
議会基本条例について
2010年5月31日　於　田川市

法政大学教授　廣瀬　克哉（hirose@hosei.ac.jp）
自治体議会改革フォーラム
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議会改革の広がり

議会改革に取り組んでいる 57.9%

議会基本条例の制定方針の
もとで検討作業中 132議会

2010年4月　自治体議会改革フォーラム調査暫定集計

2010年1-3月時点調査　1527議会中

過半数！
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制定が続く議会基本条例

•2010年4月までに全国104議会で制定済み
•34町村、10道府県、60市（内3政令市）
•制定方針で検討中の議会が少なくとも110
•詳細は自治体議会改革フォーラムwebサイトにて
•http://www.gikai-kaikaku.net/
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なぜ「基本条例」なのか
•主権者である住民に対する権利保障

•憲法的な意義をもつ条例

•議会は住民のための代表機関として団体意思を決定

•議会のマニフェスト

•わがまちの議会はこういう議会です、という宣言
→住民に見えやすい議会のあり方

•条例という法形式の重み
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「地域主権」と地方自治法抜本改正は
　自治体議会に何をもたらすのか？
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地方分権改革の流れは変わらない
•自治体の任意の自己決定への流れは一貫
•第一次分権改革：機関委任事務制度の廃止
•機関委任事務：《行政の一貫性》の確保
•議会の議決権の拡大：法定受託事務も自治体の事務と
なり、《自治の一貫性》の実現へ→今国会で法定受託
事務の議決事件化も実現へ

•第二期分権改革：政権交代で地域主権戦略に継承
•義務付け・枠付け見直し
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第29次地方制度調査会答申に見る「転換」
•具体的な自治法改正の項目は少ない
•議決事件追加への制限「（法定受託事務を除く）」の
撤廃

•定数上限の廃止

•基本構想の策定義務などの廃止

•条例等による議会の自主的な取組の評価・促進
•自主的な取組が議会改革の基本という認識
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議会基本条例の「公認」化
•議会は、多様な民意を反映しつつ、団体意思の決定を行
う機能と、執行機関の監視を行う機能を担っているが、
十分にその役割を果たしていないのではないかなどの指
摘がなお見られるところである。……近年、それぞれの
議会において、議会の活動理念とともに、審議の活性化
や住民参加等を規定した議会基本条例を制定するなど、
従来の運用の見直しに向けた動きが見られるところであ
り、引き続きこのような自主的な取組が進められること
が期待される。（第29次地方制度調査会答申）
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議決事件の追加の「認知」
•地方自治法第96条第1項
•法定された議会の議決事件
•「限定列挙的」→「必要的議決事件」
•同第96条第2項
•条例による議決事件の追加
•「例外」→「任意的議決事件」
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行政計画の議決事件化

•各地方公共団体においては、中長期的な地域の課題を
議会で議論するため、総合計画やその他の法定の計画
を議決事件として追加するなどの取組が行われてお
り、このような手法によって、一層議会の審議の活性
化が図られることが期待される。
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地方自治法抜本改正の趣旨

•自治体の基本構造にも自由度をもたせ自主的に選択
•地方自治法の規律密度の緩和
•自治体の組織および運営について自治体の自由度拡大
•厳密な二元代表制の修正
•住民の意思が適切に反映され、効率的に運営できる制
度へ→内閣制？

•勤労者等幅広い住民の参加の確保
•「議員の入れ替え」が議題に
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具体的な検討事項として
•市町村基本構想の義務づけ廃止
•自治体の自己決定に委ねる意義
•しかし基本構想が法的に果たしてきた意義を補う手当
が必要
•都市計画、農業地域振興計画等「議会の議決を経て
定められた……基本構想に即して」

•議会の議決を経て＝自治体の住民自治＋団体自治で定め
られた基本構想の下に行政計画は位置づけられている
•自治基本条例での位置づけなどが必要
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議会基本条例を生み出した栗山町の議会改革
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財政課題への取り組みから始まった

•中長期財政問題検討特別委員会を議会に設置

•夕張の隣町、人口減の状況下、合併は成立せず

•人口約14,000人　面積約200平方キロ　

•財政面での中長期の生き残りを検討

•状況が住民と共有されていないことを痛感
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議会報告会
•議員による議会活動報告ではない、議会としての報告

