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平成２９年 ９／１１(月) 

 

長岡京市議会 議会運営委員会 

委員長 進藤裕之 

副委員長 浜野利夫 

 

 

 

議会基本条例制定後の現状と課題 
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条    文 現    状 課    題 

（目的）  

第１条 【略】 

  

（議会と議員の責務） 

第２条 【略】 

  

 （議会の活動原則） 

第３条 【略】 

  

２ 議会は、市民に開かれた議会運営と市

民への積極的な情報の提供により、議会

の透明性の向上及び市民からの信頼の

確保に努めます。 

傍聴者への会議資料の閲覧を可能とするとともに、

各委員会の傍聴については、委員長の許可制から原則

公開とした。 

本会議のインターネット動画配信（ライブ中継と録

画配信）を開始した。動画配信は、年間約１万８千件

のアクセス数があるが、録画配信の平均視聴時間は約

５３秒である。委員会の動画配信については、継続検

討中。 

議会だよりの紙面の充実（読みたくなる見やすいペ

ージレイアウトへの変更、ユニバーサルデザインフォ

ントの採用、議案等への会派・個人別賛否状況の掲載、

質問者の個人名掲載、２００号から増ページ等）を行

った。 

会議録検索システムに委員会要録（各常任委員会・

予算・決算審査の委員会・総合計画審査特別委員会・

議会運営委員会）を追加掲載した。 

ホームページの充実（見やすいレイアウトへの変更、

キッズページの掲載、政務活動費の全面公開、各委員

会視察報告等）を行った。親子議場体験ツアーや、議

場見学（小学生）を通して、議会の役割やしくみを知

ってもらった。 

 

 

 

情報発信を続ける中で、平均視聴時間が延長されるよ

う、さらなる周知が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

条例の趣旨に則り、市民が何を知りたいのかに視点

をおいた、多様な情報発信のさらなる検討が必要であ

る。 
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３ 議会は、議決機関という自覚のもと、

市政運営の状況監視と、市政が抱える課

題及び市長等の事務事業の執行状況等を

踏まえ、政策立案及び政策提案を行いま

す。 

議会としての政策立案及び政策提案を行っていくた

めに、各常任委員会の所管で課題となっているテーマ

を設定し、調査研究を行うために所管事務調査の充実

を行った。 

また、常任委員会の枠を超える課題については、全

議員が参画する議員政策研究会を設置し、課題となっ

ているテーマについては分科会を立ち上げ、参画した

い議員が誰でも参画できるものとした。 

今後も、各常任委員会において、さらに所管事務調

査を活用し、所管の課題を調査研究していくことが必

要である。 

 

様々なテーマについて、今後も、議員政策研究会を

活用する取り組みが必要である。 

 

 

４ 議会は、言論の府であることを自覚し、

自由な討論の場を目指します。 

現状、各委員会での所管事務調査や請願審査時には、

議員間での討議は行われているが、議案審議における

自由討議は行われていないのが現状である。本会議で

は、議案（請願・意見書含む）に対する賛成・反対の

討論は行われている。 

各委員会での議案に対する議員間の自由討議の実施

についての検討が必要である。 

（議長の活動原則） 

第４条 【略】 

  

 （議員の活動原則） 

第５条 【略】 

  

２ 議員は、市民の信託に応えるため、市

民の意思及び市政が抱える課題を的確に

把握し、積極的に政策の提案及び提言を

行うとともに、市民への市及び議会の情

報の積極的な提供に努めます。 

第３条２項及び３項参照  

３ 議員は、言論が議会制度の根幹である

ことを自覚し、議員間の自由討議を推進

します。 

 

