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明石市議会では、市民の期待に応えるため、議会のさらなる活性化と開
かれた議会を目指して昨年３月に市議会活性化特別委員会を設置し、議会
基本条例の検討を進めています。本年９月定例市議会での制定に向けて、
議会の基本ルール、議会と市民との関係、議会と市長との関係などを検討
しています。これまでの検討内容をまとめ、条例案の土台となる骨子案を
作成しましたので、市民の意見を募集します。

明石市議会基本条例で定める内容とは

市民との関係
議会は市民に対し、市や議会が
決めたことについて分かりやす
く説明し、市民が積極的に市政
に参加できるようにします
・議会報告会の開催
・議会広報の充実
・市民からの意見（請
願・陳情）は政策提
言として取り扱う
など

議会の在り方

市長との関係

議会の在り方や議会運営の基本事

議会と市長は互いの特性を

項を定め、議会の活性化と開かれ

生かして常に緊張感を持ち、

た議会を目指します

議論を尽くします

・議会、議員の活動原則の明文化
・委員会での委員相互の自由な討議
・議会の会期を長くして本会議を
開きやすくする（２会期制）
・議員研修の充実
など

Q１ 議 会 基 本 条 例 ってなに ？

A

議会基本条例は、議会の活性化と市民に
開かれた議会を目指して、明石市議会をこれからどのように
運営していくのかを明文化します。

Q２ なぜ 作 るの ？

A

昨年度、議会に関する市民アンケートを実施しました。そ
の結果、多くの人から、議会や議員が何をしているか見えな
い、分からないとの回答がありました。そこで市民に議会の
ことを知ってもらうためにはどうすべきか、議会の役割、責
任を十分に果たすには何をすべきかを議員がみんなで考え、
形にすることが必要だと考えました。

Q３ なにを 定 めるの ？

A

議会、議員の在るべき姿を活動原則
として明記します。また、市民との関係では情報発信や市民
参加のための方法などを、市長との関係では市政を的確にチ
ェックするための方法などを定めます。

明石市議会基本条例骨子案は２、３面に掲載しています。

・質疑・質問の充実と方法の明確
化（一問一答方式の実
施など）
・新たな事業等の議会に
対する説明方法のルー
ル化
など

Q４ 特 徴 はなに ？

A

審議の充実を図るため、委員会での委員相互の
自由な討議を行います。また、議案に対する各議
員の賛否の公開や議会報告会の実施、請願・陳情
の取り扱いについても定めます。

Q５ いつできるの ？

A

条例骨子案について、市民の意見を募集し、さ
らに内容を検討して、平成25年９月の定例市議会
で条例制定を目指しています。

Q６ なにが 変 わるの ？

A

これまで以上に市民の思いを市政
に反映することのできる議会に変わります。
この条例を柱としたさらなる議会改革を進め、
市民に対する説明責任を果たすとともに、政策立
案や市長に対するチェックなど議会の機能を充実
していきます。

明石市議会のホームページアドレスはht
t
p:
//www.
c
i
t
y.
akas
hi
.
l
g.
j
p/gi
kai
/です。ぜひご覧ください。

１

議員の基本的な活動原
則として、①自由討議の
尊重、②市民全体の福祉
の重視、③独自の調査研
究、④倫理の保持、以上
の４つの原則を掲げてい
ます。
なお、議員の政治倫理
については、平成 年３

【基本的な考え方】

議員は、次に掲げる原
則に基づいて活動しなけ
ればなりません。
①議会が言論の府である
こと、また合議体であ
ることを認識し、議員
相互の自由な討議を重
んじ、合意形成に努め
ること
②議会の構成員として、
一部の団体や地域の代
表にとらわれず、市民
全体の福祉の向上を目
指して活動すること
③議会における意思の表
明に当たっては、独自
の調査研究と市民意見
の把握に努めること
④高い倫理を常に保持し、
誠実かつ公正に職務を
遂行すること

