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１柏崎市議会
議会改革で目指すもの

市民の信託に応える

合議体たる議会づくりに向けて

4



【新潟県柏崎市市民参加のまちづくり基本条例】
（議会の責務）

第14条 議会は、市の意思決定機関として、市民の意思
が市政の運営に適切に反映されるよう活動しなければなら
ない。
２ 議会は、市政が市民の意思を反映し、適切に運営され
ているか調査及び監視するとともに、その結果を市民に明
らかに しなければならない。
３ 議会は、議員が議会活動を活発に行えるように、その
組織を機能的なものにしておかなければならない。
４ 議会は、その活動を行うに当たり、市民に開かれたも
のにしなければならない。

【地方自治法第１条の２】
「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本と
して、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役
割を広く担うものとする」

１柏崎市議会議会改革で目指すもの
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【基本理念】

市民の信託に応える合議体たる議会づくりに向けて

Ⅰ 基本理念の実現に向けての方向性

Ⅱ 基本理念実現に向けての具体的な調査研究

Ⅲ 議会基本条例の制定について

１柏崎市議会議会改革で目指すもの
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Ⅰ 基本理念の実現に向けての方向性

１柏崎市議会議会改革で目指すもの
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① 議会の地位・役割の
明確化と機能強化

② 議会の組織・活動原則、
議員の活動原則の明確化

③ 市民の信託に応える
議会と市民との関係強化



Ⅱ 基本理念実現に向けての具体的な調査研究

１柏崎市議会議会改革で目指すもの

二元代表制を踏まえた、合議体たる議決機
関としての議会のあり方について調査研究し、
監視能力・政策立案能力の向上を目指す
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① 議会の地位・役割の明確化と機能強化

≪調査研究事項≫
・通年議会 ・決算委員会のあり方
・議決事件の追加 ・政策形成について
・反問権の付与 ・議会事務局の強化 など



Ⅱ 基本理念実現に向けての具体的な調査研究

１柏崎市議会議会改革で目指すもの

合議制の機関たる議会が市民の信託に応え
るために、公平・公正・透明な議会運営を目
指し、議員１人１人が市民全体の奉仕者とし
ての自覚のもと、活動できる議会を目指す
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② 議会の組織・活動原則、議員の活動原則の
明確化

≪調査研究事項≫
・議会基本条例 ・会議の運営
・政治倫理条例 ・委員会の充実
・議員間討議 ・災害時、緊急時の議会のあり方
・議会の組織 など



１柏崎市議会議会改革で目指すもの

市民の代表機関として、議会の活動がわか
りやすく、市民が参加しやすい開かれた議会
を目指す
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③ 市民の信託に応える議会と
市民との関係強化

≪調査研究事項≫
・議会報告会等 ・委員会インターネット中継
・市民アンケート ・公聴、政策形成の手法
・情報の公開 など

Ⅱ 基本理念実現に向けての具体的な調査研究



Ⅲ 議会基本条例の制定について

１柏崎市議会議会改革で目指すもの

議会改革の基本理念に基づく改革を
実現し、その継続性を担保し、市民参
加のまちづくり基本条例にある、議会
の役割・機能を明確にするための条例
として、議会活動及び改革の基本事項
を定め、議会のあるべき姿を明文化す
るものとする。 11



２議会基本条例
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•平成２６（2014）年６定例会において
制定を議決、同日施行

•以後、２年ごとに検証を実施



【新潟県柏崎市議会基本条例】

前文
第１章 総則（第１条）
第２章 最高規範性（第２条）
第３章 議会の運営原則及び議員の活動原則（第３条―第９条）
第４章 議案及び政策の審議並びに調査（第10条―第18条）
第５章 市民と議会の関係（第19条―第21条）
第６章 議会と行政の関係（第22条・第23条）
第７章 議員間討議（第24条）
第８章 議会の災害時対応（第25条）
第９章 議会及び議会事務局体制整備（第26条―第28条）
第10章 議員の倫理、身分及び待遇（第29条―第31条）
第11章 条例の検証及び見直し手続（第32条）
附則

２議会基本条例
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第10条（通年議会）
議会の会期は、通年とし、必要な事項は、新潟
県柏崎市議会の会期等に関する条例（平成25年
条例第32号）に定めるものとする。

（１）通年議会
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• 平成２５（2013）年５月１日から通年会期制
を採用

• 会期：５月１日から翌年の４月３０日まで
（改選や解散のあった年は除く）

議会基本条例

２議会基本条例



２（１）通年議会
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① 普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例
で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で
定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。
② 前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならない
ものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、
普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。
③ 第一項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会
が解散されたとき又は議員が全てなくなったときは、同項の規定
にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が
全てなくなった日をもって、会期は終了するものとする。
④ 前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団
体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選
出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しな
ければならない。この場合においては、その招集の日から同日後
の最初の第一項の条例で定める日の前日までを会期とするものと
する。