•抽選による3班編成で、町内12カ所で開催

•＝自分の地区以外に赴く

•＝複数の議員で分担

•議決した結果について説明

•議員は議案についての質疑を受ける立場から、住民に
対して答弁する立場に
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議会報告会のインパクト
•住民は議会を知らない

•議員は住民の全体像を知らない

•議案の勉強、質疑がまったく違ってきた

•あとで住民に説明できるレベルの審査
＝機関としての議会の責任

•数年の時間をかけて徐々に住民が議会を理解し始める
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議会改革の成果の定着としての基本条例

•改選後の議員も必ず継続してほしい→条例化を構想

•2006年5月18日　自治基本条例としての意義を持つ最
初の議会基本条例として制定、即日施行

•この条例が、その後全国に議会改革と議会基本条例制定
の波を広げていくことになる

•これまでに全国から3200名以上の視察者が訪問
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討論の広場（栗山町議会基本条例前文）

•議会は、その持てる権能を十分に駆使して、自治体事務
の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町
民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議
をとおして、これら論点、争点を発見、公開することは
討論の広場である議会の第一の使命である。

•議決以上に、討議過程を通して論点、争点を発見、公開
することを重視
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合議制機関の存在意義を分かりやすく示した
•多様な複数の意見を代表
•公開の討議というプロセスの価値
•独任制代表よりもよりきめ細かに有権者の意見を代表
し、討議過程を通して論点を示し、世論形成を促進でき
る
•→合議制機関のない民主主義は存在しない
•このような特徴は現状の議会で十分に活かされているだ
ろうか？
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主要な項目
• 議会報告会・一般会議
•議員が市民と直接対話し、議論する場

•反問権
•論点を確認しながら対等で緊張感のある論議

•政策情報７項目
•（1）政策等の発生源、（2）検討した他の政策案等の内容、
（3）他の自治体の類似する政策との比較検討、
（4）総合計画における根拠又は位置づけ（5）関係法令条例等、
（6）政策等の実施にかかわる財源措置
（7）将来にわたる政策等のコスト計算
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栗山町議会と総合計画
•基本構想と基本計画が議決事件

•一方で町長側では市民参加による策定

•市民参加と議会の関係をどうするか

•議会という機関として市民参加に向き合う

•計画のあり方自体に対案を準備（基本構想議会案）

•本会議場に総合計画審議会を招いて意見交換
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総合計画議会案の特徴
•計画のあり方の変更

•従来：総花的な「発展計画」

•議会案：自律的な自治体経営のための総合計画

•一般会議の活用

•一般会議：テーマを決めて関係の住民と議会が意見交
換をする場

•本会議場で市民と議員が議論をかわす
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結果としての栗山町総合計画の特徴

•７割方議会案にもとづいた総合計画

•総計審の答申作成過程も議会と密接な連携

•行政への市民参加と議会との関係づくり

•議選の審議会委員が個別に参加することはそぐわない

•議会という機関として市民参加の場と対話するという
方法を示した
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市民との徹底した対話を追求する
会津若松市議会の例
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2007年夏から議会制度検討委員会

•公募市民、学識者を加えて検討

•「議員の都合」で無難に収めない改革案

•市民の目が緊張感を生んだ

•現在も公募市民を含む議会改革推進組織を置く
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会津若松市議会の政策形成サイクル

•住民との意見交換会
•市民から生の要望などが表出される場
•広報広聴委員会
•市民の声から政策課題を抽出
•政策討論会
•議員同士で上記の課題を検討
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議会改革の過程そのものが改革
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議会改革のプロセスを通して議会を改革

•議会と住民の関係を変えることが鍵

•議会改革を議会の中だけで進めない

•議会改革の過程に住民が関わる場を設けること

•議員の側の緊張感

•住民の側の議会理解
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議会の側から変化を仕掛ける必要

•既存の制度を活用することから

•市民会議や公募市民を入れた検討会が難しいなら、特
別委員会で傍聴者に発言機会を設定するだけでも良い
（暫時休憩を取ってその時間に発言してもらう）

•→論点を理解して、議員と共通の目線で議論できる住
民が生まれてくる

•→議員の建設的な緊張感、やる気
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議会は議会だけで存在しているわけではない
•課題は議会と市民との関係

