
    

議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例のののの概要概要概要概要についてについてについてについて    

 

１１１１    議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例についてについてについてについて     

 ⑴ 市民に対し、議会の役割や議会と市民との関係、議会と市長との関係等を明示する。  

 

⑵ 議会のあるべき姿、進むべき方向、議会と議員が負わなければならない責務を定め、

市長と対等の責任を担って市民に信頼され、存在感のある議会運営を目指すこと等を

条例に明文化する。 

 

２２２２    議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例のののの必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて     

 ⑴ 第２９次地方制度調査会「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する

答申」で「議会の団体意思決定機能や監視機能の強化」「議会活動の透明性確保」など

が答申され、議会の自己改革の取組みとしての議会基本条例の制定が積極的に評価さ

れており、全国で約１００以上の自治体が議会基本条例を制定又は制定途中である。 

 

 ⑵ 二元代表制の一翼を担う議会は、市民から選ばれた代表で構成される議決機関とし

て「監視・調査機能の充実」、「政策形成・実現能力の向上」を含め、責任ある議会活

動が求められるようになってきている。 

 

 ⑶ 全国的に「議会や議員の活動状況が見えにくく、活動内容が分からない」との住民

からの批判がある。これまで以上に情報公開や情報提供を行うとともに、住民との意

見交換の場を設ける等、議会と住民の連携強化が求められている。 

 

 ⑷ 条例という法形式により、議会・議員の活動原則、議会の機能や役割、議会運営の

ルール等を定めることで、議会のあり方を住民に対して宣言し、安易に取りやめるこ

とのできない制度を採用することによって、市民に信頼され、存在感のある議会を構

築することができる。 

田川市議会基本条例検討特別委員会資料  

平成２２年５月１１日（火） 



全国全国全国全国おけるおけるおけるおける制定状況制定状況制定状況制定状況

都道府県議会・・・・・・・・・・・ １０団体

区議会・・・・・・・・・・・・・・・・・ なし

市議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０団体

町村議会・・・・・・・・・・・・・・・ ３４団体

計 １０４団体

うち福岡県内市議会・・・・・・・・・・・・・４団体

都道府県議会

（１） 三重県議会 （H18.12） （６） 大分県議会 （H21. 3)

（２） 福島県議会 （H20. 7) （７） 宮城県議会 （H21. 6)

（３） 岩手県議会 （H20.12） （８） 北海道議会 （H21. 7)

（４） 神奈川県議会 （H20.12） （９） 長野県議会 （H21.10)

（５） 大阪府議会 （H21. 3) （１０） 高知県議会 （H21.11)

市議会

（１） 三重県伊賀市議会 （H19. 2) （３１） 岩手県宮古市議会 （H21. 6)

（２） 岩手県一関市議会 （H19. 6) （３２） 神奈川県川崎市議会 （H21. 6)

（３） 島根県出雲市議会 （H19.11) （３３） 佐賀県嬉野市議会 （H21. 6)

（４） 茨城県鉾田市議会 （H19.12) （３４） 奈良県天理市議会 （H21. 6)

（５） 京都府京丹後市議会 （H19.12) （３５） 埼玉県久喜市議会 （H21. 6)

（６） 愛知県北名古屋市議会 （H19.12) （３６） 香川県観音寺市議会 （H21. 6)

（７） 福島県会津若松市議会 （H20. 6) （３７） 長野県長野市議会 （H21. 9)

（８） 滋賀県東近江市議会 （H20. 9) （３８） 岩手県奥州市議会 （H21. 9)

（９） 鹿児島県薩摩川内市議会 （H20. 9) （３９） 福島県伊達市議会 （H21. 9)

（１０） 千葉県松戸市議会 （H20. 12) （４０） 静岡県牧之原市議会 （H21. 9)

（１１） 大分県大分市議会 （H20. 12) （４１） 長崎県雲仙市議会 （H21. 9)

（１２） 福岡県久留米市議会 （H20. 12) （４２） 鹿児島県霧島市議会 （H21.10)

（１３） 島根県松江市議会 （H20. 12) （４３） 愛知県岡崎市議会 （H21.11)

（１４） 長崎県大村市議会 （H20. 12) （４４） 福岡県八女市議会 （H21.12)

（１５） 静岡県菊川市議会 （H21. 1) （４５） 岩手県陸前高田市議会 （H21.12)

（１６） 埼玉県所沢市議会 （H21. 2) （４６） 兵庫県洲本市議会 （H21.12)