（第5項から第8項まで省略）

地方自治法第102条の2〔通年の会期〕



２（１）通年議会

「柏崎市議会の会期等を定める条例」に基づ
き、一度招集された後は、毎年５月１日になる
と自動的に会期が始まる。
（議員の任期中は継続）

つまり、通年会期制を採ると、４年に１度の
改選後や、議会の解散による選挙後の初めての
会議のみ、市長が招集することになる。
（この場合は、地方自治法第１０２条の２第４項により、議
員の任期が始まってから３０日以内に招集する） 16

Ⅰ 招集と会期



２（１）通年議会
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Ⅰ 招集と会期

議会の招集と会期

地方自治法第１０１条
（通常議会）

地方自治法第１０２条の２
（通年議会）

第百一条 普通地方公共

団体の議会は、普通地方
公共団体の長がこれを
招集する。

第百二条の二 普通地方公共団体の議会は、前条の
規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定
例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から
翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。
②前項の議会は、第四項の規定により招集しなけれ

ばならないものとされる場合を除き、前項の条例
で定める日の到来をもって、普通地方公共団体
の長が当該日にこれを招集したものとみなす。
④前項の規定により会期が終了した場合には、普通
地方公共団体の長は、同項に規定する自由によ
り行われた一般選挙により選出された議員の任
期が始まる日から三十日以内に議会を招集しな
ければならない。この場合においては、その召集
の日から同日後の最初の第一項の条例で定める日の
前日までを会期とするものとする。



２（１）通年議会
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Ⅰ 招集と会期

議会の招集と会期

地方自治法第１０１条
（通常議会）

地方自治法第１０２条の２
（通年議会）

② 議長は、議会運営委員会の議決を経て、
当該仏地方公共団体の長に対し、会議に付議
すべき事件を示して臨時会の招集を請求する
ことができる。
③ 議員の定数の四分の一以上の者は、当該
普通地方公共団体の長に対し、会議に付議す
べき事件を示して臨時会の招集を請求するこ
とができる。

⑦ 招集は、開会の日前、都道府県及び
市にあっては七日、町村にあっては三日ま
でにこれを告示しなければならない。た
だし、緊急を要する場合は、この限りで
はない。

⑦普通地方公共団体の長は、
第一項の議会の議長に対し、
会議に付議すべき事件を示し
て定例日以外の日において会
議を開くことを請求すること
ができる。この場合において、
議長は、当該請求のあった日
から、都道府県及び市にあっ
ては七日以内、町村にあっては

三日以内に会議を開かなけれ
ばならない。



２（１）通年議会

◎随時会議
定例会議以外で、必要がある場合に開く。
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Ⅱ 定例会議と随時会議

◎定例会議
通年会期となっても、従来の定例会スタイルに準

じ、年４回（２月、６月、９月及び１２月）に、定
期的にまとまった期間に会議を開いて集中的に審議
を行う。
（条例制定：2月は20日、６・９・１２月は５日）



２（１）通年議会

• 定例会議及び随時会議を開く期間を「会議期
間」という。

• 会議期間が終了すると、議会は「休会」し、
次の会議を開く際は、休会状態から「再開」
することになる。

• 本会議の再開は議長の権限であるため、議会
側が主体的かつ迅速に会議を開くことができ
る。 20

Ⅲ 会議期間と休会



２（１）通年議会
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Ⅲ 会議期間と休会

４年に１度の改選後、最初の会議のみ、
市長が招集する。
※例外：平成25(2013)年5月1日の会議）

議会は4月30日に閉会し、
5月1日になると次の会期が
自動的に始まる。



２（１）通年議会

1. 法律上市の義務に属する１件１００万円以下の損害賠償の額を決定す
ること及びこれに伴う和解に関すること。

2. 災害及び突発的な事故により、応急に必要となる維持補修（豪雪時の
除雪経費を含む。）及び工事等に関する歳入歳出予算の補正をすること。

3. 会計年度末における法令等の改正に伴う必要な条例の改正を行うこと。

4. 会計年度末における日切れ扱いの法律等の改正に伴う歳入歳出予算の
補正をすること。

5. 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正をする
こと。

6. 法令の改正又は廃止に伴い、その法令の題名、条項又は用語を引用す
る条例の規定を整理する必要が生じ、かつ、市がその条例を改正するに
当たり、独自の判断をする余地がない場合において、その条例を改正す
ること。

7. 関係一部事務組合及び広域連合の規約の変更及び構成市町村数の増減
に関すること。
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Ⅳ 専決処分事項の指定 ※地方自治法§１８０Ⅰ



２（１）通年議会

8. １件の金額が100万円以下の債権の徴収に係る訴えの提起、和
解及び調停に関すること。 〔平成３１年３月追加〕

9. 市営住宅の家賃等の支払又は明渡しの請求に係る訴えの提起、
和解及び調停に関すること。 〔平成３１年３月追加〕

10. 感染症の感染拡大等に伴い、緊急に必要となる事業等に関する
歳入歳出予算の補正をすること。 〔令和２年５月追加〕
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Ⅳ 専決処分事項の指定



