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田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例（（（（たたきたたきたたきたたき台台台台））））     説説説説    明明明明     意見意見意見意見・・・・論点論点論点論点     備備備備    考考考考     

（（（（前文前文前文前文））））    ※※※※別途検討別途検討別途検討別途検討    
 

 

  

第第第第１１１１章章章章    総則総則総則総則    

（（（（目的目的目的目的））））     

第第第第１１１１条条条条 この条例は、二元代表制のもとでの議会

の役割を踏まえつつ、議会及び議員の責務、活

動原則その他の議会に関する基本的事項を定め

ることにより、公平、公正で透明な議会運営を

図り、もって市民の利益と福祉の向上に寄与す

ることを目的とする。     

 

田川市議会基本条例（以下、基本条例と記載し

ます。）の目的は、二元代表制のもとでの議会の役

割及び議会に関する基本的事項を明文化し、市民

福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展への寄

与をすることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（最高規範性最高規範性最高規範性最高規範性））））     

第第第第２２２２条条条条 この条例は、議会における最高規範であ

って、議会は、この条例の趣旨に反する議会の

条例、規則等を制定してはならない。 

 

この条例は、田川市議会における最高規範であ

ることを定めています。 

 

●総則の中で最高規範性を明記する。 

 

 

２ 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させる

ため、任期開始後速やかに、この条例の研修を

行わなければならない。（伊賀２２）     

議員がこの条例の理念を再認識するために、こ

の条例に関する研修を義務付けています。 

  

第第第第２２２２章章章章    議会及議会及議会及議会及びびびび議員議員議員議員のののの活動原則活動原則活動原則活動原則    

（（（（議議議議会会会会のののの活動原則活動原則活動原則活動原則））））     

第第第第３３３３条条条条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき

活動しなければならない。     

 

議会が活動を行うにあたっての５つの原則を定

めています。 

●議会の活動原則  と  議員の活動原則  は条文を

分ける。 

 

⑴ 公正性、透明性及び信頼性を重視し、市民に

開かれた議会を目指すこと。     

市民に対する公正性、透明性及び信頼性を重視

して、議会運営を行うよう定めています。 

○市民に開かれた、市民とともに歩む議会という

点を大切にしたい。 

 

⑵ 議決責任を深く認識し、市民に対して積極的

な情報公開に取り組むとともに、説明責任を果

たすこと。 

議決責任を深く認識した上で、市民に対する情

報の公開及び提供を積極的に行うとともに、説明

責任を果たすことを定めています。 

  

⑶ 市民の多様な意見を把握し、政策立案及び政

策提言に取り組むこと。 

市政全般にわたる市民の多様な意見の把握に努

め、積極的に政策立案・提言に努めることを定め

ています。 

  

⑷ 市民の負託にこたえ、開かれた議会を実現す

るため継続的に議会改革を推進すること。 

議会が市民の代表機関であること自覚し、市民

に開かれた議会を目指すことを定めています。 

  

⑸ 市民が議会に関心が持てるよう、市民にとっ

てわかりやすい議会運営を行うよう努めるこ

と。 

市民が親しみやすく、関心が持てるよう、市民

に分かりやすい言葉や表現を用いた議会運営に努

めるよう定めています。 
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田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例（（（（たたきたたきたたきたたき台台台台））））     説説説説    明明明明     意見意見意見意見・・・・論点論点論点論点     備備備備    考考考考     

（（（（議員議員議員議員のののの活動原則活動原則活動原則活動原則））））     

第第第第４４４４条条条条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき

活動しなければならない。 

 

議員が活動を行うにあたっての３つの原則を定

めています。 

  

⑴ 市政の課題全般について、市民の意見を的確

に把握するとともに、自らの資質の向上に努め

ること。     

市政の課題全般にわたって、市民の意見を的確

に把握するとともに、研修の充実強化等により、

自らの資質の向上に努めることを定めています。 

  

⑵ 議員相互の言論を尊重するとともに、自由な

討議を推進し、市政の課題に関する論点及び争

点を明らかにするよう努めること。 

言論は議会制度の重要な要素であることを自覚

するとともに、市民に対して市政の課題に関する

論点及び争点を明らかにするため、議員間の自由

な議論を行うよう努めることを定めています。 

  

⑶ 議会の構成員として、個別的事案の解決だけ

でなく、市民全体の福祉の向上を目指すこと。 

議会を構成する一員として、地域等の個別の課

題を解決するだけでなく、市民全体の福祉の向上

を目指すことを定めています。 

  

    

（（（（議長議長議長議長・・・・副議長副議長副議長副議長志願者志願者志願者志願者のののの所信表明所信表明所信表明所信表明））））    

第第第第５５５５条条条条 議会は、議長・副議長の選出にあたり、

それぞれの職を志願する者に対し、議会活動の

方向性を明確にし、市民に対する議会の透明性

を高めるため、所信表明の場を設けなければな

らない。 

 

議会は、議長・副議長の選出にあたり、議会活動

の方向性を明確にし、透明性をより一層強めるため、

それぞれの職を志願する者に所信を表明する機会を

設けることを定めています。  

 

○所信表明は「正副議長になる理由」「正副議長に

なった場合に何をしたいのか」等、正副議長を

選ぶ基準になる。 

○市民から見て、どうのように正副議長が選ばれ

ているのかわからない。市民に見えるようにす

るためにもいいのではないか。 

○議長には執行権がないため、所信表明で何をう

ったえ、何が実行できるのかわからない。所信

表明まではせずに、立候補制にする程度で止め

ておいてもいいのではないか。 

 

 

（（（（会派会派会派会派））））    

第第第第６６６６条条条条 議員は、議会活動を行うため、会派を結

成することができる。    

合議機関である議会において、議員は会派とい

う議員集団を結成して活動できることを定めてい

ます。 

  

２ 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有

する議員で構成し、活動するものとする。    

会派は、政策を中心に同一の理念を持つ議員に

よって構成し、活動することを定めています。 

  

３ 会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必

要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努

めるものとする。 

 各会派は、議会運営や政策立案等に関して、必

要に応じて協議等を行い、会派間での合意形成に

努めることを定めています。 

○会派、代表者会議、全員協議会の条文について

は、会議規則等との関連性を踏まえ検討してい

く。 
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田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例（（（（たたきたたきたたきたたき台台台台））））    説説説説    明明明明    意見意見意見意見・・・・論点論点論点論点     

第第第第３３３３章章章章    市民市民市民市民とととと議会議会議会議会のののの関係関係関係関係    

（（（（市民参加及市民参加及市民参加及市民参加及びびびび市民市民市民市民とのとのとのとの連携連携連携連携））））     

第第第第７７７７条条条条 議会は原則公開とする。     

本会議、委員会を原則として公開で行うことを

定めています。 

○住民自治の拡大に視点をあてるのか、議会の権

限拡大に視点をあてるのかという基本的な議論

が必要である。 

○秘密会が望ましいものと、そうでないものを整

理する必要がある。 

○提案者から直接意見を聴いたほうが趣旨が伝わ

ることから、条例に盛り込むべきである。 

○請願・陳情者の意見を聴くということについて、

最終的には委員長が委員の意見を聴いて判断す

ることである。条例では「努める」という文言

にして、これまでよりも積極的に意見を聴く姿

勢を示すという捉え方でいいのではないか。 

 

地方自治法 109 条第 5 項  

常任委員会は、予算その他重要な議案、陳情等

について公聴会公聴会公聴会公聴会を開き、真に利害関係を有する者

又は学識経験を有する者等から意見を聴くことが

できる。 

地方自治法 109 条第 6 項  

常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に

関する調査又は審査のため必要があると認めると

きは、参考人参考人参考人参考人の出頭を求め、その意見を聴くこと

ができる。 

２ 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特

別委員会（以下「委員会」という。）において

は、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用し

て、市民の専門的又は政策的識見等を議会の討

議に反映させるよう努めるものとする。 

各委員会を運営するにあたって、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号。以下「法」という）第 109

条、法第 109 条の２および法第 110 条に規定され

ている公聴会制度や参考人制度を十分に活用する

ことにより、市民の専門的識見等を聴取し、議会

において重要な議案等を審議する際の討議に反映

させるよう努めることを定めています。 

３ 議会は、請願及び陳情の審議においては、必

要に応じて提案者の意見聴取を行う機会を設け

ることに努めるものとする。 

請願及び陳情の審議において、必要に応じて提

案者の意見聴取を行う機会を設け、率直な願意の

把握等に努めることを定めています。 

４ 議会は、議案に対する各議員の態度を議会広

報等で公表する等、議員に対する市民の評価が

的確になされるよう情報の提供に努めるものと

する。 

議会広報等と通して、議案に対する各議員の態

度を公表することで、議員の議決責任に対する認

識を促すとともに、市民の評価が的確になされる

よう情報の提供に努めることを定めています。 

 

○市民が一番知りたい部分であり条例に盛り込む

べきだと思う。 

○会派での合意や会派としての態度が分かるよう

にできないか。 

○議決結果は議会で議論された後の議会の総意で

あるので、個人の賛否を公開する必要はないの

ではないか。 

○現在、本市議会では個人の賛否の把握をしてい

ないため、正確に賛否を把握する方法について

検討する必要がある。 

（（（（議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会））））     

第第第第８８８８条条条条 議会は、市政の課題全般に柔軟に対処す

るため、議員及び市民が自由に情報、意見を交

換する議会報告会を行うものとする。 

 

市政の課題全般について、市民と情報や意見の

交換を行う場の１つとして、議会報告会を行うこ

とを定めています。議会報告会は、議員個人や会

派としての見解を述べる場ではなく、議会全体と

して、審議の内容や過程等を説明するとともに、

市民からの意見等を聴取し、市政に反映させるこ

とを目的とします。 

○市民と対話する機会を盛り込みたい。 

○議会報告会を実施している他の自治体では実際

にどのような活動をしているのかということも

踏まえ、検討していく必要がある。 

○実施した場合は各議員にとってかなりの負担と

なるため、会派の意見を聴きながら慎重に検討

すべきである。 

○個人・会派ではなく、議会としてどうしていく

のかという話である。条例に盛り込むという形

の中で、議論を進めていきたい。 
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田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例（（（（たたきたたきたたきたたき台台台台））））     説説説説    明明明明     意見意見意見意見・・・・論点論点論点論点         

第第第第４４４４章章章章    議会議会議会議会とととと執行機関執行機関執行機関執行機関のののの関係関係関係関係        

（（（（議員議員議員議員とととと市長等執行機関市長等執行機関市長等執行機関市長等執行機関のののの関係関係関係関係））））     

第第第第９９９９条条条条    議会審議における議員と市長等執行機関

及びその職員（以下「市長等」という。）は、

次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保

持に努めなければならない。     

 

議会での審議における議員と市長等執行機関と

の健全な緊張関係の保持について定めています。 

  

⑴ 議員の市長等に対する質疑及び質問は、広く

市政の課題に関する論点及び争点を明らかにす

るため、一問一答の方式で行うことができる。 

    

議員から市長等に対する議案質疑及び一般質問

は、市政の課題に関する論点や争点を明確にする

ため、一問一答の方式で行うことができることを

定めています。 

  

