
第1回
八街市議会
「議会報告会」

令和5年1月21日14：00～
八街市総合保健福祉センター３階



八街市議会基本条例



Q1,そもそも
議会基本条例って何？



A1，
議会基本条例は、
議会活動の理念、
原則、制度などの
基本原則を定めて
いる条例です。



Q2,議会基本条例はなぜ制定さ
れるようになったの？



A2,
国への権限の集中が、地方公共団体

に権限が大きく移されようとする中、
地方議会が担う役割も大きくなってき
ています。
これに伴い、議会改革を積極的に進

める議会が多く現れ、議会からの積極
的な情報発信などの取組が全国的に広
まっています。
そして議会改革を継続・発展させる

ことを目指して議会基本条例を制定し
ようという大きな機運が高まり大きな
広がりをみせてきております。



Q3，なぜ、八街市議会に八街
市議会基本条例は必要なの？



A3,
これまで八街市議会の改革の取組は、

八街市議会に少しずつですが変革をも
たらしてきました。
議会改革の理念やこれらの取り組み

を議会基本条例として定めることによ
り、不変のルールとして、議会改革の
動きを後退させることなく継続させる
ことができます。
また、条例にすることにより、議会

だけにとどまらず、市民の皆様や執行
機関 （市長など）を含めた八街市全体
のルールとすることができるのです。



〈議会基本条例の概要〉

全国地方議会においての数値

合計888自治体（49.7%）（2019年04月01日現在）
【2020年07月01日更新】

内訳：道府県 32（68.1%）
政令市 16（80.0%）
特別区 3（13.0%）
市 509（66.0%）⇒全国市議会815のうち政令市16,特別区3    

を除いたパーセンテージ
町村 328（35.4%）

〈出典〉自治体議会改革フォーラムより



•議会基本条例は2006年北海道栗山町「栗山町議会基本条
例」で初めて制定された。

• 2022年4月1日現在、都道府県47、市区町村1741、合計
1788自治体のうち930自治体議会が制定されている。普及
率52.0％（NPO法人公共政策研究所調べ）

•【八街市議会は、令和3年12月議会で制定（令和4年4月1
日施行）】

•「栗山町議会基本条例」施行である2006年以降順調に制
定数の伸びを示し2013年をピークに減少傾向にある。
（逆V字型の制定傾向）

議会基本条例の概要（最新）





〇地方自治の本旨
憲法の「地方自治の本旨」は、住民自治と団体自治

の二つの要素からなる。
住民自治とは、地方自治が住民の意思に基づいて行わ

れるという民主主義的要素である。
団体自治とは、地方自治が国から独立した団体にゆだ

ねられ、団体自らの意思と責任の下で
なされるという自由主義的・地方分権
的要素であると言われている。

地方自治の規定は憲法第92条から第95条で規定されている。



〇八街市基本条例6つのキーワード

・二元代表制
・議事機関（憲法第93条に明記）

・住民自治と団体自治
・市民の福祉の増進
・議員間討議
・議会運営の最高規範



前文
第1章 総則（第1条～第3条）
第2章 議会及び議員の活動原則等（第4条～第8条）
第3章 議会と市民との関係（第9条～第13条）
第4章 議会と市長等との関係（第14条～第18条）
第5章 議会の機能強化（第19条～第27条）
第6章 議員の政治倫理、身分及び待遇