２（１）通年議会

災害救助法又は新潟県災害救助条例が適用された場合、激甚災
害指定を受けた場合のほか、具体的な基準を定める。

１ 公共土木施設災害復旧事業に係る関係経費

（１）公共土木施設災害復旧成立(※)時における設計委託費、
工事費（応急本工事、応急仮工事）

※ 災害時において国庫補助を受けることができる基準
（例：２４時間最大雨量８０ｍｍ以上、時間最大２０ｍｍ以上）

に該当し、その適用を受けることをいう。

（２）公共土木施設災害復旧の成立の有無に関わらない関係経費、

道路・河川等の応急復旧関係経費（設計委託費、機械借上費、

工事費）
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Ⅴ 専決処分事項の指定に関する基準



２（１）通年議会

２ 砂防事業関係事業における関係経費

小規模急傾斜地崩壊防止事業成立(※)時（豪雨時等）における

設計委託費、工事費

※ 災害時において県補助を受けることができる基準に該当
し、その適用を受けることをいう。

３ 豪雪時等における関係経費

豪雪時等における当初予算不足時の除雪委託料、機械借上費、

町内除排雪補助金

４ 公共施設等に危険を及ぼす建築物等の緊急安全措置に
関する経費
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Ⅴ 専決処分事項の指定に関する基準



２（１）通年議会

会期内であっても、会議の期間が異なる場合は、会議
規則第１５条但書（一時不再議）に規定する事情の変更
があったものとする。

会議の期間とは、次のことをいう。

（１）定例的な会議（６月、９月、１２月及び２月定例
会議）の期間

（２）市長からの会議請求による会議の期間

（３）議長発議、議員からの請求による会議等の期間

※（２）（３）は、いずれも（１）の期間に属さないものに
限る。

26

Ⅵ 一事不再議の運用



２（１）通年議会
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Ⅵ 一事不再議の運用

改正後 改正前

第５条から第７
条まで 削除

（会期）
第５条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
２ 会期は、招集された日から起算する。
（会期の延長）

第６条 会期は、議会の議決で延長することができる。
（会期中の閉会）

第７条 会議に付された事件をすべて議了したときは、
会期中でも議会の議決で閉会することができる。

改正後 改正前

（一事不再議）
第15条 議会で議決された事件については、
同一会期中は再び提出することができない。
ただし、事情の変更があったときは、この
限りでない。

（一事不再議）
第15条 議会で議決され
た事件については、同一会
期中は再び提出することが
できない。

柏崎市議会会議規則 新旧対照表（抜粋）①



２（１）通年議会
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Ⅵ 一事不再議の運用

改正後 改正前

（発言の取消し又は訂正）
第65条 発言した議員は、その発言
があった日から起算して７日以内に、
議会の許可を得て発言を取り消し、
又は議長の許可を得て発言の訂正を
することができる。ただし、発言の
訂正は字句に限るものとし、発言の
趣旨を変更することはできない。
２ 前項の期間内に会期が終了する
こととなった場合にあっては、当該
発言のあった日から会期が終了する
までの日とする。

（発言の取消し又は訂正）
第65条 発言した議員は、その
会期中に限り、議会の許可を得て
発言を取り消し、又は議長の許可
を得て発言の訂正をすることがで
きる。ただし、発言の訂正は字句
に限るものとし、発言の趣旨を変
更することはできない。
（追加）

柏崎市議会会議規則 新旧対照表（抜粋）②



２（１）通年議会

29

Ⅵ 一事不再議の運用

改正後 改正前

（継続審査）
第111条 委員会は、次の会期に
おいてもなお審査又は調査を継続
する必要があると認めるときは、
その理由を付け、委員長から議長
に申し出なければならない。

（閉会中の継続審査）
第111条 委員会は、閉会中もな
お審査又は調査を継続する必要が
あると認めるときは、その理由を
付け、委員長から議長に申し出な
ければならない。

柏崎市議会会議規則 新旧対照表（抜粋）③



２（１）通年議会
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Ⅵ 一事不再議の運用

改正後 改正前

（議員の辞職）
第146条 議員が辞職しようとす
るときは、議長に辞表を提出しな
ければならない。
２ 前条第２項の規定は、議員の
辞職について、準用する。

（議員の辞職）
第146条 議員が辞職しようとす
るときは、議長に辞表を提出しな
ければならない。
２ 前条第２項及び第３項の規定
は、議員の辞職について、準用す
る。