⑵ 本会議又は委員会に出席した市長等は、議員

から質問を受けたときは、その論点を整理する

ため、議長又は当該委員会の委員長の許可を得

て、当該議員に対し反問することができる。 

法第 121 条の規定に基づき、議長から出席を求

められた市長等は、議長または当該委員会の委員

長の許可により質問をした議員に対して、その論

点を整理するため、逆質問ができる、いわゆる「反

問権」について定めています。 

○「執行部の反問権」を盛り込みたい。 

○議論通行をスムーズにするための反問にとどめ

たほうがいいのではないか。 

○議員の政策能力を高めて、執行部の政策形成過

程を聞くためにも反問権は必要だと思う。 

 

⑶ 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議

長を経由して市長等に対し文書質問を行うこと

ができる。この場合、市長等に文書により回答

を求めるものとする。 （伊賀） 

議員は、重要な政策、緊急を要する事案等につい

て、透明性を確保する観点から、市長等に対し、

文書によって質問し、文書による回答を求めるこ

とができることを定めています。 

○文書質問等についてはさらに研究したのち議論

を深めていきたい。 

 

（（（（議会審議議会審議議会審議議会審議におけるにおけるにおけるにおける論点情報論点情報論点情報論点情報のののの形成形成形成形成））））     

第第第第１０１０１０１０条条条条    議会は、提案される重要な政策、施策

又は計画等（以下「政策等」という。）につい

て、議会審議における論点情報を形成し、その

政策水準を高めるとともに、議決責任を担保す

るため、提案者に対し、次の各号に掲げる事項

について明らかにするよう求めるものとする。 

 

議会は、議会に提案される重要な政策等につい

て、政策水準を高めるような議論が行われるよう、

その政策の提案者である市長等又は議員に対し

て、（１）から（５）までに列挙された５項目に

わたる情報を提供するよう求めることを定めてい

ます。 

 

○事前に執行部と協議・調整が必要ではないのか。 

 

○議会が議会としての権能を果たすために、当然

の権利として執行部に要求していくものだと思

う。 

 

地方自治法第２条第４項  

市町村は、その事務を処理するに当たっては、議

会の議決を経てその地域における総合的かつ計画

的な行政の運営を図るための基本構想を定め、こ

れに即して行なうようにしなければならない。 

⑴ 政策等の提案に至った経緯、理由     

⑵ 他の自治体の類似する政策等との比較検討 

⑶ 市民参加の実施の有無とその内容 

⑷ 関係法令、地方自治法（昭和22年法律第67号） 

第２条第４項に規定する基本構想及び基本構想

に基づく計画との整合性 

⑸ 政策等の実施に要する経費（将来にわたる負

担を含む。）及びその財源等 



田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料                                                                                議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日））））    

田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例（（（（たたきたたきたたきたたき台台台台））））     説説説説    明明明明     意見意見意見意見・・・・論点論点論点論点         

２ 議会は、提案される予算案及び決算の審議に

当たっては、前項の規定に準じて、政策説明資

料を作成するよう求めることができる。 

議会は、議会に提案される予算案や決算の審議

を行うに当たって、政策水準を高めるような議論

が行われるよう、前項の規定に準じて、提案者に

対し、施策別又は事業別の説明資料を作成するよ

う求めることができることを定めています。 

 

 

 

（（（（執行機関執行機関執行機関執行機関のののの監視監視監視監視））））    

第第第第１１１１１１１１条条条条 議会は市長等執行機関の事務の執行

が、適正かつ公平、及び効率的に行われているか

どうかを常に監視するとともに、必要に応じ市長

等に対し適正な措置を講じることを促し、又は代

案を提案するものとする。 

 

 議会は議決権を担い、執行は市長等の執行機関

が担っていることから、議決等の執行状況を常に

監視し、必要に応じて市長等に対して適正な措置

を講じるよう要望するとともに、代案を提案する

ことを定めています。 

 

●骨子案の作成時に検討する。 

 

２ 議会は、前項の代案を提案するために必要な

資料の提出、意見の提供及び説明等について、

市長等に協力を求めることができる。    

 議会と執行機関では、情報資料に関して対等で

ないことから、前項の代案を提案するために必要

な情報資料の提供について、市長等に協力を求め

ることができることを定めています。 

  

２ 議会は、執行機関が本会議又は委員会におい

て答弁した内容の経過等について、文書により

報告を求めることができる。 

 議会は、執行機関が本会議又は委員会において

答弁した内容に関して、その後の経過及び結果等

について文書により報告を求めることができるこ

とを定めています。 

○一般質問等で執行部が検討すると答弁した事項

の結果報告義務や執行部の責任に関する規定を

盛り込みたい。 

 

（（（（市市市市政政政政にににに係係係係るるるる重要重要重要重要なななな計画計画計画計画のののの議決等議決等議決等議決等））））    

第第第第１２１２１２１２条条条条    地方自治法第９６条第２項の規定に基

づく議会の議決事件は、同法第２条第４項に規

定する基本構想に基づく基本計画の策定、変更

等とする。（佐賀市 11） 

 

地方自治法の規定を活用し、市の基本構想に基

づく基本計画について、議会の議決事項として追

加し、その決定に参画する機会を確保することと

した規定です。 

 

●佐賀市議会等の例を参考にすることとし、細か

な諸計画については盛り込まない方向で検討する

こととした。 

地方自治法第９６条第２項  

 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団

体は、条例で普通地方公共団体に関する事件（法

定受託事務に係るものを除く。）につき議会の議決

すべきものを定めることができる。 

第第第第５５５５章章章章    議員間議員間議員間議員間のののの自由討議自由討議自由討議自由討議       

        （（（（議員間議員間議員間議員間のののの自由討議自由討議自由討議自由討議））））    

第第第第１３１３１３１３条条条条    議員は、市政の課題に関する論点及び

争点を明らかにするため、積極的に議員相互間

の自由討議に努め、議論を尽くしていかなけれ

ばならない。 

    

    

    

    

    

    

 

議案の審議等をする場合には、市民に対して市

政の課題に関する論点及び争点を明らかにするた

め、議員間において自由な議論を行うよう努め、

審議や議論を尽くさなければならないことを定め

ています。 

○本会議でも自由討議を行うべきである。 

○本会議では議員も多くなるため、自由討議の収

拾や議事進行面での課題もでてくる。 

○政策的議論は委員会で十分できる。本会議での

自由討議は慎重に検討しなければいけない。 

○自由討議をする場合の、議案の提案者や議案の

内容等について、整理する必要があると思う。 

○言論の府である議会において、自由な討議を行

って、市民に議案等の論点や問題点がわかるよ

うにすることが大切ではないか。 

○討論との関係はどうなるのか。 

 



田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料                                                                                議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日））））    

田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例（（（（たたきたたきたたきたたき台台台台））））     説説説説    明明明明     意見意見意見意見・・・・論点論点論点論点         

 

（（（（政策政策政策政策協議協議協議協議会会会会））））    

第第第第１１１１４４４４条条条条    議会は、市政に関する重要な政策及び

課題等について、共通認識を深めるため、積極

的に政策協議会を行うものとする。    

 

議員が一堂に会する政策協議会を行い、二元代

表制の一翼を担う議会としての責任と意欲を高

め、市政に関する重要な政策及び課題等について

の共通認識を深めることを定めています。 

 

 

 

 

第第第第６６６６章章章章    委員会委員会委員会委員会のののの運営運営運営運営    

        （（（（委員会委員会委員会委員会のののの運営運営運営運営））））     

第第第第１１１１５５５５条条条条    委員会は、それぞれの設置目的に応じ

た機能が十分発揮されるよう運営されなければ

ならない。     

  

 

 

 

 

２ 委員会審査に当たっては、資料等を積極的に

公開しながら市民に対し、分かりやすい議論を

行うよう努めなければならない。     

委員会の審査に当たっては、公正・透明性を心

がけ、市民に分かりやすい審査に努めることを規

定しています。 

○委員会の傍聴者にも資料を配布（貸与）したほ

うがよいと思う。 

 

３ 委員会は、インターネット等の情報伝達手段

を使って、議案審査等の委員会活動について、

市民に周知するよう努めるものとする。 

市民に開かれた議会を目指すため、委員会にお

ける議案の審査状況及び議員の活動状況につい

て、インターネット等の情報伝達手段を活用して、

市民への周知に努めるよう定めています。 

○出前講座など、積極的に外に出る活動もすべき

である。 

○出前講座については、議会報告会との関連も出

てくるため再度検討する。 

○市役所以外で委員会を開催した場合、どこまで

本音の議論ができるのか、また、全議員が公平・

公正な立場で議論することができるのかといっ

た疑問がでてくる。慎重に検討する必要がある

と思う。 

 

 

第第第第７７７７章章章章    政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費    

    

        （（（（政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費））））     

第第第第１１１１６６６６条条条条    政務調査費については、田川市議会政

務調査費の交付に関する条例（平成 13 年条例第

3 号）に定めるところによる。     

 

政務調査費に関することは、別に田川市議会政

務調査費の交付に関する条例（平成 13 年条例第 3

号）で定めることとしています。 

 

○政務調査費については、既存の条例を尊重する

ことを盛り込む。 

 

２ 議員は、政策立案及び調査研究等に資するた

め、政務調査費の交付を受け、証拠書類を公開

すること等により、その使途の透明性を確保す

るものとする。     

政策立案及び調査研究等に資するために政務調

査費の交付を受けるとともに、領収書など証拠書

類の公開等により、その使途の透明性を確保する

ことを定めています。 

  



田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料                                                                                議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日））））    

田川市議会基田川市議会基田川市議会基田川市議会基本条例本条例本条例本条例（（（（たたきたたきたたきたたき台台台台））））     説説説説    明明明明     意見意見意見意見・・・・論点論点論点論点     備備備備    考考考考     

第第第第８８８８章章章章    議会及議会及議会及議会及びびびび議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局のののの体制整備体制整備体制整備体制整備       

    

        （（（（議員研修議員研修議員研修議員研修のののの充実強化充実強化充実強化充実強化））））     

第第第第１１１１７７７７条条条条    議会は、議員の資質の向上を図るため、

議員研修の充実強化に努めなければならない。 

    

 

 

議員の政策立案能力をはじめとする資質の向上

のため、議員研修を充実強化するよう努めなけれ

ばならないことを定めています。 

  

２ 議会は、学識経験を有する者及び市民等との

議員研修会を積極的に開催するものとする。 

    

幅広い分野の専門家や様々な層の市民等を招

き、議員の資質の向上を目的とした議員研修会を

積極的に開催することを定めています。 

  

３ 議会及び議員は、市政の課題を広い視点から

捉えるため、他の自治体の事例等を調査研究す

るよう努めなければならない。 

 

市政の課題をより幅広い視点から捉えるため

に、視察等を行うことにより、他の自治体の事例

等を調査研究するよう努めなければならないこと

を定めています。 

 

  

（（（（議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局））））    

第第第第１１１１８８８８条条条条    議会は、議員の資質の向上を図り、議

会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事

務局の調査機能及び法務機能の充実強化、組織

体制の整備を図るよう努めるものとする。 

 

議員の資質の向上等と円滑な議会運営に資する

ため、議会事務局の調査機能や法務機能の充実強

化と組織体制の整備を図るよう努めることを定め

ています。 

 

○議会のチェック機能強化、政策立案能力を高め

るためにも、議会事務局体制の強化を図ること

を条例に盛り込む。 

 

