
花巻市議会花巻市議会花巻市議会花巻市議会基基基基本条例本条例本条例本条例（（（（案案案案））））のののの検討検討検討検討経過経過経過経過についてについてについてについて    

    

    昨年昨年昨年昨年１２１２１２１２月月月月のののの定例会定例会定例会定例会においてにおいてにおいてにおいて、、、、設置設置設置設置されたされたされたされた花巻市議会改革検討特別委員会花巻市議会改革検討特別委員会花巻市議会改革検討特別委員会花巻市議会改革検討特別委員会にににに付託付託付託付託されましされましされましされまし

たたたた議会改革議会改革議会改革議会改革にににに関関関関するするするする２２２２つのつのつのつの事件事件事件事件のうちのうちのうちのうち「「「「議員定数議員定数議員定数議員定数のののの検討検討検討検討」」」」についてのについてのについてのについての審査審査審査審査はははは今年今年今年今年３３３３月定例会月定例会月定例会月定例会

でででで終結終結終結終結しししし、、、、そのそのそのその結果結果結果結果についてはすでにについてはすでにについてはすでにについてはすでに市議会市議会市議会市議会だよりだよりだよりだより臨時号等臨時号等臨時号等臨時号等でででで市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にににに御報告御報告御報告御報告をしをしをしをしてててて、、、、

議員定数条例議員定数条例議員定数条例議員定数条例のののの制定制定制定制定となったとなったとなったとなったところでありますところでありますところでありますところであります。。。。    

    もうもうもうもう一方一方一方一方のののの「「「「議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、先先先先にににに任意任意任意任意のののの検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会でででで策定策定策定策定したしたしたした素案素案素案素案にににに対対対対

するするするする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・・・・市民市民市民市民とのとのとのとの懇談会懇談会懇談会懇談会・・・・議会改革議会改革議会改革議会改革にににに関関関関するするするする研修会研修会研修会研修会などをなどをなどをなどを通通通通じてじてじてじて、、、、広広広広くくくく市市市市

民民民民のののの皆様皆様皆様皆様かかかからたくさんのらたくさんのらたくさんのらたくさんの御意見御意見御意見御意見・・・・御提言等御提言等御提言等御提言等をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。。。。そのそのそのその数数数数はははは、、、、条例素案条例素案条例素案条例素案にににに対対対対してしてしてして

はははは３０８３０８３０８３０８件件件件、、、、そのそのそのその他議会他議会他議会他議会にににに対対対対してはしてはしてはしては２５６２５６２５６２５６件件件件におよびましたことからにおよびましたことからにおよびましたことからにおよびましたことから、、、、なおなおなおなお審査審査審査審査のののの時間時間時間時間がががが必必必必

要要要要とのとのとのとの判断判断判断判断をいたしをいたしをいたしをいたし、、、、引引引引きききき続続続続きききき検討検討検討検討をををを進進進進めてまいりましためてまいりましためてまいりましためてまいりました。。。。    

    検討検討検討検討にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、本特別委員会本特別委員会本特別委員会本特別委員会のののの下下下下にににに設置設置設置設置したしたしたした議会基本条例検討小委員会議会基本条例検討小委員会議会基本条例検討小委員会議会基本条例検討小委員会がががが中心中心中心中心となっとなっとなっとなっ

てててて、、、、皆様皆様皆様皆様からいただいたからいただいたからいただいたからいただいた内容内容内容内容にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方やややや条例制定後条例制定後条例制定後条例制定後のののの運用運用運用運用もももも見据見据見据見据えてえてえてえて検討作業検討作業検討作業検討作業をををを行行行行いいいい、、、、

それをそれをそれをそれを基基基基にさらににさらににさらににさらに本特別委員会本特別委員会本特別委員会本特別委員会でででで検討検討検討検討をををを重重重重ねていくというねていくというねていくというねていくという手法手法手法手法をををを取取取取ってきたところですってきたところですってきたところですってきたところです。。。。    

    またまたまたまた、、、、策定策定策定策定のののの基本基本基本基本となったとなったとなったとなった３３３３つのつのつのつの方針方針方針方針はははは以下以下以下以下のとおりのとおりのとおりのとおりですですですです。。。。    

①①①①    長長長長にににに対対対対するするするする議会議会議会議会のののの監視機能監視機能監視機能監視機能はははは主要主要主要主要なななな役割役割役割役割ででででありありありあり、、、、そのそのそのその機能強化機能強化機能強化機能強化をををを図図図図るるるる。。。。    

②②②②    議員同士議員同士議員同士議員同士のののの自由討議自由討議自由討議自由討議によるによるによるによる合意形成合意形成合意形成合意形成、、、、委員会委員会委員会委員会のののの活性化活性化活性化活性化、、、、議員研修等議員研修等議員研修等議員研修等によるによるによるによるアクティブアクティブアクティブアクティブ

なななな議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すすすす。。。。    

③③③③    参考人参考人参考人参考人・・・・公聴会制度公聴会制度公聴会制度公聴会制度のののの活用活用活用活用やややや議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会などなどなどなど、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの多様多様多様多様なななな意見交換意見交換意見交換意見交換のののの場場場場をををを設設設設けるけるけるける

とともにとともにとともにとともに、、、、情報情報情報情報をををを共有共有共有共有しししし協働協働協働協働するするするする議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すすすす。。。。    

    小委員会小委員会小委員会小委員会はははは、、、、設置以来設置以来設置以来設置以来３２３２３２３２回回回回にわたってにわたってにわたってにわたって検討検討検討検討をををを重重重重ねねねね、、、、このこのこのこの間本特別委員会間本特別委員会間本特別委員会間本特別委員会はははは１２１２１２１２回回回回のののの会議会議会議会議

をををを開開開開きききき、、、、そのそのそのその都度小委員会都度小委員会都度小委員会都度小委員会からからからから審査審査審査審査のののの経過報告経過報告経過報告経過報告をををを受受受受けるとともにけるとともにけるとともにけるとともに、、、、委員間委員間委員間委員間でででで活発活発活発活発にににに意見交換意見交換意見交換意見交換

をををを行行行行いながらいながらいながらいながら、、、、慎重慎重慎重慎重にににに審査審査審査審査をををを進進進進めてきたところでありまめてきたところでありまめてきたところでありまめてきたところでありますすすす。。。。    

    市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様からからからから、、、、これまでにこれまでにこれまでにこれまでに寄寄寄寄せられましたせられましたせられましたせられました貴重貴重貴重貴重なななな御意見御意見御意見御意見・・・・御協力御協力御協力御協力にににに対対対対しししし、、、、心心心心からからからから感謝感謝感謝感謝をををを

申申申申しししし上上上上げますとともにげますとともにげますとともにげますとともに、、、、ここにここにここにここに改改改改めてめてめてめて御報告申御報告申御報告申御報告申しししし上上上上げるげるげるげる次第次第次第次第でありますでありますでありますであります。。。。    

    なおなおなおなお、、、、本条例案本条例案本条例案本条例案はははは、、、、６６６６月定例会月定例会月定例会月定例会にににに上程上程上程上程するするするする予定予定予定予定であることをであることをであることをであることを申申申申しししし添添添添えますえますえますえます。。。。    

    

    

    

    

    

    平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年５５５５月月月月１８１８１８１８日日日日    

    

    

花巻市議会改革検討特別委員会委員長花巻市議会改革検討特別委員会委員長花巻市議会改革検討特別委員会委員長花巻市議会改革検討特別委員会委員長    佐佐佐佐    藤藤藤藤    忠忠忠忠    男男男男    
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「「「「花巻市議会基本条例素案花巻市議会基本条例素案花巻市議会基本条例素案花巻市議会基本条例素案」」」」にににに対対対対するするするする御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見とととと、、、、それにそれにそれにそれに対対対対するするするする議会改革検討特別委員会議会改革検討特別委員会議会改革検討特別委員会議会改革検討特別委員会のののの考考考考ええええ方方方方    

条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

（（（（前文前文前文前文））））        

    花巻市議会花巻市議会花巻市議会花巻市議会（（（（以下以下以下以下「「「「議議議議会会会会」」」」というというというという。）。）。）。）はははは、、、、

二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制のもとのもとのもとのもと、、、、市長市長市長市長とともにとともにとともにとともに市民市民市民市民のののの信信信信

託託託託をををを受受受受けたけたけたけた市市市市のののの代表機関代表機関代表機関代表機関であるであるであるである。。。。議会議会議会議会はははは多多多多

人数人数人数人数によるによるによるによる合議制合議制合議制合議制のののの機関機関機関機関としてとしてとしてとして、、、、市長市長市長市長はははは独独独独

任制任制任制任制のののの機関機関機関機関としてとしてとしてとして、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの異異異異なるなるなるなる特性特性特性特性

をををを生生生生かしかしかしかし、、、、市民市民市民市民のののの意思意思意思意思をををを市政市政市政市政にににに的確的確的確的確にににに反映反映反映反映

させるためにさせるためにさせるためにさせるために競競競競いいいい、、、、協力協力協力協力しししし合合合合いながらいながらいながらいながら、、、、市市市市

としてのとしてのとしてのとしての最高最高最高最高のののの意思決定意思決定意思決定意思決定をををを導導導導くくくく共通共通共通共通のののの使使使使

命命命命がががが課課課課せられているせられているせられているせられている。。。。    

    地方分権地方分権地方分権地方分権のののの時代時代時代時代にあってにあってにあってにあって、、、、自治体自治体自治体自治体のののの自主自主自主自主

的的的的なななな意思決定意思決定意思決定意思決定とととと責任責任責任責任のののの範囲範囲範囲範囲がががが拡大拡大拡大拡大したしたしたした今今今今

日日日日、、、、議会議会議会議会のののの果果果果たすべきたすべきたすべきたすべき役割役割役割役割はははは確実確実確実確実にににに増増増増してしてしてして

きておりきておりきておりきており、、、、自治体政策自治体政策自治体政策自治体政策をををを審議審議審議審議するするするする場合場合場合場合におにおにおにお

いていていていて、、、、そのそのそのその論点論点論点論点、、、、争点争点争点争点をををを市民市民市民市民にににに明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、

持持持持てるてるてるてる権能権能権能権能をををを十分十分十分十分にににに駆使駆使駆使駆使しししし、、、、議決機関議決機関議決機関議決機関としとしとしとし

てのてのてのての責務責務責務責務をををを果果果果たさなければならないたさなければならないたさなければならないたさなければならない。。。。    

    このようなこのようなこのようなこのような使命使命使命使命をををを達成達成達成達成するためするためするためするため、、、、議会議会議会議会はははは

主権者主権者主権者主権者であるであるであるである市民市民市民市民のののの代表機関代表機関代表機関代表機関であることであることであることであること

をををを常常常常にににに自覚自覚自覚自覚しししし、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの関係関係関係関係、、、、市長市長市長市長そのそのそのその他他他他

のののの執行機関執行機関執行機関執行機関とのとのとのとの関係関係関係関係、、、、議会議会議会議会のののの活動原則及活動原則及活動原則及活動原則及びびびび

議員議員議員議員のののの活動原則等活動原則等活動原則等活動原則等をををを定定定定めめめめ、、、、市民市民市民市民のののの信託信託信託信託にににに全全全全

力力力力でででで応応応応えていくことをえていくことをえていくことをえていくことを決意決意決意決意しししし、、、、議会議会議会議会のののの最高最高最高最高

①①①①    前文前文前文前文でででで「「「「市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを的確的確的確的確にににに反映反映反映反映させるためにさせるためにさせるためにさせるために競競競競いいいい、、、、協力協力協力協力しながしながしながしなが

らららら」」」」とあとあとあとあるるるるがががが、「、「、「、「意見交換意見交換意見交換意見交換、、、、協議協議協議協議をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しながらしながらしながらしながら」」」」のののの方方方方がいいのでがいいのでがいいのでがいいので

はないはないはないはないかかかか。。。。    

    

②②②②    「「「「独任制独任制独任制独任制」「」「」「」「二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制」」」」などわかりにくいなどわかりにくいなどわかりにくいなどわかりにくい用語用語用語用語がががが多多多多いのでいのでいのでいので簡易簡易簡易簡易なななな

表現表現表現表現にするかにするかにするかにするか詳細詳細詳細詳細なななな説明文説明文説明文説明文がががが必要必要必要必要だだだだ。。。。    

    

    

    

    

③③③③    「「「「市議会市議会市議会市議会はははは市民市民市民市民のののの幸幸幸幸せをせをせをせを願願願願いいいい、、、、そのためにそのためにそのためにそのために全力全力全力全力をををを尽尽尽尽くすくすくすくす。」。」。」。」のようのようのようのよう

にににに一言一言一言一言でででで市民市民市民市民がががが夢夢夢夢をををを描描描描けるけるけるける文言文言文言文言をををを入入入入れるべきれるべきれるべきれるべき。。。。    

    

④④④④    「「「「信託信託信託信託」」」」とはどういうとはどういうとはどういうとはどういう意味意味意味意味やややや解釈解釈解釈解釈でででで使使使使っているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうかっているのでしょうか。「。「。「。「信信信信

託託託託」」」」というというというという表現表現表現表現はははは不適切不適切不適切不適切だだだだ。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤    ２２２２段段段段２２２２行目行目行目行目    「「「「増増増増してきておりしてきておりしてきておりしてきており」」」」をををを「「「「増増増増してきていることからしてきていることからしてきていることからしてきていることから」」」」

にににに変更変更変更変更してはどうしてはどうしてはどうしてはどうかかかか。。。。    

    

    

⑥⑥⑥⑥    ３３３３段段段段１１１１行目行目行目行目    「「「「機関機関機関機関であることをであることをであることをであることを常常常常にににに自覚自覚自覚自覚しししし」」」」をををを「「「「機関機関機関機関であるこであるこであるこであるこ

とかとかとかとからららら」」」」かかかか「「「「機関機関機関機関であることにであることにであることにであることに鑑鑑鑑鑑みみみみ」」」」にににに変更変更変更変更してはどうしてはどうしてはどうしてはどうかかかか。。。。    

    

①①①①    市長等市長等市長等市長等のののの政策政策政策政策をををを監視監視監視監視しししし、、、、けんけんけんけん制制制制することとすることとすることとすることと合合合合わせわせわせわせ、、、、議議議議

会会会会でででで議決議決議決議決をしたをしたをしたをした責任責任責任責任がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してはしてはしてはしては協協協協

力力力力していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

②②②②    条例条例条例条例のののの説明説明説明説明にににに「「「「二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制」」」」にににに併併併併せてせてせてせて「「「「独任制独任制独任制独任制」」」」につにつにつにつ

きましてもきましてもきましてもきましても説明説明説明説明をををを入入入入れれれれることとしることとしることとしることとしますますますます。。。。    

※※※※「「「「独任制独任制独任制独任制」」」」    

１１１１人人人人をもってをもってをもってをもって機関機関機関機関をををを構成構成構成構成しししし、、、、独立独立独立独立してしてしてして職務職務職務職務をををを執行執行執行執行しししし、、、、意思意思意思意思

をををを決定決定決定決定するするするする制度制度制度制度のことですのことですのことですのことです。（。（。（。（都道府県知事都道府県知事都道府県知事都道府県知事、、、、市町村長市町村長市町村長市町村長などなどなどなど））））    

    

③③③③    前文前文前文前文やややや条文条文条文条文のののの中中中中にににに十分十分十分十分うたわれているとうたわれているとうたわれているとうたわれていると考考考考えていまえていまえていまえていま

すすすす。。。。    

    

④④④④    「「「「選挙選挙選挙選挙をををを通通通通してしてしてして市民市民市民市民がががが信頼信頼信頼信頼してしてしてして任任任任せることせることせることせること」」」」というというというという意意意意

味味味味としてとしてとしてとして使使使使っていますっていますっていますっています。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤    条例条例条例条例をををを制定制定制定制定するするするする理由理由理由理由はははは、「、「、「、「議会議会議会議会のののの果果果果たすべきたすべきたすべきたすべき役割役割役割役割はははは確実確実確実確実

にににに増増増増してきていることしてきていることしてきていることしてきていること」」」」だけではだけではだけではだけではないとないとないとないと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

    

⑥⑥⑥⑥    条例条例条例条例をををを制定制定制定制定するするするする理由理由理由理由はははは、、、、議会議会議会議会がががが「「「「主権者主権者主権者主権者であるであるであるである市民市民市民市民のののの

代表機関代表機関代表機関代表機関であるであるであるであることことことこと」」」」だけではだけではだけではだけではないとないとないとないと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

（平成２２年５月１８日現在） 
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

規範規範規範規範としてこのとしてこのとしてこのとしてこの条例条例条例条例をををを制定制定制定制定するするするする。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

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    このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、議会議会議会議会にににに関関関関するするするする基本事基本事基本事基本事

項項項項をををを定定定定めることによりめることによりめることによりめることにより、、、、議会議会議会議会へのへのへのへの民意民意民意民意のののの

反映反映反映反映とととと、、、、議会議会議会議会のののの情報公開情報公開情報公開情報公開をををを充実充実充実充実させさせさせさせ、、、、議議議議

決機関決機関決機関決機関としてのとしてのとしてのとしての責任責任責任責任をををを果果果果たすことをたすことをたすことをたすことを目目目目

的的的的とするとするとするとする。。。。    

    

    

    

    

    

    

（（（（定義定義定義定義））））    

第第第第２２２２条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例においてにおいてにおいてにおいて、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲

げるげるげるげる用語用語用語用語のののの意義意義意義意義はははは、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ当該各号当該各号当該各号当該各号にににに

定定定定めるところによるめるところによるめるところによるめるところによる。。。。    

    

⑦⑦⑦⑦    前文前文前文前文はははは、、、、本来本来本来本来、、、、そのそのそのその法令法令法令法令のののの基本的基本的基本的基本的なななな思想思想思想思想をををを厳粛厳粛厳粛厳粛にににに宣言宣言宣言宣言するべきもするべきもするべきもするべきも

のであるとのであるとのであるとのであると思思思思うううう。。。。市民市民市民市民・・・・行政行政行政行政・・・・議会議会議会議会にとってにとってにとってにとって、、、、このこのこのこの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

制定制定制定制定がどのようながどのようながどのようながどのような意義意義意義意義がありがありがありがあり、、、、どのようにどのようにどのようにどのように大切大切大切大切なことであるのかとなことであるのかとなことであるのかとなことであるのかと

いういういういう一番大切一番大切一番大切一番大切なななな基本的基本的基本的基本的なななな訴訴訴訴ええええ（（（（条例制定条例制定条例制定条例制定のののの理念理念理念理念））））がががが感感感感じられないのじられないのじられないのじられないの

がががが残念残念残念残念。。。。またまたまたまた、、、、花巻市議会花巻市議会花巻市議会花巻市議会のののの最高規範最高規範最高規範最高規範ともなるべきともなるべきともなるべきともなるべき基本条例基本条例基本条例基本条例をををを制定制定制定制定

したいというしたいというしたいというしたいという熱熱熱熱いいいい思思思思いがいがいがいが感感感感じられないじられないじられないじられない文章文章文章文章ゆえゆえゆえゆえ、、、、迫力迫力迫力迫力にににに欠欠欠欠けるけるけるける。。。。    

    

    

第第第第１１１１条条条条    

①①①①    情報公開情報公開情報公開情報公開をををを目的目的目的目的にすえるのはおかしいにすえるのはおかしいにすえるのはおかしいにすえるのはおかしい。。。。    

②②②②    情報公開情報公開情報公開情報公開をすえるのであればをすえるのであればをすえるのであればをすえるのであれば具体具体具体具体をををを条立条立条立条立てするべきてするべきてするべきてするべきだだだだ。。。。    

③③③③    情報公開情報公開情報公開情報公開のののの具体具体具体具体的的的的方法方法方法方法についてはについてはについてはについては、、、、説明文説明文説明文説明文からはからはからはからはホームページホームページホームページホームページにににに

よるものとよるものとよるものとよるものと受受受受けけけけ取取取取れるれるれるれる。。。。ほかのほかのほかのほかの市民市民市民市民にわかりやすいにわかりやすいにわかりやすいにわかりやすい方法方法方法方法はあるはあるはあるはあるかかかか。。。。    

④④④④    情報公開情報公開情報公開情報公開のののの姿勢姿勢姿勢姿勢がががが弱弱弱弱いといといといと思思思思うううう。。。。北上市北上市北上市北上市のののの窓口窓口窓口窓口ではではではではオープンオープンオープンオープン度合度合度合度合はははは

高高高高いのでいのでいのでいので、、、、なぜそうできていなぜそうできていなぜそうできていなぜそうできていないないないないのかのかのかのか探探探探りりりり取取取取りりりり入入入入れるべきれるべきれるべきれるべきだだだだ。。。。    

    

    

    

    

    

第第第第２２２２条条条条    

①①①①    読読読読むむむむ人人人人によってによってによってによって種種種種々々々々のののの解釈解釈解釈解釈がががが成成成成りりりり立立立立つつつつ文言文言文言文言であるのでであるのでであるのでであるので、、、、小委員会小委員会小委員会小委員会

としてとしてとしてとして考考考考えていえていえていえているるるる内容内容内容内容をををを一義一義一義一義的的的的にににに説明説明説明説明してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。次次次次のののの項目項目項目項目をををを追加追加追加追加

してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

    

⑦⑦⑦⑦    前文前文前文前文にににに十分思十分思十分思十分思いをいをいをいを込込込込めているとめているとめているとめていると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第１１１１条条条条    

①①①①～～～～④④④④    

    第第第第１１１１条条条条のののの「「「「情報公開情報公開情報公開情報公開」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、説明文説明文説明文説明文にににに記載記載記載記載しししし

ておりますておりますておりますております「「「「議会議会議会議会のののの活動内容活動内容活動内容活動内容をおをおをおをお知知知知らせしていくらせしていくらせしていくらせしていく「「「「開開開開かれかれかれかれ

たたたた議会議会議会議会」」」」をををを推推推推しししし進進進進めていきますめていきますめていきますめていきます。」。」。」。」というというというという議会議会議会議会のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示すすすす

意味意味意味意味でででで使使使使っていますっていますっていますっています。。。。    

    具体的具体的具体的具体的なななな方法方法方法方法としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、第第第第４４４４条条条条（（（（開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会のののの運運運運

営営営営）、）、）、）、第第第第８８８８条条条条（（（（会議会議会議会議のののの公開公開公開公開）、）、）、）、第第第第９９９９条条条条（（（（議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会）、）、）、）、第第第第１０１０１０１０

条条条条（（（（議会広報議会広報議会広報議会広報）、）、）、）、第第第第１８１８１８１８条条条条（（（（委員会委員会委員会委員会のののの意見等意見等意見等意見等をををを交換交換交換交換するするするする場場場場）、）、）、）、

第第第第２０２０２０２０条条条条（（（（政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費のののの使途使途使途使途のののの公開公開公開公開））））などでなどでなどでなどで市民市民市民市民のののの皆皆皆皆様様様様にににに

情報情報情報情報をおをおをおをお伝伝伝伝えしていきますえしていきますえしていきますえしていきます。。。。    

    

第第第第２２２２条条条条    

①①①①    御御御御提言提言提言提言につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、解釈解釈解釈解釈やややや運用運用運用運用がそのがそのがそのがその時時時時々々々々でででで変変変変わわわわ

っていくものですのでっていくものですのでっていくものですのでっていくものですので定義定義定義定義にににに規定規定規定規定するのがふさわしくなするのがふさわしくなするのがふさわしくなするのがふさわしくな

いといといといと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

(1)(1)(1)(1)    市民市民市民市民    市内市内市内市内にににに在住在住在住在住、、、、在勤又在勤又在勤又在勤又はははは在学在学在学在学

するするするする個人及個人及個人及個人及びびびび市内市内市内市内でででで活動活動活動活動するするするする法人法人法人法人

そのそのそのその他他他他のののの団体団体団体団体をいうをいうをいうをいう。。。。    

(2)(2)(2)(2)    市長等市長等市長等市長等    市長及市長及市長及市長及びそのびそのびそのびその他他他他のののの執行機執行機執行機執行機

関関関関をいうをいうをいうをいう。。。。    

(3)(3)(3)(3)    委員会委員会委員会委員会    花巻市議会委員会条例花巻市議会委員会条例花巻市議会委員会条例花巻市議会委員会条例にににに

定定定定めるめるめるめる常任委員会常任委員会常任委員会常任委員会、、、、議会運営委員会及議会運営委員会及議会運営委員会及議会運営委員会及

びびびび特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会をいうをいうをいうをいう。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

アアアア    情報公開情報公開情報公開情報公開（（（（第第第第１１１１条条条条））））    

イイイイ    議会改革議会改革議会改革議会改革（（（（第第第第２６２６２６２６条第条第条第条第１１１１項項項項））））    

ウウウウ    議会関係条例議会関係条例議会関係条例議会関係条例（（（（第第第第２７２７２７２７条第条第条第条第２２２２項項項項））））    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

御指摘御指摘御指摘御指摘のののの項目項目項目項目につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、現在以下現在以下現在以下現在以下のようにのようにのようにのように考考考考えてえてえてえて

おりますおりますおりますおります。。。。    

アアアア    情報公開情報公開情報公開情報公開－－－－第第第第１１１１条条条条のののの「「「「考考考考ええええ方方方方」」」」をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

イイイイ    議会改革議会改革議会改革議会改革－－－－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制定制定制定制定にににに当当当当たりたりたりたり、、、、次次次次のののの３３３３つをつをつをつを

基本基本基本基本方針方針方針方針としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

１１１１．．．．二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制のののの基基基基でででで、、、、長長長長にににに対対対対するするするする議会議会議会議会のののの監視機能監視機能監視機能監視機能はははは主主主主

要要要要なななな役割役割役割役割でありでありでありであり、、、、そのそのそのその機能強化機能強化機能強化機能強化をををを図図図図るるるる    

２２２２．．．．議員同士議員同士議員同士議員同士のののの自由討議自由討議自由討議自由討議によるによるによるによる合意形成合意形成合意形成合意形成、、、、委員会委員会委員会委員会のののの活性活性活性活性

化化化化、、、、議員研修議員研修議員研修議員研修（（（（政策形成政策形成政策形成政策形成・・・・立案能力向上立案能力向上立案能力向上立案能力向上））））などによるなどによるなどによるなどによる

アクティブアクティブアクティブアクティブなななな議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すすすす    

３３３３．．．．参考人参考人参考人参考人・・・・公聴会制度公聴会制度公聴会制度公聴会制度のののの活用活用活用活用やややや議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会などなどなどなど、、、、市民市民市民市民

とのとのとのとの多様多様多様多様なななな意見交換意見交換意見交換意見交換のののの場場場場をををを設設設設けるとともにけるとともにけるとともにけるとともに、、、、情報情報情報情報をををを共共共共

有有有有しししし協働協働協働協働するするするする議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すすすす    

ウウウウ    議会関係条例議会関係条例議会関係条例議会関係条例    

・・・・花巻市花巻市花巻市花巻市議会議員定数条例議会議員定数条例議会議員定数条例議会議員定数条例    

・・・・花巻市議会定例会条例花巻市議会定例会条例花巻市議会定例会条例花巻市議会定例会条例    

・・・・花巻市議会委員会条例花巻市議会委員会条例花巻市議会委員会条例花巻市議会委員会条例    

・・・・花巻市議会定例会花巻市議会定例会花巻市議会定例会花巻市議会定例会のののの招集招集招集招集のののの時期時期時期時期にににに関関関関するするするする規則規則規則規則    

・・・・花巻市議会会議規則花巻市議会会議規則花巻市議会会議規則花巻市議会会議規則    

・・・・花巻市議会会派花巻市議会会派花巻市議会会派花巻市議会会派にににに関関関関するするするする規程規程規程規程    

・・・・花巻市議会傍聴規則花巻市議会傍聴規則花巻市議会傍聴規則花巻市議会傍聴規則    

・・・・花巻市議会事務局条例花巻市議会事務局条例花巻市議会事務局条例花巻市議会事務局条例    

・・・・花巻市議会事務局花巻市議会事務局花巻市議会事務局花巻市議会事務局のののの職員職員職員職員でででで市長部局市長部局市長部局市長部局のののの職員職員職員職員にににに併任併任併任併任されされされされ

ているものがているものがているものがているものが処理処理処理処理すべきすべきすべきすべき事務事務事務事務にににに関関関関するするするする規程規程規程規程    

・・・・花巻市議会花巻市議会花巻市議会花巻市議会事務局処理規事務局処理規事務局処理規事務局処理規程程程程    



 5 

条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（最高規範性最高規範性最高規範性最高規範性））））    

第第第第３３３３条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、議会運営議会運営議会運営議会運営におけるにおけるにおけるにおける最最最最

高規範高規範高規範高規範であってであってであってであって、、、、議会議会議会議会はははは、、、、このこのこのこの条例条例条例条例にににに違違違違

反反反反するするするする議会議会議会議会のののの条例条例条例条例、、、、規則規則規則規則、、、、規程等規程等規程等規程等をををを制定制定制定制定

してはならないしてはならないしてはならないしてはならない。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、議会議会議会議会にににに関関関関するするするする日本国憲法日本国憲法日本国憲法日本国憲法、、、、法法法法

律及律及律及律及びびびび他他他他のののの法令等法令等法令等法令等のののの条項条項条項条項をををを解釈解釈解釈解釈しししし、、、、運用運用運用運用

するするするする場合場合場合場合においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、このこのこのこの条例条例条例条例にににに照照照照らしらしらしらし

てててて判断判断判断判断しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

②②②②    条文中条文中条文中条文中にににに「「「「市長等市長等市長等市長等」」」」とととと言葉言葉言葉言葉でででで表現表現表現表現されるされるされるされる箇所箇所箇所箇所についてについてについてについて、、、、市当局市当局市当局市当局とととと

事前事前事前事前にににに十分十分十分十分なななな協議協議協議協議がががが行行行行われたわれたわれたわれた上上上上でででで合意合意合意合意にににに達達達達しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。    

    

    

第第第第３３３３条条条条    

①①①①    最高最高最高最高規範性規範性規範性規範性をををを裏付裏付裏付裏付けるけるけるける意味意味意味意味からもからもからもからも、、、、議決議決議決議決はははは特別表決特別表決特別表決特別表決でででで行行行行うべきうべきうべきうべき。。。。    

    

    

    

    

②②②②    第第第第２２２２項削除項削除項削除項削除するべきですするべきですするべきですするべきです。。。。上位上位上位上位にあるもののにあるもののにあるもののにあるものの解釈解釈解釈解釈をををを下位下位下位下位でででで定定定定めるめるめるめる

のはおかしいのはおかしいのはおかしいのはおかしい。。。。    

    

・・・・花巻市議会公印規程花巻市議会公印規程花巻市議会公印規程花巻市議会公印規程    

・・・・花巻市議会広報発行規程花巻市議会広報発行規程花巻市議会広報発行規程花巻市議会広報発行規程    

・・・・花巻市議会政務調査費花巻市議会政務調査費花巻市議会政務調査費花巻市議会政務調査費のののの交付交付交付交付にににに関関関関するするするする条例条例条例条例    

・・・・花巻市議会政務調査費花巻市議会政務調査費花巻市議会政務調査費花巻市議会政務調査費のののの交付交付交付交付にににに関関関関するするするする規程規程規程規程    

    ・・・・花巻市議会議員花巻市議会議員花巻市議会議員花巻市議会議員のののの議員報酬及議員報酬及議員報酬及議員報酬及びびびび費用弁償費用弁償費用弁償費用弁償にににに関関関関するするするする条例条例条例条例    

    ・・・・花巻市議会議員花巻市議会議員花巻市議会議員花巻市議会議員のののの期末手当期末手当期末手当期末手当にににに関関関関するするするする規則規則規則規則    

    このほかこのほかこのほかこのほか、、、、議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例をををを運用運用運用運用するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり、、、、次次次次のののの必要必要必要必要

なななな条例条例条例条例やややや規則規則規則規則等等等等をををを定定定定めめめめるるるる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    ・・・・第第第第９９９９条条条条にににに基基基基づくづくづくづく議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会にににに関関関関することすることすることすること    

    ・・・・第第第第１５１５１５１５条条条条にににに基基基基づくづくづくづく議決議決議決議決するするするする計画計画計画計画にににに関関関関することすることすることすること    

    ・・・・第第第第２５２５２５２５条条条条にににに基基基基づくづくづくづく政治倫理政治倫理政治倫理政治倫理にににに関関関関することすることすることすること    

    

②②②②    市長等市長等市長等市長等からからからから意見意見意見意見のののの聴取聴取聴取聴取をををを行行行行いましいましいましいましたたたた。。。。    

        今後今後今後今後もももも必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて協議協議協議協議をををを行行行行っていくこととしていまっていくこととしていまっていくこととしていまっていくこととしていま

すすすす。。。。    

    

第第第第３３３３条条条条    

①①①①    御御御御提案提案提案提案はははは特別多数議決特別多数議決特別多数議決特別多数議決とととと思思思思われますがわれますがわれますがわれますが、、、、現行法現行法現行法現行法ではではではでは法法法法

律律律律にににに定定定定めがあるめがあるめがあるめがある場合場合場合場合（（（（重要重要重要重要なななな公公公公のののの施設施設施設施設のののの廃止廃止廃止廃止などなどなどなど））））のみのみのみのみ

ですのでですのでですのでですので、、、、皆様皆様皆様皆様にわかりやすいにわかりやすいにわかりやすいにわかりやすい方法方法方法方法（（（（起立表決起立表決起立表決起立表決））））でででで議決議決議決議決

したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

②②②②    上位法上位法上位法上位法でありますでありますでありますであります地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法はははは、、、、昭和昭和昭和昭和２２２２２２２２年年年年にににに制定制定制定制定ささささ

れたものですのでれたものですのでれたものですのでれたものですので、、、、そのそのそのその当時当時当時当時のののの考考考考ええええ方方方方（（（（中央集権中央集権中央集権中央集権））））とととと現現現現

在在在在（（（（地方分権地方分権地方分権地方分権・・・・地域主権地域主権地域主権地域主権））））ではではではでは大大大大きなきなきなきな隔隔隔隔たりがあるためたりがあるためたりがあるためたりがあるため
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

（（（（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））））    

第第第第４４４４条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市政市政市政市政のののの監視及監視及監視及監視及びびびび評価並評価並評価並評価並びびびび

にににに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をををを行行行行うううう機能機能機能機能がががが

十分発揮十分発揮十分発揮十分発揮できるようできるようできるようできるよう、、、、円滑円滑円滑円滑かつかつかつかつ効率的効率的効率的効率的なななな

運営運営運営運営にににに努努努努めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、公正性及公正性及公正性及公正性及びびびび透明性透明性透明性透明性をををを確保確保確保確保しししし、、、、

市民市民市民市民にににに開開開開かれたかれたかれたかれた運営運営運営運営にににに努努努努めなければなめなければなめなければなめなければな

らないらないらないらない。。。。    

３３３３    議会議会議会議会はははは、、、、市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見をををを的確的確的確的確にににに把把把把

握握握握しししし、、、、市政市政市政市政にににに反映反映反映反映させるためのさせるためのさせるためのさせるための運営運営運営運営にににに努努努努

めなけめなけめなけめなければならないればならないればならないればならない。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第４４４４条条条条    

①①①①    第第第第４４４４条条条条についてはについてはについてはについては同意同意同意同意。。。。このこのこのこの点点点点についてはについてはについてはについては伸伸伸伸ばしていっばしていっばしていっばしていってほしいてほしいてほしいてほしい。。。。

きちんとしたきちんとしたきちんとしたきちんとしたルールルールルールルールはははは市民市民市民市民のののの重要重要重要重要なななな判断判断判断判断としてのとしてのとしてのとしての中身中身中身中身なのなのなのなのでででで有益有益有益有益だだだだ。。。。    

    

②②②②第第第第１１１１項中項中項中項中のののの「「「「機能機能機能機能がががが十分発十分発十分発十分発揮揮揮揮できるようできるようできるようできるよう」」」」というというというという文節文節文節文節はははは、、、、そのそのそのその前後前後前後前後

のののの文節文節文節文節とつながりにくいとつながりにくいとつながりにくいとつながりにくい（（（（文章全体文章全体文章全体文章全体のののの意味意味意味意味をををを不明不明不明不明にしているにしているにしているにしている））））ためためためため、、、、

修正修正修正修正するべきするべきするべきするべき。「。「。「。「議会議会議会議会はははは、、、、市政市政市政市政のののの監視及監視及監視及監視及びびびび評価評価評価評価をををを厳正厳正厳正厳正にににに行行行行いいいい、、、、進進進進んでんでんでんで政政政政

策立案及策立案及策立案及策立案及びびびび政策提言政策提言政策提言政策提言にににに努努努努めめめめ、、、、もってもってもってもって議会議会議会議会のののの活性化活性化活性化活性化にににに努努努努めなければならめなければならめなければならめなければなら

ないないないない。」。」。」。」    

    

③③③③    第第第第４４４４条条条条にににに、、、、市政市政市政市政のののの監視監視監視監視をををを、、、、第第第第３３３３項項項項にはにはにはには市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見をををを的確的確的確的確にににに

反映反映反映反映しとしとしとしと規定規定規定規定しているがしているがしているがしているが、、、、普段普段普段普段からからからから行行行行われていることではないわれていることではないわれていることではないわれていることではないかかかか。。。。    

    

    

    

    

    

    

④④④④    第第第第２２２２項項項項ではではではでは信頼性信頼性信頼性信頼性ををををうたうたうたうたっているっているっているっている他他他他のののの市議会市議会市議会市議会のののの条例条例条例条例ががががあるあるあるある。。。。入入入入れれれれ

たほうがよいのではないたほうがよいのではないたほうがよいのではないたほうがよいのではないかかかか。。。。    

    

    

同同同同じじじじ条文条文条文条文でもでもでもでも解釈解釈解釈解釈がががが変変変変わってきていますのでわってきていますのでわってきていますのでわってきていますので、、、、現在現在現在現在のののの時時時時

代代代代にににに合合合合ったったったった運用運用運用運用をしていくことをうたっておりますをしていくことをうたっておりますをしていくことをうたっておりますをしていくことをうたっております。。。。    

    

第第第第４４４４条条条条    

①①①①    ごごごご意見意見意見意見にににに沿沿沿沿ったったったった活動活動活動活動にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

    

②②②②    「『「『「『「『市政市政市政市政のののの監視監視監視監視とととと評価評価評価評価』』』』とととと『『『『政策立案政策立案政策立案政策立案とととと政策提言政策提言政策提言政策提言』』』』をををを行行行行

うううう機能機能機能機能がががが十分十分十分十分にににに発揮発揮発揮発揮できるようにできるようにできるようにできるように、、、、円滑円滑円滑円滑でででで効率的効率的効率的効率的なななな運営運営運営運営

にににに努努努努めていきますめていきますめていきますめていきます」」」」というというというという趣旨趣旨趣旨趣旨のののの内容内容内容内容ですですですです。。。。    

        なおなおなおなお、「、「、「、「議会議会議会議会のののの活性化活性化活性化活性化」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、「、「、「、「第第第第４４４４章章章章    議会議会議会議会

のののの適切運営適切運営適切運営適切運営」」」」のののの各条項各条項各条項各条項のののの中中中中でででで取取取取りりりり組組組組むこととしておりますむこととしておりますむこととしておりますむこととしております。。。。    

    

③③③③    これまでこれまでこれまでこれまで行行行行ってきたもののってきたもののってきたもののってきたものの中中中中にはにはにはには、、、、慣例慣例慣例慣例やややや先例先例先例先例でででで行行行行っっっっ

ているものもありますているものもありますているものもありますているものもあります。。。。そのそのそのその中中中中でででで重要重要重要重要でででで基本的基本的基本的基本的なことはなことはなことはなことは

条文化条文化条文化条文化しししし、、、、議員議員議員議員がががが入入入入れれれれ替替替替わってもわってもわってもわっても継続継続継続継続していくようにしていくようにしていくようにしていくように定定定定

めましためましためましためました。。。。    

        またまたまたまた、、、、条文化条文化条文化条文化をすることよってをすることよってをすることよってをすることよって議員議員議員議員がががが認識認識認識認識することとすることとすることとすることと

併併併併せせせせ、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にににに議会議会議会議会のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をおをおをおをお知知知知らせすることをねらせすることをねらせすることをねらせすることをね

らいとしていますらいとしていますらいとしていますらいとしています。。。。    

    

④④④④    公正性公正性公正性公正性とととと透明性透明性透明性透明性はははは議会議会議会議会がががが市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にににに示示示示していくものしていくものしていくものしていくもの

でありでありでありであり、、、、信頼性信頼性信頼性信頼性はははは市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様がががが判断判断判断判断してしてしてして議会議会議会議会にににに示示示示していしていしていしてい

ただくものとただくものとただくものとただくものと考考考考えますえますえますえます。。。。議会議会議会議会のののの公正性公正性公正性公正性とととと透明性透明性透明性透明性をしっかをしっかをしっかをしっか

りりりり確保確保確保確保することによってすることによってすることによってすることによって市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様からからからから信頼信頼信頼信頼をををを得得得得られるられるられるられる
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

((((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５５５５条条条条    議員議員議員議員はははは、、、、議会議会議会議会がががが言論言論言論言論のののの場場場場であるこであるこであるこであるこ

とととと及及及及びびびび合議制合議制合議制合議制のののの機関機関機関機関であることをであることをであることをであることを認識認識認識認識

しししし、、、、議員相互間議員相互間議員相互間議員相互間のののの自由自由自由自由なななな討議討議討議討議をををを尊重尊重尊重尊重しなしなしなしな

ければならないければならないければならないければならない。。。。    

２２２２    議員議員議員議員はははは、、、、市政全般市政全般市政全般市政全般についてのについてのについてのについての課題及課題及課題及課題及びびびび

市民市民市民市民のののの意見意見意見意見、、、、要望等要望等要望等要望等をををを的確的確的確的確にににに把握把握把握把握するとするとするとすると

ともにともにともにともに、、、、自己自己自己自己のののの能力能力能力能力をををを高高高高めるめるめるめる不断不断不断不断のののの研研研研ささささ

んにんにんにんに努努努努めめめめ、、、、市民市民市民市民のののの代表代表代表代表としてのとしてのとしてのとしての自覚自覚自覚自覚をををを持持持持

ってってってって活動活動活動活動をしなければならないをしなければならないをしなければならないをしなければならない。。。。    

３３３３    議員議員議員議員はははは、、、、議会議会議会議会のののの構成員構成員構成員構成員としてとしてとしてとして、、、、市民全市民全市民全市民全

体体体体のののの福祉福祉福祉福祉のののの向上向上向上向上をををを目指目指目指目指してしてしてして活動活動活動活動しなけしなけしなけしなけ

ればならないればならないればならないればならない。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第５５５５条条条条    

①①①①    「「「「議員議員議員議員相互間相互間相互間相互間のののの自由自由自由自由なななな」」」」のののの前前前前にににに「「「「会派会派会派会派をををを越越越越えたえたえたえた」」」」をををを追加追加追加追加するべきするべきするべきするべき。。。。    

    

    

②②②②    議員議員議員議員のののの努力義務努力義務努力義務努力義務だだだだがががが、「、「、「、「しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない」」」」ではなくではなくではなくではなく「「「「するするするする」」」」とととと

うたうべきではないうたうべきではないうたうべきではないうたうべきではないかかかか。。。。    

    

    

③③③③    第第第第３３３３項項項項のののの「「「「議員議員議員議員はははは議会議会議会議会のののの構成員構成員構成員構成員としてとしてとしてとして、、、、市民全体市民全体市民全体市民全体のののの福祉福祉福祉福祉のののの向上向上向上向上をををを目目目目

指指指指してしてしてして活動活動活動活動しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。」。」。」。」のののの「「「「福祉福祉福祉福祉」」」」はははは必要必要必要必要ないのではないないのではないないのではないないのではないかかかか。。。。    

④④④④    基本条例基本条例基本条例基本条例にににに市民市民市民市民のののの生命財産生命財産生命財産生命財産をををを守守守守るというるというるというるという文言文言文言文言がないがないがないがない。。。。大切大切大切大切なななな基本基本基本基本

理念理念理念理念でないかでないかでないかでないか。。。。    

    

    

    

    

    

⑤⑤⑤⑤    第第第第５５５５条条条条についてはについてはについてはについては同意同意同意同意。。。。このこのこのこの点点点点はははは伸伸伸伸ばしてほしいばしてほしいばしてほしいばしてほしい。。。。きちんとしたきちんとしたきちんとしたきちんとしたルールールールー

ルルルルはははは市民市民市民市民のののの重要重要重要重要なななな判断判断判断判断としてのとしてのとしてのとしての中身中身中身中身ですのでですのでですのでですので有益有益有益有益であるとであるとであるとであると考考考考えるえるえるえる。。。。    

    

⑥⑥⑥⑥    議員議員議員議員のののの資質資質資質資質をををを高高高高めるめるめるめる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

    

⑦⑦⑦⑦    議員活動議員活動議員活動議員活動はははは新新新新しいしいしいしい制度制度制度制度なのなのなのなのかかかか。。。。    

ものとものとものとものと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

第第第第５５５５条条条条    

①①①①    「「「「会派会派会派会派をををを越越越越えたえたえたえた」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては「「「「議員相互間議員相互間議員相互間議員相互間のののの自由自由自由自由

なななな討議討議討議討議」」」」のののの中中中中にににに含含含含まれていますまれていますまれていますまれています。。。。    

    

②②②②    「「「「しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない」」」」はははは法令用語法令用語法令用語法令用語でででで義務義務義務義務をををを規定規定規定規定するするするする

場合場合場合場合にににに使使使使われわれわれわれ、、、、御御御御提言提言提言提言のののの「「「「するするするする」」」」よりもよりもよりもよりも強強強強いいいい表現表現表現表現にしてにしてにしてにして

おりますおりますおりますおります。。。。    

    

③③③③～～～～④④④④    

このこのこのこの条文条文条文条文のののの「「「「福祉福祉福祉福祉」」」」はははは「「「「幸幸幸幸せせせせ・・・・ゆたかさゆたかさゆたかさゆたかさ」」」」といったといったといったといった市民市民市民市民

のののの生命生命生命生命やややや財産財産財産財産もももも含含含含んだんだんだんだ広広広広いいいい意味意味意味意味でででで使用使用使用使用していますしていますしていますしています。。。。    

    またまたまたまた、、、、下記下記下記下記のとおりのとおりのとおりのとおり説明文説明文説明文説明文にもにもにもにも加加加加えることとしますえることとしますえることとしますえることとします。。。。    

    

        第第第第３３３３項項項項のののの「「「「福祉福祉福祉福祉」」」」はははは「「「「幸幸幸幸せせせせ・・・・ゆたかさゆたかさゆたかさゆたかさ」」」」のようにのようにのようにのように介護介護介護介護

やややや医療医療医療医療のようなのようなのようなのような社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく市民市民市民市民のののの生活生活生活生活やややや生命生命生命生命・・・・