柏崎市議会会議規則 新旧対照表（抜粋）④

改正後 改正前

（議長及び副議長の辞職）
第145条 （略）
２ 前項の辞表は、議会に報
告し、討論を用いないで会議
に諮ってその許否を決定する。
（削除）

（議長及び副議長の辞職）
第145条 （略）
２ 前項の辞表は、議会に報告し、討論
を用いないで会議に諮ってその許否を決
定する。
３ 閉会中に副議長の辞職を許可した場
合は、議長は、その旨を次の議会に報告
しなければならない。



第11条（議会の議決事件）
議会は、法第96条第２項の規定に基づき、市政の重

要な計画等を議決事件に加えるものとする。

２ 前項の規定に基づく議会の議決すべき事件は、次
に掲げるとおりとする。

(１)総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止
に関すること。

(２)総合計画の基本構想に基づいて定める基本
計画のうち、施策の体系の策定、変更又は廃止に
関すること。

(３)友好都市及び姉妹都市の協定の締結又は廃止に
関すること。

（２）議会の議決事件

31

２議会基本条例



第12条（政策等の説明要求及び審議）
議会は、市長が提案する重要な政策及び計画並びに事業

（以下「政策等」という。）について、その水準を高め、
議決責任を担保するため、市長に対し、次に掲げる事項の
説明を求めることができる。

(１)政策等の背景、目的及び効果
(２)総合計画における根拠及び位置付け
(３)関係ある法令、条例等
(４)政策等の実施に係る事業費及びその財源

２ 議会は、政策等を審議するに当たっては、立案及び執
行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後
における政策等の評価に資する審議に努めるものとする。

（３）政策等の
説明要求及び審議

32

２議会基本条例



第12条の２（基本的な計画の説明）

議会は、市長等が各行政分野における基
本的な計画の策定、変更等をするために計
画の概要を公表し、広く市民から意見等を
募集するときは、あらかじめ、市長等に当
該計画の策定、変更等を行う理由及び概要
の説明を求めるものとする。