 

２ 議長は、議会事務局の組織体制の整備を図る

ため、必要に応じて市長と協議するものとする。 

 

議長は、議会事務局の組織体制の整備を図るた

め、必要に応じて市長と協議することを定めてい

ます。 

 

 

○議長の人事権・任命権の強化を図る条件整備が

必要である。 

 

（（（（予算予算予算予算のののの確保確保確保確保））））    

第第第第１１１１９９９９条条条条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、

議事機関としての機能を充実するため、必要な予

算の確保に努めるものとする。 

 

議会が議事機関としての機能を充実するために

必要な予算を確保するよう努めることを定めてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

○議会費の予算について、議員間で協議のうえ要

望書を作成し、議長から市長に要望書を提出す

る形式を考えたい。 

 

 



田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料                                                                                議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日））））    

田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例（（（（たたきたたきたたきたたき台台台台））））     説説説説    明明明明     意見意見意見意見・・・・論点論点論点論点     備備備備    考考考考     

（（（（議会図書室議会図書室議会図書室議会図書室））））    

第第第第２０２０２０２０条条条条    議会図書室については、田川市議会図

書室条例（昭和 23 年条例第 27 号）に定めると

ころによる。    

 

議会図書室については、別に田川市議会図書室

条例（昭和 23 年条例第 27 号）で定めることとし

ています。 

 

 

 

 

２ 議会は、議会図書室を適正に管理し、運営す

るとともに、その機能強化に努めるものとする。    

議会図書室の適正な管理と機能の強化に努める

ことについて定めています。 

  

（（（（議会広報議会広報議会広報議会広報のののの充実充実充実充実） 

第第第第２１２１２１２１条条条条    議会は、広報紙等を利用して、議会の

活動について、市民に対し、わかりやすく周知

するよう努めなければならない。    

 

広報紙等を利用することにより、議会の活動に

関する情報を市民にわかりやすく周知するよう努

めなければならないことを定めています。 

  

２ 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広

報手段を活用することにより、より多くの市民

が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動等

に努めるものとする。    

インターネット等をはじめとする情報技術の発

達に合わせ、様々な広報手段を活用することによ

り、さらに多くの市民が議会や市政に対して関心

を持つよう広報活動に努めることを定めています 

  

３ 議会は、広報紙等の充実のため、市民からの

意見や要望を取り上げるよう努めるものとす

る。 

広報紙等を充実させるため、市民からの意見や

要望を取り上げるよう努めることを定めていま

す。 

 

 

 

 

    

（（（（広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会））））    

第第第第２２２２２２２２条条条条 議会は議会活動が広く市民の理解を得

られるよう広報委員会を設置し、広報活動に努

めるものとする。（大村） 

 

市民に開かれた議会を推進するため、広報活動

全般の基本的事項について協議、調整を行う広報

委員会を設置しています。 

 

○事務局だけでメリハリのある広報誌を作成する

ことは難しい。市民に開かれた議会の情報伝達

方法として有効な手段であることから、議員で

広報委員会を作ることを議論する必要がある。 

 

    

（（（（専門的識見専門的識見専門的識見専門的識見のののの活用活用活用活用））））    

第第第第２３２３２３２３条条条条    議会は、専門的識見を活用し、議会の

討議に反映させるよう努めるものとする。 

 

法第 100 条の２の規定に基づき、専門的事項に

係る調査を学識経験を有する者等に依頼し、その

専門的な識見を活用することによって、議会にお

ける討議に反映させるよう努めることを定めてい

ます。 

  

地方自治法第 100 条の 2 

普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当

該普通地方公共団体の事務に関する調査のために

必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する

者等にさせることができる。 

 

（（（（付属機関付属機関付属機関付属機関のののの設置設置設置設置））））    

第第第第２４２４２４２４条条条条    議会は、審査、諮問又は調査のため必

要があると認めるときは、別に条例で定めると

ころにより、附属機関を設置することができる。    

 

市政全般について、審査、諮問又は調査のため

必要があると認めるときには、別に条例で定める

ところによって、附属機関を設置することができ

ることを定めています。 

 

 

○条例に明記しておかなければ必要な時に設置で

きないため、条例に盛り込むべきである。 

 



田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料                                                                                議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日））））    

 

田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例（（（（たたきたたきたたきたたき台台台台））））     説説説説    明明明明     意見意見意見意見・・・・論点論点論点論点         

第第第第９９９９章章章章    議員議員議員議員のののの政治倫理政治倫理政治倫理政治倫理、、、、身分及身分及身分及身分及びびびび待遇待遇待遇待遇       

        （（（（議員議員議員議員のののの政治倫理政治倫理政治倫理政治倫理））））    

第第第第２５２５２５２５条条条条    議員は、主権者たる市民の厳粛な信託

に応え、もって清潔で民主的な市勢の伸展に寄

与しなければならない。     

議員の政治倫理について、主権者である市民か

らの厳粛な信託に応え、清潔で民主的な市勢の伸

展に寄与しなければならないことを定めていま

す。 

  

２ 議員の政治倫理の規範については、田川市政

治倫理条例（平成 7 年条例第 16 号）に定めると

ころによる。    

議員の政治倫理の規範については、別に田川市

政治倫理条例（平成 7 年条例第 16 号）で定めるこ

ととしています。 

  

（（（（議員定数議員定数議員定数議員定数））））    

第第第第２６２６２６２６条条条条    議員の定数は、田川市議会議員定数条

例（昭和 38 年条例第 2 号。次項において「議員

定数条例」という。）に定めるところによる。 

 

議員の定数は、別に田川市議会議員定数条例（昭

和 38 年条例第 2 号）で定めることとしています。 

  

地方自治法 109 条第 7 項  

常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちそ

の部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関

するものにつき、議会に議案を提出することがで

きる。ただし、予算については、この限りでない。 

 

地方自治法 112 条第 1 項  

普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決

すべき事件につき、議会に議案を提出することが

できる。但し、予算については、この限りでない。 

２ 委員会又は議員は、議員定数条例の改正議案

を提出しようとするときは、議員定数の基準等

明確な改正理由を付して提出するものとする。    

委員会又は議員が、法第 109 条第７項又は法第

112 条第１項の規定に基づき、議員定数条例の改正

議案を提出しようとする場合、市民への説明責任

を果たすために、議員定数の基準等の明確な改正

理由を付して提出するものと定めています。 

 

３ 前項の提出に当たっては、市民等の意見を聴

取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十

分に活用するものとする。 

議員定数条例の改正議案の提出に当たっては、

公聴会制度や参考人制度等を活用して、広く市民

の意見を聴取することを定めています。 

 

（（（（議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬））））    

第第第第２７２７２７２７条条条条    議員の議員報酬は、田川市議会議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和31

年条例第23号。次項において「議員報酬等条例」

という。）に定めるところによる。 

 

議員報酬は、別に田川市議会議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例（昭和 31 年条例第 23

号）で定めることとしています。 

 

○議員報酬のあり方等、根本的な部分を議論する

必要がある。ボランティアであるべきといった

意見や、日割りでもよいといった意見を踏まえ

たうえで、「報酬」の捉え方について議論を深め

る必要があるのではないか。 

○議員報酬は議員間で話し合って決めていくとい

う意思表示をする条文であると思う。例えば、

第三者の意見を聴いて決定するということにな

れば、第三者機関を設置することも考えられる。 

○どの方法をとっても、最終的には議員自らが判

断することになる。 

 

２ 委員会又は議員は、議員報酬等条例の改正議

案を提出しようとするときは、明確な改正理由

を付して提出するものとする。    

委員会又は議員が、法第 109 条第７項又は法第

112 条第１項の規定に基づき、議員報酬等条例の改

正議案を提出しようとする場合、市民への説明責

任を果たすために、明確な改正理由を付して提出

するものと定めています。 

 

３ 前項の提出に当たっては、市民等の意見を聴

取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十

分に活用するものとする。 

議員報酬等条例の改正議案の提出に当たって

は、法の規定に基づく公聴会制度や参考人制度等

を活用して、広く市民の意見を聴取することを定

めています。 

 



田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料田川市議会基本条例骨子案検討資料                                                                                議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料議会基本条例検討特別委員会資料（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２２２２２２２２年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日））））    

 

田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例田川市議会基本条例（（（（たたきたたきたたきたたき台台台台））））     説説説説    明明明明     意見意見意見意見・・・・論点論点論点論点         

第第第第 10101010 章章章章    補則補則補則補則       

        （（（（見直見直見直見直しししし手手手手続続続続きききき））））    

第第第第２８２８２８２８条条条条    議会は、一般選挙を経た任期開始後、

速やかに、この条例の目的が達成されているか

どうかを議会運営委員会において検討するもの

とする。    

 

４年ごとに執行される一般選挙によって議員が

入れ替わる任期開始後速やかに、この条例の目的

が達成されているかどうかを議会運営委員会にお

いて検討することを定めています。なお、その他

の時期には検討を行わないという趣旨の条文では

ありません。 

 

○事後検証を行う意味でも盛り込むべきである。 

 

２ 議会は、前項による検討の結果に基づき、必

要に応じて適切な措置を講じるものとする。    

前項による検討の結果、必要に応じて、条例改

正等の適切な措置を講じることを定めています。 

  

（（（（委任委任委任委任））））    

第第第第２９２９２９２９条条条条 この条例に定めるもののほか、必要な

事項は別に定める。 

 

この条例に定めるもの以外で必要な事項につい

て、別の条例、規則、規程等で定めることを明記

しています。 

  

 

  付付付付    則則則則    

この条例は、公布の日から施行する。 

 

この条例の施行期日として、公布と同時に施行

されることを定めています。 

  

    

 

 



回数 開催日 審　議　結　果

第１回 H22.4.27 　　　　正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長をををを決定決定決定決定

　特別委員会では「議会基本条例の策定を前提に審議していくこと」を確認

　「本年１２月までに議会基本条例の原案を作成し委員長報告を行うこと」を目標とする

　特別委員会の審議結果及び掲載可能な会議資料については、田川市議会ホームページに掲載する

　５月３１日（月）１０時から【法政大学教授 廣瀬 克哉 氏】を講師に招き、特別委員会主催の研修会を開催するこ
ととし、研修会の参加範囲は、田川市議会全議員及び執行部職員のほか、一般の市民も参加可能とする。

