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○芽室 町自 治基 本条 例
平成 19年条 例第 ３号

私たち のま ち芽 室町 は、恵ま れた 豊かな 自然の もと 、先人が 額に汗 し 、努 力
を積み 重ね 、農 業を 中心と した 経済 の活 性化と 心ふ れあ うま ちづく りを 進め、
豊かな 生活 の基 盤を 整備し てき まし た。
私たち 町民 は 、安 全 なこの まち で安 心し て暮ら す幸 せを 実感 できる よう 、こ
のまちに住むすべての人たちが心を通わせ、人権を認め合い、支え合い、愛
着や誇りと生きがいを持ちながら暮らせるまちづくりを進めていかなければ
なりま せん 。そし て 、先 人の 努力 の積 み 重ねに よっ て創 られ た「 めむ ろ 」の 歴
史や文化、自然など貴重な財産を受け継ぎ、未来を担う子どもたちに 引き継
いでい く義 務が あり ます。
そのた めに は 、自治 の主役 であ る私 たち 町民と 、町長 、議 員 及び職 員が 将来
にわたり共有すべき考え方や、自治を実現していくための町政運営の仕組み
を具体化し、制度として定めることにより「芽室町のことは私たち自らが決
定しま ちを 創っ てい く」意 思を 明確 にし ておく 必要 があ りま す。
さらに 、それ ぞれの 責任と 役割 を自 覚し 、協 力し 合い 、共 に 生きな がら まち
づくり に取 り組 んで いくこ とが ます ます 重要に なっ てき ます 。
ここに 、私た ちは 、芽室町 政の 基本 的な 制度と 運営 の原 則を 明らか にし ます 。
そして、この条例が定める制度を定着させ、不足するものは補っていくこと
とし 、町 民自 治と 民 主主義 が息 づく「 理 想郷の 芽室 」を実 現 すべく 、この 条例
を制定 しま す。

第１ 章

総則

（目 的 ）
第１条

この条例は、町政運営の基本原則として、自治運営の基本的な仕組

みを定 める とと もに 、町民 、町 長、議 員及 び職員 の責 務を 定め ること によ り、
まちの憲法として共有され、町民が主役となった自治の実現を図ることを
目的と しま す。
（定 義 ）
第２ 条
（１）

こ の条 例に おける 用語 の意 味は 、次の とお りで す。
町民

芽室 町内に 住所 を有 する 人をい いま す。
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（２）

町

町 長等 及び議 会で 構成 され る地方 公共 団体 をい います 。

（３）

町 長等

町 長、教 育委 員会 、選 挙管理 委員 会、 監査 委員、 公平 委

員会、 農業 委員 会及 び固定 資産 評価 審査 委員会 をい いま す。
（町政 運営 の基 本原 則 ）
第３条

町は、町民が主役となった自治の実現を図るため、次に掲げる事項

を町政 運営 の基 本原 則とし て定 めま す。
（１）

町 民の 知る 権利を 保障 する とと もに、 十分 な説 明責 任を果 たす こ
とによ って 、透 明な 町政を 築き 、か つ町 民参加 を効 果的 に推 進する
ための 条件 を整 えま す （情 報の 公開 と共 有 ）。

（２）

参 加の 意思 を持つ 町民 がい つで も町政 に参 加で き、 また、 町民 参

加の意 欲を 高め るた め、恒 常的 な参 加の 制度及 びそ の時 々に 応じた
参加の 機会 を多 様に 保障し ます （町 民参 加の町 政の 推進 ）。
（３）

町 と他 自治 体、北 海道 及び 国と の役割 分担 を明 確に し、こ れら の

多様な主体との相互協力によって、町の公共課題の解決を図ります 。
（多様 な主 体と の協 力 ）
（４）

総 合計 画、 財政運 営、 法務 体制 、行政 評価 等政 策活 動の質 を高 め
るため に必 要な 制度 の確立 及び これ らの 運用の 原則 を明 らか にし、
最良の 手法 と技 術を 用いて 政策 活動 を行 います （行 政の 政策 活動の
原則 ）。

（５）

町 を代 表す る町長 の的 確な 意思 決定と 効果 的な 政策 の立案 、執 行

のため 、簡 素で 効率 的な行 政組 織を 編成 すると とも に、職員 の政策 能
力の開 発に 努め ます （行政 組織 と職 員政 策 ）。
（６）

議 会に おけ る町民 参加 と議 員の 自由討 議の 推進 によ って、 広く 町

政の課 題を 明ら かに し、町 とし ての 最良 の意思 決定 を導 きま す（議 会
と議員 活動 の原 則 ）。
２

町は、この条例で定める町政の制度を可能な限り相互に関連づけて活用

し、相 乗的 な効 果を あげる よう 努め ます 。
３

町は、この条例で定める町政の制度が複雑化して町民を遠ざけることが

ないよ う 、簡 素で 分 かりや すく 、誰に も 共有さ れる 制度 の改 善を追 求し ます。
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第２ 章

情 報の 公開 と共有

（町民 の知 る権 利 ）
第４ 条

町 民は 、町 政に関 する 情報 につ いて知 る権 利が あり ます。

２

町 政に 関す る情 報は、 町民 と町 の共 有財産 です 。

３

町 政に 関す る情 報の公 開に つい て必 要な事 項は 、別 に条 例で定 めま す。

（町の 説明 責任 ）
第５条

町は、公正で開かれた町政を進めるため、町の仕事の企画立案、実

施及び評価のそれぞれの過程において、町民に的確な情報を分かりやすく
説明す るよ う努 めま す。
２

町は、町民から寄せられた意見、要望及び説明の求めなどに対して、誠

実に対 応し ます 。
（個人 情報 の保 護 ）
第６条

町は、町民の権利や利益が侵害されることのないよう、町が持つ個

人情報 を保 護し ます 。
２

個 人情 報の 保護 につい て必 要な 事項 は、別 に条 例で 定め ます。

第３ 章

町 民参 加の 町政の 推進

（町民 参加 の権 利 ）
第７ 条
２

町 民は 、ま ちづく りの 主役 とし て町政 に参 加す る権 利があ りま す。

町 民は 、前項 の 権利の 行使 に際 し、性別、年齢、信条、国籍等 によ るい か

なる差 別も 受け ませ ん。
３

町民参加の活動は、自主性及び自立性が尊重され、町の不当な関与を受

けませ ん。
４

町外に住所を有する人の中で、町内で働いている人及び学んでいる人、

また 、町 内で 事業 を 営む法 人及 び活 動す る団体 につ いて も 、町政に 参加 する
権利が あり ます 。
（町民 参加 の保 障 ）
第８条

町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程におい

て、町 民の 参加 を保 障しま す。
２

町 民の 参加 につ いて必 要な 事項 は、 別に条 例で 定め ます 。

（町民 参加 の拡 充 ）
第９条

私たち町民は、町民参加が自治を守り推進するものであることを認
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識し、 その 拡充 に努 めます 。
２

町長等は、町民参加の拡充に向け、町政全般にわたる幅広い意見等を求

めるた めの 組織 を設 置する こと がで きま す。
（町民 投票 ）
第 10条

町は、町政の重要な事項について直接町民の意思を確認するため、

町民投 票を 実施 する ことが でき ます 。
２

町 民投 票に つい て必要 な事 項は 、別 に条例 で定 めま す。

第４ 章

多 様な 主体 との協 力

（自治 体間 の協 力 ）
第 11条

町は、公共課題の解決を図るため、他の自治体等との連携、協力を

進める とと もに 、先 進的な 取組 みを 学び ます。
２

町は、共通する課題の解決を図るため、関連する自治体間と対等協力の

関係を 築き 、広 域連 携等の 研究 を行 いま す。
（国及 び北 海道 との 協力 ）
第 12条

町は、国及び北海道と対等な立場であることを踏まえて、相互に連

携し、 協力 関係 を大 切にし なが ら、 公共 課題の 解決 を図 りま す。
２

町は、制度改善等が必要な場合には、国、北海道及び関係機関に対し積

極的な 提案 を行 いま す。
（ 国際 交流 活動 ）
第 13条

町は、他の国々との交流を通して得られた情報をまちづくりに活か

します 。

第５ 章

行 政の 政策 活動の 原則

（総合 計画 ）
第 14条

町長等は、総合的かつ計画的に町政を運営するため、町のめざす将

来像を定める基本構想とこれを実現するための実施計画により構成される
総合計 画を 策定 しま す。
２

町長等は、町民参加により総合計画を策定するため、芽室町総合計画審

議会を 設置 し、 必要 に応じ て見 直し を行 います 。
３

町長等は、総合計画の進捗状況を町民に公表するとともに、町民の意見

を述べ る機 会を 設け ます。
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４

第 ２ 項 の審 議会 につい て必 要な 事項 は、別 に条 例で 定め ます。

５

総合計画は、町の政策を定める最上位の計画であり、町が行う政策は、

法令に基づくもの及び緊急を要するもののほかは、これに基づいて実施し
ます。
６

町長等は、特定の政策における個別計画等を策定する場合は、総合計画

との関 係を 明ら かに します 。
第14条 の ２

町 長は 、 前 条 で 規 定 す る総 合 計 画 の 策 定 又 は変 更 に 関 し て は 、

議会の 議決 を経 ます 。
第 14条 の ３

前２条に規定するもののほか必要な事項は、別に条例で定めま

す。
（財政 運営 ）
第 15条

町長等は、健全な財政運営を行うため、最少の経費で最大の効果を

挙げる よう 努め ます 。
２

町長等は、中長期的な財政計画を作成するとともに、総合計画及び行政

評価に 基づ いた 予算 を編成 しま す。
３

町長等は、町の財政状況を明らかにするため、毎年度の予算、決算の状

況及び 財政 計画 につ いて 、的 確な 指標 な どを用 い 、町 民に 分 かりや すく 公表
します 。
４

財 政状 況の 公表 につい て必 要な 事項 は、別 に条 例で 定め ます。

（法務 体制 ）
第 16条

町長等は、地域の特色を生かした質の高い政策活動を行うため、自

主的な 法令 の解 釈及 び運用 と と もに 、必 要な条 例の 制定 に努 めます 。
２

町長等は、前項の目的のため、職員の法務に関する能力の向上に努める

ととも に 、有 識者 及 び法令 に関 する 専門 機関等 との 連携 によ り、必要 な体 制
の整備 を行 いま す。
（行政 評価 ）
第 17条

町長等は、町が行う仕事について、具体的な成果目標を設定すると

ともに 、目的 や成 果 等を毎 年点 検し 、効 果的か つ効 率的 に町 政を運 営す るた
め行政 評価 を実 施し ます。
２

町 長等 は、行政 の内部 評価 に加 え、町民参 加に よる 外部 評価を 行い ます 。

３

町長等は、行政評価の結果を公表するとともに、行政評価の結果を総合

計画及 び予 算の 編成 等に反 映さ せま す。
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４

町長等は、最もふさわしい方法で行政評価を行うよう常に検討し、改善

します 。
第６ 章

行 政組 織と 職員政 策

（行政 の意 思決 定 ）
第 18条

町長は、行政としての意思決定の手続きを行った上で、重要な事項

の方針 を決 定し ます 。
２

前 項の 規定 は、 町長部 局以 外の 町の 機関に つい ても 準用 します 。

３

意 思決 定の 手続 きにつ いて 必要 な事 項は、 別に 定め ます 。

（行政 組織 ）
第19条

町 の行 政組 織は、 次に 掲げ る事 項に基 づき 編成 しま す。

（１）

社 会や 財政 状況な どの 変化 に迅 速に対 応す るこ と。

（２）

簡 素で 効率 的にす るこ と。

（３）

透 明性 を高 くし、 町民 に分 かり やすく する こと 。

（４）

総 合計 画や 行政評 価等 を反 映さ せるこ と。

（職員 政策 等 ）
第20条
２

町 長等 は、 職員の 政策 能力 の向 上のた め、 研修 の充 実を図 りま す。

町長等は、次に掲げる事項を考慮して職員定数適正化計画を定め、少人

数で効 果的 な行 政運 営を推 進し ます 。
（１）

事 務・ 事業 の適正 化

（２）

財 政状 況と 財政予 測

（３）

町 の政 策課 題

（４）

職 員の 年齢 構成

３

町長等は、政策活動を活性化させるため、他の団体等との人事交流に努

めます 。
（出資 団体 等 ）
第21条
２

町 長等 は、 町が出 資し てい る法 人名を 毎年 公表 しま す。

町が一定割合を出資している法人経営状況等の公表について必要な事項

は、別 に条 例で 定め ます。

第７ 章

議 会と 議員 活動の 原則

（議会 の役 割 ）
第 22条

議会は、町民による直接選挙で選ばれた議員によって構成される議
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事機関 とし て、 町政 の重要 事項 につ いて 意思決 定を 行い ます 。
２