財産財産財産財産などをなどをなどをなどを含含含含んだんだんだんだ広広広広いいいい意味意味意味意味のののの「「「「福祉福祉福祉福祉」」」」をををを意味意味意味意味していますしていますしていますしています。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤    御御御御意見意見意見意見にににに沿沿沿沿ったったったった活動活動活動活動にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

    

⑥⑥⑥⑥    さらにさらにさらにさらに努力努力努力努力してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

⑦⑦⑦⑦    これまでこれまでこれまでこれまで行行行行ってきたもののってきたもののってきたもののってきたものの中中中中にはにはにはには、、、、慣例慣例慣例慣例やややや先例先例先例先例でででで行行行行っっっっ
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（議長及議長及議長及議長及びびびび副議長副議長副議長副議長））））    

第第第第６６６６条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議長及議長及議長及議長及びびびび副議長副議長副議長副議長をををを置置置置くくくく。。。。    

２２２２    議長及議長及議長及議長及びびびび副議長副議長副議長副議長のののの任期任期任期任期はははは、、、、議員議員議員議員のののの任期任期任期任期

とするとするとするとする。。。。    

３３３３    議長議長議長議長はははは、、、、議会議会議会議会をををを代表代表代表代表しししし、、、、議会議会議会議会のののの秩序保秩序保秩序保秩序保

持持持持、、、、議事議事議事議事のののの整理整理整理整理、、、、議会事務議会事務議会事務議会事務をををを統理統理統理統理しししし、、、、公公公公

平公正平公正平公正平公正なななな議会運営議会運営議会運営議会運営にににに努努努努めなければならめなければならめなければならめなければなら

ないないないない。。。。    

４４４４    議長議長議長議長はははは、、、、議会全体議会全体議会全体議会全体のののの代表代表代表代表としとしとしとし、、、、会派及会派及会派及会派及

びびびび委員会委員会委員会委員会からからからから独立独立独立独立したしたしたした活動活動活動活動をををを行行行行うものうものうものうもの

とするとするとするとする。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

⑧⑧⑧⑧    「「「「言論言論言論言論のののの場場場場」」」」をををを「「「「話話話話しししし合合合合いのいのいのいの場場場場」」」」にしてはどうにしてはどうにしてはどうにしてはどうかかかか。。。。    

    

    

⑨⑨⑨⑨    第第第第２２２２項項項項「「「「研研研研さんさんさんさん」」」」はははは「「「「研鑽研鑽研鑽研鑽」」」」とととと漢字使用漢字使用漢字使用漢字使用でもかまわないでもかまわないでもかまわないでもかまわない。。。。漢字漢字漢字漢字とととと仮仮仮仮

名名名名のののの表記表記表記表記にするとにするとにするとにすると分分分分かりにくいかりにくいかりにくいかりにくい場合場合場合場合はははは漢字漢字漢字漢字でででで表記表記表記表記するするするする場合場合場合場合がががが多多多多いいいい。。。。    

    

    

第第第第６６６６条条条条    

①①①①    第第第第２２２２項項項項にににに「「「「任期任期任期任期はははは、、、、議員議員議員議員のののの任期任期任期任期とするとするとするとする」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、昔昔昔昔はははは大変大変大変大変にににに長長長長

くくくく勤勤勤勤めためためためた方方方方がいがいがいがいたがたがたがたが、、、、このこのこのこの頃頃頃頃はははは２２２２年年年年くらいでくらいでくらいでくらいで辞辞辞辞めているめているめているめている。。。。今後今後今後今後はどはどはどはど

のようになっていくののようになっていくののようになっていくののようになっていくのかかかか。。。。    

②②②②    議長議長議長議長のののの任期任期任期任期（（（（４４４４年年年年））））はははは必必必必ずずずず実施実施実施実施するべきするべきするべきするべき。。。。    

③③③③    議長議長議長議長のののの任期任期任期任期２２２２年年年年はははは本当本当本当本当かかかか。。。。議長議長議長議長、、、、副議長副議長副議長副議長でででで今今今今までのまでのまでのまでの制度制度制度制度をををを変変変変えるえるえるえる

ののののかかかか。。。。    

    

④④④④    議長議長議長議長・・・・副議長副議長副議長副議長のののの規規規規定定定定はははは、、、、それぞそれぞそれぞそれぞれれれれ地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法１０３１０３１０３１０３条条条条、、、、１０４１０４１０４１０４条条条条、、、、

１０５１０５１０５１０５条条条条にににに規定規定規定規定されているものされているものされているものされているもの。。。。わざわざわざわざわざわざわざわざ基本条例基本条例基本条例基本条例にににに２２２２度書度書度書度書きするきするきするきする

意味意味意味意味がががが理解理解理解理解できないできないできないできない。。。。    

ているものもありますているものもありますているものもありますているものもあります。。。。そのそのそのその中中中中でででで重要重要重要重要でででで基本的基本的基本的基本的なこなこなこなことはとはとはとは

条文化条文化条文化条文化しししし、、、、議員議員議員議員がががが入入入入れれれれ替替替替わってもわってもわってもわっても継続継続継続継続していくようにしていくようにしていくようにしていくように定定定定

めましためましためましためました。。。。    

    またまたまたまた、、、、条文化条文化条文化条文化をすることよってをすることよってをすることよってをすることよって議員議員議員議員がががが認識認識認識認識することとすることとすることとすることと

併併併併せせせせ、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にににに議会議会議会議会のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をおをおをおをお知知知知らせすることをねらせすることをねらせすることをねらせすることをね

らいとしていますらいとしていますらいとしていますらいとしています。。。。    

    

⑧⑧⑧⑧    ほかのほかのほかのほかの条文条文条文条文でででで使用使用使用使用されているされているされているされている表現表現表現表現ともともともとも整合整合整合整合させさせさせさせ、「、「、「、「言論言論言論言論

のののの場場場場」」」」というというというという表現表現表現表現がふさわしいとがふさわしいとがふさわしいとがふさわしいと判断判断判断判断いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

    

⑨⑨⑨⑨    法令法令法令法令をををを作成作成作成作成するするするする際際際際のののの漢字漢字漢字漢字のののの表記表記表記表記につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては「「「「常用常用常用常用

漢字表漢字表漢字表漢字表（（（（昭和昭和昭和昭和５６５６５６５６年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１日内閣告示第日内閣告示第日内閣告示第日内閣告示第１１１１号号号号）」）」）」）」にににに従従従従っっっっ

てててて表記表記表記表記していますしていますしていますしています。。。。    

    

第第第第６６６６条条条条    

①①①①～～～～③③③③    

    合併後合併後合併後合併後、、、、議長議長議長議長・・・・副議長副議長副議長副議長はははは２２２２年年年年でででで交替交替交替交替しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、議会内議会内議会内議会内

部部部部のののの統理統理統理統理、、、、統括統括統括統括やややや対外的対外的対外的対外的なななな職務職務職務職務をををを遂行遂行遂行遂行するためにはするためにはするためにはするためには、、、、議員議員議員議員

のののの任期任期任期任期（（（（４４４４年年年年））））期間中務期間中務期間中務期間中務めることがめることがめることがめることが必要必要必要必要とととと考考考考ええええていますていますていますています。。。。    

    

    

    

④④④④    重要重要重要重要でででで基本的基本的基本的基本的なことにつきましてはあえてなことにつきましてはあえてなことにつきましてはあえてなことにつきましてはあえて条文条文条文条文にするにするにするにする

ことでことでことでことで、、、、議員議員議員議員がががが入入入入れれれれ替替替替わってもわってもわってもわっても継続継続継続継続してしてしてして行行行行っていくようっていくようっていくようっていくよう

にににに定定定定めましためましためましためました。。。。    
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

５５５５    副議長副議長副議長副議長はははは、、、、議長議長議長議長にににに事故事故事故事故あるときあるときあるときあるとき又又又又はははは議議議議

長長長長がががが欠欠欠欠けたときけたときけたときけたとき、、、、議長議長議長議長のののの職務職務職務職務をををを行行行行うものうものうものうもの

とするとするとするとする。。。。    

６６６６    議会議会議会議会はははは、、、、議長及議長及議長及議長及びびびび副議長副議長副議長副議長をををを別別別別にににに定定定定めるめるめるめる

規定規定規定規定によりによりによりにより議員議員議員議員によるによるによるによる選挙選挙選挙選挙でででで選選選選ぶものぶものぶものぶもの

としとしとしとし、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの職職職職をををを志願志願志願志願するするするする者者者者にににに所信所信所信所信

をををを表明表明表明表明するするするする機会機会機会機会をををを設設設設けるもけるもけるもけるものとするのとするのとするのとする。。。。    

    

（（（（会派会派会派会派））））    

第第第第７７７７条条条条    議員議員議員議員はははは、、、、議会活動議会活動議会活動議会活動をををを行行行行うためうためうためうため、、、、同同同同

一理念一理念一理念一理念をををを共有共有共有共有するするするする政策集団政策集団政策集団政策集団（（（（以下以下以下以下「「「「会派会派会派会派」」」」

というというというという。）。）。）。）をををを結成結成結成結成することができるすることができるすることができるすることができる。。。。    

２２２２    会派会派会派会派にににに関関関関することはすることはすることはすることは、、、、別別別別にににに定定定定めるめるめるめる。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第７７７７条条条条    

①①①①    会派会派会派会派のののの結成都度同一理念結成都度同一理念結成都度同一理念結成都度同一理念をををを公表公表公表公表するべきするべきするべきするべき。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、前文前文前文前文でいうでいうでいうでいう

自治体自治体自治体自治体がががが政策審議政策審議政策審議政策審議するするするする上上上上でのでのでのでの基本理念基本理念基本理念基本理念がががが不明確不明確不明確不明確ではではではでは単単単単なるなるなるなる集団集団集団集団とみとみとみとみ

なされるなされるなされるなされる。。。。    

    

②②②②    会会会会派派派派とととと第第第第１６１６１６１６条条条条のののの自由討議自由討議自由討議自由討議とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性はどのようにはどのようにはどのようにはどのように取取取取っていくのっていくのっていくのっていくの

かかかか。。。。会派会派会派会派についてについてについてについて条立条立条立条立てするのなてするのなてするのなてするのならららら「「「「最終判断最終判断最終判断最終判断はははは個個個個々々々々でででで行行行行うものとうものとうものとうものと

するするするする」」」」とととと書書書書くべきくべきくべきくべき。。。。    

    

③③③③    会派会派会派会派のののの規定規定規定規定があるががあるががあるががあるが、、、、他市他市他市他市のののの例例例例ではではではでは、、、、会派会派会派会派についてについてについてについて明文化明文化明文化明文化されてされてされてされて

いいいいないないないない。。。。なぜなぜなぜなぜ、、、、基本条例基本条例基本条例基本条例にににに規定規定規定規定しなければならしなければならしなければならしなければならないのないのないのないのかかかか。。。。    

④④④④    会派代表者会会派代表者会会派代表者会会派代表者会はははは議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会とはどうとはどうとはどうとはどう違違違違うのうのうのうのかかかか。。。。    

⑤⑤⑤⑤    会派会派会派会派はははは必要必要必要必要ないとないとないとないと思思思思うううう。。。。それよりそれよりそれよりそれよりもももも委員会委員会委員会委員会やややや全体全体全体全体でででで研修研修研修研修やややや市民市民市民市民とととと

のののの意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行うほうがいいうほうがいいうほうがいいうほうがいい。。。。    

⑥⑥⑥⑥    会派会派会派会派のくくりがよくわからないのくくりがよくわからないのくくりがよくわからないのくくりがよくわからない。。。。    

⑦⑦⑦⑦    会派会派会派会派のののの内容内容内容内容がよくわからないがよくわからないがよくわからないがよくわからない。。。。    

⑧⑧⑧⑧    制度上制度上制度上制度上、、、、与野党与野党与野党与野党のののの結成結成結成結成をををを必要必要必要必要としないとしないとしないとしない自治体自治体自治体自治体はははは、、、、会派結成会派結成会派結成会派結成のののの法律法律法律法律

    なおなおなおなお、、、、第第第第４４４４項項項項とととと第第第第６６６６項項項項につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては本市議会独自本市議会独自本市議会独自本市議会独自のののの

条項条項条項条項としてとしてとしてとして定定定定めたものですめたものですめたものですめたものです。。。。    

    

    

    

    

    

    

第第第第７７７７条条条条    

①①①①    会派間会派間会派間会派間でででで協議協議協議協議しししし公表公表公表公表するようするようするようするよう努努努努めますめますめますめます。。。。    

    

    

    

②②②②    現在現在現在現在もももも最終判断最終判断最終判断最終判断はははは議員個議員個議員個議員個々々々々でででで行行行行っていますっていますっていますっています。。。。このことこのことこのことこのこと

はははは、、、、条例制定後条例制定後条例制定後条例制定後にににに自由討議自由討議自由討議自由討議がががが行行行行われたとしましてもわれたとしましてもわれたとしましてもわれたとしましても同様同様同様同様

でありますでありますでありますであります。。。。    

    

③③③③～～～～⑨⑨⑨⑨    

    会派会派会派会派のののの役割役割役割役割としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、同一理念同一理念同一理念同一理念をををを持持持持つつつつ複数複数複数複数のののの議員議員議員議員がががが

政策政策政策政策についてについてについてについて討議討議討議討議やややや調査調査調査調査をををを行行行行うなどのうなどのうなどのうなどの議員活動議員活動議員活動議員活動をををを活発活発活発活発にすにすにすにす

ることることることること、、、、そのそのそのその討議討議討議討議やややや調査調査調査調査をををを基基基基にににに政策提案政策提案政策提案政策提案をををを行行行行っていくことっていくことっていくことっていくこと、、、、

委員会委員会委員会委員会のののの人事人事人事人事などなどなどなど議会内部議会内部議会内部議会内部のののの調整調整調整調整をををを行行行行うことなどがありまうことなどがありまうことなどがありまうことなどがありま

すすすす。。。。    

会派会派会派会派はははは、、、、これらのこれらのこれらのこれらの役割役割役割役割をををを果果果果たすことでたすことでたすことでたすことで、、、、議会議会議会議会のののの運営運営運営運営をををを円円円円

滑滑滑滑、、、、効率的効率的効率的効率的にしていますにしていますにしていますにしています。。。。    
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第２２２２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    

（（（（市民参加市民参加市民参加市民参加））））    

第第第第８８８８条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議会議会議会議会のののの活動活動活動活動にににに関関関関するするするする情報情報情報情報

公開公開公開公開をををを徹底徹底徹底徹底するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、市民市民市民市民にににに対対対対するするするする

説明責任説明責任説明責任説明責任をををを十分十分十分十分にににに果果果果たさなければならたさなければならたさなければならたさなければなら

ないないないない。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、本会議本会議本会議本会議のほかのほかのほかのほか、、、、委員会委員会委員会委員会、、、、議員議員議員議員

全員協議会全員協議会全員協議会全員協議会をををを原則公開原則公開原則公開原則公開するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

３３３３    議会議会議会議会はははは、、、、委員会委員会委員会委員会のののの運営運営運営運営にににに当当当当たりたりたりたり、、、、参考参考参考参考

人制度及人制度及人制度及人制度及びびびび公聴会公聴会公聴会公聴会制度制度制度制度をををを十分十分十分十分にににに活用活用活用活用しししし

てててて、、、、市民市民市民市民のののの専門的又専門的又専門的又専門的又はははは政策的識見等政策的識見等政策的識見等政策的識見等をををを討討討討

上上上上のののの根拠根拠根拠根拠はははは存在存在存在存在しないしないしないしない。。。。会派会派会派会派はははは運用運用運用運用をををを誤誤誤誤るとるとるとると、、、、期待期待期待期待されるされるされるされる議会議会議会議会のののの機機機機

能能能能はははは著著著著しくしくしくしく低下低下低下低下してしまうことになるしてしまうことになるしてしまうことになるしてしまうことになる。。。。議会慣行議会慣行議会慣行議会慣行としてのとしてのとしてのとしての会派会派会派会派をををを基基基基

本条例本条例本条例本条例にににに規定規定規定規定するのはいかがかするのはいかがかするのはいかがかするのはいかがか。。。。    

⑨⑨⑨⑨    会派代表者会議会派代表者会議会派代表者会議会派代表者会議とととと議会運営委員議会運営委員議会運営委員議会運営委員会会会会のののの違違違違いがよくいがよくいがよくいがよく理解理解理解理解できないできないできないできない。。。。正正正正

副議長副議長副議長副議長とととと各会派代表各会派代表各会派代表各会派代表でででで構成構成構成構成されるされるされるされる会派代表者会議会派代表者会議会派代表者会議会派代表者会議でででで、、、、会派間会派間会派間会派間のののの意見意見意見意見

調整調整調整調整をするをするをするをする。。。。重要重要重要重要なななな問題問題問題問題はここではここではここではここで決決決決まるがまるがまるがまるが議会議会議会議会はははは公開公開公開公開になじまないになじまないになじまないになじまない

とのことであるとのことであるとのことであるとのことである。。。。これではこれではこれではこれでは、、、、誰誰誰誰のののの目目目目にもにもにもにも見見見見えるえるえるえる形形形形でのでのでのでの論点論点論点論点・・・・争点争点争点争点のののの

形成形成形成形成はははは疎外疎外疎外疎外されてしまうされてしまうされてしまうされてしまう。。。。それとはそれとはそれとはそれとは別別別別にににに議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会がががが設置設置設置設置されされされされ

ているているているている。。。。こちらのこちらのこちらのこちらの委員会委員会委員会委員会はははは公開公開公開公開となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、会議会議会議会議はははは形式的形式的形式的形式的でででで会会会会

派代表者会議派代表者会議派代表者会議派代表者会議のののの追認追認追認追認となっているようだとなっているようだとなっているようだとなっているようだ。。。。多数多数多数多数をををを占占占占めるめるめるめる与党会派与党会派与党会派与党会派がががが

首長擁護首長擁護首長擁護首長擁護をををを基本基本基本基本としたとしたとしたとした翼賛行動翼賛行動翼賛行動翼賛行動をとったをとったをとったをとった場合場合場合場合はははは、、、、機関対立主義機関対立主義機関対立主義機関対立主義のののの作作作作

動動動動はははは困難困難困難困難になるになるになるになる。。。。会派会派会派会派のののの弊害弊害弊害弊害、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち論点論点論点論点・・・・争点争点争点争点のののの隠蔽化隠蔽化隠蔽化隠蔽化をををを排除排除排除排除

すすすするるるる仕組仕組仕組仕組みはみはみはみは条例中条例中条例中条例中にどのようににどのようににどのようににどのように規定規定規定規定されているかされているかされているかされているか。。。。    

    

    

第第第第８８８８条条条条    

①①①①    会派代表者会会派代表者会会派代表者会会派代表者会はははは公開公開公開公開するのするのするのするのかかかか。。。。    

②②②②    基本条例基本条例基本条例基本条例のののの情報公開情報公開情報公開情報公開のののの趣旨趣旨趣旨趣旨からもからもからもからも会派代表者会議会派代表者会議会派代表者会議会派代表者会議はははは原則公開原則公開原則公開原則公開としとしとしとし

ていないのはていないのはていないのはていないのは理解理解理解理解できないできないできないできない。。。。    

    

    

    

    

    

    

    議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会のののの役割役割役割役割はははは、、、、地方自治法第地方自治法第地方自治法第地方自治法第１０９１０９１０９１０９条条条条のののの２２２２第第第第

４４４４項項項項にににに規定規定規定規定されたされたされたされた、、、、次次次次のののの３３３３つになりますつになりますつになりますつになります。。。。    

    （（（（１１１１））））議会議会議会議会のののの運営運営運営運営にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

    （（（（２２２２））））議会議会議会議会のののの会議規則会議規則会議規則会議規則、、、、委員会委員会委員会委員会にににに関関関関するするするする条例等条例等条例等条例等にににに関関関関するするするする

事項事項事項事項    

    （（（（３３３３））））議長議長議長議長のののの諮問諮問諮問諮問にににに関関関関するするするする事項事項事項事項    

    会派代表者会会派代表者会会派代表者会会派代表者会はははは、「、「、「、「花巻市議会会派花巻市議会会派花巻市議会会派花巻市議会会派にににに関関関関すすすするるるる規程規程規程規程」」」」でででで「「「「各各各各

会派会派会派会派のののの意見意見意見意見のののの調整調整調整調整、、、、連絡連絡連絡連絡、、、、協議等協議等協議等協議等をするをするをするをする」」」」とととと定定定定めていますめていますめていますめています。。。。

議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会がががが審査審査審査審査するするするする以外以外以外以外のののの内部内部内部内部のののの連絡連絡連絡連絡やややや調整調整調整調整をををを行行行行うううう

役割役割役割役割をををを果果果果たしていますたしていますたしていますたしています。。。。    

    

    

    

    

    

第第第第８８８８条条条条    

①①①①～～～～②②②②    

    御御御御提言提言提言提言のとおりのとおりのとおりのとおり会派代表者会会派代表者会会派代表者会会派代表者会はははは原則公開原則公開原則公開原則公開としますとしますとしますとします。。。。    

    第第第第８８８８条第条第条第条第２２２２項項項項をををを訂正訂正訂正訂正しますしますしますします。。。。    

    

    

        

    

    

    

訂  正  前 訂  正  後 

（市民参加） 

第８条 （省略） 

２ 議会は、本会議のほか、委員会、議員全員協議会を原則公

開するものとする。 

（市民参加） 

第８条 （省略） 

２ 議会は、すべての会議を原則公開するものとする。 
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

議議議議にににに反映反映反映反映させるものとするさせるものとするさせるものとするさせるものとする。。。。    

４４４４    議会議会議会議会はははは、、、、請願及請願及請願及請願及びびびび陳情陳情陳情陳情をををを市民市民市民市民によるによるによるによる政政政政

策提案策提案策提案策提案とととと位置位置位置位置づけるとともにづけるとともにづけるとともにづけるとともに、、、、そのそのそのその審議審議審議審議

においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、これらこれらこれらこれら提案者提案者提案者提案者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設設設設けることができるけることができるけることができるけることができる。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

③③③③    議会議会議会議会のののの都合都合都合都合でででで開催開催開催開催されないされないされないされない懸念懸念懸念懸念があることからがあることからがあることからがあることから、、、、第第第第８８８８条第条第条第条第４４４４項項項項のののの

文文文文をををを次次次次のようにのようにのようにのように修正修正修正修正するべきするべきするべきするべき。「～。「～。「～。「～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保障保障保障保障するするするする。」。」。」。」    

④④④④    第第第第４４４４項項項項「「「「設設設設けることができるけることができるけることができるけることができる」」」」ではなくではなくではなくではなく「「「「設設設設けるけるけるける」」」」とするべきとするべきとするべきとするべき。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

⑤⑤⑤⑤    「「「「参画参画参画参画」」」」とせずにとせずにとせずにとせずに「「「「参加参加参加参加」」」」としたとしたとしたとした理由理由理由理由はははは。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

⑥⑥⑥⑥    条文条文条文条文のあちこちにのあちこちにのあちこちにのあちこちに「「「「市民市民市民市民のののの意見意見意見意見」「」「」「」「市民市民市民市民のののの意思意思意思意思」」」」といといといというううう表現表現表現表現があるがあるがあるがある。。。。

このこのこのこの意見等意見等意見等意見等をををを吸吸吸吸いいいい上上上上げるげるげるげる手段手段手段手段・・・・方法方法方法方法をををを本本本本条条条条のののの項目項目項目項目としてとしてとしてとして具体的具体的具体的具体的にににに明明明明

記記記記するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

    

    

⑦⑦⑦⑦    議会議会議会議会やややや委員会委員会委員会委員会をををを原則公開原則公開原則公開原則公開することにすることにすることにすることに異論異論異論異論はないはないはないはない。。。。ただしただしただしただし、、、、本本本本会議会議会議会議

③③③③～～～～④④④④    

請願請願請願請願・・・・陳情陳情陳情陳情においてにおいてにおいてにおいて、、、、提出提出提出提出いただきましたいただきましたいただきましたいただきました文書文書文書文書やややや資料資料資料資料にににに

よってよってよってよって提出提出提出提出されたされたされたされた方方方方のののの願意願意願意願意がががが十分伝十分伝十分伝十分伝わればわればわればわれば、、、、委員会委員会委員会委員会でででで十分十分十分十分

なななな議論議論議論議論ができるとができるとができるとができると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。従従従従いましていましていましていまして、、、、条文条文条文条文ではではではでは、、、、

十分十分十分十分なななな議論議論議論議論をををを行行行行うためにうためにうためにうために提出者提出者提出者提出者のののの御意見御意見御意見御意見をををを伺伺伺伺うううう機会機会機会機会をををを設設設設けけけけ

ることができるとしておりますることができるとしておりますることができるとしておりますることができるとしております。。。。委委委委員会員会員会員会でででで請願請願請願請願・・・・陳情陳情陳情陳情のののの審審審審

査査査査をするをするをするをする場合場合場合場合はははは、、、、条文条文条文条文のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして、、、、提出者提出者提出者提出者のののの願願願願

意意意意をををを十分十分十分十分にににに議論議論議論議論にににに反映反映反映反映させることができるようさせることができるようさせることができるようさせることができるよう努努努努めていきめていきめていきめていき

ますますますます。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤    このこのこのこの条文条文条文条文ではではではでは、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ情報情報情報情報をををを提供提供提供提供したりしたりしたりしたり、、、、御意御意御意御意

見見見見をいただいたりすることについてをいただいたりすることについてをいただいたりすることについてをいただいたりすることについて定定定定めておりますめておりますめておりますめております。。。。御御御御

提言提言提言提言のののの「「「「参画参画参画参画」」」」はははは、、、、計画計画計画計画のののの段階段階段階段階からからからから一緒一緒一緒一緒につくりにつくりにつくりにつくり上上上上げてげてげてげて

いくことですいくことですいくことですいくことです。。。。本条例本条例本条例本条例はそこまではそこまではそこまではそこまで踏踏踏踏みみみみ込込込込んだんだんだんだ内容内容内容内容になっになっになっになっ

ておりませんのでておりませんのでておりませんのでておりませんので「「「「参加参加参加参加」」」」といたしましたといたしましたといたしましたといたしました。。。。    

    なおなおなおなお、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にににに参画参画参画参画していただくことにつきまししていただくことにつきまししていただくことにつきまししていただくことにつきまし

てはてはてはては、、、、議会制度議会制度議会制度議会制度もももも含含含含めめめめ、、、、今後今後今後今後のののの検討課題検討課題検討課題検討課題とさせていただとさせていただとさせていただとさせていただ

きたいときたいときたいときたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

⑥⑥⑥⑥    御御御御提言提言提言提言につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、第第第第８８８８条第条第条第条第１１１１項項項項のののの説明責任説明責任説明責任説明責任をををを十十十十

分分分分にににに果果果果たすことたすことたすことたすこと、、、、第第第第９９９９条条条条のののの議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会でででで意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行うううう

ことことことこと、、、、第第第第１８１８１８１８条第条第条第条第２２２２項項項項のののの委員会委員会委員会委員会でででで行行行行うううう意見交換意見交換意見交換意見交換のののの場場場場をををを設設設設

けることけることけることけることなどなどなどなど定定定定めめめめ、、、、努努努努めることとしておりますめることとしておりますめることとしておりますめることとしております。。。。    

    

⑦⑦⑦⑦    市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にににに情報情報情報情報をおをおをおをお知知知知らせしていくことはらせしていくことはらせしていくことはらせしていくことは重要重要重要重要なこなこなこなこ
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

のののの傍聴傍聴傍聴傍聴はははは低調低調低調低調とととと聞聞聞聞くくくく。。。。開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを標榜標榜標榜標榜するならばするならばするならばするならば市民市民市民市民にににに魅力魅力魅力魅力あるあるあるある

公開公開公開公開のありのありのありのあり方方方方をををを検討検討検討検討するべきするべきするべきするべき。。。。    

    

    

    

⑧⑧⑧⑧    第第第第４４４４項項項項のののの請願請願請願請願とととと陳情陳情陳情陳情のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いはいはいはいは違違違違ううううかかかか。。。。    

    

    

    

    

    

⑨⑨⑨⑨    栗山町栗山町栗山町栗山町をををを参考参考参考参考ににににモニターモニターモニターモニター・・・・サポーターサポーターサポーターサポーター制度制度制度制度のののの検討検討検討検討はははは行行行行っっっったかたかたかたか。。。。    

    

    

    

    

    

⑩⑩⑩⑩    市民参画市民参画市民参画市民参画がうたわれているがうたわれているがうたわれているがうたわれているがががが、、、、議員議員議員議員とととと各各各各コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティがががが地域課題地域課題地域課題地域課題

やそのやそのやそのやその解決解決解決解決にににに向向向向けてけてけてけて一緒一緒一緒一緒にににに行行行行ってってってって取取取取りりりり組組組組むようなむようなむようなむような肉付肉付肉付肉付けがけがけがけが必要必要必要必要でなでなでなでな

いいいいかかかか。。。。    

    

⑪⑪⑪⑪    第第第第３３３３項項項項のののの「「「「十分十分十分十分にににに活用活用活用活用してしてしてして、、、、市民市民市民市民のののの専門的又専門的又専門的又専門的又はははは政策的識見等政策的識見等政策的識見等政策的識見等をををを討討討討

議議議議にににに反映反映反映反映させるものとするさせるものとするさせるものとするさせるものとする。」。」。」。」をををを「「「「十分十分十分十分にににに活用活用活用活用するものとするするものとするするものとするするものとする。」。」。」。」にににに

変更変更変更変更するべきするべきするべきするべき。。。。    

    

とですのでとですのでとですのでとですので、、、、そのそのそのその方法方法方法方法につきましてにつきましてにつきましてにつきまして工夫工夫工夫工夫していくしていくしていくしていく必要必要必要必要がががが

あるとあるとあるとあると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。直接直接直接直接・・・・間接間接間接間接をををを問問問問わずわずわずわず傍聴傍聴傍聴傍聴しやすしやすしやすしやす

いいいい環境環境環境環境をををを整整整整えていくためえていくためえていくためえていくため、、、、他市他市他市他市のののの事例事例事例事例もももも参考参考参考参考にしながらにしながらにしながらにしながら

今後今後今後今後もももも検討検討検討検討させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。    

    

⑧⑧⑧⑧    請願請願請願請願につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、所管所管所管所管するするするする事項事項事項事項はははは常任委員会常任委員会常任委員会常任委員会でででで、、、、

特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会にににに付託付託付託付託されたされたされたされた案件案件案件案件にににに関関関関するするするする事項事項事項事項はははは特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会

でででで審査審査審査審査をしていますをしていますをしていますをしています。。。。陳情陳情陳情陳情につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、提出者提出者提出者提出者がががが市市市市

内内内内のののの方方方方のののの場合場合場合場合はははは、、、、請願請願請願請願とととと同同同同じじじじ取取取取りりりり扱扱扱扱いをしいをしいをしいをし、、、、提出者提出者提出者提出者がががが市市市市

外外外外のののの方方方方のののの場合場合場合場合はははは、、、、参考配付参考配付参考配付参考配付のみとしておりますのみとしておりますのみとしておりますのみとしております。。。。    

    

⑨⑨⑨⑨    議会議会議会議会モニターモニターモニターモニター・・・・議会議会議会議会サポーターサポーターサポーターサポーターにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、素案作素案作素案作素案作

成時成時成時成時にににに検討検討検討検討をををを行行行行いいいい、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様のののの御意見御意見御意見御意見をををを聞聞聞聞くくくく機会機会機会機会はははは、、、、別別別別

のののの条文条文条文条文にもにもにもにも定定定定めていることからめていることからめていることからめていることから設設設設けないことといたしまけないことといたしまけないことといたしまけないことといたしま

したしたしたした。。。。今後今後今後今後のののの導入導入導入導入につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、条例施行後条例施行後条例施行後条例施行後のののの議会議会議会議会のののの状状状状

況況況況やややや成果成果成果成果をををを研究研究研究研究しししし、、、、検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

⑩⑩⑩⑩    第第第第９９９９条条条条のののの議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会でのでのでのでの意見交換意見交換意見交換意見交換やややや第第第第１８１８１８１８条第条第条第条第２２２２項項項項のののの

委員会委員会委員会委員会でででで意見交換意見交換意見交換意見交換のののの場場場場をををを設設設設けるけるけるけることでことでことでことで地域地域地域地域にににに伺伺伺伺いいいい、、、、地域地域地域地域

課題課題課題課題などについてなどについてなどについてなどについて意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行うことをうことをうことをうことを定定定定めていますめていますめていますめています。。。。    

    

⑪⑪⑪⑪    このこのこのこの条文条文条文条文はははは、、、、市民市民市民市民のののの専門的専門的専門的専門的、、、、政策的政策的政策的政策的なななな識見識見識見識見をををを積極的積極的積極的積極的にににに

討議討議討議討議にににに反映反映反映反映させたいというさせたいというさせたいというさせたいという議会議会議会議会のののの意思意思意思意思をををを表表表表ししししたものでたものでたものでたもので

すすすす。。。。    
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

    

    

    （（（（議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会））））    

第第第第９９９９条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市政市政市政市政のののの諸課題諸課題諸課題諸課題にににに柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対対対対

処処処処するためするためするためするため、、、、市政全般市政全般市政全般市政全般にわたってにわたってにわたってにわたって、、、、議員議員議員議員

及及及及びびびび市民市民市民市民がががが自由自由自由自由にににに情報及情報及情報及情報及びびびび意見意見意見意見をををを交換交換交換交換

するするするする議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会をををを行行行行うものとするうものとするうものとするうものとする。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

⑫⑫⑫⑫    第第第第３３３３項項項項のののの公聴会公聴会公聴会公聴会、、、、参考人制度参考人制度参考人制度参考人制度のののの積極的積極的積極的積極的なななな活用活用活用活用のののの実績実績実績実績はあはあはあはあるるるるかかかか。。。。    

    

    

    

    

    

第第第第９９９９条条条条    

①①①①    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会はははは、、、、素案素案素案素案のののの条文条文条文条文ではではではでは開催開催開催開催はははは保障保障保障保障されていないことからされていないことからされていないことからされていないことから、、、、

議会終了後議会終了後議会終了後議会終了後もしくはもしくはもしくはもしくは議会開催中議会開催中議会開催中議会開催中（（（（重要案件重要案件重要案件重要案件のののの場合場合場合場合））））にににに開催開催開催開催するといするといするといするとい

うううう文言文言文言文言をををを追加追加追加追加するべきするべきするべきするべき。。。。もしくはもしくはもしくはもしくは開催日時開催日時開催日時開催日時・・・・場所場所場所場所・・・・回数回数回数回数をををを別途規定別途規定別途規定別途規定

するべきするべきするべきするべき。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

②②②②    市民市民市民市民がががが市政市政市政市政をををを見見見見るるるる・・・・聴聴聴聴くことのくことのくことのくことの拡大拡大拡大拡大にににに努努努努めるべきめるべきめるべきめるべき、、、、日程日程日程日程についてについてについてについて

もももも土日含土日含土日含土日含めためためためた考考考考ええええ方方方方があってもいいがあってもいいがあってもいいがあってもいい。。。。    

③③③③    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会はははは、、、、会派会派会派会派やややや政党政党政党政党のののの報告会報告会報告会報告会になるのではないになるのではないになるのではないになるのではないかかかか。。。。会派会派会派会派やややや

議員議員議員議員のののの違違違違いをいをいをいを比較比較比較比較してしてしてして聴聴聴聴きたいきたいきたいきたい。。。。    

④④④④    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会をををを通通通通してしてしてして収拾収拾収拾収拾したしたしたした民意民意民意民意をををを生生生生かすかすかすかす条文条文条文条文をををを組組組組みみみみ込込込込んでほしんでほしんでほしんでほし

⑫⑫⑫⑫    公聴会公聴会公聴会公聴会につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、合併後合併後合併後合併後のののの実施実施実施実施はありませんはありませんはありませんはありません。。。。

参考人制度参考人制度参考人制度参考人制度につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、主主主主にににに請願請願請願請願・・・・陳情審査陳情審査陳情審査陳情審査においにおいにおいにおい

てててて提出者提出者提出者提出者のののの方方方方からからからから御意見御意見御意見御意見をををを伺伺伺伺うううう際際際際にににに活用活用活用活用していますしていますしていますしています。。。。今今今今

後後後後はははは、、、、条文条文条文条文のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして十分十分十分十分なななな活用活用活用活用にににに努努努努めたいめたいめたいめたい

とととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

第第第第９９９９条条条条    

①①①①    条文条文条文条文にににに「「「「年年年年１１１１回以上回以上回以上回以上」「」「」「」「議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会にににに関関関関することはすることはすることはすることは、、、、別別別別

にににに定定定定めるめるめるめる」」」」をををを追加追加追加追加いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

②②②②～～～～⑱⑱⑱⑱    

    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、年年年年１１１１回以上開催回以上開催回以上開催回以上開催することとすることとすることとすることと

しししし、、、、議会議会議会議会やややや委員会委員会委員会委員会などのなどのなどのなどの活動状況等活動状況等活動状況等活動状況等につきましてのにつきましてのにつきましてのにつきましての報告報告報告報告やややや

意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行いたいといたいといたいといたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    詳細詳細詳細詳細につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議でででで定定定定めていきまめていきまめていきまめていきま

訂  正  前 訂  正  後 

（議会報告会） 

第９条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全

般にわたって、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換す

る議会報告会を行うものとする。 

（議会報告会） 

第９条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市

政全般にわたって、議員及び市民が自由に情報及び意見

を交換する議会報告会を年１回以上行うものとする。 

２ 議会報告会に関することは、別に定める。 
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

いいいい。。。。    

⑤⑤⑤⑤    報告会報告会報告会報告会はははは政党政党政党政党・・・・会派会派会派会派があるがあるがあるがある中中中中でででで心配心配心配心配。。。。    

⑥⑥⑥⑥    もっともっともっともっと地区地区地区地区をををを回回回回ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。    

⑦⑦⑦⑦    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会についてについてについてについて、、、、議員個人議員個人議員個人議員個人についてはどうについてはどうについてはどうについてはどうかかかか。。。。地域地域地域地域のののの声声声声をををを吸吸吸吸

いいいい上上上上げるとかげるとかげるとかげるとか議会報告議会報告議会報告議会報告すすすするとかるとかるとかるとか議員個議員個議員個議員個々々々々のののの行動行動行動行動についてもについてもについてもについても条例条例条例条例でうでうでうでう

たってはどうたってはどうたってはどうたってはどうかかかか。。。。    

⑧⑧⑧⑧    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会でででで自分自分自分自分のののの地域以外地域以外地域以外地域以外のところにのところにのところにのところに参加参加参加参加してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。報告会報告会報告会報告会

においてにおいてにおいてにおいて、、、、議会議会議会議会がどれだがどれだがどれだがどれだけけけけ分権時代分権時代分権時代分権時代にににに住民住民住民住民にににに役立役立役立役立つのつのつのつのかかかか、、、、積極的積極的積極的積極的にににに

アピールアピールアピールアピールしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうかかかか。。。。そのためにはぜひそのためにはぜひそのためにはぜひそのためにはぜひ条例条例条例条例をををを実行実行実行実行しししし見識見識見識見識をどんをどんをどんをどん

どんどんどんどん不断不断不断不断にににに示示示示してしてしてしてアピールアピールアピールアピールしししし、、、、報告会報告会報告会報告会をそういうをそういうをそういうをそういう場場場場にしてほしいにしてほしいにしてほしいにしてほしい。。。。    

⑨⑨⑨⑨    本当本当本当本当にににに身近身近身近身近にににに住民住民住民住民・・・・市民市民市民市民とととと話話話話しししし合合合合えるえるえるえる懇談会懇談会懇談会懇談会（（（（報告会報告会報告会報告会））））開催開催開催開催をををを今今今今

後後後後ともともともとも継続継続継続継続してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。報告会報告会報告会報告会ではではではでは、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、直近議会直近議会直近議会直近議会でででで質問質問質問質問にににに立立立立

ったったったった議員議員議員議員がががが質問質問質問質問にににに至至至至ったったったった経緯等経緯等経緯等経緯等やややや答弁答弁答弁答弁、、、、そのそのそのその後後後後のののの対応対応対応対応についてについてについてについて説明説明説明説明

してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

⑩⑩⑩⑩    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会をををを極力多極力多極力多極力多くくくく開催開催開催開催してしてしてして、、、、市民市民市民市民のののの要望要望要望要望をををを聞聞聞聞くべきくべきくべきくべき。。。。コミュコミュコミュコミュ

ニティニティニティニティ会議単位会議単位会議単位会議単位でででで議会議会議会議会ごとにごとにごとにごとに開催開催開催開催するのがするのがするのがするのが望望望望ましいましいましいましい。。。。    

⑪⑪⑪⑪    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会はははは期待期待期待期待したいししたいししたいししたいし進進進進めてほしいめてほしいめてほしいめてほしい。。。。    

⑫⑫⑫⑫    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会のののの内容内容内容内容をををを知知知知ららららせてほしいせてほしいせてほしいせてほしい。。。。    

⑬⑬⑬⑬    実際実際実際実際にどのようにやっていくのかについてにどのようにやっていくのかについてにどのようにやっていくのかについてにどのようにやっていくのかについて弱弱弱弱いといといといと感感感感じるじるじるじる。。。。年年年年にににに何何何何

回回回回とかとかとかとか具体的具体的具体的具体的なことについてなことについてなことについてなことについて、、、、別別別別にににに定定定定めることとなっているとめることとなっているとめることとなっているとめることとなっていると考考考考るるるる

がががが、、、、そちらのそちらのそちらのそちらの策定作業策定作業策定作業策定作業はははは同時並行同時並行同時並行同時並行でででで進進進進められているのかめられているのかめられているのかめられているのか。。。。    

⑭⑭⑭⑭    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会はははは予算決算予算決算予算決算予算決算のののの後後後後にににに開催開催開催開催してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

⑮⑮⑮⑮    常任委員長常任委員長常任委員長常任委員長にもにもにもにも出席出席出席出席してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

⑯⑯⑯⑯    議会議会議会議会をををを含含含含めめめめ議員議員議員議員のののの行政報告行政報告行政報告行政報告をもっとをもっとをもっとをもっと十分行十分行十分行十分行うべきうべきうべきうべき。。。。    

⑰⑰⑰⑰    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会のののの内容内容内容内容をををを知知知知りたいりたいりたいりたい。。。。    

すすすす。。。。    
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（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１０１０１０１０条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市政市政市政市政にににに関関関関するするするする重要重要重要重要なななな情情情情

報報報報をををを、、、、常常常常にににに市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして周知周知周知周知するようするようするようするよう努努努努

めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、広報機能広報機能広報機能広報機能のののの充実充実充実充実をををを図図図図るためるためるためるため、、、、

議員議員議員議員でででで構成構成構成構成するするするする議会報議会報議会報議会報のののの編集編集編集編集をををを行行行行うううう委委委委

員会員会員会員会をををを設置設置設置設置するするするする。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

⑱⑱⑱⑱    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会にににに地元地元地元地元のののの議員議員議員議員がががが出席出席出席出席しないのはしないのはしないのはしないのは疑問疑問疑問疑問。。。。    

    

⑲⑲⑲⑲    「「「「対処対処対処対処するためするためするためするため、」、」、」、」のののの後後後後にににに「「「「必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて」」」」をををを追加追加追加追加するべきするべきするべきするべき。。。。    

    

    

⑳⑳⑳⑳    「「「「議員及議員及議員及議員及びびびび市民市民市民市民がががが自由自由自由自由にににに」」」」をををを「「「「市市市市民民民民とととと自由自由自由自由にににに」」」」にににに変更変更変更変更するべきするべきするべきするべき。。。。    

    

    

    

    

    

第第第第１０１０１０１０条条条条    

①①①①    第第第第２２２２項項項項をををを次次次次のようにのようにのようにのように修正修正修正修正するべきするべきするべきするべき。「。「。「。「議会報議会報議会報議会報のののの編集及編集及編集及編集及びびびびホームペーホームペーホームペーホームペー

ジジジジのののの作成作成作成作成をををを行行行行うううう編集委員会編集委員会編集委員会編集委員会をををを設置設置設置設置するするするする」」」」これはこれはこれはこれは、、、、インターネットインターネットインターネットインターネットのののの

普及普及普及普及よりよりよりより当然当然当然当然のことのことのことのこと。。。。    

    

    

②②②②    執行機関執行機関執行機関執行機関とのとのとのとの質疑内容質疑内容質疑内容質疑内容のののの紹介紹介紹介紹介にににに加加加加えてえてえてえて、、、、そのそのそのその事案事案事案事案のののの進捗状況等進捗状況等進捗状況等進捗状況等やややや

経過説明経過説明経過説明経過説明もももも掲載掲載掲載掲載してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

⑲⑲⑲⑲    開催開催開催開催につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、「、「、「、「年年年年１１１１回以上回以上回以上回以上」」」」議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会をををを開催開催開催開催

することをすることをすることをすることを定定定定めることといたしましためることといたしましためることといたしましためることといたしました。。。。    

    

⑳⑳⑳⑳    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会でのでのでのでの意見交換意見交換意見交換意見交換ではではではでは、、、、市民市民市民市民とととと議員議員議員議員のののの間間間間だけでだけでだけでだけで

なくなくなくなく、、、、多様性多様性多様性多様性をををを広広広広げていくためげていくためげていくためげていくため、、、、市民同士市民同士市民同士市民同士、、、、議員同士議員同士議員同士議員同士もももも

自由自由自由自由にににに意見交換意見交換意見交換意見交換をしていきたいとをしていきたいとをしていきたいとをしていきたいと考考考考えてえてえてえて「「「「議員及議員及議員及議員及びびびび市市市市民民民民

がががが自由自由自由自由にににに」」」」というというというという表現表現表現表現にしておりますにしておりますにしておりますにしております。。。。    

    

    

第第第第１０１０１０１０条条条条    

①①①①    御提言御提言御提言御提言のののの「「「「インターネットインターネットインターネットインターネット」」」」につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、条文条文条文条文のののの

中中中中にににに含含含含まれているとまれているとまれているとまれていると考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。なおなおなおなお、、、、議会議会議会議会ホームホームホームホーム

ページページページページにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、現在現在現在現在のはなまきのはなまきのはなまきのはなまき市議会市議会市議会市議会だよりだよりだよりだより編編編編

集委員会集委員会集委員会集委員会でででで管理運営管理運営管理運営管理運営をををを行行行行っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

    

②②②②    御提言御提言御提言御提言のののの内容内容内容内容はははは、、、、掲載方法掲載方法掲載方法掲載方法やややや案件案件案件案件などなどなどなど広報広報広報広報をををを担当担当担当担当するするするする

委員会委員会委員会委員会でででで、、、、今後掲載今後掲載今後掲載今後掲載にににに向向向向けてけてけてけて検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えてえてえてえて