（４）基本的な計画の説明

33

※平成30(2018)年6月22日一部改正

２議会基本条例



第19条（市民参加及び情報公開）

議会は、議案に係る各議員の賛否の表明状
況など、議会活動に関する情報公開を徹底し、
市民への説明責任を果たすものとする。

２ 議会は、会議等を原則として公開するも
のとし、情報通信技術等の手段を利用し、議
会の透明性の向上を図るものとする。

３ 議会は、請願を市民の政策提言と位置付
け、その審議に当たっては、提出者が希望し
た場合は、意見を述べる機会を設けるものと
する。

（５）市民参加及び情報公開

34

議会基本条例

２議会基本条例



２（５）市民参加及び情報公開

35

Ⅰ 議員の賛否表明状況の公開
（議会だより・ＨＰで公開）

例：ギカイのとびら（令和3(2021)年12月5日発行）



２（５）市民参加及び情報公開

• 平成18(2006)年9月
議会インターネット中
継開始

• 株式会社ジェイ・
フィットと長期継続契
約（５年）

• 月額費用
税込 262,130円
（R4(2022)年1月現在）

• 配信操作及び画像確認
を職員が行っている

36

Ⅱ 会議等の公開

◎本会議・全員協議会

http://www.kashiwazaki-city.stream.jfit.co.jp



２（５）市民参加及び情報公開

• 平成25(2013)年6月から委
員会インターネット生中継開
始 （当初はUstream）

• 平成30(2018)年9月から
YouTube LIVEで生中継開始

• 録画は当初からYouTube

• 議会費での負担は0円

運用費用 48万円（税抜）

初期費用は、運用費用で吸収
※執行部の包括アウトソーシング委託
料に含まれている。

• 機材設置等は業者が行い、職
員は配信作業及び動画のアッ
プ作業のみ行っている 37

Ⅱ 会議等の公開

◎委員会

https://www.youtube.com/channel/UCsBkXdM
I7HWgiOiOLfsYCRA



２（５）市民参加及び情報公開

審査日 件 名

1 R4.6.15 後期高齢者の医療費窓口負担の２割化中止を求める陳情

2 Ｒ4.3.15 老齢基礎年金等の抜本的な改善を求める請願

3 R3..9.17 （仮称）中通スマートインターチェンジ設置に関する請願

4 R3.6.16 新潟病院はじめ国立病院の機能強化、地域医療の拡充を求める請願

5 R3.6.16 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める請願

6 R2.6.16 義務教育費国庫負担制度堅持・拡充に係る意見書の採択を求める請願

7 R2.6.16 少人数学級の早期実現に係る意見書の採択を求める請願

38

Ⅲ 請願・陳情：意見を述べる機会

請願者・陳情者による趣旨説明（令和２（2020）年以降）

年 請願者による趣旨説明件数

平成31・令和元（2019）年 5件

令和30（2018）年 5件

令和29（2017）年 5件

平成28（2016）年 5件



第21条（議会の報告会等）

議会は、市民への報告等を行う場（以下この条にお
いて「報告会等」という。）を設け、議会活動及び市
政の諸課題について、情報提供及び情報共有に努める
ものとする。

２ 議会は、市民との意見交換の場を設け、必要に応
じて市民の意見を政策活動等に反映させるよう努める
ものとする。

３ 報告会等に関して必要な事項は、議長が別に定め
る。

議会基本条例

（６）議会報告会等

39

２議会基本条例



• 広報広聴委員会（地方自治法§１００Ⅻ協議の場）
の常任委員会化
平成２９(2017)年６月５日、議会広報広聴常任
委員会を設置

• 定数 １１人

• 所管

①新潟県柏崎市議会基本条例第20条に規定する

広報・広聴の充実及び第21条に規定する議会

の報告会等に関すること。

②その他議会の広報広聴に関すること。 40

２（６）議会報告会等



• 議会報告会及び意見交換会を年１回以上開催する

• 開催時期、開催日時、会場等は、議会広報広聴常任
委員会で協議し、議長が議会運営委員会に諮って決
定する

41

２（６）議会報告会等

議会報告会等実施要綱
（平成26年11月21日施行、平成29年3月22日改正）

• 平成25（2013）・26（2014）年の試行を経て、平成
27（2015）年以降は中学校区のコミセン（12カ所）で
年２回（改選の年は１回）実施

• 平成30（2018）年春までは議会報告会、同年秋以降は意
見交換会として実施

• 新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年度は中止

• 令和3（2021）年度は、産業文化会館で開催



２（６）議会報告会

実施状況

42

開催時期 参加人数 内 容（主たるもの）

Ｒ4.4 30人 意見交換（産業文化会館、テーマ３つ）

R3.11 52人 意見交換（産業文化会館、テーマ３つ）

Ｒ元.11 － 意見交換（コミセン、テーマ５つ）

H30.11 － 意見交換（コミセン、テーマ６つ）

Ｈ30.4 233人 報告（コミセン、H30 年度予算審議）

H29.11 180人
報告（コミセン、H28度決算における施
策・事務事業評価）

Ｈ29.5 265人 報告（コミセン、H29年度予算審議）

Ｈ28.9～10 169人 報告（コミセン、常任委員会行政視察）

Ｈ28.5 177人 報告（コミセン、H28年度予算審議）

Ｈ27.11 184人 報告（コミセン、H26年度決算審議）
テーマに沿った意見交換

※平成２５年及び平成２６年に年１回ずつ試行



２（６）議会報告会

43

※ポスター・チラシのデザインは、新潟産業大学の学生に依頼



２（６）議会報告会

44

◀コミセンでの意見交換会
（令和元(2019)年度鯨波コミセン）

産業文化会館での
意見交換会▶

（令和3(2021)年度）



45

（７）災害時における議会
及び議員の対応

議会基本条例

第25条（災害時における議会及び議員の対応）

議会は、市が災害対策本部を設置したときは、
これをため、柏崎市議会災害対策支援本部（以
下この条において「議会支援本部」という。）
を設置するものとする。

２ 議員は、議会支援本部が設置されたときは、
議長が別に定める要綱に基づき適切に行動し、
市民の安全・安心の確保に資するものとする。

２議会基本条例



本部長：議長
副本部長：副議長
本部役員：会派代表者、常任委員長、

議会運営委員長
本部員：本部長、副本部長及び

本部役員を除く全ての議員

２（７）災害時における議会及び議員の対応

46

柏崎市議会

災害対策支援本部
本部役員会議

総務常任委員会

文教厚生

常任委員会

産業建設

常任委員会

広報広聴

常任委員会