（第28条～第30条）
第7章 条例の最高規範性及び検証（第31条～第32条）

八街市議会基本条例
目次



（前文）
八街市は、明治維新以降開拓の歴史とともに農業を基幹産業として発展してきたまちであり、

これからも多面的機能を有する都市近郊型農業のまちとして期待されている。
市政運営は、八街市民（以下「市民」という。）から選挙で選ばれた議員によって構成される
八街市議会（以下「議会」という。）と、同じ選挙で選ばれた市民の代表者である八街市長（以
下「市長」という。）と共に、八街市の独立した代表機関で構成される。
地方分権改革の進展により、議会は日本国憲法に基づく住民自治として二元代表制の下に市長
は執行機関として、議会は合議体の議事機関として市民の負託を市政に的確に反映させるために、
それぞれの異なる特性を尊重しながら、競い合い、協力し合わなければならない。その目的は共
に市民の福祉の増進である。
議会においても、「議会の役割」「議員の責任」を追求していく中で、議会の活性化・効率化
という観点から議会改革に取組んできた。地方創生の新しい時代を迎え、地方の自治権が拡大さ
れる中で、常に議会はこれまで以上に、監視、調査、政策立案、及び立法機能の強化が求められ
ている。
この本質に応えるため、市民との協働、参加促進を図りながら、公平性、透明性の観点から市
民への積極的な情報開示を行うことにより、開かれた信頼される議会を形成し多様な民意を反映
させるために、常に市民との対話の中から、議員間で自由闊達な討議を重ねていくことにより、
市民に信頼される議会を形成していくことを決意する。
議会は理念に基づき目的を果たしていくために、議会運営の最高規範としてここに八街市議会
基本条例を制定する。



第1章 総則
（目的）

第1条

この条例は、八街市議会運営の最高規
範として、基本理念及び基本方針、活動
原則その他議会の基本事項を定めること
により、市民の負託に的確に応え、市民
の福祉の増進及び市勢発展に寄与す
ることを目的とする。