おりますおりますおりますおります。。。。    
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第３３３３章章章章    議会議会議会議会とととと市長等市長等市長等市長等のののの関係関係関係関係    

（（（（一問一答一問一答一問一答一問一答、、、、反問権反問権反問権反問権））））    

第第第第１１１１１１１１条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市長等市長等市長等市長等とのとのとのとの関係関係関係関係についについについについ

てててて、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるところによりげるところによりげるところによりげるところにより、、、、緊張関係緊張関係緊張関係緊張関係

のののの保持保持保持保持にににに努努努努めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない。。。。    

(1)(1)(1)(1)    本会議及本会議及本会議及本会議及びびびび委員会委員会委員会委員会におけるにおけるにおけるにおける議員議員議員議員

③③③③    議会議会議会議会のののの情報公開情報公開情報公開情報公開をどうをどうをどうをどう示示示示すのかすのかすのかすのか。。。。利用利用利用利用してもらうしてもらうしてもらうしてもらう様式様式様式様式をををを作作作作るのるのるのるのかかかか。。。。

議会議会議会議会がなぜこのようにがなぜこのようにがなぜこのようにがなぜこのように決決決決めたかめたかめたかめたか経過経過経過経過をををを知知知知りたいりたいりたいりたい。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

④④④④    各議員各議員各議員各議員のののの議案議案議案議案のののの賛否賛否賛否賛否についてについてについてについて有権者有権者有権者有権者であるであるであるである市民市民市民市民にににに明明明明らかにするこらかにするこらかにするこらかにするこ

とをとをとをとを検討検討検討検討するべきするべきするべきするべき。。。。    

⑤⑤⑤⑤    議案議案議案議案にににに対対対対するするするする議員個議員個議員個議員個々々々々のののの表決表決表決表決をををを掲載掲載掲載掲載することをうたってはどうすることをうたってはどうすることをうたってはどうすることをうたってはどう

かかかか。（。（。（。（一部一部一部一部のののの意味意味意味意味））））    

    

    

    

第第第第１１１１１１１１条条条条    

①①①①    一問一答一問一答一問一答一問一答をぜひをぜひをぜひをぜひ実行実行実行実行できることをできることをできることをできることを望望望望みますみますみますみます。。。。    

②②②②    一一一一問一答問一答問一答問一答でででで行行行行うとしているがうとしているがうとしているがうとしているが、、、、答弁答弁答弁答弁のののの時間時間時間時間、、、、回数回数回数回数にににに制限制限制限制限はあるのはあるのはあるのはあるのかかかか。。。。    

③③③③    一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をできるをできるをできるをできる規定規定規定規定にしてはどうかにしてはどうかにしてはどうかにしてはどうか。。。。    

④④④④    議案審議議案審議議案審議議案審議でのでのでのでの一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式はははは先先先先のののの各会派各会派各会派各会派からのからのからのからの意見集約意見集約意見集約意見集約でででで取取取取りりりり入入入入

③③③③    会議録会議録会議録会議録はははは次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり公開公開公開公開してしてしてしていいいいますのでますのでますのでますので活用活用活用活用くださいくださいくださいください。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    そのそのそのその他他他他のののの議会関係議会関係議会関係議会関係のののの公文書公文書公文書公文書につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、花巻市情報花巻市情報花巻市情報花巻市情報

公開条例公開条例公開条例公開条例にににに基基基基づづづづいていていていて公開公開公開公開していますしていますしていますしています。。。。    

    

④④④④～～～～⑤⑤⑤⑤    

    現在現在現在現在、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして行行行行っておりますっておりますっておりますっております起立表決起立表決起立表決起立表決はははは、、、、賛成賛成賛成賛成がががが出出出出

席議員席議員席議員席議員のののの過半数過半数過半数過半数かそうでないかをかそうでないかをかそうでないかをかそうでないかを認定認定認定認定するするするする表決方法表決方法表決方法表決方法ですのですのですのですの

でででで、、、、掲載掲載掲載掲載にににに当当当当たりましてたりましてたりましてたりまして課題課題課題課題等等等等をををを整理整理整理整理しししし、、、、今後今後今後今後もももも検討検討検討検討してしてしてして

いきたいといきたいといきたいといきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

    

    

第第第第１１１１１１１１条条条条    

①①①①～～～～④④④④    

    一問一答一問一答一問一答一問一答のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いにつきましてはいにつきましてはいにつきましてはいにつきましては次次次次のとおりになりまのとおりになりまのとおりになりまのとおりになりま

すすすす。。。。    

    ・・・・一般質問一般質問一般質問一般質問    

 
本 会 議 

予算・決算特

別委員会 

常任委員会 

特別委員会

(予算・決算以外)  

市内図書館 ○ × × 

議会ホーム

ページ 
○ ○ × 

各総合支所 ○ × × 

行政情報 

センター 
○ × × 

議会事務局 ○ ○ ○ 

 



 17 

条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

とととと市長等市長等市長等市長等のののの質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答はははは、、、、広広広広くくくく市政市政市政市政

上上上上のののの論点及論点及論点及論点及びびびび争点争点争点争点をををを明確明確明確明確にするたにするたにするたにするた

めめめめ、、、、一問一答一問一答一問一答一問一答のののの方式方式方式方式でででで行行行行うものとうものとうものとうものと

するするするする。。。。    

(2)(2)(2)(2)    議長議長議長議長からからからから本会議及本会議及本会議及本会議及びびびび委員会委員会委員会委員会へのへのへのへの

出席出席出席出席をををを要請要請要請要請されたされたされたされた市長等市長等市長等市長等はははは、、、、議長議長議長議長

又又又又はははは委員長委員長委員長委員長のののの許可許可許可許可をををを得得得得てててて、、、、議員議員議員議員のののの

質問質問質問質問にににに対対対対してしてしてして反問反問反問反問することができすることができすることができすることができ

るるるる。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

れないことのれないことのれないことのれないことの結論結論結論結論がががが出出出出ていていていているるるる。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

⑤⑤⑤⑤    反問権反問権反問権反問権はははは、、、、議員議員議員議員のののの一層一層一層一層のののの調査研究調査研究調査研究調査研究がががが必要必要必要必要となりとなりとなりとなり、、、、資質向上資質向上資質向上資質向上につなにつなにつなにつな

がるがるがるがる。。。。    

⑥⑥⑥⑥    反問権反問権反問権反問権をををを市長市長市長市長にににに与与与与えるのはよいえるのはよいえるのはよいえるのはよい。。。。    

⑦⑦⑦⑦    反問権反問権反問権反問権についてについてについてについて、、、、具体的具体的具体的具体的にどういにどういにどういにどういうことをうことをうことをうことを想定想定想定想定しているかしているかしているかしているか。。。。市長市長市長市長

がががが議員議員議員議員にににに対対対対してしてしてして逆逆逆逆にににに質問質問質問質問できるとあるがよくわからないできるとあるがよくわからないできるとあるがよくわからないできるとあるがよくわからない。。。。    

⑧⑧⑧⑧    反問権反問権反問権反問権はははは無理無理無理無理。。。。反問反問反問反問がががが怖怖怖怖くてまともにくてまともにくてまともにくてまともに質問質問質問質問ができないができないができないができない議員議員議員議員がががが続出続出続出続出

するのがするのがするのがするのがオチオチオチオチであるであるであるである。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

        はじめにはじめにはじめにはじめに登壇登壇登壇登壇してしてしてして総括質問総括質問総括質問総括質問をををを行行行行いいいい、、、、再質問再質問再質問再質問はははは自席自席自席自席からからからから

原則原則原則原則一問一答一問一答一問一答一問一答でででで行行行行いますいますいますいます。。。。    

        持持持持ちちちち時間時間時間時間はははは質問質問質問質問・・・・答弁答弁答弁答弁あわせてあわせてあわせてあわせて６０６０６０６０分分分分ですですですです。。。。    

        特特特特にににに質問回数質問回数質問回数質問回数のののの制限制限制限制限はしないこととしますはしないこととしますはしないこととしますはしないこととします。。。。    

    ・・・・議案審議議案審議議案審議議案審議    

        原則原則原則原則一問一答一問一答一問一答一問一答でででで質疑質疑質疑質疑しますしますしますします。。。。    

        特特特特にににに時間時間時間時間・・・・回数回数回数回数のののの制限制限制限制限はしないこととしますはしないこととしますはしないこととしますはしないこととします。。。。    

    ・・・・常任委員会常任委員会常任委員会常任委員会・・・・特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会（（（（予算予算予算予算・・・・決算特別委員会決算特別委員会決算特別委員会決算特別委員会含含含含むむむむ））））    

        原則原則原則原則一問一答一問一答一問一答一問一答でででで質疑質疑質疑質疑しますしますしますします。。。。    

        特特特特にににに時間時間時間時間・・・・回数回数回数回数のののの制限制限制限制限はしないこととしますはしないこととしますはしないこととしますはしないこととします。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤～～～～⑧⑧⑧⑧    

    反問権反問権反問権反問権につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、市長等市長等市長等市長等にににに反問反問反問反問をををを許容許容許容許容することにすることにすることにすることに

よりよりよりより、、、、緊張感緊張感緊張感緊張感のののの保持保持保持保持とととと併併併併せせせせ議会議会議会議会やややや委員会委員会委員会委員会のののの審議審議審議審議をををを活性化活性化活性化活性化すすすす

ることができるとることができるとることができるとることができると考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制のののの下下下下、、、、市長市長市長市長とととと議会議会議会議会のそれぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれ独立独立独立独立したしたしたした代表機代表機代表機代表機

関関関関がががが、、、、議会議会議会議会のののの場場場場でどのようにでどのようにでどのようにでどのように議論議論議論議論しししし、、、、自治体自治体自治体自治体のののの意思決定意思決定意思決定意思決定をををを

行行行行っていくかっていくかっていくかっていくか、、、、についてのについてのについてのについての基本的基本的基本的基本的ななななルールルールルールルールとしてとしてとしてとして定定定定めていめていめていめてい

るものでするものでするものでするものです。。。。    

    このこのこのこの条文条文条文条文ではではではでは、、、、質問質問質問質問にににに対対対対するするするする反問反問反問反問だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、議員提案議員提案議員提案議員提案

にににに対対対対してしてしてして議論議論議論議論をををを行行行行うことうことうことうことなどなどなどなどをををを想定想定想定想定していることからしていることからしていることからしていることから、、、、第第第第

１１１１１１１１条第条第条第条第２２２２号号号号をををを「「「「議員議員議員議員にににに対対対対してしてしてして反問反問反問反問などなどなどなど発言発言発言発言するするするする」」」」とととと変更変更変更変更

しますしますしますします。。。。    
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（文書文書文書文書でのでのでのでの質問質問質問質問））））    

第第第第１２１２１２１２条条条条    議員議員議員議員はははは、、、、会期中又会期中又会期中又会期中又はははは閉会中閉会中閉会中閉会中にかにかにかにか

かわらずかわらずかわらずかわらず、、、、議長議長議長議長をををを経由経由経由経由してしてしてして市長等市長等市長等市長等にににに対対対対しししし

文書質問文書質問文書質問文書質問をををを行行行行うことができるものとすうことができるものとすうことができるものとすうことができるものとす

るるるる。。。。このこのこのこの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、市長等市長等市長等市長等にににに文書文書文書文書にににに

よりよりよりより回答回答回答回答をををを求求求求めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第１２１２１２１２条条条条    

①①①①    議会議会議会議会がががが開催開催開催開催中中中中だだだだとととと、、、、質疑質疑質疑質疑のやりとりなどでのやりとりなどでのやりとりなどでのやりとりなどで議員議員議員議員とととと市市市市のののの首脳陣首脳陣首脳陣首脳陣のののの考考考考ええええ

方方方方がわかるがわかるがわかるがわかるがががが、、、、質問質問質問質問のののの主旨書主旨書主旨書主旨書ではではではでは何何何何についてについてについてについて述述述述べているのかわかりにべているのかわかりにべているのかわかりにべているのかわかりに

くいためくいためくいためくいため、、、、閉会中閉会中閉会中閉会中でもでもでもでも文書質問文書質問文書質問文書質問のののの中身中身中身中身についてについてについてについて公開公開公開公開できるのはできるのはできるのはできるのは公開公開公開公開しししし

てはどうてはどうてはどうてはどうかかかか。。。。またまたまたまた公開公開公開公開するとするとするとするとなるなるなるなるとととと公開公開公開公開のののの方法方法方法方法はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行ううううかかかか。。。。    

    

    

②②②②    文書質問文書質問文書質問文書質問のののの具体的具体的具体的具体的ルールルールルールルールはどうなはどうなはどうなはどうなるるるるかかかか。。。。    

③③③③    議議議議長長長長をををを経由経由経由経由してしてしてして市長市長市長市長ななななどにどにどにどに文書文書文書文書でででで議員議員議員議員がががが質問質問質問質問できるというものをできるというものをできるというものをできるというものを

盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ項目項目項目項目だとだとだとだと思思思思ううううがががが、、、、そのそのそのその質問内容質問内容質問内容質問内容としてはとしてはとしてはとしては議員自議員自議員自議員自らららら考考考考えたえたえたえた

ことかことかことかことか、、、、市民市民市民市民からからからからのののの要望要望要望要望なのかなのかなのかなのか、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは両方両方両方両方なのかなのかなのかなのか、、、、どのようなどのようなどのようなどのような

質問質問質問質問をををを想定想定想定想定しているしているしているしているかかかか。。。。    

④④④④    一端市民一端市民一端市民一端市民からよせられたからよせられたからよせられたからよせられた質問質問質問質問というのはというのはというのはというのは議員個人議員個人議員個人議員個人がががが判断判断判断判断してしてしてして質質質質問問問問

するのするのするのするのかかかか。。。。またはまたはまたはまたは議題議題議題議題としてとしてとしてとして全員協議会全員協議会全員協議会全員協議会をををを開催開催開催開催してしてしてして判断判断判断判断してからすしてからすしてからすしてからす

るものなのるものなのるものなのるものなのかかかか。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤    市長市長市長市長にににに対対対対してのしてのしてのしての質問質問質問質問でででで、、、、市長市長市長市長はははは答答答答えなければならないというえなければならないというえなければならないというえなければならないという文言文言文言文言

がないがないがないがない。。。。地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法にもにもにもにも書書書書いていることなのかいていることなのかいていることなのかいていることなのか。。。。市長市長市長市長にににに答弁答弁答弁答弁のののの義務義務義務義務

    

    

第第第第１１１１１１１１条条条条    

    (2)(2)(2)(2)    （（（（前段省略前段省略前段省略前段省略））））議員議員議員議員            にににに対対対対してしてしてして反問反問反問反問などなどなどなど発言発言発言発言するするするする

ことができることができることができることができる。。。。    

    

    

第第第第１２１２１２１２条条条条    

①①①①    ごごごご提案提案提案提案のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、質問及質問及質問及質問及びびびび回答回答回答回答ともともともとも原則公開原則公開原則公開原則公開することとすることとすることとすることと

しししし、、、、原則公開原則公開原則公開原則公開をををを条文条文条文条文にににに規定規定規定規定するこことしますするこことしますするこことしますするこことします。。。。公開公開公開公開ののののタイタイタイタイ

ムリームリームリームリーなななな方法方法方法方法としてとしてとしてとして議会議会議会議会ホームページホームページホームページホームページをををを考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

    

    

②②②②～～～～④④④④    

市政全般市政全般市政全般市政全般にににに関関関関するするするする緊急緊急緊急緊急かつかつかつかつ重要重要重要重要なななな内容内容内容内容にににに対対対対してしてしてして行行行行うことうことうことうこと

ができるものとができるものとができるものとができるものと考考考考ええええていますていますていますています。。。。    

    なおなおなおなお、、、、会期中会期中会期中会期中はははは、、、、質問質問質問質問のののの機会機会機会機会をををを設設設設けることがけることがけることがけることが可能可能可能可能なためなためなためなため、、、、

閉会中閉会中閉会中閉会中のののの取扱取扱取扱取扱いとしますいとしますいとしますいとします。。。。    

    

    

    

    

⑤⑤⑤⑤～～～～⑥⑥⑥⑥    

提出者提出者提出者提出者はははは議員議員議員議員ですがですがですがですが、、、、議長議長議長議長はははは、、、、議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会議会運営委員会にににに諮諮諮諮りりりり判判判判

 

第１１条 

(2) （前段省略）議員の質問に対して反問することができる。 

 

訂  正  前                訂  正  後 
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

    

    

（（（（市長市長市長市長等等等等によるによるによるによる政策等政策等政策等政策等のののの形成過程形成過程形成過程形成過程のののの説説説説

明明明明））））    

第第第第１３１３１３１３条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市長等市長等市長等市長等がががが提案提案提案提案するするするする重要重要重要重要

なななな政策政策政策政策についてについてについてについて、、、、そのそのそのその政策水準政策水準政策水準政策水準をををを高高高高めるめるめるめる

ことにことにことにことに資資資資するためするためするためするため、、、、市長等市長等市長等市長等にににに対対対対しししし、、、、次次次次にににに

掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項についてについてについてについて明明明明らかにするようらかにするようらかにするようらかにするよう

求求求求めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

(1)(1)(1)(1)    必要必要必要必要とするとするとするとする背景背景背景背景    

(2)(2)(2)(2)    提案提案提案提案にににに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの経緯経緯経緯経緯    

(3)(3)(3)(3)    市民参画市民参画市民参画市民参画のののの実施実施実施実施のののの有無有無有無有無とそのとそのとそのとその内容内容内容内容    

(4)(4)(4)(4)    総合計画総合計画総合計画総合計画とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性    

(5)(5)(5)(5)    財源措置財源措置財源措置財源措置    

(6)(6)(6)(6)    将来将来将来将来にわたるにわたるにわたるにわたるコストコストコストコスト計算計算計算計算    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、前項前項前項前項のののの政策政策政策政策のののの提案提案提案提案をををを審議審議審議審議するするするする

にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、立案立案立案立案、、、、執行執行執行執行におけるにおけるにおけるにおける論点論点論点論点

及及及及びびびび争点争点争点争点をををを明明明明らかにするとともにらかにするとともにらかにするとともにらかにするとともに、、、、執行執行執行執行

後後後後におけるにおけるにおけるにおける政策評価政策評価政策評価政策評価にににに資資資資するするするする審議審議審議審議にににに努努努努

めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

    

があるがあるがあるがあるかかかか。。。。    

⑥⑥⑥⑥    このこのこのこの条文条文条文条文をををを載載載載せたせたせたせた背背背背景景景景についてについてについてについて、、、、住民住民住民住民からのからのからのからの質問質問質問質問をををを議員議員議員議員をををを通通通通してしてしてして

できるようにしたものできるようにしたものできるようにしたものできるようにしたものかかかか。。。。    

    

⑦⑦⑦⑦    必要性必要性必要性必要性があるのがあるのがあるのがあるのかかかか。。。。    

    

第第第第１３１３１３１３条条条条    

①①①①    第第第第２２２２項項項項はははは、、、、政策自体政策自体政策自体政策自体をををを評価評価評価評価するべきでありするべきでありするべきでありするべきであり、、、、評価評価評価評価にににに役立役立役立役立つつつつ審議審議審議審議でででで

はははは、、、、目的目的目的目的をはずしかねないためをはずしかねないためをはずしかねないためをはずしかねないため、「、「、「、「政策評価政策評価政策評価政策評価にににに資資資資するするするする審議審議審議審議にににに努努努努めるめるめるめる」」」」

をををを「「「「政策評価政策評価政策評価政策評価をををを適切適切適切適切にににに行行行行うよううよううよううよう努努努努めるめるめるめる」」」」とととと訂正訂正訂正訂正するべきするべきするべきするべき。。。。    

    

    

②②②②    第第第第２２２２項項項項「「「「政策評価政策評価政策評価政策評価にににに資資資資するするするする審議審議審議審議についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその審議結果審議結果審議結果審議結果をををを報告報告報告報告

書書書書にまとめにまとめにまとめにまとめ、、、、市民市民市民市民へのへのへのへの公表公表公表公表をををを義務付義務付義務付義務付けるべきけるべきけるべきけるべき。。。。    

    

    

③③③③    条文中条文中条文中条文中にににに「「「「市長等市長等市長等市長等」」」」とととと言葉言葉言葉言葉でででで表現表現表現表現されるされるされるされる箇所箇所箇所箇所についてについてについてについて、、、、市当局市当局市当局市当局とととと

事前事前事前事前にににに十分十分十分十分なななな協議協議協議協議がががが行行行行われたわれたわれたわれた上上上上でででで合意合意合意合意にににに達達達達しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。    

④④④④    このこのこのこの内容内容内容内容をををを当当当当局局局局はははは知知知知っているかっているかっているかっているか。。。。    

    

    

⑤⑤⑤⑤    第第第第１３１３１３１３条条条条のののの政策形成過程政策形成過程政策形成過程政策形成過程のののの説明説明説明説明についてについてについてについて。。。。これまではできなくてこれまではできなくてこれまではできなくてこれまではできなくて、、、、

条例制定条例制定条例制定条例制定をををを機機機機にににに、、、、さあこれからやろうというさあこれからやろうというさあこれからやろうというさあこれからやろうという話話話話なのかなのかなのかなのか。。。。例例例例えばえばえばえば第二第二第二第二

体育館体育館体育館体育館、、、、合衆市合衆市合衆市合衆市ののののケースケースケースケースはははは議会議会議会議会にどのようなにどのようなにどのようなにどのような説明説明説明説明があったのかがあったのかがあったのかがあったのか疑問疑問疑問疑問

をををを感感感感じるじるじるじる。。。。    

断断断断することとなりますすることとなりますすることとなりますすることとなります。。。。    

    

    

    

⑦⑦⑦⑦    あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも市長等市長等市長等市長等にににに文書文書文書文書によりによりによりにより回答回答回答回答をををを求求求求めるものですめるものですめるものですめるものです。。。。    

    

第第第第１３１３１３１３条条条条    

①①①①    第第第第２２２２項項項項はははは、、、、第第第第１１１１項項項項でででで説明説明説明説明されたされたされたされた政策政策政策政策にににに対対対対するするするする審議審議審議審議にににに当当当当

たりたりたりたり、、、、論点論点論点論点やややや争点争点争点争点をををを明明明明らかにすることやらかにすることやらかにすることやらかにすることや、、、、政策評価政策評価政策評価政策評価にににに役役役役

立立立立てることができるようにてることができるようにてることができるようにてることができるように十分議論十分議論十分議論十分議論をををを行行行行っていくことをっていくことをっていくことをっていくことを

うたっていますうたっていますうたっていますうたっています。。。。    

    

②②②②    市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには、、、、議会広報議会広報議会広報議会広報をををを通通通通じておじておじておじてお伝伝伝伝えしていますえしていますえしていますえしています。。。。

なおなおなおなお、、、、詳細詳細詳細詳細なななな審議内容審議内容審議内容審議内容につきましにつきましにつきましにつきましてはてはてはては会議録会議録会議録会議録をををを公開公開公開公開してしてしてして

いますいますいますいます。。。。    

    

③③③③～～～～④④④④    

    市長等市長等市長等市長等からからからから意見意見意見意見のののの聴取聴取聴取聴取をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

    今後今後今後今後もももも必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて協議協議協議協議をををを行行行行っていくこととしていまっていくこととしていまっていくこととしていまっていくこととしていま

すすすす。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤～～～～⑦⑦⑦⑦    

これまでもこれまでもこれまでもこれまでも政策過程政策過程政策過程政策過程のののの説明説明説明説明はははは行行行行われてきましたがわれてきましたがわれてきましたがわれてきましたが、、、、議会議会議会議会

からからからから求求求求めないとめないとめないとめないと説明説明説明説明されないされないされないされない項目項目項目項目もありましたもありましたもありましたもありました。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、

第第第第１１１１項項項項でででで項目項目項目項目をををを定定定定めてめてめてめて説明説明説明説明をををを求求求求めることはめることはめることはめることは、、、、政策政策政策政策のののの立案立案立案立案、、、、
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（市長等市長等市長等市長等のののの予算予算予算予算・・・・決算決算決算決算におけるにおけるにおけるにおける説明資料作説明資料作説明資料作説明資料作

成成成成））））    

第第第第１４１４１４１４条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、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ににに

当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、前条前条前条前条のののの規定規定規定規定にににに準準準準じてじてじてじて、、、、分分分分かかかか

りやすいりやすいりやすいりやすい施策別又施策別又施策別又施策別又はははは事業別事業別事業別事業別のののの説明及説明及説明及説明及びびびび

資料資料資料資料のののの作成作成作成作成をををを市長等市長等市長等市長等にににに求求求求めるものとすめるものとすめるものとすめるものとす

るるるる。。。。    

    

（（（（計画等計画等計画等計画等のののの議決議決議決議決））））    

第第第第１５１５１５１５条条条条    地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法（（（（昭和昭和昭和昭和２２２２２２２２年法律第年法律第年法律第年法律第

６７６７６７６７号号号号。。。。以下以下以下以下「「「「法法法法」」」」というというというという。）。）。）。）第第第第９６９６９６９６条条条条

第第第第２２２２項項項項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく議会議会議会議会のののの議決事件議決事件議決事件議決事件

はははは、、、、議会議会議会議会とととと市長等市長等市長等市長等がががが共共共共にににに市民市民市民市民にににに対対対対するするするする責責責責

任任任任をををを担担担担いながらいながらいながらいながら、、、、計画的計画的計画的計画的かつかつかつかつ市民市民市民市民のののの視点視点視点視点

⑥⑥⑥⑥    条文化条文化条文化条文化しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。    

⑦⑦⑦⑦    当当当当たりたりたりたり前前前前なのでなのでなのでなので必要必要必要必要ないないないない。。。。    

    

⑧⑧⑧⑧    市長市長市長市長のののの暴走暴走暴走暴走をををを防防防防ぐにはいいぐにはいいぐにはいいぐにはいい条文条文条文条文だとだとだとだと思思思思うううう。。。。    

    

⑨⑨⑨⑨    現在政策改定現在政策改定現在政策改定現在政策改定のののの説明説明説明説明はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行われているかわれているかわれているかわれているか。。。。    

    

    

⑩⑩⑩⑩    現在現在現在現在、、、、市長市長市長市長がががが提案提案提案提案したことにしたことにしたことにしたことに異議異議異議異議をををを唱唱唱唱えるにはどうしているかえるにはどうしているかえるにはどうしているかえるにはどうしているか。。。。    

    

    

第第第第１４１４１４１４条条条条    

①①①①    市長市長市長市長のののの暴走暴走暴走暴走をををを防防防防ぐにはぐにはぐにはぐには非常非常非常非常にいいにいいにいいにいい。。。。    

②②②②    当然当然当然当然のことなのでのことなのでのことなのでのことなので必要必要必要必要ないないないない。。。。    

    

③③③③    見出見出見出見出しとしとしとしと本文本文本文本文のののの「「「「作成作成作成作成」」」」をををを「「「「提供提供提供提供」」」」にににに変更変更変更変更するべきするべきするべきするべき。。。。    

    

    

    

第第第第１５１５１５１５条条条条    

①①①①    市市市市のののの基基基基本的本的本的本的なななな計画性計画性計画性計画性にににに対対対対してしてしてして今今今今までまでまでまで議論議論議論議論することはなかったのですることはなかったのですることはなかったのですることはなかったので

大変重要大変重要大変重要大変重要。。。。議論議論議論議論がなかったことはがなかったことはがなかったことはがなかったことは不自然不自然不自然不自然だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、どのどのどのどの市市市市もももも同同同同じじじじ

ようなものようなものようなものようなもの。。。。議会議会議会議会でででで議論議論議論議論することがすることがすることがすることが重要重要重要重要でででで賛成賛成賛成賛成したいしたいしたいしたい。。。。栗山町栗山町栗山町栗山町のののの議議議議

会会会会モニターモニターモニターモニターややややサポサポサポサポーターーターーターーター制度制度制度制度をををを参考参考参考参考にしてにしてにしてにして検討検討検討検討していけばしていけばしていけばしていけば充実充実充実充実したしたしたした

内容内容内容内容になるになるになるになる。。。。    

執行執行執行執行におけるにおけるにおけるにおける論点論点論点論点やややや争点争点争点争点をををを明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、議会議会議会議会としてのとしてのとしてのとしての意思意思意思意思

決定決定決定決定のためにのためにのためにのために必要必要必要必要とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

⑧⑧⑧⑧    議会議会議会議会としてのとしてのとしてのとしての監視監視監視監視にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

⑨⑨⑨⑨    議員議員議員議員にににに対対対対するするするする説明会説明会説明会説明会やややや議員全員協議会議員全員協議会議員全員協議会議員全員協議会でででで行行行行われていまわれていまわれていまわれていま

すすすす。。。。    

    

⑩⑩⑩⑩    議員議員議員議員としてはとしてはとしてはとしては、、、、提提提提案案案案にににに対対対対するするするする反対討論反対討論反対討論反対討論やややや表決表決表決表決のののの行為行為行為行為とととと

なりますなりますなりますなります    

    

第第第第１４１４１４１４条条条条    

①①①①～～～～②②②②    

議会議会議会議会としてのとしてのとしてのとしての監視監視監視監視にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

③③③③    条文条文条文条文はははは「「「「説明説明説明説明」」」」とととと「「「「説明説明説明説明のためののためののためののための資料資料資料資料のののの作成作成作成作成」」」」をををを求求求求めめめめ

ることについてることについてることについてることについて定定定定めていますのでめていますのでめていますのでめていますので、、、、条文中条文中条文中条文中のののの「「「「作成作成作成作成」」」」にににに

はははは「「「「提出提出提出提出」」」」のののの意味意味意味意味もももも含含含含まれているとまれているとまれているとまれていると考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

第第第第１５１５１５１５条条条条    

①①①①    議会議会議会議会モニターモニターモニターモニター・・・・議会議会議会議会サポーターサポーターサポーターサポーターにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、素案作素案作素案作素案作

成時成時成時成時にににに検討検討検討検討をををを行行行行いいいい、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様のののの御意見御意見御意見御意見をををを聞聞聞聞くくくく機会機会機会機会はははは、、、、別別別別

のののの条文条文条文条文にもにもにもにも定定定定めていることからめていることからめていることからめていることから設設設設けないことといたしまけないことといたしまけないことといたしまけないことといたしま

したしたしたした。。。。今後今後今後今後のののの導入導入導入導入につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、条例施行後条例施行後条例施行後条例施行後のののの議会議会議会議会のののの状状状状

況況況況やややや成果成果成果成果をををを研究研究研究研究しししし、、、、検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考ええええておりますておりますておりますております。。。。    
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

にににに立立立立ったったったった透明性透明性透明性透明性のののの高高高高いいいい市政市政市政市政のののの運営運営運営運営にににに資資資資

するためするためするためするため、、、、次次次次のののの各号各号各号各号にににに揚揚揚揚げるとおりとすげるとおりとすげるとおりとすげるとおりとす

るるるる。。。。    

(1)(1)(1)(1)    法第法第法第法第２２２２条第条第条第条第４４４４項項項項にににに規定規定規定規定するするするする基本基本基本基本

構想構想構想構想にににに基基基基づくづくづくづく基本計画基本計画基本計画基本計画のののの策定及策定及策定及策定及びびびび

変更変更変更変更にににに関関関関することすることすることすること。。。。    

(2)(2)(2)(2)    都市計画都市計画都市計画都市計画にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針

のののの策定及策定及策定及策定及びびびび変更変更変更変更にににに関関関関することすることすることすること。。。。    

(3)(3)(3)(3)    地域福祉地域福祉地域福祉地域福祉にににに関関関関するするするする計画計画計画計画のののの策定及策定及策定及策定及

びびびび変更変更変更変更にににに関関関関することすることすることすること。。。。    

(4)(4)(4)(4)    市民生活市民生活市民生活市民生活にににに重大重大重大重大なななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす

ことがことがことがことが予想予想予想予想されるされるされるされる計画及計画及計画及計画及びびびび施策事施策事施策事施策事

業業業業でででで別別別別にににに定定定定めるものめるものめるものめるもの    

    

            第第第第４４４４章章章章    議会議会議会議会のののの適切運営適切運営適切運営適切運営    

（（（（自由討議自由討議自由討議自由討議によるによるによるによる合意形成合意形成合意形成合意形成））））    

第第第第１６１６１６１６条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、本会議及本会議及本会議及本会議及びびびび委員会委員会委員会委員会におにおにおにお

けるけるけるける議案議案議案議案のののの審議及審議及審議及審議及びびびび審査審査審査審査にあたりにあたりにあたりにあたり結論結論結論結論

をををを出出出出すすすす場合場合場合場合にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、合意形成合意形成合意形成合意形成にににに向向向向けけけけ

たたたた自由討議等自由討議等自由討議等自由討議等をををを通通通通じてじてじてじて議員相互間議員相互間議員相互間議員相互間のののの議議議議

論論論論をををを尽尽尽尽くすようくすようくすようくすよう努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

２２２２    議員議員議員議員はははは、、、、議員相互間議員相互間議員相互間議員相互間のののの議論議論議論議論によりによりによりにより、、、、積積積積

極的極的極的極的にににに政策政策政策政策、、、、条例及条例及条例及条例及びびびび意見書等意見書等意見書等意見書等のののの提案提案提案提案にににに

努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

３３３３    議長議長議長議長はははは、、、、市長等市長等市長等市長等にににに対対対対するするするする会議会議会議会議へのへのへのへの出席出席出席出席

    

②②②②    第第第第４４４４号号号号のののの「「「「別別別別にににに定定定定めるめるめるめる」」」」とはとはとはとは具体的具体的具体的具体的にににに何何何何をををを指指指指すすすすかかかか。。。。説明不足説明不足説明不足説明不足。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第１６１６１６１６条条条条    

①①①①    自由討議自由討議自由討議自由討議はははは「「「「提案提案提案提案」「」「」「」「説明説明説明説明」「」「」「」「質質質質疑疑疑疑」「」「」「」「討論討論討論討論」「」「」「」「自由自由自由自由討議討議討議討議」「」「」「」「表決表決表決表決」」」」のののの

順順順順にににに行行行行われるとわれるとわれるとわれると考考考考えていいのえていいのえていいのえていいのかかかか。。。。    

②②②②    運用運用運用運用のののの仕方仕方仕方仕方はどうなるはどうなるはどうなるはどうなるかかかか。。。。    

    

③③③③    自由自由自由自由討議討議討議討議についてについてについてについて議員同士議員同士議員同士議員同士のののの話話話話しししし合合合合いがされてこなかったといういがされてこなかったといういがされてこなかったといういがされてこなかったという

説明説明説明説明だだだだがががが、、、、何何何何がががが原因原因原因原因であったのかであったのかであったのかであったのか。。。。議員同士議員同士議員同士議員同士のののの話話話話しししし合合合合いいいい内容内容内容内容がががが市民市民市民市民

にわかることがにわかることがにわかることがにわかることが大切大切大切大切でありでありでありであり、、、、ぜひそのようにしていただきたいぜひそのようにしていただきたいぜひそのようにしていただきたいぜひそのようにしていただきたい。。。。    

④④④④    議員相互間議員相互間議員相互間議員相互間のののの議論議論議論議論をををを入入入入れたのはとてもいいれたのはとてもいいれたのはとてもいいれたのはとてもいい。。。。    

    

    

②②②②    規則等規則等規則等規則等でででで定定定定めることとしていますめることとしていますめることとしていますめることとしています。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第１６１６１６１６条条条条    

①①①①～～～～②②②②    

「「「「提案提案提案提案」「」「」「」「説明説明説明説明」「」「」「」「質疑質疑質疑質疑」「」「」「」「自由討議自由討議自由討議自由討議」「」「」「」「討論討論討論討論」「」「」「」「表決表決表決表決」」」」のののの順順順順

のののの実施実施実施実施でででで考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

③③③③～～～～④④④④    

説明文説明文説明文説明文につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、本会議本会議本会議本会議でででで議員同士議員同士議員同士議員同士のののの話話話話しししし合合合合いがいがいがいが

されてこなかったということですがされてこなかったということですがされてこなかったということですがされてこなかったということですが、、、、会派内会派内会派内会派内やややや委員会委員会委員会委員会ではではではでは

現在現在現在現在もももも行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。    

ごごごご意見意見意見意見のとおりのとおりのとおりのとおり、、、、市民市民市民市民にもわかるようにもわかるようにもわかるようにもわかるよう本会議本会議本会議本会議においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

要請要請要請要請をををを必要最小限必要最小限必要最小限必要最小限にとどめるものとすにとどめるものとすにとどめるものとすにとどめるものとす

るるるる。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

⑤⑤⑤⑤    まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり基本条例基本条例基本条例基本条例のののの策定策定策定策定にかかわってきましたがにかかわってきましたがにかかわってきましたがにかかわってきましたが、、、、議員議員議員議員によるによるによるによる

政策提案政策提案政策提案政策提案をををを除除除除いてしまったいてしまったいてしまったいてしまった。。。。第第第第２２２２項項項項についてについてについてについて評価評価評価評価したいしたいしたいしたい。。。。    

    

⑥⑥⑥⑥    議員議員議員議員のののの政策提案政策提案政策提案政策提案はははは年間年間年間年間いくらあるいくらあるいくらあるいくらあるかかかか。。。。    

    

    

⑦⑦⑦⑦    自由討議自由討議自由討議自由討議のののの必要性必要性必要性必要性があるがあるがあるがあるかかかか。。。。    

⑧⑧⑧⑧    「「「「合意形成合意形成合意形成合意形成」」」」についてについてについてについて削除削除削除削除するべきするべきするべきするべき。（。（。（。（第第第第１６１６１６１６条条条条とととと第第第第１７１７１７１７条条条条））））    

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの会派会派会派会派、、、、議員議員議員議員がががが有権者有権者有権者有権者へのへのへのへの公約公約公約公約をををを果果果果たすたすたすたす立場立場立場立場からからからから奮闘奮闘奮闘奮闘しししし

ているているているている議会議会議会議会にあってにあってにあってにあって、、、、会派会派会派会派、、、、議員間議員間議員間議員間のののの異異異異なるなるなるなる考考考考えのすりえのすりえのすりえのすり合合合合わせをしわせをしわせをしわせをし

てててて合意合意合意合意をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、主張主張主張主張にぶつけることにぶつけることにぶつけることにぶつけることをををを優先優先優先優先とするやりとするやりとするやりとするやり方方方方がががが、、、、議会議会議会議会

がががが目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき方向方向方向方向とはとはとはとは言言言言えないえないえないえない。。。。    

    もちろんもちろんもちろんもちろん、、、、国国国国へのへのへのへの意見書意見書意見書意見書提出提出提出提出などなどなどなど各会派間各会派間各会派間各会派間でででで立場立場立場立場のののの違違違違いをいをいをいを越越越越えてえてえてえて

大筋大筋大筋大筋でででで一致一致一致一致するするするする場合場合場合場合はあるはあるはあるはあるがががが、、、、議会議会議会議会のののの基本基本基本基本をををを定定定定めるめるめるめる条例条例条例条例でででで「「「「合意形合意形合意形合意形

成成成成をををを図図図図るるるる・・・・向向向向けけけけるるるる」」」」ことをことをことをことを議会審議議会審議議会審議議会審議のののの日常日常日常日常のののの基本方向基本方向基本方向基本方向としてとしてとしてとして規定規定規定規定すすすす

ることはることはることはることは別問題別問題別問題別問題。。。。    

    

⑨⑨⑨⑨    第第第第３３３３項項項項のののの「「「「とどめるとどめるとどめるとどめる」」」」をををを「「「「止止止止めるめるめるめる」」」」にににに変更変更変更変更すすすするべきるべきるべきるべき。。。。    

    

    

    

⑩⑩⑩⑩    第第第第３３３３項項項項のののの出席要請出席要請出席要請出席要請についてはについてはについてはについては「「「「必要最小限必要最小限必要最小限必要最小限」」」」でいいとでいいとでいいとでいいと思思思思うがうがうがうが「「「「必必必必

要要要要」」」」とつけてとつけてとつけてとつけて何何何何をををを強調強調強調強調しようとしているのかしようとしているのかしようとしているのかしようとしているのか理解理解理解理解できないできないできないできない。。。。    

議員同士議員同士議員同士議員同士のののの自由討議自由討議自由討議自由討議をををを行行行行おうとするものですおうとするものですおうとするものですおうとするものです。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤    議員議員議員議員によるによるによるによる政策提案政策提案政策提案政策提案ができるようができるようができるようができるよう努力努力努力努力いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    

    

⑥⑥⑥⑥    国国国国やややや県県県県にににに対対対対するするするする意見書意見書意見書意見書のののの提案提案提案提案はありましたがはありましたがはありましたがはありましたが、、、、政策政策政策政策にににに

関関関関するするするする提案提案提案提案はありませんでしたはありませんでしたはありませんでしたはありませんでした。。。。    

    

⑦⑦⑦⑦～～～～⑧⑧⑧⑧    

首長首長首長首長というというというという独任制独任制独任制独任制のののの機関機関機関機関のののの提案提案提案提案にににに対対対対しししし、、、、多様多様多様多様なななな意見意見意見意見をををを持持持持

つつつつ複数複数複数複数のののの議員議員議員議員でででで構成構成構成構成するするするする議会議会議会議会ではではではでは、、、、様様様様々々々々なななな観点観点観点観点からからからから議論議論議論議論をををを

戦戦戦戦わせるわせるわせるわせる自由討議自由討議自由討議自由討議をををを通通通通してしてしてして争点争点争点争点やややや論点論点論点論点をををを明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、提案提案提案提案

のののの妥当性妥当性妥当性妥当性ををををチェックチェックチェックチェックしししし、、、、議論議論議論議論をををを深深深深めためためためた結果結果結果結果としてとしてとしてとして統一統一統一統一したしたしたした

合意合意合意合意にににに至至至至ることができればることができればることができればることができれば、、、、それをそれをそれをそれを結論結論結論結論としとしとしとし、、、、合意合意合意合意にににに至至至至らららら

なければなければなければなければ多数決多数決多数決多数決によるによるによるによる判断判断判断判断をしていくをしていくをしていくをしていく。。。。合議体合議体合議体合議体であるであるであるである議会議会議会議会

であればこそできるであればこそできるであればこそできるであればこそできる役割役割役割役割とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

    

    

⑨⑨⑨⑨    法令法令法令法令をををを作成作成作成作成するするするする際際際際のののの漢字漢字漢字漢字のののの表記表記表記表記につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては「「「「常用常用常用常用

漢字表漢字表漢字表漢字表（（（（昭和昭和昭和昭和５６５６５６５６年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１日内閣告示第日内閣告示第日内閣告示第日内閣告示第１１１１号号号号）」）」）」）」にににに従従従従っっっっ

てててて表記表記表記表記していますしていますしていますしています。。。。    

    

⑩⑩⑩⑩    会議会議会議会議へのへのへのへの出席要請出席要請出席要請出席要請についてはについてはについてはについては、、、、これまでこれまでこれまでこれまで臨時会臨時会臨時会臨時会ではではではでは市市市市

長長長長とととと議案議案議案議案にににに関係関係関係関係するするするする執行機関執行機関執行機関執行機関のののの長長長長にのみにのみにのみにのみ要請要請要請要請していまししていまししていまししていまし



 23 

条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（議員全員協議会議員全員協議会議員全員協議会議員全員協議会））））    

第第第第１７１７１７１７条条条条    議長議長議長議長はははは、、、、議会議会議会議会としてのとしてのとしてのとしての共通認識共通認識共通認識共通認識

のののの醸成及醸成及醸成及醸成及びびびび合意形成合意形成合意形成合意形成をををを図図図図るためるためるためるため、、、、議員全議員全議員全議員全

員協議会員協議会員協議会員協議会をををを開催開催開催開催することができるものすることができるものすることができるものすることができるもの

とするとするとするとする。。。。    

    

    

    

    

    

    

⑪⑪⑪⑪    「「「「市長等市長等市長等市長等にににに対対対対するするするする会議会議会議会議へのへのへのへの出席要請出席要請出席要請出席要請をををを必要最小限必要最小限必要最小限必要最小限にとどめるにとどめるにとどめるにとどめる」」」」をををを

削除削除削除削除するべきするべきするべきするべき。。。。    

    市長市長市長市長へのへのへのへの提出提出提出提出するするするする議案議案議案議案のののの審議審議審議審議やややや、、、、行政行政行政行政のののの監視監視監視監視・・・・チェックチェックチェックチェック機能機能機能機能のののの仕仕仕仕

事事事事はははは、、、、議会議会議会議会のののの大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割でありでありでありであり、、、、こうしたこうしたこうしたこうした議会審議議会審議議会審議議会審議をををを進進進進めていくめていくめていくめていく上上上上

ではではではでは、、、、市長等市長等市長等市長等のののの議会議会議会議会へのへのへのへの出席出席出席出席をををを得得得得てててて、、、、執行機関側執行機関側執行機関側執行機関側のののの考考考考ええええ方方方方やややや姿勢姿勢姿勢姿勢をををを

ただすことはただすことはただすことはただすことは欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない。。。。議会相互間議会相互間議会相互間議会相互間のののの討議討議討議討議はははは否定否定否定否定するものではなするものではなするものではなするものではな

くくくく、、、、執行機関側執行機関側執行機関側執行機関側のののの出席出席出席出席をををを求求求求めずめずめずめず議会議会議会議会だけでだけでだけでだけで議論議論議論議論することもすることもすることもすることも必要必要必要必要なななな場場場場

合合合合もありますもありますもありますもあります。。。。だからといってだからといってだからといってだからといって、「、「、「、「必要最小限必要最小限必要最小限必要最小限にとどめるにとどめるにとどめるにとどめる」」」」というこというこというこというこ

とにはならないとにはならないとにはならないとにはならない。。。。    

    

⑫⑫⑫⑫    自由討議自由討議自由討議自由討議によるによるによるによる合意形成合意形成合意形成合意形成はははは市民市民市民市民とどういうふうにやるものとどういうふうにやるものとどういうふうにやるものとどういうふうにやるものかかかか。。。。    

    

    

    

第第第第１７１７１７１７条条条条    

①①①①    「「「「議会議会議会議会としてのとしてのとしてのとしての共通認識共通認識共通認識共通認識のののの醸成及醸成及醸成及醸成及びびびび合意形成合意形成合意形成合意形成をををを図図図図るためるためるためるため」」」」をををを「「「「課課課課

題題題題のののの情報情報情報情報をををを共有共有共有共有するためするためするためするため、、、、自由討議自由討議自由討議自由討議によるによるによるによる」」」」にににに変更変更変更変更するべきするべきするべきするべき。。。。    

②②②②    「「「「合意形成合意形成合意形成合意形成をををを図図図図るるるる」」」」はははは誤解誤解誤解誤解をををを招招招招くくくく。。。。    

    

    

    

