
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～議会基本条例って何だろう～ 

 

 

 

 

  

【押さえておきたい 3 つのポイント】 
 
議会の基本事項を明文化 

 
市民に対して積極的に情報公開・発信 
 

市民のみなさんの市政への参加 



 

条例の概要 

議会基本条例は、議会・議員のあるべき姿や議会運営に関する基本的事項を定

めた呉市議会における最高規範といえるものです。 

市民に対して積極的に情報の公開や発信を行い、市政への市民参加を推進する

ことでこれまで以上に公正、透明で市民にわかりやすい開かれた議会を目指すた

め、平成 22 年６月に制定しました。 

条例には、呉市議会が目指すべき大きな方向性が定めてあります。 

 

条例の制定・施行までの経過 

 

日   付 内     容 

平成 21 年 7 月 15 日 
議長から条例制定の検討を指示 

議会運営委員会で検討スタート 

平成 21 年 12 月 9 日 

新たに議会基本条例検討部会を設置  

座長：副議長 

委員：各会派から１名ずつ選出  

平成 22 年６月をめどに検討を行うことを決定  

平成 21 年 12 月 18 日 
1 回目の議会基本条例検討部会を開催  

今後のスケジュールを決定  

平成 22 年 1 月 25 日 
答申案を決定 

計９回の協議 

～
 

平成 22 年 5 月 17 日 

平成 22 年 5 月 24 日 議長へ答申 

平成 22 年 6 月 9 日 
議会基本条例検討部会が議員全員に対し説明会を

開催 

平成 22 年 6 月 18 日 6 月定例会へ条例案を提出し、全会一致で可決  

平成 22 年 6 月 25 日 
呉市議会基本条例（平成 22 年 6 月 25 日条例第

26 号）の公布・施行 

 

  

みなさんに 
わかりやすく 
説明します 

 

約１年かけて 
つくったんだね 

 



前文 ～呉市議会の決意～ 

条例に前文として、市民と議会・議会と市長の関係、議会運営等に関する基本

的な考え方を定め、市民から信頼される議会に進化することを決意しています。 

 

 

ちょっと教えて！ 

１ 機関委任事務とは 

 
 

 

２ 二元代表制とは 
  

  

議会は、日本国憲法によって定められた市民を代表する唯一の議事機関で
あり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項に規定する議
決事件にとどまらず、法律に反しない限り、議決すべき事件を定める権限等
を有する。 
平成１２年４月に施行された地方分権一括法により機関委任事務が廃止さ

れ、国の地方への関与が大幅に見直された。これにより、地方公共団体は、
自らの判断と責任により地域の実情に沿った行政を実践していくこととな
り、議会の役割も一層重要なものとなった。  
二元代表制の一翼を担う議会は、行政の事務執行を監視する機能と市民の

意見を市政に反映させた政策の立案及び提言機能を十分に発揮し、地方公共
団体の意思決定機関としての責任を果たさなくてはならない。  
そのため、議会は、市民に対して積極的に情報の公開や発信を行うととも

に、議会の報告会を始めとした市政への市民参加を推進し、公正・透明で市
民に分かりやすい、開かれた議会の実現に今以上に取り組んでいく必要があ
る。 
また、市民から厳粛な信託を受けた議員は、高潔な政治倫理を保持し、不

断の自己研さんに努め、自らがくみ上げた市民の意見を議員間において自由
に討議することで、市民全体の福祉の向上に資する最良の判断に至るよう、
合意形成に努めていかなくてはならない。  
呉市を取り巻く環境は、急激かつ斬新に変化しており、迅速・的確・柔軟

に対応していくためには、議会及び議員自らが変革していく必要がある。  
ここに、呉市議会は、市民と議会の関係や議会と市長の関係、議会運営等

に関する基本理念を定めることにより、市民の厳粛な信託にこたえられる議
会に進化することを決意し、この条例を制定する。  

地方公共団体の首長（都道府県知事、市町村長）等が法令に基づいて国から委任

され、「国の機関」として処理する事務のことです。  

平成１２年の地方分権一括法により廃止されました。  

 

２  

住民が直接選挙で、首長と議会の議員を別々に選ぶ制度です。首長は予算提出

権、執行権など、議会は監視機能や議決権などをそれぞれ持っています。  

地方自治体では首長と議会が対等な関係にあり、議会は行政のチェック機関と

しての役割を持っているため、議会と首長は常に緊張関係を保っていなくてはな

りません。 
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第１章 目的 ～基本的事項の明確化～ 

条例の目的は「市民福祉の向上と市政の発展に寄与すること」。議会の活動原

則、市民や市長との関係等の基本的事項を定めることにより、市民の信託にこた

える議会を実現し、その目的を達成しようということを定めています。 

 