第３回 H22.5.31 　　　　研修会研修会研修会研修会をををを開催開催開催開催

□ 市民に開かれた、市民とともに歩む議会という点を大切にしたい。

□ 「議会報告会」や「意見交換会」といった市民と対話する機会を盛り込みたい。

□
執行部が持っている資料について、情報公開条例で出すことが可能な資料に関しては、議員が必要な請求手続きを踏
めば、資料を出してもらえる仕組みを作りたい。

□ 議会費の予算について、議員間で協議のうえ要望書を作成し、議長から市長に要望書を提出する形式を考えたい。

□ 条例の最高規範性を明記した条文は、条例の前段で規定すべきではないか。

□ 「執行部の反問権」と「正副議長の立候補制」を盛り込みたい。

□ 議長が議会を招集できる仕組みを考え盛り込みたい。

□ 通年議会についても検討する必要がある。

□ 一般質問等で執行部が検討すると答弁した事項の結果報告義務や執行部の責任に関する規定を盛り込みたい。

□
可能な限り早い時期にアンケート調査を実施することを前提に、アンケートの実施時期、規模、内容、必要経費等に
ついて、次回の委員会で検討する。

□ 市民との意見交換会（シンポジウム等）の開催時期や内容等について、アンケート調査と併せて検討していく。

□ 議会のおしらせ等で特別委員会の記事を掲載する。

・ 議長の議会招集権については法的に難しいようであるが引き続き研究していく。

・ 国の動向を見て時間をかけて議論してもよいのではないか。

・ 通年議会にすれば、市長の専決処分は限定され、年度末等に見られる税法改正に伴う専決処分はなくなる。

・
専決処分を制限する方法として、議会基本条例の中で、その説明責任を明確にする方法を盛り込む方法も考えられる
のではないか。

・ 「正副議長になる理由」「正副議長になった場合に何をしたいのか」等、正副議長を選ぶ基準になる。

・
市民から見て、どうのように正副議長が選ばれているのかわからない。市民に見えるようにするためにもいいのでは
ないか。

・
議長には執行権がないため、所信表明で何をうったえ、何が実行できるのかわからない。所信表明まではせずに、立
候補制にする程度で止めておいてもいいのではないか。

・ 議員間の自由討議については、現在の委員会運営の実情に照らして、必要性について議論を深めていく必要がある。

第５回 H22.7.8

≪≪≪≪委員会委員会委員会委員会でででで出出出出されたされたされたされた主主主主なななな意見等意見等意見等意見等≫≫≫≫

□□□□通年議会通年議会通年議会通年議会についてについてについてについて

□□□□議会議会議会議会のののの招集権招集権招集権招集権についてについてについてについて

□□□□議長議長議長議長・・・・副議長志願者副議長志願者副議長志願者副議長志願者のののの所信表明所信表明所信表明所信表明についてについてについてについて

□□□□議員間議員間議員間議員間のののの自由討議自由討議自由討議自由討議についてについてについてについて

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ににに盛盛盛盛りりりり込込込込むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項についてについてについてについて

議会基本条例検討特別委員会議会基本条例検討特別委員会議会基本条例検討特別委員会議会基本条例検討特別委員会におけるにおけるにおけるにおける審議経過審議経過審議経過審議経過とととと審議結果整理表審議結果整理表審議結果整理表審議結果整理表　　　　（（（（第第第第８８８８回 委員会資料回 委員会資料回 委員会資料回 委員会資料））））

●●●●今後今後今後今後のスケジュールについてのスケジュールについてのスケジュールについてのスケジュールについて

　議会基本条例を制定し実際に運用している先進自治体の行政視察を実施することとし、日程、視察先については正副委
員長一任とした。

●●●●視察視察視察視察についてについてについてについて

※※※※視察日程視察日程視察日程視察日程　　　　８８８８月月月月２２２２日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～３３３３日日日日（（（（火火火火）【）【）【）【１１１１泊泊泊泊２２２２日日日日】　　】　　】　　】　　視察先視察先視察先視察先：：：：埼玉県 所沢市議会埼玉県 所沢市議会埼玉県 所沢市議会埼玉県 所沢市議会

●●●●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構成構成構成構成についてについてについてについて

【【【【まとめまとめまとめまとめ】】】】
　　　　今日示今日示今日示今日示されたされたされたされた資料及資料及資料及資料及びびびび会議会議会議会議でででで出出出出されたされたされたされた意見等意見等意見等意見等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、次回以降次回以降次回以降次回以降、、、、意見集約意見集約意見集約意見集約をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、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構成構成構成構成についについについについ
てててて議論議論議論議論をををを深深深深めていくこととしためていくこととしためていくこととしためていくこととした。。。。

第４回 H22.6.24

≪≪≪≪委員会委員会委員会委員会でででで出出出出されたされたされたされた主主主主なななな意見等意見等意見等意見等≫≫≫≫

H22.5.11第２回

●●●●設置目的設置目的設置目的設置目的についてについてについてについて

●●●●最終目標最終目標最終目標最終目標についてについてについてについて

●●●●情報公開情報公開情報公開情報公開についてについてについてについて

●●●●研修会研修会研修会研修会のののの開催開催開催開催についてについてについてについて



□ 調査の目的及び実施主体について確認。

□ 調査項目を決定。

□ 調査時期を７月下旬～８月下旬とした。　【調査期間：７月２６日（月）～８月２０日（金）】

□ 調査規模は、田川市に居住する満２０歳以上の男女のうち1,000人を無作為抽出とした。

・ 秘密会が望ましいものと、そうでないものを整理する必要がある。

・ 提案者から直接意見を聴いたほうが趣旨が伝わることから、条例に盛り込むべきである。

・
請願・陳情者の意見を聴くということについては、最終的には委員長が委員の意見を聴いて判断することである。条
例では「努める」という文言にして、これまでよりも積極的に意見を聴く姿勢を示すという捉え方でいいのではない
か。

・ 住民自治の拡大に視点をあてるのか、議会の権限拡大に視点をあてるのかという基本的な議論が必要である。

・ 議会報告会については、「市民と議会の関係」の条文に入れ込むのではなく、個別に定めたほうがよい。

・ 意見交換会と議会報告会をどのように捉えるのかということがポイントになる。

・
議会報告会を実施している他の自治体では実際にどのような活動をしているのかということも踏まえ、検討していく
必要がある。

・ 実施した場合は各議員にとってかなりの負担となるため、会派の意見を聴きながら慎重に検討すべきである。

【【【【まとめまとめまとめまとめ】】】】・・・・・・・・個人個人個人個人・・・・会派会派会派会派ではなくではなくではなくではなく、、、、議会議会議会議会としてどうしていくのかというとしてどうしていくのかというとしてどうしていくのかというとしてどうしていくのかという話話話話であるであるであるである。。。。議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会のののの実施要綱等実施要綱等実施要綱等実施要綱等のののの資料資料資料資料
をををを集集集集めてめてめてめて、、、、どうすればどうすればどうすればどうすれば本市議会本市議会本市議会本市議会にあったものができるのかということについてにあったものができるのかということについてにあったものができるのかということについてにあったものができるのかということについて、、、、次回以降次回以降次回以降次回以降、、、、集中的集中的集中的集中的にににに議論議論議論議論したいしたいしたいしたい。。。。議議議議
会報告会会報告会会報告会会報告会についてはについてはについてはについては、、、、条例条例条例条例にににに盛盛盛盛りりりり込込込込むというむというむというむという形形形形のののの中中中中でででで、、、、議論議論議論議論をををを進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。

・ 市民が一番知りたい部分であり、条例に盛り込むべきだと思う。

・ 会派での合意や会派としての態度が分かるようにできないか。

・
議決は議会で議論された後に最終的な結論として出た議会の総意であるので、個人の賛否を公開する必要はないので
はないか。

・ 現在、本市議会では個人の賛否の把握をしていないため、正確に賛否を把握する方法について検討する必要がある。

・ すべて賛否の公開をするとなれば、簡易採決はなくなる。そのあたりも整理したうえで議論する必要がある。

・ 慎重に検討することとなった。

・ 広報委員会を作って議員同士で議論し記事を割愛していけば、読みやすく分かりやすいものになるのではないか。

・ あえて条例に盛り込まなくても、広報委員会はできるのではないか。

・ 条例の後半部分で「議会広報の充実」ということを明文化している基本条例もある。

【【【【まとめまとめまとめまとめ】　】　】　】　広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその目的目的目的目的についてについてについてについて、、、、さらにさらにさらにさらに研究研究研究研究していくこととしたいしていくこととしたいしていくこととしたいしていくこととしたい。。。。

・ 反問権については、議論通行をスムーズにするための反問にとどめたほうがいいのではないか。

・ 議員の政策能力を高めて、執行部の政策形成過程を聞くためにも反問権は必要だと思う。

・ 文書質問等についてはさらに研究したのち議論を深めていきたい。

・ 事前に執行部と協議・調整が必要ではないのか。

・ 議会が議会としての権能を果たすために、当然の権利として執行部に要求していくものだと思う。

・ 骨子案の作成時に検討する。

地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第９６９６９６９６条第条第条第条第２２２２項項項項のののの議決事件議決事件議決事件議決事件（（（（議決事項議決事項議決事項議決事項のののの追加追加追加追加））））

・ 佐賀市議会等の例を参考にすることとし、細かな諸計画については盛り込まない方向で検討することとした。

第６回 H22.7.23

□□□□議会審議議会審議議会審議議会審議におけるにおけるにおけるにおける論点情報論点情報論点情報論点情報のののの形成形成形成形成についてについてについてについて

□□□□予算及予算及予算及予算及びびびび決算決算決算決算のののの審議審議審議審議におけるにおけるにおけるにおける政策説明政策説明政策説明政策説明、、、、監視及監視及監視及監視及びびびび評価評価評価評価、、、、政策立案及政策立案及政策立案及政策立案及びびびび政策提言政策提言政策提言政策提言

□□□□意見提案手続意見提案手続意見提案手続意見提案手続きききき、、、、パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント、、、、モニターモニターモニターモニター制度制度制度制度についてについてについてについて

□□□□広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会についてについてについてについて

□□□□議会議会議会議会とととと執行部執行部執行部執行部のののの関係関係関係関係についてについてについてについて

第５回 H22.7.8

≪≪≪≪委員会委員会委員会委員会でででで出出出出されたされたされたされた主主主主なななな意見等意見等意見等意見等≫≫≫≫

□□□□会議録会議録会議録会議録のののの公開公開公開公開についてについてについてについて

□□□□請願請願請願請願・・・・陳情者陳情者陳情者陳情者のののの意見陳述意見陳述意見陳述意見陳述のののの場場場場をををを設設設設けることについてけることについてけることについてけることについて

□□□□議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会・・・・意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会についてについてについてについて

□□□□市民市民市民市民とととと議会議会議会議会のののの関係関係関係関係についてについてについてについて

□□□□賛否賛否賛否賛否のののの公開公開公開公開についてについてについてについて

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ににに盛盛盛盛りりりり込込込込むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項についてについてについてについて

アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査（（（（市民市民市民市民のののの意識調査意識調査意識調査意識調査のののの実施実施実施実施についてについてについてについて