議会には、町民の意思が的確に反映され、公正で民主的に町政が運営さ

れてい るか を監 視し 、けん 制す る機 能が ありま す。
（議会 の責 務 ）
第 23条

議会は、町長等が示す政策方針及び議案等の内容が、この条例の規

定に適 合し てい るか を点検 しま す。
２

議 会の 責務 につ いて必 要な 事項 は、 別に条 例で 定め ます 。

（議会 の 活 動）
第 24条

議会は、議員間の自由な討議の尊重のもと、町政にとって最良の意

思決定 を導 くた め、 議会活 動の 充実 を図 り ます 。
２

議 会の 活動 につ いて必 要な 事項 は、 別に条 例で 定め ます 。

第８ 章

町 民、 町長 、議員 及び 職員 の責 務

（町民 の責 務 ）
第 25条

私たち町民は、互いに尊重し、協力しあうとともに、自治の主体で

あるこ との 自覚 をも って、 まち づく りに 参加す るよ う努 めま す。
（町長 の責 務 ）
第 26条

町長は、町の代表者として、法令等を遵守し、公正で民主的かつ誠

実に町 政を 運営 しま す。
２

町 長は 明確 な理 念のも と、 長期 的視 野に立 って 、町 政を 運営し ます 。

３

町 長は 、町 民の 意向を 常に 把握 し、 意思を 尊重 する よう に努め ます 。

４

町長は、職員の育成を図るとともに、能力を最大限に引き出すよう努め

ます。
（議員 の責 務 ）
第 27条

議員は、町民による直接選挙で選ばれた者として、町民の意向を常

に把握 し、 議会 活動 に反映 しま す。
２

議 員の 責務 につ いて必 要な 事項 は、 別に条 例で 定め ます 。

（職員 の責 務 ）
第 28条

職員は、法令等を遵守し、町民とのコミュニケーションを大切にす

るとと もに 、常 に町 民の視 点に 立っ て仕 事を行 いま す。
２

職 員は 、正 確か つ迅速 に仕 事を 行い ます。

３

職員は、前例にとらわれることなく、柔軟な発想により創意工夫のもと
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に仕事 を行 いま す。
４

職 員は 、必 要な 情報の 収集 及び 自己 啓発に 努め ます 。
第９ 章

最 高規 範性 と見直 しの 継続

（最高 規範 性 ）
第29条

こ の条 例は 、町 が定 める 最高 規 範であ り 、町 民 、町 長、議員 及び 職員

は、こ の条 例を 誠実 に守り ます 。
２

町は、町政運営の基本原則に基づき、基本的な制度の整備に努めるとと

もに 、他 の条例 、規 則など の制 定、見直 し及び 運用 に当 たっ ては 、こ の条例
の趣旨 を尊 重し 、こ の条例 との 整合 性を 図りま す。
（見直 しの 継続 ）
第 30条

町は、この条例の施行から４年を超えない期間ごとに、この条例の

目的を 達成 して いる かどう か点 検を 行い 、必 要な 場合 は 、こ の条例 の改 正な
ど、町 民参 加手 続に 基づき 適切 に対 応し ます。

附

則 （ 最 終改 正

平成 27年条 例第 32号 ）

この条 例は 、 平 成 ２ ７ 年５ 月１ 日 か ら施 行しま す。
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○芽室 町議 会 基 本条 例
平成 25年条 例第 27号
目次
第１章