市民の福祉の増進

イメージ画像



（基本理念）
第2条

議会は、市民自治の観点から、市
民と共に真の地方自治の実現を目指
すことを基本理念とする。



（基本方針）
第3条

議会は、前条に規定する基本理念に則り次の各
号に掲げる事項を基本方針とする。

⑴ 二元代表制の下、本市の意思決定を担う議事

機関としての権能を最大限発揮すること。

⑵ 市政に関する情報を積極的に公開し、市民に

開かれた信頼される議会運営をすること。



第2章 議会及び議員の活動原則
（議会の活動原則）

第4条

議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

⑴ 市民に対して公平性及び透明性を確保し、開かれた議会運
営に努めること。

⑵ 市民を代表する議事機関であることを常に自覚し、提出さ
れた議案及び市長その他の執行機関（以下「市長等」とい
う。）の市政運営を監視すること。

⑶ 議会活動に市民参加の拡充を図るとともに、多様な市民の

意見を的確に汲み取り市政に反映するよう努めること。



（議員の活動原則）
第5条

議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

⑴ 市民に対して公平性及び透明性を確保すること。

⑵ 市民の多様な意見を的確に捉え、市政発展のために市民

の福祉の増進に努めること。

⑶ 市民の負託に的確に応えるために議会のあり方を常に研

鑽し、不断の努力に努め、議会改革に取り組むこと。

⑷ 議会が合議体の議事機関であることを自覚し、議員同士

が積極的に議論しあう環境づくりに努めること。



（災害時の議会対応）
第6条

議会は、災害時において、次の各号のとおり活動し
なければならない。

⑴ 災害時においても的確に議会機能を維持するよう

努めること。

⑵ 災害時の議会の行動基準として八街市議会災害対

策支援本部が設立された場合、八街市議会災害対策

支援本部設置要綱に則り適切に行動すること。



（会派）
第7条

議員は、議会活動を行うにあたり、政策を中心とし
た同一の理念を有する活動をする会派（以下「会派」
という。）を結成することができる。

2 会派は、それぞれ代表者を選定し、政策の立案、提
言及び提案等の審議及び審査のために調査研究を行う。

3 会派は、必要に応じて会派間で協議、調整を行い合
意形成に努めるものとする。

4 議員は、会派を結成しないことの故をもって不当に
扱われることはない。



（定例会の回数及び会期）
第8条 定例会の回数及び会期は、議案の審議等に

あたり、議会の機能を十分に発揮できる期間を確

保し、決定するものとする。

2 定例会の回数については、八街市議会定例会条例

で定める。

3 議会は、市政における重要案件に対し、迅速かつ

弾力的に対応するために、臨時会の活用について

配慮するものとする。



第3章 議会と市民との関係
（市民参加）

第9条

議会は、市民に議会活動に関する情報を積

極的に提供することにより、その透明性を高め

るとともに、説明責任を果たすものとする。

2 議会は、市民との意見交換の場を多様に設けて、

市民の意見を把握することに努めるものとする。



（議会報告会）
第10条

議会は、議会で行われた議案等の審議の経過、

結果について市民に報告及び市政全般に関する

諸問題についての意見交換を行うために、議会

報告会を開催するものとする。

2 議会報告会に関する必要事項は、別に定める。



（広聴広報機能の充実）
第11条

議会は、市民に開かれた議会を実現するために、

議会活動に関して様々な媒体を活用し、積極的

に広聴及び広報活動の充実に努めるものとする。

2 議会は、広聴及び広報活動を通じて市民より

得られた声を政策提言、政策提案につなげるよ

うに努めるものとする。



（会議の公開）
第12条

議会は、市民に開かれた議会
運営に努めるために、本会議及
び委員会を原則として公開する
ものとする。



（請願及び陳情）
第13条

議会は、請願及陳情について、市民の意見を広く汲み

取る重要な機会と認識し、真摯に対応するよう努める

ものとする。

2 議会は、請願及び陳情の審議に関しては、その内容を

審査する委員会等で請願者及び陳情者から説明を聴く

機会を設けるように努めるものとする。

3 委員会における請願者及び陳情者の意見陳述に関する

事項は、別に定める。



第4章 議会と市長等との関係
（市長等との関係）

第14条

議会は、二元代表制の下、市長等と対等で緊張ある関係を構築し、

市長等の事務執行の監視及び評価を行うとともに、政策の立案、提

言及び提案を通じて、市政発展に取り組むものとする。

2 議会は、前項の活動を円滑に進めるために、市長等に対し市政に関

する情報提供を積極的に求めるものとする。

3 会議において議員は、一問一答方式を積極的に活用し、市長等は、

議長等の許可を得て、議員の質問等に対し反問することができる。



（議決事件の拡大）
第15条

議会は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」と

いう。）第96条2項の規定により、議会の議決すべき事件を定

める場合には、十分審議したうえで、必要な事項を議決事件

として追加することができる。

2 議会は、議決事件を追加し、又は削除する場合は、その理由

及び根拠を明確にしなければならない。

3 第1項の規定に基づく議会の議決すべき事件に関しては、

八街市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例で定める。



（市長による政策等の形成過程の説明）
第16条

議会は、市長が提案する重要な計画、政策、事業等（以下「政策等」と

いう。）について、政策等の水準及び公平性並びに透明性の向上のため、

市長に対し、次の各号に掲げる事項の説明を行うよう求めるものとする。

⑴ 政策等を必要とする背景

⑵ 提案に至るまでの経緯

⑶ 市民参加の実施の有無やその内容

⑷ 他の自治体の類似する政策等との比較検討

⑸ 市総合計画や基本計画における根拠または位置づけ

⑹ 政策等の実施に係る財政措置

⑺ 将来にわたる政策等の効果やコスト



（予算及び決算の審議における資料
の提出）

第17条

議会は、市長等に対し予算及び決

算の審議において、政策説明資料の

提出を求めるほか、必要に応じて説

明を求めるものとする。



（適正な議会費の確保）
第18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
充実させるために、必要な予算
の確保に努めるものとする。