議員の活動原則

議会の基本的な活動原
則として、①公正性、透
明性の確保、②情報発信
と市民参加、③議決責任
と説明責任、④市民意見
の反映、⑤市政の監視機
能、以上の５つの原則を
掲げています。

【基本的な考え方】

明石市議会基本条例骨子案
総論、
基本理念関係

議会、議員の
活動原則

本条例では最高規範性は
明記されていないこと、
また、憲法が最高規範で
あり、その下にある個々
の条例に優劣の関係はな
いとの考えから、あえて
最高規範性を明記しなく
てもよいのではなど、様
々な意見がありました。
議論の結果、最高規範性
については条文には盛り
込まず、その表現も含め
て前文の中で検討するこ
とになりました。

２

議会の活動原則
議会は、次に掲げる原
則に基づいて活動しなけ
ればなりません。
①議会活動の公正性、透
明性を確保すること
②積極的な情報発信、市
民参加により、市民に
開かれた議会を目指す
こと
③議決責任を深く認識し、
議会の議決について、
市民に対する説明責任
を果たすこと
④市民の意見を的確に把
握し、政策立案、政策
提言を積極的に行うな
ど、多様な市民意見を
市政に反映させるため
の運営に努めること
⑤市長等に対する監視、
評価機能を果たすこと
で、適切な市政運営を
確保すること

月に制定した明石市議会
議員政治倫理条例で詳細
な内容を定めています。

３ 市長との関係
市長との関係
議会は、二元代表制の
もと、市長等と常に緊張
ある関係を保持するよう
努めなければなりません。

【基本的な考え方】
市議会と市長は、とも
に市民から信託を受けた
独立・対等の機関です。
議会は合議制、市長は独
任制というそれぞれの特
性を生かし、互いに競争・
協力する関係に立ってい
ます。
議案審議などの内容を
充実させるためには、常
に緊張感を保ち、議論を
尽くすその過程が重要で
あると考えます。

議員の
質問・質疑等
１ 本会議における質疑・
一般質問は、論点・争
点を明確にするため、
一問一答方式で行いま
す。
２ 市長等は、本会議や
委員会において、議長
または委員長の許可を
得て、議員の質疑・質
問に対してその趣旨、
内容、背景等を確認す
ることができるものと
します。

【基本的な考え方】
本会議での議員の質問
は、現在、一回目の質問
は一括方式で、再質問か
ら一問一答方式で行って
います。論点、争点を明

確にするためにも、今後
もこの方式で行います。
また、議員からの質問
に対し、市長等は質問の
趣旨、内容、背景等を確
認することができるもの
とします。

議員の
文書による質問
１ 議員は、議長を通じ
て市長等に対して文書
による質問を行うこと
ができます。
２ 市長等は、前項の文
書質問に対して、速や
かに文書により答えな
ければなりません。

【基本的な考え方】
議員は、市の行政全般
にわたって質問をするこ
とができますが、質問で
きるのは本会議や委員会
の中に限られています。
そこで、議会や委員会に
おける質問を補完するも
のとして、議長を通じて
文書による質問ができる
よう規定します。
議員から文書による質
問があった場合は、市長
等は、速やかに文書で回
答するものとしています。
ただし、本市の一般質
問には人数制限がなく質
問時間も十分にあること、
行政側の負担が大きくな
ること、また、２会期制
を導入した場合は必要に
応じて本会議を開けるこ
となどを考慮し、文書質
問の導入の是非について
は、今後、さらに検討を
します。

市長等は、新たに提

政策形成過程
の説明
１

【基本的な考え方】

案する政策、施策、事
業（以下「政策等」と
いいます。）について、
審議を通じて政策水準
の一層の向上、透明性
を図るため、次に掲げ
る事項について明らか
にするように努めるも
のとします。
政策等の発生源
提案に至るまでの経緯
他の自治体の類似する
政策等との比較検討
市民参加の実施の有無
とその内容
長期総合計画、その他
の基本計画との整合性
財源措置
将来にわたるコスト計
算
２ 議会は、前項の政策
等の提案を受けたとき
は、審議を通じて立案、
執行における論点・争
点を明らかにするもの
とします。
３ 議会は、予算、決算
の審議に当たっては、
市長等に対し、施策別
や事業別の分かりやす
い説明資料の作成を求
めるものとします。