第２章 活動原則 ～議会・議員活動に必要な４つのこと～ 

議会・議員の活動原則、議長の責務、会派といったことについて、議会と議員

の果たすべき役割やあるべき姿などについて定めています。 

 

議会の活動４原則 

 

議員の活動４原則 

 

ちょっと教えて！ 

３ 会派 

 
  

呉市議会では３人以上をもって会派を結成し、常任委員、各種委員の割り当て、

あるいは議席の配置等を初め全ての議会運営に密接な関係を持つ議会内の交渉団体

となります。 

 

①議会活動を積極的に公開すること  
②議決の重みを認識し、市民に対してわかりやすい言葉で説明すること。 
③市民意見を的確に把握し、市政に反映させること。  
④市民にわかりやすい議会運営を行うこと。  

①市民の幸せを目指すこと。 
②市民のいろいろな意見などを的確に把握するよう努力すること。 
③自らのレベルを上げること。 
④議会はそれぞれが意見を述べ、話し合いによって決める場所であることを
認識し、議員間における自由で充実した討議を積極的に行うこと。 

３  



第３章 市民と議会 ～市民への情報公開～ 

市民に対して議会の情報を積極的に公開・発信することを定めています。 

これに基づいて、市の課題を市民と意見を交換する議会報告会、意見交換手続

を行っています。 

また会議についても，傍聴はもちろんのこと、庁舎１階及び４階委員会室前で

モニター中継を実施するとともに、会議録や議案に対する賛否の結果についても

ホームページで公開しています。 

 

ちょっと教えて！ 

４ 議会報告会 

 
５ 意見交換手続 

 

第４章 議会と市長等 ～議会と市長との関係～ 

一問一答方式で質問ができること、市長等は議員に対して反問権を使えること、

重要な政策等が提案されたときは政策等の提案に至った経緯、理由、背景等につ

いて、詳細な資料を求めることなどを規定しています。 

 

ちょっと教えて！ 

６ 一問一答方式 

 

７ 反問権 

 
 

議員個人ではなく、議会全体として議会活動等を説明するとともに、市民の意見

を聴き、議会活動や市政に反映させることを目的としています。  

議会への市民参加を実現するための具体的な制度として、議会が市政に関する

基本的な政策等を策定するに当たり、市民の意見を幅広く聴く機会として意見提

案手続（パブリックコメント）を行うことができることを定めています。  

平成２５年６月に議会が制定した「呉市空き家等の適正管理に関する条例につ

いて」意見提案手続（パブリックコメント）を実施しました。  

以前は議員がまとめて質問をし、市長等がまとめてそれに答える一括質問方式で

行われていましたが、傍聴者にわかりやすくするため、一つの質問に対してその都

度一つずつ答えるという一問一答方式を採用しました。 

市長ほか市の職員が、議長の許可により議員の質問に対して論点・争点を明確に

するため、議員に対し反問することができる権利のことです。 

４  ５  

６  ７  



第５章 議員間の自由討議 ～自由討議と政策立案～ 

議会はそれぞれが意見を述べ、話し合いによって決める場所なので、議員相互

の討議を積極的に行いながら、合意形成を図り、市政に関する重要な政策等に関

して政策立案を推進するために政策研究会を開催することを規定しています。 

 

ちょっと教えて！ 

８ 政策研究会 

 

 

第６章 委員会 ～議案審査の充実～ 

委員会や資料を積極的に公開し、市民に分かりやすい議論を行うように定めて

います。また委員会の運営方針や、積極的に調査・研究を行うことにより審議を

充実させるとともに、政策立案等を行うよう努めることを定めています。 

 

委員会 

第７章 政務活動費 ～活用と透明性の確保～ 

政務活動費を政策立案のために活用することと、その使いみちを明らかにす

ることを定めています。 

ちょっと教えて！ 

９ 政務活動費 

  

政策研究会は、各会派等の政策責任者１名ずつで構成する会議です。委員長を副

議長、副委員長を前副議長とし①意見書や決議の審査、②政策立案、③議会報告会

の企画及び検証について協議しています。  

地方議会の議員に政策調査研究等の活動のために支給される費用で、呉市議会では
月額 5 万円が支給されています。この政務活動費は、資料の作成費・購入費、研修会
議費、活動旅費、消耗品・備品購入費など市政の課題、市民の思いを把握し、市政に
反映させる活動等に要する経費に充てることができ、未使用の部分は年度末に全額返
還しています。平成 27 年度交付分からはホームベージで確認できます。また領収書
の写しも議会事務局で見ることができます。 

