として力ウントするという方

剛笠としたところである。

これについて、意島等はないか。

〈「なし」と時15＼者あり〉

でId:、本件に閲する具備部講義については議会運営委員会に慨買vJC.(,'° 
一一
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上田美利委 簸 ｜ 次に、読義についてだが、条例措闘お識をF難航行うために、議鑓営に関して

↑議義す⑤必要力窃る。作業部会では比閥缶詰義を行いやすい環境にある委員会、主に常

任委員会においてます導入するわえ審査案件によっては討議の必要性力ぽいものもある

た臥討議¢漢施については基本的に委員長判断とし、委員会からの申し出ち可能とす

いまた、討議を行いやすい環境整備のだ臥委員会審査前に儲侶｜見に対して伐高点整

理を行う工夫が必要になるという方向性としたところである。

これについて、意見等はないか。

〈「なし」と昭ぷ者あり〉

では本件に関する具嗣切窓義については議会運営委員会に鯨買しだしL
なまま新愛のスケジューJUま厳Uパ部分力Tある拭全議員に本条例の趣旨を納得しても

らうよう静且していただき、協力割印ぎ疋いと思う。

l勤可こ伺か意見等はないか。

平田信広委員 I Itブリックコメントについては、どういった形で実施する考えなのか。

〈事務局担当書記）｜ ホームページを活用して行う予定で、県議会の湯合ち同僚に実施されていだ。

上由美利委員長 これをもって議会基本剰刺定特別委員会を閉会する。

閉会 11時 12分
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議会基本条例制定特別委員会記録｜震；

開催！市＿...，..，...』....."' ~ ，.....，~〔／山、 ｜開催｜ 自 13時∞分
月日 iI ，.，，，，，』寸 7 ・』， J 』..＿， .__, ,.,,,,, ｜時間｜ 至 14時 30分

福島昌宏 印
ノ

開催 i
揚所 i 議会委員会室

職名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員長 上由美利 。委 貝 沼野治満 。
委貝 副委員長 本部仁俊 。委 貝 稲田和利 。
の欠出

”・．”・．

委 貝 ニ上 毅 。委 貝 小田忠良 。
委 貝 佐藤大志 。委 貝 佐藤裕臣 。
委 貝 平田信広 。

一ーー，ー”F

なし

再議
ー

出席者め説現Uの拝J 

なし

一 一

聴傍

なし

議案等番号 件 名 議吉 果

議会基本条例（案）条文及び解説内容について 委員会決定
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議会基本条例制定特別委員会記録

開会 13時 00分

上由美利委員長 ただいまから議会基本条修蹄リ定特別委員会を開会する。

本日lま、前回委員会で持ぢ帰り案件としていだ、条文及び鰐納容についての意見鰯包

を行いたしL
~＊毎に意見を伺っていく力t ます、友愛クラブから掛買いする。

稲田和利委員 まま第5箱詰党の最初日義会への市民参加」という謁見を鳴禽舌動への市民参加」

としてはどうか。次に、第6条解説の第2項部分「本条例とは別に定めることとしてい

ます」となっている力え同僚な他の条文鶴見では具体的な樹肋旬底己されており、この

遣いは伺か。次に、第25籍者党についてはこれまでの報酬鶴夫定の経緯も踏まえ、「特

別醐哉員報酬等審議全jといったような文言を入れてはどうか。

上由美利委員長 第6条関係1三力え 現在、根拠規定力ほいためにこういった表記となっている。,.. 
平田信広委員 E期寺点はこの表記とし、新たに根拠規定力狭まった関溜で解説を修正すれば良比

稲田和利委員 了解した。

上田美利委員長 第5条関係についてはどうか。

沼野j台育委員 第1項部分には日義お舌動に関する」と義己しであるので、修止イ哩ではないか。

平田信広委員 全備包に鶴見を読めは原案のとおりで良いのではないか。

上由美利委員長 では第5条関係については原案のとおりで良いか。

〈「異議なし」と断5＼者あり〉
そのようl;:J夫定する。

上由美利委員長 第25条関係についてはどうか。

佐麟谷臣委員 報自憶はguなものであり、本菊ま、議会の自主性を議周する必要もあるので、原案のと

~ おりで良いのではないか。

稲田手口利 委員 議会自らが自身併随蝦を改正することを市民がどう思うのか、まだ、改正した掲合に

耐えられるのか。これまでι淑正経緯力宮本であり、それに加えて議会ち改正できるとい

う方向を示したほうが良いのではないか。

平田信広委員 そのことを前提とした詩的鳴苦言ではないのか。

稲田和利委員 それは原案のどこにも書かれていなしL

平田信広委員 書かれていなしめえこれまでの方溜ま残るのではないか。

稲田不［別委員 議会は知っていることだ松原案のまま本条¢深交と鶴見を布院すれは報酬審のこと

は消えてしまうことになる。果たしてそれで良いのか。

河野治満委員 市長及E蟻会初ラから提案でさることを市民に分かりゃすくするために怠報酬蓄のこ

とについては表記したほうが良いと思う。

稲田和利委員 少なくとも鯖見の中では煙防lておくべきだと思う。
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小田忠良委員

上田美利委員長

上由美利委員長

佐藤裕臣委員

稲田不日利委員

上田美利委員長

上田美利委員長

小田忠良委員

稲田幸［刷委員

上田美利委員長

上田美利委員長

小田忠良委員

稲田幸O利委員

j司野治満委員

上由美利委員長

小田忠良委員

幸随糖自体は執行機謁に属するものであって、基利111~義会とは関係かないが、鰐ー肱乃
中でこれまで江経緯を伝えることとして、員藷党に表記するのは良いと思う。

でl立、臨依岬で、これまで併髄鰍正経緯をE活用する表記についても加えるというこ

とにしたいな嘉義はなしW。

〈「嘉義なし」と0貯蓄あり〉

罵動ぼいので、そのように取り扱う。

なお、解説の修正については議長報告の日程ち近いことから、正面倭員長！こ→盟パた

だきたいカミ嘉義はないか。

〈「異議なし」と叩:S＼者あり〉
震動ほいので、そのように取り扱う。

次に、延岡き習な自民江怠での↑穏務課についてあ源いする。

ます、第1条中の「福山という言葉については多くの憲床を含んでいることから、

鰐紛後I~雲母棚を付けてはどうか。

ー側包に使用されている言葉なので、調息は付けなくてち良いのではないか。

では鰭矧d:・付けないことで良いか。

〈「良い」とIJYil:S＼：者あり〉
そのようI；：］夫定する

次lζ 無新属クラブでの！話畿話相こついてあ瀬いする

ます、条文の第8条第3項にある f議員からの質問又は質疑に苅して」の後に「その

論点を整理するだめ」という言葉を入れてほUパ。次に、 z条文の第9条にある「閣会中

に」という文言を「会期中にもかかわらず」と変えてほししLこれは、会期中にはできな

いのかという意昧からの提案である

第8条に関す窃定案l立、質問に苅する質問であり、反問にはならないと思う。また、

議員自ら力額，'7Jくを出さなけれl式、そうそう行使されるものではないと思う。

第8条ι深交については原案のとおりとしだい拭罵義はないか。

〈「異議なし」と昭＇5＼：者あり〉
要惹義力矧パので、そのようIZJ夫定する

第9条に関する提案についてはどうか。

鶏義員力え現在、個人的に文書やメールで各課に質問していることについて、会期中ち

担保してちらいたいという気持ち力窃るようf乙

会期中は質問や質疑ができるので、特に原案のままで問題は生じないのではないか、

この件に関しては質問の羽容にちよるし、執行部とι潤係ちある。

第9条の条文については原案のとおりとU三いが、罵義はないか。

〈「嘉義なし」と0事ぷ者あり）
罵義力ないので、そのように決定する

なまえパブリックコメント実脳愛の苅応についてはどうなるのか。
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〈事欄白書記） I 1賠十画予定の市開！万糊会と併せ、実施後に再度特別委員会調き、躍すること

になると考える。

上困難リ委員長 ｜ 次に、公明党時義国での1蕗義結果についてお願いする。

三上毅委員 ｜ ます、第2条の第1号に関して、条文では「議決機莞Jという濁見拭解説では f議
事機関」となっているので統一してはどうか。次に、第9条の鶴見中にある「緊急Jと

いう文言協邸要ないのではないか。次に、第14条

沼野合満委員 ｜ 測に儲籍機関という濁見力症しいのだろうお繍鯛であることも日底己すること

匂必要であり、原案のとおりで良いのではないか。

上回鄭J委員長 ｜ 第2条の第1号については醸のとおりとしだい成競l扱いか。

〈「異議なし」と昭15＼者あり〉

異議力匁いので、そのように決定する。

上由美利委員長 ｜ 次に、第9条に関してはどうか。

稲田和利委員

上田美利委員長

上由美利委員長

佐藤九古委員

沼野j合満委員

上田美利委員長

小田忠良委員

稲田和利委員

上田美利委員長

緊急の判断はまずは本人になるがEあくまでも鼠終判断ま議会になる。

第9条については原案のとおりとしたいわえ嘉義はないか。

〈「異議なし」と断5＼：者あり〉
異議力低いので、そのようI~夫定する。

次に、社民党市議団での↑話諭吉果についてあ瀬いする。

特に意見はなしL

のべおか市民派クラブについて怠特に意見はない。

l勤、に伺か意見はないカL

第8条第3項の鰐協中で「そのた磁義員l志質疑・質問について責任を持ち、反問

されたことに対して、十分な根拠を示L宕えなければならいません。」という部分を削除

してほUパという意見があった。

この部分力ほければ意味方ほしL根拠ちなUこ質問するのはいか力憶ものかι守、う。

この件に関しては原案のとおりで良いか。

〈「良い」と時15＼者あり〉

そのようI~夫定する。
なまえ本日の↑語数諺震を踏まえ、 12月27日lこ議長への報告を行うこととする。

〈事務局担当書記〉｜ 本日協議の第25条江燐党修正に関しては第24条との関連ちあるので、表記をある

程度統一させる意味から、第24条の解説についても修正を加えたほうが良いと考えるの

上由美利委員長 ｜ これをもって議会基本条慨促特別委員会を閉会する。

閉会 14時 30分
※ この協議において、正副委員長一任となった第 25条解説については、その後の調整の結果、別添資料のよう

に修正された。（修正箇所は、第 25条及び第 24条の解説下線部分）なお、その他の条文及び解説については、

原案のとおりとなったため、本記録には資料添付しない。（12/19委員会記録の添付資料参照）
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引⑧ 1:1⑧・＼！I

議会基本条例制定特別委員会記録
書記
氏名

＼町）
，r
 

福島昌宏

開催； 15 
i 平成25年 1月会§日〈火〉

月B'
開催 j 自 9時 5分 ｜開催！

時間 j 至 9時 23分 ｜揚所 i 議会委員会室

職名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員長 上由美利 。三3率之三 貝 沼野治満 。
一

委貝 副委員長 本部仁俊 。三3軍z:: 貝 稲田和利 。
欠の出 委 貝 一上 毅 。委 貝 小田忠良 × 

－ー 一
委 貝 佐藤大志 。委 貝 佐藤裕臣 。
委 貝 平田信広 。 一一一一一一一一一一一ーー’ー

なし

席費
同

出席者Z費缶~ 
なし

一
の

聴傍

なし

議案等番号 j 件 名 i結果

醇説の一部修正について

ブリックコメントの実施につ
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議会基本条例制定特別委員会記録

上田美利委員長

上由美利委員長

開会 9時 05分
ただいまから議会基本条例制定特別委員会を開会する。

本日lま、こ~：愛に開催予定の全員↑麓鎗で僻賠に当たって、ぜひ↑獄レてほUパ案件
があるので、よろしくあ瀬いする。

はじめに、条文の鰐党について文言の訂正を提案する口訂正する部分はまず、第 8
条の鰐細分、後ろから2行目の「質疑・質問」を「質問・質疑Jに訂正しだしL次に、

第 17条の鰐細分、後ろから3行自の「重要な機会Jを「貴重な機金jに訂正した比

次に、第22条の鰐熔B分、後ろから4行自の f議会改革及び会議規臥委員会条例等」

を「議会改革に関する取り組み、会議規則及び委員会条修！隠」に訂正した比話回附ま

以主であるが＼このように訂正することで異議はない力L
〈「異議なし」と昭ぷ者あり〉

罵義力ほいので、そのようI~夫定する。

続いて、市馬見明会等の実施に関する今後のスケジュールだ拭鄭幻ゆとおりまとめ

てし1るの司翻しておし1てほししし

続いて、市辰吉I~..§会についてだ力え開催日程は2月 3 日（日）から2月 10 日（日）とし、
開催時間はしゅれち19時α〉分から開始し、開催会場は資料③こ記載している。次に、

I9.H献だ力え議長を隙く壬議員を4班に分け、資料③に示した基準により班編成を行っ

たところである。次に、 5糊会で江配布獄結成資料＠おりとおり、 A3両面印刷の仕様

とした。内容は条例における主お代イント5項目について記載したものとなっている。

続いて、開店会の開雀案内だ拭1月17日に正副委員長で区長連協への協力依頼を行い、

そこで要請力窃れは 1月 25日の区毘車協理事会でも再度協力依頼しだいと考えてい

る。次に、そ似也の臨時段j訪え市のホームページやマスコミヘι殺防劫、 FMのべ

お力、の活用などを考えている。

〈努嫡踏毒己〉｜先酬懐

上田美利委員長

平田信広委員

上由美利委員長

平田信広委員

本部仁俊言倭員長

上回鄭リ委員長

稲田和利委員

上田美利委員長

はどうかとの意見力也さ杓疋ので、喜芳怨言において、議会基本菊列に関係α盆し1項目¢ゆ

をピックアップした別紙概要版を｛乍成してみた。内容等を含ぬご際競異いたしし

今の顎怨言提案で良けれはこの資料ち市民主朔且会で使用したいι守、うがどうか。

〈「異議なし」と断5＼：者あり〉
罵勤ほいので、市馬党明会ではこι滋詮アンケート結果の概要資料についても配布

することとする。

市時党明会の進行等についてはどのように考えているのか。

4I9.編成とL.l/E:.放資料鏡獅や質疑応答についてはやはり本特別委員会委員力相b
となって行うことになると考えている。

受信や記録とし1った他の健陀必要だと思う杭

そういつだ点に関してはこの後の全員麓義会終了後に、各班に分かれ.m議してもらい

たいと考えている。そのたぬこα摘に委員会を開催させてもらったところ広

各班におけるf受割分担についてはこの後の全員協義会でも慨真したいと思っている。

各Wlでは、本特別委員会委員の5齢、力四長になり、億鰐ち含瓜取り仕切ったほうが

良いと思う。

各班での苅応は、ただいまのようにお願いする。
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上田美利委員長