３

【基本的な考え方】

１ 議会は、市民に対し
積極的にその有する情
報を発信し、情報の共
有を推進するとともに、
説明責任を十分に果た
さなければなりません。
２ 議会は、本会議のほ
か、議会に関する条例・
規則で定めるすべての
会議を原則公開としま
す。
３ 議会は、参考人制度
や公聴会制度を十分に
活用して、専門的、政
策的見識等を討議に反
映させるものとします。
４ 議会は、市民等との
意見交換の場を多様に
設けて、市民が議会の
活動に参加できるよう
な方策を講じるものと
します。

市民と
議会との関係

１ 議会は、開かれた議
会を推進するために、
市議会の様々な活動状
況を積極的に発信して
情報の共有を図り、ま
た、市政や市議会につ
いて分かりやすく説明
する責任を果たさなけ
ればなりません。
２ 本会議や委員会など、
議会に関する条例・規
則に定めのある会議は、
すべて原則公開としま
す。
参考人や公聴会とい

市民と
議会との関係

４

よって資料の内容に差が
あるので、必要に応じて、
より詳細な資料を提出す
るよう求めていきます。

議会と市長とは、政策
等に関して得られる情報
量に大きな差があります。
そのため、新たに提案さ
れる政策等（政策、施策、
事業）について、説明資
料の提出をルール化する
ことで、議会の監視機能
の強化、充実をはかりま
す。
また、予算、決算の審
議に当たっては、現在も
事業ごとの説明資料（事
業説明シート）の提出を
受けていますが、部署に

  





 

目的規定
地方分権時代において、
議会の果たすべき役割が
ますます重要となってい
ることから、この条例に
おいて明石市議会の基本
理念や活動原則等、議会
に関する基本的事項を定
めることで、議会をより
活性化し、市民の負託に
応え、市民のための開か
れた市議会を実現し、も
って、市政の発展と市民
福祉の向上を図ることを
目的とします。

【基本的な考え方】
明石市議会として、議
会に関する基本的な事項
を条例として定めること
で、議会をより活性化し、
市民の負託に応えること
のできる、開かれた市議
会を目指していきます。
条例策定に当たっては、
市民のために議会がどう
あるべきかという観点が
大切であると考え、条例
の最終的な目的を「市政
の発展と市民福祉の向上」
としています。

※この条例の
位置付けについて
最高規範性を条文に盛
り込むかどうかについて
は、議会における最高規
範として明記すべきとの
意見がある一方、自治基
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った地方自治法の制度
をより活用し、市民の
専門的な識見等を議会
に反映させます。
４ 市民の声をより一層
把握し、市政に反映す
るため、意見交換の場
を設けるなど市民参加
ができるような方策を
講じます。

請願及び陳情

１ 議会は、請願や陳情
を市民による政策提案
と位置付け、適切、誠
実に取り扱うものとし
ます。
２ 議会は、請願者の求
めに応じて、請願者が
説明や意見陳述を行う
場を設けることができ
ます。

【基本的な考え方】

１ 議会は、請願、陳情
を市民からの政策提案
と位置付け、適切、誠
実に取り扱います。
請願については、委
員会で審査した後、本
会議で採択の可否を図
るという現在の取り扱
いで問題はないと考え
ます。
陳情については、現
状は議会運営委員会で
の報告だけですが、委
員会での審査をすべき
と考えます。委員会審
査については、要件を
定めて議会運営委員会
ではかり、取り扱いを
決めるものとします。
２ 請願者の意見陳述に
ついては、現状は参考
人として認めています
が、請願者の求めに応
じてできるものとしま
す。