第３条４項参照  
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（市民参加と市民との連携） 

第６条 議会は、議会に対する市民の関心

を高めるため、また市民への情報公開の

徹底と説明責任を果たすために、多様な

媒体を活用して、積極的な情報提供に努

めます。 

第３条２項参照  

２ 議会は、本会議及び委員会等を原則公

開とします。 

 第３条２項参照  

３ 議会は、本会議、委員会等の論点を明

確にした審議の充実と透明性の向上のた

めに、配布資料等は傍聴人に原則公開と

します。 

第３条２項参照 

議案及び委員会資料の閲覧を可能とした（本会議６

部、委員会各３部）。また、市立図書館及び議会図書室

に議案や会議資料を配架している。 

議案等の資料が閲覧できるようになったことに対す

る評価は高い。今後は、情報提供のあり方を総合的に

精査するとともに、市民情報コーナーでの情報提供に

ついても検討が必要である。 

４ 議会は、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）に基づき、参考人制度や公聴

会制度を活用し、市民の意見や見識を議

会の討論に反映させ、政策水準向上を目

指します。 

平成４年と平成２８年に参考人招致の事例がある。 議会、委員会等を活性化させるため、幅広い層の意

見聴取は大切なことである。今後は、議会、委員会、

議員政策研究会等でも参考人制度や公聴会制度を活用

する検討が必要である。 

５ 議会は、議会への市民参画と政策提案

の拡大を図るために、多様な市民の意思

を聴くための意見交換の場を設けること

を可能とします。 

毎年度１回、予算議会後に「市民と議会の意見交換

会」を、各中学校区を順番に出向いて開催することと

した。平成２９年度で第５回目を迎えた。 

意見交換会の実施については、「実施したこと」に対

する評価はあるものの、参加者が伸び悩み、また新規

参加者も少ない傾向にある。 

市民が何を求めているのかに基づいて、市民が参加

しやすい運営方法についての検討が必要である。 

６ 議会は、委員会での請願者、陳情者に

よる趣旨説明を可能とします。 

事務局での受理時に意向確認することとし、委員会

開会前に趣旨説明を受けることとした。 

また、請願・陳情の提出において自署がある場合は

押印の省略を可とした。 

委員会開会前に趣旨説明を行っているため、委員会

要録には記録として存在しないこととなる。条文では

「委員会での」趣旨説明が可能と規定されているため、

運用方法の検討が必要である。 
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 （議会と市長等の関係） 

第７条 議会は、市長等との緊張関係を保

持するため、市政に関する情報の開示に

ついて透明化を図るよう、市長等に求め

るものとします。 

市政に関する情報の開示については、透明化が図ら

れるよう一定取り組まれている。 

 これからも、より透明化が図られるよう市政に関す

る情報の開示を求めていく。 

 （議案の説明） 

第８条 議会は、議会に提案される議案に

ついて政策水準を高めるため、背景、経

緯、根拠、関係法令、財源、経費等、関

連する資料について明らかにするよう、

市長等に求めるものとします。 

現在、各常任委員会、予算・決算審査における委員

会および議員政策研究会で、資料要求の取り組みがな

されている。 

議会として、さらに今後どのようなものを求めてい

くのかの検討が必要である。 

 （議会の議決事項） 

第９条 地方自治法第９６条第２項の規定

に基づく議会の議決事項は、総合計画基

本構想に基づく基本計画の策定、変更等

とします。 

他の個別計画も議決事項に加えるべきという意見も

あったが、基本計画のみを議決事項とした。また、総

合計画条例が市長提案で策定され、基本構想の議決が

追加された。 

 

 （本会議） 

第１０条 定例会の回数は、長岡京市議会

定例会条例（昭和３１年長岡京市条例第

８号）の定めるところによります。 

通年議会の検討も行ったが、定例会は現行の年４回

とした。 

 

２ 【略】   

 （委員会） 

第１１条 委員会は、市政の課題を的確に

把握し、委員会の専門性と特性を生かし

た運営に努めます。 

常任委員会の専門性と特性を生かすために、所管事

務調査の充実を行い、政策論議の活発化を図っている。 
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２ 常任委員会は、市政の課題、市長等に

よる政策の形成、事務事業の執行の状況

等に対応して機能的に開くものとしま

す。 

必要に応じて、開いている。 所管事務調査のさらなる充実へ向けて、閉会中でも

必要な際にはより積極的に開く必要がある。 

３ 特別委員会は、市政の課題等に対応し

て必要がある場合に設置するものとしま

す。 

特別委員会は、特定の課題等に対応して設置するも

のとし、従来から設置している決算審査特別委員会の

ほか、総合計画特別委員会を設置した（H27.6.8～

H27.9.29）。 

 