佐藤丸志委員

上田美利委員長

続いて、パブリックコメントについてであるが、実胸時期は1月25日から2月 12
日の間を予定しており、実施要領については資料⑤ゆとおりである。公表方法は、議会事
務局や各穿万での綿忌市ホームページとし、意昆の提出方法l立、ホームページからの儀
式ダウンロード、議会事誇窓局での所定用紙に画妾記入する方法を基本とする。提出方法に
ついては直接持参、郵込ファクス、メールにより受け位けることとする。なままこの
パブリックコメントで出された意異については意見募集期間終了後、一定期苛む漢する
予定である。また、個々 の意見に対する個別回答は行わないものとする。資料⑤泊ち言馬記
入用紙の儀式となっているb ~.朔は以上だわえこのとおり実施することで嘉義はないか。

〈「票意義なし」とOWt:S＼：者あり〉

罵義力ほいので、そのように決定する。

パブリックコメントの集約についてはどうなるのか。

2月18日あたりに特別委員会を開雀し、取りまとめ作業を行うよう予定している
なお、次の委員会は2月1日に予定しているので、よろしくま瀬いする。
また、 1月18日には正富！度員長のまうで正富虚義長とともに、市長ヘ伐義会基本条例

鏡獅を行う予定なので報告しておく。
これをちって議会基本条例制筒拐リ委員会を閉会する。

閉会 9時 23分
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議会基本条例制定特別委員会記録

書記
氏名

福島昌宏

開催

月日
平成25年2月 1日〈金〉

開催！ 白 10時 α〉分

時間｜ 至 11時 08分

開催

場所
議会委員会室

職名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員長 上田美利 。三3事z:: 員 沼野治；渇 。
ヨ3貝c:j,ヨミ~ 副委員長 本部仁俊 。三3事z正 貝 稲田和利 。
の欠出 委 貝 一上 毅 。委 貝 小田忠良 。

主三民之 貝 佐醸大志 。委 貝 佐自泰裕臣 。
三~ 貝 平田信広 。

なし

席議出員

一

出号費
なし

の

聴傍

なし

議案等番号 件 名 4山k士口 果

議会基本条例（案）に関する市民説明会について

一一一一一一一一“一一－－~ ~ ~”“一… 一一「町噌F一一………一一一一一一一……

条文等の修正について 修正決定

自ー←一一

一

一 司副 FE一一
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上田美利委員長

上田美利委員長

小田忠良委員

議会基本条例 制 定 特 別 委 員 会 記 録

開会 10時 00分

ただいまから議会基本条慨リ定特別委員会を開会する口

本日はまず、明後日から伐義会基本条例の市民抑且会に関しては筋膜伐糊を行う

際の内容を各班で統一しておく必要力濁る。そのた瓜正富u委員長において~WJ3す忍療の
原稿を作成したので、このことについて擁義しだしL
勢濁より翻且原稿を読んでもらうので、各委員においては説明会資料及びアンケー

ト概要版を確認しながら5朔且を聞いていただきだしL
それでは説明をあ瀬いする。

〈事務局：説明京稿良底知

市時党閥会で使用する資料の5畑店内容は以上のとおりだ拭伺力漕島等はないか。

都道府県、政令市、市・区、町村において基本条例を制定している議会臥全国で200
を超えているが＼説明す都祭には元々ある自治体議会数についても触tl1E:ほう力え基本

条例を制定する意味として分かりゃすいのではないか。

〈欝濁担当書記〉｜ 2012年10月1日時点では1,779団体となっているようである。

三上毅委員 ｜ 説明会資料ではパブリックコメントに関し、詳しくはホームページを見てほしいとレ

か唱芭載していないので、ちう少L泊議することはできない力、

平田信広委員 ｜ 5朔会に参加しだ市民はその揚で意見を述べるから全員分lま必要ないと思う拭怠の

ために、ある程度は準備しておいてはどう力L

〈欝濁担当書記〉｜ 市時期店会資料と議会アンケート概要版については、調且会参加者全員こ配布できるほ

どの部数を準備し、条文資料とパブリックコメント意馬記入用紙については各10剖ま

ど準備していきたいと考えている。

上田美利委員長

上田美利委員長

ただいまの欝婿5糊のよう磁弧で良いか。

〈「良い」と時iS＼者あり）
嘉義わないので、そのように対応したしし

それでは市時期且会における5糊内容についてはこのように統一することで良い札

〈「罵義なし」とB事15＼者あり〉

異議おほいので、そのようI~夫定する。

次に、同じく市民部局会。謝崖に関し、特に市民からの質問・意見等が叙パであろうと

想定される「議員定紋j弓義員報郡山について、議会としての見解を統一しておく必要が

あると考えるで、この点について笛箆・確認しておきだしL
先日、市時党明会¢欄室に関して、副委員長とともに区長連協のほうヘ出向き、役員に

苅し、区長の参加沼力際貢と合わせ、条例案の概要についても5糊を行ってきたところで

ある。その際、条例案の趣旨等については一定ι渥解は示してもらえたと感じたところ

だ力えやはり区長側の一番似謁＇~＇I志定数と報直前珂鑓訓こ関することだったようl乙号、う。
現在、区毘霊協側でも議会改革の専門委員会カ唱鑓置さ才しその申でちアンケートを実施し

ており、我々力開店LAE.際ち鳴会がこれまで取り組んできたことを条文化するのは当然

のことであり、我々としてはこの基本菊列で、定数・繍州について際鵡期的なことが

明記されるのかと者えていだ」といった意見力強く、議会改革の評価基準が、定霊長・報酬

の検討ありきという印象を強く受けだところである。そうしたことから、今後の各地底党

明会では、定数と報酬に関し、当然ちっと厳Uパ意馬力也るものと考えるので、正富倭員

長において定数.¥Pxru舗に関する議会側の統一しだ回答に関する参考資料を作成しだ。この
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｛左目読谷臣 委員

小田忠良委員

稲田和利委員

小田忠良委員

稲田和利委員

j現彰台首委員

｛割弱谷臣委員

稲田和利委員

小田忠良委員

稲田和利委員

沼野j銭高委員

上田美利委員長

上田美利委員長

資料について、伺か意昆等はないか。

議員定数についてはこの前の改選時に29人に削減U三ばかりである力え区長会では
爵丘改選時毎に削減に関する動き力窃る。

一部の区長には、議会・議員の仕事力洞たるかということを理解してちらえていないと
思うから、そういった動きが出てくるのだと思う。我々としては、議会の改革や活動につ
いて、市民にきちんと理解してもらうことが一番伐果題である。

市民lま、定義史併脚肪商店威力議会改革だと思っている。その原因は、議会や議員が伺を
しているか分かっていないから広そのために、この条例を制定しだ上で、議主主舌動報告
会などの外に見える活動を行っていき、その上で定数が多いのかどうかを市民に判断して
もらうべきだと思う。そ労愛命議会の活動の中で、決して定数は多いわけではないというこ

とを見せていかなくてはならないと思うし、そういったことを~}GBJ3会では訴えていくべき
だと思う。

本市議会は委員会中山主義であり、市民には定数削減力犠会雷議制霊営の面において
影響を与えることについても瑚写してもらうことも大事だと思う。

今回i志議創則からも理解を求めていくよう訴えていく必要力濁ると思う。

言われつ放しではなく、我々 も十ヨコ測強して、言うべきことは言つだほうが良い。

｜日－市三町で元々 72人いた議員力え合併により、現在は29人に減っていることも説
明すべきだと思う。

説明会では定数例捌｜に関して見直していくという話ではなく、市民から定敏明酬
が多いと言われないように今後活動じていくた瓜今回、基本菊列を策定したということ
を説明していくことになると思う。

区長会には、我々 力羽交り組んできた改革のプロセス力可云わっていない。今回基本菊列を
制定することはこれまでの改革を後退させないことにつながり、改選後ち新Uパ議会は、
この条例に基づいて活動・運営されるので、条例化には大きな意床力侮る

条f§！刷定までには数々の改革を行ってきた嵐呈がある。現在行っている市長への政策
提言や委員会の所管事務調査について、他で取り組んでいる議会は少なく、そのことを条
文化することは、決して当たり前のことを条文化したのではなしし

幸酬に関してはほかに怠本市議会においてB務活動費力安給されていないことも訴
えて良いと思う。

それでは定数・幸酬に関する対応については、本獄ヰ及びただいま各委員から出され
た意島等も参考に苅応してほUパ。また、このことを踏まえ、鼠終的に確認しておくかえ
この市馬糊会は、あくまでも、議会として、今回基本菊列を制定し、今後、議会として
の活動を活発化させ、そのことを市民に理解してもらうよう強く訴えること拭最大の目
的である。そのた臥今後の市馬胸会の中で、議会として、定数明随前苅錯す実施に言
及するような発言を行うことは、本主党明会の趣旨とは別であると思っているので、ご留意
いただきたい。
定叙・幸随州に関してlet.包VIとちそういう方針で対応してほuv¥1Jt，良い札

〈「票総し」と昭ぷ者あり〉
それではそのようにあ瀬いする。

次に、条文及び解説の一部修正について、事務局より訪問をあ瀬いする。
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〈事務琶担当書記〉｜ 今凪修正を提案するのは4箇所である。

上田美利委員長

上由美利委員長

特別二俊副委員長

小田忠良委員

本部仁俊副委員長

上田美利委員長

1箇所目は、第10条の見出Lノ部分であるが、日義会議義における論点情報の形成」と

あるちのを、条文とι濯合を図るだめ「議会審義における論点・t欝版活翠jと修正するも

のである。 2箇所目l志第 15条第2項跨熔防の4行自になるが、「努めなければい

けないことを」とあるちのを、他の鰐短期と統一するため「努めなければならないこと

を」と修正するものである。 3箇所目立、第18条の見出Lノ部分である力え「議会の研修」

とあるちのを、条文と¢濯合を図るため「議員の研修」と修正するちのである。 4箇所目

l志附買崎日分であるカミ「平成25年4月1日より施行する」とあるものを、滋見館現

に合わせる形で「平成25年4月1白から施行する」と修正するちのである。以上、よ

ろしくご↑語義をお願いする。

説明凶以上だ玖伺か意島等はない仇

（「なし」と昭15＼：者あり）
それでは事務局提案のとおり修正することに嘉義はないか。

〈「窯叙主しJと昭＇5＼者あり〉
要意義力ほいので、そのように決定する。

なまえ本件に関してはすでに｝＼ブリックコメントが実施さ札修正前¢深伊原力弘演

されていることから、日原愛白からの市辰吉朔店会lお見在ι深例案としておき、パブリックコ

メント終了後に、委員会として修正するよう取り扱いたい玖嘉義はないか。

〈「異議なしJと断5＼者あり〉
罵義力低いので、そのように取り扱う。

なまえ本件の取り扱いに閲しては各台灰でのd司知方についてあ瀬いしておく。

以上で、本日予定U三案件の鴎義悦冬了しだカミこのiま訓司かないか。

説明会における記録の軍闘はどの程度までにするか。

市民からの意昆内容くらいまでで良いと思う。

了解した。

これをもって議会基本菊嫡促特別委員会を閉会する。

閉会 11時 08分

-3/3~一．



、，

、，

・議会基本条例制定特別委員会での協議：．検討事項

1 ）市民説明会説明用原稿内容の確認

大別紙原稿にて内容の協議・確認

2）市民説明会関連協議事項

平成 25年 2月 1日〈金） 10:00～ 

議会委員会室

女別紙資料にて定数・報酬についての議会方針の整理

3）条文・解説の一部修正について（事務局提案〉

実修正提案箇所は以下のとおり

①第 10条見出し

現条例案 ｜ 修正提案

（議会審議における論点情報の髭盛） ｜ （議会審議における論点情報の整理）

②第 15条解説〈第2項部分解説の4行目〉

現条例案 修正提案

努めなければいけないことを 努めなければならないことを

③第 18条見出し

現条例案 修正提案

（護金の研修） （重量の研修）

④附則

現条例案 修正提案

平成 25年4月 1自主主L施行する。 平成 25年4月 1日から施行する。

※上記修正に関しては、パブリックコメント後に作業を行うι
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⑧ 
局

長、 長

議会基本条例制定特別委員会記録震｜ 福島昌宏 印 i
I 

ー；＿，

開月催日 I平成金A守キ年2月 18日（月〉
開催 a

議会委員会室
時間至 11時 00分 揚所

職名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員長 上田美利 。三3事之正 沼野治満 。
一

~貝c:長2:: コ 副委員長 本部仁俊 。委 稲田和利 。
,. 欠の出 委 貝 一上 毅 。委 小田忠良 。

委 貝 佐蕗大志 。委 貝 佐藤裕臣 × 
・． 一

委 貝 平田信広 。
なレ

出席議員

制

轄出の説塑

なし
…ー… ・－・・・－－・－一一

一

， 
傍聴

なし
一一・．

議案等番号 件 名 結 果

｜市民説明会、パブリックコメントの取りまとめについて

． 
ドーーー『・一一－一一一 …一一．・一一”－・－－－“－ －一一 －ー一一一一一一

一一
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議会基本条例制定特別委員会記録

開会 10時 00分

上田美利委員長 ただいまから議会基本条修蹄リ定特別委員会を開会する

本目立、基本条修康に関する市時期店会及びパブリックコメント終了を受け、↑査読を進

めたしL
↑語義に入る前に、各実胸羽容の結果について報告を行う秋開店は事務局にあ瀬いする

〈事務局担当書記〉 ます、市時期店会については 2月3日から2月10Elcr＆.市内 11会場において

実施され疋カ1t,~糊会には 145 人の市民力管参加された。市民却店会で出された意見等に
ついては資料の次頁以降に条項ごとに分けたものを付けている次巳パブリックコメ

ントについては 1月25日から2月12日力嘆施期習で、提出された意見は2件とな

っている刊牛let2月12日20時47分に事務局パソコンでメール受信したちので、

提出者の氏名・住所の記載はある力え年歯初管謝されていないものである。また、ちう 1
件let、市総務鮪百の文書箱に投げ込まれていたもので、提出者の氏名、住所、年齢とも記

,... 載力・ぽいものである。 2件の羽容については別添獄ヰのとおりとなっている。

上田美利委員長 ます、市民主党閉会に関して、伺か意見等はないか。

沼野j台高委員 資料中ι滋員報酬に関レ、 ~t;甫会~で 17α〉万円ないと自分の子どもを大学に出せな

しりとの意見が出されている玖誌か具体的にそうし1った数字を言ったのか。

稲田和利委員 参加者の意見は「7αコ万円ちらわないと子どもを大学に出せないと言っている力え市

民には500万円位の人ちだくさんおり、借金して出しているので、ぽヌコ万円でもやっ

ていけないことはないは習すむという意見だった。ただ、元／マα溌言が、誰がどこで言つ

たのかということは利息である。

平田信広委員 今回d主党明会では基本条例以外の面でも議会に苅する意見、批戦苦情が多く出され

今後江溺妥当舌動報告会は大変だろうと感じた。

稲田孝｛別委員 そういう意見力ゆしでち減るように努力しないといけ羽I＼， 逃げてばかりいたら、市民

と議会の考えは読離したままであり、どこかで埋めていかなくてはいけなしし良い機会で

はないか。,. 
小田忠良委員 実情も話しながら、少しでも議会のことを理解してもらうよう努めなくてはいけなしL

沼野治商委員 今回のような市民との苅話機会を重ねることで、お互い勉強ちするし、選錯綜意見交

換の揚にしなくてはいけなしL

平田信広委員 川伸会場での意見を聞くと、定獄商店戚について考えているように感じた。

小田忠良委員 ちしそうなれj式意見交換をして理解してちらえば良しL

稲田和利委員 また、議員の資質司上を皮〉とも図⑤必要力Tある。議員力区長と同じ仕事をしていだら、

定義史・報酬を減らせということになる。議員・区長がおEいの立場を理解し、バランスを

取りながら、良い憩汰c盆わっていく必要力Tあるι曹、う。

小田忠良委員 議員個人ということより志議会全体での活動を理解してちらう必要力窃る。

佐蕗九昔、委員 今回伐朔店会だけで怠要望や社側力移いとは予想しておらず、そ労創ま大変だろうと感

じている力えしっかりやっていきたい。
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三上毅委員 ｜ 報告会に参加するの民総こ伺か言いたい店と思うので、かなり蹴する必要拘る