たがたがたがたが、、、、定例会定例会定例会定例会ではではではでは市長市長市長市長をはじめをはじめをはじめをはじめ一律一律一律一律にににに執行機関執行機関執行機関執行機関のののの長長長長にににに要要要要

請請請請していしていしていしていましたましたましたました。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、定例会定例会定例会定例会においてもにおいてもにおいてもにおいても必要必要必要必要なななな審議審議審議審議

へのへのへのへの出席出席出席出席にににに限定限定限定限定しようとするものですしようとするものですしようとするものですしようとするものです。。。。    

    

⑪⑪⑪⑪    第第第第１１１１項項項項のことからのことからのことからのことから、、、、市長等市長等市長等市長等へのへのへのへの出席要請出席要請出席要請出席要請はははは必要最小限必要最小限必要最小限必要最小限

にしようとにしようとにしようとにしようと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

⑫⑫⑫⑫    ここではここではここではここでは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定定定定めていますめていますめていますめています。。。。    

市民市民市民市民にににに対対対対しましてはしましてはしましてはしましては、、、、議会報告会等議会報告会等議会報告会等議会報告会等でででで意見交換意見交換意見交換意見交換をいたをいたをいたをいた

しますしますしますします。。。。    

    

第第第第１７１７１７１７条条条条    

①①①①～～～～②②②②    

首長首長首長首長というというというという独任制独任制独任制独任制のののの機関機関機関機関のののの提提提提案案案案にににに対対対対しししし、、、、多様多様多様多様なななな意見意見意見意見をををを持持持持

つつつつ複数複数複数複数のののの議員議員議員議員でででで構成構成構成構成するするするする議会議会議会議会ではではではでは、、、、様様様様々々々々なななな観点観点観点観点からからからから議論議論議論議論をををを

戦戦戦戦わせるわせるわせるわせる自由討議自由討議自由討議自由討議をををを通通通通してしてしてして争点争点争点争点やややや論点論点論点論点をををを明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、提案提案提案提案

のののの妥当性妥当性妥当性妥当性ををををチェックチェックチェックチェックしししし、、、、議論議論議論議論をををを深深深深めためためためた結果結果結果結果としてとしてとしてとして統一統一統一統一したしたしたした

合意合意合意合意にににに至至至至ることができればることができればることができればることができれば、、、、それをそれをそれをそれを結論結論結論結論としとしとしとし、、、、合意合意合意合意にににに至至至至らららら
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（委員会委員会委員会委員会のののの適切運営適切運営適切運営適切運営））））    

第第第第１８１８１８１８条条条条    委員会委員会委員会委員会はははは、、、、社会社会社会社会、、、、経済情勢等経済情勢等経済情勢等経済情勢等にににに

よりよりよりより新新新新たにたにたにたに生生生生じるじるじるじる行政課題行政課題行政課題行政課題にににに適切適切適切適切かつかつかつかつ

迅速迅速迅速迅速にににに対応対応対応対応するためするためするためするため、、、、委員会委員会委員会委員会のののの調査研究調査研究調査研究調査研究

活動活動活動活動をををを充実強化充実強化充実強化充実強化するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

２２２２    委員会委員会委員会委員会はははは審査審査審査審査にににに当当当当たってたってたってたって、、、、市民市民市民市民にににに対対対対しししし

積極的積極的積極的積極的にににに情報公開情報公開情報公開情報公開をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、議員議員議員議員

及及及及びびびび市民市民市民市民がががが自由自由自由自由にににに情報及情報及情報及情報及びびびび意見意見意見意見をををを交換交換交換交換

するするするする場場場場をををを設設設設けるようけるようけるようけるよう努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

    

    

    

    

    

    

③③③③    説明説明説明説明にあにあにあにあるるるる本会議本会議本会議本会議やややや委員会委員会委員会委員会でででで「「「「話話話話しししし合合合合うううう方法方法方法方法についてもについてもについてもについても制約制約制約制約があがあがあがあ

りますりますりますります」」」」とはとはとはとは何何何何をををを意味意味意味意味するものするものするものするものかかかか。。。。議員全員協議会議員全員協議会議員全員協議会議員全員協議会のののの乱乱乱乱用用用用はははは厳厳厳厳にににに慎慎慎慎

むべきとむべきとむべきとむべきと考考考考ええええ、、、、本来本来本来本来のののの委員会中心主義委員会中心主義委員会中心主義委員会中心主義のののの強化強化強化強化をををを図図図図るべきるべきるべきるべき。。。。    

④④④④    第第第第１７１７１７１７条条条条のののの解説文解説文解説文解説文のののの「「「「話話話話しししし合合合合うううう方法方法方法方法についてもについてもについてもについても制約制約制約制約がありますがありますがありますがあります」」」」

のののの制約制約制約制約とはとはとはとは何何何何をををを意味意味意味意味するのかするのかするのかするのか。。。。議員議員議員議員全員全員全員全員協議会協議会協議会協議会のののの乱用乱用乱用乱用はははは厳厳厳厳にににに慎慎慎慎むべむべむべむべ

きものときものときものときものと考考考考ええええ、、、、本来本来本来本来のののの委員会中心主義委員会中心主義委員会中心主義委員会中心主義のののの強化強化強化強化をををを図図図図るべきであるるべきであるるべきであるるべきである。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤    公聴会公聴会公聴会公聴会、、、、参考人制度参考人制度参考人制度参考人制度のののの積極的積極的積極的積極的なななな活用活用活用活用のののの実績実績実績実績はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。    

    

    

第第第第１８１８１８１８条条条条    

①①①①    具体的具体的具体的具体的にどうしていくのかがはっきりにどうしていくのかがはっきりにどうしていくのかがはっきりにどうしていくのかがはっきり見見見見えないえないえないえない。。。。    

②②②②    委員会委員会委員会委員会はははは何何何何をさすのかをさすのかをさすのかをさすのか。。。。    

③③③③    第第第第２２２２項項項項のののの「「「「とともにとともにとともにとともに、、、、議員及議員及議員及議員及びびびび市民市民市民市民がががが自由自由自由自由にににに情報及情報及情報及情報及びびびび意見意見意見意見をををを交換交換交換交換

するするするする場場場場をををを設設設設けるようけるようけるようけるよう努努努努めるめるめるめる」」」」はははは削除削除削除削除するべきするべきするべきするべき。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

なければなければなければなければ多数決多数決多数決多数決によるによるによるによる判断判断判断判断をしていくをしていくをしていくをしていく。。。。合議体合議体合議体合議体であるであるであるである議会議会議会議会

であればこそできるであればこそできるであればこそできるであればこそできる役割役割役割役割とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

③③③③～～～～④④④④    

話話話話しししし合合合合うううう方法方法方法方法についてのについてのについてのについての制約制約制約制約はははは、、、、現行現行現行現行でででで自由討議自由討議自由討議自由討議のののの制度制度制度制度

がががが採用採用採用採用されていないことをされていないことをされていないことをされていないことを指指指指していますしていますしていますしています。。。。    

御意見御意見御意見御意見のとおりのとおりのとおりのとおり委員会委員会委員会委員会のののの適切適切適切適切なななな運営運営運営運営にににに努努努努めることとしめることとしめることとしめることとし、、、、

関係議案審議以外関係議案審議以外関係議案審議以外関係議案審議以外のののの、、、、議会議会議会議会としてのとしてのとしてのとしての共通認共通認共通認共通認識識識識のののの醸成及醸成及醸成及醸成及びびびび合合合合

意形成意形成意形成意形成をををを図図図図るためのるためのるためのるための会議会議会議会議とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤    公聴会公聴会公聴会公聴会のののの実績実績実績実績はありませんがはありませんがはありませんがはありませんが参考人制度参考人制度参考人制度参考人制度はははは、、、、各種陳情各種陳情各種陳情各種陳情

請願等請願等請願等請願等でででで活用活用活用活用していますしていますしていますしています。。。。    

    

第第第第１８１８１８１８条条条条    

①①①①～～～～③③③③    

陳情陳情陳情陳情、、、、請願請願請願請願のののの採択審査採択審査採択審査採択審査にとどまらずにとどまらずにとどまらずにとどまらず、、、、議会議会議会議会のののの専任機関専任機関専任機関専任機関とととと

してのしてのしてのしての運営運営運営運営にににに努努努努めめめめ、、、、所管事務調査所管事務調査所管事務調査所管事務調査をををを実施実施実施実施しししし、、、、行政監視行政監視行政監視行政監視をををを行行行行

うとともにうとともにうとともにうとともに政策立案政策立案政策立案政策立案、、、、政策提言政策提言政策提言政策提言をををを行行行行おうとするものですおうとするものですおうとするものですおうとするものです。。。。    

またまたまたまた、、、、委員会委員会委員会委員会はははは、、、、総務常任委員会総務常任委員会総務常任委員会総務常任委員会、、、、文教常任委員会文教常任委員会文教常任委員会文教常任委員会、、、、福福福福

祉常任委員会祉常任委員会祉常任委員会祉常任委員会、、、、産業建設常任委員会産業建設常任委員会産業建設常任委員会産業建設常任委員会、、、、議会運営委員会及議会運営委員会及議会運営委員会及議会運営委員会及びびびび

各特別委員会各特別委員会各特別委員会各特別委員会をををを指指指指していますしていますしていますしています。。。。    

議会内議会内議会内議会内のののの委員会審査委員会審査委員会審査委員会審査とととと合合合合わせわせわせわせ、、、、積極的積極的積極的積極的にににに市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞

きききき、、、、審査審査審査審査にににに反映反映反映反映しようしようしようしようとするものですとするものですとするものですとするものです。。。。    
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

第第第第５５５５章章章章    議会及議会及議会及議会及びびびび事務局事務局事務局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充実充実充実））））    

第第第第１９１９１９１９条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議員議員議員議員のののの政策形成及政策形成及政策形成及政策形成及びびびび立立立立

案能力案能力案能力案能力のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、議員研修議員研修議員研修議員研修のののの充充充充

実強化実強化実強化実強化にににに努努努努めるものとするめるものとするめるものとするめるものとする。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、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にににに当当当当たたたた

りりりり、、、、広広広広くくくく各分野各分野各分野各分野のののの専門家専門家専門家専門家、、、、市民各層等市民各層等市民各層等市民各層等とととと

のののの研修会研修会研修会研修会をををを開催開催開催開催することができるものすることができるものすることができるものすることができるもの

とすとすとすとするるるる。。。。    

    

    （（（（議員議員議員議員のののの調査研究活動調査研究活動調査研究活動調査研究活動））））    

第第第第２０２０２０２０条条条条    議員議員議員議員はははは、、、、政策立案政策立案政策立案政策立案、、、、政策提言等政策提言等政策提言等政策提言等

をををを行行行行うためうためうためうため、、、、調査及調査及調査及調査及びびびび研究研究研究研究にににに努努努努めなけれめなけれめなけれめなけれ

ばならないばならないばならないばならない。。。。    

２２２２    議員議員議員議員はははは、、、、前項前項前項前項のののの調査及調査及調査及調査及びびびび研究研究研究研究にににに資資資資するするするする

ためにためにためにために、、、、別別別別にににに条例条例条例条例でででで定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより

交付交付交付交付されるされるされるされる政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費をををを適正適正適正適正にににに執行執行執行執行しししし

なければならないなければならないなければならないなければならない。。。。    

３３３３    政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費はははは、、、、そのそのそのその透明性透明性透明性透明性をををを確保確保確保確保するするするする

ためためためため、、、、そのそのそのその使途使途使途使途をををを公開公開公開公開するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

    

    （（（（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））））    

第第第第２１２１２１２１条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、議員議員議員議員のののの政策形成及政策形成及政策形成及政策形成及びびびび立立立立

案能力案能力案能力案能力のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局のののの

調査及調査及調査及調査及びびびび法務機能法務機能法務機能法務機能のののの充実強化充実強化充実強化充実強化にににに努努努努めるめるめるめる

    

第第第第１９１９１９１９条条条条    

①①①①    削除削除削除削除するするするするべきべきべきべき。。。。海外海外海外海外やややや国内国内国内国内、、、、県内視察研修県内視察研修県内視察研修県内視察研修をををを補補補補償償償償するするするする条文条文条文条文になりになりになりになり

かねないかねないかねないかねない。。。。第第第第２０２０２０２０条条条条のののの研修研修研修研修やややや公開公開公開公開をををを義務義務義務義務づけられているづけられているづけられているづけられている調査費調査費調査費調査費のののの範範範範

囲囲囲囲でででで実施可能実施可能実施可能実施可能だだだだ。。。。    

    

②②②②    第第第第２２２２項項項項のののの研修会研修会研修会研修会についてはについてはについてはについては、、、、市政市政市政市政にしっかりにしっかりにしっかりにしっかり関心関心関心関心をもってもらうをもってもらうをもってもらうをもってもらう

ためためためため、、、、またまたまたまた、、、、広広広広くくくく市民市民市民市民にににに知知知知ってもらうためってもらうためってもらうためってもらうため、、、、土日土日土日土日もももも含含含含めためためためた開催検討開催検討開催検討開催検討

をしてほしいをしてほしいをしてほしいをしてほしい。。。。    

    

第第第第２０２０２０２０条条条条    

①①①①    調査研究活動調査研究活動調査研究活動調査研究活動のののの項目項目項目項目はははは、、、、新新新新しいしいしいしい何何何何かはあるかかはあるかかはあるかかはあるか。。。。現在現在現在現在とととと何何何何かかかか変変変変わるわるわるわる

ことがあることがあることがあることがあるかかかか。。。。    

    

②②②②    政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費のののの公開公開公開公開ををををホームページホームページホームページホームページでででで公開公開公開公開することになっているすることになっているすることになっているすることになっている

がががが、、、、議員全員議員全員議員全員議員全員ホームペーホームペーホームペーホームページジジジをををを持持持持っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。それともそれともそれともそれとも議会議会議会議会ののののホーホーホーホー

ムページムページムページムページでででで報告報告報告報告するのかするのかするのかするのか。。。。    

③③③③    政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費のののの告知方法告知方法告知方法告知方法はははは、、、、税金税金税金税金がどのよがどのよがどのよがどのようにうにうにうに使使使使われておわれておわれておわれておりりりり、、、、どのどのどのどの

ようなようなようなような無駄等無駄等無駄等無駄等があるのかがあるのかがあるのかがあるのか見見見見るためるためるためるため、、、、広報別刷広報別刷広報別刷広報別刷りでりでりでりで行行行行うべきうべきうべきうべき。。。。    

    

    

第第第第２１２１２１２１条条条条    

①①①①    議長議長議長議長にににに職員登用職員登用職員登用職員登用のののの権限権限権限権限をどうをどうをどうをどう位置位置位置位置づけるのかづけるのかづけるのかづけるのか。。。。またまたまたまた、、、、行政職員行政職員行政職員行政職員とととと

のののの研修研修研修研修のののの平等化平等化平等化平等化をどうするのかをどうするのかをどうするのかをどうするのか。。。。    

    

    

第第第第１９１９１９１９条条条条    

①①①①    全国全国全国全国のののの先進的事例先進的事例先進的事例先進的事例をををを視察研修視察研修視察研修視察研修しししし、、、、まちづくりにまちづくりにまちづくりにまちづくりに有益有益有益有益なもなもなもなも

のはのはのはのは、、、、政策立案政策立案政策立案政策立案によりによりによりにより市政市政市政市政にににに反映反映反映反映させようとするものですさせようとするものですさせようとするものですさせようとするものです。。。。    

    

    

②②②②    ごごごご提言提言提言提言としてとしてとしてとして承承承承りりりり、、、、検討検討検討検討してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

    

    

第第第第２０２０２０２０条条条条    

①①①①    議員議員議員議員はははは、、、、常常常常にににに社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢のののの動向動向動向動向をををを注視注視注視注視しししし、、、、調査研究活動調査研究活動調査研究活動調査研究活動

にににに努努努努めるものとめるものとめるものとめるものと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

②②②②～～～～③③③③    

政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費はははは、、、、政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費のののの使途基準使途基準使途基準使途基準のののの項目項目項目項目にににに沿沿沿沿ってってってって花花花花

巻市議会巻市議会巻市議会巻市議会ののののホームページホームページホームページホームページでででで公表公表公表公表することをすることをすることをすることを予定予定予定予定していましていましていましていま

すすすす。。。。なおなおなおなお、、、、詳細詳細詳細詳細につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局でででで閲覧閲覧閲覧閲覧できまできまできまできま

すすすす。。。。    

    

    

第第第第２１２１２１２１条条条条    

①①①①    市職員市職員市職員市職員としてのとしてのとしてのとしての研修研修研修研修のほかにのほかにのほかにのほかに、、、、議会事務議会事務議会事務議会事務局職員局職員局職員局職員としてとしてとしてとして

必要必要必要必要なななな研修研修研修研修をををを履修履修履修履修させることとしていますさせることとしていますさせることとしていますさせることとしています。。。。    
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

ものとするものとするものとするものとする。。。。    

２２２２    議長議長議長議長はははは、、、、前項前項前項前項のののの充実強化充実強化充実強化充実強化のためのためのためのため、、、、専門専門専門専門

的的的的なななな知識経験知識経験知識経験知識経験をををを有有有有するするするする職員職員職員職員のののの配置配置配置配置にににに努努努努

めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、職員職員職員職員のののの専門的能力専門的能力専門的能力専門的能力のののの養成養成養成養成

をををを行行行行うものとするうものとするうものとするうものとする。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（議会図書室議会図書室議会図書室議会図書室のののの設置設置設置設置・・・・公開公開公開公開））））    

第第第第２２２２２２２２条条条条    議会議会議会議会にににに、、、、議会図書室議会図書室議会図書室議会図書室をををを設置設置設置設置すすすす

るるるる。。。。    

２２２２    議会議会議会議会図書室図書室図書室図書室はははは、、、、議員議員議員議員のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、誰誰誰誰もももも

がこれをがこれをがこれをがこれを利用利用利用利用できるものとするできるものとするできるものとするできるものとする。。。。    

３３３３    議会議会議会議会はははは、、、、議員議員議員議員のののの政策形成及政策形成及政策形成及政策形成及びびびび立案能力立案能力立案能力立案能力

のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、図書図書図書図書のののの充実充実充実充実にににに努努努努めるめるめるめる

ものとするものとするものとするものとする。。。。    

    

    

    

②②②②    新年度新年度新年度新年度にににに予算化予算化予算化予算化されているのかされているのかされているのかされているのか。。。。    

    

③③③③    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でのでのでのでの職員職員職員職員とはとはとはとは市市市市のののの職員職員職員職員なのかなのかなのかなのか、、、、それともそれともそれともそれとも民民民民

間間間間もももも含含含含めるのかめるのかめるのかめるのか。。。。民間民間民間民間ののののエキスパートエキスパートエキスパートエキスパート、、、、スペシャリストスペシャリストスペシャリストスペシャリストのののの雇用雇用雇用雇用はははは考考考考

えていないのかえていないのかえていないのかえていないのか。。。。    

    

④④④④    法務組織法務組織法務組織法務組織のののの整備整備整備整備やややや事務局職員事務局職員事務局職員事務局職員のののの政策法務能力政策法務能力政策法務能力政策法務能力のののの向上等向上等向上等向上等をはかりをはかりをはかりをはかり、、、、条条条条

例例例例・・・・規則等規則等規則等規則等のののの自治立法自治立法自治立法自治立法のののの制定改廃制定改廃制定改廃制定改廃をををを体系的体系的体系的体系的にににに行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、法令等法令等法令等法令等のののの自自自自

主的主的主的主的なななな解釈解釈解釈解釈、、、、運用運用運用運用のためにのためにのためにのために調査研究調査研究調査研究調査研究をををを行行行行うことをうことをうことをうことを明明明明らかにするべきらかにするべきらかにするべきらかにするべき。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤    議会議会議会議会のののの活動活動活動活動ををををサポートサポートサポートサポートするするするする事務局体制事務局体制事務局体制事務局体制をををを充実充実充実充実させるさせるさせるさせる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。

議会独自議会独自議会独自議会独自にににに職員職員職員職員、、、、それもそれもそれもそれも庶務庶務庶務庶務ではなくではなくではなくではなく法律法律法律法律のののの専門家専門家専門家専門家をををを採用採用採用採用することすることすることすること

もももも必要必要必要必要だだだだ。。。。    

    

第第第第２２２２２２２２条条条条    

①①①①    図書購入図書購入図書購入図書購入についてについてについてについて監視監視監視監視やややや監査監査監査監査をををを入入入入れるべきだれるべきだれるべきだれるべきだ。。。。    

    

    

②②②②    議会図書室議会図書室議会図書室議会図書室のののの構想構想構想構想があるががあるががあるががあるが、、、、財政難財政難財政難財政難があるがあるがあるがあるしししし、、、、またまたまたまた、、、、行政行政行政行政とととと議会議会議会議会

はははは対等対等対等対等であるというであるというであるというであるという考考考考えからえからえからえから、、、、今今今今あるあるあるある行政資料室行政資料室行政資料室行政資料室とととと統合統合統合統合したしたしたした形形形形でででで議議議議

会図書室会図書室会図書室会図書室とととと運営運営運営運営するするするするのはどうのはどうのはどうのはどうかかかか。。。。    

③③③③    市市市市のののの図書館図書館図書館図書館にににに議会図書室議会図書室議会図書室議会図書室のののの機能機能機能機能をををを持持持持たせたたせたたせたたせたコーナーコーナーコーナーコーナーをををを設置設置設置設置するこするこするこするこ

とでとでとでとで十分十分十分十分とととと考考考考えることからえることからえることからえることから、、、、このこのこのこの条文条文条文条文はははは削除削除削除削除するべきするべきするべきするべき。。。。    

④④④④    財政難財政難財政難財政難といわれるといわれるといわれるといわれる時勢時勢時勢時勢であることからであることからであることからであることから、、、、条文条文条文条文にににに「「「「図書室設置図書室設置図書室設置図書室設置はははは、、、、

財政財政財政財政にににに考慮考慮考慮考慮したものとするしたものとするしたものとするしたものとする」」」」のののの文言文言文言文言をををを加加加加えたほうがいいえたほうがいいえたほうがいいえたほうがいい。。。。    

②②②②    現行現行現行現行のののの職員体制職員体制職員体制職員体制のなかでのなかでのなかでのなかで努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

③③③③現在現在現在現在のところのところのところのところ、、、、市市市市のののの職員職員職員職員でででで養成養成養成養成してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    

    

    

    

④④④④    市当局市当局市当局市当局のののの法務担当法務担当法務担当法務担当のののの協力協力協力協力もももも得得得得ながらながらながらながら、、、、ごごごご提言提言提言提言のとおりのとおりのとおりのとおり

努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

    

⑤⑤⑤⑤    ごごごご提言提言提言提言としてとしてとしてとして承承承承りましたりましたりましたりました。。。。    

    

    

    

第第第第２２２２２２２２条条条条    

①①①①    議会議会議会議会にににに必要必要必要必要なななな図書図書図書図書にににに限定限定限定限定してしてしてして購入購入購入購入しておりしておりしておりしており、、、、監査監査監査監査もももも実実実実

施施施施していますしていますしていますしています。。。。    

    

②②②②～～～～④④④④    

    議会図書室議会図書室議会図書室議会図書室はははは、、、、議員議員議員議員のののの政策形成政策形成政策形成政策形成やややや立案能力立案能力立案能力立案能力のののの向上向上向上向上をををを図図図図るるるる

ためにためにためにために設設設設けているものですけているものですけているものですけているものです。。。。今後今後今後今後はははは、、、、現在現在現在現在のののの図書室図書室図書室図書室のののの充実充実充実充実

をををを図図図図ることしていますることしていますることしていますることしています。。。。    

    

    

    



 27 

条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

第第第第６６６６章章章章    議員議員議員議員のののの定数定数定数定数、、、、報酬報酬報酬報酬、、、、政治倫理政治倫理政治倫理政治倫理    

（（（（議員定数議員定数議員定数議員定数））））    

第第第第２３２３２３２３条条条条    議員定数議員定数議員定数議員定数はははは、、、、別別別別にににに条例条例条例条例でででで定定定定めめめめ

るるるる。。。。    

２２２２    議員定数議員定数議員定数議員定数のののの条例改正条例改正条例改正条例改正にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、人人人人

口口口口、、、、面積面積面積面積、、、、財政力財政力財政力財政力、、、、事業課題及事業課題及事業課題及事業課題及びびびび将来将来将来将来のののの

予測予測予測予測とととと展望展望展望展望をををを十分十分十分十分にににに考慮考慮考慮考慮するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、

市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを参考参考参考参考としとしとしとし検討検討検討検討するものとするものとするものとするものと

するするするする。。。。    

３３３３    議員定数議員定数議員定数議員定数のののの条例改正議案条例改正議案条例改正議案条例改正議案はははは、、、、市民市民市民市民のののの直直直直

接請求接請求接請求接請求によるによるによるによる場合及場合及場合及場合及びびびび市長市長市長市長がががが提出提出提出提出するするするする

場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、明確明確明確明確なななな改正理由改正理由改正理由改正理由をををを付付付付してしてしてして委委委委

員会又員会又員会又員会又はははは議員議員議員議員がががが提出提出提出提出するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬））））    

第第第第２４２４２４２４条条条条    議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬はははは、、、、別別別別にににに条例条例条例条例でででで定定定定めめめめ

るるるる。。。。    

２２２２    議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬のののの条例改正条例改正条例改正条例改正にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、行行行行

    

第第第第２３２３２３２３条条条条    

①①①①    第第第第２２２２項項項項のののの条例改正条例改正条例改正条例改正につてにつてにつてにつて、、、、人口人口人口人口・・・・面積面積面積面積・・・・財政財政財政財政とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、人口人口人口人口９９９９万万万万

３３３３千人千人千人千人のののの北上市北上市北上市北上市ではではではでは上限上限上限上限３０３０３０３０人人人人でなくでなくでなくでなく２６２６２６２６人人人人としているとしているとしているとしているがががが、、、、北上市北上市北上市北上市

のののの倍倍倍倍のののの面積面積面積面積をををを持持持持つつつつ花巻市花巻市花巻市花巻市ではではではでは面積面積面積面積もももも考考考考慮慮慮慮していくというとらえかたしていくというとらえかたしていくというとらえかたしていくというとらえかた

でいいのでいいのでいいのでいいのかかかか。。。。    

    

②②②②    人口人口人口人口のののの動向動向動向動向をををを見据見据見据見据えたえたえたえた考考考考ええええ方方方方にしてほしいにしてほしいにしてほしいにしてほしい。。。。    

    

③③③③    第第第第３３３３項項項項のののの「「「「明確明確明確明確なななな」」」」はははは削除削除削除削除するべきするべきするべきするべき。。。。提案提案提案提案のののの際際際際にはにはにはには当然根拠当然根拠当然根拠当然根拠がががが示示示示

されるのでされるのでされるのでされるので不必要不必要不必要不必要。。。。    

    

    

    

④④④④    第第第第３３３３項項項項のののの改正案改正案改正案改正案のののの提出提出提出提出についてについてについてについて、、、、市民市民市民市民やややや委員会委員会委員会委員会、、、、議員議員議員議員がががが提出提出提出提出するするするする

ことはことはことはことは理解理解理解理解できるができるができるができるが、、、、市長市長市長市長のののの提出提出提出提出をををを認認認認めるめるめるめる必要必要必要必要はないはないはないはない。。。。二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制

のののの異議異議異議異議をををを正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解していないのではないかしていないのではないかしていないのではないかしていないのではないか。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤    報酬報酬報酬報酬とととと定数定数定数定数のののの関係関係関係関係についてはどのようにについてはどのようにについてはどのようにについてはどのように設定設定設定設定されているかされているかされているかされているか。。。。    

    

    

第第第第２４２４２４２４条条条条    

①①①①    報酬制報酬制報酬制報酬制からからからから日当制日当制日当制日当制にににに変更変更変更変更することはすることはすることはすることは検討検討検討検討されなかったのかされなかったのかされなかったのかされなかったのか。。。。    

②②②②    財政財政財政財政をををを勘案勘案勘案勘案してしてしてして報酬引報酬引報酬引報酬引きききき下下下下げるべきげるべきげるべきげるべき。。。。    

    

    

第第第第２３２３２３２３条条条条    

①①①①    面積面積面積面積もももも考慮考慮考慮考慮のののの要因要因要因要因としていますとしていますとしていますとしています。。。。    

    

    

    

    

②②②②    人口人口人口人口のののの動向動向動向動向やややや将来予測将来予測将来予測将来予測もももも考慮考慮考慮考慮することとしていますすることとしていますすることとしていますすることとしています。。。。    

    

③③③③    「「「「明確明確明確明確なななな」」」」はははは、、、、議員定数議員定数議員定数議員定数のようなのようなのようなのような市民市民市民市民にとってもにとってもにとってもにとっても重要重要重要重要

なななな事項事項事項事項についてについてについてについて、、、、第第第第２２２２項項項項にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして、、、、しっかりとししっかりとししっかりとししっかりとし

たたたた理由理由理由理由をををを付付付付しししし、、、、議会議会議会議会としてのとしてのとしてのとしての意思意思意思意思をををを明明明明らかにすることをらかにすることをらかにすることをらかにすることを

表表表表していますしていますしていますしています。。。。    

    

④④④④    市長側市長側市長側市長側のののの見地見地見地見地からからからから提案提案提案提案するするするする権利権利権利権利をををを認認認認めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと考考考考えてえてえてえて

いますいますいますいます。。。。    

    

    

⑤⑤⑤⑤    多多多多くのくのくのくの議論議論議論議論をしておりますがをしておりますがをしておりますがをしておりますが、、、、現行現行現行現行、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの条例条例条例条例

でででで規定規定規定規定していますしていますしていますしています。。。。    

    

第第第第２４２４２４２４条条条条    

①①①①～～～～②②②②    

議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬はははは、、、、今回今回今回今回のののの検討事項検討事項検討事項検討事項ではありませんでしたではありませんでしたではありませんでしたではありませんでした。。。。    

    今後今後今後今後のののの検討検討検討検討するするするする際際際際のののの参考参考参考参考とさせていただきまとさせていただきまとさせていただきまとさせていただきますすすす。。。。    
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

財政改革財政改革財政改革財政改革のののの視点視点視点視点だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、市政市政市政市政のののの現現現現

状及状及状及状及びびびび課題課題課題課題をををを十分十分十分十分にににに考慮考慮考慮考慮するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、

市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを参考参考参考参考としとしとしとし検討検討検討検討するものとするものとするものとするものと

するするするする。。。。    

３３３３    議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬のののの条例改正議案条例改正議案条例改正議案条例改正議案はははは、、、、市民市民市民市民のののの直直直直

接請求接請求接請求接請求によるによるによるによる場合及場合及場合及場合及びびびび市長市長市長市長がががが提提提提出出出出するするするする

場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、明確明確明確明確なななな改正理由改正理由改正理由改正理由をををを付付付付してしてしてして委委委委

員会又員会又員会又員会又はははは議員議員議員議員がががが提出提出提出提出するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

    

（（（（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    議員議員議員議員はははは、、、、市民市民市民市民のののの信託信託信託信託にこたえるにこたえるにこたえるにこたえる

ためためためため、、、、高高高高いいいい倫理的義務倫理的義務倫理的義務倫理的義務がががが課課課課せられているせられているせられているせられている

ことをことをことをことを自覚自覚自覚自覚しししし、、、、市民市民市民市民のののの代表代表代表代表としてとしてとしてとして良心良心良心良心とととと

責任感責任感責任感責任感をををを持持持持ってってってって議員議員議員議員のののの品位品位品位品位をををを保持保持保持保持しししし、、、、識識識識

見見見見をををを養養養養うよううよううよううよう努努努努めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、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にににに関関関関してしてしてして別別別別にににに

定定定定めるめるめるめる。。。。    

    

第第第第７７７７章章章章    議会議会議会議会のののの改革推進改革推進改革推進改革推進とととと見直見直見直見直しししし

手続手続手続手続    

    （（（（議会改革議会改革議会改革議会改革））））    

第第第第２６２６２６２６条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、市民市民市民市民のののの意思意思意思意思をををを市政市政市政市政にににに的的的的

確確確確にににに反映反映反映反映させるためさせるためさせるためさせるため、、、、議会改革議会改革議会改革議会改革にににに継続的継続的継続的継続的

にににに取取取取りりりり組組組組むものとするむものとするむものとするむものとする。。。。    

    

③③③③    第第第第３３３３項項項項のののの「「「「明確明確明確明確なななな」」」」はははは削除削除削除削除するべきするべきするべきするべき。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第２５２５２５２５条条条条    

①①①①    第第第第２２２２項項項項でででで別別別別にににに定定定定めるとしているがめるとしているがめるとしているがめるとしているが、、、、いついついついつ定定定定めるのめるのめるのめるのかかかか。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第２６２６２６２６条条条条    

①①①①    どのようにどのようにどのようにどのように改革改革改革改革していくのかしていくのかしていくのかしていくのか具体的具体的具体的具体的にににに聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。。。。    

    

    

②②②②    議会改革議会改革議会改革議会改革推進会議推進会議推進会議推進会議のののの設置設置設置設置をををを定定定定めているのはなぜかめているのはなぜかめているのはなぜかめているのはなぜか。。。。    

    

③③③③    「「「「明確明確明確明確なななな」」」」はははは、、、、議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬のようなのようなのようなのような重要重要重要重要なななな事項事項事項事項についてについてについてについて、、、、

第第第第２２２２項項項項にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして、、、、しっかりとしたしっかりとしたしっかりとしたしっかりとした理由理由理由理由をををを付付付付しししし、、、、議議議議

会会会会としてのとしてのとしてのとしての意思意思意思意思をををを明明明明らかにすることをらかにすることをらかにすることをらかにすることを表表表表していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

    

    

    

第第第第２５２５２５２５条条条条    

①①①①    今後検討今後検討今後検討今後検討しししし、、、、定定定定めることとしていますめることとしていますめることとしていますめることとしています。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

第第第第２６２６２６２６条条条条    

①①①①    議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議はははは原則公開原則公開原則公開原則公開していくこととしていましていくこととしていましていくこととしていましていくこととしていま

すすすす。。。。    

    

②②②②    議会議会議会議会としてとしてとしてとして継続的継続的継続的継続的なななな改革改革改革改革をををを進進進進めることとしていますめることとしていますめることとしていますめることとしています。。。。    
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、前項前項前項前項のののの議会改革議会改革議会改革議会改革にににに取取取取りりりり組組組組むたむたむたむた

めめめめ、、、、議員議員議員議員でででで構成構成構成構成するするするする議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議をををを

設置設置設置設置するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（見直見直見直見直しししし手続手続手続手続））））    

第第第第２７２７２７２７条条条条    議会議会議会議会はははは、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて、、、、このこのこのこの条条条条

例例例例のののの目的目的目的目的がががが達成達成達成達成されているかどうかをされているかどうかをされているかどうかをされているかどうかを

検証検証検証検証するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

２２２２    議会議会議会議会はははは、、、、前項前項前項前項のののの検証検証検証検証のののの結果結果結果結果、、、、議会関係議会関係議会関係議会関係

条例等条例等条例等条例等のののの改正改正改正改正がががが必要必要必要必要とととと認認認認められるめられるめられるめられる場合場合場合場合

はははは、、、、適切適切適切適切なななな措置措置措置措置をををを講講講講ずるものとするずるものとするずるものとするずるものとする。。。。    

    

③③③③    第第第第２６２６２６２６条条条条はははは必要必要必要必要ないないないない。。。。    

    

④④④④    「「「「市民市民市民市民のののの意思意思意思意思をををを市政市政市政市政にににに的確的確的確的確にににに反映反映反映反映させるためさせるためさせるためさせるため」」」」にどんなことをどにどんなことをどにどんなことをどにどんなことをど

のようにのようにのようにのように実施実施実施実施するするするする改革改革改革改革なのかなのかなのかなのか、、、、内容内容内容内容がががが不明不明不明不明。。。。第第第第２２２２条条条条でででで定義定義定義定義したほうしたほうしたほうしたほう

がいいがいいがいいがいい。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤    「「「「議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議」」」」のののの設置設置設置設置はははは、、、、本条例本条例本条例本条例のののの一番一番一番一番のののの特徴特徴特徴特徴点点点点。。。。ぜひぜひぜひぜひ要要要要

綱綱綱綱などをなどをなどをなどを定定定定めめめめ、、、、そのそのそのその運営全般運営全般運営全般運営全般についてについてについてについて明文化明文化明文化明文化すべきすべきすべきすべき。。。。またまたまたまた、、、、議会議会議会議会のののの

透明性透明性透明性透明性・・・・公平性公平性公平性公平性をををを確保確保確保確保するためにもするためにもするためにもするためにも構成員構成員構成員構成員にににに市民市民市民市民をををを加加加加えるべきえるべきえるべきえるべき。。。。    

⑥⑥⑥⑥    「「「「議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議」」」」にはにはにはには議員議員議員議員だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく外部委員外部委員外部委員外部委員・・・・公募委員公募委員公募委員公募委員もももも

入入入入れるべきれるべきれるべきれるべき。。。。    

    

⑦⑦⑦⑦    第第第第２６２６２６２６条条条条のののの議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議とととと現在条例制定現在条例制定現在条例制定現在条例制定をををを進進進進めているめているめているめている議会改議会改議会改議会改

革特別委員会革特別委員会革特別委員会革特別委員会はどのようにはどのようにはどのようにはどのように異異異異なるのかなるのかなるのかなるのか。。。。違違違違いがわからないいがわからないいがわからないいがわからない。。。。    

    

    

    

第第第第２７２７２７２７条条条条    

①①①①    「「「「常常常常にににに検証検証検証検証をををを行行行行っていくっていくっていくっていく」」」」とするとするとするとする不断不断不断不断のののの努力努力努力努力はははは評価評価評価評価するするするするがががが、、、、このこのこのこの

表現表現表現表現ににににはははは常常常常にににに検証検証検証検証しているというしているというしているというしているというポーズポーズポーズポーズ取取取取りにりにりにりに終終終終わるわるわるわる危危危危うさをはらうさをはらうさをはらうさをはら

んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。契機契機契機契機とすとすとすとするためにもるためにもるためにもるためにも、、、、最低限見直最低限見直最低限見直最低限見直しをするしをするしをするしをする時期時期時期時期をををを本条文本条文本条文本条文

にににに明記明記明記明記すべきすべきすべきすべき。。。。もしくはもしくはもしくはもしくは、、、、先述先述先述先述したしたしたした「「「「議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議」」」」のののの設置要設置要設置要設置要

項項項項にににに明記明記明記明記してしかるべきしてしかるべきしてしかるべきしてしかるべき。。。。    

    

③③③③    議会改革議会改革議会改革議会改革はははは必要必要必要必要とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

④④④④    改革改革改革改革のののの内容内容内容内容やややや具体的具体的具体的具体的なななな実施実施実施実施についてについてについてについて検討検討検討検討していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    

    

    

⑤⑤⑤⑤～～～～⑥⑥⑥⑥    

    議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議はははは、、、、常設常設常設常設のののの会議会議会議会議としとしとしとしてててて位置位置位置位置づけていくづけていくづけていくづけていく

こととしていますこととしていますこととしていますこととしています。。。。    

    またまたまたまた、、、、市民参加市民参加市民参加市民参加につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議のあのあのあのあ

りりりり方方方方とととと併併併併せましてせましてせましてせまして検討検討検討検討していきますしていきますしていきますしていきます。。。。    

    

⑦⑦⑦⑦    特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会はははは、、、、特定特定特定特定のののの事件事件事件事件がががが終了終了終了終了したしたしたした段階段階段階段階でででで消滅消滅消滅消滅するもするもするもするも

のですのですのですのです。。。。第第第第２６２６２６２６条条条条ではではではでは議会改革議会改革議会改革議会改革にににに継続的継続的継続的継続的にににに取取取取りりりり組組組組むこととむこととむこととむことと

していますのでしていますのでしていますのでしていますので、、、、議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議をををを常時設置常時設置常時設置常時設置することとすることとすることとすることと

してしてしてして、、、、議会改革議会改革議会改革議会改革にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ機関機関機関機関とととと位置位置位置位置づけていますづけていますづけていますづけています。。。。    

    

第第第第２７２７２７２７条条条条    

①①①①    常設常設常設常設のののの議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議議会改革推進会議でででで検証検証検証検証しししし、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様におにおにおにお知知知知

らせしらせしらせしらせしていくこととしていますていくこととしていますていくこととしていますていくこととしています。。。。    
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条条条条            例例例例    御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

            附附附附    則則則則    

    このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、平成平成平成平成○○○○○○○○年年年年○○○○○○○○月月月月○○○○○○○○日日日日かかかか

らららら施行施行施行施行するするするする。。。。    
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そのそのそのその他議会他議会他議会他議会にににに寄寄寄寄せられたせられたせられたせられた御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見とととと、、、、それにそれにそれにそれに対対対対するするするする議会改議会改議会改議会改革検討特別委員会革検討特別委員会革検討特別委員会革検討特別委員会のののの考考考考ええええ方方方方    

御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

１１１１    市長市長市長市長がががが発表発表発表発表したしたしたした「「「「合衆市構想合衆市構想合衆市構想合衆市構想」「」「」「」「地方政府地方政府地方政府地方政府」」」」等等等等というというというという理念理念理念理念がががが施策施策施策施策としてとしてとしてとして具体化具体化具体化具体化するするするするとととと、、、、議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例やややや議員定数議員定数議員定数議員定数

にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響があるのがあるのがあるのがあるのかかかか。。。。    

    

２２２２    条例条例条例条例をををを制定制定制定制定したしたしたした後後後後がががが大事大事大事大事。。。。空文化空文化空文化空文化しないようにしないようにしないようにしないように実効性実効性実効性実効性のののの担保担保担保担保をどうするのかををどうするのかををどうするのかををどうするのかを議論議論議論議論してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

    

    

３３３３    なぜもっとなぜもっとなぜもっとなぜもっと早早早早くからくからくからくから話話話話しししし合合合合いのいのいのいの場場場場をををを持持持持たなかったのたなかったのたなかったのたなかったのかかかか。。。。    

    

    

    

５５５５    条文条文条文条文にににに書書書書かれていることはかれていることはかれていることはかれていることは、、、、条例条例条例条例にうたわなくてもできることにうたわなくてもできることにうたわなくてもできることにうたわなくてもできること。。。。    

６６６６    どうしてどうしてどうしてどうして制定制定制定制定するのかがするのかがするのかがするのかがわからないわからないわからないわからない。。。。    

７７７７    まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり基本条例基本条例基本条例基本条例のののの第第第第５５５５条条条条のとおりにのとおりにのとおりにのとおりに活活活活動動動動するのであればするのであればするのであればするのであれば、、、、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はははは感感感感じられないじられないじられないじられない。。。。    

    

    

    

    

    

    

８８８８    これからのこれからのこれからのこれからの地方自治地方自治地方自治地方自治はははは議会議会議会議会がががが機関機関機関機関としてとしてとしてとして住民住民住民住民のののの意見意見意見意見をををを吸吸吸吸いいいい上上上上げげげげ運営運営運営運営するするするする時代時代時代時代となったとなったとなったとなった。。。。議会議会議会議会がががが主体的主体的主体的主体的、、、、積極的積極的積極的積極的

にににに住民住民住民住民とととと向向向向きききき合合合合いいいい住民意見住民意見住民意見住民意見をををを制度制度制度制度としてとしてとしてとして吸吸吸吸いいいい上上上上げるげるげるげる仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを構築構築構築構築しないとしないとしないとしないと市民市民市民市民のののの議会議会議会議会へのへのへのへの不満不信不満不信不満不信不満不信をををを増増増増すことにすことにすことにすことに

なるのではないかなるのではないかなるのではないかなるのではないか。。。。    

    

１１１１    特特特特にににに影響影響影響影響はないとはないとはないとはないと考考考考えますえますえますえます。。。。    

    

    

２２２２    第第第第２７２７２７２７条第条第条第条第２２２２項項項項でででで、、、、条例条例条例条例のののの目的目的目的目的がががが達成達成達成達成されているかをされているかをされているかをされているかを

検証検証検証検証することとしていますすることとしていますすることとしていますすることとしています。。。。    

    

４４４４    議会改革議会改革議会改革議会改革につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年９９９９月月月月にににに任意任意任意任意のののの委委委委

員会員会員会員会でありますでありますでありますであります議会改革検討委員会議会改革検討委員会議会改革検討委員会議会改革検討委員会をををを設置設置設置設置しししし検討検討検討検討するなするなするなするな

どどどど継続継続継続継続してしてしてして検討検討検討検討をををを続続続続けていましたけていましたけていましたけていました。。。。    

    

５５５５～～～～７７７７    

これまでこれまでこれまでこれまで行行行行ってきたもののってきたもののってきたもののってきたものの中中中中にはにはにはには、、、、慣例慣例慣例慣例やややや先例先例先例先例でででで行行行行ってってってって

いいいいるものもありまするものもありまするものもありまするものもあります。。。。そのそのそのその中中中中でででで重要重要重要重要でででで基本的基本的基本的基本的なことはなことはなことはなことは条文条文条文条文

化化化化しししし、、、、議員議員議員議員がががが入入入入れれれれ替替替替わってもわってもわってもわっても継続継続継続継続していくようにしていくようにしていくようにしていくように定定定定めましめましめましめまし

たたたた。。。。    

    またまたまたまた、、、、条文化条文化条文化条文化をすることよってをすることよってをすることよってをすることよって議員議員議員議員がががが認識認識認識認識することはもすることはもすることはもすることはも

ちろんですがちろんですがちろんですがちろんですが、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にににに議会議会議会議会のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をおをおをおをお知知知知らせするこらせするこらせするこらせするこ

とをねらいとしていますとをねらいとしていますとをねらいとしていますとをねらいとしています。。。。    

    

８８８８    御提言御提言御提言御提言につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、第第第第８８８８条第条第条第条第１１１１項項項項のののの説明責任説明責任説明責任説明責任をををを十十十十

分分分分にににに果果果果たすことたすことたすことたすこと、、、、第第第第９９９９条条条条のののの議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会でででで意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行うううう

ことことことこと、、、、第第第第１８１８１８１８条第条第条第条第２２２２項項項項のののの委員会委員会委員会委員会でででで行行行行うううう意見交換意見交換意見交換意見交換のののの場場場場をををを設設設設

けることなどけることなどけることなどけることなど定定定定めめめめ、、、、努努努努めることとしておりますめることとしておりますめることとしておりますめることとしております。。。。    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

９９９９    アドバルーンアドバルーンアドバルーンアドバルーンははははキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン期間中期間中期間中期間中だけにだけにだけにだけに終終終終わらないことをわらないことをわらないことをわらないことを望望望望むむむむ。。。。    

    

10101010    まずまずまずまず、「、「、「、「エレベーターエレベーターエレベーターエレベーター」」」」をつけたりをつけたりをつけたりをつけたり「「「「インターネットインターネットインターネットインターネット中継中継中継中継」」」」するのがするのがするのがするのが議会改革議会改革議会改革議会改革ではないことをではないことをではないことをではないことを確認確認確認確認しておくしておくしておくしておく。。。。