柏崎市

災害対策本部

議会事務局

本部長、副本部長、本部役員

※代行順位
１ 議会運営委員長
２ 総務常任委員長
３ 文教厚生常任委員長
４ 産業建設常任委員長
５ 広報広聴常任委員長



47

２（７）災害時における議会及び議員の対応

令和元（2019）年６月１９日
山形県沖を震源とした18日の地震により、
市議会は災害対策支援本部を設置した。



（８）議員研修の充実・強化

48

第26条（議員研修の充実・強化）

議会は、政策活動等の向上を図るため、議
員研修の充実・強化に努めるものとする。

２ 議会は、基本条例の目的と理念が理解さ
れるよう、一般選挙を経た任期開始後速やか
に議員研修を行うものとする。

２議会基本条例

議会基本条例



２（８）議員研修の充実・強化

年月日 講 師 内 容

Ｒ4.9.24
総務省自治行政局長

吉川 浩民 氏

公開研修会
「人口減少期の地方行政と自治
体のデジタル化」

Ｒ4.3.24
株式会社エム・エスオフィス

石丸 歩 氏

ワークライフバランス勉強会
「職場環境の改善から、人材の
確保・定着へ」

Ｒ3.10.27
経済産業省 大臣官房エネル
ギー・地域政策統括調整官

佐々木 雅人 氏
政府が進めるエネルギー政策

Ｒ３.8.19
柏崎市

情報政策官 吉田 大祐 氏
ＤＸ推進の意義と事例紹介

Ｒ2.10.29
柏崎市総合企画部総務課

法務係長 箕輪 正仁 氏
著作権の基礎知識

Ｒ2.8.6
株式会社地方議会総合研究所

廣瀬 和彦 氏
議員定数・地方議会の今後のあ
り方

Ｒ元.10.9
アイシーティー推進部

会長 君島 雄一郎 氏
ICT活用で変わる議会改革 タブ
レット導入の効果と議員活動

49

議員研修開催実績（令和元(2019)年度以降）



２（８）議員研修の充実・強化

年月日 講 師 内 容

H30.10.10
可児市議会議員

川上 文浩 氏
委員会代表質問と政策サイクル

H30.3.5
龍谷大学政策学部

教授 土山 希美枝 氏
質問力でつくる「政策議会」

H29.8.10
富士市議会

一般・特別会計決算委員会
委員長 小池 智明 氏

決算委員会と事務事業評価につ
いて

H28.10.17
株式会社インソース

髙谷 麻夕 氏
ファシリテーション研修

H28.2.18
山梨学院大学

法学部政治行政学科
教授 江藤 俊昭 氏

住民自治を推進する議会

50

議員研修開催実績（平成27(2015)～平成30(2018)年度）
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２（８）議員研修の充実・強化

平成28（2016）年10月17日
午前９時～午後５時

ファシリテーション研修

平成30（2018）年10月10日
委員会代表質問と政策サイクル



議会基本条例

（９）条例の検証
及び見直し手続

52

第32条（条例の検証及び見直し手続）

議会は、基本条例の理念及び基本条例に基づいて制定
された議会関係条例等を遵守するものとする。

２ 議会は、２年ごとに１回、当該年度末までに基本条
例の目的が達成されているかどうか、議会運営委員会に
おいて検証し、結果を市民に公表するものとする。この
場合において、議会は、その検証の結果、改善が必要と
認めるときは、適切な措置を講じるものとする。

３ 前項の規定にかかわらず、議会は、やむを得ない理
由があると認められるときは、前項に規定する検証を随
時に行うことができるものとする。

２議会基本条例



• 平成２８年度から１年おきに、議会基本条例の目的
が達成されているか検証を実施

53

２（９）条例の検証及び見直し手続

◎検証項目
議会基本条例の第３条に規定する「議会の原則」

（第１項から第４項まで）を具現化した規定を検証。

◎評価の基準
Ａ：できている（このまま推進する）
Ｂ：できている（但し、改善が必要）
Ｃ：できていない（分析と見直しが必要）
Ｄ：できていない（条例改正が必要）
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２（９）条例の検証及び見直し手続

平成28（2016）年度の検証結果
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２（９）条例の検証及び見直し手続
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２（９）条例の検証及び見直し手続
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２（９）条例の検証及び見直し手続



• 令和3（2021）年6月に予算決算常任委員会を設置
「予算に関すること。」及び「決算に関すること。」を所管し、
9月定例会議での前年度決算及び2月定例会議での新年度予算の他、補
正予算等予算に関する議案を審査する。

58

３予算決算常任委員会

Ⅰ 常任委員会化の目的

①予算議案の分割付託を解消

②予算審査と決算審査を全議員が行い、総
合的・一体的に審査
議員間討議を活発にし、合意形成を図りなが
ら、PDCAサイクルによる議会の政策活動
及び監視機能を強化
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３予算決算常任委員会

①運営会議
•議案の分担先を決定

•審査スケジュールの決定

②本会議
•議案説明・質疑

•議案の付託

③全体会
•総括質疑

•付託された議案を各分科会に送付

④分科会
•当局に対する質疑、意見集約
※ 討論及び採決は行わない

⑤運営会議 •全体会の進行の決定（省略できる）

⑥全体会
•分科会長報告、分科会長報告に対する質疑

•討論、採決

⑦本会議
•予算決算常任委員長報告

•質疑、討論、採決

Ⅱ 審査の流れ
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３予算決算常任委員会

※令和3年９月定例会議行程

一般質問最終日に決算提案
同日、全体会開催

一般会計・特別会計決算審査、
現地視察（３分科会）

本会議：委員長報告・討論・採決

（令和3年6月に常任委員会設置）

公営企業会計決算審査（産業建設
分科会）

公営企業会計決算採決

一般会計・特別会計決算採決

論点整理

Ⅱ 審査の流れ



• 議会基本条例の定めた政策提言を行っていくツール
の１つとして、施策評価及び事務事業評価を導入

61

３予算決算常任委員会

政策

施策

事務事業

施策評価

事務事業評価

Ⅲ 施策事務事業評価



施策の進捗状況を把握・分析するとともに、
施策を実現するための主な事務事業が施策目標
の実現の手段として有効な事業であるかどうか
を検証し、総合計画の基本目標の達成に向けて
今後の施策展開を検討するために行うもの。