と感じた。

本部仁俊副委員長 ｜ 南方地区では終了後に、ある区長から「区長会の理事会では動員羽歪だと言われ

た力え菊劇こ~~)3を聞くと、議会がこれだけ格式のある取り組みをしていることを夜めて
知り、あり力党かった。もう少し市民に昭びかけるべきだった」ということを伺った。

上由美利委員長 確かに社側もあったが、今後もぜひ開催してほUパという意烏もあった。

持日仁俊副委員長 区長会に関しては今凪動員はしなくて私議会に開~\jJ＇窃れば参加するの力格選『で
はないかと思う。理事会力動員しなくて良いとしたことは残怠広

上田美利委員長 ただ、区長によっては、資料をコピーして各家庭を回ってくれた人ちいた。

稲田孝〔別委員 南潟白区でも「今後も報告会を開催してもらえは定獄や報酬が劉パということは言わ

なくなる」という憲男均匂った。

平田信広委員 議差益舌動報告創立、今度の3月議会終了時から取り組むことになるのわL

（事続出書記）｜ 現在、臨侵・広鵬寺別委員会で協議されている祇今回の~~..§会での反省等ち踏まえ、
詳細に検討していく必要力窃ると思うので、 6月議告訴愛ということになるのではないか。

稲田幸既日委員 5月に新たな委員会構成となることから、 1服属成ち含臥それl灘になるだろう。

本部仁俊副委員長 今御ま市民への周知方法が大事になるので、際協あり方を十分後討す⑤必要力窃る。

稲田幸［別委員 今回参加力ゆなかったのは議会に関する興味別恩パからだと思う。本来はパブリック

コメントだけで良かったのかもしれなしめ丈今回は市民説明会ち開催した。そんな中で

145人もの市民力望劾日してくれたのは良かったと思う。

次の3月議会では本市議会を含臥県内の多くの市議会で基本菊助制定されると

考えられるが、本市のように市馬朔会ま懐胎したところはないと思う。

佐藤丸古委員 先遣弘銭辰で視察した名護市でlま、本市議会でのアンケートι漢施について高い評価を

いただき、自分たちは大U三ことをやったのだと感じた。次に、北方地区では議員個人 l

の活動自白平価を求められる揚面力匂った拭その揚合、どう対応すればよいのか。

稲田和利委員 I ~~甫地区でち同僚の揚面力窃った力え各議員の活動には個人差力濁り、説明会・報告会
の湯で話すことではないと判断したので、個人の発言は差u空えた。

j司里彰台首委員 ｜ 全体を通して、司会のあり方などについても反省点はあったと思う。

上由美利委員長 ｜ 次に、パブリックコメン卜に関して意見を伺いたい力1ます、 1枚紙のほうの反問権に

闘して提出されだ意異については氏名・住所・年齢とも記載されていないことから、本

件については正式には受理しないということにしたい。また、もう1件の北J11町の方から

提出された意見書については内容力丈私ども力待。定を目指している条例の趣旨等を超越

しだ高いレベルの意周喝容であり、そういった意異なほぼすべてι深交に渡って付され

ており、これらすべてに回答すること怠なかなか大変ではないかと感じている。

その点を踏まえ、意男等はないか。

小田忠良委員 I ~~II駈住の馴牛については一案として、 E倭態に苅応にもらうこと嶋え
られないか。
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平田信広委員

佐臆丸古委員

上由美利委員長

稲田和利委員

上由美利委員長

上由美利委員長

読んでみると、確かに難Uパ内容ではある。

どうしても回答しなければいけないのか。

何ら力、の対応は必要だと思う。

まずは正副委員長が一度本人と直度会って、本日の1第諸相容等を伝えてはどうか。

ではこれまでの↑語義内容を取りまとめたい。
はじめに、各説明会で出された意烏についてl志今後、条例施行後のそれぞれの取り組

みの中で十銭湾にすることとし、条修康については、現在のままで、修正はしないとい
う方向にしたい拭罵義はないか。

〈「異議なし」と暗示者あり〉
罵義力低いので、そのよう10夫定する。
次に、パブリックコメントの取り扱いに関してだが、このうちます、反問権に関する意

見書で、提出者似主所・氏名・年齢すべて方不明の分については不受理という鍛いにし
たい力え罵義はないか。

〈「要意義なし」と昭15＼者あり〉
次に、羽｜町の方からの意見書については提出された本人に苅し、正富倭員長で一度

会い、本日の↑蕊義内容等について話をしてみだいかえ良いか。
〈「罵義なし」とB郎t者あり〉

要意義がないので、それぞ札そのように取り計らう。

続いて、今後のスケジューjレだ水本日の協議ガ終了すると、後は当夜ゆ予定どおり、
3月定例会中の3月18日〈月〉に特別委員会を開き、そこで鼠終α麓認を行った上で、
3月21日（木〉 ι淀例会謝冬日の本益義に本菊到康を提案し、霊言葉する予定で進めたい
が良いか。

〈「嘉義なし」と昭15＼者あり〉
異議力ほいのだ、そのように取り計らう。
以上で、本日予定I.Ac案件の↑麓義悦冬了したが、このiま創司かないか。

〈「なし」と昭15＼蓄あり〉
これをもって議会基本菊F蹄リ定特別委員会を閉会する。

閉会 11時 00分
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〈平成25年2月 18日 議会基本条例制定特別委員会資料〉

・議会基本条例（案）に関する 市民説明会・パブリックコメント まとめ

【市民説明会】

。開催期間 平成25年 2月3日〈日〉～2月 10日〈日〉

。開催場所 市内 11会場

。参加市民獄 145人

開催地区 ~三~ 揚 日 時 参加 担当

1 I 岡富 岡富3ミュニティセ万一 21 3（日） I 19:00～19:30 (30分） 2人 1班

2 北J11 ホタルの館 21 3（日） 19:00～20:20 (80分） 9人 2班

3 恒富 清掃工掲会議室 2/ 5（火） 19:00～20:10 (70分） 9人 1班

4 南浦 浦城公民館 21 5（火） 19:00～20:25 (85分） 3人 4班

51 北方 北方町3ミュニティセYター 21 5（火） I 19:00～20:10 (70分） 19人 3WI 

6！伊形 ーケ岡3ミュニティセンター 21 6（水） i 19:00～20:00 (60分） 10人 2f~I 

71 東海 東海3ミュニティセYター 21 7（木） I 19:00～19:50 (50分） 8人 3班

8 北浦 北浦公民館 21 7（木） I 19:00～19:50 (50分） 48人 4到I

9 川中 川中3ミュヨィセッター 21 8（金） 19:00～19:55 (55分） 5人 1班

10 島浦 島野浦島開発総合りター 21 8（金） 19:00～19:50 (50分） 15人 2班

1 1 南方 南方東〕ミュニティセッター 2/10（日） I 19:00～20:05 (65分） 17人 3班

【パブリックコメント】

。募集期間 平成 25年 1月 25日〈金〉～2月 12日〈月〉 19日問

。提出意見 2件

※1件は、 2月 12日〈火） 20時47分に事務局メール受信。

〈意見提出者の氏名・住所は明記されているが、年齢の記載なし〉

※1件は、 2月 13日〈水〉に文書箱ヘ投げ込まれていた。

〈意見提出者の氏名・住所・年齢の記載なし〉

。意見内容 別添資料のとおり



l延岡市議会基本条例（案）に関する市民説明会での主な意見｜ (1/4 ~一〉

条 I 項 目 I ・意見内容 ｜【会場】（班）｜

2条 議会活動
・「市政の運営状況を公平に監視し評価する（第 1項）Jとあり聞こえは

【北浦］（4)
良いが、重視・軽視の評価があるのではないか。

3条 議員活動 ・議員は地域の問題を把握し、市政に反映させる活動をすべきだ。 【恒富】（1)

5条 市民参加・協働 ・今後、夜間議会や議案の事前公開についても検討してはどうか。 【北JII ](2) 

・議会閉会後ではなく、審議する前に開催することは考えられないか。 【~tJll](2)

一 一一一一ー

・これまで議会との対話力妙、な力、ったので、このような機会は大変良い。

今後は、報告会等をもっと指やしてほしい。市長より議員の方が言いや 【南浦】（4)

すい面もある。また、複数の議員であることも効果的だ。

・選挙前以外もこのような場を設ければ、議会批判はないと思う。 【南浦】（4)、，
6条 議会活動報告会

・議会活動報告会はぜひ実施してほしいが、年に何回ほど行うのか。 【北方］（3)

・市民にもっと議会活動を知ってもらう努力が必要だ。 【JII中】（1)

・今後、市民と議会との対話はぜひとも必要だ。 【Jll中］（1)

・通常、市民はあまり議会活動に関心がないが、良い機会になるので、
【J11中】（1)

ちう少し PRしていくべき。

・今後、報告会を行う際は、周知方法を充実させてほしい。 【島浦］（2)

・反問権導入は議論を行うための当然な流れだと思う。 【北Jll】（2)

、’
・反問権のイメージが分かりにくい。 【北方】（3)

・大阪市の橋下市長のような市長が出現し、反問されることになれば、
【j七方］（3)8条 反問権 市長の独裁政治につながるのではと』心配する。

・反問権を認めた際、意見が食い違い、折り合いがつかないときの質問
【北方］（3)

時間制限はどうなるのか。

・反問権は大変良いことだが、本会議で実施すると時間制約があり、
【東海］（3)

難しいのではないか。委員会で実施するほうが効果的ではないか。
一

・議員間討議の導入！こは賛成する。ぜひ頑張ってほしい。 【北Jll](2)

一一一一一一一 一一 一ー－ 一 一一

14条 議員間討議 ・討議！こf自由Jという文言を付してはどうか。 【北Jll](2)

一一一 一一一一一一一一 ー一一一

・議員間討議のイメージがつかみにくい。 〔北方］（3)



｜延岡市議会基本条例（案）に関する市民説明会での主な意見｜ く2/4~－＞ 

条 I 項 目 ｜ ・意見内容 ｜【会場】（班）｜

・政策提言は会派の関係で提言内容に問題が生じないか。 （多数会

派の意見だけが取り入れられることにならないか…。）
【北JII】（2)

【北JII】（2)・政策提言の成果についても市民に説明してほしい。

16条｜政策提言協議

【~tJll 】（2)
・政策提言については、市民が本当に困っている問題を解決することで

議会への評価が変わってくると思う。

・政策提言については、財政状況が厳しい中、果たして積極的に行え

るのか不安がある。

・議会中継について、生中継だけでは視聴できる機会が限られるので、

CATVでの録画放送やインターネット配信についても検討してほしい。

・現在、 CATV中継については、議会側が業務委託（委託料を支

出）しているようだが、どちらかと言えば逆ではないのか。

【恒富Hl)

【北JII】（2)

【~tJll 〕（2)

17条｜広報広聴

.J 

・関心のある一般質問をCATVで見られることは良い。 I 【岡富山）

・議会だよりの内容が毎回同じ。質問追跡のような内容にならないか。 ｜ 【恒富】（1)

22条｜議会改革の推進

・市議会だよりはほとんど見られていないと思う。こういった説明会の方が

効果的だと思う。

・これまでも議会改革に取り組んできたというが、成果が見えない。これ

まで市民に対する説明が足りなかったのではないか。

・現在の定数（29）が多いか、少ないかは判断しがたいが、少なくとも北

方から 2人というのは少ない。
24条｜議員定数

【島浦】（2)

【恒富山1)

口じ方】（3)

・定数検討時の「面積J要件については、どラ理解すれば良いのか。 【南方】（3)

・なぜ市民が報酬を高いと感じるのかは、議員の活動が見えないから

だ。これからの議会（議員）活動を見て評価したい。

・都城市は本市より人口が多いのに、報酬は低い。その説明が必要で

はないか。市民は不思議がっていると思う。

・報酬は「市民の意見も聴取して検討するJとあるが、今後、当然その

ようにして検討するのか。

25条｜議員報酬 ・「700万円無し1と自分の子供を大学に出せなし＼jと言った議員もいた

ようだが、おかしい。

・報酬が妥当だという活動なり、説明をもっと行ってほしい。

・議員も一生懸命活動しているのは事実。ただ報酬を減らせば良いと

いうわけではない。相応の活動をして、ちっと内容・実態を知らせるべき。

・今の報酬は決して高し1とは思っていない。要は議員の活動が見えるか

どうかだ。今後、頑張コて活動してほしい。

【恒富】（1) '-' 

【南浦】何）

【~t方］（3)

【北浦］何）

唱・4中，EE
‘
 

【J11中］（1)

【島清］（2)
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｜延岡市議会基本条例（案）に関する市民説明会での主な意見｜ く3/4~·一〉

条 I 項 目 ｜ ・意見内容 ｜【会場】（班）｜

※25条 l※議員報酬（続き）

〔報酬・定数〕

条例全体

全体

（政務活動費）

・報酬を議会自らが検討すれば甘くなる。自ら検討する場合は、市民

団体等の意見を取り入れるべきだと思う。

・期数・活動に合わせた報酬制度を検討してみてはどラか。

・議会（議員）に見合う活動をすれば、報酬額はいくらでも＋新〉ない。

・アンケー卜結果では、定数・報酬ともに高いと思っている市民が多く、

実際、都城市と比べても高い。また、費用弁償についても見直しを。

・説明会における定数と報酬の議会説明は、遠回しに市民を手なずけ

ようとしているような気がする。

・定数と報酬については、数字的なものを示してもらうことが必要だ。

・アンケー卜結果力、ら市民の関心は高い。今後検討するのか。

・昔は定数と報酬の問題を言われることがなかった。なぜ今は、そういう

ことを言われるようになったのかを良く考えてほしい。

・党派・会派を超えて取り組むことで、議会の評イ面ち変わってくる。今後

の議会活動が、市民のためであれば、定数も報酬もこのままで良い。

・市民の関心事は定数と報酬。次の段階をどうするのか。議員の中か

ら意見や動きが出てきても良いのでは。

・基本条例が制定されることで、各議会力T画一的なものにならないか。

・今後は、議会として会派の垣根を超えて様々な取り組みを実現して

ほしい。基本条例については評価する。

・基本条例策定は高く評価したい。しかし、アンケー卜結果を見ても、

【南方］（3)

【南方】（3)

【南方】（3)

【恒富】（1)