議会報告会
議会は、市民への情報
提供や活動報告を行うた
め、また、市民の意思や
地域の課題を把握するた
め、市民と議員が自由に
意見や情報を交換する議
会報告会を行います。

【基本的な考え方】

会だより・市議会ホー
ムページにおいて市民
に公表します。
２ 議会は、議会自身に
関することのほか、重
要な政策課題について、
議会報告会での意見交
換やアンケートの実施
など広く市民の意見・
提案を聴くためのあら
ゆる方策を講じるよう
努めます。

の課題に対応するために、
所管事務の調査や、委員
会からの政策立案や政策
提言を積極的に行うもの
とします。
また、積極的な情報公
開を進めるとともに、委
員が市民に対して説明会
や懇談会を行うなど、市
民に分かりやすい、開か
れた委員会の運営を行う
よう努めていきます。

議会の回数等

６ 議会運営関係

委員会

５ 委員会

１ 委員会は、資料を積
極的に公開するなど、
市民に開かれた運営を
行うものとします。
２ 委員会は、委員相互
の自由な討議を行い、
議案等の審査に当たっ
ては、十分な議論を尽
くすものとします。
３ 委員会は、市政の課
題に適切かつ迅速に対
応するため、所管の事
務の調査の充実を図る
とともに、積極的な政
策立案や政策提言を行
います。

年間を通じて、必要に
応じて議会を開催できる
よう、例えば補正予算や
契約議案などで、急を要
する案件が出てきたとき
に、市長からの請求があ
れば本会議を開くことを
義務付けています。
２会期制の具体的な運
用としては、会期を２月
から７月までと、９月か
ら 月までの年２回とし、
これまでの定例会に相当
する３月、６月、９月、
月に、定例的に本会議
を開くことを検討してい
ます。
なお、将来的には通年
議会の導入も視野に入れ、
運用面の課題の整理や先
進市の事例を調査するも
のとし、当面の間は、２
会期制を採用することと
なりました。

議決事件の追加
１ 議会は、地方自治法
第 条第２項の規定に
基づき、必要な事項を
議決事件として追加す
ることができます。
２ 前項の規定により追
加する事項については、
別に定めます。

【基本的な考え方】
議会の議決が必要な事
項については、地方自治
法第 条第１項で、条例
や予算など 項目が定め
られています。
この規定に定めるもの
以外についても、市政の
重要な案件については議
会が議決すべきであると
考え、地方自治法の規定
に基づき議決事件を追加
することとしました。
追加する議決事件につ

会派、
議員関係

いては、別の条例で定め
ることとしています。他
市の例によると、市の基
本計画の策定、姉妹都市・
友好都市の提携、市立幼
稚園・小・中学校の統廃
合、市民功労者表彰など
がありますが、今後、行
政側との協議を踏まえ、
検討を進めていきます。

７

会派
１ 議員は、充実した議
会活動を行うため、政
策を中心とした共通の
理念をもつ議員で構成
した会派を結成するこ
とができます。
２ 会派は、議会運営及
び政策立案等に関し、
必要に応じて会派間の
調整を行い、合意形成
に努めるものとします。

【基本的な考え方】
会派とは、政治上の主
義や政策、志を同じくす
る議員が集まり、共に議
会活動を行うことを目的
とするものです。明石市
議会では会派制をとって
おり、議会の権限の行使
や効率的な運営など、本
市議会の議会活動を行う
上で、会派は組織上の最
も重要な要素であると考
えます。このようなこと
を踏まえ、改めて会派の
定義を明確にしています。
また、議員から政策立
案や政策提言をするうえ
で、必要に応じて会派間
の意見調整をし、合意形
成を図るなど、会派が担
うべき役割を定めていま
す。

議員研修

１ 議会は、議員の政策
立案能力など資質の向
上を図り、議会全体の
機能強化にもつなげて
いくため、議員研修を
実施します。
２ 議員は、議会が実施
する研修以外にも、様
々な研修の場に参画す
ることを通じて、自己
けんさん
研鑽に励むよう努める
ものとします。