総 則 （ 第１ 条・第 ２条 ）

第２章

議 会及 び議 員の活 動原 則と 政治 倫理 （ 第３ 条－ 第７ 条）

第３章

町 民と 議会 との関 係 （ 第８ 条－ 第 10 条）

第４章

町 長等 と議 会との 関係 （第 11 条－第 15 条）

第５章

議 員相 互の 討議 （第 16 条・ 第 17 条）

第６章

適 正な 議会 機能 （第 18 条－ 第 25 条）

第７章

会 議の 運営 （第 26 条 ・第 27 条 ）

第８章

議 員定 数・ 報酬 等 （ 第 28 条 ・ 第 29 条）

第９章
附則

最 高規 範性 及び見 直し 手続 き （ 第 30 条・第 31 条）

地方議 会は 、二元 代 表制の もと で 、行 政 機関の 監視 、調査 、政策形 成及 び提
案機能を十分発揮しながら、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現を目
指して いま す。
芽室町 議会 （以 下「 議会」 とい いま す。）は、 町民 によ って 選ばれ た議 員
（以下「 議員 」と い います 。）で構 成し 、本 町の 最高規 範で ある芽 室町 自治 基
本 条 例 （ 平 成 19年 芽 室 町 条 例 第 ３ 号 ） に よ る 議 会 の 役 割 と 責 務 に 基 づ き 、 町
長、教 育委 員会、選 挙管理 委員 会、監 査 委員、公平 委員会 、農業委 員会 及び 固
定資産 評価 審査 委員 会（ 以下「町 長等 」といい ます 。）と緊 張関係 を保 持し な
がら、町の最高意思決定機関であることを認識し、町民全体の福祉向上 と豊
かなま ちづ くり の進 展 のた めに 活動 しま す。
また、議会は合議制の議事機関であり、町民への積極的な情報 の公開、共
有と説明責任の遂行により、町民の意思を的確に把握し、自由かっ達な討議
を通じ て、 最も 有益 な結論 に導 いて いく 責務が あり ます 。
議員は、研鑽を積み、町民参加を基本としてまちづくりを推進する責務が
ありま す。
よ っ て 、 議 会 の 公 正 性 ・ 透 明 性 を 確 保 す る と と も に 、 ｢分 か り や す い 議 会 、
開かれ た議 会 、行 動 する議 会｣を目指 し 、町 民の 信託 に全 力 で応え てい くこ と
を決意 し、 この 条例 を制定 しま す。
第１章 総則
（目的 ）
第１条 この条例は、議会が果たすべき自主的かつ自律的な運営を実現する
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ための基本的な事項を定め、議会の役割を明確にするとともに、町民全体
の福祉 向上 と豊 かな まちづ くり の進 展に 寄与す るこ とを 目的 としま す。
（基本 理念 ）
第２条 議会は、町民の代表としての負託と信頼に応え、大局的な視点から
意思決 定し 、真 の地 方自治 の実 現に 取り 組みま す。
２ 議会は、町政運営に関する監視、調査、政策形成及び提言機能を併せ持
つ機関 とし ての 責任 を果た しま す。
３ 議会は、予算及び決算をはじめとする町政に係る様々な事項に対し、 議
事 機 関 とし ての 責任 を果た しま す。
４ 議会は、広く町民の意思を把握し、町政に的確に反映させることを目的
に、議員個々の資質を高め、議会機能の強化並びに活性化に取り組み、議
会力及 び議 員力 を強 化しま す。
第 ２章 議 会及 び議 員の活 動原 則と 政治 倫理
（議会 の活 動原 則）
第３条 議会は、全ての会議を原則公開するとともに、民主的かつ効率的な
議会運 営の もと に、 次の活 動を 行い ます 。
（ １ ） 議 事機 関と して、 町政 の重 要事 項につ いて 意思 決定 を行う こと 。
（ ２ ） 町 民の 意思 が的確 に反 映さ れ、 公正で 民主 的に 町政 が運営 され て
いるか を監 視し 、け ん制す るこ と。
（ ３ ） 議 員相 互間 の自由 かっ 達な 討議 を通し て意 見を 集約 し運営 する こ
と。
（ ４ ） 議 決責 任を 深く認 識す ると とも に、重 要な 事項 につ いての 議案 を
議決し たと きは 、町 民に対 して 説明 する こと。
（委員 会及 び委 員長 の活動 原則 ）
第 ４ 条 芽 室町 議会 委員会 条例（ 昭和 62 年条例 第２ 号 ）に 規定す る常 任委 員
会、議 会運 営委 員会 及び特 別委 員会（以 下「委 員会」とい い ます。）は、次
の活動 を行 いま す。
（ １ ） 審 査及 び調 査に当 たっ ては 、資 料等を 公開 し、 町民 に分か りや す
い議論 を行 うこ と。
（ ２ ） 町 民に 対し 審査の 経過 及び 所管 する行 政課 題等 に対 処する こと を
目的に 、意 見交 換会 等を開 催す るこ と。
（ ３ ） 委 員長 は、 副委員 長と 協議 のう え、委 員会 の秩 序保 持に務 め、 効
率的な 議事 の整 理を 行い、 委員 会の 事務 をつか さど るこ と。
（ ４ ） 委 員長 は、 討議に よる 合意 形成 に努め 、委 員長 報告 を作成 し、 報
告に当 たっ ては 、論 点 、争 点等 を明 確に するこ と 。
（議長 及び 議員 の活 動原則 ）
第５ 条 議 長及 び議 員は、 次に 掲げ る原 則に基 づき 活動 しま す 。
（ １ ） 議 長は 、議 会を代 表し 、公 正で 民主的 かつ 公平 な立 場にお いて 職
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務を行 い、 効率 的な 議会運 営を 行う こと 。
（ ２ ） 議 員は 、議 員相互 間の 討議 を重 んじて 活動 する こと 。
（ ３ ） 議 員は 、 町 政の課 題全 般に つい て、町 民の 意思 を的 確に把 握す る
ととも に、 自ら の能 力を高 める 不断 の 研 鑽によ り、 町民 の代 表とし
てふさ わし い 活 動を するこ と 。
（ ４ ） 議 員は 、議 会の構 成員 とし て公 正かつ 誠実 に職 務を 遂行し 、町 民
全体の 福祉 の向 上及 び豊か なま ちづ くり の推進 を目 指し て活 動 する
こと 。
（議員 研修 の充 実強 化）
第６条 議会は、議員の政策形成及び立案能力等の向上を図るため、別に定
め る芽 室町 議会 議員 研修要 綱 （ 平成 24 年３月 30 日制 定） に基づ き、 議員
研修を 実施 しま す。
２ 議 会は 、議員 研 修の充 実 、強 化に 当 たり 、広 く各 分野 の 専門家 、町民 各層
等から情報を得て議員研修計画を策定し、研修会及び研究会など を積極的
に開催 しま す。
（議員 の政 治倫 理）
第 ７ 条 議 会は 、芽 室町議 会議 員政 治倫 理条例 （平成 24 年 条例第 33 号） に
基づき、議員は、二元代表制の一翼を担う町民全体の奉仕者及び特別公務
員としての倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使
しませ ん。
第 ３章 町 民と 議会 との関 係
（町民 参加 及び 町民 との連 携）
第８条 議会は、議会の活動に関する情報公開、共有を徹底し、説明責任を
十分に 果た し、 町民 が議会 活動 に参 加す る機会 を確 保し ます 。
２ 議 会は 、本会 議 及び委 員会 並び に全 員協議 会（以 下「議 会の諸 会議 」とい
います 。）の 日程 及 び内容 は、事 前に 町 民に周 知す ると とも に、審 議過程 及
び結果 につ いて も情 報を公 開し 、共 有し ます。
３ 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、参考人制度や公聴会制度を
十分に活用し、町民の意向及び学識経験者等の専門的かつ政策的識見等を
議会の 意思 決定 に反 映しま す。
４ 議 会は 、請 願 、陳情を 町民 によ る政 策提案 と位 置付 け、審査に おい ては 、
提案者 の意 見を 聴く 機会を 確保 しま す。
５ 議会は、議会報告と意見交換会を毎年開催するなど、広く町民の意見を
聴取す る機 会を 確保 し、議 会、 議員 によ る政策 提案 を行 いま す。
（議会 広報 の充 実）
第９条 議会は、町政に係る論点、争点の情報を、議会独自の視点から町民
に対し て周 知し ます 。
２ 議会は、情報通信技術（ＩＣТ）の発展を踏まえた多様な広報手段を活
用し、 多く の町 民が 行政に 関心 を持 つよ うに議 会広 報活 動を 行いま す。
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（議会 白書 、議 会の 自己評 価）
第 10 条 議会は 、町民に 対し、議会 及 び 議員 の活 動内 容を 公表し、情報 を共
有する こと によ り、 議会活 動の 活性 化を 図りま す。
２ 議 会は 、議 会の 基礎的 な資 料・情報 、議 会の 評価等 を １ 年ごと に調 製し 、
議会白 書と して 町民 に公表 しま す。
３ 議会は、議会の活性化に終えんがないことを常に認識し、議会としての
評 価 を １年 ごと に適 正に行 い、 評価 の結 果を町 民に 公表 しま す。
４ 議会白書及び議会としての評価に関して必要な事項は、議長が別に定め
ます。
第 ４章 町 長等 と議 会との 関係
（町長 等と 議会 、 議 員の関 係）
第 11 条 町長等 と 議会は 、それ ぞれ の 機関の 特性 を活 かす ととも に 、政 策を
めぐる 論点 、争 点を 明確に し、緊張 関係 を維持 しな がら 行政 を運営 しま す。
２ 議員と町長等との質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするた
め、一 問一 答方 式で 行いま す。
３ 議員は、一般質問等に当たっては、目的を十分認識し、単に町長等への
質問に 終始 する こと なく、 討議 によ る政 策論争 を展 開し ます 。
４ 議 員は 、一 般質 問の通 告に 基づ き町 長等か ら提 出さ れた 答弁書 をも とに、
討議の 充実 を図 りま す。
５ 議員は、二元代表民主制の充実と町民自治の観点から、法定以外の 執行
機関の 諮問 機関 、審 議会等 の委 員に 就任 しませ ん。
６ 議長から議会の諸会議への出席を要請された町長及び執行機関の長並び
に 職員（以 下「町 長 等執行 機関 の長 等」とい い ます 。）は 、議員の 質疑 及び
質問に対して、議長及び委員長の許可を得て、論点、争点を明確にするた
め反問 する こと がで きます 。
７ 議長から議会の諸会議への出席を要請された町長等執行機関の長等は、
議員又は委員会による条例の提案、議案の修正、決議等に対して、 議長又
は 委員 長の 許可 を得 て、 反 論す るこ とが できま す。
（政策 形成 過程 等）
第 12条 議 会 は 、 町 長 等 が 提 案 す る 重 要 な 政 策 等 の 意 思 決 定 に お い て は 、 そ
の水準 を高 める ため 、次に 掲げ る政 策形 成過程 を論 点と して 審議し ます 。
（ １ ） 政 策等 の発 生源
（ ２ ） 検 討し た他 の政策 等の 内容
（ ３ ） 他 の自 治体 の類似 する 政策 等と の比較 検討
（ ４ ） 総 合計 画の 実行計 画及 び個 別計 画にお ける 根拠 又は 位置付 け
（ ５ ） 関 係あ る法 令及び 条例 等
（ ６ ） 政 策等 の実 施に 関 わる 財源 措置
（ ７ ） 総 合計 画上 の実行 計画 及び 将来 にわた る政 策等 のコ スト計 算
２ 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、政策等の適否を
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判断す る観 点か ら、立案、決定、執行 に おける 論点 、争点 を 明確に し、執行
後を想 定し た審 議を 行いま す。
（評価 の実 施）
第 13 条 議会は 、決 算審査 にお いて、町 長等が 執行 した 政策 等（計画 、政策 、
施策 、事 務事 業等 ）の評価（ 以下「 議会 の評価 」とい いま す 。）を行い ます 。
２ 議会は、予算に十分反映させるため、議会の評価結果を町長等に明確に
示しま す。
（議決 事項 の拡 大）
第 14 条 議会は 、議決責 任と いう 役割 を果た す観 点に 立ち 、地方自 治法（昭
和 22 年法 律第 67 号 。以下 「法 」と いい ます。）第 96 条 第２ 項の議 決事 件
につい て、 次の とお り定め ます 。
（ １ ） 芽 室町 総合 計画 に 係る 基本 構想 及び実 施計 画
（ ２ ） 定 住自 立圏 形成協 定の 締結 、変 更及び 同協 定の 廃止 を求め る旨 の
通告
（ ３ ） 芽 室町 庁舎 建設基 本計 画
（ ４ ） 芽 室町 都市 計画マ スタ ープ ラン
（文書 質問 ）
第 15 条 議員は 、通年議 会制 度を 活用 し、休会 中に おい て も主体 的・機 動的
な議員活動に資するため、議長を経由して町長等に対し文書質問を行うこ
とがで きま す。
２ 議 会は 、文 書質 問の通 告文 及び 町長 等の回 答文 を、議会 だより 、議会ホ ー
ムペー ジ等 によ り町 民に公 表し ます 。
３ 文 書質 問に つい て必要 な事 項は 、芽 室町議 会会 議条 例（ 平成 24 年 条例第
32 号。以 下「 会議 条 例」と いい ます。） で定め ます 。
第 ５章 議 員相 互の 討議
（自由 討議 によ る合 意形成 ）
第 16 条 議会は 、議員に よる 討議 の場 であり 、議員 相互 の 討議を 中心 に運 営
します 。
２ 前項の規定に基づき、本会議及び議会の諸会議への町長等に対する出席
要請は 、必 要最 小限 に留め るも のと し、 議員間 で活 発な 討議 を行い ます 。
３ 議 会は 、 委 員会 におけ る委 員外 議員 が発言 でき る機 会を 保障し ます 。
４ 議会は、本会議及び委員会において、議員提出議案、町長提出議案及び
請願並びに陳情等を審議し結論を出す場合には、議員相互の自由討議によ
り議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十
分に果 たし ます 。
５ 議員は、条例、意見書等の議案の提出を積極的に行うように努め、 議員
相互の 討議 によ り議 論を尽 くし て合 意形 成を行 いま す。
（議員 政策 討論 会の 開催）
第 17 条 議会は 、町政に 関す る重 要な 政策及 び課 題等 につ いて 、議 会と して
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の共通認識を深めるとともに、政策形成能力の向上を図るため、議員政策
討論会 を開 催し ます 。
２ 議 員政 策討 論会 につい て必 要な 事項 は、 議 長が 別に 定め ます。
第 ６章 適 正な 議会 機能
（適正 な議 会費 の確 立）
第 18 条 議会は 、議会費 につ いて 、一 定の標 準率 など を用 いて適 正な 議会 活
動費の 確立 を目 指し ます。
２ 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な 議会運
営を実 現す るた め、 必要な 予算 を確 保し ます。
３ 議 会は 、議 長交 際費を 含め て、議会 費の使 途等 を議 会だ より及 び議 会ホ ー
ムペー ジ等 によ り町 民に公 表し ます 。
（ 議 長 、副 議長 志願 者の所 信表 明）
第 19 条 議会は 、議長 、副 議長 の選 出 に 当た り 、議 会活 動 の方向 性を 明確 に
し、議会の透明性をより一層高め、議会の責務を強く認識するため、それ
ぞれの 職を 志願 する 者に所 信を 表明 する 機会を 設け ます 。
（附属 機関 の設 置）
第 20 条 議会は 、議会活 動に 関し、審 査、諮問 又は 調査 の ため必 要が ある と
認めるときは、別に条例で定めるところにより、学識経験を有する者等で
構成す る附 属機 関を 設置し ます 。
２ 附 属機 関に 関し て必要 な事 項は 、別 に条例 で定 めま す。
（調査 機関 の設 置）
第 21 条 議会は 、町 政の課 題に 関す る調 査のた めに 必要 があ ると認 める とき
は、法 第 100 条 の ２ の 規定 によ り、 学識 経験を 有す る者 等で 構成す る調 査
機関を 設置 しま す。
２ 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に議員を構成員と
して加 えま す。
３ 調 査機 関に 関し 必要な 事項 は、 会議 条例で 定め ます 。
（議会 事務 局の 体制 整備）
第 22 条 議会は 、法第 138 条 第２ 項の 規定に 基づ き 、芽 室 町議会 事務 局を 置
きます 。
２ 議会は、議会及び議員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、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備を図りま
す 。なお 、当分 の間 は、執行 機関 の法 務 及び財 務機 能の 活用 、職 員の 併任 等
を考慮 しま す。
３ 議 長は 、議 会事 務局の 職員 人事 に関 し、そ の任 免権 を行 使する もの とし 、
あらか じめ 町長 と協 議しま す。
（議会 図書 室の 充実 ）
第 23 条 議会 は、 法第 100 条第 18 項 の規定 によ り、 議会 図書室 を適 正に 管
理し運 営す ると とも に、そ の機 能を 強化 します 。
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２

議会図書室は、議員のみならず、町民、町長等においても利用すること
ができ ます 。
（議会 改革 及び 活性 化の推 進）

第 24 条 議会は 、町民の 信頼 を高 める ため 、不 断の 改革 及 び活性 化に 努め ま
す。
２ 議会は、前項の改革に取り組むため、議会活性化計画を策定し、実行と
評価に つい て全 議員 で協議 しま す。
３ 議会は、他の自治体議会との交流及び連携を推進し、分権時代にふさわ
しい議 会の あり 方に ついて の調 査、 研究 等を行 いま す。
４ 議会は、議会制度に係る法改正等があったとき、又は議会改革の推進の
観点か ら必 要が ある と認め ると きは 、速 やかに 調査 、研 究等 を行い ます 。
５ 議会は、議会モニター及び議会サポーターを設置し、提言その他の意見
を聴取 する とと もに 、議会 運営 に反 映し ます。
（ 災害 時の 対応 ）
第 25 条 議会は 、町 民の生 命又 は生 活に 直接影 響を 及ぼ す災 害等が 発生 した
場合は、町民及び地域の状況を的確に把握すると共に、議会としての業務
を継続 し、 町長 等に 速やか に必 要な 要請 を行い ます 。
２ 前項に規定する災害等が発生した場合における議会の対応について 必要
な事項 は、 議長 が別 に 定め ます 。
第７章

会 議の 運営

（通年 議会 ）
第 26 条 議会 は、 第 24 条 の 目的 を達 成し使 命を 果た すた め、会 期を 通年 と
します 。
２ 会 期を 通年 とす るため に必 要な 事項 は、会 議条 例で 定め ます。
（議会 運営 の原 則）
第 27 条 議会は 、 民主的 かつ 効率 的な 議会運 営を 行い ます 。
２ 議 会は 、芽 室町 議会傍 聴条 例（ 平 成 24 年条 例第 34 号 ）に定 める 町民 等
の傍聴に関して、議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴
の意欲 を高 める 議会 運営を 行い ます 。
３ 議 会は 、会議 を 定刻に 開催 し 、会 議 を休憩 する 場合 には 、そ の理 由 、再 開
の時刻 を傍 聴者 に説 明しま す。
第 ８ 章 議 員定 数・ 報酬等
（議員 定数 ）
第 28 条 法第 91 条 第１項 の規 定に 基づ き、芽 室町 議会 の議 員の定 数は 、 16
人とし ます 。
２ 議員定数の改正に当たっては、民主主義の原理を踏まえ、附属機関、参
考人制 度及 び公 聴会 制度を 十分 活用 しま す。
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３