【北浦〕（4)

【南浦】（4)

【南浦｝何）

【伊形］（2)

【東海】（3)

【東海】（3)

【J11中］（1)

【~tJll 】（2)

【北Jll】（2)

議会の意思や議員の活動が、これまで・市民には正直わからなかった。し｜ 【恒富山）

っかり頑張ってほしいと思う。今後の議会（議員）活動を注目したい。

・基本条例がないと、議会としての重みがないのか。 ｜ 【伊形】（2)

・条例制定は大変良いことだが、少し遅力、った感がある。 ｜ 【東海］（3)

・今後は、条例を基本に肉付けするともっと良いものになると思う。 【東海］（3)

・条例を元に、今後は充実した活動を期待する。 【島浦］（2)

・条例制定作業段階において、市民からの意見は聴取したのか。 【南方］（3)

・正式な議員活動を行うためには、政務調査費を認めて良い。 ｛伊形］（2)

・悪用されることが多いので必要はない。現状がすばらしい方法だ。 【伊形】（2)



｜延岡市議会基本条例（案）に関する市民説明会での主な意見｜ く4/4~－＞ 

項 目 ｜ ・意見内容 ｜【会場】（班）｜

・説明会の PR力可ミ足していたのではないか。もう少し早めに知らせてほ 【岡富】（1)

し力、った。 【JII中】（1)

・説明の内容が難し力、った。 【岡富】（1)

一 一 一一一一一

・説明会参加者が少ない。もっと会場を細かく分散できなかったのか。 【恒富】（1)

・説明会は、アンケートを行った団体等に結果を説明し、意見を聞いて
【恒富】（1)

その他 説明会運営等
から、行うべきではないか。

・説明会での状況（市民の関心の薄さ）も参考にして、良い議会が
【恒富】（1)

できるように努力してほしい。

・当選後の議会（議員）の活動はよく分からなかったので、今回、基本

条例の内容を説明会で聞けて良かった。今後は、条例で示した精神を 【島浦】（2)

貫いてほしい。 ..J 

・条例内容を市民に良く理解してもらうためにも、パブリックコメシトの実
【南方】（3)

施期間を延長してほしい。

・議員個人の議会報をもっと出してほしい。 【岡富】（1)

・議員は経済的にゆとりのある人がなれば良い。 【恒富】（1)

・議会のあり方については、－北の将来のことも考えながら進めていかな
【南浦］（4)

くてはいけない。

・各議員が選挙時に掲げた各マ二フェストに対し、これまで、各自がどの

その他 議会全般 ような提言・提案をしたのか。それぞれの提案が議会全体としてよい提案 【北方】（3)

につながると考える。

・毎朝、交通安全のために道路に立っている議員もいるが、何もしない
【北浦｝似）

議員もいる。

司，

・議員が一生懸命活動していれば、市民は何も言わない。 【北浦】似）

・議員は 13万市民の代表。市全体に光が届いているかを常に意識・
【南方】（3)

確認しながら議会（議員）活動に取り組んでほしい。
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｜引⑤｜；（⑧11 ・ 1: I⑧｜ 
議会基本条例制定特別委員会記録

書記
氏名

福島昌宏 ED I 

開催

月日
平成25年 3月8日〈金〉

開催！ 自 11時 12分

時間！ 至 11時 55分

開催

場所

中小企業振興センター

5階会 議室2

職 名 氏 名 出欠 職名 氏 名 出欠

委員長 上田美利 。委 員 j司野治満 。
号3貝e車＝-z:ョと 副委員長 本部仁俊 。三3事z0: 貝 稲田和利 。
の出欠 主主事之己 貝 一上 毅 。三3事z;: 貝 小田忠良 。

ヨ3ミ~ 貝 佐際大志 。三3長-z: 貝 佐 藤裕 臣 。
委 貝 平田信広 。一一一一一一一一一

なし

出席議員
一・－・－伺・－・－・－一一一一一一＿，........ ＿・－－－・－・・－ー・・－・－・－一一＿＿...... ＿，・－…一一

出席者め説'k 現~ 
なし

の

傍隠

なし

議案等番号 ｛牛 名 議吉 果

パブリックコメントの取り扱いけ件〉について 受理・公表決定

条文〈第6条〉の修正について 修正決定

施行後の条例倹証について 会派持帰り協議

一
陳情第 13号

延岡市議会基本条例案に関する意見公募手続の再実施を求める 不採択
陳情 〈全員〉

陳情第 14号 延岡市議会基本条例案に関する意見の賛否表明を求める陳情
不採択
（全員〉



議会基本条例制定特別委員会記録

開会 11時 12分
上田美利委員長 だだいまから議会基本知刷定特別委員会を開会する。

はじめに、先日ι凄員会において取り扱いを↑語義しだパブリックコメントのうち、正副

委員長吉頁かりとなってし泥意昆につし1て協義する。

本件に関しては 2月27日に正富倭員長において惹5提出者と面会し、前回委員会で

の↑麓畿諺果等を説明したところである玖提出者からは公に募集したのだから必習を漢

すべきであるという強い求めがあっ定。

そのた瓜副委員長と↑識を行つ間課、提出された菅島については知托のものに

苅する考え方江痛漣、まだ、年齢力管議隠れていないといった点力匂渇ちι粉、そのこと

をもって正式に受理せず、公表しないということにち無理があると考えている。

まだ提出者私自身の意馬力也、表されるのであ制式、条修！康ι溜議については動矧

に議会カ年目断することであるという点については理解されていだ。

そこで提案だ力え別講隠毒料のような形で公表してはどうかと考えている。,.. 配布した資料とともに、提案に対するみなさんの意見をいただきたしL

小田忠良委員 当初の予定どおり、提出意昆を公表するのだから、こういった形で良いと思う。

稲田和利委員 受理した上で議会としての意見ち惜して土演すべきだと思うので、これで良いと思う。

上田美利委員長 では提案した資料のように之、表したい力え罵義はないか。

〈「異議なし」と昭ぷ者あり〉

嘉義がないので、そのように対応する。

上由美利委員長 続いて、 2月20日！こ開催伐義員研修会ι沖で、講師から要望として出された、基本条

例第6条に関する条文似彦正について践義する。

内容は第6条江深文中に「年1回以上定期的に」という文言を入れてほしいという

もので、それを反映させだ混合の条文Id:、↑議集罫蕗噂ヰのとおりとなる。

意見等はないか。

〈「識耐震案が良しUと発言する者あり〉

では諮問是案のように修正することにしたい拭罵義はないか。

〈「異議なし」とOWIS＼：者あり〉

，ー 要惹義力ほいので、そのようl;:J夫定する。
本件については台灰ヘα賠をあ瀬いする。

上田美利委員長 続いて、基本条例脳ラ後¢郷雌正のための体制について協議する。

これも先の議員研修会においてのことだかだ、講師からは、基本条例施行後ち委員会を

穿続させ、ぜひとも条例江殺証を行ってほしいとのことであったが、本件に関し、意島等

はないか。

稲田不〔別委員 どういった形にするかl拐リとして、 5月以降ι溺会情成に関する隠すι沖で、条側鑓正

のたぜ双漸たな体制づくりは必要だと考える

小田忠良委員 条例随行後l志特別委員会の設置、もしくは区長会、響鍬議結富等を含めだ盆義の安置

なども含瓜憶すしていく必要がある。

稲田和利委員 特別委員会を設置した中で、評価や擬正に関して、必要な揚合は外~Bの方の意烏ち伺う
ような揚を設けることも一つの方法ではないか。

上由美利委員長 条例の闘だけでなく、そO)f也の改革事項ち含反騰すするたぜ蹴蹴づくり想必要では

ないかと考える。
" 
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稲田杭別委員 ｜ 議会改革を目的とした特別委員会を設置し、基本条例慌時含めた改革等に関して！綴

を行っていくと良いのではないかと思う。

本部仁俊副委員長 ｜ トータ）~に改革を笛援できるような諸島誌が必要だと考える。

上田美利委員長 ｜ 本件に関して臥一度禽灰に持ぢ局り、次回委員会で再閣議義しだい拭嘉義はないか。

上由美利委員長

〈「異議なし」と蹄:S＼：者あり〉
でlま、各お辰でのLtfi嘉義をよろしくあ瀬いする。

続いて、今期定例会において利幸別委員会に儲王された、陳情第13号及臼閑育第14
号¢審査を行うがも付託された2件の閥胃についてはいすれち基本条例案に関するも

のなので、一活審査したい拭これに罵義はないか。

〈「異議なし」と断'5＼：者あり〉
罵義がないので、－活審査する。

これより、開胃第13号延岡市議会基本条例案に関する意見公募手続の再実施を求め

る陳情及臼粛清第 14号延岡市議会基本菊列案に閲する意見の賛否号ミ明を求める閥胃

ι溜査に入るロ

本2件似関胃に関し、質疑・意見等はないか。

本部仁俊副委員長 ｜ ます、開胃第13号について、議会としては基本条倒震に関してパブリックコメントに

加えて、市馬朔会ち実施し、 145人貌日していただいだ中から、多くの綴尽な意烏を

いただけた。これは今回、同時期に提案を予定している県内各精義会でも行っていなし1こ

とだと思うし、開店会では様々な意見ちあった拭我々の条倒康情期店会を実施したこ

とに対しでも一定の評価もいただけたものと思っている。次に、陳情第14号について、

市議会では市民へのアンケートを実施し、 2,854人の市民の方々から制課を十銭湾

にしながら、基本郷康の作成に取り組んできた。また、条例案完関節市馬糊会を開

催して意見を伺った。我々としても 21:FrdJ..伺のだめ¢深例かを考えながら取り組んで

きた結果、今期定例会で特別委員会作成の条例案を提案しようとしているのではないか。

稲田制頚 ｜我々の駄鯨ω ては Jt/1)-y'Jコかと合わせU 踏切い今後

上田美利委員長

上由美利委員長

議会カt取り組んでいく方向を薗妾市民に開店した京課、多くの方々に理解してちらえたと

思っている。

質疑を終了する。

－活して討論はないか。

〈「なし」と~S\：者あり〉
討論を終了する。

これより、ます、閥胃第13号延岡市議会基本菊列案に関する意島公募手続の再実施

を求める閥曹を採決する。

本側首lま、採択すべきものと決するに嘉義はないか。

（「妻意義あり」と昭t:S＼者あり〉
襲義があるので、挙手により民夫する。

本欄胃lま、採択すべきものと決するに賛成の皆さんd淳手を求める。

〔挙手；彩苅

賛成者はない。

よって、本欄胃は不；采択すべきものむ夫定した。

次に、開青第14号延岡市議会基本菊9！擦に関する意烏の賛否君羽を求める閥育を採

決する。

本側首let採択すべきものと決するに窯義はないか。

（「妻意義あり」と呼1S＼者あり〉

異議力Tあるので、挙手により民夫する。

-213~－ ー
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上田美利委員長

,.. 

’‘ 

本開胃l立、関尺すべきものと決するに賛成の皆さんι淳手を求める。
〔挙手｝~苅

賛成奮はなしL
よって、本側胃は利鶏尺すべきものと決定した。

以上で、信託された閥青ι漕査は終了した。

なお、だだいま審査した陳情の委員長号陪については正副委員長に→壬いだだきだい
わえ罵義はないか。

〈「罵叙まし」とl@i5＼：者あり〉
異1圭義力低いので、そのように取り計らう。

本日の！滋義は以上jごが、そのほ力咽かないか。
（「なし」と断5＼者あり〉

次は3月18日に委員会を開き、本日持ち帰り案件の隣義と条修療の最終確忍鼠終

日の委員長報告等に関して協滋する予定である。
これをもって議会基本菊粥促特別委員会を閉会する

閉会 11時 55分

-3/3~－ -
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・議会基本条例制定特別委員会 協議事項ー寸・4

＝協議事項①＝

日時：平成25年 3月8日〈金〉

揚所：議会委員会室

。パブリックコメント（1件〉の取り扱いについて

＝協議事項②＝

。第6条（議会活動報告会〉について

原 案 ※研修講師提案

第6条議会は、市民に対し、議会で行われた 第6条議会は、市民に対し、議会で行われた

議案等の審議及び審査の内容について報告 議案等の審議及び審査の内容について報告

する議会活動報告会を定期的に開催しなけ する議会活動報告会を毎年 1回以上定期的

ればならない。 に開催しなければならない。

2 （略） 2 （略）

＝協議事項③＝

。施行後の条例検証について

＝協議事項④＝

。信託陳情の審査について



、、
｜延岡市議会基本条例（案）パブリックコメントに寄せられた意見の概要と意見に対する市議会の考え方 CP1)I 

関係条項等 寄せられたご意見

前文 修正案：「延岡市議会は正当お墾挙によって延岡市民に選出されたイ也義員によって構成される立法決政機関であり、市民の自由と幸福の増進を目的とし

て、市民と議員が討議を行う場所である。
かつて、聖徳太子は、「十七に日く、対1劇的断（さわか〈からず。必す深（もろもろ）とともに宜しく論（あげつら）ふベし。Jと示し、明治天皇

は、「広く会議を興し、万機公論に決すべし。旧来の陪習を破り、天地の公道に基づくべし。Jと誓した。

我々は、言論表現の自由を妨げるあらゆる圧力を排し、法の下の平等原理により、老若男女相まみえ、自由な議命を盛んにすることが求められている。

我々は、憲法の「主衛生民j「個人の尊重j「地方自治の本旨Jに則り、又、酬地域自治憲章 (European印刷erof LocalSelf-Government）、世界地域

自治憲章（WORLDα飯店ROF LC吃札・sE日＇-GO児問町f)の理念に賛同し、延岡市民の協力によってで、きることは県キ習の干渉を招くことなく、その自由

意志によって、我々 と子孫、のために幸福な祖会を築いていかなければならなしU
趣旨：議命が成立するためには自我が確立してし、ること（個人例虫却と、人と人の問の対等な関係（存続駒上下差男lj封除）が必要条件である。