【【【【まとめまとめまとめまとめ】】】】
　　　　①①①①　　　　総則総則総則総則のののの中中中中でででで最高規範性最高規範性最高規範性最高規範性をををを明記明記明記明記するするするする。。。。
　　　　②②②②　　　　市民市民市民市民にににに分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい表現表現表現表現をををを用用用用いていていていて、、、、条例条例条例条例のスリムのスリムのスリムのスリム化化化化をををを図図図図るなどるなどるなどるなど、、、、市民市民市民市民からからからから見見見見てててて分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい条例条例条例条例にするにするにするにする。。。。
　　　　③③③③　　　　議会議会議会議会のののの活動原則 活動原則 活動原則 活動原則 と と と と 議員議員議員議員のののの活動原則 活動原則 活動原則 活動原則 はははは条文条文条文条文をををを分分分分けるけるけるける。。。。
　　　　④④④④　　　　通年議会通年議会通年議会通年議会についてはについてはについてはについては引引引引きききき続続続続きききき議論議論議論議論していくしていくしていくしていく。。。。
　　　　⑤⑤⑤⑤　　　　正副議長選出時正副議長選出時正副議長選出時正副議長選出時のののの所信表明及所信表明及所信表明及所信表明及びびびび立候補制立候補制立候補制立候補制についてはについてはについてはについては今後今後今後今後もももも議論議論議論議論をををを深深深深めていくめていくめていくめていく。。。。
　　　　⑥⑥⑥⑥　　　　会派会派会派会派、、、、代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議、、、、全員協議会全員協議会全員協議会全員協議会のののの条文条文条文条文についてはについてはについてはについては、、、、会議規則等会議規則等会議規則等会議規則等とのとのとのとの関連性関連性関連性関連性をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ検討検討検討検討していくしていくしていくしていく。。。。
　　　　⑦⑦⑦⑦　　　　議員間議員間議員間議員間のののの自由討議自由討議自由討議自由討議についてはについてはについてはについては今後今後今後今後もももも議論議論議論議論をををを深深深深めていくめていくめていくめていく。。。。



・ シンポジウムを開催する場合、予算がなくては開催できないので、予算要求はしておくべきだと思う。

・ シンポジウムの開催及び予算要求については、慎重に議論する必要があると思う。

・ 市民意見の聴取ということであれば、シンポジウム以外にもアンケート調査等の方法はあると思う。

・・・・ シンポジウムを開催する前に、中身のあるものにするためにも専門家の意見を聴く必要があるのではないか。

・ 委員会と本会議で、議員間の自由討議を行うべきである。

・ 自由討議をする場合の、議案の提案者や議案の中身・内容について、整理する必要があると思う。

・
政策的議論は委員会で十分できるため、本会議で議論（自由討議）することについては慎重に検討しなければいけな
い。

・ 本会議では議員も多くなるため、自由討議の収拾や議事進行面での課題もでてくる。

・
言論の府である議会において、自由な討議を行って、市民に議案等の論点や問題点がわかるようにすることが大切で
はないか。

・ 討論との関係も整理する必要があるのではないか。

・ 議会報告会の実施と関係してくる部分である。

・ 委員会の傍聴者にも資料を配布したほうがよいと思う。

・ 出前講座など、積極的に外に出る活動もすべきである。

・
市役所以外で委員会を開催した場合、どこまで本音の議論ができるのか、また、全議員が公平・公正な立場で議論す
ることができるのかといった疑問がでてくる。慎重に検討する必要があると思う。

・ 出前講座については、議会報告会との関連も出てくるため再度検討する。

・ 既存の条例を尊重する方向で基本条例に盛り込む。

・
事務局だけでメリハリのある広報誌を作成することは難しい。市民に開かれた議会の情報伝達方法として議会広報は
有効であることから、議員で広報委員会を作るか、どうか議論する必要がある。

・ 議長の人事権・任命権の強化を図る条件整備が必要である。

・・・・ 議会のチェック機能強化、政策立案能力を高めるためにも、議会事務局体制の強化を図ることを条例に盛り込む。

・ 条例に明記しておかなければ必要な時に設置できないため、条例に盛り込むべきである。

・ 議会運営委員会の中で積極的に改革について議論するといった内容の条文ではどうか。

・
議員報酬のあり方について、根本的な部分を議論する必要がある。ボランティアであるべきといった意見や、日割り
でもいいのではないかといった意見を踏まえたうえで、「報酬」の捉え方について議論を深める必要があるのではな
いか。

・
議員報酬は議員間で話し合って決めていくという意思表示をする条文であると思う。例えば、第三者の意見を聞いて決定しようと
いうことになれば、第三者機関を設置することになる場合も考えられる。

・ いずれにしろ最終的には議員が自らが判断することになる。

・ 事後検証を行う意味でも、盛り込むべきだと思う。

※※※※これまでにこれまでにこれまでにこれまでに出出出出されたされたされたされた意見意見意見意見、、、、市民意識調査市民意識調査市民意識調査市民意識調査のののの結果等結果等結果等結果等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、次回以降次回以降次回以降次回以降、、、、骨子案骨子案骨子案骨子案のののの検討検討検討検討にににに入入入入っていくっていくっていくっていく。。。。
※※※※「「「「骨子案骨子案骨子案骨子案のののの素案素案素案素案」」」」等等等等、、、、資料作成資料作成資料作成資料作成についてはについてはについてはについては、、、、正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長にににに一任一任一任一任するするするする。。。。
※※※※今後今後今後今後、、、、条例案条例案条例案条例案をををを議論議論議論議論していくしていくしていくしていく途中途中途中途中でででで、、、、専門家専門家専門家専門家（（（（講師講師講師講師））））のののの意見意見意見意見をををを聴聴聴聴くくくく機会機会機会機会をををを数回設数回設数回設数回設けるけるけるける。。。。
※※※※講師謝礼金及講師謝礼金及講師謝礼金及講師謝礼金及びびびび特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会のののの諸経費諸経費諸経費諸経費についてについてについてについて９９９９月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算でででで要求要求要求要求するするするする。。。。
　　（　　（　　（　　（金額等金額等金額等金額等についてはについてはについてはについては正副委員長一任正副委員長一任正副委員長一任正副委員長一任））））

●●●●今後今後今後今後のスケジュールについてのスケジュールについてのスケジュールについてのスケジュールについて

□□□□議会広報誌議会広報誌議会広報誌議会広報誌のののの充実充実充実充実についてについてについてについて

□□□□議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局のののの体制整備体制整備体制整備体制整備についてについてについてについて

□□□□付属機関付属機関付属機関付属機関のののの設置設置設置設置についてについてについてについて

□□□□議会改革議会改革議会改革議会改革のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

□□□□議員間議員間議員間議員間のののの自由討議自由討議自由討議自由討議についてについてについてについて

□□□□政策討論会政策討論会政策討論会政策討論会についてについてについてについて

□□□□議会運営議会運営議会運営議会運営、、、、委員会委員会委員会委員会のののの活動活動活動活動・・・・運営運営運営運営についてについてについてについて

□□□□政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費についてについてについてについて

□□□□議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬についてについてについてについて

□□□□条例条例条例条例のののの見直見直見直見直しししし手続手続手続手続きについてきについてきについてきについて

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ににに盛盛盛盛りりりり込込込込むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項についてについてについてについて

第６回 H22.7.23

第７回 H22.8.10

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会（（（（シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム等等等等））））についてについてについてについて



回数 開催日 審　議　結　果

第１回 H22.4.27 　　　　正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長をををを決定決定決定決定

　特別委員会では「議会基本条例の策定を前提に審議していくこと」を確認

　「本年１２月までに議会基本条例の原案を作成し委員長報告を行うこと」を目標とする

　特別委員会の審議結果及び掲載可能な会議資料については、田川市議会ホームページに掲載する

　５月３１日（月）１０時から【法政大学教授 廣瀬 克哉 氏】を講師に招き、特別委員会主催の研修会を開催するこ
ととし、研修会の参加範囲は、田川市議会全議員及び執行部職員のほか、一般の市民も参加可能とする。

第３回 H22.5.31 　　　　研修会研修会研修会研修会をををを開催開催開催開催

□ 市民に開かれた、市民とともに歩む議会という点を大切にしたい。

□ 「議会報告会」や「意見交換会」といった市民と対話する機会を盛り込みたい。

□
執行部が持っている資料について、情報公開条例で出すことが可能な資料に関しては、議員が必要な請求手続きを踏
めば、資料を出してもらえる仕組みを作りたい。

□ 議会費の予算について、議員間で協議のうえ要望書を作成し、議長から市長に要望書を提出する形式を考えたい。

□ 条例の最高規範性を明記した条文は、条例の前段で規定すべきではないか。

□ 「執行部の反問権」と「正副議長の立候補制」を盛り込みたい。

□ 議長が議会を招集できる仕組みを考え盛り込みたい。

□ 通年議会についても検討する必要がある。

□ 一般質問等で執行部が検討すると答弁した事項の結果報告義務や執行部の責任に関する規定を盛り込みたい。

□
可能な限り早い時期にアンケート調査を実施することを前提に、アンケートの実施時期、規模、内容、必要経費等に
ついて、次回の委員会で検討する。

□ 市民との意見交換会（シンポジウム等）の開催時期や内容等について、アンケート調査と併せて検討していく。

□ 議会のおしらせ等で特別委員会の記事を掲載する。

・ 議長の議会招集権については法的に難しいようであるが引き続き研究していく。

・ 国の動向を見て時間をかけて議論してもよいのではないか。

・ 通年議会にすれば、市長の専決処分は限定され、年度末等に見られる税法改正に伴う専決処分はなくなる。

・
専決処分を制限する方法として、議会基本条例の中で、その説明責任を明確にする方法を盛り込む方法も考えられる
のではないか。

・ 「正副議長になる理由」「正副議長になった場合に何をしたいのか」等、正副議長を選ぶ基準になる。

・
市民から見て、どうのように正副議長が選ばれているのかわからない。市民に見えるようにするためにもいいのでは
ないか。

・
議長には執行権がないため、所信表明で何をうったえ、何が実行できるのかわからない。所信表明まではせずに、立
候補制にする程度で止めておいてもいいのではないか。

・ 議員間の自由討議については、現在の委員会運営の実情に照らして、必要性について議論を深めていく必要がある。

第５回 H22.7.8

≪≪≪≪委員会委員会委員会委員会でででで出出出出されたされたされたされた主主主主なななな意見等意見等意見等意見等≫≫≫≫

□□□□通年議会通年議会通年議会通年議会についてについてについてについて

□□□□議会議会議会議会のののの招集権招集権招集権招集権についてについてについてについて

□□□□議長議長議長議長・・・・副議長志願者副議長志願者副議長志願者副議長志願者のののの所信表明所信表明所信表明所信表明についてについてについてについて

□□□□議員間議員間議員間議員間のののの自由討議自由討議自由討議自由討議についてについてについてについて

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ににに盛盛盛盛りりりり込込込込むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項についてについてについてについて

議会基本条例検討特別委員会議会基本条例検討特別委員会議会基本条例検討特別委員会議会基本条例検討特別委員会におけるにおけるにおけるにおける審議経過審議経過審議経過審議経過とととと審議結果整理表審議結果整理表審議結果整理表審議結果整理表　　　　（（（（第第第第８８８８回 委員会資料回 委員会資料回 委員会資料回 委員会資料））））

●●●●今後今後今後今後のスケジュールについてのスケジュールについてのスケジュールについてのスケジュールについて

　議会基本条例を制定し実際に運用している先進自治体の行政視察を実施することとし、日程、視察先については正副委
員長一任とした。

●●●●視察視察視察視察についてについてについてについて

※※※※視察日程視察日程視察日程視察日程　　　　８８８８月月月月２２２２日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～３３３３日日日日（（（（火火火火）【）【）【）【１１１１泊泊泊泊２２２２日日日日】　　】　　】　　】　　視察先視察先視察先視察先：：：：埼玉県 所沢市議会埼玉県 所沢市議会埼玉県 所沢市議会埼玉県 所沢市議会

●●●●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構成構成構成構成についてについてについてについて