議 員定 数の 改正 につい ては 、法第 74 条第１ 項の 規定 によ る町民 の直 接請
求があった場合を除き、改正理由の説明を付して、必ず議員が提案 するも
の とし ます 。
（報酬 等）
第 29 条 議員の 報 酬及び 費用 弁償 並び に期末 手当（以 下「 報酬等 」という 。）
は、別 に条 例で 定め ます。
２ 前項に規定する条例においては、適正な報酬等の確立を期すため、報酬
の標準 率 又 は報 酬 額 を示 し ます 。
３ 報酬等の改正に当たっては、民主主義の原理を踏まえ、附属機関、参考
人制度 及び 公聴 会制 度を十 分に 活用 しま す。
４ 報 酬等 の改 正に ついて は、法第 74 条 第 １項 の規 定に よる 町民の 直接 請求
があった場合を除き、改正理由の説明を付して、必ず議員が提案するもの
と しま す。
第 ９ 章 最 高規 範性 及び見 直し 手続 き
（最高 規範 性）
第 30 条 この条 例 は、議会 の最 高規 範 であり、この 条例 に 違反す る条 例、規
則、規 程等 を制 定し ません 。
２ 議 会及 び 議 員は 、この 条例 を遵 守し ます。
３ 議 会は 、議会 に 関する 憲法 、法律 、その他 法令 等の 条項 を解釈 し 、運 用す
る場合 にお いて も、 この条 例に 定め る理 念、原 則に 照ら して 判断し ます 。
（ 検 証 及び 見直 し手 続）
第 31 条 議会は 、１ 年ご とに 、この 条 例の目 的が 達成 され ている かど うか を
検証し 、公 表し ます 。
２ 議会は、前項による検証の結果、制度の改善が必要な場合は、全ての議
員の合意形成に努めたうえで、この条例の改正を含めて適切な措置を講じ
ます。
３ 議会は、この条例を改正する際には、いかなる場合でも改正の理由、背
景を町 民に 説明 しま す。
附

則 （最 終 改 正

平成 28年条 例第 22号 ）

この 条例 は、 平成 ２ ８年 ５月 １日 から 施行し ます 。
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附則

第 １章

総則

（参集 ）
第１条

議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に

通告し なけ れば なら ない。
（欠席 等の 届出 ）
第２条

議員は、事故等のため出席できないときは、その理由を付け、当日

の開議 時刻 まで に議 長に届 け出 なけ れば ならな い。
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２

議員は、７日以上議会活動ができない事由が生じたときは、その旨を議

長に届けなければならない。また、議会の活動ができることとなったとき
も、同 様と する 。
３

議員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長

に欠席 届を 提出 する ことが で き る。
（宿所 又は 連絡 所の 届出）
第３条

議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なけれ

ばなら ない 。こ れを 変更し たと きも 、ま た同様 とす る。
（議席 ）
第４条

議 員の 議席 は、一 般選 挙後 最初 の会議 にお いて 、議 長が定 める 。

２

一 般選 挙後 新た に選挙 され た議 員の 議席は 、議 長が 定め る。

３

議 長は 、必 要が あると 認め ると きは 、議席 を変 更す るこ とがで きる 。

４

議 席に は、 番号 及び氏 名標 を付 ける 。

（会期 ）
第５条

定例会の会期は、５月から４月までの通年とする。ただし、議会の

解散が あっ た場 合は 、この 限り でな い。
（定例 会）
第６条

定例会は年１回とする。ただし、議会の解散があった場合は、この

限りで ない 。
（本会 議）
第７条

本 会議 は、６月 、９ 月、 12 月 、３月に 定例 会議 とし て再開 する 。た

だし、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度臨時会議として本会
議を再 開す る。
（本会 議開 催の 協議 ）
第８条

会期中に本会議において議案等を審議する期間は、議会運営委員会

におい て協 議す る。
（会期 中の 休会 ）
第９条

会議に付された事件をすべて議了したときは、議案等を審議する期

間と決 定し た日 でも 、議会 の議 決で 休会 とする こと がで きる 。
（議会 の開 閉）
第 10 条

議会の 開 閉は、 議長 が宣 告す る。
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（会議 時間 ）
第 11 条
２

会議時 間 は、午 前９時 30 分 から午 後５ 時ま でと する。

議 長は 、必 要が あると 認め ると きは 、会議 時間 を変 更す ること がで きる 。

ただし、出席議員２人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議
に諮っ て決 める 。
３

会 議の 開始 は、 号鈴で 報ず る。

（休会 ）
第 12 条
２

芽室町 の 休日は 、休 会と する 。

議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることが

できる 。
３

議長が、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くこと

ができ る。
４

地 方自 治法（ 昭 和 22 年法 律第 67 号 。以下「 法」とい う 。）第 114 条 第１

項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議
長は、 休会 の日 でも 会議を 開か なけ れば ならな い。
（会議 の開 閉）
第 13 条
２

開議、 散 会、延 会、 中止 又は 休憩は 、議 長が 宣告 する。

議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した

後は、 何人 も、 議事 につい て発 言す るこ とがで きな い。
（定足 数に 関す る措 置）
第 14 条

開議時 刻 後相当 の時 間を 経て も、な お出 席議 員が 定足数 に達 しな い

ときは 、議 長は 、延 会を宣 告す るこ とが できる 。
２

会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員

の退席 を制 止し 、又 は議場 外の 議員 に出 席を求 める こと がで きる。
３

会 議中 定足 数を 欠くに 至っ たと きは 、議長 は、休 憩又 は延 会を宣 告す る。

（出席 催告 ）
第 15 条

法第 113 条の規 定に よる 出席 催告の 方法 は、議事 堂に現 在す る議 員

又は議員の住所（別に宿所又は連絡所の届出をした者については、当該届
出の宿 所又 は連 絡所 ）に文 書又 は口 頭を もって 行う 。
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第 ２章

議 案及 び動 議

（議案 の提 出）
第 16 条

法第 112 条の規 定に よる もの を除く ほか 、議 員が 議案を 提出 する に

当たっ ては 、提 案者 のほか １人 以上 の者 の賛成 がな けれ ばな らない 。
２

議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、所

定の賛 成者 とと もに 連署し て、 議長 に提 出しな けれ ばな らな い。
３

委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、

委員長 が議 長に 提出 しなけ れば なら ない 。
（一事 不再 議）
第 17 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。
２

前項に規定する一事不再議は、定例会議として再開する本会議の都度、

「事情 変更 の原 則」 があっ たも のと みな す。
（動議 成立 に必 要な 賛成者 の数 ）
第 18 条

動議は 、法 又はこ の条 例に おい て特別 の規 定が ある 場合を 除く ほか 、

他に１ 人以 上の 賛成 者がな けれ ば議 題と するこ とが でき ない 。
（修正 の動 議）
第 19 条

法第 115 条の３ の規 定に よる ものを 除く ほ か 、議 会が修 正の 動議 を

議題と する に当 たっ ては、 ２人 以上 の者 の発議 によ らな けれ ばなら ない 。
２

修正の動議は、その案を備え、所定の発議者が連署して、議長に提出し

なけれ ばな らな い。
（秘密 会の 動議 ）
第 20 条

秘密会 の 動議は 、所定 の発 議 者が連 署し て 、議 長 に提出 しな けれ ば

ならな い。
（先決 動議 の措 置）
第 21 条

他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合した

ときは 、議 長が 表決 の順序 を定 める 。た だし、出席 議員 ２人 以上か ら異 議が
あると きは 、討 論を 用いな いで 会議 に諮 って決 める 。
（事件 の撤 回又 は訂 正及び 動議 の撤 回）
第 22 条

会議の 議 題とな った 事件 を撤 回し、又は 訂正 しよ うとす ると き及 び

会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なけ
ればな らな い。ただ し、会 議の 議題 とな る前に おい ては 、議 長の許 可を 得な
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ければ なら ない 。
２

前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書に

より、 動議 につ いて は文書 又は 口頭 によ り、請 求し なけ れば ならな い。

第 ３章

議 事日 程

（日程 の作 成及 び配 布）
第 23 条

議長は 、開議の 日時 、会議 に 付する 事件 及び その 順序等 を記 載し た

議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないとき
は、議 長が これ を報 告して 配布 に代 える ことが でき る。
（日程 の順 序変 更及 び追加 ）
第 24 条

議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたと

きは、議長 は、討論 を用い ない で会 議に 諮って 議事 日程 の順 序を変 更し 、又
は他の 事件 を追 加す ること がで きる 。
（議事 日程 のな い会 議の通 知）
第 25 条

議長は 、必要が ある と認 める ときは 、開議 の日 時 だけを 議員 に通 知

して会 議を 開く こと ができ る。
２

前 項の 場合 、議 長は、その 開議 まで に議事 日程 を定 めな ければ なら ない 。

（延会 の場 合の 議事 日程）
第 26 条

議事日 程 に記載 した 事件 の議 事を開 くに 至ら なか ったと き、又は そ

の議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければな
らない 。
（日程 の終 了及 び延 会）
第 27 条

議事日 程 に記載 した 事件 の議 事が終 わっ たと きは 、議 長は 、散会 を

宣告す る。
２

議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があ

ると認めたとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用
いない で会 議に 諮っ て延会 する こと がで きる。

第 ４章

選挙

（選挙 の宣 告）
第 28 条

議会に お いて選 挙を 行う とき は、議 長は 、そ の旨 を宣告 する 。

（不在 議員 ）
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第 29 条

選挙を 行 う宣告 の際 、議場 に いない 議員 は 、選 挙 に加わ るこ とが で

きない 。
（投票 用紙 の配 布及 び投票 箱の 点検 ）
第 30 条

投票を 行 うとき は 、議 長は 、議会事 務局 職員 に議 員に所 定の 投票 用

紙を配 布さ せた 後、 配布漏 れの 有無 を確 かめな けれ ばな らな い。
２

議 長は 、議 会事 務局職 員に 投票 箱を 点検さ せな けれ ばな らない 。

（投票 ）
第 31 条

議員は 、 議長の 指示 に従 って 、順次 投票 する 。

（投票 の終 了）
第 32 条

議長は 、投 票が終 わっ たと 認め るとき は、投票 漏れ の有無 を確 かめ、

投票の 終了 を宣 告す る。その 宣告 があ っ た後は 、投票 する こ とがで きな い。
（開票 及び 投票 の効 力）
第 33 条

議長は 、開票を 宣告 した 後 、２人以 上の 立会 人と ともに 投票 を点 検

しなけ れば なら ない 。
２

前 項の 立会 人は 、議長 が議 員の 中か ら指名 する 。

３

投 票の 効力 は、 立会人 の意 見を 聞い て議長 が決 定す る。

（選挙 結果 の報 告）
第 34 条
２

議長は 、 選挙の 結果 を直 ちに 議場に おい て報 告す る。

議 長は 、当 選人 に当選 の旨 を告 知し なけれ ばな らな い。

（選挙 に関 する 疑義 ）
第 35 条

選挙に 関 する疑 義は 、議 長が 会議に 諮っ て決 める 。

（選挙 関係 書類 の保 存）
第 36 条

議長は 、投票の 有効 無効 を区 別し、当 該当 選人 の 任期間、関係 書類

ととも にこ れを 保存 しなけ れば なら ない 。

第 ５章

議事

（議題 の宣 告）
第 37 条

会議 に付 する事 件を 議題 とす るとき は、 議長 はそ の旨を 宣告 する。

（一括 議題 ）
第 38 条

議長は 、必要が ある と認 める ときは 、２件 以上 の 事件を 一括 して 議

題とす るこ とが でき る。ただ し 、出 席議 員２人 以上 から 異議 がある とき は、
討論を 用い ない で会 議に諮 って 決め る。
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（議案 等の 朗読 ）
第 39 条