※市長に関する言及協必要な川

※「二元代表制Jとし、う語は不適切の感がある。議会は議会の自由独立を最対鎚求汁ぽよし、あえて言うならば「二権分立制」である。執行権と立

法決政権は全く役割が違うものであることを認識すべし。同じ役割の機関が2つあるわけではなし、。

※この前文は主権者である市民の立場からのものではなく、議員、議会が主体となって市民を捉えている。憲法の主樹主民原理にそくわな川

第1条 修正案：「この条例は、議会に関する基材供炉実を定めることにより、議会における市民と議員の自由な討論を俄正し、市民の幸福噌進に寄与すること

を目的とする。J

第2条第1号 「議側幾関J→「封去決政機関Jとする。

「公平性及。澄明性jとともに、何よりも「独立性lが重視同確立されなければならな川・

第2条第2号 「提言'j ＇溺し情調ではなし、れ「提示 Jはどうれ意見書提出は素晴らししL地捌註推の制てのためには、場合により、裁判所への求裁定も必要であ

る。

第2条第3号 開かれた議会であるためにはどうあらねばならないのか、何をどうしなければならないのか、を規定するのが条例である。

第3条第1号 「樹止jという語は社会話訴止、老人福祉等のみであるかのように連想されかねないので「幸福J度を向上させることを目標とすべし。市民幸福度世界一

を目指すァえし。延岡市は自殺率の実質世界ーの地域であることが菌現さ才υ旨ければならな川

第4条第1項 「l人以上Jとしなければならな川憲法13条「個人の尊重j思念に反する。あるし、は「会派Jの規定は不要である。削除すベし。

第5条第1項 そのためには予算案、議案等は会議期目前にHP等で幼百し、世界中に意見、修正案、対案を求めなければならなし、すべての情報が公開されるのが当

然であるから「積極的にJとし、うの同雷同惑あり。何をどのように公表しなければならなし、かを規定するのが条例である。何をどうのようにしたら市民

との協働を図っていることになるのかを規定するのが条例である。

「努めたが何もしなかった」状態を招くことを防止するのが条例である。

第5条第3項 当然である。

これまで‘の会議における議場の市長とその職員が座っていた場所は本来市民が座るべき場所で、あるo 市長とその職員は議員の資格はないのであるから、

地方自治法第百二十一条により、報府府の職員を議場に呼ひ潤すの出量小限にとどめなければならな川市長職員も自粛しなければならな川市長職員

は年間会鵡欄網の2分のlを越えて会議に出府することはできない規定を設けること。

第6条第2項 事前報告は事後報告と同様に重要である。



、 、
｜延岡市議会基本条例（案）パブリックコメントに寄せられた意見の概要と意見に対する市議会の考え方 CP2)I 

第7条 ｜ 明かれた議会」とはどのような状態なのかが問思第一に市民の最大多数が参加できる時間帯でなければならな川市民が会議において発言可能な状

安広第1項

第8条第2項

第8条第3項

第C条

第11条

第12条

第13条第3項

第14条

態でなければならなしLあらゆる情報があらゆる方法で直ちに公開されなければならなし、あらゆる方法による会議の記録、写真撮影、録音録画、放送

が妨げられないものでなければならなしL これらの「思いやりJが表現されなければ市民と共に立つ議員集団とは言えなし、。

地方自制虫第百二条の二により、通年会期制とすべきである。街圏却窪田の夜7時等の時間帯が望ましし、欧米の先進民主主義国では当然の樹子であり、

日本でも通年制に移仔ずる自治体が増加しており、基本条例こ規定が盛り込まれてしも。定例会期制では市長による専決初予濫用、議会招集権問題を避

ける事ができなしL

議員報告会、説明会等は常に夜7時から開催されていることを考慮すすUま、本会議も同様に毎圏倒産できるぽずである。

自由討議の場では市長に限らず、誰もが対宅街虫立互尊の関係が維持されなけれ同議論が成り立たな川

一問一答式→「ー題集中式jとする。： 1問に対して1回答えたらそれで終わりとしづ誤解を招く。質問対回答の呪縛から脱し、意見対意見の構図にす

ベし。

修正案：「何人も自由な質問発言を妨げられなしU
市長に限らず、疑問があれば誰でも質問できるのがあたりまえな自由討論である。

閉会中、開会中にかかわらず文書による質問回答て寸i:r問題はわざわざ議場に呼ひ泊して問答儀式を行う必要はなしL

市長が予算案を提出する前までに、議会は立法決蜘守として独立して予算案を策定しなければならなしLその後両案を対比し、修正作業を行うものとす

る。市長の予算案はあくまでもタタキ台である。原案可決という事態はあっつてはならないことである。

法律によって禁じられていないあらゆる事件が議会の議決すべき事件である。

他の市町議会、例えは深山町議会では全ての案件、陳情、請願について議員の賛否をHP公表している。

「重要な議案lに隙Eする理由はな川秘匿性を連想させる表現削霊力封勝されなければならな川

他の市町の議会基本条例と比較すると本市案は「自由jとし、う語が注意深く避けられている。全文の中で「自由jの使用回数は栗山町9回、割減市7回、

1J嚇市5回に対し、延岡市l回のみである白

議員の発言が穆抱動であるのは当然であり、積樋約でないのであれ同議論を妨げるのは何てoあるかを考察しなければならない。不自然な議会規則、権威、

上下年齢差別、議員バッジ等ではないだろうれ自由に議論できるための必要条件づくりが先決である。延岡市ほど自由な言論が求められている地獄は

な凡 100回以上この条例案の中で「自由Jが出てきても少ないくらし、自由のなし判捌に合る。自由がなし、→自主性がない、幸福度が低い→倉崎性がな

し、→起業がなし、→県民所純化→自殺率実質世界最高、となっている。

議会基本条例の苅Eである栗山町の条文を参考したし、：

『（自由討議による合意形成

第9 条議会は、議員による討論の広場であることを寸づ示に認識し、議長は、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最·1J~.艮にとどめ、議員相互間
の討議を中心に運営しなければならなしL

2議会は、本会議常任委員会、特売l倭員会等におして、議員提出議案、町長提出議案及調T民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間の

自由討議により議命を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任をすづまに果たさなければならな川

3議員は、前2項による議員相互間の自由言搬を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積樋矧こ行うよう努めるものとするJ
これは執行府の出席を最小附ヒずることが不可欠であることを諒哉している。報府府員がし、なくなればそ制対つりに市民と向き合わざるを得なくなる。

ドイツ、アメリカ、イギリス等、民主政治先進国で住民が会議に参加して発言する機会のない市町判議会はないはずである。 f期恵するのに住所氏名の記

帳を要求される国はないであろうD 「傍聴jではなく「参会JとしなければならなしL



、 、
｜延岡市議会基本条例（案）パブリックコメントに寄せられた意見の概要と意見に対空る市議会の考え方（P3)I 

第15条 常任委員会制度は廃止し、本会議中心の読会制を採用すべし。そもそも常任委員会制は、常時無数の法案が出されるアメリカでぽ蔀第五塞化のために意

義あるものであるかもしれないが、議員立法（立条伊Dが皆無に等しい延岡市議会においては有害である。

議員は特定分切の議案につして審議するために選尚もたのではなく、「市民倒壊Jとして、市民の意向を反映するために議会に送り込まれたので、ある

から、全ての議案審議に参加し、住民の立場切子政を統制する責務がある。

第18条 ドイツの自治行政学校、市町村研修所、公務員養成学佼並の教育機関が必要である。日本国内のみを見ていては井の中の蛙である。開墾議員をパプ、リッ

クサーバント C公員）の飽イ晶｛じする構図から脱却しなければならなし、。

第20条 議会の独立性を確保するためには事務局職員の採用は議会の責任による公募制でなければならな川執行府の職員の出入りは熱kされなければならな

川 1972年までのアメリカ統治下の桝喝の研爾敬府（執行府）に対して均悩泣御完は予算編成権と立法権を独占しており、 29人の議員に 140人の職員

が補佐していた。

第24条 会議ファシリテーター縫行役）専門家の意見によれば、自由討議科舌発であるためには 15人以下の定数が適当である。それ以上であれば指名なしの

発言が困難になる。

もう一つの条件は、地方自治法第百十二条の規定により、議案提出は12分のl以上の賛成が必要、と規定されており、 12人以上の定数であれば2人以

上の賛成が必要となるから、憲法 13条「個人の尊重jに反することになる。 l人の議員の背後には多数の支持市民があり、その支持者が望む議案を審

議採決lごがけることができないのは不合理であり、参政権侵害である。議員提案が多すぎて処濯できないほどの件数があるのであればこのような制限も

考慮されることもあるかもしれないがほぼ皆無の状態である。議員一人で議案提出可能であるためには 12人以下でなければならなし、市内各地域から

最低1人の議員を確保し、残りの定数枠凶悪票劉l頂の当選とする。

どのような議案も審議採決にかけてその結果を市民に公表し、次期選鞠寺の決定資料とすることに意義がある。最初はI人のみの意見で、あっても審議を

進めるうちに賛同者が増えるものである。
一一第；~5 条 市議員報酬は実費弁済程度に収めるのが民主政治先進国共通の’関子である。ボランティアによる自封ぬ政治が尊重されなければならな川報酬がなく

ても議員になって延岡市を改善したいとしづ市民を募ることが第一選択肢であり、応募者がない場合にのみ報酬の増額を検討すべきである。そのために

は議会の開催時間が誰でも参加できる時間帯、午後7時以降でなければならない。

新実に見合わなし、報酬は、餌とされて彰府府民iblicservant C公員）の家畜となる有害なものである。

第26条第l項 「倒曹胡貝IJJは「参会規員IJJとする。あるし壮会議規則の中で規定する。

会議規則は自由討議が活発になるように改めなければならなしL「会議規則Jと「基本条例Jを分ける必要はなしL一本化可能である。

その他 会議の種類：発言権のある者に応じて、 4つに分けることができる。

（民議会）市民と議員のみの会議

（民議彩絵）市民と議員と執行府の会議

儀員会）議員のみの会議

健婦員会）議員と彰府府のみの会議

民議会を主たる会議とし、議執会は月間民議会開脚部司の総数の2分のl以下でなければならないものと規定ずる必要がある。

その他 会議規則について

L_ 
自由言者義のノレールlこっし、て
延岡市の姉妹都市であるアメリカのMedford市の議会規則には「同一事項について、議員は3回、文は 15分以上話すことはできない、市民及ひ苦郁郎東

↑存者は 10分以内話すことができる。Jとある。



その他

そρり！

、 、
｜延岡市議会基本条例（案）パブリックコメントに寄せられた意見の概要と意見！こ対する市議会の考え方（P4)I 

自由討議のためにはこの程度の制限のみで円台である。 Medford市の議会規則を参考に延岡市の議会規則を再精成する必要がある。

カリフオルニア州、ゆ公開会議法 (Bagley-KeeneOpenMeetingAct、RalphM.Brown Act）には、「会議キ委員会は原則公開て明催され、公開の場において

政策決定をしなければならなしU 「会議等の開雀にあたっては、議題等を既定の日数前に市民に通知する。J「会議等の開雀にあたって、出席者の氏名や

個人情報を収集してはならなしU 「会議等での写真撮影付賭を認める。J「会議等で市民が発言する権利を確保する。Jとの規定がある。

延岡市議会基本剣列におし、ても同様の規定が最｛邸陶釣込まれなければならなし、アメリカ市民はどのような錦絵議におし、ても発言する時間が与えら

れる、延岡市民は与えられないのであればどちらの市民が幸福かであろうか

本条例案の公聴会敏明会）に関して： 2月3日（日曜） ［~l:Jll地区］ ホタルの館て’の公聴会に参加したが、 問題点は、

一、議事苦行が追随酌であること。一人の発言人の発言、問題提議から他の発言人の他の問題に移る場合は、必ず「次に移ってしW、ですか？J等の隠E、
が必要ではないれ問題論点をそらし、湖動態度であると誤解されることになりかねなしL自由な繍命を望まなし滋員であるとの印象を与えかねなしL

二、執行権につして：執行権が万能であるかのような発言が出されてし、たが、アメリカの大統領制を例に見ると、ブ議領には立法権はない、法案提出の

櫛艮はない、こと持続、される。議会が決定したことを知子することだけができるとし、えるc 行蜘守に対して、市議会は政治を決定する機関、決駒符で

ある。新子部に対して、決定部である。

パプPリックコメントの実施方法について

2月 12日締切日の午前中にパブリックコメントの情報を市議会のHPで確認しようとすると削除されていた。延岡市全体の新着情報「議会基本条例に関

する市民説明会J（掲載日： 2013年 1月25日）の項目からも削除されていた。削除しなければならない理由がないのであれば、市民の不審感を増す事

態である。しかも「パブリックコメント実施jに関する単独見出しの新着情報はもともとなかった。「市民説明会Jの情報の奥のリンクにあるだけであ

った。市の広報誌議会広続志にも掲載された形跡が郎、本条慨務17条の「多様な広報手段」によって広報されなかったので、は如、だろうれ「多

様な広報手段Jによって広報された事実が証明されない限り、再実施されるべきではないだろうヵ、

パブリックコメントにおして年齢の記載が求められてしもが、これは特別な理由がなし、限り必要なし咽人情報と考えられる。年齢翻！！の悪しき慣習は絶

たねばならなしL

欧米の指隼民主主義国、最閣浪ドイツ、アメリカ、イギリスにおける地蛾自治体の議会がどのような規則によって運営されているか、議員全員が市民に

対して説明できるような状態になってから、本条例を審議することが望ましし冶

議員は市民の意見の代弁者であり、弁護士であるならば、「議会における最高規範jを制定するにあたっては、本条例案の公開を中間報告書と位置づけ＼

市民の意見を寸づ担収無今除するR寺間を設けなければならないことは、本条伊擦の趣旨によって要請されていることが明らかである。

上記ご意見に対する市議会の考え方

ご意見として承らせていただきますユ

今回の議会基本条例は、議会・議員に関する基本的事項を定めるとともに、市民と議会との関係、主た統行機関と議会との関係等を明確にして、条例案目的（第1条）を

達成－；るために制定するもので、制定後は条例の趣旨に沿って、これまで以上に議会・議員が質の向上に努めながら、政策提案型議会の実現守会議での議員間討議、また、

議会れ動報告会などに努め、その取り組みを幅広い市民の方々に音引回していただきたいと考えています三なお、条例の見直しにつきましては、制定後も常に検証しながら、

必要に応じて改正してまいりますので、その中で、今回のご意見も含め、多くの市民の方々からのご意見を参考にしながら、より良い条例にしてまいりたいと考えています。
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議会基本条例制定特別委員会記録