【【【【まとめまとめまとめまとめ】】】】
　　　　今日示今日示今日示今日示されたされたされたされた資料及資料及資料及資料及びびびび会議会議会議会議でででで出出出出されたされたされたされた意見等意見等意見等意見等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、次回以降次回以降次回以降次回以降、、、、意見集約意見集約意見集約意見集約をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、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構成構成構成構成についについについについ
てててて議論議論議論議論をををを深深深深めていくこととしためていくこととしためていくこととしためていくこととした。。。。

第４回 H22.6.24

≪≪≪≪委員会委員会委員会委員会でででで出出出出されたされたされたされた主主主主なななな意見等意見等意見等意見等≫≫≫≫

H22.5.11第２回

●●●●設置目的設置目的設置目的設置目的についてについてについてについて

●●●●最終目標最終目標最終目標最終目標についてについてについてについて

●●●●情報公開情報公開情報公開情報公開についてについてについてについて

●●●●研修会研修会研修会研修会のののの開催開催開催開催についてについてについてについて



□ 調査の目的及び実施主体について確認。

□ 調査項目を決定。

□ 調査時期を７月下旬～８月下旬とした。　【調査期間：７月２６日（月）～８月２０日（金）】

□ 調査規模は、田川市に居住する満２０歳以上の男女のうち1,000人を無作為抽出とした。

・ 秘密会が望ましいものと、そうでないものを整理する必要がある。

・ 提案者から直接意見を聴いたほうが趣旨が伝わることから、条例に盛り込むべきである。

・
請願・陳情者の意見を聴くということについては、最終的には委員長が委員の意見を聴いて判断することである。条
例では「努める」という文言にして、これまでよりも積極的に意見を聴く姿勢を示すという捉え方でいいのではない
か。

・ 住民自治の拡大に視点をあてるのか、議会の権限拡大に視点をあてるのかという基本的な議論が必要である。

・ 議会報告会については、「市民と議会の関係」の条文に入れ込むのではなく、個別に定めたほうがよい。

・ 意見交換会と議会報告会をどのように捉えるのかということがポイントになる。

・
議会報告会を実施している他の自治体では実際にどのような活動をしているのかということも踏まえ、検討していく
必要がある。

・ 実施した場合は各議員にとってかなりの負担となるため、会派の意見を聴きながら慎重に検討すべきである。

【【【【まとめまとめまとめまとめ】】】】・・・・・・・・個人個人個人個人・・・・会派会派会派会派ではなくではなくではなくではなく、、、、議会議会議会議会としてどうしていくのかというとしてどうしていくのかというとしてどうしていくのかというとしてどうしていくのかという話話話話であるであるであるである。。。。議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会のののの実施要綱等実施要綱等実施要綱等実施要綱等のののの資料資料資料資料
をををを集集集集めてめてめてめて、、、、どうすればどうすればどうすればどうすれば本市議会本市議会本市議会本市議会にあったものができるのかということについてにあったものができるのかということについてにあったものができるのかということについてにあったものができるのかということについて、、、、次回以降次回以降次回以降次回以降、、、、集中的集中的集中的集中的にににに議論議論議論議論したいしたいしたいしたい。。。。議議議議
会報告会会報告会会報告会会報告会についてはについてはについてはについては、、、、条例条例条例条例にににに盛盛盛盛りりりり込込込込むというむというむというむという形形形形のののの中中中中でででで、、、、議論議論議論議論をををを進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。

・ 市民が一番知りたい部分であり、条例に盛り込むべきだと思う。

・ 会派での合意や会派としての態度が分かるようにできないか。

・
議決は議会で議論された後に最終的な結論として出た議会の総意であるので、個人の賛否を公開する必要はないので
はないか。

・ 現在、本市議会では個人の賛否の把握をしていないため、正確に賛否を把握する方法について検討する必要がある。

・ すべて賛否の公開をするとなれば、簡易採決はなくなる。そのあたりも整理したうえで議論する必要がある。

・ 慎重に検討することとなった。

・ 広報委員会を作って議員同士で議論し記事を割愛していけば、読みやすく分かりやすいものになるのではないか。

・ あえて条例に盛り込まなくても、広報委員会はできるのではないか。

・ 条例の後半部分で「議会広報の充実」ということを明文化している基本条例もある。

【【【【まとめまとめまとめまとめ】　】　】　】　広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその目的目的目的目的についてについてについてについて、、、、さらにさらにさらにさらに研究研究研究研究していくこととしたいしていくこととしたいしていくこととしたいしていくこととしたい。。。。

・ 反問権については、議論通行をスムーズにするための反問にとどめたほうがいいのではないか。

・ 議員の政策能力を高めて、執行部の政策形成過程を聞くためにも反問権は必要だと思う。

・ 文書質問等についてはさらに研究したのち議論を深めていきたい。

・ 事前に執行部と協議・調整が必要ではないのか。

・ 議会が議会としての権能を果たすために、当然の権利として執行部に要求していくものだと思う。

・ 骨子案の作成時に検討する。

地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第９６９６９６９６条第条第条第条第２２２２項項項項のののの議決事件議決事件議決事件議決事件（（（（議決事項議決事項議決事項議決事項のののの追加追加追加追加））））

・ 佐賀市議会等の例を参考にすることとし、細かな諸計画については盛り込まない方向で検討することとした。

第６回 H22.7.23

□□□□議会審議議会審議議会審議議会審議におけるにおけるにおけるにおける論点情報論点情報論点情報論点情報のののの形成形成形成形成についてについてについてについて

□□□□予算及予算及予算及予算及びびびび決算決算決算決算のののの審議審議審議審議におけるにおけるにおけるにおける政策説明政策説明政策説明政策説明、、、、監視及監視及監視及監視及びびびび評価評価評価評価、、、、政策立案及政策立案及政策立案及政策立案及びびびび政策提言政策提言政策提言政策提言

□□□□意見提案手続意見提案手続意見提案手続意見提案手続きききき、、、、パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント、、、、モニターモニターモニターモニター制度制度制度制度についてについてについてについて

□□□□広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会についてについてについてについて

□□□□議会議会議会議会とととと執行部執行部執行部執行部のののの関係関係関係関係についてについてについてについて

第５回 H22.7.8

≪≪≪≪委員会委員会委員会委員会でででで出出出出されたされたされたされた主主主主なななな意見等意見等意見等意見等≫≫≫≫

□□□□会議録会議録会議録会議録のののの公開公開公開公開についてについてについてについて

□□□□請願請願請願請願・・・・陳情者陳情者陳情者陳情者のののの意見陳述意見陳述意見陳述意見陳述のののの場場場場をををを設設設設けることについてけることについてけることについてけることについて

□□□□議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会・・・・意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会についてについてについてについて

□□□□市民市民市民市民とととと議会議会議会議会のののの関係関係関係関係についてについてについてについて

□□□□賛否賛否賛否賛否のののの公開公開公開公開についてについてについてについて

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ににに盛盛盛盛りりりり込込込込むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項についてについてについてについて

アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査（（（（市民市民市民市民のののの意識調査意識調査意識調査意識調査のののの実施実施実施実施についてについてについてについて

【【【【まとめまとめまとめまとめ】】】】
　　　　①①①①　　　　総則総則総則総則のののの中中中中でででで最高規範性最高規範性最高規範性最高規範性をををを明記明記明記明記するするするする。。。。
　　　　②②②②　　　　市民市民市民市民にににに分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい表現表現表現表現をををを用用用用いていていていて、、、、条例条例条例条例のスリムのスリムのスリムのスリム化化化化をををを図図図図るなどるなどるなどるなど、、、、市民市民市民市民からからからから見見見見てててて分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい条例条例条例条例にするにするにするにする。。。。
　　　　③③③③　　　　議会議会議会議会のののの活動原則 活動原則 活動原則 活動原則 と と と と 議員議員議員議員のののの活動原則 活動原則 活動原則 活動原則 はははは条文条文条文条文をををを分分分分けるけるけるける。。。。
　　　　④④④④　　　　通年議会通年議会通年議会通年議会についてはについてはについてはについては引引引引きききき続続続続きききき議論議論議論議論していくしていくしていくしていく。。。。
　　　　⑤⑤⑤⑤　　　　正副議長選出時正副議長選出時正副議長選出時正副議長選出時のののの所信表明及所信表明及所信表明及所信表明及びびびび立候補制立候補制立候補制立候補制についてはについてはについてはについては今後今後今後今後もももも議論議論議論議論をををを深深深深めていくめていくめていくめていく。。。。
　　　　⑥⑥⑥⑥　　　　会派会派会派会派、、、、代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議、、、、全員協議会全員協議会全員協議会全員協議会のののの条文条文条文条文についてはについてはについてはについては、、、、会議規則等会議規則等会議規則等会議規則等とのとのとのとの関連性関連性関連性関連性をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ検討検討検討検討していくしていくしていくしていく。。。。
　　　　⑦⑦⑦⑦　　　　議員間議員間議員間議員間のののの自由討議自由討議自由討議自由討議についてはについてはについてはについては今後今後今後今後もももも議論議論議論議論をををを深深深深めていくめていくめていくめていく。。。。



・ シンポジウムを開催する場合、予算がなくては開催できないので、予算要求はしておくべきだと思う。

・ シンポジウムの開催及び予算要求については、慎重に議論する必要があると思う。

・ 市民意見の聴取ということであれば、シンポジウム以外にもアンケート調査等の方法はあると思う。

・・・・ シンポジウムを開催する前に、中身のあるものにするためにも専門家の意見を聴く必要があるのではないか。

・ 委員会と本会議で、議員間の自由討議を行うべきである。

・ 自由討議をする場合の、議案の提案者や議案の中身・内容について、整理する必要があると思う。

・
政策的議論は委員会で十分できるため、本会議で議論（自由討議）することについては慎重に検討しなければいけな
い。

・ 本会議では議員も多くなるため、自由討議の収拾や議事進行面での課題もでてくる。

・
言論の府である議会において、自由な討議を行って、市民に議案等の論点や問題点がわかるようにすることが大切で
はないか。

・ 討論との関係も整理する必要があるのではないか。

・ 議会報告会の実施と関係してくる部分である。

・ 委員会の傍聴者にも資料を配布したほうがよいと思う。

・ 出前講座など、積極的に外に出る活動もすべきである。

・
市役所以外で委員会を開催した場合、どこまで本音の議論ができるのか、また、全議員が公平・公正な立場で議論す
ることができるのかといった疑問がでてくる。慎重に検討する必要があると思う。

・ 出前講座については、議会報告会との関連も出てくるため再度検討する。

・ 既存の条例を尊重する方向で基本条例に盛り込む。

・
事務局だけでメリハリのある広報誌を作成することは難しい。市民に開かれた議会の情報伝達方法として議会広報は
有効であることから、議員で広報委員会を作るか、どうか議論する必要がある。

・ 議長の人事権・任命権の強化を図る条件整備が必要である。

・・・・ 議会のチェック機能強化、政策立案能力を高めるためにも、議会事務局体制の強化を図ることを条例に盛り込む。

・ 条例に明記しておかなければ必要な時に設置できないため、条例に盛り込むべきである。

・ 議会運営委員会の中で積極的に改革について議論するといった内容の条文ではどうか。

・
議員報酬のあり方について、根本的な部分を議論する必要がある。ボランティアであるべきといった意見や、日割り
でもいいのではないかといった意見を踏まえたうえで、「報酬」の捉え方について議論を深める必要があるのではな
いか。