（１７） 新潟県新発田市議会 （H21. 2) （４７） 埼玉県さいたま市議会 （H21.12)

（１８） 栃木県栃木市議会 （H21. 3) （４８） 島根県益田市議会 （H21.12)

（１９） 山口県山口市議会 （H21. 3) （４９） 北海道帯広市議会 （H22. 3)

（２０） 埼玉県鶴ヶ島市議会 （H21. 3) （５０） 福井県越前市議会 （H22. 3)

（２１） 長野県松本市議会 （H21. 3) （５１） 東京都多摩市議会 （H22. 3)

（２２） 千葉県流山市議会 （H21. 3) （５２） 宮城県岩沼市議会 （H22. 3)

（２３） 静岡県島田市議会 （H21. 3) （５３） 愛知県名古屋市議会 （H22. 3)

（２４） 徳島県小松島市議会 （H21. 3) （５４） 福岡県小郡市議会 （H22. 3)

（２５） 北海道三笠市議会 （H21. 3) （５５） 岐阜県多治見市議会 （H22. 3)

（２６） 福岡県春日市議会 （H21. 3) （５６） 宮崎県えびの市議会 （H22. 3)

（２７） 佐賀県佐賀市議会 （H21. 3) （５７） 広島県三次市議会 （H22. 3)

（２８） 北海道名寄市議会 （H21. 3) （５８） 大阪府大東市議会 （H22. 3)

（２９） 兵庫県朝来市議会 （H21. 3) （５９） 兵庫県養父市議会 （H22. 3)

（３０） 愛知県豊田市議会 （H21. 5) （６０） 宮城県石巻市議会 （H22. 4)

（平成２２年４月２７日現在）



町村議会

（１） 北海道栗山町議会 （H18. 5） （１８） 埼玉県大利根町議会 （H21. 3)

（２） 神奈川県湯河原町議会 （H18.12） （１９） 香川県宇多津町議会 （H21. 3)

（３） 北海道今金町議会 （H19. 3) （２０） 鹿児島県さつま町議会 （H21. 3)

（４） 鳥取県南部町議会 （H19.12) （２１） 京都府精華町議会 （H21. 3)

（５） 島根県邑南町 （H19.12) （２２） 宮城県川崎町議会 （H21. 6)

（６） 埼玉県ときがわ町議会 （H20. 3) （２３） 神奈川県葉山町議会 （H21. 6)

（７） 山形県庄内町議会 （H20. 3) （２４） 神奈川県大磯町議会 （H21. 7)

（８） 宮城県松島町議会 （H20. 3) （２５） 沖縄県読谷村議会 （H21. 9)

（９） 北海道知内町議会 （H20. 3) （２６） 鳥取県若桜町議会 （H21. 9)

（１０） 大阪府熊取町議会 （H20. 3) （２７） 岐阜県北方町議会 （H21.12)

（１１） 神奈川県大井町議会 （H20. 9) （２８） 千葉県長生村議会 （H21.12)

（１２） 福島県大玉村議会 （H20. 9) （２９） 北海道和寒町議会 （H21.12)

（１３） 徳島県北島町議会 （H20.12) （３０） 宮城県蔵王町議会 （H22. 2)

（１４） 宮崎県高千穂町議会 （H21. 3) （３１） 秋田県小坂町議会 （H22. 3)

（１５） 秋田県藤里町議会 （H21. 3) （３２） 熊本県御船町議会 （H22. 3)

（１６） 北海道福島町議会 （H21. 3) （３３） 神奈川県開成町議会 （H22. 3)

（１７） 鳥取県北栄町議会 （H21. 3) （３４） 奈良県平群町議会 （H22. 3)



項　　　目 平成２２年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

定例会（予定）
　

　6.10～6.29
　
　　　9.3～10.8

　
　
11.29～12.22

基本事項の協議

先進自治体の条例の比較
分析

条例の構成、検討

議会基本条例策定議会基本条例策定議会基本条例策定議会基本条例策定スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（案案案案））））

先進地視察

基本条例骨子（案）の作成

市民意見聴取

基本条例（案）作成

全員協議会の開催
 1回
　◇

　　　　　　 2回
　　　　　　　◇

基本条例検討特別委員会
1回 2回 3回
◇　◇　◇

4回
◇

5回　6回
◇ 　◇

7回　8回
◇ 　◇

9回
◇

10回
◇

11回　12回
◇  　◇
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