議長は 、必要が ある と認 める ときは 、議題 にな っ た事件 を議 会事 務

局職員 に朗 読さ せる 。
（議案 等の 説明 、質 疑及び 委員 会付 託）
第 40 条

会議に 付 する事 件は 、他に 規 定する 場合 を除 き 、会議に おい て提 出

者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長は討論を用いな
いで会議に諮って所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託することが
できる 。た だし 、常 任委員 会の 所管 にか かる事 件は 、議 会の 議決で 特別 委員
会に付 託す るこ とが できる 。
２

提 出者 の説 明は 、討論 を用 いな いで 会議に 諮っ て省 略す ること がで きる。

（付託 事件 を議 題と する時 期）
第 41 条

委員 会に 付託し た事 件は、第 79 条の規 定に よる 報 告書の 提出 をま っ

て議題 とす る。
（委員 長及 び少 数意 見の報 告）
第 42 条

委員会 が 審査又 は調 査し た事 件が議 題と なっ たと きは、委員 長が そ

の経過 及び 結果 を報 告する 。
２

第 78 条第２ 項 の規定 によ る手 続を 行った 者は 、前 項の 報告に 次い で少 数

意見の報告をすることができる。この場合において、少数意見が２個以上
あると きの 報告 の順 序は、 議長 が定 める 。
３

前 ２項 の報 告は 、討論 を用 いな いで 会議に 諮っ て省 略す ること がで きる。

４

委 員長 の報 告及 び少数 意見 の報 告に は、自 己の 意見 を加 えては なら ない。

（修正 案の 説明 ）
第 43 条

提出者の説明又は委員長の報告及び少数意見の報告が終わったと

きは、 議長 は修 正案 の説明 をさ せる 。
（委員 長報 告等 に対 する質 疑）
第 44 条

議員は 、委員長 及び 少数 意見 を報告 した 者に 対し 、質 疑を する こと

ができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための
出席者 に対 して も、 また同 様と する 。
（討論 及び 表決 ）
第 45 条

議長 は、 前条の 質疑 が終 わっ たとき は討 論に 付し 、その 終結 の後、

表決に 付す る。
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（議決 事件 の字 句及 び数字 等の 整理 ）
第 46 条

議会は 、議決の 結果 生じ た条 項、字句 、数 字その 他の整 理を 議長 に

委任す るこ とが でき る。
（委員 会の 審査 又は 調査の 期限 ）
第 47 条

議会は 、必要が ある と認 める ときは 、委員 会に 付 託した 事件 の審 査

又は調 査に つき 期限 を付け るこ とが でき る。
２

前項の期限までに審査又は調査を終わることができないときは、委員会

は、期 限の 延期 を議 会に求 める こと がで きる。
３

前 ２項 の期 限ま でに審 査又 は調 査が 終わら な か った とき は、そ の事 件は、

第 41 条の 規定に か かわら ず、 議会 にお いて審 議す るこ とが できる 。
（委員 会の 中間 報告 ）
第 48 条

議会は 、委員会 の審 査又 は調 査中の 事件 につ いて 、特 に必 要が ある

と認め ると きは 、中 間報告 を求 める こと ができ る。
２

委員会は、その審査又は調査中の事件について、特に必要があると認め

るとき は、 議会 の承 認を得 て、 中間 報告 をする こと がで きる 。
（再審 査又 は再 調査 のため の付 託）
第 49 条

委員会 の 審査又 は調 査を 経て 報告さ れた 事件 で、なお審 査又 は調 査

の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は
他の委 員会 に付 託す ること がで きる 。
（議事 の継 続）
第 50 条

延会 、中 止又は 休憩 のた め事 件の議 題が 中断 され た場合 にお いて、

再びそ の事 件が 議題 となっ たと きは 、前 の議事 を継 続す る。

第 ６章

発言

（発言 の許 可等 ）
第 51 条

発言は 、すべて 議長 の許 可を 得た後 、別に 定め る ものを 除き 議席 で

行わな けれ ばな らな い。
２

議 長は 、議 席で 発言す る議 員を 登壇 させる こと がで きる 。

（発言 の要 求）
第 52 条

会議 にお いて発 言し よう とす る者は 、挙 手を して 「議長 」と 呼び、

議長の 許可 を求 めな ければ なら ない 。
２

２人以上挙手をして発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者
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から指 名し て発 言さ せる。
（討論 の方 法）
第 53 条

討論に つ いては、議長 は、最 初に反 対者 を発 言さ せ、次に 賛成 者と

反対者 を、 なる べく 交互に 指名 して 発言 させな けれ ばな らな い。
（議長 の発 言及 び討 論）
第 54 条

議長が 議 員とし て発 言し よう とする とき は 、議 席 に着き 発言 し 、発

言が終 わっ た後 、議 長席に 戻ら なけ れば ならな い。ただ し、議席に おい て討
論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に戻ることがで
きない 。
（発言 内容 の制 限）
第 55 条

発言は 、すべて 簡明 にす るも のとし 、議題 外に わ たり又 はそ の範 囲

を超え ては なら ない 。
２

議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わな

い場合 は、 発言 を禁 止する こと がで きる 。
３

議 員は 、質 疑に あたっ ては 、自 己の 意見を 述べ るこ とが できな い。

（質疑 の回 数）
第 56 条

質疑は 、同一議 員に つき 、同 一の議 題に つい て３ 回を超 える こと が

できな い。 ただ し、 特に議 長の 許可 を得 たとき は、 この 限り でない 。
（発言 時間 の制 限）
第 57 条

議長は 、必要が ある と認 める ときは 、あら かじ め 発言時 間を 制限 す

ること がで きる 。
２

議長の定めた時間の制限について、出席議員２人以上から異議があると

きは、 議長 は、 討論 を用い ない で会 議に 諮って 決め る。
（議事 進行 に関 する 発言）
第 58 条

議事進 行 に関す る発 言は 、議 題に直 接関 係の ある もの又 は直 ちに 処

理する 必要 があ るも のでな けれ ばな らな い。
２

議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直

ちに制 止し なけ れば ならな い。
（発言 の継 続）
第 59 条

延会 、中 止又は 休憩 のた め発 言が終 わら なか った 議員は 、更に その

議事を 始め たと きは 、前の 発言 を続 ける ことが でき る。
（質疑 又は 討論 の終 結）
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第 60 条
２

質疑又 は 討論が 終わ った とき は、議 長は 、そ の終 結を宣 告す る。

質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討

論終結 の動 議を 提出 するこ とが でき る。
３

質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に

諮って 決 め る。
（選挙 及び 表決 時の 発言制 限）
第 61 条

選挙及 び 表決の 宣告 後は 、何 人も発 言を 求め るこ とがで きな い 。た

だし、 選挙 及び 表決 の方法 につ いて の発 言は、 この 限り では ない。
（一般 質問 ）
第 62 条

議員は 、町の一 般事 務に つい て、議長 の許 可を 得 て、質問 する こと

ができ る。
２

前項の質問が通告の範囲を超えたとき、又は一般質問の趣旨に反すると

認める とき は、 議長 は、直 ちに 制止 しな ければ なら ない 。
３

質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなけ

ればな らな い。
４

質 問の 順序 は、 議長が 定め る。

５

質問の通告をした者が欠席したとき、又は質問の順序にあたっても質問

しない とき 、若 しく は議場 に現 在し ない ときは 、通 告は 、そ の効力 を失 う。
（緊急 質問 ）
第 63 条

質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められると

きは、前 条の 規定 に かかわ らず 、議会 の 同意を 得て 質問 する ことが でき る。
この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議
に諮ら なけ れば なら ない。
２

前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しな

ければ なら ない 。
（文書 質問 ）
第 64 条
２

議員 は、 町の一 般事 務に つい て、文 書で 質問 をす ること がで きる。

文書質問をしようとする者は、定められた期間に議長にその要旨を通告

し、議 長は 、町 長等 執行機 関の 長に 送付 するも のと する 。
３

前項の通告が、文書質問の趣旨に反すると認めるときは、議長は、前項

の通告 を受 理し ない 。
４

文 書質 問に 対す る答弁 書の 提出 期限 は、議 長が 決定 する 。
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５

文 書質 問を 撤回 しよう とす る者 は、 議長に 文書 で申 し出 るもの とす る。

（準用 規定 ）
第 65 条

質問に つ いては 、第 60 条 第 １項の 規定 を準 用す る。

（発言 の取 消し 又は 訂正）
第 66 条

議員は 、議長が 別に 定め る日 までは 、議会 の許 可 を得て 自己 の発 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。

第 ７章

委 員会

（議長 への 通知 ）
第 67 条

委員 会を 招集し よう とす ると きは、 委員 長は 、開 会の日 時、 場所、

事件等 をあ らか じめ 議長に 通知 しな けれ ばなら ない 。
（会議 中の 委員 会の 禁止）
第 68 条

委員会 は 、議会 の会 議中 は開 くこと がで きな い。

（委員 の発 言）
第 69 条

委員は 、議題に つい て自 由に 質疑し 、及び 意見 を 述べる こと がで き

る。た だし 、委 員会 におい て別 に発 言の 方法を 決め たと きは 、この 限り でな
い。
（委員 外議 員の 発言 ）
第 70 条

委員会 は 、審 査又 は調 査中 の 事件に つい て 、必 要 がある と認 める と

きは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聞くことが
できる 。
２

委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その発言を

認めな けれ ばな らな い。た だし 、委 員で ない議 員は 、質 疑及 び討論 並び に採
決に参 加す るこ とが できな い。
（委員 の議 案修 正）
第 71 条

委員は 、修正案 を発 議し よう とする とき は 、そ の 案をあ らか じ め 委

員長に 提出 しな けれ ばなら ない 。
（分科 会又 は小 委員 会）
第 72 条

委員会 は 、審 査又 は調 査の た め必要 があ ると 認め るとき は 、分 科会

又は小 委員 会を 設け ること がで きる 。
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（連合 審査 会及 び合 同委員 会）
第 73 条

委員会 は 、付 託議 案等 の審 査 のため 必要 があ ると 認める とき は 、他

の委員 会と 協議 して 連合審 査会 を開 くこ とがで きる 。
２

委員会は、調査のため必要があると認められるときは、他の委員会と協

議して 合同 委員 会を 開くこ とが でき る。
（連合 審査 会等 の運 営）
第 74 条

連合審 査 会及び 合同 委員 会の 運営そ の他 必要 な事 項は、議長 が 別 に

定める 。
（証人 出頭 又は 記録 提出の 要求 ）
第 75 条

委 員会 は 、法 第 100 条 の規 定によ る調 査を 委託 された 場合 にお い

て、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出な
ければ なら ない 。
（所管 事務 等の 調査 ）
第 76 条

常任委 員 会は、その 所管 に属 する事 務に つい て調 査しよ うと する と

きは、その 事項 、目 的、方 法及 び期 間等 をあら かじ め議 長に 通知し なけ れば
ならな い。
２

議 会運 営委 員会 が、法 第 109 条 第３ 項に規 定す る調 査を しよう とす ると

きは、 前項 の規 定を 準用す る。
（委員 の派 遣）
第 77 条

委員会 は 、審 査又 は調 査の た め委員 を派 遣し よう とする とき は 、そ

の日時、場所 、目的 及び経 費等 を記 載し た派遣 承認 要求 書を 議長に 提出 し、
あらか じめ 承認 を得 なけれ ばな らな い。
（少数 意見 の留 保）
第 78 条

委員は 、委 員会に おい て少 数で 廃棄さ れた 意見 で他 に出席 委員 １人

以上の 賛成 があ るも のは、 これ を少 数意 見とし て留 保す るこ とがで きる 。
２

前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しよう

とする場合においては、簡明な少数意見報告書をつくり、委員会の報告書
が提出 され るま でに 、委員 長を 経て 議長 に提出 しな けれ ばな らない 。
（委員 会報 告書 ）
第 79 条