・
議員報酬は議員間で話し合って決めていくという意思表示をする条文であると思う。例えば、第三者の意見を聞いて決定しようと
いうことになれば、第三者機関を設置することになる場合も考えられる。

・ いずれにしろ最終的には議員が自らが判断することになる。

・ 事後検証を行う意味でも、盛り込むべきだと思う。

※※※※これまでにこれまでにこれまでにこれまでに出出出出されたされたされたされた意見意見意見意見、、、、市民意識調査市民意識調査市民意識調査市民意識調査のののの結果等結果等結果等結果等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、次回以降次回以降次回以降次回以降、、、、骨子案骨子案骨子案骨子案のののの検討検討検討検討にににに入入入入っていくっていくっていくっていく。。。。
※※※※「「「「骨子案骨子案骨子案骨子案のののの素案素案素案素案」」」」等等等等、、、、資料作成資料作成資料作成資料作成についてはについてはについてはについては、、、、正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長にににに一任一任一任一任するするするする。。。。
※※※※今後今後今後今後、、、、条例案条例案条例案条例案をををを議論議論議論議論していくしていくしていくしていく途中途中途中途中でででで、、、、専門家専門家専門家専門家（（（（講師講師講師講師））））のののの意見意見意見意見をををを聴聴聴聴くくくく機会機会機会機会をををを数回設数回設数回設数回設けるけるけるける。。。。
※※※※講師謝礼金及講師謝礼金及講師謝礼金及講師謝礼金及びびびび特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会のののの諸経費諸経費諸経費諸経費についてについてについてについて９９９９月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算でででで要求要求要求要求するするするする。。。。
　　（　　（　　（　　（金額等金額等金額等金額等についてはについてはについてはについては正副委員長一任正副委員長一任正副委員長一任正副委員長一任））））

●●●●今後今後今後今後のスケジュールについてのスケジュールについてのスケジュールについてのスケジュールについて

□□□□議会広報誌議会広報誌議会広報誌議会広報誌のののの充実充実充実充実についてについてについてについて

□□□□議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局のののの体制整備体制整備体制整備体制整備についてについてについてについて

□□□□付属機関付属機関付属機関付属機関のののの設置設置設置設置についてについてについてについて

□□□□議会改革議会改革議会改革議会改革のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

□□□□議員間議員間議員間議員間のののの自由討議自由討議自由討議自由討議についてについてについてについて

□□□□政策討論会政策討論会政策討論会政策討論会についてについてについてについて

□□□□議会運営議会運営議会運営議会運営、、、、委員会委員会委員会委員会のののの活動活動活動活動・・・・運営運営運営運営についてについてについてについて

□□□□政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費についてについてについてについて

□□□□議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬についてについてについてについて

□□□□条例条例条例条例のののの見直見直見直見直しししし手続手続手続手続きについてきについてきについてきについて

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ににに盛盛盛盛りりりり込込込込むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項についてについてについてについて

第６回 H22.7.23

第７回 H22.8.10

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会（（（（シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム等等等等））））についてについてについてについて



回数 開催日 審　議　結　果

第１回 H22.4.27 　　　　正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長をををを決定決定決定決定

　特別委員会では「議会基本条例の策定を前提に審議していくこと」を確認

　「本年１２月までに議会基本条例の原案を作成し委員長報告を行うこと」を目標とする

　特別委員会の審議結果及び掲載可能な会議資料については、田川市議会ホームページに掲載する

　５月３１日（月）１０時から【法政大学教授 廣瀬 克哉 氏】を講師に招き、特別委員会主催の研修会を開催するこ
ととし、研修会の参加範囲は、田川市議会全議員及び執行部職員のほか、一般の市民も参加可能とする。

第３回 H22.5.31 　　　　研修会研修会研修会研修会をををを開催開催開催開催

□ 市民に開かれた、市民とともに歩む議会という点を大切にしたい。

□ 「議会報告会」や「意見交換会」といった市民と対話する機会を盛り込みたい。

□
執行部が持っている資料について、情報公開条例で出すことが可能な資料に関しては、議員が必要な請求手続きを踏
めば、資料を出してもらえる仕組みを作りたい。

□ 議会費の予算について、議員間で協議のうえ要望書を作成し、議長から市長に要望書を提出する形式を考えたい。

□ 条例の最高規範性を明記した条文は、条例の前段で規定すべきではないか。

□ 「執行部の反問権」と「正副議長の立候補制」を盛り込みたい。

□ 議長が議会を招集できる仕組みを考え盛り込みたい。

□ 通年議会についても検討する必要がある。

□ 一般質問等で執行部が検討すると答弁した事項の結果報告義務や執行部の責任に関する規定を盛り込みたい。

□
可能な限り早い時期にアンケート調査を実施することを前提に、アンケートの実施時期、規模、内容、必要経費等に
ついて、次回の委員会で検討する。

□ 市民との意見交換会（シンポジウム等）の開催時期や内容等について、アンケート調査と併せて検討していく。

□ 議会のおしらせ等で特別委員会の記事を掲載する。

・ 議長の議会招集権については法的に難しいようであるが引き続き研究していく。

・ 国の動向を見て時間をかけて議論してもよいのではないか。

・ 通年議会にすれば、市長の専決処分は限定され、年度末等に見られる税法改正に伴う専決処分はなくなる。

・
専決処分を制限する方法として、議会基本条例の中で、その説明責任を明確にする方法を盛り込む方法も考えられる
のではないか。

・ 「正副議長になる理由」「正副議長になった場合に何をしたいのか」等、正副議長を選ぶ基準になる。

・
市民から見て、どうのように正副議長が選ばれているのかわからない。市民に見えるようにするためにもいいのでは
ないか。

・
議長には執行権がないため、所信表明で何をうったえ、何が実行できるのかわからない。所信表明まではせずに、立
候補制にする程度で止めておいてもいいのではないか。

・ 議員間の自由討議については、現在の委員会運営の実情に照らして、必要性について議論を深めていく必要がある。

第５回 H22.7.8

≪≪≪≪委員会委員会委員会委員会でででで出出出出されたされたされたされた主主主主なななな意見等意見等意見等意見等≫≫≫≫

□□□□通年議会通年議会通年議会通年議会についてについてについてについて

□□□□議会議会議会議会のののの招集権招集権招集権招集権についてについてについてについて

□□□□議長議長議長議長・・・・副議長志願者副議長志願者副議長志願者副議長志願者のののの所信表明所信表明所信表明所信表明についてについてについてについて

□□□□議員間議員間議員間議員間のののの自由討議自由討議自由討議自由討議についてについてについてについて

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ににに盛盛盛盛りりりり込込込込むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項についてについてについてについて

議会基本条例検討特別委員会議会基本条例検討特別委員会議会基本条例検討特別委員会議会基本条例検討特別委員会におけるにおけるにおけるにおける審議経過審議経過審議経過審議経過とととと審議結果整理表審議結果整理表審議結果整理表審議結果整理表　　　　（（（（第第第第８８８８回 委員会資料回 委員会資料回 委員会資料回 委員会資料））））

●●●●今後今後今後今後のスケジュールについてのスケジュールについてのスケジュールについてのスケジュールについて

　議会基本条例を制定し実際に運用している先進自治体の行政視察を実施することとし、日程、視察先については正副委
員長一任とした。

●●●●視察視察視察視察についてについてについてについて

※※※※視察日程視察日程視察日程視察日程　　　　８８８８月月月月２２２２日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～３３３３日日日日（（（（火火火火）【）【）【）【１１１１泊泊泊泊２２２２日日日日】　　】　　】　　】　　視察先視察先視察先視察先：：：：埼玉県 所沢市議会埼玉県 所沢市議会埼玉県 所沢市議会埼玉県 所沢市議会

●●●●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構成構成構成構成についてについてについてについて

【【【【まとめまとめまとめまとめ】】】】
　　　　今日示今日示今日示今日示されたされたされたされた資料及資料及資料及資料及びびびび会議会議会議会議でででで出出出出されたされたされたされた意見等意見等意見等意見等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、次回以降次回以降次回以降次回以降、、、、意見集約意見集約意見集約意見集約をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、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構成構成構成構成についについについについ
てててて議論議論議論議論をををを深深深深めていくこととしためていくこととしためていくこととしためていくこととした。。。。

第４回 H22.6.24

≪≪≪≪委員会委員会委員会委員会でででで出出出出されたされたされたされた主主主主なななな意見等意見等意見等意見等≫≫≫≫

H22.5.11第２回

●●●●設置目的設置目的設置目的設置目的についてについてについてについて

●●●●最終目標最終目標最終目標最終目標についてについてについてについて

●●●●情報公開情報公開情報公開情報公開についてについてについてについて

●●●●研修会研修会研修会研修会のののの開催開催開催開催についてについてについてについて



□ 調査の目的及び実施主体について確認。

□ 調査項目を決定。

□ 調査時期を７月下旬～８月下旬とした。　【調査期間：７月２６日（月）～８月２０日（金）】

□ 調査規模は、田川市に居住する満２０歳以上の男女のうち1,000人を無作為抽出とした。

・ 秘密会が望ましいものと、そうでないものを整理する必要がある。

・ 提案者から直接意見を聴いたほうが趣旨が伝わることから、条例に盛り込むべきである。

・
請願・陳情者の意見を聴くということについては、最終的には委員長が委員の意見を聴いて判断することである。条
例では「努める」という文言にして、これまでよりも積極的に意見を聴く姿勢を示すという捉え方でいいのではない
か。

・ 住民自治の拡大に視点をあてるのか、議会の権限拡大に視点をあてるのかという基本的な議論が必要である。

・ 議会報告会については、「市民と議会の関係」の条文に入れ込むのではなく、個別に定めたほうがよい。

・ 意見交換会と議会報告会をどのように捉えるのかということがポイントになる。

・
議会報告会を実施している他の自治体では実際にどのような活動をしているのかということも踏まえ、検討していく
必要がある。

・ 実施した場合は各議員にとってかなりの負担となるため、会派の意見を聴きながら慎重に検討すべきである。

【【【【まとめまとめまとめまとめ】】】】・・・・・・・・個人個人個人個人・・・・会派会派会派会派ではなくではなくではなくではなく、、、、議会議会議会議会としてどうしていくのかというとしてどうしていくのかというとしてどうしていくのかというとしてどうしていくのかという話話話話であるであるであるである。。。。議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会のののの実施要綱等実施要綱等実施要綱等実施要綱等のののの資料資料資料資料
をををを集集集集めてめてめてめて、、、、どうすればどうすればどうすればどうすれば本市議会本市議会本市議会本市議会にあったものができるのかということについてにあったものができるのかということについてにあったものができるのかということについてにあったものができるのかということについて、、、、次回以降次回以降次回以降次回以降、、、、集中的集中的集中的集中的にににに議論議論議論議論したいしたいしたいしたい。。。。議議議議
会報告会会報告会会報告会会報告会についてはについてはについてはについては、、、、条例条例条例条例にににに盛盛盛盛りりりり込込込込むというむというむというむという形形形形のののの中中中中でででで、、、、議論議論議論議論をををを進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。