第5章 議会の機能強化
（議員間討議）

第19条

議会は、言論の府であることを十分に認

識し、議員相互間の自由討議を重視した

運営に努めるものとする。



（委員会）
第20条

委員会は、市政の諸課題を適正に判断し、その所管

事項に対し、委員会の専門性と特性を活かした適切な

運営に努めるものとする。

2 審査に係る資料等を積極的に公開し、市民に分かり

やすい議論を行わなければならない。

3 委員会は、必要に応じて参考人制度や公聴会制度を

十分に活用するものとする。



（議会事務局の体制整備）
第21条

法第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局（以

下「事務局」という。）を置く。

2 事務局は、議員の議会活動に必要な行政情報の提供

に努めるものとする。

3 議会は、議会運営を円滑かつ効率的に進めるために、

政策の立案、提言及び提案等の能力向上や監視、調

査機能の強化のため、事務局の体制整備の充実を図

るものとする。



（議員控室等の充実）

第22条

議会は、会派及び議員の政策法
務能力の向上や調査研究等の議会
活動に対して、適切な議員控室等
の充実に努めるものとする。



（議会図書室の充実）
第23条

議会は、議員の調査研究に資するために設
置している議会図書室の機能充実に努めるも
のとする。

2  議員は、議会図書室の活用に努めるもの
とする。



（議員研修の充実強化）
第24条

議会は、議員の政策形成や立案能力の

向上のために、議員研修の充実強化を図

るものとする。

2 議会は、議員研修の充実のため、必要

に応じて広く各分野の専門家を招いて研

修会等を開催するものとする。



（専門的知見の活用）
第25条

議会は、市政上の諸問題の調査研究、議

案等の審議の充実、政策形成機能の強化

及び政策の効果の評価に資するため、学

識経験を有する者等の専門的知見を積極

的に活用するものとする。



（政務活動費の執行及び公開）
第26条

議員は、政務活動費を政策の立案及び提案を行うための調
査研究する手段として、その活動に資するために交付されるも
のであることを認識し、八街市政務活動費の交付に関する条例
（平成25年条例第2号。に定めるところより政務活動費を適正
に執行しなければならない。