【基本的な考え方】

議会は、個々の議員の
資質向上はもちろんのこ
と、議会全体の機能強化
にもつなげていくために、
議員研修を実施します。
実施にあたっては、研修
の内容を広く公開するよ
う努めるものとします。
議員は、議会が実施す
る研修や外部で行われる
研修に参加するとともに、
自ら研修を企画実施する
など、積極的に自己研鑽
に励むものとします。ま
た、研修で得た知見を、
日々の活動に取り入れ、
まちづくりに成果として
現れるよう努めるものと
します。

政務活動費

会派は、政務活動費の
適正な執行と使途の透明
性の確保に努め、自ら説
明責任を果たさなければ
なりません。

【基本的な考え方】

政務活動費は、議員の
調査研究などに役立てる
ため、地方自治法に基づ
き会派に対して交付され
ます。その交付目的や使
途などについては、別の

議会の体制
整備･機能強化

条例で定める予定にして
います。
ここでは、会派の責務
として、政務活動費の適
正な執行、透明性の確保
と、市民に対する説明責
任について定めています。
なお、本市議会では、
政務活動費の支出につい
て、収支報告書の公開や
１円以上の領収書の添付
義務付けなど厳格な運用
に努めています。

８

調査研究機関の設置

議会は、市政の課題に
関する調査研究のために
必要があると認めるとき
は、議決により、学識経
験者等による調査研究機
関を設置することができ
ます。

【基本的な考え方】

地方自治法には、議案
等の専門的な調査のため
に、必要に応じて学識経
験者などの専門家を活用
することができると定め
られています。
例えば市の大きな課題
に対し、市長部局から一
方的に調査資料の提出を
受けるだけではなく、場
合によっては、議会側も
独自に調査研究をするこ
とが必要になる
と考えます。
そのため、必要に応じ
て、議会独自に学識経験
者等を招いて、調査研究
機関を設置することがで
きるよう定めます。
また、調査研究機関は、
議会が政策提案をする際
にも、専門的な事項の調

査研究に活用することが
考えられます。

議会事務局

議会は、議会の政策立
案能力を向上させ、議会
活動を円滑かつ効率的に
行うため、議会事務局の
調査機能と法務機能の充
実を図るものとします。

【基本的な考え方】

市議会事務局は、議長
の指揮の下で議会全般に
関する事務を行うために
設置されています。
議会の政策立案機能の
強化や、円滑で効率的な
議会運営を行うためには、
議会事務局の体制を充実
することが必要であると
考えます。そのため、議
会事務局の調査機能、法
務機能を充実することに
ついて明文化しています。

議会図書室

議会は、議員の調査研
究に資するため、議会図
書室の充実に努めるもの
とします。

【基本的な考え方】

議会は、行政や議会に
関する資料、書籍などを
置く議会図書室を設置し
ています。議案等の審査
や議員の調査研究に資す
るために、議会図書室の
充実に努めるものとしま
す。

※意見募集に
ついては、
４面に掲載
しています。

積極的に市民の意思を
市政に反映するために、
市民参加を推進し、市民
に開かれた議会を目指し
ます。その手法として、
市民との意見交換会や議
会報告会の実施に努めま
す。

１ 議会は、市民に開か
れた議会の推進を図る
とともに、市民が広く
市政や議会に関心を持
って理解を深めること
ができるよう、多様な
広報手段を活用した積
極的な広報活動に努め
ます。
２ 議会は、広く市民の
意見や提案を聴取する
ための必要な措置を講
じるよう努めます。

【基本的な考え方】

１ 議会は、定例会の回
数を年２回とします。
２ 市長は、議長に対し、
会議に付すべき事件を
示して会議を開くこと
を請求することができ
ます。この場合におい
て、議長は、その請求
のあった日から、７日
以内に会議を開かなけ
ればなりません。
３ 議長等の臨時議会の
招集請求に対して長が
招集しないときは、地
方自治法の規定に基づ
き、議長が臨時議会を
招集することができま
す。
定例市議会の回数を現
行の年４回から年２回に
変更し、会期の日数を大
幅に延長します。それに
よって時機を逸せず本会
議を開催することが可能
になり、また、これまで
閉会中に行われてきた市
長専決処分を最小限にす
るなど、議会審議の充実
を図ることができると考
えます。