・ 市民が一番知りたい部分であり、条例に盛り込むべきだと思う。

・ 会派での合意や会派としての態度が分かるようにできないか。

・
議決は議会で議論された後に最終的な結論として出た議会の総意であるので、個人の賛否を公開する必要はないので
はないか。

・ 現在、本市議会では個人の賛否の把握をしていないため、正確に賛否を把握する方法について検討する必要がある。

・ すべて賛否の公開をするとなれば、簡易採決はなくなる。そのあたりも整理したうえで議論する必要がある。

・ 慎重に検討することとなった。

・ 広報委員会を作って議員同士で議論し記事を割愛していけば、読みやすく分かりやすいものになるのではないか。

・ あえて条例に盛り込まなくても、広報委員会はできるのではないか。

・ 条例の後半部分で「議会広報の充実」ということを明文化している基本条例もある。

【【【【まとめまとめまとめまとめ】　】　】　】　広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその目的目的目的目的についてについてについてについて、、、、さらにさらにさらにさらに研究研究研究研究していくこととしたいしていくこととしたいしていくこととしたいしていくこととしたい。。。。

・ 反問権については、議論通行をスムーズにするための反問にとどめたほうがいいのではないか。

・ 議員の政策能力を高めて、執行部の政策形成過程を聞くためにも反問権は必要だと思う。

・ 文書質問等についてはさらに研究したのち議論を深めていきたい。

・ 事前に執行部と協議・調整が必要ではないのか。

・ 議会が議会としての権能を果たすために、当然の権利として執行部に要求していくものだと思う。

・ 骨子案の作成時に検討する。

地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第９６９６９６９６条第条第条第条第２２２２項項項項のののの議決事件議決事件議決事件議決事件（（（（議決事項議決事項議決事項議決事項のののの追加追加追加追加））））

・ 佐賀市議会等の例を参考にすることとし、細かな諸計画については盛り込まない方向で検討することとした。

第６回 H22.7.23

□□□□議会審議議会審議議会審議議会審議におけるにおけるにおけるにおける論点情報論点情報論点情報論点情報のののの形成形成形成形成についてについてについてについて

□□□□予算及予算及予算及予算及びびびび決算決算決算決算のののの審議審議審議審議におけるにおけるにおけるにおける政策説明政策説明政策説明政策説明、、、、監視及監視及監視及監視及びびびび評価評価評価評価、、、、政策立案及政策立案及政策立案及政策立案及びびびび政策提言政策提言政策提言政策提言

□□□□意見提案手続意見提案手続意見提案手続意見提案手続きききき、、、、パブリックコメントパブリックコメントパブリックコメントパブリックコメント、、、、モニターモニターモニターモニター制度制度制度制度についてについてについてについて

□□□□広報委員会広報委員会広報委員会広報委員会についてについてについてについて

□□□□議会議会議会議会とととと執行部執行部執行部執行部のののの関係関係関係関係についてについてについてについて

第５回 H22.7.8

≪≪≪≪委員会委員会委員会委員会でででで出出出出されたされたされたされた主主主主なななな意見等意見等意見等意見等≫≫≫≫

□□□□会議録会議録会議録会議録のののの公開公開公開公開についてについてについてについて

□□□□請願請願請願請願・・・・陳情者陳情者陳情者陳情者のののの意見陳述意見陳述意見陳述意見陳述のののの場場場場をををを設設設設けることについてけることについてけることについてけることについて

□□□□議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会・・・・意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会についてについてについてについて

□□□□市民市民市民市民とととと議会議会議会議会のののの関係関係関係関係についてについてについてについて

□□□□賛否賛否賛否賛否のののの公開公開公開公開についてについてについてについて

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ににに盛盛盛盛りりりり込込込込むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項についてについてについてについて

アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査（（（（市民市民市民市民のののの意識調査意識調査意識調査意識調査のののの実施実施実施実施についてについてについてについて

【【【【まとめまとめまとめまとめ】】】】
　　　　①①①①　　　　総則総則総則総則のののの中中中中でででで最高規範性最高規範性最高規範性最高規範性をををを明記明記明記明記するするするする。。。。
　　　　②②②②　　　　市民市民市民市民にににに分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい表現表現表現表現をををを用用用用いていていていて、、、、条例条例条例条例のスリムのスリムのスリムのスリム化化化化をををを図図図図るなどるなどるなどるなど、、、、市民市民市民市民からからからから見見見見てててて分分分分かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい条例条例条例条例にするにするにするにする。。。。
　　　　③③③③　　　　議会議会議会議会のののの活動原則 活動原則 活動原則 活動原則 と と と と 議員議員議員議員のののの活動原則 活動原則 活動原則 活動原則 はははは条文条文条文条文をををを分分分分けるけるけるける。。。。
　　　　④④④④　　　　通年議会通年議会通年議会通年議会についてはについてはについてはについては引引引引きききき続続続続きききき議論議論議論議論していくしていくしていくしていく。。。。
　　　　⑤⑤⑤⑤　　　　正副議長選出時正副議長選出時正副議長選出時正副議長選出時のののの所信表明及所信表明及所信表明及所信表明及びびびび立候補制立候補制立候補制立候補制についてはについてはについてはについては今後今後今後今後もももも議論議論議論議論をををを深深深深めていくめていくめていくめていく。。。。
　　　　⑥⑥⑥⑥　　　　会派会派会派会派、、、、代表者会議代表者会議代表者会議代表者会議、、、、全員協議会全員協議会全員協議会全員協議会のののの条文条文条文条文についてはについてはについてはについては、、、、会議規則等会議規則等会議規則等会議規則等とのとのとのとの関連性関連性関連性関連性をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ検討検討検討検討していくしていくしていくしていく。。。。
　　　　⑦⑦⑦⑦　　　　議員間議員間議員間議員間のののの自由討議自由討議自由討議自由討議についてはについてはについてはについては今後今後今後今後もももも議論議論議論議論をををを深深深深めていくめていくめていくめていく。。。。



・ シンポジウムを開催する場合、予算がなくては開催できないので、予算要求はしておくべきだと思う。

・ シンポジウムの開催及び予算要求については、慎重に議論する必要があると思う。

・ 市民意見の聴取ということであれば、シンポジウム以外にもアンケート調査等の方法はあると思う。

・・・・ シンポジウムを開催する前に、中身のあるものにするためにも専門家の意見を聴く必要があるのではないか。

・ 委員会と本会議で、議員間の自由討議を行うべきである。

・ 自由討議をする場合の、議案の提案者や議案の中身・内容について、整理する必要があると思う。

・
政策的議論は委員会で十分できるため、本会議で議論（自由討議）することについては慎重に検討しなければいけな
い。

・ 本会議では議員も多くなるため、自由討議の収拾や議事進行面での課題もでてくる。

・
言論の府である議会において、自由な討議を行って、市民に議案等の論点や問題点がわかるようにすることが大切で
はないか。

・ 討論との関係も整理する必要があるのではないか。

・ 議会報告会の実施と関係してくる部分である。

・ 委員会の傍聴者にも資料を配布したほうがよいと思う。

・ 出前講座など、積極的に外に出る活動もすべきである。

・
市役所以外で委員会を開催した場合、どこまで本音の議論ができるのか、また、全議員が公平・公正な立場で議論す
ることができるのかといった疑問がでてくる。慎重に検討する必要があると思う。

・ 出前講座については、議会報告会との関連も出てくるため再度検討する。

・ 既存の条例を尊重する方向で基本条例に盛り込む。

・
事務局だけでメリハリのある広報誌を作成することは難しい。市民に開かれた議会の情報伝達方法として議会広報は
有効であることから、議員で広報委員会を作るか、どうか議論する必要がある。

・ 議長の人事権・任命権の強化を図る条件整備が必要である。

・・・・ 議会のチェック機能強化、政策立案能力を高めるためにも、議会事務局体制の強化を図ることを条例に盛り込む。

・ 条例に明記しておかなければ必要な時に設置できないため、条例に盛り込むべきである。

・ 議会運営委員会の中で積極的に改革について議論するといった内容の条文ではどうか。

・
議員報酬のあり方について、根本的な部分を議論する必要がある。ボランティアであるべきといった意見や、日割り
でもいいのではないかといった意見を踏まえたうえで、「報酬」の捉え方について議論を深める必要があるのではな
いか。

・
議員報酬は議員間で話し合って決めていくという意思表示をする条文であると思う。例えば、第三者の意見を聞いて決定しようと
いうことになれば、第三者機関を設置することになる場合も考えられる。

・ いずれにしろ最終的には議員が自らが判断することになる。

・ 事後検証を行う意味でも、盛り込むべきだと思う。

※※※※これまでにこれまでにこれまでにこれまでに出出出出されたされたされたされた意見意見意見意見、、、、市民意識調査市民意識調査市民意識調査市民意識調査のののの結果等結果等結果等結果等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、次回以降次回以降次回以降次回以降、、、、骨子案骨子案骨子案骨子案のののの検討検討検討検討にににに入入入入っていくっていくっていくっていく。。。。
※※※※「「「「骨子案骨子案骨子案骨子案のののの素案素案素案素案」」」」等等等等、、、、資料作成資料作成資料作成資料作成についてはについてはについてはについては、、、、正副委員長正副委員長正副委員長正副委員長にににに一任一任一任一任するするするする。。。。
※※※※今後今後今後今後、、、、条例案条例案条例案条例案をををを議論議論議論議論していくしていくしていくしていく途中途中途中途中でででで、、、、専門家専門家専門家専門家（（（（講師講師講師講師））））のののの意見意見意見意見をををを聴聴聴聴くくくく機会機会機会機会をををを数回設数回設数回設数回設けるけるけるける。。。。
※※※※講師謝礼金及講師謝礼金及講師謝礼金及講師謝礼金及びびびび特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会のののの諸経費諸経費諸経費諸経費についてについてについてについて９９９９月補正予算月補正予算月補正予算月補正予算でででで要求要求要求要求するするするする。。。。
　　（　　（　　（　　（金額等金額等金額等金額等についてはについてはについてはについては正副委員長一任正副委員長一任正副委員長一任正副委員長一任））））

●●●●今後今後今後今後のスケジュールについてのスケジュールについてのスケジュールについてのスケジュールについて

□□□□議会広報誌議会広報誌議会広報誌議会広報誌のののの充実充実充実充実についてについてについてについて

□□□□議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局のののの体制整備体制整備体制整備体制整備についてについてについてについて

□□□□付属機関付属機関付属機関付属機関のののの設置設置設置設置についてについてについてについて

□□□□議会改革議会改革議会改革議会改革のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

□□□□議員間議員間議員間議員間のののの自由討議自由討議自由討議自由討議についてについてについてについて

□□□□政策討論会政策討論会政策討論会政策討論会についてについてについてについて

□□□□議会運営議会運営議会運営議会運営、、、、委員会委員会委員会委員会のののの活動活動活動活動・・・・運営運営運営運営についてについてについてについて

□□□□政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費についてについてについてについて

□□□□議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬についてについてについてについて

□□□□条例条例条例条例のののの見直見直見直見直しししし手続手続手続手続きについてきについてきについてきについて

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ににに盛盛盛盛りりりり込込込込むべきむべきむべきむべき事項事項事項事項についてについてについてについて

第６回 H22.7.23

第７回 H22.8.10

市民市民市民市民とのとのとのとの意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会（（（（シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム等等等等））））についてについてについてについて
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