•直接対話が議員を変える

•やりがい、緊張感、苦労（脳に汗をかいた）

•直接対話が市民を変える

•栗山に議会があって良かった、議員任せではいけない
と思った（ので条例づくりを一緒にやりたい）
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住民意思の後ろ盾による議会の強化

•もともとは圧倒的に執行権優位

•議会の力を強めるのは住民の支持

•民意の反映力をめぐる首長と議会の競争的関係

•首長しか市民参加をしないとき、市民参加は議会を弱
める

•議会がよりよく市民参加をするとき、市民参加は議会
を強める
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最新・全国議会基本条例制定状況「104」条例（2010 年５月 14 日現在）

●北海道……………………………………………………………… 

 北海道議会基本条例  （09.07.03 可決／ 09.07.10 施行） 

 

 栗山町議会基本条例  （06.05.18 可決／ 06.05.18 施行） 

 今金町議会基本条例  （07.03.15 可決／ 07.05.01 施行） 

 知内町議会基本条例  （08.03.11 可決／ 08.04.01 施行） 

 福島町議会基本条例  （09.03.11 可決／ 09.04.01 施行） 

 三笠市議会基本条例  （09.03.25 可決／ 09.04.01 施行） 

 名寄市議会基本条例  （09.03.26 可決／ 09.04.01 施行） 

 和寒町議会基本条例  （09.12.22 可決／ 10.04.01 施行） 

 帯広市議会基本条例  （10.03.01 可決／ 10.04.01 施行） 

 

○青森県……………………………………………………………… 

●岩手県……………………………………………………………… 

 岩手県議会基本条例  （08.12.10 可決／ 09.04.01 施行） 

 

 一関市議会基本条例  （07.06.26 可決／ 07.06.28 施行） 

 宮古市議会基本条例  （09.06.05 可決／ 09.06.16 施行） 

 奥州市議会基本条例  （09.09.28 可決／ 09.11.01 施行） 

 陸前高田市議会基本条例（09.12.17 可決／ 10.01.01 施行） 

 

●宮城県……………………………………………………………… 

 宮城県議会基本条例  （09.06.16 可決／ 09.06.26 施行） 

 

 松島町議会基本条例  （08.03.06 可決／ 08.06.01 施行） 

 川崎町議会基本条例  （09.06.16 可決／ 09.07.01 施行） 

 蔵王町議会基本条例  （10.02.16 可決／ 10.02.16 施行） 

 岩沼市議会基本条例  （10.03.16 可決／ 10.04.01 施行） 

 蔵王町議会基本条例  （10.02.16 可決／ 10.02.16 施行） 

 石巻市議会基本条例  （10.04.23 可決／ 10.04.23 施行） 

 

●秋田県……………………………………………………………… 

 藤里町議会基本条例  （09.03.10 可決／ 09.04.01 施行） 

 

●山形県……………………………………………………………… 

 庄内町議会基本条例  （08.03.04 可決／ 08.04.01 施行） 

 

●福島県……………………………………………………………… 

 福島県議会基本条例  （08.07.09 可決／ 08.07.11 施行） 

 

 会津若松市議会基本条例（08.06.18 可決／ 08.06.23 施行） 

 大玉村議会基本条例  （08.09.17 可決／ 08.10.01 施行） 

 伊達市議会基本条例  （09.09.29 可決／ 09.10.01 施行） 

 

●茨城県……………………………………………………………… 

 鉾田市議会基本条例  （07.12.14 可決／ 07.12.21 施行） 

 

●栃木県……………………………………………………………… 

 栃木市議会基本条例  （09.03.18 可決／ 09.04.01 施行） 

○群馬県……………………………………………………………… 

●埼玉県……………………………………………………………… 

 さいたま市議会基本条例（09.12.18 可決／ 10.04.01 施行） 

 