次次次次にににに議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬、、、、政務調査費等政務調査費等政務調査費等政務調査費等のののの費用費用費用費用、、、、議員定数等議員定数等議員定数等議員定数等もももも改改改改革革革革にににに関連関連関連関連するするするする項目項目項目項目であるがであるがであるがであるが、、、、これもこれもこれもこれも本丸本丸本丸本丸ではないではないではないではない。。。。何何何何よりよりよりより

もももも「「「「条例条例条例条例」」」」にににに会議会議会議会議されたされたされたされた議会議会議会議会のののの説明責任説明責任説明責任説明責任、、、、住民参加住民参加住民参加住民参加にににに対対対対するするするする具体的方法具体的方法具体的方法具体的方法をををを提案提案提案提案しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

    

11111111    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議論議論議論議論でででで「「「「気気気気をつけなければならないことをつけなければならないことをつけなければならないことをつけなければならないこと」」」」はははは、、、、条例条例条例条例はつくったはつくったはつくったはつくったがががが「「「「機能機能機能機能しないしないしないしない」「」「」「」「働働働働かないかないかないかない」」」」にににに

なりはしないかであるなりはしないかであるなりはしないかであるなりはしないかである。。。。それをそれをそれをそれを考考考考えながらえながらえながらえながら論議論議論議論議しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。条例案条例案条例案条例案をををを作文作文作文作文してしてしてして議会議会議会議会でででで決議決議決議決議をすればをすればをすればをすれば「「「「議議議議

会基本条例会基本条例会基本条例会基本条例」」」」ができたとができたとができたとができたと言言言言えるのかえるのかえるのかえるのか。「。「。「。「制定手順制定手順制定手順制定手順」」」」がががが重要重要重要重要でありでありでありであり、、、、いかにすればいかにすればいかにすればいかにすれば市民市民市民市民のののの心心心心にににに「「「「自分自分自分自分たちがつくったたちがつくったたちがつくったたちがつくった

最高条例最高条例最高条例最高条例なのだなのだなのだなのだ」」」」とのとのとのとの「「「「規範意識規範意識規範意識規範意識」」」」がががが伴伴伴伴わなければわなければわなければわなければ「「「「議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例」」」」とはとはとはとは言言言言えないのだがえないのだがえないのだがえないのだが、、、、条例案立案過程条例案立案過程条例案立案過程条例案立案過程におにおにおにお

いていていていて、、、、多数多数多数多数のののの住民住民住民住民のののの参加参加参加参加がががが図図図図られるとられるとられるとられると同時同時同時同時にににに、、、、充実充実充実充実したしたしたした議会議会議会議会でのでのでのでの審議審議審議審議がががが行行行行われているわれているわれているわれている様子様子様子様子もないもないもないもない。。。。    

12121212    拙速拙速拙速拙速にににに結論結論結論結論をををを出出出出すべきではないすべきではないすべきではないすべきではない。。。。慎重慎重慎重慎重にににに時間時間時間時間をかけてすすめてほしいをかけてすすめてほしいをかけてすすめてほしいをかけてすすめてほしい。。。。    

    

13131313    懇談会懇談会懇談会懇談会のののの中中中中でででで、、、、現在現在現在現在のののの議員議員議員議員のののの任期中任期中任期中任期中にににに制定制定制定制定したいというしたいというしたいというしたいという趣旨趣旨趣旨趣旨のののの発言発言発言発言があったががあったががあったががあったが、、、、そのそのそのその意図意図意図意図がががが理解理解理解理解できないのでできないのでできないのでできないので

説明願説明願説明願説明願いたいいたいいたいいたい。。。。    

14141414    次次次次のののの議員議員議員議員にににに託託託託してはどうしてはどうしてはどうしてはどうかかかか。。。。    

    

15151515    議会費議会費議会費議会費のののの新年度新年度新年度新年度のののの予算要求予算要求予算要求予算要求のののの内容内容内容内容はははは、、、、一連一連一連一連のののの議会改革議会改革議会改革議会改革にににに伴伴伴伴いどのようにいどのようにいどのようにいどのように反映反映反映反映されているのかされているのかされているのかされているのか説明願説明願説明願説明願いたいいたいいたいいたい。。。。    

    

    

16161616    特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会におけるにおけるにおけるにおける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内容内容内容内容についてのについてのについてのについての争点争点争点争点・・・・論点論点論点論点をををを提示提示提示提示せよせよせよせよ。。。。    

17171717    素案素案素案素案のののの特徴的特徴的特徴的特徴的なところやなところやなところやなところや論点争点論点争点論点争点論点争点になっているところはどこになっているところはどこになっているところはどこになっているところはどこかかかか。。。。    

    

    

    

９９９９    条例制定後条例制定後条例制定後条例制定後のののの遵守遵守遵守遵守にににに務務務務めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

10101010    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会においてにおいてにおいてにおいて実施実施実施実施ししししていくこととていくこととていくこととていくことと考考考考えていまえていまえていまえていま

すすすす。。。。    

    

    

11111111～～～～12121212    

    多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、慎重慎重慎重慎重にににに審議審議審議審議したしたしたした内容内容内容内容のものものものも

のとのとのとのと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

    

    

    

13131313～～～～14141414    

    本条例案本条例案本条例案本条例案はははは、、、、現在現在現在現在のののの在任在任在任在任のののの議員議員議員議員でででで取取取取りりりり組組組組んだものでありんだものでありんだものでありんだものであり、、、、

そのそのそのその責任責任責任責任としてとしてとしてとして任期中任期中任期中任期中のののの制定制定制定制定をををを目指目指目指目指したものですしたものですしたものですしたものです。。。。    

    

15151515    基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会やややや各種会議各種会議各種会議各種会議のののの位置位置位置位置づけがづけがづけがづけが明確明確明確明確

になるためにになるためにになるためにになるために要要要要するするするする費用弁償費用弁償費用弁償費用弁償などがありますなどがありますなどがありますなどがあります。。。。    

    

16161616～～～～17171717    

    会議会議会議会議のののの原則公開原則公開原則公開原則公開やややや自由討議自由討議自由討議自由討議、、、、合意形成合意形成合意形成合意形成などがなどがなどがなどが挙挙挙挙げられまげられまげられまげられま

すすすす。。。。    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

18181818    まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり基本条例基本条例基本条例基本条例のののの改正改正改正改正もももも視野視野視野視野にににに入入入入れているのかれているのかれているのかれているのか。。。。市長市長市長市長、、、、市職員市職員市職員市職員とのとのとのとの意見交換意見交換意見交換意見交換はははは実施実施実施実施したかしたかしたかしたか。。。。    

19191919    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制制制制定定定定にににに伴伴伴伴うううう、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり基本条例基本条例基本条例基本条例のののの改正改正改正改正はははは視野視野視野視野にににに入入入入っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。市議会市議会市議会市議会がががが修正可決修正可決修正可決修正可決したしたしたした同条同条同条同条

例例例例にににに既定既定既定既定されているされているされているされている関連条例関連条例関連条例関連条例であるであるであるである住民投票条例住民投票条例住民投票条例住民投票条例やややや市民参加条例市民参加条例市民参加条例市民参加条例のののの制定制定制定制定がまったくがまったくがまったくがまったく進進進進んでいないんでいないんでいないんでいない理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。    

    

    

20202020    立法指針立法指針立法指針立法指針（（（（立法化立法化立法化立法化、、、、条例化条例化条例化条例化のののの考考考考ええええ方方方方））））のののの規程規程規程規程がががが抽象抽象抽象抽象にににに過過過過ぎるのでぎるのでぎるのでぎるので「「「「前文前文前文前文」」」」についてについてについてについて、、、、熟考熟考熟考熟考していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。

前文前文前文前文にはにはにはには、、、、法令等法令等法令等法令等のののの制定制定制定制定のののの由来由来由来由来、、、、目的目的目的目的、、、、基本原則基本原則基本原則基本原則などがなどがなどがなどが述述述述べられべられべられべられ、、、、各条文各条文各条文各条文のののの解釈解釈解釈解釈のののの基準基準基準基準をををを示示示示すすすす意味意味意味意味をををを持持持持つものとつものとつものとつものと

されているされているされているされている。「。「。「。「条例制定条例制定条例制定条例制定のののの背景背景背景背景」「」「」「」「花巻市議会花巻市議会花巻市議会花巻市議会がががが目指目指目指目指すすすす議会議会議会議会のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿（（（（理念理念理念理念）」）」）」）」にににに関関関関するするするする説明説明説明説明はははは十分十分十分十分とはとはとはとは思思思思

えないえないえないえない。。。。市議会及市議会及市議会及市議会及びびびび議員議員議員議員がががが何何何何をををを基本理念基本理念基本理念基本理念（（（（目標目標目標目標））））としてとしてとしてとして市民自治市民自治市民自治市民自治のののの確立確立確立確立をををを目指目指目指目指すのかすのかすのかすのか、、、、がががが必必必必ずしもずしもずしもずしも明確明確明確明確にされてにされてにされてにされて

いるとはいえないのがいるとはいえないのがいるとはいえないのがいるとはいえないのが気気気気にかかるにかかるにかかるにかかる。。。。    

21212121    比比比比ゆかもしれないがゆかもしれないがゆかもしれないがゆかもしれないが、、、、このこのこのこの条例素案条例素案条例素案条例素案がががが「「「「最高規範最高規範最高規範最高規範」」」」ということならばということならばということならばということならば、、、、このこのこのこの条例案条例案条例案条例案のののの示示示示すすすす体制体制体制体制をををを通通通通じてのみじてのみじてのみじてのみ解解解解

決決決決できるできるできるできる市議会運営上市議会運営上市議会運営上市議会運営上のののの課題課題課題課題がががが山積山積山積山積みしているということなのだろうみしているということなのだろうみしているということなのだろうみしているということなのだろう。「。「。「。「最高規範最高規範最高規範最高規範」」」」のののの創出創出創出創出というというというという重大事重大事重大事重大事においにおいにおいにおい

てててて、、、、このこのこのこの条例以前条例以前条例以前条例以前のののの施策施策施策施策レベルレベルレベルレベルではではではでは解決解決解決解決のののの展望展望展望展望がないのだろうかというがないのだろうかというがないのだろうかというがないのだろうかという素朴素朴素朴素朴なななな疑問疑問疑問疑問もあるもあるもあるもある。。。。    

22222222    「「「「条例制定条例制定条例制定条例制定のののの背景背景背景背景」」」」はははは、、、、いわばいわばいわばいわば条例制定条例制定条例制定条例制定のののの根拠根拠根拠根拠をををを示示示示すものでありすものでありすものでありすものであり、、、、ゆえにゆえにゆえにゆえに多多多多くのくのくのくの人人人人々々々々をををを納得納得納得納得させうるさせうるさせうるさせうる効果効果効果効果をををを持持持持

つつつつ必要必要必要必要ががががあるあるあるある。。。。またまたまたまた、、、、それはそれはそれはそれは当然当然当然当然ながらながらながらながら、「、「、「、「花巻市議会花巻市議会花巻市議会花巻市議会がががが目指目指目指目指すすすす議会議会議会議会のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿（（（（理念理念理念理念）」）」）」）」につながるものでにつながるものでにつながるものでにつながるもので

ありありありあり、、、、そのそのそのその根拠根拠根拠根拠ともなってくるものであろうともなってくるものであろうともなってくるものであろうともなってくるものであろう。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、第第第第１１１１章以降章以降章以降章以降のののの個個個個々々々々のののの規程規程規程規程をををを貫貫貫貫くくくく根拠根拠根拠根拠となるものだからとなるものだからとなるものだからとなるものだから、、、、

よりよりよりより明確明確明確明確にわかりやすくにわかりやすくにわかりやすくにわかりやすく示示示示すすすす必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

23232323    制定改定制定改定制定改定制定改定におけるにおけるにおけるにおける４４４４課題課題課題課題についておについておについておについてお尋尋尋尋ねするねするねするねする。。。。①①①①素案素案素案素案はどのようにつくられたのかはどのようにつくられたのかはどのようにつくられたのかはどのようにつくられたのか、、、、②②②②現行制度現行制度現行制度現行制度のののの点検点検点検点検はどのはどのはどのはどの

ようにようにようにように行行行行われたのかわれたのかわれたのかわれたのか、、、、そのそのそのその結果結果結果結果はどのようなものかはどのようなものかはどのようなものかはどのようなものか、、、、③③③③市民参加市民参加市民参加市民参加、、、、職員参加職員参加職員参加職員参加、、、、首長参加首長参加首長参加首長参加、、、、議員参加議員参加議員参加議員参加はどのようにはどのようにはどのようにはどのように

行行行行われたのかわれたのかわれたのかわれたのか、、、、④④④④拙速拙速拙速拙速なななな条例制定条例制定条例制定条例制定をををを避避避避けるためけるためけるためけるため、、、、熟成期間熟成期間熟成期間熟成期間のののの確保確保確保確保はどのようにはどのようにはどのようにはどのように講講講講じらじらじらじられたのかれたのかれたのかれたのか。。。。    

24242424    市議会市議会市議会市議会のののの運営運営運営運営のののの「「「「基本原則基本原則基本原則基本原則」」」」とととと「「「「市民自治市民自治市民自治市民自治」、「」、「」、「」、「市政市政市政市政」」」」のののの関係性関係性関係性関係性にににに言及言及言及言及していないのでしていないのでしていないのでしていないので、、、、条文条文条文条文をををを読読読読んでいてすんでいてすんでいてすんでいてす

っきりせずっきりせずっきりせずっきりせず落落落落ちちちち着着着着きがきがきがきが悪悪悪悪いいいい。。。。参加参加参加参加とととと参画参画参画参画、、、、協働協働協働協働のののの定義定義定義定義もももも曖昧曖昧曖昧曖昧であるであるであるである。。。。    

25252525    ようやくようやくようやくようやく始始始始まったばかりのまったばかりのまったばかりのまったばかりの基本条例制定基本条例制定基本条例制定基本条例制定だけにだけにだけにだけに、、、、理論的理論的理論的理論的にもにもにもにも実践的実践的実践的実践的にもまだにもまだにもまだにもまだ蓄積蓄積蓄積蓄積がががが乏乏乏乏しいのがしいのがしいのがしいのが実態実態実態実態だがだがだがだが、、、、条例条例条例条例

制定前後制定前後制定前後制定前後でででで何何何何がががが変化変化変化変化するのかするのかするのかするのか、、、、現状現状現状現状にどんなにどんなにどんなにどんな問題問題問題問題があるのかわからないがあるのかわからないがあるのかわからないがあるのかわからない。。。。条例素案条例素案条例素案条例素案はははは、、、、中途半端中途半端中途半端中途半端なびほうなびほうなびほうなびほう策策策策にしにしにしにし

かかかか見見見見えないえないえないえない。。。。    

18181818～～～～19191919    

    まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり基本条例基本条例基本条例基本条例のののの改正改正改正改正のののの必要必要必要必要はないとはないとはないとはないと考考考考えていまえていまえていまえていま

すすすす。。。。市長等市長等市長等市長等とのとのとのとの協議協議協議協議はははは行行行行っていますしっていますしっていますしっていますし、、、、職員職員職員職員からもからもからもからも意見意見意見意見がががが

寄寄寄寄せられていますせられていますせられていますせられています。。。。    

    

20202020～～～～40404040    

花巻市議会花巻市議会花巻市議会花巻市議会ではではではでは議会改革議会改革議会改革議会改革をををを推進推進推進推進するためするためするためするため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

素案策定素案策定素案策定素案策定にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、以下以下以下以下のののの基本方針基本方針基本方針基本方針をををを定定定定めていますめていますめていますめています。。。。①①①①二二二二

元代表制元代表制元代表制元代表制のもとでのもとでのもとでのもとで長長長長にににに対対対対するするするする議会議会議会議会のののの監視機能監視機能監視機能監視機能はははは主要主要主要主要なななな役割役割役割役割

でありでありでありであり、、、、そのそのそのその機能強化機能強化機能強化機能強化をををを図図図図るるるる。。。。②②②②議員同士議員同士議員同士議員同士のののの自由討議自由討議自由討議自由討議によによによによ

るるるる合意形成合意形成合意形成合意形成、、、、委員会委員会委員会委員会のののの活性化活性化活性化活性化、、、、議員研修等議員研修等議員研修等議員研修等によるによるによるによるアクティアクティアクティアクティ

ブブブブなななな議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すすすす。。。。③③③③参考人参考人参考人参考人・・・・公聴会制度公聴会制度公聴会制度公聴会制度のののの活用活用活用活用やややや議会報議会報議会報議会報

告会告会告会告会などなどなどなど、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの多様多様多様多様なななな意見交換意見交換意見交換意見交換のののの場場場場をををを設設設設けるとけるとけるとけると共共共共にににに、、、、

情報情報情報情報をををを共有共有共有共有しししし協働協働協働協働するするするする議会議会議会議会をををを目指目指目指目指すすすす。。。。これらのこれらのこれらのこれらの策定方針策定方針策定方針策定方針にににに

従従従従いいいい基本条例基本条例基本条例基本条例にににに盛込盛込盛込盛込むべきむべきむべきむべき４１４１４１４１項目項目項目項目についてについてについてについて検討検討検討検討ししししたたたたものものものもの

ですですですです。。。。    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

26262626    新新新新しいしいしいしいルールルールルールルールづくりにはづくりにはづくりにはづくりには現行制度現行制度現行制度現行制度のののの検証検証検証検証とととと評価評価評価評価がががが不可欠不可欠不可欠不可欠だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、そのあたりがそのあたりがそのあたりがそのあたりが明確明確明確明確ではないではないではないではない。。。。各規定各規定各規定各規定がががが抽抽抽抽

象的象的象的象的でありでありでありであり、、、、具体性具体性具体性具体性にににに欠欠欠欠けけけけ、、、、条例制定条例制定条例制定条例制定そのものがそのものがそのものがそのものが目的目的目的目的にににに思思思思えるえるえるえる。。。。具体的手法具体的手法具体的手法具体的手法をををを取取取取りりりり込込込込んだんだんだんだ条例案条例案条例案条例案をををを作成作成作成作成すべきすべきすべきすべき。。。。

具体的具体的具体的具体的にににに何何何何がががが変変変変わるのかわるのかわるのかわるのか。。。。条例制定条例制定条例制定条例制定によりによりによりにより、、、、今今今今よりよりよりより市民自治市民自治市民自治市民自治がががが進進進進むとどうしてむとどうしてむとどうしてむとどうして考考考考えられるのかえられるのかえられるのかえられるのか理解理解理解理解できないできないできないできない。。。。    

27272727    先行市町先行市町先行市町先行市町のののの制定状況制定状況制定状況制定状況をををを見見見見るとるとるとると、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも１１１１年間年間年間年間、、、、足掛足掛足掛足掛けけけけ２２２２年年年年ぐらいのぐらいのぐらいのぐらいの制定準備期間制定準備期間制定準備期間制定準備期間をををを要要要要しているしているしているしている。。。。市議会市議会市議会市議会のののの

場合場合場合場合、、、、昨年昨年昨年昨年のののの１２１２１２１２月月月月にににに特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会をををを設設設設けたけたけたけた後後後後、、、、わずかわずかわずかわずか数数数数カカカカ月月月月でででで３３３３月議会月議会月議会月議会でのでのでのでの提案提案提案提案をををを考考考考えているようだがえているようだがえているようだがえているようだが、、、、市民間市民間市民間市民間

合意合意合意合意がまだがまだがまだがまだ不十分不十分不十分不十分なななな現状現状現状現状でででで、、、、なぜそんなになぜそんなになぜそんなになぜそんなに急急急急がなければならないのかがなければならないのかがなければならないのかがなければならないのか？？？？このままではこのままではこのままではこのままでは、、、、評判倒評判倒評判倒評判倒れでれでれでれで有名無実有名無実有名無実有名無実してしてしてして

いるいるいるいる「「「「小小小小さなさなさなさな市役所市役所市役所市役所構想構想構想構想」「」「」「」「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり基本条例基本条例基本条例基本条例」」」」のののの二二二二のののの舞舞舞舞となるとなるとなるとなる。。。。よってよってよってよって本条例案本条例案本条例案本条例案はははは、、、、３３３３月市議会月市議会月市議会月市議会へのへのへのへの議案議案議案議案とととと

してのしてのしてのしての提出提出提出提出をををを既定既定既定既定のののの方針方針方針方針とするべきではないととするべきではないととするべきではないととするべきではないと考考考考えるえるえるえる。。。。条例条例条例条例そのもののそのもののそのもののそのものの必要性必要性必要性必要性をををを含含含含めめめめ、、、、大多数大多数大多数大多数のののの市民市民市民市民のののの広広広広いいいい議論議論議論議論

によるによるによるによる１１１１からのからのからのからの出直出直出直出直しもしもしもしも選択肢選択肢選択肢選択肢からからからから外外外外すべきではないとすべきではないとすべきではないとすべきではないと考考考考えるえるえるえる。。。。条例条例条例条例のののの制定趣旨制定趣旨制定趣旨制定趣旨からもからもからもからも、、、、なぜにこのようになぜにこのようになぜにこのようになぜにこのように拙速拙速拙速拙速

にににに急急急急ぐのかぐのかぐのかぐのか理解理解理解理解にににに苦苦苦苦しむしむしむしむ。。。。    

28282828    条例制定条例制定条例制定条例制定そのものはそのものはそのものはそのものは悪悪悪悪いことではないいことではないいことではないいことではない。。。。しかししかししかししかし、「、「、「、「なぜなぜなぜなぜ必要必要必要必要なのかなのかなのかなのか」「」「」「」「どこにどこにどこにどこに問題問題問題問題があるのかがあるのかがあるのかがあるのか」」」」このこのこのこの議論議論議論議論がががが不不不不

足足足足。。。。なおかつなおかつなおかつなおかつ、、、、市民不在市民不在市民不在市民不在のののの検討過程検討過程検討過程検討過程はははは問題問題問題問題であるであるであるである。。。。とりわけとりわけとりわけとりわけ、、、、市民市民市民市民がどうがどうがどうがどう感感感感じじじじ、、、、考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか、、、、問題点問題点問題点問題点をををを整理整理整理整理

するするするする視点視点視点視点がががが必要必要必要必要。。。。    

29292929    誰誰誰誰のためののためののためののための議会改革議会改革議会改革議会改革かかかか？？？？何何何何のためののためののためののための改革改革改革改革かかかか？？？？策定策定策定策定のののの背景背景背景背景とととと動機動機動機動機はははは？？？？これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取取取取りりりり組組組組みやみやみやみや改革改革改革改革をををを必要必要必要必要とするとするとするとする市市市市

議会議会議会議会のののの直面直面直面直面するするするする課題課題課題課題はははは何何何何かかかか？？？？といったといったといったといった、、、、本質的本質的本質的本質的、、、、根源的根源的根源的根源的なななな問問問問いかけがなされたいかけがなされたいかけがなされたいかけがなされた形跡形跡形跡形跡がががが見見見見られないられないられないられない。。。。    

30303030    個別個別個別個別のののの条文条文条文条文へのへのへのへの評価以前評価以前評価以前評価以前にににに、、、、このこのこのこの策定事業策定事業策定事業策定事業そのものにそのものにそのものにそのものに無理無理無理無理ががががああああるるるる。。。。３３３３月議会月議会月議会月議会へのへのへのへの上程上程上程上程をををを既定既定既定既定のののの方針方針方針方針としたとしたとしたとした条例条例条例条例

案策定案策定案策定案策定はははは拙速拙速拙速拙速とととと危惧危惧危惧危惧されるされるされるされる。。。。今回今回今回今回のののの方針方針方針方針をををを打打打打ちちちち出出出出したしたしたした議長並議長並議長並議長並びにびにびにびに特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会のののの関係者関係者関係者関係者にとってはにとってはにとってはにとっては十二分十二分十二分十二分にににに議議議議をつをつをつをつ

くしたとのくしたとのくしたとのくしたとの判断判断判断判断なのだろうかなのだろうかなのだろうかなのだろうか。。。。しかししかししかししかし、、、、全花巻市民全花巻市民全花巻市民全花巻市民のどののどののどののどの程度程度程度程度がががが、、、、手続手続手続手続きききき的的的的にもにもにもにも内容的内容的内容的内容的にもにもにもにも十分十分十分十分とはいいとはいいとはいいとはいい難難難難いこいこいこいこ

のののの条例案条例案条例案条例案をををを自己自己自己自己のののの問題問題問題問題としてとしてとしてとして検討検討検討検討するするするする余裕余裕余裕余裕があったかがあったかがあったかがあったか、、、、策定策定策定策定そのものをそのものをそのものをそのものを切実切実切実切実にににに必要必要必要必要とととと感感感感じているのかをじているのかをじているのかをじているのかを考考考考えるとえるとえるとえると、、、、

ジェットコースタージェットコースタージェットコースタージェットコースターのようなのようなのようなのようなスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールによるによるによるによる策定継続策定継続策定継続策定継続がががが必必必必ずしもずしもずしもずしも正正正正しいしいしいしい判断判断判断判断とはとはとはとは考考考考えられないえられないえられないえられない。。。。    

31313131    基本条例基本条例基本条例基本条例にはにはにはには３３３３つのつのつのつの切切切切りりりり口口口口があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。一一一一つつつつ目目目目はははは「「「「なぜなぜなぜなぜ必要必要必要必要かかかか」」」」ということということということということ。。。。二二二二つつつつ目目目目はははは「「「「なぜなぜなぜなぜ今今今今、、、、つくらなつくらなつくらなつくらな

ければならないのかければならないのかければならないのかければならないのか」」」」ということということということということ。。。。三三三三つつつつ目目目目はははは「「「「どうしてどうしてどうしてどうして基本条例基本条例基本条例基本条例なのかなのかなのかなのか」」」」ということだということだということだということだ。「。「。「。「なぜなぜなぜなぜ必要必要必要必要かかかか」」」」についてについてについてについて

はははは基本条例基本条例基本条例基本条例がないとがないとがないとがないと課題解決課題解決課題解決課題解決できないというできないというできないというできないというニーズニーズニーズニーズがががが本来本来本来本来はあるはずだはあるはずだはあるはずだはあるはずだ。。。。    

32323232    議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例をををを制定制定制定制定するまでにはするまでにはするまでにはするまでには、、、、最最最最低低低低２２２２年年年年はははは要要要要するのではないだろうかするのではないだろうかするのではないだろうかするのではないだろうか。。。。なぜならなぜならなぜならなぜなら、、、、基本条例基本条例基本条例基本条例にににに含含含含まれるまれるまれるまれる基基基基

幹的幹的幹的幹的なななな事項事項事項事項についてについてについてについて、、、、少少少少なくてもそのなくてもそのなくてもそのなくてもその半分半分半分半分くらいはくらいはくらいはくらいは条例条例条例条例のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にそってにそってにそってにそって個別個別個別個別のののの改革改革改革改革をををを先行先行先行先行していなければしていなければしていなければしていなければ、、、、基本基本基本基本
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

条例条例条例条例をををを制定制定制定制定してもしてもしてもしても、、、、具体性具体性具体性具体性のないのないのないのない理念条例理念条例理念条例理念条例あるいはあるいはあるいはあるいは作文条例作文条例作文条例作文条例になってしまうからであるになってしまうからであるになってしまうからであるになってしまうからである。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、議会内部議会内部議会内部議会内部

でのでのでのでの個別改革個別改革個別改革個別改革をををを猛烈猛烈猛烈猛烈にににに進進進進めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。    

33333333    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制定制定制定制定はははは、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも誰誰誰誰がががが必要必要必要必要としているのかとしているのかとしているのかとしているのか。。。。市民参加市民参加市民参加市民参加などとなどとなどとなどと調子調子調子調子のいいことをのいいことをのいいことをのいいことを並並並並べべべべ立立立立てているてているてているてている

がががが、、、、今今今今までまでまでまで何何何何をををを実施実施実施実施してきたのかしてきたのかしてきたのかしてきたのか、、、、なぜなぜなぜなぜ議会改革議会改革議会改革議会改革もももも市民市民市民市民とととと一緒一緒一緒一緒ににににスタートスタートスタートスタートしないのかしないのかしないのかしないのか。。。。    

34343434    条例条例条例条例はははは議会議会議会議会のたのたのたのためなのかめなのかめなのかめなのか、、、、市民市民市民市民のののの立場立場立場立場にににに立立立立っているのかをっているのかをっているのかをっているのかを明確明確明確明確にするべきにするべきにするべきにするべき。。。。    

35353535    条例条例条例条例をををを制定制定制定制定することですることですることですることで何何何何がががが変変変変わわわわるるるるかかかか。。。。    

36363636    このこのこのこの条例条例条例条例がががが制定制定制定制定されればされればされればされれば民意民意民意民意がががが反映反映反映反映されるようになるのかされるようになるのかされるようになるのかされるようになるのか。。。。それともそれともそれともそれとも市長市長市長市長がががが決決決決めたことだからというめたことだからというめたことだからというめたことだからという姿勢姿勢姿勢姿勢なのなのなのなの

かかかか。。。。    

37373737    新新新新しいしいしいしいルールルールルールルールをつくるにはをつくるにはをつくるにはをつくるには現行制度現行制度現行制度現行制度のののの検証検証検証検証がががが不可欠不可欠不可欠不可欠だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのその経過経過経過経過がががが明確明確明確明確でないでないでないでない。。。。    

28282828    条例素案条例素案条例素案条例素案はどのようにつくっはどのようにつくっはどのようにつくっはどのようにつくったかたかたかたか。。。。    

39393939    議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例はははは合併当初合併当初合併当初合併当初はなかったとのことだがはなかったとのことだがはなかったとのことだがはなかったとのことだが、、、、つくるにつくるにつくるにつくるに当当当当たりたりたりたり基礎基礎基礎基礎にしたにしたにしたにした条文条文条文条文はあるのはあるのはあるのはあるのかかかか。。。。    

40404040    条例条例条例条例をををを提案提案提案提案するまでのするまでのするまでのするまでの過程過程過程過程をををを知知知知りたいりたいりたいりたい。。。。    

    

41414141    本本本本条条条条例例例例のののの制定制定制定制定にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、新新新新たたたたにににに制定制定制定制定されるされるされるされる条例条例条例条例、、、、規則規則規則規則、、、、規規規規程程程程等等等等はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、すでにすでにすでにすでに制定制定制定制定されているものにされているものにされているものにされているものに

ついてもついてもついてもついても、、、、本条例本条例本条例本条例にににに基基基基づくづくづくづく体系化体系化体系化体系化のののの観点観点観点観点からからからから、、、、不整合等不整合等不整合等不整合等がががが生生生生じないようじないようじないようじないよう十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮するするするする必要必要必要必要があるががあるががあるががあるが、、、、そのそのそのその政策法政策法政策法政策法

務的務的務的務的なななな作業作業作業作業にまったくにまったくにまったくにまったく着手着手着手着手されていないことにされていないことにされていないことにされていないことに唖然唖然唖然唖然とするとするとするとする。。。。大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫なのだろうかなのだろうかなのだろうかなのだろうか？？？？しっかりしてほしいしっかりしてほしいしっかりしてほしいしっかりしてほしい。。。。    

42424242    基本条例基本条例基本条例基本条例がらみのがらみのがらみのがらみの関係条例関係条例関係条例関係条例（（（（委員会条例等委員会条例等委員会条例等委員会条例等）、）、）、）、会議規則会議規則会議規則会議規則やややや規程等規程等規程等規程等のののの改正改正改正改正、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは整備整備整備整備についてすでにについてすでにについてすでにについてすでに着手着手着手着手してしてしてして

いるかいるかいるかいるか。。。。そのそのそのその進進進進ちょくちょくちょくちょく状況状況状況状況はははは？？？？    

43434343    条例条例条例条例をををを制定制定制定制定してしてしてして実際実際実際実際にににに運用運用運用運用するにするにするにするに当当当当たってたってたってたって、、、、細細細細かいかいかいかい規則規則規則規則やややや規程規程規程規程をををを条例条例条例条例とととと同時同時同時同時につくっていくにつくっていくにつくっていくにつくっていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

    

44444444    前前前前文文文文でいうでいうでいうでいう「「「「信託信託信託信託」」」」とはとはとはとは、、、、市民市民市民市民のののの総体総体総体総体がががが、、、、暮暮暮暮らしやすいまちをつくるためのらしやすいまちをつくるためのらしやすいまちをつくるためのらしやすいまちをつくるための活動活動活動活動すべてをすべてをすべてをすべてを自自自自らららら行行行行うのではなくうのではなくうのではなくうのではなく、、、、

そのそのそのその一部一部一部一部（（（（市政市政市政市政））））をををを議会議会議会議会やややや市長市長市長市長をををを信頼信頼信頼信頼してしてしてして託託託託しているということをしているということをしているということをしているということを表表表表すものとすものとすものとすものと考考考考えるえるえるえる。。。。このこのこのこの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方にににに立立立立

ちちちち、、、、議会議会議会議会やややや市長市長市長市長はそのはそのはそのはその負託負託負託負託にににに答答答答えてえてえてえて市政市政市政市政をををを運営運営運営運営するというするというするというするという市民市民市民市民とのとのとのとの関係性関係性関係性関係性をををを強調強調強調強調するべきであるするべきであるするべきであるするべきである。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

41414141～～～～43434343    

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関連関連関連関連するそのほかのするそのほかのするそのほかのするそのほかの条例条例条例条例、、、、規則規則規則規則、、、、規程等規程等規程等規程等

についてもについてもについてもについても準拠準拠準拠準拠してしてしてして改正改正改正改正のののの予定予定予定予定をしていますをしていますをしていますをしています。。。。    

    

    

    

    

44444444    ごごごご提言提言提言提言のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに沿沿沿沿ってってってって前文前文前文前文にににに謳謳謳謳っていますっていますっていますっています。。。。    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

45454545    選挙選挙選挙選挙はははは信頼委託契約信頼委託契約信頼委託契約信頼委託契約であってであってであってであって白紙委任白紙委任白紙委任白紙委任ではないではないではないではない。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、首長首長首長首長・・・・議会議会議会議会がががが信託信託信託信託にににに背反背反背反背反したときにはしたときにはしたときにはしたときには「「「「市民市民市民市民のののの

信託解除権信託解除権信託解除権信託解除権」」」」のののの発動発動発動発動となるとなるとなるとなる。。。。すなわちすなわちすなわちすなわち「「「「解職請求解職請求解職請求解職請求」」」」とととと「「「「選挙選挙選挙選挙」」」」であるであるであるである。。。。これがこれがこれがこれが「「「「市民自治市民自治市民自治市民自治のののの論理論理論理論理」」」」だだだだ。。。。ところがところがところがところが

議員議員議員議員もももも当選当選当選当選したしたしたした後後後後はははは「「「「白紙委任白紙委任白紙委任白紙委任」」」」されたかのようにされたかのようにされたかのようにされたかのように行動行動行動行動してしてしてして有権者有権者有権者有権者へのへのへのへの議会報告議会報告議会報告議会報告はははは皆無皆無皆無皆無。。。。重大重大重大重大なことがなことがなことがなことが「「「「市民市民市民市民のののの

知知知知らないところらないところらないところらないところ」」」」でででで決決決決まっていくまっていくまっていくまっていく。。。。これではこれではこれではこれでは議会改革議会改革議会改革議会改革ははははポーズポーズポーズポーズにしかならないにしかならないにしかならないにしかならない。。。。    

    

46464646    第第第第１１１１条条条条のののの議会議会議会議会のいうのいうのいうのいう民意民意民意民意のののの反映反映反映反映とはとはとはとは、、、、情報公開情報公開情報公開情報公開とはとはとはとは何何何何をををを意味意味意味意味するのかするのかするのかするのか。。。。大事大事大事大事なななな言葉言葉言葉言葉、、、、キーワードキーワードキーワードキーワードのののの定義定義定義定義づけがづけがづけがづけが

いいいいいいいい加減加減加減加減であるであるであるである。。。。    

    

47474747    あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる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おいてにおいてにおいてにおいて基本理念基本理念基本理念基本理念ないしないしないしないし基本原則基本原則基本原則基本原則とされているとされているとされているとされている「「「「市民参加市民参加市民参加市民参加」」」」とととと「「「「情報共有情報共有情報共有情報共有」」」」をををを花巻市花巻市花巻市花巻市のののの

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おいてもにおいてもにおいてもにおいても骨格骨格骨格骨格にすえることはにすえることはにすえることはにすえることは当然当然当然当然であるがであるがであるがであるが、、、、そうしたそうしたそうしたそうした市民市民市民市民とのとのとのとの合意形成合意形成合意形成合意形成にににに向向向向けたけたけたけた具体的具体的具体的具体的なななな仕組仕組仕組仕組みみみみ

をををを要所要所要所要所・・・・要点要点要点要点にににに位置位置位置位置づけるづけるづけるづける規定規定規定規定をををを整備整備整備整備するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。情報共有情報共有情報共有情報共有とはとはとはとは、、、、市民市民市民市民とととと市議会市議会市議会市議会がががが同量同量同量同量のののの情報情報情報情報をををを持持持持つことだつことだつことだつことだ

がががが、、、、市議会市議会市議会市議会がががが積極的積極的積極的積極的にににに提供提供提供提供しなければしなければしなければしなければ難難難難しいしいしいしい。。。。    

48484848    内容的内容的内容的内容的にはにはにはには、、、、議会議会議会議会やややや議員議員議員議員のののの役割役割役割役割をををを抽象的抽象的抽象的抽象的にににに規定規定規定規定するにとどまるばかりでするにとどまるばかりでするにとどまるばかりでするにとどまるばかりで、、、、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がががが曖昧曖昧曖昧曖昧なままにななままにななままにななままにな

っているところがっているところがっているところがっているところが極極極極めてめてめてめて気気気気がかりだがかりだがかりだがかりだ。。。。そのことはそのことはそのことはそのことは、、、、議会議会議会議会がががが住民住民住民住民のののの意見意見意見意見をををを十分十分十分十分にににに汲汲汲汲みみみみ取取取取りきれていないというりきれていないというりきれていないというりきれていないという実態実態実態実態

のののの反映反映反映反映ともともともとも理解理解理解理解できるのではないかできるのではないかできるのではないかできるのではないか。。。。    

49494949    議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例でででで一番求一番求一番求一番求められるものはめられるものはめられるものはめられるものは、、、、議会議会議会議会へのへのへのへの住民参加住民参加住民参加住民参加のののの仕組仕組仕組仕組みであるみであるみであるみである。。。。議会議会議会議会がががが意思決定意思決定意思決定意思決定をするときはをするときはをするときはをするときは、、、、必必必必

ずずずず住民参加住民参加住民参加住民参加をををを行行行行うううう仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを定定定定めるのがめるのがめるのがめるのが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核心核心核心核心だだからここがだだからここがだだからここがだだからここが抜抜抜抜けているのはけているのはけているのはけているのはニセモノニセモノニセモノニセモノではないかとではないかとではないかとではないかと

いういういういう話話話話になっているわけであるになっているわけであるになっているわけであるになっているわけである。。。。もうもうもうもう少少少少しししし具体的具体的具体的具体的にににに説明説明説明説明するとするとするとすると、「、「、「、「市民市民市民市民のののの参加参加参加参加」」」」とととと「「「「情報公開情報公開情報公開情報公開」」」」のののの強化強化強化強化がががが条例条例条例条例にににに

明記明記明記明記されていないものはされていないものはされていないものはされていないものはニセニセニセニセ基本条例基本条例基本条例基本条例であるであるであるである。。。。    

50505050    政策提言政策提言政策提言政策提言・・・・立案立案立案立案などなどなどなど、、、、立法機関立法機関立法機関立法機関としてのとしてのとしてのとしての機能機能機能機能をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための、、、、またまたまたまた、、、、議員議員議員議員がががが市民等市民等市民等市民等とととと地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける問題問題問題問題やややや課題課題課題課題

をををを共有共有共有共有するためするためするためするため、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働のののの規定規定規定規定がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

51515151    条例条例条例条例をほうりっをほうりっをほうりっをほうりっ放放放放しにしないためにはしにしないためにはしにしないためにはしにしないためには、、、、市民市民市民市民がががが実効性実効性実効性実効性をどうをどうをどうをどう見守見守見守見守るかということであるるかということであるるかということであるるかということである。。。。実効性実効性実効性実効性をををを見守見守見守見守らなけらなけらなけらなけ

ればならいようなればならいようなればならいようなればならいような課題課題課題課題はははは何何何何でででで、、、、そのそのそのその課題課題課題課題にににに対対対対してしてしてして市民市民市民市民はどうはどうはどうはどう参加参加参加参加するのかもするのかもするのかもするのかもセットセットセットセットでででで考考考考えなければならないえなければならないえなければならないえなければならない。。。。    

52525252    条例条例条例条例をつくっただけではをつくっただけではをつくっただけではをつくっただけでは市民市民市民市民のののの理解理解理解理解・・・・協力協力協力協力はははは得得得得られないのでられないのでられないのでられないので、、、、認知度認知度認知度認知度をををを高高高高めめめめ、、、、地道地道地道地道にににに実行実行実行実行していくことがしていくことがしていくことがしていくことが必要必要必要必要。。。。

市民市民市民市民へのへのへのへの周知周知周知周知がががが不足不足不足不足しておりしておりしておりしており、、、、今後今後今後今後、、、、市民市民市民市民へどうへどうへどうへどう周知周知周知周知、、、、理解理解理解理解をををを広広広広げるかがげるかがげるかがげるかが課題課題課題課題。。。。議員個議員個議員個議員個々々々々のののの理解理解理解理解もももも不十分不十分不十分不十分でありでありでありであり、、、、

45454545    第第第第９９９９条条条条のののの議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会をををを実施実施実施実施することとしていますすることとしていますすることとしていますすることとしています。。。。    

    

    

    

    

46464646    市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを取取取取りりりり入入入入れていくこととれていくこととれていくこととれていくことと議会議会議会議会のののの活動内容活動内容活動内容活動内容をををを

おおおお知知知知らせしていくらせしていくらせしていくらせしていく開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会をををを推推推推しししし進進進進めるものですめるものですめるものですめるものです。。。。    

    

47474747～～～～64646464    

    第第第第２２２２章章章章にににに市民参加市民参加市民参加市民参加、、、、議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会、、、、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をををを定定定定めめめめ

てててていますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、議会議会議会議会ホームページホームページホームページホームページ、、、、市議会市議会市議会市議会だよりだよりだよりだより、、、、議会議会議会議会

報告会報告会報告会報告会などでなどでなどでなどで市民市民市民市民とのとのとのとの情報共有情報共有情報共有情報共有をををを図図図図ることとしていますることとしていますることとしていますることとしています。。。。    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

現状現状現状現状のののの見直見直見直見直しからしからしからしから始始始始めるべきめるべきめるべきめるべき。。。。流行流行流行流行りだからりだからりだからりだから制定制定制定制定するというするというするというするという姿勢姿勢姿勢姿勢はははは市民市民市民市民としてとしてとしてとして恥恥恥恥ずかしいずかしいずかしいずかしい。。。。    

53535353    制度的制度的制度的制度的なななな面面面面だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、実質的実質的実質的実質的なななな面面面面からからからから議会議会議会議会のののの性能性能性能性能をををを高高高高めていくためにはめていくためにはめていくためにはめていくためには、、、、議会議会議会議会がががが、、、、住民住民住民住民のののの意思意思意思意思をををを十分十分十分十分にににに反反反反

映映映映しししし、、、、充実充実充実充実したしたしたした審議審議審議審議をををを行行行行うことがうことがうことがうことが重要重要重要重要であるであるであるである。。。。そのためにはそのためにはそのためにはそのためには、、、、議員議員議員議員をををを選出選出選出選出したしたしたした住民住民住民住民においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、議会議会議会議会におけるにおけるにおけるにおける議議議議

論論論論のののの内容内容内容内容やややや議員議員議員議員のののの活動活動活動活動のののの実態等実態等実態等実態等についてについてについてについて、、、、積極的積極的積極的積極的にににに関心関心関心関心をををを持持持持つことがつことがつことがつことが期待期待期待期待されるされるされるされる。。。。議会活動議会活動議会活動議会活動についてはについてはについてはについては、、、、本会議本会議本会議本会議

のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、委員会等委員会等委員会等委員会等のののの活動活動活動活動もももも含含含含めめめめ、、、、住民住民住民住民にわかりやすいようなにわかりやすいようなにわかりやすいようなにわかりやすいような形形形形でででで情報公開情報公開情報公開情報公開にににに努努努努めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。改改改改めてめてめてめて記述記述記述記述

すべきものなのかとすべきものなのかとすべきものなのかとすべきものなのかと思思思思われるほどわれるほどわれるほどわれるほど当然当然当然当然のことであるがのことであるがのことであるがのことであるが、、、、重要重要重要重要なななな項目項目項目項目、、、、ここがここがここがここが担保担保担保担保されなければされなければされなければされなければ議会議会議会議会はははは住民住民住民住民のののの信頼信頼信頼信頼

をををを得得得得られないられないられないられない。。。。    

54545454    議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例がががが制定制定制定制定されされされされ、、、、議会改革議会改革議会改革議会改革のののの手法手法手法手法としとしとしとしてててて定着定着定着定着してきたしてきたしてきたしてきた感感感感があるがあるがあるがある。。。。しかししかししかししかし、、、、改革改革改革改革のののの基本基本基本基本はははは、、、、いかにいかにいかにいかに情報情報情報情報

をををを公開公開公開公開しししし、、、、市民参加市民参加市民参加市民参加をををを担保担保担保担保するかにかかるするかにかかるするかにかかるするかにかかる。。。。それはそれはそれはそれは、、、、条例条例条例条例のののの素案素案素案素案のののの検討検討検討検討かかかからららら始始始始まりまりまりまり、、、、実際実際実際実際のののの運用運用運用運用まですべてをまですべてをまですべてをまですべてを通通通通

じてであることはいうまでもないじてであることはいうまでもないじてであることはいうまでもないじてであることはいうまでもない。。。。地方議会地方議会地方議会地方議会のののの改革改革改革改革とはとはとはとは、、、、端的端的端的端的にににに申申申申しししし上上上上げるとげるとげるとげると、、、、議会議会議会議会とととと市民市民市民市民のののの““““真剣勝負真剣勝負真剣勝負真剣勝負””””をををを実実実実

現現現現することだとすることだとすることだとすることだと考考考考えるえるえるえる。。。。そのそのそのその基本基本基本基本はははは「「「「徹底徹底徹底徹底したしたしたした情報情報情報情報のののの公開公開公開公開・・・・市民参加市民参加市民参加市民参加」」」」につきるにつきるにつきるにつきる。。。。これまでこれまでこれまでこれまで議会議会議会議会というというというという機関機関機関機関はははは、、、、