委員会 は、事件の 審査 又は 調査 が終わ った とき は、報告書 をつ くり、

議長に 提出 しな けれ ばなら ない 。
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第 ８章

全 員協 議会

（全員 協議 会の 設置 ）
第 80 条

法 第 100 条第 12 項の 規定 に より議 案の 審査 又は 議会の 運営 に関 し、

協議又 は調 整を 行う ための 場と して 、全 員協議 会を 設け る。
２

全 員協 議会 は、 議員の 全員 で構 成し 、議長 が招 集す る。

３

全 員協 議会 の運 営その 他必 要な 事項 は、議 長が 別に 定め る。

第 ９章

表決

（表決 問題 の宣 告）
第 81 条

議長は 、表決を 採ろ うと する ときは 、表決 に 付 す る問題 を会 議に 宣

告する 。
（不在 議員 ）
第 82 条

表決を 行 う宣告 の際 、議場 に いない 議員 は 、表 決 に加わ るこ とが で

きない 。
（条件 の禁 止）
第 83 条

表決に は 、条件 を付 ける こと ができ ない 。

（ 電子 表決 シス テム 等によ る表 決 ）
第 84 条

議長は 、表決を 採ろ うと する ときは 電子 表決 シス テムに より 、問題

を可と する 者の 多少 を認定 して 可否 の結 果を宣 告す る。
２

電子表決システムによる表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成

のボタ ンを、問題 を 否とす る者 は反 対の ボタン を押 すも のと する 。た だし 、
表決の確定の宣告がなされた場合において、賛成のボタン又は反対のボタ
ンのい ずれ も押 して いない 者は 、反 対の ボタン を押 した もの とみな す。
３

第 １項 及び第 90 条ただ し書 の規 定 にかか わら ず、議長 が必要 があ ると 認

めるときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を確認して可否
の結果 を宣 告す るこ とがで きる 。
４

議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席

議員２人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表
決を採 らな けれ ばな らない 。
（投票 によ る表 決）
第 85 条

議長が 必 要があ ると 認め ると き、又 は出 席議 員２ 人以上 から 要求 が

あると きは 、記 名又 は無記 名の 投票 で表 決を採 る。
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２

同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方

法によ るか を無 記名 投票で 決め る。
（記名 及び 無記 名の 投票）
第 86 条

投票に よ る表決 を行 う場 合に は、問題 を可 とす る 者は賛 成と 、否と

する者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただ
し、記 名投 票の 場合 は、自 己の 氏名 を併 記しな けれ ばな らな い。
（白票 の取 扱い ）
第 87 条

投票に よ る表決 にお いて 、賛 否を表 明し ない 投票 及び賛 否が 明ら か

でない 投票 は、 否と みなす 。
（選挙 規定 の準 用）
第 88 条

記 名又 は 無記名 の投 票を 行う 場合に は、 第 30 条 、第 31 条、 第 32

条 、 第 33 条、第 34 条第１ 項、第 35 条 及び第 36 条の規 定 を準用 する 。
（表決 の訂 正）
第 89 条

議員は 、 自己の 表決 の訂 正を 求める こと がで きな い。

（簡易 表決 ）
第 90 条

議長は 、問題に つい て異 議の 有無を 会議 に諮 るこ とがで きる 。異議

がない と認 める とき は、議長 は、可決 の 旨を宣 告す る。ただ し、議長 の宣告
に対して、出席議員２人以上から異議があるときは、議長は 電子表決シス
テ ムの 方法 で表 決を 採らな けれ ばな らな い。
（表決 の順 序）
第 91 条

議員の 提 出した 修正 案は 、委 員会の 修正 案よ り先 に表決 を採 らな け

ればな らな い。
２

同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長

が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を
採る。ただし、表決の順序について出席議員２人以上から異議があるとき
は、議 長は 、討 論を 用いな いで 会議 に諮 って決 める 。
３

修 正案 が全 て否 決され たと きは 、原 案につ いて 表決 を採 る。

第 10 章

請願

（請願 書の 記載 事項 等）
第 92 条

請願書 に は、邦文 を用い 、請 願の趣 旨 、提出 年月 日、請願 者の住 所

及び氏 名（ 法人 の場 合には その 名称 及び 代表者 の氏 名）を記 載し、押印 しな
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ければ なら ない 。
２

請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければな

らない 。
３

請 願書 の提 出は 、平穏 にな され なけ ればな らな い。

（請願 の紹 介の 取消 し）
第 93 条

議員が 請 願の紹 介を 取り 消そ うとす ると きは 、会 議の議 題と なっ た

後にお いて は、議会 の許可 を得 なけ れば ならな い。ただ し、会議の 議題 とな
る前に おい ては 、議 長の許 可を 得な けれ ばなら ない 。
２

前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならな

い。
（請願 文書 表の 作成 及び配 布）
第 94 条
２

議長は 、 請願文 書表 を作 成し 、議員 に配 布す る。

請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要

旨、紹 介議 員の 氏名 並びに 受理 年月 日を 記載す る。
３

請願者数人連署のものは、ほか何人と、同一議員の紹介 による数件の内

容同一 のも のは 、ほ か何件 と記 載す る。
（請願 の委 員会 付託 ）
第 95 条

議長 は、 第 40 条第 １項 の規 定にか かわ らず 、請 願文書 表の 配布 と

ともに、請願 を所 管 の常任 委員 会又 は議 会運営 委員 会に 付託 する 。た だし 、
会議に付した請願で常任委員会に係るものは、議会の議決で特別委員会に
付託す るこ とが でき る。
２

会議に付した請願の委員会の付託は、議会の議決で省略することができ

る。
３

請願の内容が２以上の委員会の所管に属する場合は、２以上の請願が提

出され たも のと みな し、そ れぞ れの 委員 会に付 託す る。
（紹介 議員 の委 員 会 出席）
第 96 条

委員会 は 、審 査の ため 必要 が あると 認め ると きは 、紹 介議 員の 説明

を求め るこ とが でき る。
２

紹 介議 員は 、前 項の求 めが あっ たと きは、これ に応 じな ければ なら ない 。

（請願 の審 査報 告）
第 97 条

委員会 は 、請 願に つい て審 査 の結果 を 、次 の区 分 により 議長 に報 告

しなけ れば なら ない 。
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(１)

採択 すべ きも の

(２)

不採 択と すべ きもの

(３)

一部 採択 とす べきも の

２

委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付ける

ことが でき る。
３

採択すべきものと決定した請願で、町長その他の関係執行機関に送付す

ることを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求す
ること を適 当と 認め るもの につ いて は、その旨 を付 記し なけ ればな らな い。
（陳情 書の 処理 ）
第 98 条

陳情 書又 はこれ に類 する もの で議長 が必 要が ある と認め るも のは、

請願書 の例 によ り処 理する もの とす る。

第 11 章

秘密会

（指定 者以 外の 退場 ）
第 99 条

秘密会 を 開く議 決が あっ たと きは、議長 は傍 聴人 及び議 長の 指定 す

る者以 外の 者を 議場 の外に 退去 させ なけ ればな らな い。
（秘密 の保 持）
第 100 条
２

秘密 会の 議事の 記録 は、 公表 しない 。

秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならな

い。

第 12 章

辞職及 び 資格の 決定

（議長 及び 副議 長の 辞職）
第 101 条

議長 が辞 職しよ うと する とき は副議 長に 、副 議長 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

前項の辞表の提出があったときは、その旨議会に報告し、討論を用いな

いで会 議に 諮っ てそ の許否 を決 める 。
（議員 の辞 職）
第 102 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。

（資格 決定 の要 求）
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第 103 条

法第 127 条第１ 項の 規定 によ り、議 員の 被選 挙権 の有無 又は 法第

92 条 の２ の規 定に 該当す るか どう かに ついて 議会 の決 定を 求めよ うと する
議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しな
ければ なら ない 。
（資格 決定 の審 査）
第 104 条

前条 の要 求につ いて は 、議 会 は、第 40 条第 １項 の規定 にか かわ ら

ず、委 員会 に付 託し なけれ ば決 定す るこ とがで きな い。
第 13 章

規律

（品位 の尊 重）
第 105 条

議員 は、 議会の 品位 を重 んじ なけれ ばな らな い。

（携帯 品）
第 106 条

議場 に入 る者は 、帽 子、 コー ト、マ フラ ー、 かさ 、カメ ラ、 携帯

電話及び録音機の類を着用又は携帯してはならない。ただし、特別の理由
により 議長 の許 可を 得たと きは 、こ の限 りでな い。
（議事 妨害 の禁 止）
第 107 条

何人 も、 会議中 は、 みだ りに 発言し 、騒 ぎ、 その 他議事 の妨 害と

なる言 動を して はな らない 。
（離席 ）
第 108 条

議員 は、 会議中 みだ りに 議席 を離れ ては なら ない 。

（禁煙 ）
第 109 条

何人 も、 議事堂 にお いて 喫煙 しては なら ない 。

（新聞 等の 閲読 禁止 ）
第 110 条

何人 も、 会議中 は、 参考 にす るため を除 き、 新聞 紙又は 書籍 の類

を閲読 して はな らな い。
（許可 のな い登 壇の 禁止）
第 111 条

何人 も、 議長の 許可 がな けれ ば演壇 に登 って はな らない 。

（議長 の秩 序保 持権 ）
第 112 条

法又 はこ の規則 に定 める もの のほか 、規 律に 関す る問題 は、 議長

が定め る 。ただ し 、議長は 、必要が ある と認め ると きは 、討 論を用 いな いで
会議に 諮っ て決 める 。

第 14 章

懲罰
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（懲罰 動議 の提 出）
第 113 条

懲罰 の動 議は、 文書 をも って 所定の 発議 者が 連署 して、 議長 に提

出しな けれ ばな らな い。
２

前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して、３日以内に提出しな

ければ なら ない 。た だし、 第 100 条第 ２項の 違反 に係 るも のにつ いて はこ
の限り でな い。
（懲罰 の審 査）
第 114 条

懲罰 につ いては、議会 は、第 40 条第１ 項の 規定 に かかわ らず、委

員会に 付託 しな けれ ば決定 する こと がで きない 。
（代理 弁明 ）
第 115 条

議員 は、 自己に 関す る懲 罰動 議及び 懲罰 事犯 の会 議並び に委 員会

で一身 上の 弁明 をす る場合 にお いて 、議 会又は 委員 会の 同意 を得た とき は、
他の議 員を して 代わ って弁 明さ せる こと ができ る。
（戒告 又は 陳謝 の方 法）
第 116 条

戒告 又は 陳謝は 、議 会の 決め た戒告 文又 は陳 謝文 によっ て行 うも

のとす る。
（出席 停止 の期 間）
第 117 条

出席 停止 は、３ 日を 超え るこ とがで きな い。 ただ し、数 個の 懲罰

事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者についてその停止期間内
に更に 懲罰 事犯 が生 じた場 合は 、こ の限 りでな い。
（出席 停止 期間 中出 席した とき の措 置）
第 118 条

出席 を停 止され た議 員が 、そ の期間 内に 議会 の会 議又は 委員 会に

出席し たと きは、議 長又は 委員 長は 、直 ちに退 去を 命じ なけ ればな らな い。
（懲罰 の宣 告）
第 119 条

議会 が懲 罰の議 決を した とき は、議 長は 、公 開の 議場に おい て宣

告する 。

第 15 章

会議録

（会議 録の 記載 事項 ）
第 120 条

会議 録に 記載す る事 項は 、次 のとお りと する 。

(１)

開会 及び 閉会 に関す る事 項並 びに その年 月日 時

(２)

開議 、散 会、 延会、 中止 及び 休憩 の日時
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(３)