 ときがわ町議会基本条例（08.03.04 可決／ 08.04.01 施行） 

 所沢市議会基本条例  （09.02.26 可決／ 09.03.03 施行） 

 大利根町議会基本条例 （09.03.18 可決／ 09.04.01 施行） 

 鶴ヶ島市議会基本条例 （09.03.19 可決／ 09.03.25 施行） 

 久喜市議会基本条例  （09.06.24 可決／ 09.06.26 施行） 

 

●千葉県……………………………………………………………… 

 松戸市議会基本条例  （08.12.03 可決／ 09.04.01 施行） 

 流山市議会基本条例  （09.03.24 可決／ 09.04.01 施行） 

 長生村議会基本条例  （09.12.11 可決／ 09.12.14 施行） 

 

●東京都……………………………………………………………… 

 多摩市議会基本条例  （10.03.08 可決） 

 

●神奈川県…………………………………………………………… 

 神奈川県議会基本条例 （08.12.18 可決／ 08.12.26 施行） 

 川崎市議会基本条例  （09.06.17 可決／ 09.07.01 施行） 

 

 湯河原町議会基本条例 （06.12.12 可決／ 07.04.01 施行） 

 大井町議会基本条例  （08.09.02 可決／ 09.01.01 施行） 

 葉山町議会基本条例  （09.06.29 可決／ 09.10.01 施行） 

 大磯町議会基本条例  （09.07.24 可決／ 09.11.11 施行） 

 開成町議会基本条例  （10.03.16 可決／ 10.04.01 施行） 

 

●新潟県……………………………………………………………… 

 新発田市議会基本条例 （09.02.27 可決／ 09.04.01 施行） 

 

○富山県……………………………………………………………… 

○石川県……………………………………………………………… 

●福井県……………………………………………………………… 

 越前市議会基本条例  （10.03.03 可決／ 10.04.01 施行） 

 

○山梨県……………………………………………………………… 

●長野県……………………………………………………………… 

 長野県議会基本条例  （09.10.02 可決／ 09.10.15 施行） 

 

 松本市議会基本条例  （09.03.19 可決／ 09.04.01 施行） 

 長野市議会基本条例  （09.09.18 可決／ 09.09.25 施行） 

 

●岐阜県……………………………………………………………… 

 北方町議会基本条例  （09.12.22 可決／ 10.04.01 施行） 

 多治見市議会基本条例 （10.03.23 可決／ 10.04.01 施行） 

 

●静岡県……………………………………………………………… 

 島田市議会基本条例  （09.03.24 可決／ 09.04.01 施行） 



 菊川市議会基本条例  （09.01.28 可決／ 09.02.13 施行） 

 牧之原市議会基本条例 （09.09.25 可決／ 09.10.30 施行） 

 

●愛知県……………………………………………………………… 

 名古屋市議会基本条例 （10.03.19 可決／ 10.03.19 施行） 

 

 北名古屋市議会基本条例（07.12.21 可決／ 08.07.01 施行） 

 豊田市議会基本条例  （09.05.14 可決／ 09.05.18 施行） 

 岡崎市議会基本条例  （09.11.13 可決／ 09.11.16 施行） 

 

●三重県……………………………………………………………… 

 三重県議会基本条例  （06.12.20 可決／ 06.12.26 施行） 

 

 伊賀市議会基本条例  （07.02.28 可決／ 07.02.28 施行） 

 

●滋賀県……………………………………………………………… 

 東近江市議会基本条例 （08.09.24 可決／ 08.09.24 施行） 

 

●京都府……………………………………………………………… 

 京丹後市議会基本条例 （07.12.20 可決／ 08.04.01 施行） 

 精華町議会基本条例  （09.03.26 可決／ 10.01.01 施行） 

 

●大阪府……………………………………………………………… 

 大阪府議会基本条例  （09.03.24 可決／ 09.04.01 施行） 

 

 熊取町議会基本条例  （08.03.27 可決／ 08.04.01 施行） 

 大東市議会基本条例  （10.03.25 可決／ 10.04.01 施行） 

 