市民参加市民参加市民参加市民参加などなどなどなど考考考考えてもこなかったしえてもこなかったしえてもこなかったしえてもこなかったし、、、、情報情報情報情報をををを市民市民市民市民とととと共有共有共有共有しようというしようというしようというしようという動動動動きもきもきもきも皆無皆無皆無皆無にににに近近近近かったとかったとかったとかったと思思思思うううう。。。。    

55555555    議会議会議会議会とはとはとはとは公公公公にににに意見交換意見交換意見交換意見交換しししし、、、、意思決定意思決定意思決定意思決定するするするする場場場場であるであるであるである。。。。公公公公にとはにとはにとはにとは、、、、少少少少なくてもなくてもなくてもなくても市全体市全体市全体市全体にににに開示開示開示開示されることであるされることであるされることであるされることである。。。。住住住住

民自治民自治民自治民自治のののの視点視点視点視点からはからはからはからは、、、、議会傍聴議会傍聴議会傍聴議会傍聴、、、、報道機関報道機関報道機関報道機関のののの取材取材取材取材はははは自由自由自由自由であるべきであるしであるべきであるしであるべきであるしであるべきであるし、、、、会議会議会議会議のののの討論討論討論討論、、、、結論等結論等結論等結論等もももも積極的積極的積極的積極的にににに開開開開

示示示示されるべきでされるべきでされるべきでされるべきで、、、、ホームページホームページホームページホームページにににに公開公開公開公開することあるいはすることあるいはすることあるいはすることあるいは公文書公文書公文書公文書としてとしてとしてとして開示開示開示開示されることはされることはされることはされることは当然当然当然当然であるであるであるである。。。。これがこれがこれがこれが条例条例条例条例

にににに規定規定規定規定されるべきされるべきされるべきされるべき「「「「情報共有情報共有情報共有情報共有」」」」のののの精神精神精神精神であるであるであるである。。。。    

56565656    「「「「議案議案議案議案のののの中身中身中身中身ではなくではなくではなくではなく、、、、市長市長市長市長をををを支持支持支持支持するかどうかをするかどうかをするかどうかをするかどうかを議決議決議決議決のののの基準基準基準基準にしているにしているにしているにしている会派会派会派会派があるがあるがあるがある」「」「」「」「首長首長首長首長のののの中中中中にはにはにはには「「「「与党会与党会与党会与党会

派派派派のののの議員議員議員議員はははは自分自分自分自分をををを支支支支えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる」」」」とととと勘違勘違勘違勘違いしているいしているいしているいしている人人人人もいるもいるもいるもいる」」」」    

57575757    議会議会議会議会にとってにとってにとってにとって重要重要重要重要なことはなことはなことはなことは対話対話対話対話であるがであるがであるがであるが、、、、そのそのそのその不可欠不可欠不可欠不可欠なななな条件条件条件条件はははは、「、「、「、「公開機能公開機能公開機能公開機能」」」」のののの充実充実充実充実であるであるであるである。。。。論点論点論点論点、、、、争点争点争点争点をををを明明明明

確確確確にににに結論結論結論結論にににに至至至至るるるるプロセスプロセスプロセスプロセスとしてとしてとしてとして公開公開公開公開していくことであるしていくことであるしていくことであるしていくことである。。。。住民参加住民参加住民参加住民参加はははは議員定数議員定数議員定数議員定数のののの削減削減削減削減がががが進進進進むむむむ中中中中でででで、、、、議員議員議員議員のののの見落見落見落見落とととと

しやしやしやしや住民住民住民住民のののの意思意思意思意思とのとのとのとの相違相違相違相違をををを回避回避回避回避するためにはとてもするためにはとてもするためにはとてもするためにはとても有効有効有効有効であるであるであるである。。。。同時同時同時同時にこれによってにこれによってにこれによってにこれによって、、、、議員間議員間議員間議員間のののの議論議論議論議論がががが充実充実充実充実したしたしたした

ものにものにものにものに変化変化変化変化していくしていくしていくしていく。。。。    

58585858    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要素要素要素要素のひとつとしてのひとつとしてのひとつとしてのひとつとして、、、、議会議会議会議会のののの権限強化権限強化権限強化権限強化があるがあるがあるがある。。。。二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制のののの下下下下でででで、、、、議会議会議会議会のののの主張主張主張主張にににに対対対対するするするする権限強権限強権限強権限強

化化化化がががが、、、、具体的具体的具体的具体的にはにはにはには議決権議決権議決権議決権のののの拡大拡大拡大拡大としてとしてとしてとして条例化条例化条例化条例化されているされているされているされている。。。。それはそれでそれはそれでそれはそれでそれはそれで大切大切大切大切だがだがだがだが、、、、あえてあえてあえてあえて順番順番順番順番をつけるならをつけるならをつけるならをつけるなら、、、、まままま

ずずずず市民市民市民市民のののの議会議会議会議会へのへのへのへの権限強化権限強化権限強化権限強化のほうがのほうがのほうがのほうが先先先先であるであるであるである。。。。住民住民住民住民のののの議会議会議会議会へのへのへのへの権限強化権限強化権限強化権限強化、、、、つまりつまりつまりつまり住民住民住民住民のののの議会議会議会議会へのへのへのへの参加参加参加参加をををを徹底徹底徹底徹底するするするする
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

ことでことでことでことで自然自然自然自然とととと主張主張主張主張にににに対対対対するするするする議会議会議会議会のののの権限権限権限権限もももも強強強強まるはずであるまるはずであるまるはずであるまるはずである。。。。    

59595959    議会議会議会議会がががが責任責任責任責任をををを負負負負うべきうべきうべきうべき対象対象対象対象はははは、、、、間違間違間違間違いなくいなくいなくいなく住民住民住民住民であるであるであるである。。。。住民住民住民住民からからからから直接選挙直接選挙直接選挙直接選挙でででで選選選選ばれているばれているばれているばれている議会議会議会議会はははは住民住民住民住民にににに対対対対してしてしてして

説明責任説明責任説明責任説明責任をををを果果果果たさなければならないたさなければならないたさなければならないたさなければならない。。。。しかししかししかししかし、、、、花巻市議会花巻市議会花巻市議会花巻市議会はははは情報公開情報公開情報公開情報公開やややや住民説明住民説明住民説明住民説明にににに消極的消極的消極的消極的であるであるであるである。。。。ここここれれれれからはからはからはからは、、、、

市議会市議会市議会市議会がががが自自自自らのらのらのらの議決理由議決理由議決理由議決理由をををを明確明確明確明確にににに住民住民住民住民にににに説明説明説明説明しなければしなければしなければしなければ、、、、住民住民住民住民からのからのからのからの信頼信頼信頼信頼はははは獲得獲得獲得獲得できないできないできないできない。。。。住民住民住民住民からのからのからのからの信頼信頼信頼信頼がががが不不不不

満満満満にににに変変変変わるとわるとわるとわると、、、、ひいてはひいてはひいてはひいては議会不要論議会不要論議会不要論議会不要論にににに発展発展発展発展することもすることもすることもすることも否否否否めないめないめないめない。。。。議会議会議会議会はこれまではこれまではこれまではこれまで以上以上以上以上にににに住民住民住民住民にににに対対対対してしてしてして情報情報情報情報をををを公開公開公開公開

しししし、、、、審議審議審議審議やややや議決議決議決議決についてのについてのについてのについての説明責任説明責任説明責任説明責任がよりがよりがよりがより一層求一層求一層求一層求められるめられるめられるめられる。。。。このこのこのこの議会議会議会議会とととと住民住民住民住民とのとのとのとの関係強化関係強化関係強化関係強化がががが最最最最もももも重要視重要視重要視重要視されなけされなけされなけされなけ

ればならないればならないればならないればならない。。。。    

60606060    地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法ではではではでは、、、、住民住民住民住民のののの直接請求権直接請求権直接請求権直接請求権をををを随所随所随所随所にににに設設設設けていることをけていることをけていることをけていることを考考考考えればえればえればえれば、、、、選挙選挙選挙選挙によりによりによりにより選出選出選出選出されたとはいえされたとはいえされたとはいえされたとはいえ、、、、議員議員議員議員

にはにはにはには、、、、常常常常にににに有権者有権者有権者有権者たるたるたるたる住民住民住民住民のののの民意民意民意民意をををを読読読読みみみみ取取取取ることがることがることがることが求求求求められているとめられているとめられているとめられていると断言断言断言断言できるできるできるできる。。。。議会議会議会議会とととと市民市民市民市民のののの距離距離距離距離をいかにをいかにをいかにをいかに近近近近づづづづ

けるかけるかけるかけるか。。。。議会議会議会議会へのへのへのへの関心関心関心関心をををを高高高高めめめめ、、、、信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係をををを強強強強めめめめ、、、、本来求本来求本来求本来求められているめられているめられているめられている議会議会議会議会のののの仕事仕事仕事仕事をををを達成達成達成達成することがすることがすることがすることが課題課題課題課題であったであったであったであった。。。。

そのためにはそのためにはそのためにはそのためには民意民意民意民意をををを汲汲汲汲みみみみ取取取取るるるる回線回線回線回線がががが存在存在存在存在しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。ところがところがところがところが、、、、花巻市議会花巻市議会花巻市議会花巻市議会にはそのようなにはそのようなにはそのようなにはそのような手段手段手段手段がないがないがないがない。。。。    

61616161    そもそもそもそもそもそもそもそも「「「「議員議員議員議員とはとはとはとは何何何何かかかか？」？」？」？」ということをということをということをということを議員議員議員議員もももも住民住民住民住民ももももゼロゼロゼロゼロからからからから考考考考えたいえたいえたいえたい。。。。首長首長首長首長とととと一体化一体化一体化一体化したしたしたした自治体自治体自治体自治体のののの議会議会議会議会はははは、、、、

住民住民住民住民とととと直接向直接向直接向直接向きききき合合合合わずわずわずわず執行機関執行機関執行機関執行機関のののの一挙一動一挙一動一挙一動一挙一動にににに反応反応反応反応しているのがしているのがしているのがしているのが現状現状現状現状だだだだ。。。。議員議員議員議員のののの多多多多くはくはくはくは、、、、住民住民住民住民のののの意思意思意思意思をををを吸吸吸吸いいいい上上上上げてげてげてげて

全体全体全体全体のののの利益利益利益利益をををを実現実現実現実現しようというしようというしようというしようという姿勢姿勢姿勢姿勢にかけていますにかけていますにかけていますにかけています。。。。これではこれではこれではこれでは二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制のののの一翼一翼一翼一翼をををを担担担担うううう機能機能機能機能をををを十分十分十分十分にににに果果果果たしていたしていたしていたしてい

ることにならないることにならないることにならないることにならない。。。。    

62626262    議会自議会自議会自議会自らがらがらがらが、、、、そのそのそのその活動活動活動活動にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを積極的積極的積極的積極的にににに公開公開公開公開していくことはしていくことはしていくことはしていくことは、、、、市民市民市民市民のののの市政市政市政市政のよりのよりのよりのより積極的積極的積極的積極的なななな参加参加参加参加をををを促促促促しししし、、、、

市民全体市民全体市民全体市民全体のののの市政市政市政市政のののの実現実現実現実現につながるものとにつながるものとにつながるものとにつながるものと考考考考えるえるえるえる。。。。    

63636363    これからのこれからのこれからのこれからの地方自治地方自治地方自治地方自治はははは、、、、議会議会議会議会がががが機関機関機関機関としてとしてとしてとして、、、、住民住民住民住民のののの意見意見意見意見をををを吸吸吸吸いいいい上上上上げげげげ運営運営運営運営するするするする時代時代時代時代とならなければならないとならなければならないとならなければならないとならなければならない。。。。議議議議

会会会会がががが主体的主体的主体的主体的、、、、積極的積極的積極的積極的にににに住民住民住民住民とととと向向向向かいかいかいかい合合合合わずわずわずわず、、、、住民住民住民住民のののの意見意見意見意見をををを吸吸吸吸いいいい上上上上げるげるげるげる仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを構築構築構築構築しないとしないとしないとしないと、、、、市民市民市民市民のののの議会議会議会議会へのへのへのへの不不不不

満満満満、、、、不不不不信信信信はははは増増増増すことになりますすことになりますすことになりますすことになります。。。。    

64646464    議会議会議会議会のののの機能回復機能回復機能回復機能回復にににに関関関関してしてしてして、、、、透明化透明化透明化透明化はははは特効薬特効薬特効薬特効薬でありでありでありであり万能薬万能薬万能薬万能薬であるであるであるである。。。。    

    

65656565    例例例例えばえばえばえば、、、、現在現在現在現在のののの議員議員議員議員がががが担担担担っているっているっているっている地域代表的地域代表的地域代表的地域代表的なななな役割役割役割役割はははは、、、、実際実際実際実際はははは市民市民市民市民がががが行政行政行政行政とととと直接交渉直接交渉直接交渉直接交渉することのできるすることのできるすることのできるすることのできる分野分野分野分野でででで

ありありありあり、、、、議員議員議員議員にはにはにはには、、、、市政市政市政市政のありのありのありのあり方方方方、、、、方向性方向性方向性方向性などなどなどなど、、、、よりよりよりより高高高高レベルレベルレベルレベルなななな課題課題課題課題にににに取取取取りりりり組組組組んでもらいたいんでもらいたいんでもらいたいんでもらいたい。。。。議会権能議会権能議会権能議会権能についてについてについてについて

はははは、、、、第第第第２９２９２９２９次地方制度調査会次地方制度調査会次地方制度調査会次地方制度調査会「「「「今後今後今後今後のののの基礎自治体及基礎自治体及基礎自治体及基礎自治体及びびびび監査監査監査監査・・・・議会制度議会制度議会制度議会制度のありのありのありのあり方方方方にににに関関関関するするするする答申答申答申答申」」」」のののの内容内容内容内容をををを精査精査精査精査したしたしたした

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

65656565～～～～66666666    

第第第第２９２９２９２９次地方制度調査会次地方制度調査会次地方制度調査会次地方制度調査会のののの答申答申答申答申もももも参考参考参考参考にににに策定策定策定策定したものでしたものでしたものでしたもので

すすすす。。。。    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

上上上上でででで、、、、各各各各規定規定規定規定のののの再度見直再度見直再度見直再度見直しがしがしがしが必要必要必要必要なのではないなのではないなのではないなのではないかかかか。。。。    

66666666    議会改革議会改革議会改革議会改革がががが住民自治住民自治住民自治住民自治そのものであることはそのものであることはそのものであることはそのものであることは、、、、つとにつとにつとにつとに片山前鳥取知事片山前鳥取知事片山前鳥取知事片山前鳥取知事がががが第第第第２９２９２９２９次地方制度審議会次地方制度審議会次地方制度審議会次地方制度審議会あるいはあるいはあるいはあるいは地方分地方分地方分地方分

権推進委員会権推進委員会権推進委員会権推進委員会ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング等等等等でででで力強力強力強力強くくくく主張主張主張主張されているされているされているされている。。。。““““議会改革議会改革議会改革議会改革””””のののの姿勢姿勢姿勢姿勢としてとしてとしてとして、、、、そのそのそのその検討過程検討過程検討過程検討過程をををを公開公開公開公開しししし、、、、説明責説明責説明責説明責

任任任任をををを果果果果たしたしたしたし、、、、市民市民市民市民からのからのからのからの意見意見意見意見をををを求求求求めるめるめるめる、、、、というというというという住民自治住民自治住民自治住民自治のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方がががが議会議会議会議会にににに未未未未だにだにだにだに十分浸透十分浸透十分浸透十分浸透していないとしていないとしていないとしていないと

判断判断判断判断せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないないないない。。。。““““議会改革議会改革議会改革議会改革””””はまずこのようなはまずこのようなはまずこのようなはまずこのような姿勢姿勢姿勢姿勢のののの転換転換転換転換からからからから始始始始まるのではないかまるのではないかまるのではないかまるのではないか。。。。    

    

67676767    議会改革議会改革議会改革議会改革のののの検証機能検証機能検証機能検証機能がががが自己都合自己都合自己都合自己都合でででで歪歪歪歪められるめられるめられるめられる懸念懸念懸念懸念がががが残残残残るるるる。。。。基本条例基本条例基本条例基本条例ができたができたができたができた後後後後、、、、そのそのそのその成果成果成果成果をををを誰誰誰誰がががが確認確認確認確認するのかするのかするのかするのか

というというというという問題問題問題問題。。。。基本条例基本条例基本条例基本条例をつくらなければならないようなをつくらなければならないようなをつくらなければならないようなをつくらなければならないような状況状況状況状況がががが今今今今までまでまでまで放置放置放置放置されてきてされてきてされてきてされてきて、、、、それにこたえるためにそれにこたえるためにそれにこたえるためにそれにこたえるために基基基基

本条例本条例本条例本条例をつくったとするをつくったとするをつくったとするをつくったとする。。。。つまりつまりつまりつまり中長期的中長期的中長期的中長期的なななな課題解決課題解決課題解決課題解決やややや、、、、市民市民市民市民によるによるによるによる地域社会地域社会地域社会地域社会をををを実現実現実現実現するためにするためにするためにするために、、、、基本条例基本条例基本条例基本条例がががが必必必必

要要要要だとだとだとだと宣言宣言宣言宣言してつくったしてつくったしてつくったしてつくった。。。。しかしつくったしかしつくったしかしつくったしかしつくった以上以上以上以上、、、、それをそれをそれをそれを実施実施実施実施するするするする責任責任責任責任はははは議長議長議長議長やややや議会議会議会議会にあってもにあってもにあってもにあっても、、、、実現実現実現実現できたかどできたかどできたかどできたかど

うかをうかをうかをうかを検証検証検証検証するのはするのはするのはするのは誰誰誰誰のののの責任責任責任責任かということがかということがかということがかということが議論議論議論議論されていないされていないされていないされていない。。。。    

    

68686868    このこのこのこの種種種種のののの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「「「「成功成功成功成功のののの評価基準評価基準評価基準評価基準」」」」としてとしてとしてとして、、、、次次次次のののの２２２２点点点点がががが大切大切大切大切。。。。①①①①条例案立案過程条例案立案過程条例案立案過程条例案立案過程においてにおいてにおいてにおいて、、、、多数多数多数多数のののの住住住住

民民民民のののの参加参加参加参加がはかられるとがはかられるとがはかられるとがはかられると同時同時同時同時にににに、、、、充実充実充実充実したしたしたした議会議会議会議会でのでのでのでの審議審議審議審議がががが行行行行わわわわれてれてれてれて制定制定制定制定されることされることされることされること。。。。②②②②制定後制定後制定後制定後もももも条例条例条例条例のののの目的達成目的達成目的達成目的達成

のののの管理管理管理管理についてしっかりしておりについてしっかりしておりについてしっかりしておりについてしっかりしており、、、、議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた下位規範的下位規範的下位規範的下位規範的なななな条例条例条例条例のののの整備整備整備整備やややや運用運用運用運用のののの監督監督監督監督があることがあることがあることがあること。。。。    

    ところがところがところがところが、、、、条例制定条例制定条例制定条例制定そのものがそのものがそのものがそのものが目的化目的化目的化目的化しししし、、、、条例案立案機関条例案立案機関条例案立案機関条例案立案機関をををを決決決決めてめてめてめて作業作業作業作業をいたずらにをいたずらにをいたずらにをいたずらに拙速拙速拙速拙速にににに進進進進めることでめることでめることでめることで、、、、肝肝肝肝

心心心心のののの条例内容条例内容条例内容条例内容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ありきとなるためありきとなるためありきとなるためありきとなるため、、、、まったくまったくまったくまったく具体性具体性具体性具体性をををを帯帯帯帯びていないびていないびていないびていない。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、市議会市議会市議会市議会によるによるによるによる判断判断判断判断

にににに恣意的恣意的恣意的恣意的なななな、、、、裁量的裁量的裁量的裁量的なななな判断判断判断判断がががが狭狭狭狭まるまるまるまる余地余地余地余地はないのかというはないのかというはないのかというはないのかという疑念疑念疑念疑念がががが残残残残るるるる。。。。そのようなそのようなそのようなそのような要素要素要素要素がががが働働働働かないようにかないようにかないようにかないように、、、、議会議会議会議会

基本条例基本条例基本条例基本条例のののの運用運用運用運用、、、、推進推進推進推進、、、、チェックチェックチェックチェックをををを含含含含めためためためた機関機関機関機関をををを設設設設けけけけ、、、、恣意恣意恣意恣意やややや裁量裁量裁量裁量がががが働働働働かかかかないないないないシステムシステムシステムシステムをつくることがをつくることがをつくることがをつくることが大事大事大事大事だだだだ。。。。    

    

69696969    市民市民市民市民がががが「「「「市政市政市政市政にににに参加参加参加参加するするするする権利権利権利権利」」」」をををを行使行使行使行使するするするする上上上上でのでのでのでの前提条件前提条件前提条件前提条件となるとなるとなるとなる、、、、市議会市議会市議会市議会のののの「「「「説明責任説明責任説明責任説明責任」」」」についてについてについてについて、、、、市議会運市議会運市議会運市議会運

営営営営のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる過程過程過程過程におけるにおけるにおけるにおける根本的根本的根本的根本的なななな原則原則原則原則としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけられたいづけられたいづけられたいづけられたい。。。。このこのこのこの「「「「説明責任説明責任説明責任説明責任」」」」にはにはにはには、、、、政策形成過程政策形成過程政策形成過程政策形成過程におけにおけにおけにおけ

るるるる情報情報情報情報のののの積極的積極的積極的積極的なななな提供等提供等提供等提供等もももも当然含当然含当然含当然含まれるまれるまれるまれる。。。。情報情報情報情報はははは結果結果結果結果ではないではないではないではない。。。。過程過程過程過程こそこそこそこそ情報情報情報情報そのものそのものそのものそのもの。。。。こうしたこうしたこうしたこうした取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは市市市市

民参加民参加民参加民参加をををを促促促促すのみならずすのみならずすのみならずすのみならず、、、、市議会市議会市議会市議会のののの透明性透明性透明性透明性のののの確保確保確保確保にもつながるものでありにもつながるものでありにもつながるものでありにもつながるものであり、、、、市議会市議会市議会市議会のののの自己革新自己革新自己革新自己革新にににに向向向向けたけたけたけた基本的要基本的要基本的要基本的要

請請請請ともいえるともいえるともいえるともいえる。。。。    

    

    

    

    

    

    

67676767    第第第第２７２７２７２７条条条条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きにきにきに規定規定規定規定していますしていますしていますしています。。。。    

    

    

    

    

    

68686868    議会議会議会議会のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿としてとしてとしてとして議会議会議会議会がががが自自自自らららら示示示示したものですしたものですしたものですしたものです。。。。

制定後制定後制定後制定後のののの議会改革議会改革議会改革議会改革についてはについてはについてはについては第第第第２６２６２６２６条第条第条第条第２２２２項項項項でででで議会改革議会改革議会改革議会改革

推進会議推進会議推進会議推進会議をををを設置設置設置設置しししし、、、、ここでここでここでここで実施実施実施実施することとなりますすることとなりますすることとなりますすることとなります。。。。    

    

    

    

    

    

69696969    議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会などをなどをなどをなどを通通通通してしてしてして説明説明説明説明してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

70707070    議会議会議会議会はははは合議体合議体合議体合議体であるであるであるである。。。。合議制合議制合議制合議制でででで決定決定決定決定するからするからするからするから議論議論議論議論はははは当然当然当然当然であるであるであるである。。。。とりわけとりわけとりわけとりわけ議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例はははは議会運営議会運営議会運営議会運営のののの最高規範最高規範最高規範最高規範

となるとなるとなるとなる重要重要重要重要なものなのだからなものなのだからなものなのだからなものなのだから、、、、そのそのそのその議論議論議論議論はははは市民市民市民市民からからからから見見見見えるえるえるえる形形形形でででで、、、、わかるわかるわかるわかる形形形形でででで行行行行われなければならないのではないわれなければならないのではないわれなければならないのではないわれなければならないのではない

かかかか。。。。現行現行現行現行はそうなっていないはそうなっていないはそうなっていないはそうなっていない。。。。    

    

71717171    特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会はははは全議員全議員全議員全議員でででで開催開催開催開催されているされているされているされているかかかか。。。。    

    

    

72727272    議会議会議会議会にににに条例条例条例条例がないのながないのながないのながないのならららら、、、、議員議員議員議員のののの調査研究活動調査研究活動調査研究活動調査研究活動やややや調査費調査費調査費調査費といったもののといったもののといったもののといったものの予算予算予算予算をどのようなをどのようなをどのようなをどのような根拠根拠根拠根拠でででで計上計上計上計上していたしていたしていたしていた

ののののかかかか。。。。    

    

    

73737373    どうしてどうしてどうしてどうして質問質問質問質問やややや意見意見意見意見をををを述述述述べるべるべるべる際際際際ににににフルネームフルネームフルネームフルネームをををを話話話話さなければならないのかさなければならないのかさなければならないのかさなければならないのか。。。。    

    

    

    

    

74747474    懇談会懇談会懇談会懇談会のののの開催周知方法開催周知方法開催周知方法開催周知方法をををを検討検討検討検討せよせよせよせよ。。。。    

    

    

75757575    議員議員議員議員がががが忙忙忙忙しくなるとしくなるとしくなるとしくなると思思思思うがうがうがうが大丈大丈大丈大丈夫夫夫夫なのなのなのなのかかかか。。。。    

    

76767676    懇談会懇談会懇談会懇談会はははは地域地域地域地域だけをだけをだけをだけを予定予定予定予定しているしているしているしているかかかか。。。。議員議員議員議員 OBOBOBOB 会会会会とのとのとのとの懇談会懇談会懇談会懇談会はははは予定予定予定予定してしてしてしていないのかいないのかいないのかいないのか。。。。    

    

77777777    意見意見意見意見をををを求求求求められてもすぐにめられてもすぐにめられてもすぐにめられてもすぐに出出出出すのはすのはすのはすのは難難難難しいしいしいしい。。。。意見意見意見意見にににに対対対対してのしてのしてのしてのフィードバックフィードバックフィードバックフィードバックがほしいがほしいがほしいがほしい。。。。    

    

70707070    第第第第８８８８条第条第条第条第２２２２項項項項にににに各種会議各種会議各種会議各種会議のののの原則公開原則公開原則公開原則公開をををを定定定定めていますめていますめていますめています。。。。    

    

    

    

71717171    議会改革検討特別委員会議会改革検討特別委員会議会改革検討特別委員会議会改革検討特別委員会はははは、、、、議長議長議長議長をををを除除除除くくくく全議員全議員全議員全議員でででで構成構成構成構成

しししし、、、、開会開会開会開会していますしていますしていますしています。。。。    

    

72727272    「「「「花巻市議会政務調査費花巻市議会政務調査費花巻市議会政務調査費花巻市議会政務調査費のののの交付交付交付交付にににに関関関関するするするする条例条例条例条例」」」」及及及及びびびび「「「「花花花花

巻市議会政務調査費巻市議会政務調査費巻市議会政務調査費巻市議会政務調査費のののの交付交付交付交付にににに関関関関するするするする規程規程規程規程」」」」にににに基基基基づいてづいてづいてづいて計計計計

上上上上していますしていますしていますしています。。。。    

    

73737373    会場会場会場会場でのでのでのでの御質問御質問御質問御質問やややや御意見御意見御意見御意見もももも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としてとしてとしてとして

取取取取りりりり扱扱扱扱うためうためうためうため伺伺伺伺いましたいましたいましたいました。。。。    

    伺伺伺伺いましたいましたいましたいました氏名等氏名等氏名等氏名等につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、募集募集募集募集しましたしましたしましたしましたパブパブパブパブ

リックコメントリックコメントリックコメントリックコメントとととと同様同様同様同様にににに公表公表公表公表いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。    

    

74747474    議会及議会及議会及議会及びびびび市市市市ののののホームページホームページホームページホームページでででで周知周知周知周知するほかするほかするほかするほか、、、、議会議会議会議会だよだよだよだよ

りそのりそのりそのりその他他他他のののの方法方法方法方法もももも併併併併せてせてせてせて周知周知周知周知するようするようするようするよう努努努努めますめますめますめます。。。。    

    

75757575    条例条例条例条例のののの目的目的目的目的がががが達成達成達成達成できるようできるようできるようできるよう努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    

    

76767676    地域地域地域地域をををを訪問訪問訪問訪問しししし市民市民市民市民のののの御意見御意見御意見御意見をををを伺伺伺伺うこととしていますうこととしていますうこととしていますうこととしています。。。。    

    

77777777    情報提供情報提供情報提供情報提供・・・・情報公開情報公開情報公開情報公開にににに努努努努めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります。。。。    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

78787878    ２２２２月月月月１９１９１９１９日日日日のののの研修会研修会研修会研修会にににに区長区長区長区長はははは別別別別のののの研修会研修会研修会研修会があるためがあるためがあるためがあるため参加参加参加参加できないとできないとできないとできないと思思思思ううううがががが、、、、そのそのそのその辺辺辺辺はどうしていくのかはどうしていくのかはどうしていくのかはどうしていくのか。。。。    

    

    

79797979    議員議員議員議員がががが立候補立候補立候補立候補するときはできなかったことするときはできなかったことするときはできなかったことするときはできなかったこと、、、、やりやりやりやりたいことなどをたいことなどをたいことなどをたいことなどを訴訴訴訴えていかないとえていかないとえていかないとえていかないと地元地元地元地元のののの議員議員議員議員にしかならないにしかならないにしかならないにしかならない。。。。    

80808080    市長選市長選市長選市長選でででで議員議員議員議員がががが推薦者推薦者推薦者推薦者になっているになっているになっているになっている。。。。ここここれではれではれではれでは正正正正しいしいしいしい議会運営議会運営議会運営議会運営ができるかができるかができるかができるか疑問疑問疑問疑問。。。。極力避極力避極力避極力避けるべきけるべきけるべきけるべき。。。。    

81818181    各議員各議員各議員各議員はははは専専専専門分野門分野門分野門分野のののの知識知識知識知識をどのようにをどのようにをどのようにをどのように習得習得習得習得してしてしてして議案議案議案議案にににに対応対応対応対応しているかしているかしているかしているか。。。。    

82828282    市長市長市長市長とととと緊張関係緊張関係緊張関係緊張関係をををを保保保保つためということをうたっているつためということをうたっているつためということをうたっているつためということをうたっているがががが、、、、これからはこれからはこれからはこれからは議員議員議員議員がががが市長市長市長市長のののの後援会後援会後援会後援会をつくるのはをつくるのはをつくるのはをつくるのは禁止禁止禁止禁止すすすす

るというこるというこるというこるということとととかかかか。。。。    

    

83838383    議員議員議員議員のののの１１１１人当人当人当人当たりにかかるたりにかかるたりにかかるたりにかかる総経費総経費総経費総経費はいくらかはいくらかはいくらかはいくらか。。。。明細明細明細明細をををを示示示示せせせせ。。。。    

    

    

    

    

    

84848484    合併前各町村合併前各町村合併前各町村合併前各町村におけるにおけるにおけるにおける会期会期会期会期とととと審議審議審議審議はははは各月何日各月何日各月何日各月何日になるになるになるになるかかかか。。。。市市市市になってからはになってからはになってからはになってからは何日何日何日何日にににになったなったなったなったかかかか。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

78787878    多忙多忙多忙多忙なななな講師講師講師講師のののの日程上日程上日程上日程上、、、、同日同日同日同日のののの研修会開催研修会開催研修会開催研修会開催はやむをはやむをはやむをはやむを得得得得なななな

いものでしたいものでしたいものでしたいものでした。。。。    

    

79797979～～～～82828282    

    議員個議員個議員個議員個々々々々のののの判断判断判断判断によるものとによるものとによるものとによるものと考考考考えますえますえますえます。。。。    

    

    

    

    

83838383    議員議員議員議員１１１１人当人当人当人当たりにかかるたりにかかるたりにかかるたりにかかる経費経費経費経費    約約約約８７６８７６８７６８７６万万万万６６６６千円千円千円千円    

                                                            （（（（議会費総額議会費総額議会費総額議会費総額÷÷÷÷３４３４３４３４名名名名））））    

    （（（（参考参考参考参考））））    議議議議会費総額会費総額会費総額会費総額    ２２２２億億億億９９９９，，，，８０５８０５８０５８０５万万万万６６６６千円千円千円千円    

                        議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬        ３３３３３３３３万万万万９９９９千円千円千円千円（（（（月額月額月額月額））））    

                        政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費    ２４２４２４２４万円万円万円万円（（（（年額年額年額年額））））    

    

84848484    １１１１回回回回のののの定例会定例会定例会定例会のののの日数日数日数日数はははは平均平均平均平均するとするとするとすると以下以下以下以下のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

合併前 

 会期日数 
本会議・委員会

開催日数 

花 巻 市 １６ １０ 

大 迫 町 ７ ５ 

石鳥谷町 ９ ６ 

東 和 町 ７ ５ 
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

    

    

    

85858585    審議審議審議審議するするするする内容内容内容内容でででで専門性等専門性等専門性等専門性等、、、、外部知識等外部知識等外部知識等外部知識等のののの必要性必要性必要性必要性があるがあるがあるがある案件案件案件案件はここはここはここはここ数年数年数年数年でででで何件何件何件何件くらいあったくらいあったくらいあったくらいあったかかかか。。。。    

    

86868686    議案議案議案議案がががが通過通過通過通過したしたしたした後後後後にににに評価評価評価評価したしたしたした件数件数件数件数はここはここはここはここ数数数数年年年年でででで何件何件何件何件くらいあるかくらいあるかくらいあるかくらいあるか。。。。評価内容評価内容評価内容評価内容もももも示示示示せせせせ。。。。    

    

    

87878787    常任委員会常任委員会常任委員会常任委員会のののの研修予算研修予算研修予算研修予算とととと政務調査費政務調査費政務調査費政務調査費のののの関係関係関係関係がががが良良良良くわからないくわからないくわからないくわからない。。。。    

    

    

    

88888888    懇談会懇談会懇談会懇談会でででで出出出出されたされたされたされた意見意見意見意見はなぜはなぜはなぜはなぜパブコメパブコメパブコメパブコメ扱扱扱扱いとしないのかいとしないのかいとしないのかいとしないのか。。。。またまたまたまた、、、、各会場各会場各会場各会場でででで出出出出されたされたされたされた市民意見市民意見市民意見市民意見、、、、質疑質疑質疑質疑のののの内容内容内容内容はなはなはなはな

ぜぜぜぜ公表公表公表公表しないのかしないのかしないのかしないのか。。。。一方的一方的一方的一方的にににに市民意見市民意見市民意見市民意見をををを聞聞聞聞くだけでくだけでくだけでくだけでフィードバックフィードバックフィードバックフィードバックしないのはしないのはしないのはしないのは条例制定条例制定条例制定条例制定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに大大大大きくきくきくきく反反反反するするするする。。。。    

89898989    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のののの件数件数件数件数がががが３３３３件件件件しかないしかないしかないしかない。。。。関心関心関心関心がががが低低低低いいいい。。。。懇談会懇談会懇談会懇談会のののの質問意見質問意見質問意見質問意見はははは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扱扱扱扱いにしていにしていにしていにして

ほしいほしいほしいほしい。。。。同時同時同時同時にににに２２２２会場会場会場会場でででで開催開催開催開催しているのでどんなしているのでどんなしているのでどんなしているのでどんな意見意見意見意見がががが出出出出されているかされているかされているかされているか知知知知りたいのでりたいのでりたいのでりたいので、、、、議会議会議会議会はははは何何何何ららららかのかのかのかの報告報告報告報告をしをしをしをし

てほしいてほしいてほしいてほしい。。。。    

90909090    今回今回今回今回のののの意見意見意見意見、、、、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をををを受受受受けてけてけてけて再再再再びびびび市民市民市民市民にににに返返返返してからしてからしてからしてから条例条例条例条例をををを制定制定制定制定してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

91919191    出出出出されたされたされたされた意見要望意見要望意見要望意見要望をををを却下却下却下却下するするするする場合場合場合場合、、、、理由理由理由理由をををを沿沿沿沿えてえてえてえて市民市民市民市民にににに公表公表公表公表してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

92929292    意見意見意見意見やややや要望要望要望要望にににに対対対対するするするする回答回答回答回答をしてほしいをしてほしいをしてほしいをしてほしい。。。。    

93939393    市民市民市民市民のののの意見意見意見意見はははは条例制定条例制定条例制定条例制定にどのようににどのようににどのようににどのように反映反映反映反映されるのかされるのかされるのかされるのか。。。。制定制定制定制定のののの経過経過経過経過についてはどのようにについてはどのようにについてはどのようにについてはどのように示示示示されるされるされるされるかかかか。。。。    

    

    

    

    

    なおなおなおなお、、、、このほかこのほかこのほかこのほか閉会中閉会中閉会中閉会中にもにもにもにも議員活動議員活動議員活動議員活動やややや委員会等委員会等委員会等委員会等のののの活動活動活動活動をををを

行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

    

85858585    合併後合併後合併後合併後につきましてはありませんにつきましてはありませんにつきましてはありませんにつきましてはありません。。。。    

    

86868686    現在現在現在現在、、、、議会基本条例検討小委員会議会基本条例検討小委員会議会基本条例検討小委員会議会基本条例検討小委員会でででで検討検討検討検討しているしているしているしている評価評価評価評価

制度制度制度制度がないためがないためがないためがないため、、、、今後取今後取今後取今後取りりりり組組組組もうとするものですもうとするものですもうとするものですもうとするものです。。。。    

    

87878787    常任委員会常任委員会常任委員会常任委員会のののの予算予算予算予算はははは、、、、委員会委員会委員会委員会がががが所管所管所管所管するするするする専任専任専任専任のののの調査事調査事調査事調査事

項項項項のののの調査研修調査研修調査研修調査研修にににに資資資資するものですするものですするものですするものです。。。。政政政政務調査費務調査費務調査費務調査費はははは、、、、議員個議員個議員個議員個

人人人人のののの調査研究調査研究調査研究調査研究にににに資資資資するためのするためのするためのするための経費経費経費経費のののの一部一部一部一部ですですですです。。。。    

    

88888888～～～～93939393    

    懇談会懇談会懇談会懇談会でもでもでもでも出出出出されたされたされたされた意見意見意見意見もももも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とととと同様同様同様同様にににに

市民市民市民市民のののの意見意見意見意見としてとしてとしてとして取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい、、、、公表公表公表公表もしていますもしていますもしていますもしています。。。。    

    

    

    

    

    

    

合併後 

 会期日数 
本会議・委員会

開催日数 

花 巻 市 １７ １１ 
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

    

94949494    総務省総務省総務省総務省などでなどでなどでなどで多様多様多様多様なななな自治制度自治制度自治制度自治制度をををを検討検討検討検討しているしているしているしている旨旨旨旨のののの報道報道報道報道があったがあったがあったがあった。。。。本来本来本来本来のののの地方自治地方自治地方自治地方自治のののの理念理念理念理念からからからから考考考考えるとえるとえるとえると、、、、全国一全国一全国一全国一

律律律律のののの制度制度制度制度はははは奇妙奇妙奇妙奇妙であってであってであってであって、、、、多様多様多様多様なななな制度制度制度制度があってがあってがあってがあって当然当然当然当然であるであるであるである。。。。しかししかししかししかし、、、、前項前項前項前項のののの二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制下下下下でででで市民市民市民市民とととと向向向向きあうこときあうこときあうこときあうこと

ができないができないができないができない議会議会議会議会がががが、、、、議会中心主義議会中心主義議会中心主義議会中心主義のののの制度制度制度制度でででで上手上手上手上手くいくとはくいくとはくいくとはくいくとは思思思思えないえないえないえない。。。。市民参加市民参加市民参加市民参加をををを力力力力にしてにしてにしてにして対応対応対応対応しあうのがしあうのがしあうのがしあうのが二元代二元代二元代二元代

表制表制表制表制。。。。議会議会議会議会がががが市民市民市民市民としっかりととしっかりととしっかりととしっかりと結結結結びつくことがびつくことがびつくことがびつくことが自治自治自治自治のののの基本基本基本基本であるであるであるである。。。。    

95959595    議会改革議会改革議会改革議会改革のののの基本基本基本基本はははは、、、、情報公開情報公開情報公開情報公開とととと住民参加住民参加住民参加住民参加にににに尽尽尽尽きるきるきるきる。。。。それはそれはそれはそれは当然当然当然当然といえばといえばといえばといえば当然当然当然当然のことだがのことだがのことだがのことだが、、、、このことをこのことをこのことをこのことを具体的具体的具体的具体的なななな

取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの段階段階段階段階になるとになるとになるとになると躊躇躊躇躊躇躊躇してしまうしてしまうしてしまうしてしまう議会議会議会議会はははは少少少少なくないなくないなくないなくない。。。。住民住民住民住民とととと向向向向きあうきあうきあうきあう覚悟覚悟覚悟覚悟がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。そのそのそのその前段階前段階前段階前段階としとしとしとし

てててて、、、、覚悟覚悟覚悟覚悟をををを決決決決めるまでのめるまでのめるまでのめるまでの無数無数無数無数のののの試行錯誤試行錯誤試行錯誤試行錯誤がががが不可欠不可欠不可欠不可欠であるであるであるである。。。。一朝一夕一朝一夕一朝一夕一朝一夕にににに議会議会議会議会がががが変変変変わることはないわることはないわることはないわることはない。。。。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

制定制定制定制定でででで議会議会議会議会がががが変変変変わることはわることはわることはわることはないないないない。。。。現実現実現実現実をををを直視直視直視直視しししし、、、、身身身身のののの丈丈丈丈のののの改革改革改革改革からからからから始始始始めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。    

96969696    住民住民住民住民のののの議会議会議会議会へのへのへのへの直接参加直接参加直接参加直接参加はははは、、、、議員議員議員議員のののの見落見落見落見落としたとしたとしたとした視点視点視点視点をををを付加付加付加付加することからすることからすることからすることから、、、、議会活動議会活動議会活動議会活動にににに対対対対するするするする監察機構監察機構監察機構監察機構・・・・政策提政策提政策提政策提

案等案等案等案等としてとしてとしてとして、、、、①①①①「「「「アドバイサリーボードアドバイサリーボードアドバイサリーボードアドバイサリーボード」」」」のののの設置設置設置設置、、、、②②②②議会議会議会議会モニタモニタモニタモニタ制度等制度等制度等制度等のののの導入導入導入導入、、、、③③③③「「「「議長議長議長議長へのへのへのへの手紙手紙手紙手紙」」」」制度制度制度制度、、、、④④④④傍傍傍傍

聴人発言制度聴人発言制度聴人発言制度聴人発言制度のののの検討検討検討検討をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

97979797    各地各地各地各地のののの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中中中中にはにはにはには、、、、議決事件議決事件議決事件議決事件のののの追加追加追加追加はははは見見見見られるられるられるられる。。。。簡単簡単簡単簡単にににに議決事件議決事件議決事件議決事件をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んでんでんでんで、、、、賛成賛成賛成賛成・・・・反対反対反対反対だけでだけでだけでだけで

はははは意味意味意味意味がないがないがないがない。。。。どのようにどのようにどのようにどのように議会議会議会議会がががが関関関関わっていくかがわっていくかがわっていくかがわっていくかが今後今後今後今後のののの課題課題課題課題であるであるであるである。。。。議決事件議決事件議決事件議決事件にににに追加追加追加追加したからにはしたからにはしたからにはしたからには、、、、議会議会議会議会としとしとしとし

てのてのてのての考考考考えやえやえやえや審議審議審議審議のののの進進進進めめめめ方等方等方等方等、、、、十分十分十分十分なななな対応対応対応対応をををを考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、事前事前事前事前にそのにそのにそのにその点点点点のののの整理整理整理整理がががが不可欠不可欠不可欠不可欠だだだだ。。。。    

98989898    改革改革改革改革のののの基本基本基本基本はいかにはいかにはいかにはいかに情報情報情報情報をををを公開公開公開公開しししし、、、、市民参加市民参加市民参加市民参加をををを担保担保担保担保するかにかかるするかにかかるするかにかかるするかにかかる。。。。それはそれはそれはそれは、、、、条例条例条例条例のののの素案素案素案素案のののの検討検討検討検討からからからから始始始始まりまりまりまり、、、、

実際実際実際実際のののの運用運用運用運用まですべてをまですべてをまですべてをまですべてを通通通通じてであることはいうまでもないじてであることはいうまでもないじてであることはいうまでもないじてであることはいうまでもない。。。。議会討論議会討論議会討論議会討論ののののプロセスプロセスプロセスプロセスをををを公開公開公開公開することはすることはすることはすることは、、、、結論同様結論同様結論同様結論同様

にににに重要重要重要重要であるであるであるである。。。。    

    

99999999    花巻市情報公開条例花巻市情報公開条例花巻市情報公開条例花巻市情報公開条例はははは第第第第１１１１条条条条においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「市市市市のののの保有保有保有保有するするするする情報情報情報情報のののの一層一層一層一層のののの公開公開公開公開をををを図図図図りりりり、、、、もってもってもってもって諸活動諸活動諸活動諸活動をををを市民市民市民市民にににに説明説明説明説明すすすす

るるるる責務責務責務責務がががが全全全全うされるようにするとともにうされるようにするとともにうされるようにするとともにうされるようにするとともに、、、、市民市民市民市民のののの市政市政市政市政へのへのへのへの参加参加参加参加をををを促進促進促進促進しししし、、、、開開開開かれたかれたかれたかれた市政市政市政市政のののの推進推進推進推進にににに寄与寄与寄与寄与することをすることをすることをすることを目目目目

的的的的ととととするするするする。」。」。」。」としているとしているとしているとしている。。。。これはこれはこれはこれは、、、、議会改革議会改革議会改革議会改革にににに関関関関するするするする会議会議会議会議のののの実質的部分実質的部分実質的部分実質的部分をををを開示開示開示開示しないこととはしないこととはしないこととはしないこととは、、、、まったくまったくまったくまったく対極的対極的対極的対極的なななな

考考考考ええええ方方方方であるであるであるである。。。。花巻市議会議員花巻市議会議員花巻市議会議員花巻市議会議員はははは市市市市のののの情報公開制度情報公開制度情報公開制度情報公開制度をををを見損見損見損見損じているのだろうかじているのだろうかじているのだろうかじているのだろうか。。。。なんともなんともなんともなんとも情情情情けないのけないのけないのけないの一言一言一言一言であるであるであるである。。。。    

100100100100    議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例はははは、、、、憲法第憲法第憲法第憲法第９２９２９２９２条条条条「「「「地方自治地方自治地方自治地方自治のののの本旨本旨本旨本旨」」」」のののの団体自治団体自治団体自治団体自治とととと住民自治住民自治住民自治住民自治のうちのうちのうちのうち、、、、住民自治住民自治住民自治住民自治にににに大大大大きくきくきくきくウエートウエートウエートウエート