お待ちしています。

広報広聴の充実

【基本的な考え方】

委員会は、その専門性
を活かして、適切かつ迅
速な対応、詳細な議論を
尽くすことができるため、
委員会の積極的な運営に
より、その機能を十分に
発揮することが大切であ
ると考えます。
そのためには、委員会
での議員相互の自由な討
議によって、議論を尽く
して合意形成を図るよう
努めます。さらに、議案
等の審査に加えて、市政

1
5

【基本的な考え方】

１ 市議会だより、イン
ターネット、ケーブル
テレビ、議会報告会の
実施など多様な広報手
段を活用することによ
り、市民に開かれた議
会を推進し、市民が広
く市政や議会へ関心を
持って理解を深めるこ
とができるよう、積極
的な広報活動に努めま
す。
また、議案に対する
賛否についても、市議

たくさんの意見を

12
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あ か し 市 議 会 だ よ り

３月５日（火）午前10時※
６日（水）午前10時※
７日（木）午前10時※
14日（木）午後３時
26日（火）午前10時

られた方から小さなこ
とでも「よくなったね」
と温かい言葉をもらえ
ると、何よりうれしく
感じます。そんな時に、
議会活性化ってこうい
うことかなと思います。
冬来たりなば春遠から
じ。
（そ）

※は議案質疑および一般質問日
本会議は明石ケーブルテレビ
7
1
7
c
h
（ミルルチャンネル）で
生中継されます。
放送に関するお問い合わせは
明石ケーブルテレビ

 0120－ 135－ 084
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議員定数･報酬の在り方 意見募集中

２月25日（月）午前10時

募集

本会議は

市議会活性化特別委員会では、議員定数・報酬の
在り方についても検討を重ね、最終報告案として、
４つの案を提示し、２月 日まで市民の意見を募集
しています。最終報告案は、現在、市議会事務局や
行政情報センター、各市民センター、サービスコー
ナーで配布しているほか、市議会ホームページでも
閲覧できます。
今後、寄せられた意見等を踏まえ、３月定例市議
会で議員定数と報酬について最終決定する予定です。
詳しくは市議会事務局へ（ ９１８ ５０６０）

寒さが一段と身にし
みるこの季節、温かい
食べ物が一層おいしく
感じられます。
議会も何かと大変な
日々が続いていますが、
そんな中で、傍聴に来

３月定例会の 日 程

－

第210号

平成25年（2013年）１月30日

（ 4）

明石市議会基本条例骨子案に意見をお寄せください
募集期間

平成25年１月30日（水）～２月28日（木）必着
※郵送の場合は期間内消印有効

提出方法

「明石市議会基本条例骨子案」への意見であることを
明記の上、住所、氏名、年齢を記入し、持参、郵送、
FAX、電子メールのいずれかの方法で提出してください。
なお、市内在住でない場合は、市内に勤務、通学な
ど、明石市との関わりを記載してください。
（様式自由）
※個人情報については厳重に取り扱うとともに、公表
はしません。
※電話や口頭では受付できません。

意見の
取り扱い

意見の概要と市議会の考え方を市議会ホームページ
で公表します。
なお、意見についての個別回答はしません。

骨子案は市議会ホームページ
からも見ることができます。

明石市議会のホームページアドレスはht
t
p:
//www.
c
i
t
y.
akas
hi
.
l
g.
j
p/gi
kai
/です。ぜひご覧ください。

提 出 先
明石市議会事務局（市役所議会棟３階）
〒67386
86明石市中崎１－５－１
9185112
：078kai
@c
i
t
y.
akas
hi
.
l
g.
j
p
：gi