開会 11時 00分
上田美利委員長 ただいまから、議会基本条傍脆リ定侍別委員会を開会する

はじめに、今期定例会覇冬日に上程予定伐義案2件についてι耀認をお願いuJCv¥,
こι溺案2件に関してはこれまで2年間にわだる科寺別委員会での協滋を踏まえだ結

果であり、お手元のような形で、競冬日の本会議に上程したしL上程するのは延岡市議

会基本条例の制定及び延岡市議会の議決事件に関する条例を廃止する条例の制定の2件

であり、いすれも基本菊列の制定に関するものである。なお、議案番号については当局

からの畠加提案の関係ちあり、現埼点では確定していなしし

鼠終的に内容をこ随意し1ただきたいと思います。

〔各委員内容確認〕

意見等はないか。

〈「なし」とD事15＼：者あり〉

なけれはこのように定案したしめえ嘉義はないか。,. 〈「異議なし」とB事15＼者あり〉

票意義力低いので、そのように取り計らう。

上田美利委員長 続いて、本特別委員会における爵冬報告に関して協義したしL
例朱 3月定例会に制7る各特別委員会の報告は本盆鰍盤伐務日程として扱.btt

ているが、本特別委員会は基本条例を告促すること力曹駄の目様であり、委員会としての

報告内容と今回上程する議案には強パ関重力窃るそのため、今回閣寺に議案2件を上程

した際、提案理由開店を行う前段で、期リ委員会としての活動報告ち併せて行ったほうが

良いと考えている。

〔報告書案の内笥琶認〕

報告の方法及切羽容等についてはだだいまα定案のとおりとU乏しめえ要意義はないか。

〈「嘉義なし」と昭15＼：者あり〉

罵義力ほいので、そのように取り計らう。

上由美利委員長 続いて、 3月8日に審査U三閥育2件に関し、最終日の本会議に品＇TI~dる審欝侵

告書について、先の委員会阪滋内容をもとに作成しだ。

内容を確認いただき、良ければこのよう10.夫定したいわえいかがでしようか。

〈「異議なし」と昭15＼者あり〉

，‘ 嘉義力ほいので、そのように取り計らう。

上由美利委員長 続いて、お灰持ち帰りとしていた基本知蜘行後の擬正について儲義する。

各省辰より意昆を伺いたしL

佐醗鍾委員 【延岡き習な自民力会】施行後江澱証については特別委員会の設置もさ瓜必要だと

考える。

稲田杭附委員 【友愛クラブ】条19.脈鑓正ちあるι曹、うわえ他舗義会改革ち含めた形で特別委員会を設置

した中で検討してはどうかと者える。

小田忠良委員 【無事腐クラブ】特別委員会を設置することについて凶司意烏である。また、外音院議

者等ち含めた取り組みについても隠すしてみてはどうかと考えている

佐藤大志委員 【社民党市議ヨ】特別委員会を設置し司切組んでいくこと臨必要だと考える

三上毅委員 〔公明党市議団】議会改革に関す引寺別委員会を設置した中で、条側鑓正を行つてはど

うかという考えである。

-1 /2'J一ー



沼野j台首委員

平田信広委員

上田美利委員長

【のべおか市民派クラブ】慌正に関する特別委員会を設置す⑤必要はあると考える。外

部からの参加に関しては今後のth惹義になると考える。

【無差芯辰〈日本共産党〉】ほぽ各委員と同意5主である。

各省灰の意見を旬うと、今後においては基本菊列制組、また、他伐義会改革を含め

て髄義を行うた反則寺別委員会を設置した中で協議を行うことか喧当であるとの周司性

ではないかと思う。ただ、具体的な内容については、新たな特別委員会読置に合わせての

協議になるものと考える。本特別委員会としての周司性については、以上のようなことで

窯義はないか。

〈「異議なしJと昭15＼者あり）
罵義力低いので、この慌義結果については正副委員長から議長ヘ報告しておく。また、

各委員においては愈灰のまうヘ、この1tfi語義結果を伝えておいていただきたい。

以上で、本日予定した案件の協議は終了する力えそのほ力可司かないか。
〈「なし」とD事15＼者あり〉

これをもって議会基本条鵬促特別委員会を閉会する口

閉会 11時 14分 l ‘ 

a、
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議案第 号

延岡市議会基本条例の制定

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第 109条第 6項の規定により提出し

ます。

平成 25年 3月 21日

提出者 議会基本条例制定特別委員会

委員長上田美利

延岡市議会議長 佐藤 勉様
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延岡市議会基本条例

目次

前文

第 1章総則（第 1条）

第 2章 議会及び議員の活動と責務（第 2条－第 4条）

第 3章 市民との関係（第 5条一第 7条）

第4章行政との関係、（第 8条一第12条）

第 5章議会運営（第13条）

第 6章議会の権能強化（第14条一第21条）

第 7章議会改革の推進（第22条）

第 8章 議員の政治倫理、議員定数及び議員報酬（第23条一第25条）

第 9章 最高規範性と条例の見直し（第26条・第27条）

附則

延岡市議会（以下「議会Jという。）は、延岡市民（以下「市民Jという。）

から選出された議員により構成される機関であり、同じく市民から選出された

延岡市長（以下「市長Jという。）とともに、延岡市の代表機関を構成している。

それぞれの機関は、ともに市民の負託に応え、議会は合議制の機関として、

また市長は独任制の機関として、それぞれの特性を活かしながら、市民福祉の

向上と郷土延岡市の発展を実現する共通の使命を有している。

地方分権が進展し、地方公共団体における自己決定、自己責任の範囲が急速

に拡大する今日にあって、議会は二元代表制の趣旨を踏まえ、自らが持つ議決

権や行政監視・評価といった権能を最大限に発揮するため、常に議員及び議会

としての資質を高める努力を重ねながら、真の地方自治実現のため、その責務

を果たさなければならない。

このため、議会は、市民への情報公開と説明責任を果たすことはもとより、

市民との協働を進めるため、その多様な意見を聴き、反映させるための議員間

討議を展開させ、必要な政策提言・政策立案を積極的に行い、さらに市民に開

かれ、信頼される議会づくりを実現することが必要である。

ここに、議会は、地方自治の本旨実現のために、自らの活動と責務等を定め

るとともに、市民との関係及び市長との関係、を明確にし、市民の負託に的確に

応えることを決意し、議会における最高規範として、この条例を定める。

第 1章総則

（目的）

第 1条 この条例は、議会に関する基本的事項を定めることにより、議会の活



性化を推進し、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と延岡市の

発展に寄与することを目的とする。

第 2章 議会及び議員の活動と責務

（議会活動の原則と責務）

第 2条 議会は、次に掲げる原則に基づいて活動し、その責務を果たさなけれ

ばならない。

(1) 市民を代表する議決機関であることを認識し、公平性及び透明性を重視

して、市にとって重要な事項の意思決定を行うとともに、市長その他の執

行機関（以下「市長等Jという。）が行う市政の運営状況を公正に監視、評

価すること。

(2) 市民の多様な意見を聴き、市政に反映させるために必要な政策を立案し、

,.. 市長等への政策の提言に努めるとともに、国会又は関係行政庁への意見書

,.. 

提出にも積極的に取り組むこと。

(3) 市民に開かれた議会を目指し、情報公開に取り組むとともに、市民に対

して議会の議決又は運営についての経緯、理由等を説明すること。

任） 常に社会情勢を的確にとらえ、市民の視点に立った政策形成のため、調

査機能体制の強化を図ること。

（議員活動の原則と責務）

第 3条 議員は、次に掲げる原則に基づいて活動し、その責務を果たさなけれ

ばならない。

(1) 市民の代表として、公正及び公平に、市民全体の福祉向上を目指して活

動すること。

(2) 市政全般について市民の多様な意見を聴き、市政に反映させるため、常

に自己研鎖に努めるとともに、広い視野と長期的展望を持って活動するこ

と。

(3) 議会活動を最優先するよう努めること。

（会派）

第 4条 議員は、議会活動を行うために、 2人以上で構成する会派を結成する

ことができる。

2 会派は、政策の理念を共有する議員で活動しなければならない。

3 会派は、議会運営や政策立案、政策提言等に関して、十分な合意形成に努

めなければならない。

4 会派は、視察を行ったときにはその内容について、速やかに報告書を作成

し、議長に報告しなければならない。

第 3章市民との関係



（市民参加及び市民との協働）

第 5条 議会は、市民に対して議会活動に関する情報を積極的に公表し、透明

性を高めるとともに、市民との協働を図るよう努めなければならない。

2 議会は、公聴会制度及び参考人制度を活用して、市民の専門的又は政策的

な視点等を議会の討議に反映させるよう努めなければならない。

3 議会は、請願及び陳情を市民の政策提案と位置づけ、その審議においては、

必要に応じこれら提出者の意見を聴く機会を設けるものとする。

（議会活動報告会）

第 6条 議会は、市民に対し、議会で行われた議案等の審議及び審査の内容に

ついて報告する議会活動報告会を毎年 1回以上定期的に開催しなければなら

ない。

,.. 2 議会活動報告会に関し必要な事項は、男ljに定める。

,.. 

（会議の公開）

第 7条 議会は、聞かれた議会を実現するため、本会議のほか、全ての会議を

原則として公開する。

第4章行政との関係

（議会と市長等との関係）

第 8条 議会は、議会審議における議員と市長等との関係、については、対等な

緊張関係の保持に努めるものとする。

2 議会の会議における議員と市長等との質疑応答は、論点を明確にするため、

一問一答の方式で行うことができる。

3 議会の会議に出席した市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員から

の質問又は質疑に対して反問することができる。

（文書質問）

第 9条 議会は、閉会中に市長等に対し、文書により質問を行い、文書による

回答を求めることができる。

（議会審議における論点情報の整理）

第10条 議会は、市長等が提案する重要な政策、施策、計画等（以下「政策等J

という。）について、議会審議における論点を整理し、その政策水準を高める

ため、市長等に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるもの

とする。

(1) 政策等の提案に至った経緯及び理由

(2) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(3) 市民参画の有無とその内容

(4) 延岡市長期総合計画（第12条に規定する延岡市長期総合計画をいう。）と



の整合性

(5) 財源措置

(6) 将来にわたる費用及び効果

（予算及び決算の審査）

第11条 議会は、市長が予算を議会に提出し、又は決算を議会の認定に付する

場合に当たっては、前条の規定に準じて、市長に対し、施策別又は事業別の

わかりやすい政策説明資料の作成に努めるよう求めるものとする。

（議決事件）

第12条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 2項の規定による議会の

議決すべき事件は、延岡市長期総合計画（市における総合的かつ計画的な行

政の運営を図るための計画をいう。）のうち基本構想及び基本計画の策定及び

,.. 変更（軽微な変更を除く。）とする。

,.. 

第 5章議会運営

（議会運営）

第13条 議会は、民主的で効率的な議会運営を行わなければならない。

2 議会は、議長の選挙を行うときは、所信を表明する機会を設け、その過程

を明らかにするものとする。

3 議会は、重要な議案に対する議員の賛否の表明について、議会広報紙等に

より市民に公表するよう努めるものとする。

第 6章議会の権能強化

（議員相互間の討議）

第14条 議会は、言論の府であることを認識し、議会の権能を十分に発揮する

ため、議会における全ての会議において、積極的な議員相互間の討議を中心

とした運営に努め、合意形成を図っていくものとする。

（委員会の活動）

第15条，常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会（以下「委員会jという。）

は、専門性とその特性を発揮するため、それぞれ所管に属する事務の調査（以

下「所管事務調査Jという。）を積極的に行い、議案、請願等を審査するとと

もに、必要に応じて市長等に対して政策提言を行うものとする。

2 常任委員会は、所管事務調査に関し、任期開始当初に当該任期における活

動方針及び関連する視察等について十分な検討を行い、活動計画を策定する

よう努めるものとする。

3 常任委員会は、第 1項の調査を終了したときは、その結果を次の定例会に

おいて報告しなければならない。

4 特別委員会は、議会の議決により付議された事件について、適切かっ迅速



に対応するため、目標、期間等を定めて、議案、請願等の審査及び調査を行

うものとする。

5 委員会は、視察を行ったときは、その内容について速やかに報告書を作成

し、議長に報告しなければならない。

6 委員会は、市政の課題に柔軟に対応するため、委員及び市民が自由に情報

及び意見を交換できる懇談会等を積極的に行うよう努めるものとする。

（政策提言協議の場の設置）

第16条 議会は、会議規則の定めるところにより、市政に関する重要政策及び

課題について、共通認識及び合意形成を図り、議会としての対応方針を協議

するための場を設置するものとする。

2 前項の協議において決定された事項については、市長等に対し政策提言を

,.. 行うものとする。

,.. 

（広報広聴）

第17条 議会は、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と

市政に関心を持つよう広報活動に努めるとともに、市民の意見や要望等を聴

くための広聴活動に努めるものとする。

2 議会は、広報広聴機能の充実のため、議員で構成する広報及び広聴に関す

る組織を置くものとする。

（議員の研修）

第18条 議会は、議員の政策の形成及び立案に関する能力の向上を図るため、

議員研修の充実強化に努めるものとする。

（交流及び連携の推進）

第19条 議会は、政策等の形成及び広域的な課題に対処するため、他の地方公

共団体の議会と積極的な交流及び連携を図るものとする。

（議会事務局の体制整備）

第20条 議会は、議員の政策立案能力の向上を図り、議会運営を円滑かっ効率

的に行うため、議会事務局の調査機能及び法務能力の充実強化並びに組織体

制の充実に努める。

2 前項の調査機能については、別に定める議会事務局調査業務処理要領に基

づき強化を図るものとする。

（議会図書室）

第21条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努め、そ

の有効活用を図るものとする。

2 議会図害室は、誰もが利用できるものとする。

3 議会図書室に関し必要な事項は、別に定める。



第 7章議会改革の推進

（議会改革の推進）

第22条 議会は、議会の信頼性を高めるため、議会運営に関する評価と改善を

行い、継続的な議会改革に取り組まなければならない。

2 議会は、この条例に規定するもののほか、議会運営の基本となる会議規則、

委員会に関する条例等及び議会内での申合せ事項について常に見直すよう努

めなければならない。

第 8章 議員の政治倫理、議員定数及び議員報酬

（議員の政治倫理）

第23条 議員は、市民全体の代表者として、良心と責任感を持って、議員の品

位を保持し、行動しなければならない。

,.. 2 議員の政治倫理については、別に定める延岡市議会政治倫理綱領を遵守し

,.. 

なければならない。

（議員定数）

第24条 議員定数の改正について、委員会又は議員が条例改正議案を提案する

場合は、明確な改正理由を付して提出するものとする。

2 前項の改正に当たっては、市政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分

に勘案するとともに、市民の意見を聴取するものとする。

3 前項の場合においては、人口、面積、財政力及び市の事業課題並びに類似

市の議員定数を総合的に検討するものとする。

（議員報酬）

第25条 議員報酬の改正について、委員会又は議員が条例改正議案を提案する

場合は、明確な改正理由を付して提出するものとする。

2 前項の改正に当たっては、類似市との比較だけでなく、市政の現状及び課

題並びに将来の展望を十分に勘案するとともに、市民の意見を聴取するもの

とする。

第 9章 最高規範性と条例の見直し

（最高規範性）

第26条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の会議規

則、委員会に関する条例等の制定又は改廃並びにその解釈及び運用に当たっ

ては、この条例との整合を図らなければならない。

2 議会及び議員は、この条例の理念及び基本原則並びにこれらに基づいて制

定される会議規則、委員会に関する条例等を遵守して議会を運営しなければ

ならない。

3 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、必要に応じて、この条



r 

,. 

例に関する研修を行わなければならない。

（条例の見直し）

第27条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見及び社会情勢の変化を勘

案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則

この条例は、平成25年 4月 1日から施行する。
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議案第 号

延岡市議会の議決事件に関する条例を廃止する条例の制定

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第 109条第 6項の規定により提出し

ます。

平成 25年 3月 21日

提出者 議会基本条例制定特別委員会

委員長上田美利

延岡市議会議長 佐藤 勉様



延岡市議会の議決事件に関する条例を廃止する条例

延岡市議会の議決事件に関する条例（平成19年条例第47号）は、廃止する。

附則

この条例は、平成25年 4月 1日から施行する。

,,. 