出席 及び 欠席 議員の 氏名

(４)

職務 のた め議 場に出 席し た議 会事 務局職 員の 職氏 名

(５)

説明 のた め出 席した 者の 職氏 名

(６)

議事 日程

(７)

議長 の諸 報告

(８)

議員 の異 動並 びに議 席の 指定 及び 変更

(９)

委員 会報 告書 及び小 数意 見報 告書

(10)

会議 に付 した 事件

(11)

議案 の提 出、 撤回及 び訂 正に 関す る事項

(12)

選挙 の経 過

(13)

議事 の経 過

(14)

記名 投票 にお ける賛 否の 氏名

(15)

その 他議 長又 は議会 にお いて 必要 と認め た事 項

（会議 録の 配布 ）
第 121 条

会議 録は 、当該 会議 録の 記録 された 事項 を記 載し た書面 又は 当該

事項を記録した磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実
に記録 する こと がで きる物 を含 む。）を 作成し て、議員 及び 関係者 に配 布す
る。
（会議 録に 掲載 しな い事項 ）
第 122 条

前条 の会 議録に は、 秘密 会の 議事並 びに 議長 が取 消しを 命じ た発

言 及 び 第 66 条の 規 定によ り取 り消 した 発言は 、掲 載し ない 。
（会議 録署 名議 員）
第 123 条

会議 録に 署名す べき 議員 は、 ３人と し、 議長 が会 議にお いて 指名

する。

第 16 章

調査機 関

（調査 機関 の設 置）
第 124 条

法第 100 条の規 定に より 、行 政の課 題に 関す る調 査を行 う必 要が

あると きは 、調 査機 関を設 ける 。
２

調 査機 関の 設置 は、議 決に より 設置 する。

３

芽 室町 議会 基本 条例（平成 25 年条 例第 27 号 ）第 21 条 の規定 によ る調 査

機関の 設置 につ いて も、前 項の 規定 を準 用する 。
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第 17 章

議員の 派 遣

（議員 の派 遣）
第 125 条

法第 100 条第 13 項 の規 定に より議 員を 派遣 しよ うとす ると きは、

議会の 議決 でこ れを 決定す る。ただ し、緊急を 要す る場 合は 、議長 にお いて
議員の 派遣 を決 定す ること がで きる 。

第 18 章

公聴会

（公聴 会開 催の 手続 ）
第 126 条

議会 が法 第 115 条の ２第 １項 の規定 によ り、 会議 におい て公 聴会

を開こ うと する とき は、議 会の 議決 でこ れを決 定す る。
２

議長は、前項の議会の議決があったときは、その日時、場所及び意見を

聴こう とす る案 件そ の他必 要な 事項 を公 示する 。
（意見 を述 べよ うと する者 の申 出）
第 127 条

公聴 会に 出席し て意 見を 述べ ようと する 者は 、文 書であ らか じめ

その理 由及 び案 件に 対する 賛否 を、 議会 に申し 出な けれ ばな らない 。
（公述 人の 決定 ）
第 128 条

公聴 会に おいて 意見 を聴 こう とする 利害 関係 者及 び学識 経験 者等

（以下「公 述人 」と いう。）は 、前 条の 規定に より あら かじ め申し 出た 者及
びその 他の 者の 中か ら、議 会に おい て定 め、議 長は 、本 人に その旨 を通 知す
る。
２

あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者が

あると きは 、一 方に 偏らな いよ うに 公述 人を選 ばな けれ ばな らない 。
（公述 人の 発言 ）
第 129 条

公述 人が 発言し よう とす ると きは、 議長 の許 可を 得なけ れば なら

ない。
２

前 項の 発言 は、その意 見を 聴こ うと する案 件の 範囲 を超 えては なら ない。

３

公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるとき

は、議 長は 発言 を制 止し、 又は 退席 させ ること がで きる 。
（議員 と公 述人 の質 疑）
第 130 条
２

議員 は、 公述人 に対 して 質疑 をする こと がで きる 。

公 述人 は、 議員 に対し て質 疑を する ことが でき ない 。
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（代理 人又 は文 書に よる意 見の 陳述 ）
第 131 条

公述 人は 、代理 人に 意見 を述 べさせ 、又 は文 書で 意見を 提示 する

ことが でき ない 。た だし、 議会 が特 に許 可した 場合 は、 この 限りで ない 。

第 19 章

参考人

（参考 人）
第 132 条

議会 が、 法第 115 条 の２ 第２ 項の規 定に より 、会 議にお いて 参考

人の出 席を 求め よう とする とき は、 議会 の議決 でこ れを 決定 する。
２

前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こ

うとす る案 件そ の他 必要な 事項 を通 知し なけれ ばな らな い。
３

参 考人 につ いて は第 129 条 、第 130 条及び 前条 の規 定を 準用す る。

第 20 章

補則

（委任 ）
第 133 条

附

この 条例 の施行 に関 し必 要な 事項は 、規 則で 定め る。

則

（施行 期日 ）
１

こ の条 例は 、平 成 25 年４ 月１日 か ら施行 する 。

（町議 会定 例会 条例 の廃止 ）
２

町 議会 定例 会条 例（昭和 31 年条 例 第 15 号） は廃止 す る。
附

則 （平成 27 年 ７月 31 日 条例第 41 号）

この条 例は 、平成 27 年８月 １日 から 施 行する 。
附

則

この条 例は 、平成 29 年５月 １日 から 施 行する 。
附

則

この 条例 は、 令和 ３年１ 月１ 日か ら施 行する 。
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○芽室 町議 会会 議条 例等運 用規 則
平成 25年４ 月１ 日議 会規則 第１ 号
目次
第１章

総 則（ 第１ 条―第 ８条 ）

第２章

議 案（ 第９ 条・第 10条 ）

第３章

議 事日 程（ 第 11条 ・第 12条 ）

第４章

選 挙（ 第 13条―第 15条 ）

第５章

議 事（ 第 16条―第 22条 ）

第６章

発 言（ 第 23条―第 27条 ）

第７章

委 員会 （第 28条― 第 31条）

第８章

議 会運 営委 員会（ 第 32条）

第９章

全 員協 議会 （第 33条）

第10章

表 決（ 第 34条）

第11章

請 願及 び陳 情（第 35条 ）

第12章

辞 任（ 第 36条）

第13章

規 律（ 第 37条・第 38条 ）

第14章

会 議録 （第 39条）

第15章

参 考人 （第 40条）

第16章

雑 件（ 第 41条―第 44条 ）

附則

第 １章

総則

（定例 会及 び本 会議 の呼称 並び に招 集）
第１条

定例会の呼称は、開会する元号を冠して、何年芽室町議会定例会と

呼称す る。
２

本会議の呼称は、本会議を開会する月を冠して、何月定例会議又は臨時
会議と 呼称 する 。

３

応 招の 通知 は、 議事堂 の出 退表 示板 に表示 して 行う 。

４

議員は、会議に出席できないとき又は遅参しようとするときは、口頭又
は電話 等に より 議長 に届け 出る もの とす る。な お、届 け出 は 、本人 又は本 人
の親族 等が 行う もの とする 。

５

議員が休会中に、議会外の用務のため３日間以上町を離れるときは、議
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長に対 し、 連絡 所変 更（旅 行） 届（ 第１ 号様式 ）を 提出 する ものと する 。
（議席 ）
第２条

一般選挙後の最初の会議における仮議席は、年齢の順とし、臨時議

長が指 名す る。
２

議 席は 、一 般選 挙後最 初の 議会 招集 日に、議長 及び 副議 長の選 挙終 了後 、
議長が指名する。この場合、当選回数の少ない者から 年齢順に最初の議席
から順次決めるものとし、議長の議席は最終番、副議長の議席は最終２番
とする 。

３

補 欠議 員の 議席 は、前 任者 の議 席を あてる もの とす る。
（会期 ）

第３条

定例会の会期は、通年とし、開会日及び閉会日は議会運営委員会に

おいて 協議 する 。
２

前 項の 規定 によ る会期 は、 期間 及び 日数を 議決 する 。
（議会 の開 閉）

第４条

議長は、議会の開会及び閉会に当たり、特に挨拶を述べないものと

する。
２

議 会の 開閉 は 、議長が 宣告 する 。た だし 、閉 会に つい て は、議長 の宣 告が
なくて も会 期の 終了 により 閉会 とな る。
（会議 の開 閉 会 及び 会議時 間）

第５条

会議の開始に当たっては、開議定刻１分前に予鈴を、開議定刻には

本鈴を 鳴ら す。 また 、休憩 後の 開議 につ いても 同様 とす る。
（休会 ）
第６条

休会を議決する場合、休会中にある芽室町の休日は、これを休会日

数に算 入す る。
（諸報 告）
第７条

諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか、議長が必要と認める

ものについて行う。なお、報告事項のうち特に重要と認めるものについて
は、議 長から 報告 し 、その 他のも のに つ いては 、議会 事務 局 職員に 報告 させ
ること がで きる 。
２

諸般の報告は、通常開議宣告又は再開宣告の直後これを行うものとする
が、議長が必要と認めるときは、会議中又は散会若しくは延会の直前にお
いても 行う こと がで きるも のと する 。
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３

法令に基づく報告書等は、執行機関において作成した写し又はその要旨
を議員 に配 布す る。

４

議員が調査又は視察を行った経過及び結果については、印刷のうえ配布
する。

５

町 長等 の行 政報 告は、 別の 日程 事項 として 行う もの とす る。

６

諸 報告 に対 する 質疑は 、行 わな い。
（紹介 及び 挨拶 ）

第８条

一般選挙後、最初の議会における臨時議長の紹介は、議会事務局長

が行う 。
２

一 般選 挙後 、最 初の議 会に おい て臨 時議長 が議 員の 自己 紹介を 行わ せる。
ただし、最初の議会までの間に自己紹介が行われた場合は、この限りでは
ない。

３

一般選挙後新たに選挙された議員については、当選後最初の議会におい
て議長が紹介する。ただし、最初の議会までの間に自己紹介が行われた場
合は、 この 限り では ない。

４

議長は、町長、副町長、教育委員会委員、監査委員、農業委員等（以下
「町長 等執 行機 関の 長等」という 。）か ら就退 任の 挨拶 の申 し出が あっ たと
きは、 発言 を許 可し 、議場 で行 わせ るこ とがで きる 。

第 ２章

議案

（ 議 案 等の 提出 ）
第９条

町長提出議案及び諮問等の種別は次のとおりとし、５月から４月ま

での１年ごとに、議案第何号及び諮問第何号等と、その種別により一連番
号を付 ける 。
(１)

議員 提出 議案

(２)

委員 会提 出議 案

(３)

町長 提出 議案

(４)

諮問

(５)

承認 （法 第 179条の 専決 処分）

(６)

認定 （決 算）

(７)

同意 （人 事案 件）

(８)

請願 （陳 情）
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(９)
２

報告 （法 第 180条の 専決 処分等 ）

前 項第 ９号 に規 定する もの のほ か、法第 180条 で定め る 専決処 分等 の種 別
は、次 に掲 げる 事項 とする 。
継続 費繰 越計 算書及 び継 続費 精算 報告書 の報 告

(２)

繰越 明許 費繰 越計算 書及 び事 故繰 越計算 書の 報告

(３)

監査 及び 検査 に関す る通 知及 び報 告

(４)

町が 出資 する 公社等 の法 で定 める 法人等 の経 営状 況報 告書

(５)

健全 化判 断比 率の報 告及 び資 金不 足比率 の報 告

３

(１)

議会提出議案、意見書案、決議案等は、５月から４月までの１年ごとに
会議案 第何 号と 発議 の順序 によ り、 一連 番号を 付す る。

４

議 員及 び委 員会 の発議 する 議案 等の 提出方 法は 、次 によ るもの とす る。
(１ )

会議案は、所定の書式により、案文に賛成議員の署名を求めたうえ

議長に 提出 する 。
(２ )