 （議員政策研究会） 

第１２条 議会は、市政の課題等に対し調

査研究を行うため、議員政策研究会を設

置できることとします。 

 第３条３項参照  

 （議会改革の推進） 

第１３条 議会は、その権能を発展させる

ため、議会改革に継続的に取り組み、既

存の制度や運営の方法等について、議会

運営委員会において不断の見直しへ向け

た取組を推進します。 

議会運営委員会において議会改革の見直しに向けた

取り組みを継続的に推進している。 

見直しに向けては、外部のチェック機能（第１４条）

を活用することを検討することも必要である。 

 （附属機関の設置） 

第１４条 議会は、議会の機能を強化する

ために、有識者などによる議会附属機関

を設置できることとします。 

現在までに議会附属機関設置の実績はない。  議会改革の見直しへ向け、外部による議会附属機関

の設置についての検討を行う必要があると考える（上

記第１３条の課題参照）。 

 （会派） 

第１５条 議員は、議会の活動を円滑に行

うこと等のために、会派を結成すること

ができます。 

会派構成人数を３名から２名に変更した。  
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２ 【略】   

 （他の地方議会等との連携） 

第１６条 議会は、他の地方議会等との連

携を図りながら、その権能の発展及び機

能の強化を図るための活動、研究等を行

うものとします。 

全国・近畿・山城・京都府・乙訓市町議長会活動（合

同研修会など）等を通じて、権能の向上に努めている。 

 

 （議員定数） 

第１７条 議員定数は、長岡京市議会議員

定数条例の定めるところによります。 

議会運営委員会では結論が出ず、会派の意見併記と

なった。その後、議員提出議案が賛成多数で可決され、

定数が２６名から２４名に変更された。 

 

 （議員報酬） 

第１８条 議員報酬は、長岡京市議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

に定めるところによります。 

市長に報酬審議会に諮問されるよう要望書を提出

し、答申の結果現状通りとした。また、公務員給与の

臨時的減額に伴い、議会として、報酬をカット（一律

7.8％、H25.7～H26.3）した。 

 

 （議員の政治倫理） 

第１９条 【略】 

  

 （政務活動費） 

第２０条 【略】 

  

２ 政務活動費の使途については、公正性、

透明性を確保するために公開します。 

政務活動費の使途については、活動報告書、全ての

領収書（コピー）を含む収支報告書を図書室で公開し、

議会ホームページにおいても全面公開を行っている。 

 

３ 議会は、議員活動を強化するために、

政務活動費の効果的活用に努めます。 

 第２０条２項参照  

 （議員研修の充実強化） 

第２１条 議会は、議員の政策形成及び立

案能力の向上のために、議員研修の充実

強化を図ります。 

議会としては、改選時の議員研修や議員互助会、乙

訓市町議会議長会の研修を実施している。 

講師謝礼を予算化するなど、定期的な研修を継続し

て行うことと同時に、研修の成果を公開するとともに、

政策に生かす仕組みづくりの検討も必要であると考え

る。 
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２ 議会は、議員にこの条例の理念を認識、

浸透させるため、一般選挙を経た任期開

始後速やかにこの条例の研修を行うもの

とします。 

一般選挙後に議会基本条例についての研修を実施し

ている。 

 

 （議会事務局） 

第２２条 議会は、その権能の発展及び機

能の確立に向けた取組の強化並びに議会

の活動の円滑かつ効率的な実施に資する

ため、議会事務局の調査・法務機能を高

める等、機能の強化及び組織の体制整備

に努めます。 

定員管理計画との整合も必要だが、今後将来的に、

法務及び議会 ICT 化に対応した職員の任用が必要とな

ってくることから、市長へ体制強化を要望している。 

 

 （議会図書室） 

第２３条 議会は、議員の調査研究に資す

るため、議会図書室を設置し、図書等の

充実に努めるものとし、併せて市民への

公開や有効活用を図ります。 

市民にも利用しやすい図書室づくりを目指し、議会

関係資料の充実に努めている。 

より時代のニーズに沿った図書の購入により、さら

なる充実を目指す取り組みが必要である。 

 （災害時発生時における議会の活動） 

第２４条 議会は、災害から市民の生命、

身体及び財産を守り、市民生活の平穏を

確保するため、総合的かつ積極的な活動

が図られるよう、市長等と協力し、対応

するものとします。 

議員政策研究会において、災害時における議会対応

指針と災害対応ブックの策定を行った。 

 

２ 議会は、大規模災害等における具体的    

な対応指針を定め、議会及び議員は、そ

の指針に基づき対応するものとします。 

 

第２４条１項参照  



9 

 

 

 

 

 （他の条例等との関係） 

第２５条 【略】 

  

 （条例の見直し） 

第２６条 議会は、市民の意見、社会情勢

の変化等を勘案し、必要があると認める

ときは、この規定について検討を加え、

その結果に基づいて、所要の措置を講じ

ることとします。 

 過去において、その必要性から２回の一部改正を行

っている。 

 