62

３予算決算常任委員会

施策評価とは・・・

Ⅲ 施策事務事業評価



その施策を評価するために事務事業評価を実施し、
市が行う事業について、その必要性や目的を明確化
し、事業の活動に対して得られる成果などを、分
析・評価を行い、その結果を踏まえ今後の事業の方
向性を検討し、業務改善や事務事業の再編・整理に
反映させようとするもの。

事務事業評価システムは、Plan（計画）Do（実
行）Check（評価）Action（改善）という、
PDCAサイクルを活用し、計画した事業をやりっ放
しで終わらせるのではなく、Check（評価）、
Action（改善）といった機能を組織的に行うことに
より、事務事業の改善、見直し及び廃止に活用。

63

３予算決算常任委員会

事務事業評価とは・・・

Ⅲ 施策事務事業評価
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３予算決算常任委員会

施策及び事務事業評価の結果報告

予算決算常任委員長から、本会議場で評価結果を報告
正副議長と決算特別委員会正副委員長から、市長に対し

て評価結果を手渡し、翌年度予算への反映を依頼

各分科会による施策及び事務事業評価の作業

選定した施策及び事務事業について、担当部課より説明 施策評価シート・事務事業評価シートに基づき評価作業

各分科会・会派による施策及び事務事業評価対象事業の選定作業

施策評価は１施策、評価対象事務事業数は分科会の判断 施策評価シート・事務事業評価シートに基づき評価作業

予算決算常任委員会運営会議

予算決算常任委員会正副委員長、３分科会正副分科会長及び
議会運営委員会正副委員長により進め方の協議・確認

施策及び事業の選定基準は分科会の判断

予算決算常任委員会

議長を除く25人で構成 総務、文教厚生、産業建設常任委員会を分科会とする

Ⅲ 施策事務事業評価
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３予算決算常任委員会

令和３（2021）年度決算における評価対象施策・事務事業一覧

分科会 評価対象施策 評価対象事業 評価

総務
地球温暖化対策を
進める

• 地球温暖化対策推進事業
• ECO2プロジェクト事業
• 低炭素型設備機器導入補助
事業

Ｂ

文教厚生
教育環境を充実さ
せる

• 情報機器管理費（小学校費、
中学校費）

• 奨学金貸付事業
• 学校管理運営費（小学校費、
中学校費）

Ｂ

産業建設
産業の創造性と技
術力を高める

• 新技術・新製品研究開発支
援事業

• 情報産業育成振興事業
• IoT推進事業

Ｂ

Ⅲ 施策事務事業評価
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３予算決算常任委員会

令和４年10月7日
評価結果を市長へ手渡し

例：令和2年度決算における
施策評価シート（総務分科会）

Ⅲ 施策事務事業評価



４現在の議会改革の
取組と課題

67

議長諮問に対する取組

•議会運営委員会に諮問

議会改革に関する調査研究委員会

•令和3年12月設置



議長諮問に対する取組

•議会のDX，ICT化及びペーパレス化に
関する調査研究

•一般質問の在り方についての研究

•常任委員会研究テーマの決定
（令和3年12月 テーマ決定、令和4年12月定例会議で報告予定）

•政策立案・質問づくりに資する
議会図書室

原子力アーカイブコーナーの設置、議員用PC端末の設置、
レファレンス機能の強化など

４現在の議会改革の取組と課題

68



議会改革に関する調査研究委員会

•市民参加の機会の充実
請願及び陳情の取扱いに関する要綱の制定、「請

願・陳情の手引」の作成（令和4年5月1日運用開始）

•わかりやすい効果的な議会運営の
在り方

発言自由の原則と質疑や討論の在り方

４現在の議会改革の取組と課題

69



（資料）柏崎市議会改革の取組

時 期 取 組 事 項

1 H10年3月 行政機関とともに情報公開条例の制定

2 H10年6月10日 「議会の地位と権限に関する調査特別委員会」設置についての
決議（案）可決

3 H10年9月 本会議のモニターテレビ放映及びＦＭピッカラでの一般質問の
放送

4 H11年3月 行政機関とともに個人情報保護条例の制定

5 H11年4月 議会事務局長の部長級への格付けと事務局職員の体制強化

6 H11年5月臨時会 議会用語の見直し

7 H11年6月18日 正・副議長選挙における所信開陳

8 H11年6月18日 地方自治法の改正を求める意見書の提出
• 議員による臨時会召集要件の緩和
• 議員の議案提出要件の緩和の実施
• 議員の議案修正動議要件の緩和の実施
• 地方自治法第96条第1項第5項及び第8号で規定する「政

令で定める基準」の範囲を地方公共団体の規模に応じた基
準に見直すこと

9 H11年6月18日 委員会の全文記録化の要望
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（資料）柏崎市議会改革の取組

時 期 取 組 事 項

10 H11年6月議会 委員会審査の公開（委員会条例改正）

11 H11年6月議会 議場における質問席の設置