,.,.. 
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接会基本至極亙垣根貢認亘書：

・平成 24年度議会基本条例制定特別委員会活動報告

【1】委員会設置後の活動概要
期日 特別委員会活動内容 期日 作業部会活動内容

H23.05.13 第 1回臨時会で本特別委員会設置。

H23.06.29 〈〈第 1回〉〉

・基礎資料の配布・説明

.年間活動計画の協議

・委員会行政視察実施の協議

H23.07.21 〈〈第 2回〉〉

・委員会行政視察実施の決定

・委員閣での意見交換

自H23.08.04 ・委員会行政視察実施

至H23.08.06 ｛京都府京丹後市、一重県伊賀市】

H23.08.18 〈〈第 3回〉〉

・条例制定項目の選定作業

・委員間での意見交換

H23'.09.22 〈〈第4回〉〉 ー．・

・条例制定項目の決定

・制定作業方法の協議

＊作業部会設置を決定

.アンケート実施の決定

H23.10.11 ＜第 1回＞

・アンケート項目の内容協議

H23.10.13 〈〈第 5回〉〉

.アンケート内容等の協議

・条例素案作業状況の説明

H23.10.31 ＜第 2回＞

・アンケート項目の内容協議

。条例素案作成手順の協議

H23.11.02 〈〈第 6回〉〉

・アンケート項目内容の協議

.アンケート団体配布先の協議

・条例素案作業状況の報告

H23.11.07 〈〈第 7回〉〉

.アンケート項目内容の決定

・アンケート団体配布先の協議

＊配布先／配布部数等の協議

《H23.11.14～》 アンケート調査用紙配布開始（個人配布分）

H23.11.16 ＜第 3回＞

・アンケート団体配布先の協議

＊リスト作成（配布先・数・班分）

。条例素案の検討

H23.11.21 〈〈第 8回〉〉

・アンケート団体配布先の決定

・アンケー卜集計作業班の設置

《H23.11.29～》 アンケート調査用紙配布開始（団体配布分）

H23.12.13 ＜第4回＞

。条例素案の検討

[ 1/8 ~－］ 

． 
・." ・ー



i空会主ネ約j制定特別委員会報告当

．．．． ．． ．． I H23.12.14 I ≪第9回〉〉

・条例素案の協議

I H23.01.20 I ＜第5回＞

・法制執務に関する基本研修実施

・条例素案の検討

《～H24.01.31≫ アンケート調査用紙回収終了（個人・団体）

H24.02.08 I ≪第 10回〉〉

4・条例素案の協議

・アンケート集約方法の検討

H24.03.21 I《第 11回〉〉

・条例素案の協議

・委員会中間報告内容の検討

3・ i手！乏：F・伝モ~：tきI~ ； ：，~：；，おおらォ担当事古車1由民：5
＜第6回＞

・条例素案の検討

・アンケート集計の協力

H24.04.09 I ≪第 12回〉〉 a、
・条例素案の協議

H24.04.25 I ≪第 13回》

.アンケー卜集計作業

I H24.05.28 I ＜第7回＞

・条例素案の検討

H24.06.04 I ≪第 14回〉〉

・アンケート報告書内容の協議

・条例素案の協議

H24.06.15 I ＜第8回＞

.条例素案の検討

H24.06.20 I ≪第 15回〉〉 間 06.20 ｜く第9回＞

。アンケート報告書内容の決定 ・条例素案の検討

4・条例素案の協議

H24.08.06 I ＜第 10回＞

・条例素案の検討

H24.08.21 I ≪第 16回〉〉 H24.08.21 ＜第 11回＞ a、
。条例素案の協議 4・条例素案の検討

H24.08.29 ＜第 12回＞

・条例素案に関する関係当局との

意見交換

H24.09.04 I ≪第 17回〉〉

・条例素案の協議

H24.09.20 I ≪第四回〉〉

4・条例素案の決定（2条～28条）

H24.09.25 I ＜第 13回＞

.条例素案の検討

H24.10.15 I ＜第 14回＞

・解説文素案の検討

H24.11.05 I ＜第 15回＞

・条例素案の修正検討

H24.11.13 I ≪第四回〉〉

・修正後の条例素案が決定

（前文～附則）

[2/8 ~－］ 
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険会基本条例唾塑堕坐詞

H24.12.14 I ＜第 16回＞

・条文解説案の検討

・今後のスケジュール検討

H24.12.19 I《第 20回〉〉

。条文解説案の協議

・今後のスケジュール決定

H24.12.25 I ≪第 21回〉〉

・条文解説の決定

H25.01.11 I ＜第 17回＞

H25.01.15 I《第 22回》

安市民説明会・パブリックコメン

トの協議

H25~01.25 1バブリックコメシト開始

・ H25.02.01 

1:;11:)お；0.2般？子 i’；J口ひ，汐クヨ》（~弘ド終主：·；：：h'
H25.02.18 I《第 24回》

＊市民説明会・パブリックコメン

トの協議

H25.03.08 I《第 25回》

女パブリックコメントの協議

大条文に関する協議

女施行後の条例検証に関する協議

女付託陳情の審査

H25.03.18 I《第 26回》

責条例案の最終確認

女活動報告・提案理由等の確認

【2】議会に関するアシケート結果（概要）
【調査対象】 20歳以上の市民

・市民説明会・パブリツクコメント

に関する協議

‘・．、・ e

【調査方法】 無記名アンケー卜調査（個人、企業、団体等）

【調査期間】 平成 23年 11月～平成 24年 3月

【調査依頼数】 3,427人

【回収数1 2,854人 ※回収率（83.3%)

・現在の延岡市議会での議会改革・活性化の取り組みをどう評価するか？

・大いに評価する … 761人 (27%) 

・ある程度評価する … 1,615人 (56%) 

・あまり評価しない … 271人 (9%) 

・全く評価しない … 74人 (3%) 

・無回答 … 133人 (5%) 

[3/8 ~－］ 



糧管本条例制定問委員会報告電

・市議会だよりを読んでいるか？

－必ず読んでいる

－関心のある記事だけ読む

．全く読まない

・知らない、見たことがない

・無回答

・市議会の会議を見たことがあるか？

709人

1,699人

277人

157人

12人

(25%) 

(60%) 

(10%) 

(5%) 

(0%) 

・ケープ〕レテレビで見たことがある … 996人 (33%) 

・議場で本会議を傍聴したことがある … 341人 (11%) 

・委員会を傍聴したことがある … 53人 (2%) 

・見たことがない … 1,602人 (54%) 

・市民の声が市議会を通して市政に反映されていると思うか？

・思う … 220人 (8%) 

・やや思う … 1,250人 (44%) 

・思わない … 722人 (25%) 

・分からない … 633人 (22%) 

・無回答 … 29人 (1%) 

• r思わない』の回答のうぢ、なぜ市民の声が反映されていないと思うか？

・市民との対話がない … 385人 (55%) 

・地元の要望が実現されていない …・ 233人 (33%) 

・請願等の要望への対応力t不十分 … 78人 (11%) 

・市政に対し意見などがある場合、請願や陳情を議会に提出できることを知っているか？

・知っている … 23人 (1%) 

・知らない … 2,830人 (99%) 

・無回答 … 1人 (0%) 

・議会や議員が行う議会報告会等に参加したことがあるか？

・ある … 773人 (27%) 

・ない … 2,034人 (71%) 

・無回答 … 47人 (2%) 

・議会報告会の開催を必要だと思うか？

・必要だ … 1,860人 (65%) 

・必要ではない … 125人 (4%) 

・分からない … 804人 (28%) 

・無回答 … 65人 (2%) 

・市議会に対し、何を求めるか？

・市民と対話する議会（意見交換会や懇談会など）

．議員の資質向上

・分かりゃすい情報提供（ホームページ・議会だよりなど）

・議員定数、議員報酬などの検討

．行政へのチェック機能の強化

・議会側からの政策や制度の提案

－市民が参加しやすい議会づくりや議会活動報告会の開催

．委員会審査の放映

・その他

[ 4/8 ~－］ 

．．． 1,207人（18%)
．．． 1,139人（17%)
．．． 1,063人（16%)
．．． 1,005人（15%)

976人（14%)

820人 （12%)

427人 (6%) 

148人 (2%) 

31人 (0%) 
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長塁手矧唾j唾塾長調
・議員定数（29人）について、どう思うか？・

・適当だと思う … 735人 (26%) 

・多いと思う … 978人 (34%) 

・少ないと思う … 57人 (2%) 

・分からない … 485人 (17%) 

・無回答 … 599人 (21%) 

・議員報酬（月額435,000円）について、どう思うか？

・適当だと思う … 686人 (24%) 

・多いと思う … 1,464人 (51%) 

・少ないと思う … 68人 (2%) 

・分からない … 573人 (20%) 

・無回答 … 63人 (2%) 

・議員に政務活動費を支給する制度を議会が活用していない乙とについて、どう思うか？

－必要である … 573人 (20%) 

,. －必要でない … 1,186人 (42%) 

’‘ 

・分からない … 1,020人 (36%) 

・無回答 … ・75人 (3%) 

【3】条例案に対する市民説明会及びパブリツクコメシト

【市民説明会】

。開催期間 平成 25年 2月 3日（日）～2月 10日（日）

0開催場所 市内 11会場

。参加市民 145人

開催地区 ~玄~ 場 開催i日

1 岡富 岡富コミユ二ァイセンター 2/ 3 （日）

2 北！｜｜ ホタルの館 2/ 3 （日）

3 恒富 清掃工場会議室 2/ 5 （火）

4 南浦 浦城公民館 2/ 5 （火）

5 北方 北方町コミユ二アイセンター 2/ 5 （火）

6 伊丹5 ーヶ岡コミュ＝ァイセンター 2/ 6 （水）

7 東海 東海コミユ二ァイセンター 2/ 7 （木）

8 北浦 北浦公民館 2/ 7 （木）

9 川中 川中コミユ二ァィセンター 2/ 8 （金）

10 島浦 島野浦島開発総合センター 2/ 8 （金）

11 南方 南方東コミユ二ァィセンター 2/10 （日）

[5/8 ~－］ 

参加者

2人

9人

9人

3人

19人

10人

8人

48人

5人

15人

17人



長吾柔例制定特別委員会報調
。市民説明会における意見等の概要

． 
． 

‘ ． 
． ． ． 

． 

条 項目 意見内容

2条 議会活動 er市政の運嘗状況を公平に監視し評価する（第 1項）Jとあり、聞こえは良
いが、重視・軽視の評価があるのではないか。

3条 議員活動 ・議員は地域の問題を把握し、市政に反映させる活動をすべきだ。

5条 市民参加・協働 ・今後、夜間議会や議案の事前公聞についても検討してはどラか。

・議会閉会後ではなく、審議する前に開催することは考えられないか。

・これまで議会との対話が少なかったので、このような機会は大変良い。今
後は、報告会等をもっと増やしてほしい。市長より議員の方が言いやすい面も
ある。また、復数の議員であることも効果的だ。

・選挙前以外もこのような場を設ければ、議会批判はないと思う。

6条 議会活動報告会 ・議会活動報告会は成》実施してほしいが、年に何回ほど行うのか。

・市民にもっと議会活動を知ってもらう努力が必要だo

・今後、市民と議会との対話はぜひとも必要だ。

・通常、市民はあまり議会活動に関心がないが、良い機会になるので、もう
少し PRしていくべき。

・今後、報告会を行う際は、周知方法を充実させてほしい。

・反問権導入は議論を行うための当然な流れだと思う。

・反問権のイメージが分かりにくい。

・大阪市の橋下市長のような市長が出現し、反問されることになれば、市長
8条 反問権 の独裁政治につながるのではと1心配する。

・反問権を認めた際、意見が食い違い、折り合いがつかないときの質問時
間制限はどうなるのか。

・反問権は大変良いことだが、本会議で実施すると時間制約があり、難しい
のではないか。委員会で実施するほう力効果的ではないか。

・議員間討議の導入には賛成する。ぜひ頑張ってほしい。

14条 議員間討議 ・討議に「自由jという文言を付してはどラか。

・議員間討議のイメージがつかみにくい。

・政策提言は会派の関係で提言内容に問題が生じないか。 （多数会派の
意見だけ力t取り入れられることにならないか…。）

・政策提言の成果についても市民に説明してほしい。

16条 政策提言協議
・政策提言については、市民が本当に困ってし1る問題を解決することで議会
への矧面カ唆わってくると思う。

・政策提言については、財政状況が厳しい中、果たして積極的に行えるの
か不安がある。

・議会中継について、生中継だけでは視聴できる機会が限られるので、
CATVでの録画放送やインターネット配信についても検討してほしい。

4・一一一一一一一一一一
17条 広幸白玄聴 ・現在、 CATV中継については、議会側が業務委託（委託料を支出）し

ているようだが、どちらかと言えは逆ではないのか。
一一一一一一 一一一一 一一一町一ー ーー 一一一一一 一
・関心のある一般質問を CATVで男られることは良い。

一一－ー一一一－ -－－・ーι 一一 一一←一一
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隆吾五割合1極極唇画調
ι一ー一一一一一一一一一一．

・議会だよりの内容が毎回同じ。質問追跡のような内容にならないか。

・市議会だよりはほとんど見られていないと思う。こういった説明会の方が効
果的だと思う。

22条 議会改革の描隼
・これまでも議会改革に取り組んできたというが、成果が見えない。これまで
市民に対する説明が足りなかったのではないか。

24条 議員定数

ら・2現人在とのい定う数のは（2少9な）がい多。いか、少ないかは判断しがたいが、少なくとも北方か

・定数検討時の「面積j要件については、どう理解すれば良いのか。

・なぜ市民が報酬を高いと感じるのかは、議員の活動が見えないからだ。こ
れからの議会（議員）活動を見て評価したい。

・都城市は本市より人口が多いのに、報酬は低い。その説明が必要ではな
いか。市民は不思議力Tっていると思う。

・報酬は「市民の意見も聴取して検討するJとあるが、今後、当然そのように
して検討するのか。,.. ・「700万円無し1と自分の子供を大学に出せなし＼jと言った議員もいたよう
だが、おかしい。

25条 議員報酬
・報酬が妥当だという活動なり、説明をもっと行ってほしい。

・議員も一生懸命活動しているのは事実。ただ報酬を減らせば良いというわ
けではない。相応の活動をして、もっと内容・実態を知らせるべきo

・今の報酬は決して高いとは思っていない。要は議員の活動が見えるかどう
かだ。今後、頑張って活動してほしい。

・報酬を議会自らが検討すれば甘くなる。自ら検討する場合は、市民団体
等の意見を取り入れるべきだと思う。

・期数・活動に合わせた報酬制度を検討してみてはどうか。

・議会（議員）に見合う活動をすれば、報酬額はいくらでも4街コない。

・アンケート結果では、定数・報酬ともに高し叱思っている市民が多く、実
際、都城市と比べても高い。また、費用弁償についても見直しを。

・説明会における定数と報酬の議会説明は、遠回しに市民を手なずけよう,.. としているような気力守る。

・定数と報酬については、数字的なものを示してもらうことが必要だo

※ 〔報酬・定数〕 ・アンケート結果から市民の関心は高い。今後検討するのか。

・昔は定数と報酬の問題を言われることがなかった。なぜ今は、そういうことを
言われるようになったのかを良く考えてほしい。

・党派・会派を超えて取り組むことで、議会の評イ面も変わってくるo今後の議
会活動が、市民のためであれば、定数も報酬もこのままで良い。

・市民の関心事は定数と報酬。次の段階をどうするのか。議員の中から意
見や動きが出てきても良いのでは。

・基本条例が制定されることで、各議会力r画一的なものにならないか。
-- -

・今後は、議会として会派の垣根を超えて様々な取り組みを実現してほし
い。基本条例については評価する。

全体 条例全体 一 一一一一一一一一一一
・基本条例策定は高く評価したい。しかし、アンケー卜結果を見ても、議会
の意思や議員の活動が、これまで市民には正直わ力、らなかったoしつ力、り頑張
ってほしいと思う。今後の議会（議員）活動を注目したい。
ー一一ー一一一一 一 一一一一一一一一一一一一一一一一一十一一一
・基本条例がないと、議会としての重みがないのか。