●兵庫県……………………………………………………………… 

 朝来市議会基本条例  （09.03.30 可決／ 09.04.01 施行） 

 洲本市議会基本条例  （09.12.17 可決／ 10.03.19 施行） 

 養父市議会基本条例  （10.03.26 可決／ 10.04.01 施行） 

 

●奈良県……………………………………………………………… 

 天理市議会基本条例  （09.06.19 可決／ 09.09.01 施行） 

 平群町議会基本条例  （10.03.18 可決／ 10.04.01 施行） 

 

○和歌山県…………………………………………………………… 

●鳥取県……………………………………………………………… 

 南部町議会基本条例  （07.12.18 可決／ 07.12.25 施行） 

 北栄町議会基本条例  （09.03.18 可決／ 09.04.01 施行） 

 若桜町議会基本条例  （09.09.29 可決／ 09.09.30 施行） 

 

●島根県……………………………………………………………… 

 出雲市議会基本条例  （07.11.29 可決／ 07.11.29 施行） 

 邑南町議会基本条例  （07.12.20 可決／ 07.12.25 施行） 

 松江市議会基本条例  （08.12.19 可決／ 08.12.25 施行） 

 益田市議会基本条例  （09.12.22 可決／ 09.12.25 施行） 

 

○岡山県……………………………………………………………… 

●広島県……………………………………………………………… 

 三次市議会基本条例  （10.03.24 可決／ 10.04.01 施行） 

 

●山口県……………………………………………………………… 

 山口市議会基本条例  （09.03.18 可決／ 09.04.01 施行） 

 

●徳島県……………………………………………………………… 

 北島町議会基本条例  （08.12.19 可決／ 09.04.01 施行） 

 小松島市議会基本条例 （09.03.25 可決／ 09.04.01 施行） 

 

●香川県……………………………………………………………… 

 宇多津町議会基本条例 （09.03.19 可決／ 09.04.01 施行） 

 観音寺市議会基本条例 （09.06.25 可決／ 09.07.01 施行） 

 

○愛媛県……………………………………………………………… 

●高知県……………………………………………………………… 

 高知県議会基本条例  （09.11.27 可決／ 09.11.30 施行） 

 

●福岡県……………………………………………………………… 

 久留米市議会基本条例 （08.12.17 可決／ 08.12.26 施行） 

 春日市議会基本条例  （09.03.25 可決／ 09.04.01 施行） 

 八女市議会基本条例  （09.12.11 可決／ 10.02.01 施行） 

 小郡市議会基本条例  （10.03.19 可決／ 10.05.14 施行） 

 

●佐賀県……………………………………………………………… 

 佐賀市議会基本条例  （09.03.26 可決／ 09.04.01 施行） 

 嬉野市議会基本条例  （09.06.18 可決／ 09.07.01 施行） 

 

●長崎県……………………………………………………………… 

 大村市議会基本条例  （08.12.19 可決／ 09.04.01 施行） 

 雲仙市議会基本条例  （09.09.17 可決／ 09.09.17 施行） 

 

●熊本県……………………………………………………………… 

 御船町議会基本条例  （10.03.08 可決／ 10.04.01 施行） 

 

●大分県……………………………………………………………… 

 大分県議会基本条例  （09.03.26 可決／ 09.04.01 施行） 

 

 大分市議会基本条例  （08.12.15 可決／ 09.04.01 施行） 

 

●宮崎県……………………………………………………………… 

 高千穂町議会基本条例 （09.03.03 可決／ 09.04.01 施行） 

 えびの市議会基本条例 （10.03.24 可決／ 10.04.01 施行） 

 

●鹿児島県…………………………………………………………… 

 薩摩川内市議会基本条例（08.09.26 可決／ 08.10.12 施行） 

 さつま町議会基本条例 （09.03.26 可決／ 09.04.01 施行） 

 霧島市議会基本条例  （09.10.09 可決／ 09.10.28 施行） 

 

●沖縄県……………………………………………………………… 

 読谷村議会基本条例  （09.09.25 可決／ 09.10.01 施行） 

（以上、10道府県、３政令市、57市、34町村、計 104条例） 



 

研修会には議員以外に一般の方も参加しました 

 

 

講師の 廣瀬 克哉 法政大学教授 
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