12 H11年6月 議会傍聴規則の改正

13 H11年6月議会 市が出資している法人、団体に対するチェック体制の確立

14 H11年12月議会
で認定

決算審査の改善

15 H12年度から 市民への議会活動の理解促進
• 議会だよりに議員も編集委員に参画
• 夜間、休日議会の開催

16 H12年度から 調査研究費の増額と使途の公表

17 H13年5月 会議録をインターネットで公開

18 H16年7月1日 市長（当局）へ議会運営について要請
• 一般質問の日程、質問時間、質問方法（一問一答を認める）

などについて
• 休日・夜間議会について
• 議場のバリアフリー化について
• 議会中継インターネット配信について など
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（資料）柏崎市議会改革の取組

時 期 取 組 事 項

19 H18年2月22日 代表質問について決定
• 実施時期について
• 質問の発言時間と発言内容の限定
• 代表質問を行うことの根拠の確認 など

20 H18年2月22日 一般質問、1日6人限度と変更決定

21 H18年9月 議会インターネット中継開始

22
H22年6月 議員定数の削減（次期改選時から、30人を26人とする。）

23 H24年6月議会 委員会で議員間討議の試行（以後、継続）

24 H24年6月議会 請願の委員会審査において、希望する請願者に趣旨説明（意見
陳述）の場を設定

25 H25年1月 市議会災害対策支援本部設置要綱及び災害時行動マニュアルを
議会運営委員会で決定

26 H25年2月議会 政務調査費の見直し（使徒や基準について）

27 H25年2月議会 議員倫理条例を制定

28 H25年2月議会 通年議会に関する各種例規を整備 72
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（資料）柏崎市議会改革の取組

時 期 取 組 事 項

29 H25年3月25日 これまで非公式の会議であった全員協議会、会派代表者会議、
委員協議会及び広報広聴委員会を協議等の場として設定し、運
営要綱を制定

30 H25年5月1日 通年議会に移行

31 H25年5月25日 議会報告会を実施（試行）

32 H25年6月定例会議 委員会インターネット中継（USTREAM放送）開始

33 H26年6月定例会議 議会基本条例を制定（以後、２年ごとに検証）

34 H26年6月29日 第２回議会報告会を実施（試行）

35 H26年9月5日 文書質問に関する実施要綱及び反問に関する実施要綱を制定

36 H26年9月定例会議 決算特別委員会に分科会方式を導入

37 H26年11月21日 議会報告会等実施要綱を制定（年１回以上開催）

38 H27年11月 議会報告会を市内12会場で実施（以後、改選の年以外は年２
回実施）

39 H28年4月 タブレット端末・議会グループウェア導入

40 H29年6月5日 広報広聴委員会を常任委員会化 73
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（資料）柏崎市議会改革の取組

時 期 取 組 事 項

41 R2年1月20日発
行

市議会だよりを「ギカイのとびら」としてリニューアル
• 全面フルカラー化
• 特集ページを掲載（議員が取材） など

42 R2年4月1日 政務活動費取扱要領を改定
• 令和2年度分から領収書等をホームページで公開

43 R2年6月 ペーパーレス・文書共有システム「SideBooks」導入（9月定例
会議から本格運用）、新たなタブレット端末の導入（全議員）

44 R2年12月22日 議員定数の削減（次期改選時から、26人を22人とする。）

45 R3年1月4日 新庁舎議場に移転
• 議場に大型スクリーン・モニター設置
• 議場のバリアフリー化、傍聴席にヒアリングループ設備設置

46 R3年1月4日 議会図書室に原子力アーカイブコーナーを設置

47 R3年6月 予算決算常任委員会を設置

48 R3年11月 議会図書室に議員用PC端末を設置

49 R3年11月17日 議会意見交換会を産業文化会館で実施

50 R3年12月 常任委員会研究テーマの決定（令和4年12月定例会で報告予定）

51 R3年12月定例
会議

ペーパーレス化（議案の電子化）の実施
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（資料）柏崎市議会改革の取組

時 期 取 組 事 項

52 令和4年2月17
日

オンライン委員会運営要綱を制定（令和4年4月1日施行）

53 令和4年3月 議会図書室アクションプランを作成
・レファレンス機能の強化、多様な情報源の充実 など

54 令和4年3月 市議会ホームページをリニューアル
・新着表示、議会の予定を掲載 など

55 令和4年4月27
日

請願及び陳情の取扱いに関する要綱を制定（令和4年5月1日施
行）、「請願・陳情の手引」作成
・陳情も請願に準じて取り扱う
・原則として、陳情者による趣旨説明を行う など
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ご清聴
ありがとうございました