ー司冒ー
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唇竪空空明暗別警塑竺雪1

・条例制定は大変良いことだが、少し遅力、った！惑があるo

・今後は、条例を基本に肉付けするともっと良し1ものになると思うロ

・条例を元に、今後は充実した活動を期待する。

・条例制定作業段階において、市民からの意見は聴取したのか。

・正式な議員活動を行うためには、政務調査費を認めて良い。
（政務活動費）

・悪用されることが多いので必要はない。現状力やすばらしい方法だ。

・説明会の PR力句ミ足していたのではないか。もう少し早めに知らせてほしか
った。

・説明の内容力嘆佐しかった。

・説明会参加者力沙ない。もっと会場を細力、く分散できなかったのか。

・説明会は、アンケートを行った団体等に結果を説明し、意見を聞いてか

説明会運営等 ら、4ラうべきではないか。 a、
・説明会での状況（市民の関心の薄さ）も参考にして、良い議会カ？できる
ように努力してほしい。

・当選後の議会（議員）の活動はよく分からなかったので、今回、基本条例
の内容を説明会で聞けて良力、った。今後は、条例で示した精神を貫いてほし
し，0

・条例内容を市民に良く理解してもらうためにも、パブリックコメントの実施期

その他
聞を延長してほしい。

・議員個人の議会報をもっと出してほしい。

・議員は経済的にゆとりのある人がなれば良い。

・議会のあり方については、一北の将来のことも考えながら進めていかなくて
はいけない。

・各議員が選挙時に掲切と各マ二フ工ス卜に対し、これまで、各自がどのよう

議会全般 な提言・提案をしたのか。それぞれの提案が議会全体としてよい提案につな
がると考える。

・毎朝、交通安全のために道路に立ってし1る議員もいるが、何もしない議員 a、
もいる。

・議員が一生懸命活動していれば、市民は何も言わない。

・議員は 13万市民の代表。市全体に光が届いているかを常に意識・確認
しながら議会（議員）活動に取り組んでほしい。

【パブリックコメント】
。募集期間 平成 25年 1月 25日（金）～2月 12日（月）

。提出意見 1件
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議会基本条例制定特別委員会活動報告及び議案＊＊＊号・＊＊＊号提案理由説明（案r~. ／＇~：~~： 

議会基本条例制定特別委員会におきます、これまでの活動についてご報告申し上げます
ととちに、ただいま議題となっております、議案第＊＊＊号延岡市議会基本条例の制定及
び議案第＊＊＊号延岡市議会の議決事件に関する条例を廃止する条例の制定につきまして、

一括して提案理由の説明を申し上げます。

ご案内のとおり、本特別委員会は、改選前の議会改革特別委員会の最系冬報告において示
された「改選後は、本市議会としての議会基本条例を制定すべきJという強い意志を受け、
その実現を目指すため、平成23年5月臨時会において設置されたところであります。

設置後は、他の市議会で制定されている条例内容や先進地視震の実施、また、制定する
条例に市民の意見を反映させるため、議員全員で協力して実施いたしました「市議会に関
するアンケート調査jの結果や条例案作成後に実施した「市民説明会J等での意見ち参考
にしながら、これまでに 26回の委員会を開催、また、任意で組織した作業部会につきま

,.. しでも 17回開催し、施行後の実効性が高い条例となるよう、約 2年間をかけ協議を重ね
てきたところであります。

,.. 

その中でまず、市議会として初めて実施いたしました「市議会に関するアンケート調査J
の結果につきましては、今回制定する議会基本条例案策定に関し、大変参考にすべき点が
数多くあったちのと感じているところであります。

このアンケート調査は、本市議会の議会改革に関する取り組み等について、市民からの
意見を伺うことで、議会基本条例の策定、また、今後の議会改革に反映させることを目的
として、平成23年11月から平成24年3月にかけ実施したもので、3,427人の市民の方々
に調査をお願いいたしましたところ、実に 2,854人、回収率にして 83.3°/oもの回答が得
られたところであります。

この集計作業につきましては、配布作業と同様、議員全員で取り組んだところであり、
公表までに時間はかかりましたが、市民の生の声を聴き、意見や要望を共有すること力Tで
きた点で、アンケート調査を実施して大変良かったと感じております。

アンケート結果のうち、特徴的な点を申し上げますと、まず構成比に関しましては、年
齢別において so歳代以上が 59%であったのに対し、 20歳代はわずか 8%にとと、まって
いたこと、また、職業別においては、農林水産業が 5°/oと少なかったことなど力、ら、ちう
少し工夫する必要があったと感じております。

次に、これまでの本市議会の議会改革に関する取り組みに対する評イ面につきましては、
83°/oの方々に評価いただいたところでありますが、これまで実際に議会報告会に参加され
たことがある方は27°/oという結果にとどまっております。しかしながら、今後開催を必要
と思っている回答は65°/oもあり、このことは他の設問で最も回答の多かった「市民と対話
する議会jともリンクしていることが推察でき、今後は、市民と議会が、直接対話する機
会をこれまで以上に増やす必要があると強く感じたところであります。

またこのほか、市民が議会に求めていることにつきましては、「意見交換会や懇談会の開
催などによる市民と対話する議会Jが 18%、「議員の資質向上Jが 17°/o、「ホームペ一三；；
や議会だよりなどにおける分かりゃすい情報提供Jが 16°/o、「議員定数や議員報酬などの

4
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． 、，、 検討Jが 15°/o、「議会の行政チェック機能の強化jが 14%、「議会から行政への政策や制
度の提案Jが 12%という回答をいただいたところであります。

本特別委員会といたしましては、このアンケート結果を議会への貴重な意見ととらえ、
今後の議会改革、また、市民に聞かれ、信頼される議会づくりに向けて取り組んでいくこ
とを改めて決意し、基本条例策定についての取り組みを進めてきたところであります。

また加えて、この議会基本条例に関しては、条例案が完成した段階においてち、本条例
制定の趣旨や、今後の議会改革に対する考え方を市民の方々に知ってもらう意味で、市内

11地区での説明会開催、またパブリツクコメントについてち実施したところであり、特に、
説明会につきましては 145人の市民の皆様にご参加いただき、条例案及び今後の議会活動
に対しての大変貴重なご意見を伺うこと力Tできたと感じたところであります。

本特別委員会といたしましては、これらの取り組み結果等も十分に踏まえた上で、条例
案の策定作業に取り組んだところであります。条例案策定における基本方針は、本市議会
の先輩議員が熱心に取り組んでこられた数々の議会改革に関する取り組みを条文化するこ
とで、これまでの議会改革を後退させないこと、また、それに加えて、今後議会が目指す

べき姿、あるべき姿について、前進させる必要がある項目を新たに条文化するということ
であります。

a‘ 

また、この基本条例は議会・議員に関する事項及び議会・議員としての基本理念を誼
うちのであり、本特別委員会では、そういった点ち念頭に置きながら策定作業を進めきた
ところであります。

ではこれより、ただいま議題となっております議案のうち、まず、議案第＊＊＊号延岡

市議会基本条例の制定につきまして提案理由の説明を申し上げます。

はじめに、本条例案の内容について、ご説明申し上げます。

まず、第 1章の第 1条は、本条例制定の目的でありますが、議会基本条例は、市民福祉

の向上と市勢の発展を目的として制定するものであり、そのために議会及び議員等に関す
る基本的な事項を定めたところであります。

d喝h

次に、第2章では、議会活動及び議員活動、会派に関して定めたところであり、議会に
ついては、議決や執行機関の監視・評価、政策提言や意見書提出、市民への情報公開と説
明責任などに関する活動原則と責務、また、議員については、基本的な活動原則や責務、

さらに、会派については、基本的な活動原則や責務に関して条文化したちのであります。

次に、第3章では市民と議会との関係に関して定めたところでありますが、第5条では、
市民参加及ひ市民との協勤という観点から、議会が、市民に対して議会活動に関する情報
の公表、議案や請願・陳情等の審議における市民参加に関する規定、また、第 6条では、
毎年 1回以上の定期的な議会活動報告会開催の義務づけ、また、第7条では、現在公開と
なっている本会議以外の会議について、原則として公開することに関して条文化したもの
であります。

次に、第4章では行政と議会との関係に関して定めたところでありますが、第8条では、
執行機関と議会が対等な緊張関係を保持するため、特に、第3！頁において、市長等に反問

権を付与したところであります。

円，
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また、第9条では、閉会中に緊急を要する事案等が発生した場合の、議会から市長等に
対する文書質問に関する規定、また、第 10条及び第 12条では，・・重要な政策等における議

会審議や予算及び決算の審査において、論点を整理し、議会としての政策水準を高めてい
くための規定、さらに、第 12条では、地方自治法第 96条第 2項の規定による議会の議

決すべき事件として、市の総合計画における基本構想及びそれに係る基本計画の策定と変

更に関して条文化したものであります。

次に、第5章の第 13条は、議会運営に関して定めたものであり、第2項においては、

議長選挙における所信表明の実施、また、第3項においては、重要な議案の賛否表明につ

いての公表に関して条文化したちのであります。

次に、第6章は議会の権能強化に関して定めたところでありますが、第 14条では、議
会で審議した議案等に関する市民への説明責任を十分に果たす意目勅、ら、今後、議会にお

いて議員相互間の討議を積極的に行っていくための規定、また、第 15条では、委員会の
活動に関する規定、また、第 16条では、政策提案型議会の実現をめざし、現在取り組ん

でいる政策提言議員協議会の活動に基づく規定に関して条文化するとともに、第 17条で

は、議会の広報広聴に関して、今後ち、広報活動及び広聴活動に努めることを条文化した
ものであります。、，

このほか、第6章では、議員の研修や他議会との交流及び連携の出隼、議会事務局の体

制整備、議会図書室に関して条文化したものであります。

次に、第7章の第 22条は、議会改革の船隼として常に議会改革に取り組んでいくこと
や、議会関係条例・規則等の見直しにも取り組んでいくことを条文化したものであります。

次に、第8章は議員の政治倫理、議員定数、議員報酬に関して定めたところであります

が、第23条の議員の政治倫理については、議員が市民全体の代表者であることを自覚し、
品位を持って行動しなければならないこと、また、第24条及び第25条では、議員定数及

び議員報酬に関し、それぞれ議会が改正議案を提案する場合の検討方針等について条文化

したものであります。

次に、第9章は本条例の最高実見範性と見直しに関して定めたところでありますが、第26
条では、この議会基本条例が議会における最高実賂包であることや、条例思念を浸透させる

ための捌｜多の実施、また、施行後の条例の見直しに関して条文化したしたものであります。

なお、最後に附則として、本条例につきましては、本年4月 1日からの施行とするもの

であります。

続きまして、議案第＊＊＊号は、延岡市議会の議決事件に関する条例を廃止する条例の制

定でありますが、現在、本条例では、本市の総合計画における基本構想、に係る基本計画の

策定及ひ変更を議決事件と定めておりますが、本件に関しましては、今回提案する議会基

本条例の第 12条において規定いたしますことから、本条例については、本年 3月 31日
をもって、これを廃止するものであります。

以上が、両議案の概要でありますが、地方分権が進展し、地方公共団体における自己決
定、自己責任の範囲が急速に拡大する今日にあって、議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、
自らが持つ議決権や行政監視・評イ面といった権能を最大限に発揮するため、常に議員及び
議会としての資質を高める努力を重ねながら、真の地方自治実現のため、その責務を果た
さなければならないと強く感じております。

内
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このため、議会は、市民への情報公開と説明責任を果たすことはちとより、市民との協
働を進めるため、その多様な意見を聴き、反映さぜるための議員間討議を展開させ、必要
な政策提言や政策立案を積極的に行いながら、さらに市民に聞かれ、信頼される議会づく
りを実現しなくてはなりません。

そのことから、議会・議員自らの活動と責務等を定めるとともに、議会における市民と
の関係、また、市長との関係についてち明確にし、市民の負託に的確に応えるため、その
証として、本市議会における最高規範、言い換えれば、市民に向けたマ二フェストとなる、
この延岡市議会基本条例の制定をここに強く決意するところであります。

また、この議会基本条例に関しては、実効性のあるちのでなければならないことから、
制定後に関しては、条例の検証、また、条例に基づいた各種の議会改革に取り組むための
体制整備に向けた検討がぜひとち必要であると考えております。

最後になりますが、これまでの本特別委員会の活動、また議会アンケートや市民説明会
等の実施に関し、ご理解・ご協力いただきました多くの市民の皆さま、そして議員各位に
改めて感謝申し上げまして、本特別委員会における活動報告と合わぜ、提案理由の説明とυ

させていただきます。

よろしくご審議の上、ご賛同を賜りますようお願い申し上げます。

a、

a、
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議会基本条例制定特別委員会審査報告

平成 25年 3月 21日

議会基本条例制定特別委員会委員長 上田 美利

本特別委員会に付託された陳情について、 3月8日に委員会を開き審査

したので、その結果を次のとおり報告する。

付託案件及び審査結果

I .陳情第 13号 延岡市議会基本条例案に関する意見公募手続の

,.. 再実施を求める陳情

_.. 

（不採択）

本件については、以下の理由により不採択すべきものと決定した。

延岡市議会基本条例案に対するパブリックコメントについては、
実施した結果、 1件の意見を正式に受理し、その意見の概要は市ホ
ームページの中で掲載し、意見に対する市議会の考え方とともに公
表した。

また、条例案に関しては、パブリックコメントに加え、さらに広
く市民からの意見を直接伺うことも必要で、あるとの観点から、市内
11会場での市民説明会を開催し、 145人の市民に参加いただいた。
その中からは、議会に対する厳しい意見のほか、基本条例制定に伴
う議会に対する一定の評価もいただくとともに、今後への期待など
も含め、条例案及び市議会に対しての大変貴重な意見を数多く伺う
ことができた。

2 .陳情第 14号 延岡市議会基本条例案に関する意見の賛否表明

を求める陳情

（不採択）

本件については、以下の理由により不採択すべきものと決定した。

本特別委員会において作成した議会基本条例案については、他議
会の制定条例の研究や先進地視察の実施、また、市民約 2,800人に
協力をいただいた議会に関するアンケート結果等を参考にしなが
ら、約 2年間にわたる協議を重ね作成してきたところである。

また、本特別委員会作成の条例案については、完成後、条例制定
の趣旨や、制定後に議会が目指す取り組みを市民ヘ直接説明し、意
見を伺うための市民説明会を実施した中で一定の評価が得られた
と考えたことから、今期定例会において、本特別委員会として作成
した条例案を提案したものである。
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