〇常任委員会 
総務委員会、民生委員会、文教企業委員会、産業建設委員会 

〇特別委員会 
新庁舎建設調査検討特別委員会、総合交通対策特別委員会、 
予算特別委員会、決算特別委員会 

〇議会運営委員会 

委員会でくわしく
審査するんだね 

８  

９  



第８章 議会及び議会事務局の体制整備 ～広報の充実～ 

議員の政策立案能力の向上を目的とした議員研修会の開催、議会事務局の調査

機能や法務機能の強化、必要な予算の確保、議会図書室の機能強化、議会広報の

充実を規定しています。 

 

議会広報 

 

ホームページ       モニター中継     フェイスブック 

 
 

 

 

 

第９章 議員の政治倫理、身分及び待遇 ～市民の信託～ 

政治倫理の確立と向上に努めるとともに、議員定数及び議員報酬を変更すると

きには市民意見を聞いて、明確な改正理由をつけて変更案を提出することを規定

しています。 

 

議員定数・報酬 

 

 

 

 

 

 

 

  

市議会の情報を迅速かつ詳  
細にお知らせしています。  
http://www.city.kure.lg.jp/site/gikai/  

議会の会議を庁内に設置し
たモニター（1階シビックモ
ール及び４階議会ロビー）
で放映しています。  

新しい取り組みとして平成
28年度からフェイスブック
の運用を開始し、呉市議会
に関するさまざまな情報発
信を行っています。  

〇議員定数 
以前は人口によって定数が決まっていたが、現在は条例で定めることに
なっている。常に見直しを行っており現在は３２名。 

〇報酬 
平成 6 年から現行のままで変わっていない。 

議員と市長は 
額が違うんだ 



第 10 章 議会改革 ～開かれた議会の実現～ 

議会改革に不断に取り組むこと、議会基本条例が議会の最高規範であって、議

会基本条例に反する条例や規則を制定してはならないことなどを規定しています。 

 

議会改革項目 
 

 
 

ちょっと教えて！ 

10 議長交際費 

 
11 レファレンスサービス 

 

平成２８年に行った主な議会改革項目 

議会ホームページへ議案、議
案資料、委員会資料の掲載 

議会の審議過程の見える化の推進のため、議案、議
案資料、委員会資料をホームページに掲載 

委員会審議状況（ブリーフィ
ングノート）の公開 

議会の審議過程の見える化の推進のため、常任委員
会等の審議状況等の要旨をホームページに掲載 

電子表決システムの導入 
議会の審議過程の見える化の推進のため、本会議場
に電子表決システムを導入 

委員会のインターネット中継
の実施 

インターネットで委員会の録画中継とライブ中継を
実施 

予算特別委員会、議会協議会
の一般傍聴の許可 

新庁舎移転に伴い、予算特別委員会、議会協議会に
ついても一般傍聴を許可 

議長交際費  のホームペー
ジでの開示 

月別で議長交際費の支出状況をホームページ上で公
開 

議会図書室への司書の配置 
議会図書室の機能向上のため図書館司書を採用し、
レファレンスサービス  を向上 

政務活動費の収支状況のホー
ムページでの開示 

収支報告一覧表をホームページ上で公開するととも
に、領収書、会計帳簿等を事務局で閲覧可能 

フェイスブックを活用した議
会情報の発信 

より多くの方へ情報を発信するため、フェイスブッ
クで情報発信 

議員が行った視察状況をホー
ムページで開示 

政務活動費、個人行政視察費を活用した視察状況を
ホームページ上で公開 

本会議等のＤＶＤの貸し出し 
傍聴に来られない方、インターネット中継を視聴で
きない方のために、ＤＶＤの貸し出しを開始 

議会探訪ツアー・教えて呉市
議会の実施 

議員が行う本会議場、委員会室等の見学会や小学生
を対象とした模擬機会を実施 

傍聴の際の受け付け手続を廃
止 

これまで氏名、住所の記入を求めていたが受け付け
手続を廃止 

議長、副議長等が、議会活動上または市政の円滑な運営のために議会を代表して外
部との公の交際を行う際に必要な経費で、社会儀礼上または公務上必要なものに限り
支出しています。執行に際しては、公正かつ適正な支出を図るとともに、より一層の
透明性を高め、市民の議会に対する理解と信頼を深めるため平成２８年４月分以降に
支出する議長交際費についてはホームページ上で毎月公開をしています。 

図書館利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた際

に、図書館員が情報そのものあるいはそのために必要とされる資料を検索・提供・

回答することによってこれを助ける業務です。 

※条例の全文は呉市議会のホームページをごらんください。 

 
呉市議会 検索 

呉市議会事務局議事課 ℡0823-25-3246 
〒737-8501 呉市中央４丁目１番６号 

「議会の見える化」、 
「開かれた議会」を 
進めています 
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