がががが置置置置かれているかれているかれているかれているルールルールルールルールであるであるであるである。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの議論議論議論議論のののの過程過程過程過程をををを公開公開公開公開したからといってしたからといってしたからといってしたからといって「「「「市民市民市民市民のののの間間間間にににに混乱混乱混乱混乱をををを

    

94949494～～～～98989898    

貴重貴重貴重貴重なごなごなごなご意見意見意見意見としてとしてとしてとして承承承承りましたりましたりましたりました。。。。今後今後今後今後ともともともとも十分十分十分十分にににに検討検討検討検討すすすす

べきべきべきべき事項事項事項事項とととと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

99999999～～～～102102102102    

    現在現在現在現在もももも多多多多くのくのくのくの会議会議会議会議はははは公開公開公開公開していますしていますしていますしています。。。。またまたまたまた、、、、会議録会議録会議録会議録などなどなどなど

のののの公文書公文書公文書公文書もももも公開公開公開公開していますしていますしていますしています。。。。    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

生生生生じさせるじさせるじさせるじさせる恐恐恐恐れがあるれがあるれがあるれがある」」」」とはまったくとはまったくとはまったくとはまったく考考考考えられないえられないえられないえられない。。。。まさかとまさかとまさかとまさかと思思思思うがうがうがうが、、、、市民市民市民市民がががが““““騒騒騒騒ぐぐぐぐ””””とわずらわしくとわずらわしくとわずらわしくとわずらわしく、、、、何何何何もももも議議議議

論論論論せせせせずずずず拙速拙速拙速拙速でもでもでもでも構構構構わないというわないというわないというわないという考考考考ええええ違違違違いをしていないことをいをしていないことをいをしていないことをいをしていないことを祈祈祈祈りたいりたいりたいりたい。。。。    

101101101101    端的端的端的端的にににに申申申申しししし上上上上げるとげるとげるとげると、、、、議会改革議会改革議会改革議会改革のののの基本基本基本基本はははは「「「「徹底徹底徹底徹底したしたしたした情報情報情報情報のののの公開公開公開公開・・・・市民参加市民参加市民参加市民参加」」」」につきるにつきるにつきるにつきる。。。。これまでこれまでこれまでこれまで議会議会議会議会というというというという機機機機

関関関関はははは、、、、市民参加市民参加市民参加市民参加などなどなどなど考考考考えてもこなかったしえてもこなかったしえてもこなかったしえてもこなかったし、、、、情報情報情報情報をををを市民市民市民市民とととと共有共有共有共有しようというしようというしようというしようという動動動動きもきもきもきも皆無皆無皆無皆無にににに近近近近かったとかったとかったとかったと思思思思うううう。。。。    

102102102102    ２２２２年前年前年前年前のののの議会基本条例検討委員会議会基本条例検討委員会議会基本条例検討委員会議会基本条例検討委員会のののの調査報告書調査報告書調査報告書調査報告書のののの内容内容内容内容をなぜをなぜをなぜをなぜ公表公表公表公表しないのかしないのかしないのかしないのか。。。。    

    

103103103103    二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制にににに関関関関してしてしてして。。。。花巻市花巻市花巻市花巻市のののの場合場合場合場合、、、、首長首長首長首長とととと議会議会議会議会はははは実質的実質的実質的実質的にににに一体化一体化一体化一体化してしまいしてしまいしてしまいしてしまい、、、、チェックチェックチェックチェック機構機構機構機構としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを

果果果果たしていないとたしていないとたしていないとたしていないと見受見受見受見受けられるところがあるけられるところがあるけられるところがあるけられるところがある。。。。議会議会議会議会とととと執行部執行部執行部執行部がががが一一一一体体体体となってしまうととなってしまうととなってしまうととなってしまうと、、、、ほとんどのことがほとんどのことがほとんどのことがほとんどのことが水面下水面下水面下水面下

でででで調整調整調整調整されてしまいされてしまいされてしまいされてしまい、、、、どのようなどのようなどのようなどのような議論議論議論議論がががが行行行行われたのかがわれたのかがわれたのかがわれたのかが住民住民住民住民にわからないにわからないにわからないにわからない。。。。    

104104104104    国国国国のののの政治制度政治制度政治制度政治制度とととと地方地方地方地方のののの政治制度政治制度政治制度政治制度のののの違違違違いをいをいをいを正確正確正確正確にににに理解理解理解理解しないとしないとしないとしないと、、、、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もについてもについてもについても深深深深いいいい理解理解理解理解やややや運営運営運営運営はできはできはできはでき

ないないないない。。。。地方地方地方地方のののの政治制度政治制度政治制度政治制度はははは““““直接民主制直接民主制直接民主制直接民主制ををををベースベースベースベースとしたとしたとしたとした間接民主制間接民主制間接民主制間接民主制””””でありでありでありであり、、、、市民参加市民参加市民参加市民参加をををを前提前提前提前提としているとしているとしているとしている。。。。したがしたがしたがしたが

ってってってって、、、、地方議会地方議会地方議会地方議会のののの議員議員議員議員はははは““““市民市民市民市民のののの代表者代表者代表者代表者””””というよりはというよりはというよりはというよりは、、、、““““市民全体市民全体市民全体市民全体のののの公共的公共的公共的公共的なななな意思意思意思意思のののの代行者代行者代行者代行者””””がががが適切適切適切適切なななな表現表現表現表現でででで

あるあるあるある。。。。地方議会地方議会地方議会地方議会のののの議員議員議員議員にはにはにはには、、、、市民市民市民市民のののの合意合意合意合意をつくってをつくってをつくってをつくって、、、、それにそれにそれにそれに基基基基づいてづいてづいてづいて行動行動行動行動するするするする責任責任責任責任があるがあるがあるがある。。。。このこのこのこの点点点点をよくをよくをよくをよく認識認識認識認識しししし

てててて基本条例基本条例基本条例基本条例のののの策定策定策定策定はははは市民参加市民参加市民参加市民参加でででで進進進進めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。    

105105105105    市政市政市政市政はははは根本的根本的根本的根本的にににに市民市民市民市民のののの信託信託信託信託をををを受受受受けてけてけてけて行行行行われるものでありわれるものでありわれるものでありわれるものであり、、、、そのそのそのその理由理由理由理由はははは憲法第憲法第憲法第憲法第９２９２９２９２条条条条にににに定定定定められためられためられためられた「「「「地方自治地方自治地方自治地方自治のののの

本旨本旨本旨本旨」」」」にににに体現体現体現体現されているされているされているされている。「。「。「。「地方自治地方自治地方自治地方自治のののの本旨本旨本旨本旨」」」」はははは、、、、市政市政市政市政はははは市民市民市民市民がががが参画参画参画参画しししし、、、、そのそのそのその意見意見意見意見にににに基基基基づいてづいてづいてづいて行行行行われるというわれるというわれるというわれるという「「「「住住住住

民自治民自治民自治民自治」」」」のののの原則原則原則原則とととと、、、、市市市市がががが国国国国、、、、県県県県、、、、そのそのそのその他他他他のののの市町村市町村市町村市町村からからからから独立独立独立独立しししし、、、、それらとそれらとそれらとそれらと対等対等対等対等なななな立場立場立場立場でででで市政市政市政市政をををを行行行行うといううといううといううという「「「「団体自団体自団体自団体自

治治治治」」」」のののの原則原則原則原則からなるとされているからなるとされているからなるとされているからなるとされている。。。。市民市民市民市民はははは選挙選挙選挙選挙というというというという権利権利権利権利をををを行使行使行使行使してしてしてして、、、、直接直接直接直接、、、、市市市市のののの首長首長首長首長とととと議員議員議員議員をををを選選選選びびびび、、、、自治権自治権自治権自治権のののの

一部一部一部一部をををを信託信託信託信託しているしているしているしている。。。。あくまでもあくまでもあくまでもあくまでも主権者主権者主権者主権者はははは市民市民市民市民でありでありでありであり。。。。市政市政市政市政はそのはそのはそのはその信託信託信託信託にににに基基基基づくものであるづくものであるづくものであるづくものである。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、「、「、「、「地地地地

方自治方自治方自治方自治のののの本旨本旨本旨本旨」」」」のののの実現実現実現実現をををを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基本理念基本理念基本理念基本理念としてとしてとしてとして明確明確明確明確にににに位置位置位置位置づけるべきであるづけるべきであるづけるべきであるづけるべきである。。。。    

106106106106    議会議会議会議会のののの活性化活性化活性化活性化のためにはのためにはのためにはのためには、、、、地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法がががが定定定定めているさまざまなめているさまざまなめているさまざまなめているさまざまな機能機能機能機能をををを最大限活用最大限活用最大限活用最大限活用するところからするところからするところからするところから始始始始めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと

考考考考えるえるえるえる。。。。いまいまいまいま与与与与えられたえられたえられたえられた権限権限権限権限をををを最大限使最大限使最大限使最大限使ってみてはどうかとってみてはどうかとってみてはどうかとってみてはどうかと思思思思うううう。。。。    

107107107107    住民住民住民住民がががが議会議会議会議会やややや首長首長首長首長ををををコントロールコントロールコントロールコントロールすることがすることがすることがすることが重要重要重要重要。。。。制度制度制度制度やややや用意用意用意用意されていてもされていてもされていてもされていても使使使使いいいい勝手勝手勝手勝手がががが悪悪悪悪いのでいのでいのでいので、、、、要件要件要件要件のののの緩和緩和緩和緩和

がががが必要必要必要必要。。。。またまたまたまた、、、、日本日本日本日本ではではではでは住民参画住民参画住民参画住民参画ののののツールツールツールツールがあまりがあまりがあまりがあまり知知知知られていないのでられていないのでられていないのでられていないので、、、、住民住民住民住民のののの自治自治自治自治リテラシーリテラシーリテラシーリテラシーをををを高高高高めるめるめるめる教育教育教育教育がががが

必要必要必要必要。。。。    

    

    

    

    

    

    

103103103103～～～～109109109109    

    住民住民住民住民のののの代表者代表者代表者代表者（（（（首長首長首長首長とととと議員議員議員議員））））をををを選挙選挙選挙選挙によってによってによってによって選出選出選出選出しししし、、、、そそそそ

のののの代表者代表者代表者代表者によってによってによってによって政治的意思政治的意思政治的意思政治的意思判断判断判断判断がなされるがなされるがなされるがなされる二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制、、、、

このこのこのこの地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体におけるにおけるにおけるにおける現行現行現行現行のののの制度制度制度制度のなかでのなかでのなかでのなかで議会議会議会議会のあるべのあるべのあるべのあるべ

きききき姿姿姿姿にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

108108108108    地方自治地方自治地方自治地方自治のののの土台土台土台土台はははは直接民主主義直接民主主義直接民主主義直接民主主義だだだだ。。。。すべてをすべてをすべてをすべてを直接民主主義直接民主主義直接民主主義直接民主主義でででで行行行行うことはできないがうことはできないがうことはできないがうことはできないが、、、、市民市民市民市民にににに最最最最もももも近近近近いところでいところでいところでいところで

市民市民市民市民のののの生活生活生活生活にとってにとってにとってにとって重要重要重要重要ななななサービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供するするするする自治体自治体自治体自治体のののの運営運営運営運営はははは、、、、国国国国よりもずっとよりもずっとよりもずっとよりもずっと、、、、市民市民市民市民がががが直接情報直接情報直接情報直接情報をををを得得得得てててて、、、、実感実感実感実感

をををを持持持持ってってってって考考考考ええええ、、、、自自自自らららら判断判断判断判断しやすいしやすいしやすいしやすい。。。。したがってしたがってしたがってしたがって自治体自治体自治体自治体ではではではでは、、、、現実現実現実現実のののの制度制度制度制度としてもとしてもとしてもとしても直接民主制直接民主制直接民主制直接民主制をををを取取取取りりりり入入入入れれれれ、、、、間接民間接民間接民間接民

主制主制主制主制とととと並立並立並立並立させているさせているさせているさせている。。。。    

109109109109    地方分権地方分権地方分権地方分権のののの核心核心核心核心はははは、、、、市民市民市民市民がががが、、、、行政行政行政行政のののの権限権限権限権限・・・・財源財源財源財源をよりをよりをよりをより自分自分自分自分のののの近近近近くにおいてくにおいてくにおいてくにおいて、、、、主権者主権者主権者主権者としてとしてとしてとしてコントロールコントロールコントロールコントロールしやすしやすしやすしやす

くすることにあるくすることにあるくすることにあるくすることにある。。。。そもそもそもそもそもそもそもそも分権分権分権分権とはとはとはとは、、、、市民市民市民市民がががが国国国国とととと自治体自治体自治体自治体にににに権限権限権限権限をををを分分分分けてけてけてけて与与与与えることえることえることえることだとだとだとだと考考考考えるえるえるえる。。。。国国国国がががが自治体自治体自治体自治体にににに

権限権限権限権限をををを分分分分けけけけ与与与与えることではないえることではないえることではないえることではない。。。。地方政府地方政府地方政府地方政府であるであるであるである自治体自治体自治体自治体をををを「「「「市民市民市民市民のののの政府政府政府政府」」」」にしなければならないにしなければならないにしなければならないにしなければならない。。。。    

    

110110110110    懇談会懇談会懇談会懇談会のののの説明説明説明説明のののの中中中中でででで「「「「大大大大きなきなきなきな修正修正修正修正はしないはしないはしないはしない」」」」としていましたがどうしてかとしていましたがどうしてかとしていましたがどうしてかとしていましたがどうしてか。。。。そのようなそのようなそのようなそのような制限制限制限制限をつけたをつけたをつけたをつけた議論議論議論議論をしをしをしをし

ないでほしいないでほしいないでほしいないでほしい。。。。    

    

    

111111111111    地域医療地域医療地域医療地域医療やややや雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策にににに関関関関するするするする特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会をなぜをなぜをなぜをなぜ設置設置設置設置しないのかしないのかしないのかしないのか。。。。議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例よりもよりもよりもよりも重要度重要度重要度重要度、、、、緊急度緊急度緊急度緊急度においてにおいてにおいてにおいて

優先優先優先優先するべきとするべきとするべきとするべきと思思思思うがまったくうがまったくうがまったくうがまったく解解解解せないせないせないせない。。。。議会改革議会改革議会改革議会改革はははは実績実績実績実績をををを積積積積みみみみ重重重重ねながらじっくりとねながらじっくりとねながらじっくりとねながらじっくりと取取取取りりりり組組組組むべきむべきむべきむべき。。。。    

112112112112    狭狭狭狭くくくく険険険険しいしいしいしい階段階段階段階段をををを経由経由経由経由してたどりしてたどりしてたどりしてたどり着着着着くくくく傍聴席傍聴席傍聴席傍聴席のののの環境環境環境環境はははは、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者やややや身体身体身体身体障害障害障害障害をををを抱抱抱抱えるえるえるえる傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者にとってにとってにとってにとって速速速速やかにやかにやかにやかに改改改改

善善善善されるべきではないのかされるべきではないのかされるべきではないのかされるべきではないのか。。。。そんなことよりそんなことよりそんなことよりそんなことより先先先先にににに、、、、誰誰誰誰もももも使使使使わないわないわないわない（（（（利用者利用者利用者利用者がががが限定限定限定限定されるされるされるされる））））エレベーターエレベーターエレベーターエレベーターなどになどになどになどに予予予予

算算算算をつけているをつけているをつけているをつけている感覚感覚感覚感覚がすでにがすでにがすでにがすでに市民感覚市民感覚市民感覚市民感覚とととと乖離乖離乖離乖離しているしているしているしている。。。。    

113113113113    議員議員議員議員のののの多選規制多選規制多選規制多選規制をををを検討検討検討検討するべきであるするべきであるするべきであるするべきである。。。。これはこれはこれはこれは有権者有権者有権者有権者にもにもにもにも問題問題問題問題があるがあるがあるがある。。。。例例例例えばえばえばえば長長長長いこといこといこといこと議員議員議員議員をををを務務務務めているめているめているめている人人人人はははは

いいいいいいいい議員議員議員議員だとだとだとだと思思思思っているっているっているっている。。。。５５５５期期期期もももも６６６６期期期期もももも当選当選当選当選するするするする議員議員議員議員はできるはできるはできるはできる議員議員議員議員だとだとだとだと。。。。大大大大きなきなきなきな誤解誤解誤解誤解であるであるであるである。。。。むしろむしろむしろむしろ４４４４期期期期５５５５期期期期とととと

経経経経つとだんだんつとだんだんつとだんだんつとだんだん鮮度鮮度鮮度鮮度をををを失失失失ってってってって、、、、コモンセンスコモンセンスコモンセンスコモンセンスがなくなるがなくなるがなくなるがなくなる。。。。議員議員議員議員はははは３３３３期期期期、、、、４４４４期期期期ぐらいまでぐらいまでぐらいまでぐらいまで務務務務めたらめたらめたらめたら一度辞一度辞一度辞一度辞めてめてめてめて、、、、もももも

うううう一度普通一度普通一度普通一度普通にににに市民市民市民市民のののの生活生活生活生活をををを送送送送るるるる。。。。ちょっとちょっとちょっとちょっと休休休休んでんでんでんで、、、、またもうまたもうまたもうまたもう一度一度一度一度、、、、時間時間時間時間にににに余裕余裕余裕余裕ができてができてができてができて新新新新しいしいしいしいアイデアアイデアアイデアアイデアがががが生生生生まれまれまれまれ

たらたらたらたら選挙選挙選挙選挙にににに出出出出るるるる。。。。そんなそんなそんなそんなイメージイメージイメージイメージですですですです。。。。市民市民市民市民ののののコモンセンスコモンセンスコモンセンスコモンセンスからからからから離離離離れたられたられたられたら駄目駄目駄目駄目だだだだ。。。。    

114114114114    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はについてはについてはについては、、、、まずまずまずまず、、、、専門性専門性専門性専門性としてとしてとしてとして何何何何をををを求求求求めめめめ、、、、そのそのそのその専門性専門性専門性専門性にににに対対対対してしてしてして市役所市役所市役所市役所のののの職員職員職員職員としてのとしてのとしてのとしての

ローテーションローテーションローテーションローテーションがががが妥当妥当妥当妥当かかかか、、、、検討検討検討検討がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。議会議会議会議会事務事務事務事務局局局局のののの職員職員職員職員はははは市役所市役所市役所市役所のののの職員職員職員職員であるであるであるである。。。。現行現行現行現行のののの制度制度制度制度ではではではでは、、、、議会議会議会議会

事務局職員事務局職員事務局職員事務局職員のののの執行部執行部執行部執行部からのからのからのからの出向人事出向人事出向人事出向人事によりによりによりにより配置配置配置配置されているされているされているされている。。。。議長議長議長議長にににに任免権任免権任免権任免権はあるとはいえはあるとはいえはあるとはいえはあるとはいえ、、、、首長人事首長人事首長人事首長人事のののの一部一部一部一部であであであであ

    

    

    

    

    

    

    

    

110110110110    任意任意任意任意のののの検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会でででで作成作成作成作成したしたしたした条例素案条例素案条例素案条例素案をををを市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様

にににに示示示示すすすす際際際際にににに「「「「特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会でででで修正修正修正修正しないでしないでしないでしないで、、、、そのままのそのままのそのままのそのままの形形形形

でででで示示示示したしたしたした」」」」ということをということをということをということを説明説明説明説明したものですしたものですしたものですしたものです。。。。    

    

111111111111～～～～214214214214    

ごごごご意見意見意見意見、、、、ごごごご要望要望要望要望、、、、ごごごご提言提言提言提言としてとしてとしてとして承承承承りますりますりますります。。。。    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

ることはることはることはることは御承知御承知御承知御承知のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。それがそれがそれがそれが証拠証拠証拠証拠にいつもにいつもにいつもにいつも発令発令発令発令はははは執行部職員執行部職員執行部職員執行部職員とととと同時同時同時同時にににに行行行行われているわれているわれているわれている。。。。やはりここはやはりここはやはりここはやはりここは制制制制

度度度度をををを改改改改めめめめ、、、、議会事務局職員議会事務局職員議会事務局職員議会事務局職員のののの独立独立独立独立（（（（職員独自採用職員独自採用職員独自採用職員独自採用））））のののの道道道道をををを拓拓拓拓くくくく必要性必要性必要性必要性をををを強調強調強調強調しておきたいしておきたいしておきたいしておきたい。。。。    

115115115115    議会事務議会事務議会事務議会事務局局局局のののの専任職員専任職員専任職員専任職員をををを複数複数複数複数のののの自治体自治体自治体自治体でででで共同採用共同採用共同採用共同採用することやすることやすることやすることや、、、、事務局長事務局長事務局長事務局長にににに外部外部外部外部のののの人材人材人材人材をををを登用登用登用登用することすることすることすること、、、、庶務庶務庶務庶務だだだだ

けでなくけでなくけでなくけでなく政策法務担当職政策法務担当職政策法務担当職政策法務担当職をををを配置配置配置配置することはすることはすることはすることは議会議会議会議会のののの決断決断決断決断でででで実施可能実施可能実施可能実施可能であるであるであるである。。。。場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては自治体議会事務局連合自治体議会事務局連合自治体議会事務局連合自治体議会事務局連合

をををを組織組織組織組織するするするする必要必要必要必要ががががああああるかもしれないるかもしれないるかもしれないるかもしれない。。。。またまたまたまた、、、、付属機関付属機関付属機関付属機関、、、、調査機関調査機関調査機関調査機関としてはとしてはとしてはとしては民間民間民間民間のののの専門家専門家専門家専門家、、、、住民住民住民住民ののののボランティアボランティアボランティアボランティア等等等等

をををを組織化組織化組織化組織化することもすることもすることもすることも必要必要必要必要であろうであろうであろうであろう。。。。さらにさらにさらにさらに専門家専門家専門家専門家としてとしてとしてとして育成育成育成育成するためにはするためにはするためにはするためには他機他機他機他機関関関関とのとのとのとの交流交流交流交流もももも必要必要必要必要かもしれないかもしれないかもしれないかもしれない。。。。    

116116116116    懇談会懇談会懇談会懇談会のののの際際際際にににに「「「「遅遅遅遅ればせながらればせながらればせながらればせながら」」」」というというというという説明説明説明説明があったがあったがあったがあった。。。。議員定数議員定数議員定数議員定数のののの見直見直見直見直しというしというしというしという重要重要重要重要なななな案件案件案件案件をををを含含含含むむむむ議会改革議会改革議会改革議会改革がががが

なぜこんなになぜこんなになぜこんなになぜこんなに遅遅遅遅れたのかきちんとれたのかきちんとれたのかきちんとれたのかきちんと説明説明説明説明するべきするべきするべきするべき。。。。またまたまたまた、、、、大迫会場大迫会場大迫会場大迫会場ではではではでは「「「「なにせなにせなにせなにせ初初初初めてなのでめてなのでめてなのでめてなので・・・・・・・・・・・・おおおお許許許許しくださしくださしくださしくださ

いいいい」」」」というというというという発言発言発言発言もももも甚甚甚甚だだだだ不謹慎不謹慎不謹慎不謹慎でででで軽率軽率軽率軽率なななな発言発言発言発言であるであるであるである。。。。    

117117117117    検討経過検討経過検討経過検討経過をををを十分十分十分十分にににに明明明明らかにせずらかにせずらかにせずらかにせず、、、、市民市民市民市民のののの関心関心関心関心をををを高高高高めることもなくめることもなくめることもなくめることもなく、、、、深深深深いいいい理解理解理解理解もないままにもないままにもないままにもないままに市民市民市民市民へへへへ意見意見意見意見をををを求求求求めるめるめるめる

ことことことこと自体自体自体自体ありえないありえないありえないありえない話話話話であるであるであるである。。。。仮仮仮仮にににに意見意見意見意見がががが寄寄寄寄せられたとしてもせられたとしてもせられたとしてもせられたとしても、、、、何何何何らららら素案素案素案素案へのへのへのへの具体的反映具体的反映具体的反映具体的反映がががが見見見見られないられないられないられない形式的形式的形式的形式的なななな

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なななならららら何何何何のののの意味意味意味意味もももも価値価値価値価値もないもないもないもない。。。。    

118118118118    市民市民市民市民がどれだけがどれだけがどれだけがどれだけ関関関関われるのかがとてもわれるのかがとてもわれるのかがとてもわれるのかがとても重要重要重要重要でででで、、、、条例条例条例条例のののの中身中身中身中身よりよりよりより条例制定条例制定条例制定条例制定ののののプロセスプロセスプロセスプロセスにおけるにおけるにおけるにおける自治自治自治自治のののの当当当当たりたりたりたり前前前前のののの

理念理念理念理念のののの再確認再確認再確認再確認がががが大切大切大切大切。。。。最大最大最大最大のののの問題問題問題問題はははは市民市民市民市民がががが基本条例基本条例基本条例基本条例をををを「「「「最高規範最高規範最高規範最高規範」」」」としてとしてとしてとして受受受受けけけけ入入入入れるかれるかれるかれるか否否否否かだかだかだかだ。。。。    

119119119119    制定後制定後制定後制定後もももも条例条例条例条例のののの目的達成目的達成目的達成目的達成のののの管理管理管理管理についてしっかりしておりについてしっかりしておりについてしっかりしておりについてしっかりしており、、、、議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた下位規範的下位規範的下位規範的下位規範的なななな条例条例条例条例のののの整備整備整備整備

やややや運用運用運用運用のののの監督監督監督監督があるかがあるかがあるかがあるか検証検証検証検証をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、住民住民住民住民によるによるによるによる委員会等委員会等委員会等委員会等のののの条例進行管理組織条例進行管理組織条例進行管理組織条例進行管理組織がががが置置置置かれることがかれることがかれることがかれることが望望望望ましいましいましいましい。。。。    

120120120120    議会議会議会議会はもっとはもっとはもっとはもっと頻繁頻繁頻繁頻繁にににに首長提案首長提案首長提案首長提案をををを修正修正修正修正したらいいしたらいいしたらいいしたらいい。。。。議員立法議員立法議員立法議員立法をををを日常的日常的日常的日常的にににに行行行行うのはうのはうのはうのは望望望望ましいましいましいましいけれどけれどけれどけれど、、、、現状現状現状現状ではではではでは難難難難しししし

いいいい面面面面があるがあるがあるがある。。。。しかししかししかししかし、、、、首長首長首長首長がががが提案提案提案提案したしたしたした条例案条例案条例案条例案をそのままをそのままをそのままをそのまま議決議決議決議決するのではなくするのではなくするのではなくするのではなく、、、、議会議会議会議会がががが修正修正修正修正してしてしてして議決議決議決議決するするするする。。。。これはこれはこれはこれは

現状現状現状現状でもでもでもでも十分十分十分十分できるはずだできるはずだできるはずだできるはずだ。。。。これをこれをこれをこれを行行行行えばえばえばえば、、、、決定決定決定決定にににに対対対対するするするする議会議会議会議会のののの責任責任責任責任のののの意識意識意識意識はははは高高高高まっていくまっていくまっていくまっていく。。。。    

121121121121    「「「「議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例」」」」制定制定制定制定はははは改革改革改革改革ののののゴールゴールゴールゴールではなくではなくではなくではなく、、、、むしろむしろむしろむしろ、、、、スタートラインスタートラインスタートラインスタートライン。。。。制定制定制定制定プロセスプロセスプロセスプロセスでででで、、、、議会議会議会議会・・・・議員議員議員議員だけだけだけだけ

のののの議論議論議論議論にはしないためにはしないためにはしないためにはしないため、、、、多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民とととと意見意見意見意見をををを交交交交わしながらわしながらわしながらわしながら改革改革改革改革をををを進進進進めることをめることをめることをめることをコンセプトコンセプトコンセプトコンセプトにすえるべきにすえるべきにすえるべきにすえるべき。。。。残念残念残念残念なななな

がらがらがらがら花巻市花巻市花巻市花巻市ではではではでは機機機機がががが熟熟熟熟しているとはしているとはしているとはしているとは言言言言いいいい切切切切れないれないれないれない。。。。他市他市他市他市のののの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いいとこのいいとこのいいとこのいいとこ取取取取りでおりでおりでおりでお茶茶茶茶をををを濁濁濁濁しているだけしているだけしているだけしているだけ

ではではではでは不十分不十分不十分不十分。。。。    

122122122122    会議録会議録会議録会議録のののの内容内容内容内容をををを政策政策政策政策ごとにごとにごとにごとに分類分類分類分類しししし、、、、政策中心政策中心政策中心政策中心にににに編集編集編集編集したしたしたした個別個別個別個別のののの「「「「報告書報告書報告書報告書」」」」をををを体系化体系化体系化体系化しししし、、、、さらにさらにさらにさらに議員議員議員議員のののの政策研究政策研究政策研究政策研究

等等等等をををを加加加加えることによりえることによりえることによりえることにより、「、「、「、「議会白書議会白書議会白書議会白書」」」」としてとしてとしてとして充実充実充実充実させさせさせさせ、、、、各議会終了後各議会終了後各議会終了後各議会終了後にににに作成作成作成作成しししし、、、、開示開示開示開示することをすることをすることをすることを提案提案提案提案するするするする。。。。議会議会議会議会
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

白書白書白書白書をををを作成作成作成作成したしたしたした例例例例としてとしてとしてとして北海道福島町議会北海道福島町議会北海道福島町議会北海道福島町議会がががが挙挙挙挙げられるげられるげられるげられる。。。。同議会同議会同議会同議会はははは議員議員議員議員がががが自己評価自己評価自己評価自己評価をををを行行行行っていることでもっていることでもっていることでもっていることでも知知知知られられられられ

ているているているている。。。。以下以下以下以下はははは議会白書議会白書議会白書議会白書のののの例例例例であるであるであるである。。。。    

①①①①議案議案議案議案をををを政策項目政策項目政策項目政策項目ごとにごとにごとにごとに整理整理整理整理しししし、、、、各会派各会派各会派各会派・・・・議員議員議員議員のののの賛否賛否賛否賛否、、、、そのそのそのその理由理由理由理由、、、、審議過程審議過程審議過程審議過程でのでのでのでの議員間討議議員間討議議員間討議議員間討議、、、、論点論点論点論点・・・・意見意見意見意見・・・・課題課題課題課題

等等等等とそのとそのとそのとその処理処理処理処理、、、、②②②②質問質問質問質問をををを政策項目政策項目政策項目政策項目ごとにごとにごとにごとに整理整理整理整理しししし、、、、さらにさらにさらにさらに細細細細かいかいかいかい内容内容内容内容ごとにごとにごとにごとに論点論点論点論点とととと行政側行政側行政側行政側のののの回答回答回答回答をををを整理整理整理整理、、、、要望要望要望要望、、、、提提提提

案等案等案等案等とそのとそのとそのとその処理処理処理処理、、、、③③③③各定例会各定例会各定例会各定例会をををを中心中心中心中心にまとめにまとめにまとめにまとめ、、、、最終年最終年最終年最終年にににに年度年度年度年度ごとにごとにごとにごとに編集編集編集編集しししし、、、、議会報告会等議会報告会等議会報告会等議会報告会等でででで活用活用活用活用するするするする。。。。    

123123123123    議決議決議決議決にににに関関関関するするするする会派拘束会派拘束会派拘束会派拘束はははは原則原則原則原則としてとしてとしてとして外外外外すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。議会議会議会議会はははは二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制としてとしてとしてとして市長市長市長市長とのとのとのとの緊張関係緊張関係緊張関係緊張関係をもとにをもとにをもとにをもとに運営運営運営運営

されるされるされるされる。。。。国会国会国会国会のようにのようにのようにのように議院内閣制議院内閣制議院内閣制議院内閣制でででで与党与党与党与党がががが内閣内閣内閣内閣とととと一体一体一体一体になってになってになってになって政策政策政策政策をををを進進進進めるわけではないのだからめるわけではないのだからめるわけではないのだからめるわけではないのだから。。。。    

124124124124    市民市民市民市民がががが議員活動議員活動議員活動議員活動をををを監視監視監視監視するするするする「「「「議会評議会議会評議会議会評議会議会評議会」」」」のののの設置設置設置設置やややや各委員会各委員会各委員会各委員会のののの審議審議審議審議にににに市民市民市民市民がががが加加加加わるわるわるわる「「「「議会議会議会議会サポータサポータサポータサポータ制度制度制度制度」」」」のののの導導導導

入入入入をををを検討検討検討検討するべきだするべきだするべきだするべきだ。。。。議会評議会議会評議会議会評議会議会評議会はははは議会議会議会議会のののの付属機関付属機関付属機関付属機関としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、メンバーメンバーメンバーメンバーはははは市民市民市民市民でででで構成構成構成構成しししし議会議会議会議会ののののオンブズマオンブズマオンブズマオンブズマ

ンンンン的役割的役割的役割的役割をををを担担担担うものであるうものであるうものであるうものである。。。。同様同様同様同様のののの機関機関機関機関はははは三重三重三重三重県議会県議会県議会県議会がががが２００８２００８２００８２００８年年年年にににに設置設置設置設置しししし、、、、議員議員議員議員のののの資質向上資質向上資質向上資質向上につながっているにつながっているにつながっているにつながっている。。。。    

125125125125    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中中中中にににに、、、、議決事件議決事件議決事件議決事件のののの追加追加追加追加がががが見見見見られるがられるがられるがられるが、、、、どのようにどのようにどのようにどのように議会議会議会議会がががが関関関関わっていくかがわっていくかがわっていくかがわっていくかが今後今後今後今後のののの課題課題課題課題であるであるであるである。。。。

議決事件議決事件議決事件議決事件にににに追加追加追加追加したからにはしたからにはしたからにはしたからには、、、、議会議会議会議会としてのとしてのとしてのとしての考考考考えやえやえやえや審議審議審議審議のののの進進進進めめめめ方等方等方等方等、、、、十分十分十分十分なななな対応対応対応対応をををを考考考考えていくえていくえていくえていく必要必要必要必要がありがありがありがあり、、、、事前事前事前事前

にそのにそのにそのにその点点点点のののの整理整理整理整理がががが不可欠不可欠不可欠不可欠だだだだ。。。。簡単簡単簡単簡単にににに議決事件議決事件議決事件議決事件をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んでんでんでんで、、、、賛成賛成賛成賛成・・・・反対反対反対反対だけではだけではだけではだけでは意味意味意味意味がないがないがないがない。。。。素案素案素案素案からからからから市民参加市民参加市民参加市民参加

をををを求求求求めめめめ、、、、議会議会議会議会としてのとしてのとしてのとしての考考考考えをえをえをえを合意形成合意形成合意形成合意形成するするするする。。。。そのそのそのその上上上上でででで、、、、執行側執行側執行側執行側とのとのとのとの協議協議協議協議、、、、どのどのどのどの場場場場面面面面でのでのでのでの登場登場登場登場がががが有効有効有効有効かかかか、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ

のののの自治体自治体自治体自治体によってによってによってによって異異異異なるとなるとなるとなると思思思思うううう。。。。議会議会議会議会がそのがそのがそのがその力量力量力量力量をををを問問問問われるわれるわれるわれる。。。。    

126126126126    地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの議会議会議会議会ははははチェックチェックチェックチェック機関機関機関機関ともともともとも言言言言われるわれるわれるわれる。。。。何何何何にににに対対対対してのしてのしてのしてのチェックチェックチェックチェックかといえばかといえばかといえばかといえば、、、、議会議会議会議会がががが決定決定決定決定したしたしたした事項事項事項事項をををを決決決決

定定定定したとおりにしたとおりにしたとおりにしたとおりに執行執行執行執行しているかをしているかをしているかをしているかをチェックチェックチェックチェックするのであるするのであるするのであるするのである。。。。２２２２年前年前年前年前にににに修正可決修正可決修正可決修正可決したまちづくりしたまちづくりしたまちづくりしたまちづくり基本条例基本条例基本条例基本条例にににに規定規定規定規定されされされされ

たたたた常設常設常設常設のののの住民投票条例住民投票条例住民投票条例住民投票条例やややや市民参加条例市民参加条例市民参加条例市民参加条例はははは未未未未だにだにだにだに未制定未制定未制定未制定であることはであることはであることはであることは市議会市議会市議会市議会としてとしてとしてとして、、、、チェックチェックチェックチェック機能機能機能機能をををを放棄放棄放棄放棄しておりしておりしておりしており

怠慢怠慢怠慢怠慢であるといわざるをであるといわざるをであるといわざるをであるといわざるを得得得得ないないないない。。。。    

127127127127    パブコメパブコメパブコメパブコメをかけたをかけたをかけたをかけた場合場合場合場合、、、、議案議案議案議案とするとするとするとする前前前前にににに最終案最終案最終案最終案のののの公表公表公表公表がががが義務義務義務義務づけられているがづけられているがづけられているがづけられているが、、、、２２２２月月月月１４１４１４１４日日日日にににに締締締締めめめめ切切切切りりりり、、、、２２２２月月月月

２６２６２６２６日開会日開会日開会日開会３３３３月月月月１５１５１５１５日会期末日会期末日会期末日会期末のののの議会日程議会日程議会日程議会日程をををを勘案勘案勘案勘案しししし、、、、いつのいつのいつのいつの公表公表公表公表をををを行行行行うのかうのかうのかうのか。。。。    

128128128128    会派会派会派会派はははは議会議会議会議会のののの中中中中のののの公的存在公的存在公的存在公的存在でありでありでありであり、、、、議会議会議会議会のののの一翼一翼一翼一翼をををを担担担担うううう。。。。ここがここがここがここが基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方方方方であるであるであるである。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、会派会派会派会派のののの運営運営運営運営

はこれまではこれまではこれまではこれまで議論議論議論議論したしたしたした「「「「討論討論討論討論からからからから意思決定意思決定意思決定意思決定までまでまでまで」」」」におけるにおけるにおけるにおける議会議会議会議会のののの運営運営運営運営をををを阻害阻害阻害阻害しないようにすることしないようにすることしないようにすることしないようにすること、、、、さらにさらにさらにさらに積極的積極的積極的積極的

にににに寄与寄与寄与寄与することがすることがすることがすることが原則原則原則原則であるであるであるである。。。。    

129129129129    真真真真のののの議事機関議事機関議事機関議事機関としてのとしてのとしてのとしての議会議会議会議会のののの改革改革改革改革をををを進進進進めていくめていくめていくめていく上上上上でででで、、、、議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局のののの知的知的知的知的インフラインフラインフラインフラ整備整備整備整備がががが必要必要必要必要になるとになるとになるとになると考考考考えられえられえられえられ
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

るるるる。。。。またまたまたまた、、、、付属機関付属機関付属機関付属機関、、、、調査機関調査機関調査機関調査機関、、、、議会図書館等議会図書館等議会図書館等議会図書館等ののののバックヤードバックヤードバックヤードバックヤード機能機能機能機能のののの強化強化強化強化もももも当然必要当然必要当然必要当然必要であるであるであるである。。。。問題問題問題問題はそのはそのはそのはそのアプロアプロアプロアプロ

ーチーチーチーチであるであるであるである。。。。    

130130130130    議会議会議会議会のことだからのことだからのことだからのことだから素案素案素案素案づくりをづくりをづくりをづくりを議会内部議会内部議会内部議会内部でやるのはでやるのはでやるのはでやるのは納得納得納得納得がいかないがいかないがいかないがいかない。。。。有識者専門家有識者専門家有識者専門家有識者専門家のののの力力力力をををを必要必要必要必要とせずとせずとせずとせず、、、、独力独力独力独力でででで

やれるやれるやれるやれる自負自負自負自負があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。そのわりにそのわりにそのわりにそのわりに、、、、内容内容内容内容のほとんどはのほとんどはのほとんどはのほとんどは栗山町栗山町栗山町栗山町のののの丸写丸写丸写丸写しとはしとはしとはしとは情情情情けないけないけないけない。。。。    

131131131131    岸和田市議会岸和田市議会岸和田市議会岸和田市議会ではではではでは、、、、議長議長議長議長のののの私的諮問機関私的諮問機関私的諮問機関私的諮問機関としてとしてとしてとして平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年１２１２１２１２月月月月にににに議会基本条例検討委員会議会基本条例検討委員会議会基本条例検討委員会議会基本条例検討委員会をををを設置設置設置設置しししし、、、、議会議会議会議会のののの

活性化活性化活性化活性化やややや開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿をををを実現実現実現実現するためするためするためするため議会改革議会改革議会改革議会改革にににに着手着手着手着手してきたしてきたしてきたしてきた。。。。現在現在現在現在、、、、議会議会議会議会やややや議員議員議員議員のののの責務責務責務責務とととと議会議会議会議会のののの

機能機能機能機能をををを明確明確明確明確にににに条文条文条文条文としてとしてとしてとして盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ（（（（仮称仮称仮称仮称））））議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例をををを平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年４４４４月月月月にににに策定策定策定策定、、、、施行施行施行施行するためするためするためするため、、、、具体的具体的具体的具体的なななな内内内内

容容容容のののの検討検討検討検討をををを行行行行っているとっているとっているとっていると聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、花巻市花巻市花巻市花巻市はははは事前準備事前準備事前準備事前準備がいいがいいがいいがいい加減加減加減加減すぎるすぎるすぎるすぎる。。。。    

132132132132    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素案素案素案素案づくりをづくりをづくりをづくりを非公開非公開非公開非公開でででで実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。これはこれはこれはこれはブラックユーモアブラックユーモアブラックユーモアブラックユーモアみたいなみたいなみたいなみたいな話話話話だだだだ。。。。議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例はははは

議会議会議会議会にににに市民市民市民市民がががが参画参画参画参画することがすることがすることがすることが目的目的目的目的であるであるであるである。。。。市民参加市民参加市民参加市民参加のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを市民不在市民不在市民不在市民不在でででで議論議論議論議論していることをしていることをしていることをしていることを意味意味意味意味するするするする。。。。一部一部一部一部のののの

議員議員議員議員やややや会派会派会派会派がががが素案素案素案素案をつくってをつくってをつくってをつくって提案提案提案提案してしてしてして、、、、密室密室密室密室でででで議論議論議論議論したしたしたした結果結果結果結果のののの全員一致全員一致全員一致全員一致ではではではでは、、、、住民住民住民住民にはまったくわからないにはまったくわからないにはまったくわからないにはまったくわからない。。。。住住住住

民民民民にとってにとってにとってにとって、、、、そんなそんなそんなそんな議員立法議員立法議員立法議員立法はははは行行行行わないほうがいいわないほうがいいわないほうがいいわないほうがいい。。。。だからだからだからだから、、、、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制定過程制定過程制定過程制定過程をををを全部公開全部公開全部公開全部公開にすることにすることにすることにすること、、、、

住民住民住民住民がががが参加参加参加参加することがすることがすることがすることが大事大事大事大事だだだだ。。。。    

133133133133    花巻市花巻市花巻市花巻市ではではではでは、、、、首長首長首長首長とととと議会議会議会議会がががが一体化一体化一体化一体化しししし緊張感緊張感緊張感緊張感がないがないがないがない状態状態状態状態にあるにあるにあるにある。。。。選挙選挙選挙選挙においてもにおいてもにおいてもにおいても首長首長首長首長とととと議員議員議員議員がががが支持基盤支持基盤支持基盤支持基盤をををを共有共有共有共有すすすす

ることでることでることでることで「「「「おおおお仲間仲間仲間仲間」」」」からからからから談合的談合的談合的談合的にににに選選選選ばれるばれるばれるばれる事実上事実上事実上事実上のののの無風選挙無風選挙無風選挙無風選挙となっているとなっているとなっているとなっている。。。。本来本来本来本来のののの議会議会議会議会のののの役割役割役割役割をつきつめるとをつきつめるとをつきつめるとをつきつめると、、、、

民意民意民意民意をををを汲汲汲汲みみみみ取取取取りりりり、、、、行政行政行政行政にににに反映反映反映反映するということだするということだするということだするということだ。。。。積極的積極的積極的積極的にににに議会議会議会議会のののの機能機能機能機能をををを発揮発揮発揮発揮しししし、、、、執行部執行部執行部執行部とととと互角互角互角互角にににに渡渡渡渡りりりり合合合合うことがうことがうことがうことが

求求求求められているめられているめられているめられている。。。。首長首長首長首長からからからから提出提出提出提出されるされるされるされる案案案案にににに対対対対しししし、、、、ただただただただ賛否賛否賛否賛否のののの意思意思意思意思をををを示示示示しているだけではしているだけではしているだけではしているだけでは機関機関機関機関としてとしてとしてとして市民市民市民市民からのからのからのからの信信信信

頼頼頼頼はははは得得得得られずられずられずられず、、、、それがそれがそれがそれが地方議会不要論地方議会不要論地方議会不要論地方議会不要論のののの大大大大きなきなきなきな要因要因要因要因であることはであることはであることはであることは否否否否めないめないめないめない。。。。    

134134134134    これまでのこれまでのこれまでのこれまでの議会議会議会議会のののの主主主主たるたるたるたる役割役割役割役割はははは、、、、首長首長首長首長（（（（行政行政行政行政））））のののの提案提案提案提案についてについてについてについて適切適切適切適切なななな判断判断判断判断をすることであったをすることであったをすることであったをすることであった。。。。首長首長首長首長のののの原案原案原案原案にににに

対対対対してのしてのしてのしての賛否賛否賛否賛否をををを表明表明表明表明するだけでするだけでするだけでするだけで十分十分十分十分であったであったであったであった。。。。個別個別個別個別のののの議員議員議員議員やややや会派会派会派会派からのからのからのからの要望要望要望要望がががが首長原案首長原案首長原案首長原案にどれだけにどれだけにどれだけにどれだけ反映反映反映反映されていされていされていされてい

るかがるかがるかがるかが、、、、賛否賛否賛否賛否をををを決決決決めるめるめるめる重大要素重大要素重大要素重大要素であったであったであったであった。。。。首長首長首長首長のののの原案原案原案原案をををを採決採決採決採決するかについてするかについてするかについてするかについて、、、、議会議会議会議会のののの責任責任責任責任をををを感感感感じていたじていたじていたじていた。。。。議会議会議会議会はははは、、、、

首長首長首長首長にににに対対対対してしてしてして責任責任責任責任をををを負負負負っているとっているとっているとっていると思思思思いいいい違違違違いをしていたいをしていたいをしていたいをしていた。。。。    

135135135135    多多多多くのくのくのくの住民住民住民住民はははは責任責任責任責任あるあるあるある議会議会議会議会やややや議員議員議員議員にににに善良善良善良善良なななな市民市民市民市民としてのとしてのとしてのとしての手本手本手本手本をををを示示示示したりすることをしたりすることをしたりすることをしたりすることを期待期待期待期待していないしていないしていないしていない。。。。ましてやましてやましてやましてや

大大大大きなきなきなきな議論議論議論議論をををを議会議会議会議会でででで行行行行いいいい、、、、市全体市全体市全体市全体をいいをいいをいいをいい方向方向方向方向にににに持持持持っていくことをっていくことをっていくことをっていくことを期待期待期待期待していないしていないしていないしていない。。。。行政行政行政行政ががががいうことをいうことをいうことをいうことを聞聞聞聞かないとかないとかないとかないと