2 議員は、政務活動費の使途については、常に透明性を確保
しなければならない。

3 議長は、政務活動費の収支報告書を積極的に公表しなけれ
ばならない。



（議会改革の継続）
第27条

議会は、市民に開かれた議会を目指

す観点から、市民からの議会に対する

要望や意見等に対して真摯に向き合い、

継続的に議会改革に取り組まなければ

ならない。



第6章 議員政治倫理、身分及び待遇
（議員の政治倫理）

第28条

議員は、市民の代表としてその倫理

性を自覚し、良心や責任感を持って、

議員の品位を保持し見識を高めるよ

うに努めなければならない。



（議員定数）
第29条

議員定数は、八街市議会議員定数条例（平成14年条例第28号。以下

「議員定数条例」という。）で定める。

2 議会は、議員定数条例の改正に当たっては、参考人制度や公聴会制

度を十分に活用することにより、市民の意向を把握し、本市の実情に

あった定数を検討するものとする。

3 議員定数条例の改正に当たっては、将来の人口等を推測するととも

に、八街市議会議員の議員報酬及び費用弁済等に関する条例（平成20

年条例第21号。以下「議員報酬等条例」 という。）を十分に考慮し

ながら検討するものとする。



（議員報酬）
第30条

議員報酬は、議員報酬等条例で定める。

2 議会は、議員報酬等条例の改正に係る議案を提出しようと

する場合は、市民の意向を把握する機会であるため、参考人

制度や公聴会制度を十分に活用するように努めるものとする。

3 議員報酬等条例の改正に当たっては、市政の現状と課題を

認識し、議員定数条例を十分考慮しながら検討するものとする。



第7章 条例の最高規範性及び検証
（最高規範性）

第31条

この条例は、議会運営の最高規範であり、議会

は、この条例の目的に反する条例、規則等の制定

又は改廃をしてはならない。

2 議会運営に関する条例、規則等はこの条例の目

的に従って制定され運用されなければならない。



（検証）
第32条

議会は、この条例の目的が果たされ
ているかどうかを適宜検証する。

2 この条例に改正の必要が生じたとき

は、適切かつ迅速に措置を講ずるもの

とする。





〇補足資料の説明をさせて
いただきます



〇請願・陳情における議会対応
（令和3年度と令和4年10月末の比較）

◎令和３年４月1日～令和4年3月31日まで
陳情12件・請願1件

そのうち委員会付託1件・議場配布13件

◎令和4年4月1日～令和4年10月末まで
陳情13件・請願1件

そのうち委員会で協議及び付託8件・議場配布6件

明らかに請願・陳情に対する議会対応に変化があったかがわかるデータ



〇高校生議会主権者教育
可児市議会では、2013年度から市内の高校が行う「地域課題解決型キャリア教

育（エンリッチプロジェクト）」を支援する取組みとして、地域で活動する団体

と若い世代が関わる機会（地域課題懇談会）を設け、その団体が取り組む課題に

ついて団体関係者と若い世代、議員が意見交換を行っているほか、模擬選挙、高

校生議会なども行っている。生徒が地域の課題を知り、自治に関心をもち、当事

者意識の醸成につながる一方、議会にとっても、各団体関係者や若い世代の考え

を聞くことで議会活動の参考となるとともに、若い世代を中心に議会の存在を身

近に感じてもらえる、マスメディアを通じて議会活動を発信できるなどのメリッ

トがあるという。松本市では、市議会と県立松本工業高校との交流から、同校の生

徒が請願書を議会に提出し、委員会で請願者である生徒に対し議員の質疑なども行

われた上で、本会議で採択され、全国的に注目された。

八街市では八街っ子夢議会（教育委員会主催）が毎年行われている。



〇取手市議会の取り組み
検証！未来の議会 デモテック

•早稲田大学マニフェスト研究所での調査

⇒議会改革 調査部会を発足し、議会改革の取組状況や傾向を把握す

ることを目的に調査を行ってる。議会改革の取組を数値化するこ

とにより、各議会が取組向上を図る際の客観的指標を示す

•取手市議会が議会改革度ランキング全国1位！2021年度（2年連続）

オンライン会議システムを活用した会議取手市議会会議規則第９

４条の２第２項の規定に基づき委員会で初のオンライン表決を実施

取手市の花：ツツジ、フジ



MEMO


	スライド 1: 第1回 八街市議会 「議会報告会」
	スライド 2: 八街市議会基本条例
	スライド 3: Q1,そもそも 議会基本条例って何？
	スライド 4
	スライド 5: Q2,議会基本条例はなぜ制定されるようになったの？
	スライド 6
	スライド 7: Q3，なぜ、八街市議会に八街市議会基本条例は必要なの？
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12: 〇地方自治の本旨 
	スライド 13: 〇八街市基本条例6つのキーワード
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16: 第1章　総則 （目的）
	スライド 17: 市民の福祉の増進
	スライド 18: （基本理念）
	スライド 19: （基本方針）
	スライド 20: 第2章　議会及び議員の活動原則 （議会の活動原則）
	スライド 21: （議員の活動原則）
	スライド 22: （災害時の議会対応）
	スライド 23: （会派）
	スライド 24: （定例会の回数及び会期）
	スライド 25: 第3章　議会と市民との関係 （市民参加）
	スライド 26: （議会報告会）
	スライド 27: （広聴広報機能の充実）
	スライド 28: （会議の公開）
	スライド 29: （請願及び陳情）
	スライド 30: 第4章　議会と市長等との関係 （市長等との関係）
	スライド 31: （議決事件の拡大）
	スライド 32: （市長による政策等の形成過程の説明）
	スライド 33: （予算及び決算の審議における資料の提出）
	スライド 34: （適正な議会費の確保）
	スライド 35: 第5章　議会の機能強化 （議員間討議）
	スライド 36: （委員会）
	スライド 37: （議会事務局の体制整備）
	スライド 38: （議員控室等の充実）
	スライド 39: （議会図書室の充実）
	スライド 40: （議員研修の充実強化）
	スライド 41: （専門的知見の活用）
	スライド 42: （政務活動費の執行及び公開）
	スライド 43: （議会改革の継続）
	スライド 44: 第6章　議員政治倫理、身分及び待遇 （議員の政治倫理）
	スライド 45: （議員定数）
	スライド 46: （議員報酬）
	スライド 47: 第7章　条例の最高規範性及び検証 （最高規範性）
	スライド 48: （検証）
	スライド 49
	スライド 50: 〇補足資料の説明をさせていただきます
	スライド 51: 〇請願・陳情における議会対応 　（令和3年度と令和4年10月末の比較）
	スライド 52: 〇高校生議会主権者教育 
	スライド 53: 〇取手市議会の取り組み 　　　　検証！未来の議会 デモテック 
	スライド 54