きにきにきにきに、、、、個別個別個別個別のののの口利口利口利口利きできできできで頼頼頼頼みみみみ込込込込んでんでんでんで何何何何かかかか動動動動かすとかかすとかかすとかかすとか、、、、そういうことをそういうことをそういうことをそういうことを議員議員議員議員にににに期待期待期待期待しているしているしているしている住民住民住民住民がやはりがやはりがやはりがやはり一番問題一番問題一番問題一番問題がががが
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

あるとあるとあるとあると思思思思うううう。。。。やはりこれはやはりこれはやはりこれはやはりこれは議会議会議会議会やややや議員議員議員議員のののの問題問題問題問題だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、それをそれをそれをそれを選選選選ぶぶぶぶ住民住民住民住民のののの意識意識意識意識がががが第一第一第一第一だだだだ。。。。    

136136136136    合併時合併時合併時合併時にににに在任特例在任特例在任特例在任特例をををを支持支持支持支持したしたしたした現職議員現職議員現職議員現職議員もいるわけだがもいるわけだがもいるわけだがもいるわけだが、、、、そのそのそのその後後後後４４４４年間年間年間年間にどのようなにどのようなにどのようなにどのような心変心変心変心変わりわりわりわり、、、、政治環境政治環境政治環境政治環境のののの変化変化変化変化

があったのかがあったのかがあったのかがあったのか。。。。またまたまたまた、、、、前回前回前回前回のののの市議選市議選市議選市議選でででで議会改革議会改革議会改革議会改革をををを公約公約公約公約にににに掲掲掲掲げたげたげたげた議員議員議員議員はいたのだろうかはいたのだろうかはいたのだろうかはいたのだろうか。。。。    

137137137137    ネットネットネットネットでででで議会議会議会議会がががが視聴視聴視聴視聴できるできるできるできる昨今昨今昨今昨今、、、、現行現行現行現行のののの傍聴規則傍聴規則傍聴規則傍聴規則はははは現実現実現実現実になじまないになじまないになじまないになじまない。。。。傍聴環境傍聴環境傍聴環境傍聴環境のののの改善改善改善改善、、、、階段階段階段階段はあれでいいのはあれでいいのはあれでいいのはあれでいいの

かかかか。。。。    

138138138138    なぜなぜなぜなぜ土日土日土日土日のののの日中日中日中日中ではなくではなくではなくではなく、、、、１１１１年年年年でででで一番寒一番寒一番寒一番寒いいいい時期時期時期時期のののの今今今今、、、、参加参加参加参加しししし難難難難いいいい夜間夜間夜間夜間にににに懇談会懇談会懇談会懇談会をををを企画企画企画企画したのかしたのかしたのかしたのか。。。。議会議会議会議会のののの常識常識常識常識をををを

疑疑疑疑うううう。。。。またまたまたまた、、、、懇談会懇談会懇談会懇談会はなぜはなぜはなぜはなぜ中学校中学校中学校中学校区区区区単位単位単位単位のののの開催開催開催開催なのなのなのなの。。。。市議会市議会市議会市議会もももも大賛成大賛成大賛成大賛成したしたしたした小小小小さなさなさなさな市役所構想市役所構想市役所構想市役所構想にににに基基基基づくづくづくづく２７２７２７２７コミュコミュコミュコミュ

ニティニティニティニティ単位単位単位単位でででで実施実施実施実施しないのはなぜかしないのはなぜかしないのはなぜかしないのはなぜか。。。。    

139139139139    まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり基本条例基本条例基本条例基本条例のののの表決表決表決表決のののの際際際際にににに、、、、無記名投票無記名投票無記名投票無記名投票としようとしたとしようとしたとしようとしたとしようとした意図意図意図意図はなぜかはなぜかはなぜかはなぜか。。。。    

140140140140    地方自治法改正地方自治法改正地方自治法改正地方自治法改正のののの対応対応対応対応についてについてについてについて、、、、例例例例えばえばえばえば定例会定例会定例会定例会のののの回数回数回数回数、、、、臨時議会臨時議会臨時議会臨時議会のののの招集権招集権招集権招集権、、、、専決処分専決処分専決処分専決処分のののの問題等問題等問題等問題等についてについてについてについて、、、、花巻花巻花巻花巻

市議会市議会市議会市議会はどのようにはどのようにはどのようにはどのように臨臨臨臨むのかむのかむのかむのか、、、、まったくまったくまったくまったく姿姿姿姿がががが見見見見えてこないえてこないえてこないえてこない。。。。国国国国ではではではでは「「「「地方行財政検討会議地方行財政検討会議地方行財政検討会議地方行財政検討会議」」」」がががが発足発足発足発足しししし、、、、自治法自治法自治法自治法のののの

抜本的改正抜本的改正抜本的改正抜本的改正にににに向向向向けたけたけたけた議論議論議論議論がががが始始始始まったまったまったまった。。。。地方議会改革地方議会改革地方議会改革地方議会改革もももも主要主要主要主要なななな検討項目検討項目検討項目検討項目にににに挙挙挙挙がっているがっているがっているがっている。。。。    

141141141141    花巻市議会花巻市議会花巻市議会花巻市議会ではではではでは条例制定条例制定条例制定条例制定権権権権をををを活用活用活用活用していないしていないしていないしていない。。。。それからそれからそれからそれから予算予算予算予算のののの増額修正増額修正増額修正増額修正とかとかとかとか、、、、公聴会公聴会公聴会公聴会をををを開催開催開催開催しししし議会議会議会議会としてとしてとしてとして住民住民住民住民

のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くとかくとかくとかくとか、、、、そういったことがほとんどそういったことがほとんどそういったことがほとんどそういったことがほとんど行行行行われていないわれていないわれていないわれていない。。。。一方一方一方一方でででで、、、、本来予定本来予定本来予定本来予定されていないことにされていないことにされていないことにされていないことに積極的積極的積極的積極的なななな

議員議員議員議員がいるがいるがいるがいる。。。。個別具体的個別具体的個別具体的個別具体的なななな予算執行予算執行予算執行予算執行へのへのへのへの口出口出口出口出しとかをしとかをしとかをしとかを日常的日常的日常的日常的にににに行行行行っているっているっているっている議員議員議員議員がががが少少少少なくないのがなくないのがなくないのがなくないのが現状現状現状現状であるであるであるである。。。。議議議議

会基本条例制定会基本条例制定会基本条例制定会基本条例制定ののののパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスのののの前前前前にににに、、、、そもそもそもそもそもそもそもそも議員議員議員議員とはとはとはとは何何何何かということをよくかということをよくかということをよくかということをよく考考考考えることのほうがえることのほうがえることのほうがえることのほうが先決先決先決先決ではではではでは

ないのかないのかないのかないのか。。。。    

142142142142    現在現在現在現在のののの市議会市議会市議会市議会ではではではでは、、、、議員同士議員同士議員同士議員同士でででで民意民意民意民意をくみをくみをくみをくみ上上上上げてしっかりとげてしっかりとげてしっかりとげてしっかりと議論議論議論議論をををを行行行行うことはほとんどないうことはほとんどないうことはほとんどないうことはほとんどない。。。。自治体自治体自治体自治体のののの進進進進むべむべむべむべ

きききき大大大大きなきなきなきな方向性方向性方向性方向性をををを議論議論議論議論していないしていないしていないしていない。。。。議員議員議員議員のののの活動活動活動活動はそれぞれのはそれぞれのはそれぞれのはそれぞれの小小小小さなさなさなさな個別利益個別利益個別利益個別利益のののの実現実現実現実現のためにのためにのためにのために直接執行部直接執行部直接執行部直接執行部とととと交渉交渉交渉交渉すすすす

ることにることにることにることに終始終始終始終始しているしているしているしている。。。。権力者権力者権力者権力者であるであるであるである首長首長首長首長のののの横暴横暴横暴横暴をををを抑抑抑抑えるえるえるえる、、、、行政行政行政行政ををををチェックチェックチェックチェックするするするする機能機能機能機能はははは果果果果たされてないたされてないたされてないたされてない。。。。実実実実にににに深深深深

刻刻刻刻なななな問題問題問題問題だだだだ。。。。条例条例条例条例をををを制定制定制定制定するよりもするよりもするよりもするよりも議員議員議員議員をすべてをすべてをすべてをすべて取取取取りりりり替替替替えたほうがえたほうがえたほうがえたほうが有効有効有効有効ではないかではないかではないかではないか。。。。    

143143143143    市域市域市域市域をををを１１１１選挙区選挙区選挙区選挙区としてとしてとしてとして選選選選ばればればればれたたたた議員議員議員議員はははは「「「「地域地域地域地域」」」」代表代表代表代表なのかなのかなのかなのか、、、、市民全体市民全体市民全体市民全体のののの「「「「代表代表代表代表」」」」なのかをもうなのかをもうなのかをもうなのかをもう一度一度一度一度じっくりとじっくりとじっくりとじっくりと

考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。市域市域市域市域をををを１１１１選選選選挙区挙区挙区挙区としてとしてとしてとして選選選選ばれたばれたばれたばれた議員議員議員議員はははは、、、、市民全体市民全体市民全体市民全体のののの「「「「代表代表代表代表」」」」であってほしいであってほしいであってほしいであってほしい。。。。仮仮仮仮にににに地域代表地域代表地域代表地域代表

であるとするとであるとするとであるとするとであるとすると、「、「、「、「地域自治区制度地域自治区制度地域自治区制度地域自治区制度」」」」とのとのとのとの絡絡絡絡みはどうなるのだろうかみはどうなるのだろうかみはどうなるのだろうかみはどうなるのだろうか。。。。議員議員議員議員がががが地域代表地域代表地域代表地域代表というというというという考考考考ええええ方方方方をををを推推推推しししし進進進進めてめてめてめて

いくといくといくといくと、、、、先駆的先駆的先駆的先駆的なななな活動地域活動地域活動地域活動地域とととと優秀優秀優秀優秀なななな議員議員議員議員がいるがいるがいるがいる地域地域地域地域とそうでないとそうでないとそうでないとそうでない地域地域地域地域のののの格差格差格差格差がががが非常非常非常非常にににに大大大大きくなりきくなりきくなりきくなり、、、、市全体市全体市全体市全体でででで見見見見たたたた
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

ときにときにときにときに行政行政行政行政サービスサービスサービスサービスにににに大大大大きなきなきなきな不公平感不公平感不公平感不公平感がががが生生生生ずるのでずるのでずるのでずるので、、、、市民市民市民市民にとってはこれはにとってはこれはにとってはこれはにとってはこれは回避回避回避回避されなければならないされなければならないされなければならないされなければならない。。。。    

144144144144    市長市長市長市長がががが出出出出したことがしたことがしたことがしたことが全部議会全部議会全部議会全部議会をををを通通通通るのであればるのであればるのであればるのであれば、、、、最終的最終的最終的最終的にはにはにはには議会議会議会議会はいらないというはいらないというはいらないというはいらないという話話話話になるになるになるになる。。。。これからこれからこれからこれから二元代二元代二元代二元代

表制表制表制表制をををを担担担担うううう議会議会議会議会にににに一番必要一番必要一番必要一番必要なのはなのはなのはなのは、、、、市民市民市民市民のののの参加参加参加参加だとだとだとだと考考考考えるえるえるえる。。。。議会改革議会改革議会改革議会改革のののの核心核心核心核心はははは市民参加市民参加市民参加市民参加なのであるなのであるなのであるなのである。。。。議会議会議会議会へのへのへのへの市市市市

民参加民参加民参加民参加とはとはとはとは、、、、市民市民市民市民がががが議員議員議員議員のののの個人宅個人宅個人宅個人宅やややや議会議会議会議会のののの会派控会派控会派控会派控ええええ室室室室にににに行行行行ってってってって懇願懇願懇願懇願することではないすることではないすることではないすることではない。。。。委員会委員会委員会委員会などなどなどなど正式正式正式正式なななな会場会場会場会場のののの

場場場場でちゃんとでちゃんとでちゃんとでちゃんと市民市民市民市民とととと議員議員議員議員がががが正式正式正式正式にににに議論議論議論議論するということだするということだするということだするということだ。。。。    

145145145145    議員議員議員議員のののの中中中中にはにはにはには、、、、市民参加市民参加市民参加市民参加をををを進進進進めるとめるとめるとめると代表制民主主義代表制民主主義代表制民主主義代表制民主主義にににに反反反反するものだとかするものだとかするものだとかするものだとか、、、、介入介入介入介入するとかするとかするとかするとか、、、、議会議会議会議会のののの権限権限権限権限をををを弱弱弱弱めてめてめてめて

しまうものだとかというしまうものだとかというしまうものだとかというしまうものだとかという者者者者がいるががいるががいるががいるが、、、、決決決決してそうではないしてそうではないしてそうではないしてそうではない。。。。議会議会議会議会はははは、、、、表向表向表向表向きはきはきはきは代表制民主主義制度代表制民主主義制度代表制民主主義制度代表制民主主義制度をとっているをとっているをとっているをとっている

といいながらといいながらといいながらといいながら、、、、実際実際実際実際にはにはにはには大大大大きなずれがきなずれがきなずれがきなずれが生生生生じているじているじているじている。。。。議員議員議員議員もももも表向表向表向表向きはきはきはきは「「「「市民市民市民市民とととと手手手手をををを携携携携えてまちづくりえてまちづくりえてまちづくりえてまちづくりをををを行行行行いますいますいますいます」」」」

といいながらといいながらといいながらといいながら、、、、実際実際実際実際にはにはにはには具体的具体的具体的具体的なななな市民参加市民参加市民参加市民参加のののの手続手続手続手続きをきをきをきを定定定定めていなかったりめていなかったりめていなかったりめていなかったり、、、、情報共有情報共有情報共有情報共有がなされていなかったりしがなされていなかったりしがなされていなかったりしがなされていなかったりし

ているているているている。。。。そうしたことをなくすためにはどうしたらようかということをそうしたことをなくすためにはどうしたらようかということをそうしたことをなくすためにはどうしたらようかということをそうしたことをなくすためにはどうしたらようかということを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書書書書きききき込込込込んんんんでいかなければでいかなければでいかなければでいかなければ

ならないならないならないならない。。。。    

146146146146    基本条例基本条例基本条例基本条例のののの中中中中にににに「「「「二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制」」」」をうたっているがをうたっているがをうたっているがをうたっているが、、、、現実現実現実現実にはにはにはには、、、、市議会議員市議会議員市議会議員市議会議員のののの３３３３分分分分のののの２２２２のののの議員議員議員議員がががが、、、、首長選挙首長選挙首長選挙首長選挙のののの際際際際

にににに現職現職現職現職であるであるであるである候補者候補者候補者候補者をををを支援支援支援支援しているしているしているしている。。。。そうやってそうやってそうやってそうやって選選選選ばれたばれたばれたばれた首長首長首長首長はははは、、、、議会議会議会議会とのとのとのとのオープンオープンオープンオープンなななな議論議論議論議論をををを通通通通してではなくしてではなくしてではなくしてではなく、、、、

議会議会議会議会のののの圧倒的多数圧倒的多数圧倒的多数圧倒的多数をををを占占占占めるめるめるめる「「「「与党与党与党与党」」」」とととと、、、、市民市民市民市民にはにはにはには見見見見えないえないえないえない議会議会議会議会のののの外外外外でででで相談相談相談相談しながらしながらしながらしながら自治体自治体自治体自治体をををを運営運営運営運営するするするする。。。。結果結果結果結果、、、、正正正正

規規規規のののの議会議会議会議会ははははセレモニーセレモニーセレモニーセレモニー的的的的になるになるになるになる。。。。多多多多くのくのくのくの議員議員議員議員はははは、、、、与党体制与党体制与党体制与党体制にににに入入入入りそのりそのりそのりその中中中中でででで、、、、自分自分自分自分のののの支持基盤支持基盤支持基盤支持基盤のののの要望要望要望要望をををを長長長長やややや行政行政行政行政にににに

働働働働きかけきかけきかけきかけ実現実現実現実現することをすることをすることをすることを目指目指目指目指すすすす。。。。一言一言一言一言でででで言言言言えばえばえばえば、、、、議会議会議会議会のののの談合談合談合談合でででで長長長長をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、そのそのそのその長長長長とととと議会議会議会議会のののの談合談合談合談合でででで自治体自治体自治体自治体をををを運営運営運営運営

するするするする「「「「擬似議院内閣制擬似議院内閣制擬似議院内閣制擬似議院内閣制」」」」だだだだ。。。。ここではここではここではここでは、、、、憲法憲法憲法憲法でででで保障保障保障保障されたされたされたされた市民市民市民市民がががが長長長長をををを選選選選ぶぶぶぶ権利権利権利権利がががが形骸化形骸化形骸化形骸化しししし、、、、日常日常日常日常のののの自治体運営自治体運営自治体運営自治体運営かかかか

らららら市民市民市民市民はははは疎外疎外疎外疎外されるされるされるされる。。。。こうしたこうしたこうしたこうした構造構造構造構造のもとではのもとではのもとではのもとでは一見平穏一見平穏一見平穏一見平穏なななな自治体運営自治体運営自治体運営自治体運営がががが行行行行われるがわれるがわれるがわれるが、、、、やがてやがてやがてやがて市民全体市民全体市民全体市民全体のののの利益利益利益利益とととと離離離離

れたれたれたれた「「「「首長首長首長首長のののの利益利益利益利益」「」「」「」「議会議会議会議会のののの利益利益利益利益」「」「」「」「役所役所役所役所のののの利益利益利益利益」」」」をををを生生生生みみみみ出出出出しししし、、、、市民市民市民市民のののの批判批判批判批判にさらされるだろうにさらされるだろうにさらされるだろうにさらされるだろう。。。。    

141414147777    住民住民住民住民をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした「「「「議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会」」」」をををを各地域自治区各地域自治区各地域自治区各地域自治区、、、、複数複数複数複数のののの場場場場でででで、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも年年年年４４４４回開催回開催回開催回開催するするするする。。。。またまたまたまた、、、、NPONPONPONPO 等等等等のののの

市民団体市民団体市民団体市民団体をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした「「「「政策検討会政策検討会政策検討会政策検討会」」」」をををを必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて随時開催随時開催随時開催随時開催するするするする。。。。北海道栗山町北海道栗山町北海道栗山町北海道栗山町をををを嚆矢嚆矢嚆矢嚆矢としたとしたとしたとした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

流流流流れるれるれるれる一貫一貫一貫一貫したしたしたした施策施策施策施策はははは自由討議自由討議自由討議自由討議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」」」」及及及及びびびび「「「「政策検討会政策検討会政策検討会政策検討会」」」」はははは、、、、そのためのそのためのそのためのそのための方策方策方策方策でありでありでありであり、、、、このこのこのこの対話対話対話対話

をををを積積積積みみみみ重重重重ねることによってねることによってねることによってねることによって相互相互相互相互のののの信頼性信頼性信頼性信頼性をををを高高高高めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに政策政策政策政策にににに関関関関するするするする討論討論討論討論ををををレベルレベルレベルレベルのののの高高高高いものとするいものとするいものとするいものとする。。。。    

148148148148    「「「「議案議案議案議案のののの中身中身中身中身ではなくではなくではなくではなく、、、、市長市長市長市長をををを支持支持支持支持するかどうかをするかどうかをするかどうかをするかどうかを議決議決議決議決のののの基準基準基準基準にしているにしているにしているにしている会派会派会派会派があるがあるがあるがある」「」「」「」「首長首長首長首長のののの中中中中にはにはにはには「「「「与党与党与党与党

会派会派会派会派のののの議員議員議員議員はははは自分自分自分自分をををを支支支支えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる」」」」とととと勘違勘違勘違勘違いしているいしているいしているいしている人人人人もいるもいるもいるもいる」」」」    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

149149149149    常識的常識的常識的常識的にににに３３３３月月月月のののの条例制定条例制定条例制定条例制定までのまでのまでのまでの全工程表全工程表全工程表全工程表をををを示示示示すべきすべきすべきすべき。。。。    

150150150150    「「「「合意形成合意形成合意形成合意形成」」」」とととと「「「「玉虫色玉虫色玉虫色玉虫色のののの妥協妥協妥協妥協」」」」はははは違違違違うということがうということがうということがうということが区別区別区別区別できるできるできるできる議会議会議会議会になってほしいになってほしいになってほしいになってほしい。。。。    

151151151151    栗山町栗山町栗山町栗山町のののの条例条例条例条例をををを丸写丸写丸写丸写ししたとししたとししたとししたと聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、義務規定義務規定義務規定義務規定にするべきところがほとんどにするべきところがほとんどにするべきところがほとんどにするべきところがほとんど努力規定努力規定努力規定努力規定ににににすすすすげげげげ替替替替えられているえられているえられているえられている。。。。

これではこれではこれではこれでは換骨奪胎換骨奪胎換骨奪胎換骨奪胎であるであるであるである。。。。    

152152152152    議員提案議員提案議員提案議員提案もせずもせずもせずもせず個別利益個別利益個別利益個別利益のののの実現実現実現実現にににに終始終始終始終始するするするする議会議会議会議会にはにはにはには市民市民市民市民のののの直接参加直接参加直接参加直接参加がががが不可欠不可欠不可欠不可欠であるであるであるである。。。。    

153153153153    二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制のののの一方一方一方一方であるであるであるである議会議会議会議会のののの議員議員議員議員３３３３分分分分のののの２２２２のののの議員議員議員議員がなぜがなぜがなぜがなぜ現職市長現職市長現職市長現職市長をををを担担担担ぐのかぐのかぐのかぐのか。。。。機関対立主義機関対立主義機関対立主義機関対立主義のののの観点観点観点観点からもからもからもからも該該該該

当議員当議員当議員当議員のののの資質資質資質資質をををを疑疑疑疑うううう。。。。このようなこのようなこのようなこのような議員議員議員議員がががが大半大半大半大半のののの市議会市議会市議会市議会でででで議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例をつくってみてもをつくってみてもをつくってみてもをつくってみても、、、、それはそれはそれはそれは絵空事絵空事絵空事絵空事であるであるであるである。。。。    

154154154154    傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者へのへのへのへの議案議案議案議案とととと関連資料関連資料関連資料関連資料のののの配布配布配布配布とととと、、、、市議会市議会市議会市議会ののののホームページホームページホームページホームページへのへのへのへの議案議案議案議案とととと関連資料関連資料関連資料関連資料のののの掲載掲載掲載掲載をををを求求求求めるめるめるめる。。。。    

155155155155    議会改革議会改革議会改革議会改革はははは用意周到用意周到用意周到用意周到にににに、、、、着実着実着実着実にににに進進進進められているのだろうかめられているのだろうかめられているのだろうかめられているのだろうか？？？？まずまずまずまず、、、、ここにここにここにここに大大大大きなきなきなきな意味意味意味意味があるがあるがあるがある。。。。    

156156156156    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問問問問いいいい合合合合わせしたわせしたわせしたわせした際際際際のののの、、、、事務局職員事務局職員事務局職員事務局職員のののの木木木木でででで鼻鼻鼻鼻をくくったようなをくくったようなをくくったようなをくくったような不遜不遜不遜不遜なななな対応対応対応対応はははは議会改革議会改革議会改革議会改革のののの対対対対

象象象象となるのかとなるのかとなるのかとなるのか。。。。旧三町旧三町旧三町旧三町のののの職員職員職員職員はははは懇切丁寧懇切丁寧懇切丁寧懇切丁寧なななな対応対応対応対応をしてくれるのだがをしてくれるのだがをしてくれるのだがをしてくれるのだが、、、、旧花巻市旧花巻市旧花巻市旧花巻市のののの職員職員職員職員のののの再教育再教育再教育再教育をををを徹底徹底徹底徹底すべしすべしすべしすべし。。。。    

157157157157    任意任意任意任意のののの検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会、、、、それをそれをそれをそれを受受受受けてけてけてけて設置設置設置設置されたされたされたされた特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会のののの議事録議事録議事録議事録ががががホームページホームページホームページホームページににににアップアップアップアップされておらずされておらずされておらずされておらず、、、、素案素案素案素案

取取取取りまとめにいたるりまとめにいたるりまとめにいたるりまとめにいたる審議経過審議経過審議経過審議経過をををを知知知知ることができないることができないることができないることができない。。。。学識者学識者学識者学識者をををを多数起用多数起用多数起用多数起用したしたしたした策定委員策定委員策定委員策定委員によるによるによるによる専門的知見専門的知見専門的知見専門的知見にににに基基基基づくづくづくづく

分析分析分析分析やややや問題提起問題提起問題提起問題提起などのなどのなどのなどの発言発言発言発言・・・・言及言及言及言及があればがあればがあればがあれば、、、、ぜひともぜひともぜひともぜひとも知知知知りたいものであるがいかがかりたいものであるがいかがかりたいものであるがいかがかりたいものであるがいかがか。。。。何何何何もないとすればもないとすればもないとすればもないとすれば、、、、そのそのそのその

程度程度程度程度のののの辻褄辻褄辻褄辻褄あわせのあわせのあわせのあわせの検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会だったのだろうだったのだろうだったのだろうだったのだろう。。。。    

158158158158    基本条例制定基本条例制定基本条例制定基本条例制定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨、、、、そのそのそのその内容内容内容内容からもからもからもからも、、、、今回今回今回今回１１１１１１１１会場会場会場会場でででで行行行行われたわれたわれたわれた懇談会懇談会懇談会懇談会でででで出出出出されたされたされたされた市民意見市民意見市民意見市民意見やややや質問質問質問質問のののの内容内容内容内容をすをすをすをす

べてべてべてべて公表公表公表公表するべきではないかするべきではないかするべきではないかするべきではないか。。。。    

159159159159    基本条例基本条例基本条例基本条例のののの前前前前にににに、、、、まずはまずはまずはまずは地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法によってによってによってによって付与付与付与付与されているされているされているされている議会議会議会議会のののの権能権能権能権能をををを積極的積極的積極的積極的にににに最大限活用最大限活用最大限活用最大限活用することからすることからすることからすることから始始始始

めるべきめるべきめるべきめるべき。。。。    

160160160160    「「「「住民参加住民参加住民参加住民参加ををををトライトライトライトライするするするする場場場場」」」」としてとしてとしてとして傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者のののの発言等発言等発言等発言等をををを積極的積極的積極的積極的にににに進進進進めるめるめるめる。。。。    

161161161161    福島町福島町福島町福島町やややや会津若松市議会会津若松市議会会津若松市議会会津若松市議会のようなのようなのようなのような、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの連携連携連携連携にににに特化特化特化特化したしたしたした議会基本条例議会基本条例議会基本条例議会基本条例もももも参考参考参考参考にするべきにするべきにするべきにするべき。。。。    

162162162162    市民参加市民参加市民参加市民参加のののの必要性必要性必要性必要性にはにはにはには触触触触れずれずれずれず、、、、自自自自らのらのらのらの権限権限権限権限をををを拡大拡大拡大拡大しようとするしようとするしようとするしようとする前文前文前文前文をををを読読読読めばめばめばめば““““本物本物本物本物””””でないことはでないことはでないことはでないことは明瞭明瞭明瞭明瞭であるであるであるである。。。。

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策定策定策定策定だけがだけがだけがだけが目的目的目的目的になっているになっているになっているになっている。。。。そこにはそこにはそこにはそこには「「「「市民市民市民市民とととと政治政治政治政治・・・・議会議会議会議会のののの関係関係関係関係」」」」をををを変革変革変革変革しようとするしようとするしようとするしようとする志志志志はまはまはまはま

ったくったくったくったく見見見見えないえないえないえない。。。。    

163163163163    計画時点計画時点計画時点計画時点からからからから詳詳詳詳細細細細をををを市民市民市民市民にににに説明説明説明説明しししし、、、、そのそのそのその意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いていくことでいていくことでいていくことでいていくことで審議審議審議審議のののの際際際際のののの賛否賛否賛否賛否のののの判断判断判断判断ができるができるができるができる。。。。    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

164164164164    開催時間開催時間開催時間開催時間のののの午後午後午後午後６６６６時半時半時半時半からからからから午後午後午後午後８８８８時半時半時半時半はははは生活生活生活生活パターンパターンパターンパターンからからからから参加参加参加参加がががが無理無理無理無理なななな時間帯時間帯時間帯時間帯。。。。    

165165165165    今今今今までのまでのまでのまでの議会議会議会議会ののののルールルールルールルールとのとのとのとの比較表比較表比較表比較表がほしがほしがほしがほしいいいい。。。。    

166166166166    素案素案素案素案をををを先先先先にににに示示示示してしてしてして理解理解理解理解したしたしたした上上上上でのでのでのでの懇談会懇談会懇談会懇談会であればわかるであればわかるであればわかるであればわかる。。。。    

167167167167    素案素案素案素案のののの成立成立成立成立をををを望望望望むむむむ。。。。    

168168168168    議会議会議会議会をををを学者学者学者学者のののの集集集集まりにしないでまりにしないでまりにしないでまりにしないで、、、、各界各層各界各層各界各層各界各層からからからから老若男女老若男女老若男女老若男女のののの集集集集まりとなることがまりとなることがまりとなることがまりとなることが理想理想理想理想。。。。若者若者若者若者やややや一一一一般労働者般労働者般労働者般労働者、、、、農家農家農家農家

のののの方方方方々々々々などがなどがなどがなどが参加参加参加参加しやすいしやすいしやすいしやすい環境環境環境環境づくりをしてほしいづくりをしてほしいづくりをしてほしいづくりをしてほしい。。。。    

169169169169    説明説明説明説明されてされてされてされてもももも住民住民住民住民にとにとにとにとってはってはってはっては難度難度難度難度のののの高高高高いいいい話話話話なのでなのでなのでなので、、、、そのそのそのその場場場場でででで意見意見意見意見をををを求求求求められてもめられてもめられてもめられても出出出出せないせないせないせない。。。。    

170170170170    もっもっもっもっとととと多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民にににに素案素案素案素案をををを見見見見てもらうためにてもらうためにてもらうためにてもらうために、、、、全戸配布全戸配布全戸配布全戸配布してはどうしてはどうしてはどうしてはどうかかかか。。。。    

171171171171    市民参画市民参画市民参画市民参画をををを進進進進めめめめ民意民意民意民意をををを十分取十分取十分取十分取りりりり入入入入れてほしいれてほしいれてほしいれてほしい。。。。    

172172172172    小委員会小委員会小委員会小委員会にににに一般市民一般市民一般市民一般市民をををを入入入入れてれてれてれて議論議論議論議論をををを煮詰煮詰煮詰煮詰めていってはどうめていってはどうめていってはどうめていってはどうかかかか。。。。    

173173173173    小学生小学生小学生小学生でもわかるでもわかるでもわかるでもわかる表現表現表現表現にしたほうがいいにしたほうがいいにしたほうがいいにしたほうがいい。。。。    

174174174174    自分自分自分自分でででで自分自分自分自分をををを縛縛縛縛ってしまいってしまいってしまいってしまい、、、、活動活動活動活動がががが窮屈窮屈窮屈窮屈になってしまわないかになってしまわないかになってしまわないかになってしまわないか。。。。議員議員議員議員はもっとはもっとはもっとはもっと自由自由自由自由でもいいでもいいでもいいでもいい。。。。    

175175175175    栗山町議会栗山町議会栗山町議会栗山町議会のののの基本条例基本条例基本条例基本条例をををを丸写丸写丸写丸写ししたようなししたようなししたようなししたような内容内容内容内容になっているになっているになっているになっているがががが、、、、栗山町議会栗山町議会栗山町議会栗山町議会のののの要諦要諦要諦要諦であるであるであるである市民参加市民参加市民参加市民参加とととと情報公情報公情報公情報公開開開開

がががが決定的決定的決定的決定的にににに弱弱弱弱くなっているくなっているくなっているくなっている。。。。    

176176176176    議議議議会会会会にはにはにはには条例条例条例条例はないのかはないのかはないのかはないのか。。。。なかったことになかったことになかったことになかったことに驚驚驚驚いているいているいているいている。。。。    

177177177177    勉強不足勉強不足勉強不足勉強不足やややや活動不足活動不足活動不足活動不足もあるともあるともあるともあると思思思思ううううがががが、、、、おおおお金金金金がなくなってきたのでがなくなってきたのでがなくなってきたのでがなくなってきたので議会改革議会改革議会改革議会改革というのではというのではというのではというのでは改革不足改革不足改革不足改革不足だとだとだとだと感感感感じじじじたたたた。。。。    

178178178178    このこのこのこの条例条例条例条例のののの使用期限使用期限使用期限使用期限をををを決決決決めるべきめるべきめるべきめるべき。。。。    

179179179179    条例制定条例制定条例制定条例制定によっによっによっによってててて、、、、行政行政行政行政とととと議会議会議会議会、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティなどのなどのなどのなどの関係関係関係関係はどのようになるのはどのようになるのはどのようになるのはどのようになるのかかかか。。。。現在現在現在現在はははは要望要望要望要望をををを持持持持っていってっていってっていってっていって

もももも行政行政行政行政とととと区長区長区長区長、、、、コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティをたらいをたらいをたらいをたらい回回回回しにされてしにされてしにされてしにされて受受受受けけけけ付付付付けてもらえないけてもらえないけてもらえないけてもらえない。。。。    

180180180180    短短短短いいいい時間時間時間時間ではではではでは理解理解理解理解にににに苦苦苦苦しむしむしむしむ。。。。    

181181181181    前段前段前段前段のののの挨拶挨拶挨拶挨拶をもっとをもっとをもっとをもっと短短短短くしてくしてくしてくして、、、、意見交換意見交換意見交換意見交換のののの時間時間時間時間をををを多多多多くしたほうがいいくしたほうがいいくしたほうがいいくしたほうがいい。。。。市民市民市民市民からのからのからのからの多多多多くのくのくのくの意見意見意見意見をもらうをもらうをもらうをもらうためにためにためにために

はははは、、、、現行現行現行現行ののののルールルールルールルールとととと新新新新たにたにたにたに設設設設けたいけたいけたいけたい条例素案条例素案条例素案条例素案をををを並並並並べてべてべてべて示示示示したほうがしたほうがしたほうがしたほうが理解理解理解理解がががが深深深深まるとまるとまるとまると思思思思うううう。。。。    

182182182182    素案素案素案素案のののの素案素案素案素案というというというという話話話話だがだがだがだが変更変更変更変更するするするする可能性可能性可能性可能性のあるものにのあるものにのあるものにのあるものに意見意見意見意見はははは出出出出しにくいしにくいしにくいしにくい。。。。    

183183183183    内容内容内容内容がががが良良良良くわからなかったくわからなかったくわからなかったくわからなかった。。。。詳詳詳詳しくしくしくしく説明説明説明説明すべきすべきすべきすべき。。。。    

184184184184    時間時間時間時間がががが少少少少ないないないない。。。。資料資料資料資料をををを早早早早くほしかったくほしかったくほしかったくほしかった。。。。    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

185185185185    「「「「検討検討検討検討してみるしてみるしてみるしてみる」」」」ではなくではなくではなくではなく、、、、もうもうもうもう一回一回一回一回こういうこういうこういうこういう会会会会をををを持持持持つべきつべきつべきつべき。。。。報告報告報告報告だけではだけではだけではだけでは納得納得納得納得できできできできないないないない。。。。    

186186186186    今回今回今回今回のののの説明説明説明説明だけではだけではだけではだけでは良良良良くわからないくわからないくわからないくわからない。。。。    

187187187187    議論議論議論議論できるできるできるできる場場場場をもうをもうをもうをもう一回持一回持一回持一回持ってほしいってほしいってほしいってほしい。。。。    

189189189189    地方分権地方分権地方分権地方分権のののの時代時代時代時代にあってにあってにあってにあって、、、、基本条例基本条例基本条例基本条例のののの必要性必要性必要性必要性をもうをもうをもうをもう少少少少しわかりやしわかりやしわかりやしわかりやすくすることがすくすることがすくすることがすくすることが大切大切大切大切とととと考考考考えるえるえるえる。。。。    

190190190190    情報公開情報公開情報公開情報公開、、、、議会報議会報議会報議会報告告告告のののの規規規規定定定定のののの重重重重みのみのみのみの割割割割りにりにりにりに市民市民市民市民からのからのからのからの意見聴取意見聴取意見聴取意見聴取のののの機会機会機会機会がががが少少少少ないのではないかないのではないかないのではないかないのではないか。。。。むしろこちらをむしろこちらをむしろこちらをむしろこちらを

義務規定義務規定義務規定義務規定にするべきではないかにするべきではないかにするべきではないかにするべきではないか。。。。    

191191191191    議会側議会側議会側議会側のののの本気度本気度本気度本気度がががが低低低低いいいい。。。。質問質問質問質問にににに対対対対するするするする答弁答弁答弁答弁がががが貧弱貧弱貧弱貧弱。。。。全体全体全体全体としてとしてとしてとして双方双方双方双方のののの小委員会小委員会小委員会小委員会におけるにおけるにおけるにおける検検検検討討討討がががが表層的表層的表層的表層的であるとであるとであるとであると

感感感感じられるじられるじられるじられる懇談会懇談会懇談会懇談会だっただっただっただった。。。。    

192192192192    内部内部内部内部でででで協議協議協議協議してしてしてしてホームページホームページホームページホームページでででで紹介紹介紹介紹介しししし、、、、これでこれでこれでこれで市民市民市民市民参加参加参加参加ののののツールツールツールツールはははは機能機能機能機能したとするしたとするしたとするしたとする傾向傾向傾向傾向がありがありがありがあり、、、、各地各地各地各地でででで問題問題問題問題にににに

なっているなっているなっているなっている。。。。    

193193193193    だらだらとだらだらとだらだらとだらだらと時代時代時代時代にににに合合合合わないわないわないわない条例条例条例条例をををを使使使使いいいい続続続続けないためにもけないためにもけないためにもけないためにも委員会委員会委員会委員会でででで傍聴人傍聴人傍聴人傍聴人にもにもにもにも質問質問質問質問をををを認認認認めたらどめたらどめたらどめたらどうかうかうかうか。。。。先進国先進国先進国先進国のののの

地方議会地方議会地方議会地方議会ではではではでは常識常識常識常識のことのことのことのこと。。。。    

194194194194    いいいいいいいい懇談会懇談会懇談会懇談会だっただっただっただった。。。。今後今後今後今後もももも開開開開かれたかれたかれたかれた会議会議会議会議であってほしいであってほしいであってほしいであってほしい。。。。    

195195195195    会場会場会場会場にににに集集集集まったうちのまったうちのまったうちのまったうちの半分半分半分半分がががが議員議員議員議員というというというという状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、市民市民市民市民のののの参加参加参加参加がががが少少少少ないないないない原因原因原因原因をををを探探探探りりりり対策対策対策対策をとるべきをとるべきをとるべきをとるべき。。。。市民市民市民市民

のののの本音本音本音本音をををを聞聞聞聞くくくく姿勢姿勢姿勢姿勢をををを期待期待期待期待しているしているしているしている。。。。    

196196196196    懇談会懇談会懇談会懇談会はもっときめはもっときめはもっときめはもっときめ細細細細かくあるくべきだかくあるくべきだかくあるくべきだかくあるくべきだ。。。。    

197197197197    これまでのやりこれまでのやりこれまでのやりこれまでのやり方方方方ととととのののの対比対比対比対比がないのでがないのでがないのでがないので、、、、意見意見意見意見をををを求求求求められてもめられてもめられてもめられても出出出出せないせないせないせない。。。。    

198198198198    会議録会議録会議録会議録ををををホームページホームページホームページホームページにににに掲載掲載掲載掲載してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

199199199199    有意義有意義有意義有意義なななな視察視察視察視察にするためににするためににするためににするために、、、、条例条例条例条例のののの中中中中にににに視察視察視察視察についてについてについてについて規定規定規定規定するするするする条文条文条文条文をもうけたほうがいいをもうけたほうがいいをもうけたほうがいいをもうけたほうがいい。。。。    

200200200200    事業事業事業事業仕分仕分仕分仕分けをけをけをけを議会議会議会議会でもでもでもでも実施実施実施実施することをすることをすることをすることを盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ条例条例条例条例にしてはどうにしてはどうにしてはどうにしてはどうかかかか。。。。    

201201201201    市民市民市民市民とととと議会議会議会議会のののの意見交換意見交換意見交換意見交換をもっとをもっとをもっとをもっと検討検討検討検討してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

202202202202    議員同士議員同士議員同士議員同士ののののコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを会派会派会派会派をををを越越越越えてとってほしいえてとってほしいえてとってほしいえてとってほしい。。。。    

203203203203    地域代表地域代表地域代表地域代表ではなくではなくではなくではなく、、、、市全体市全体市全体市全体のののの議員議員議員議員としてのとしてのとしてのとしての活動活動活動活動をしてほしいをしてほしいをしてほしいをしてほしい。。。。質問質問質問質問のことなどのことなどのことなどのことなど会派会派会派会派でででで意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行うべきだとうべきだとうべきだとうべきだと

思思思思うううう。。。。    

204204204204    市民市民市民市民ありきのありきのありきのありきの開開開開かれたかれたかれたかれた議会議会議会議会がががが必要必要必要必要。。。。    
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御質問御質問御質問御質問・・・・御意見御意見御意見御意見    御質問御意見御質問御意見御質問御意見御質問御意見にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方    

205205205205    市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくく姿勢姿勢姿勢姿勢がががが頼頼頼頼りなくりなくりなくりなく感感感感じるじるじるじる。。。。    

206206206206    議員議員議員議員はははは地元地元地元地元でででで報告会報告会報告会報告会をををを開催開催開催開催してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

207207207207    大迫大迫大迫大迫のことがのことがのことがのことが後回後回後回後回しにされるしにされるしにされるしにされる傾向傾向傾向傾向があるがあるがあるがある。。。。議会議会議会議会としましてはとしましてはとしましてはとしましては全市全市全市全市をををを理解理解理解理解してしてしてしてほしいほしいほしいほしい。。。。    

208208208208    素案策定素案策定素案策定素案策定のののの段階段階段階段階でででで公募公募公募公募したしたしたした有識者有識者有識者有識者やややや研究者研究者研究者研究者などのなどのなどのなどの力力力力をををを必要必要必要必要としなかったのかとしなかったのかとしなかったのかとしなかったのか。。。。議会内部議会内部議会内部議会内部だけでつくるのにはだけでつくるのにはだけでつくるのにはだけでつくるのには納納納納

得得得得できないできないできないできない。。。。    

209209209209    市民市民市民市民のののの力力力力をををを借借借借りてりてりてりて市民市民市民市民とともにつくりとともにつくりとともにつくりとともにつくり上上上上げるべきげるべきげるべきげるべき。。。。    

210210210210    懇談会懇談会懇談会懇談会のののの実施実施実施実施はよかったはよかったはよかったはよかった。。。。今後今後今後今後もももも継続継続継続継続してほしいしてほしいしてほしいしてほしい。。。。    

211211211211    検討結果検討結果検討結果検討結果をををを議会報議会報議会報議会報でででで報告報告報告報告するようするようするようするよう要望要望要望要望したいしたいしたいしたい。。。。    

212212212212    抽象度抽象度抽象度抽象度のののの高高高高いものがいものがいものがいものが多多多多くくくく。。。。執行機関執行機関執行機関執行機関をををを直接的直接的直接的直接的にににに拘束拘束拘束拘束しないしないしないしない規定規定規定規定となりがちだがとなりがちだがとなりがちだがとなりがちだが、、、、そのようなそのようなそのようなそのような拘束力拘束力拘束力拘束力のないもののないもののないもののないもの

にににに法規範性法規範性法規範性法規範性があるかがあるかがあるかがあるか疑問疑問疑問疑問。。。。理念理念理念理念だけでだけでだけでだけで結局結局結局結局、、、、組織内外組織内外組織内外組織内外からこのからこのからこのからこの条例条例条例条例がががが見向見向見向見向きもされなくなるのではないかきもされなくなるのではないかきもされなくなるのではないかきもされなくなるのではないか。。。。公共公共公共公共

性性性性についてのについてのについてのについての議論議論議論議論がががが不十分不十分不十分不十分でででで、、、、理念型条例理念型条例理念型条例理念型条例をどのようにをどのようにをどのようにをどのように昇華昇華昇華昇華するかがまったくするかがまったくするかがまったくするかがまったく見見見見えないえないえないえない。。。。すべてのすべてのすべてのすべての人人人人々々々々にににに理解理解理解理解ささささ

れれれれ、、、、共有共有共有共有されされされされ、、、、かつかつかつかつ実効性実効性実効性実効性をもったをもったをもったをもった基本条例基本条例基本条例基本条例とするにはとするにはとするにはとするには、、、、できるだけできるだけできるだけできるだけ内容内容内容内容のののの具体化具体化具体化具体化にににに努努努努めなければならなはずだめなければならなはずだめなければならなはずだめなければならなはずだ。。。。    

213213213213    各論各論各論各論にににに実態実態実態実態がががが伴伴伴伴わないわないわないわない、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、具体性具体性具体性具体性をををを欠欠欠欠いたいたいたいた基本条例基本条例基本条例基本条例はははは「「「「生生生生けるけるけるける基本条例基本条例基本条例基本条例」」」」にはならないにはならないにはならないにはならない。。。。各論各論各論各論におけにおけにおけにおけ

るるるる改革改革改革改革のののの実態実態実態実態やややや関連条例関連条例関連条例関連条例のののの整備整備整備整備をををを伴伴伴伴わないわないわないわない、、、、いわばいわばいわばいわば、、、、理念状態理念状態理念状態理念状態、、、、作文状態作文状態作文状態作文状態のままのままのままのまま放置放置放置放置されてしまうされてしまうされてしまうされてしまう危険性危険性危険性危険性があるがあるがあるがある。。。。    

214214214214    議会議会議会議会のののの本質本質本質本質、、、、第一第一第一第一のののの使命使命使命使命はははは何何何何かかかか。。。。そのそのそのその本質本質本質本質のののの実体化実体化実体化実体化はどのようにはどのようにはどのようにはどのように組組組組みみみみ込込込込まれているのかまれているのかまれているのかまれているのか。。。。基本条例基本条例基本条例基本条例のののの課題課題課題課題はははは、、、、

そのそのそのその実効性実効性実効性実効性をどうをどうをどうをどう担保担保担保担保するのかであるするのかであるするのかであるするのかである。。。。具体性具体性具体性具体性はははは「「「「生生生生けるけるけるける基本条例基本条例基本条例基本条例」」」」のためののためののためののための最最最最もももも大切大切大切大切なななな要件要件要件要件であるであるであるである。。。。新新新新しいしいしいしい「「「「制制制制

度度度度をつくるをつくるをつくるをつくる精神精神精神精神」」」」がががが健全健全健全健全でなければでなければでなければでなければ「「「「制度制度制度制度をををを生生生生かすかすかすかす精神精神精神精神」」」」もももも健全健全健全健全にににに育育育育たないたないたないたない。。。。プロセスプロセスプロセスプロセスがががが大切大切大切大切。。。。    

    

    

    

    

    

    