委員会が会議案を提出する場合は、案文に理由を付け、委員長が議

長に提 出す る。
(３)
５

請願 の採 択に 伴う意 見書 等の 発案 は、関 係委 員会 が行 う。

議会が農業委員を推薦するときは、議長が会議に諮って推薦の議決をす
る。
（議案 等の 撤回 及び 訂正）

第 10条

議会が受理した事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長

に対し 提出 者か ら文 書によ り請 求す る。
２

会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、訂正後の議案等を各
議員に 配布 する。た だし、軽易な もの に ついて は、議 案等 の 提案者 が口 頭に
より周 知す るも のと する。

第 ３章

議 事日 程

（議事 日程 の作 成）
第 11条

議事日程に記載する事件は、おおむね別記１のとおりとし、その順

序は議 会構 成に 関す るもの 、議 案、 選挙 、請願 、陳 情の 順と する。
２

議 事日 程は 、１ 議案１ 日程 とし て作 成し、１日 ごと に順 次番号 を付 ける 。
（延会 の場 合の 議事 日程及 び延 会）

第 12条

議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、原則とし
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て他の 事件 に先 行し て次の 会議 日の 議事 日程に 記載 する 。
２

一般選挙後の最初の会議においては、臨時議長が議長選挙までの議事日
程を作 成す る。

第 ４章

選挙

（選挙 の方 法）
第13条

議 長及 び副 議長の 選挙 は、 投票 により 行う もの とす る。

２

一 部事 務組 合議 会議員 の選 挙は 、指 名推選 によ り行 うも のとす る。

３

選挙管理委員及び補充員の選挙は、指名推選により行い、補充員の順序
は、議 長が 会議 に諮 って決 める 。

４

指名推選の方法により選挙を行うときは、議長発議又は議員の動議によ
り、会 議に 諮り 、異 議がな けれ ば、 次の 方法に よる 。
(１ )

議長指名による場合

議長発議又は議員の動議により、議長が指名

するこ とを 会議 に諮 って 、異 議がな いと きは 、議 長が指 名し 、そ の指 名を
受けた 者を 会議 に諮 って、 異議 がな けれ ば、そ の者 を当 選人 とする 。
(２)

議員 の動 議に よる場 合

議員 の動 議によ り 、指 名者 を 会議に 諮っ て、

異議が ない とき は、指名者 が指 名し 、そ の指名 を受 けた 者を 議長が 会議 に
諮って 、異 議が なけ れば、 その 者を 当選 人とす る。
（投票 ）
第 14条

議員は、議長の指示に応じ、議長席に向かって右方から順次演台に

登り、投票用紙を投票箱に投入し、議長席に向かって 左方より降りて自席
に戻る 。
２

議 長は 、最 後に 投票す る。
（選挙 結果 の報 告）

第 15条

当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後直ちに議

長が口 頭に より 行う 。
２

議長、副議長に当選した議員は、当選の告知を受けた後、直ちに就任の
あいさつを行うものとする。この場合、就任のあいさつにより当選を承諾
したも のと みな す。

３

議長は、当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、
当選人 から 当選 承諾 書の提 出を 求め る。
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第 ５章

議事

（執行 機関 の出 席要 求）
第 16条

議長から、町長等執行機関の長等及びその補助機関の職員に対し会

議に出 席を 求め る場 合は、文書に より 行 う。た だし、緊急 の 場合は 口頭 によ
り行う こと がで きる 。
（除斥 ）
第 17条

議長は、除斥を必要とする場合は、あらかじめ当該議員に連絡し、

その事 件が 議題 に供 された とき に除 斥の 宣告を 行う 。
２

除斥に該当するかどうかについて疑義があるときは、議長は会議に諮っ
て決定 する 。
（議案 等の 説明 ）

第 18条

議員又は委員会が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案で、

内容の 明解 なも のに ついて は、 趣旨 説明 を省略 する こと がで きる。
（質疑 ）
第19条
２

質 疑に 当た っては 、一 問一 答方 式によ り行 う。

２件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑の回数は、同一議
題とし て芽 室町 議会 会議条 例（ 平成 24年 条例第 32号 ）の 定め る回数 とす る。
（委員 会報 告書 等）

第20条

委 員会 報告 書及び 少数 意見 報告 書は、 その 写し を議 員に配 布す る。

（委員 長の 報告 に対 する質 疑）
第 21条

委員長の報告に対しては、当該委員会に所属する議員は質疑を行わ

ないも のと する 。
（討論 ）
第 22条

討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原

案に対 する 討論 と併 せて行 うも のと する 。
(１ )

委員会に付託しない場合

修正案のない場合は、原案反対者、原案

賛成者 の順 によ り行 うもの とし 、修 正案 のある 場合 は、原案 賛成者 、原案
及び修 正案 反対 者、原案賛 成者 、修正案 賛成者 の順 によ り行 うもの とす る 。
(２ )

委員会に付託した場合

報告が可決の場合は、原案反対者、原案賛

成者の 順に より 行う ものと し 、報告 が否 決の場 合は 、原 案賛 成者 、原 案反
対者の 順に より 行う ものと し 、報告 が修 正の場 合は 、原 案賛 成者 、原 案及
び修正 案反 対者 、原 案賛成 者 、修正 案賛 成者の 順に より 行う ものと し 、委
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員長報 告後 修正 案の ある場 合は 、原 案 賛 成者 、原 案及び 修正 案反対 者 、原
案賛成 者 、修 正案賛 成者の 順に より 行う ものと し 、報 告が可 決で少 数意 見
のある 場合 は、原 案 賛成者 、少数 意見 賛 成者（ 原案反 対者）の順に より 行
うもの とし 、報 告が 否決で 少数 意見 のあ る場合 は 、原案 反対 者、少数 意見
賛成者 （原 案賛 成者 ）の順 によ り行 うも のとす る。
２

次 に掲 げる もの につい ては 、お おむ ね討論 を省 略す る。
(１)

会期 決定 の議 決

(２)

休会 の議 決

(３)

休会 の日 の開 議の議 決

(４)

事件 の撤 回又 は訂正 の承 認

(５)

議決 事件 の字 句及び 数字 等の 整理 を議長 に委 任す る議 決

(６)

発 言 取消 しの 許可

(７)

請願 、陳 情の 特別委 員会 付託 の議 決

(８)

請願 、陳 情の 委員会 付託 省略 の議 決

第 ６章

発言

（発言 及び 発言 の通 告）
第 23条

執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ口頭で議長に

通知す る。
２

次に掲げる発言は、自席において行うものとし、議員については、自己
の議席 番号 を告 げた 後に発 言す る。た だ し、一 般質問 は、す べて専 用の 発言
台で行 うも のと する 。
質疑 及び 答弁

(２)

再質 問以 降の 質問に 対す る答 弁

(３)

討論

(４)

議事 進行 に関 する発 言

３

(１)

本会議及び委員会で、議長及び委員長が交代するときは、その旨事前に
申し出 るも のと する 。
（一般 質問 ）

第 24条

一 般 質 問 は 、 一 問 一 答 方 式 で 行 い 、 一 議 員 に つ き 答 弁 時 間 を 含 め 90

分以内とする。ただし、初回は質問事項の全部を一括して述べるものとす
る。
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２

一般質問をしようとする者は、定められた通告期間内に、一般質問通告
書（第 ２号 様式 ）を 議長に 提出 する もの とする 。

３

一 般質 問の 順序 は、通 告順 とす る。

４

一 般質 問に 対す る関連 質問 は、 許可 しない もの とす る。

５

一 般質 問の 通告 期間は 、議 会運 営委 員会で 決定 する 。

６

議 長は 、一 般質 問通告 一覧 表を 作成 し、議 員及 び関 係者 に配布 する 。

７

質問は、町長等執行機関の長等の所信を問う立場で行わなければならな
い。

８

質 問又 は質 疑に 対して 、執 行機 関が 直ちに 答弁 でき ない ものに つい ては、
後刻答 弁さ せる こと ができ る。
（緊急 質問 ）

第 25条

緊急質問をしようとする者は、原則としてあらかじめ文書で議長に

申し出 るも のと する 。
２

緊 急質 問は 、議 会の同 意を 得て 日程 に追加 し、 順序 を変 更して 行う 。

３

緊 急質 問に 対す る関連 質問 は、 許可 しない もの とす る。
（文書 質問 ）

第 26条

文書質問をしようとする者は、文書質問通告書（第３号様式）を議

長に提 出す るも のと する。
２

文 書質 問は、定 例会議 の開 催月（ ６ 月、９ 月、12月、３ 月）は、行う こと
ができ ない 。

３

文書質問は、前項の規定以外の月に１議員につき１回行うことができる
ものと する 。

４

文書質問は、一般質問と同様に、町長等執行機関の長等の所信を問う内
容でな けれ ばな らな い。

５

議長は、文書質問通告書を受理した際は、議会運営委員会に諮り、答弁
書の提 出期 限を 決定 し、町 長等 執行 機関 の長等 に通 知す るも のとす る。

６

議 長は 、文 書質 問の内 容や 質問 の項 目数に つい て、議会 運営委 員会 に諮 っ
たうえで、内容の変更及び質問項目の制限の決定を行うことができるもの
とする 。

７

文書質問の通告文及び答弁書は、全議員に配布するとともに、直近に発
行するめむろ議会だより及び町議会のホームページにより、広く町民等に
公表す るも のと する 。
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（発言 の取 消し 及び 訂正）
第 27条

執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて

取扱う 。

第 ７章

委 員会

（通則 ）
第 28条

常任委員及び議会運営委員の選任に当たっては、あらかじめ議長が

調整の うえ 、会 議に 諮って 指名 する 。
２

議 長は 、委 員長 及び副 委員 長の 互選 の結果 を本 会議 にお いて報 告す る。

３

委 員長 は、 委員 会の開 会及 び閉 会に 当たり 、特 に挨 拶を 述べな い。
（常任 委員 ）

第 29条

議長は、常任委員に選任後、議会の同意を得て、当該常任委員を辞

任する もの とす る。
２

常任委員の所属変更の申し出については、相互に変更する当該委員から
議長に 申し 出る もの とし、 議長 が会 議に 諮り、 その 所属 を変 更する 。

３

副 議長 は、 正副 委員長 の職 には 就任 しない もの とす る。
（特別 委員 会）

第30条
２

議 長は 、特 別委員 にな らな いも のとす る。

特別委員会設置に係る委員の定数は、設置する前に、その都度議会運営
委員会 で協 議す るも のとす る。
（連合 審査 会）

第 31条

連合審査会の議事は、付託された審査事件における主たる委員会の

委員長 が主 宰す る。
２

連 合審 査会 を開 く旨の 議長 への 通知 は、関 係委 員長 の連 名で行 う。

３

連 合審 査会 の開 催通知 は、 関係 委員 長の連 名で 行う 。

４

連合審査会に付託した事件の表決は、審査における主たる委員会におい
て行う 。

５

合 同委 員会 を開 催する 場合 は、 前項 までの 規定 を準 用す る。

第 ８章

議 会運 営委 員会

（議会 運営 委員 会）
第 32条

会期中に定例会議及び臨時会議を招集する際は、議会運営委員会を
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開催し、執行機関から付議事件の概要について報告を求め、所要の協議を
行い、本会議における議事日程、委員会付託の有無等を協議するものとす
る。
２

議 長は 、議 会運 営委員 会の 委員 にな らない もの とす る。

３

議会運営委員会は、議会運営に関する諸般の協議を目的として、おおむ
ね次に 掲げ る事 項に ついて 協議 する 。
(１)

(２ )

議会 の運 営に 関する こと 。

ア

会 期の 取扱 い

イ

会 期中 にお ける 会議日 程

ウ

議 事日 程

エ

議 席の 決定 及び 変更

オ

発 言の 取扱 い（ 発言順 序、 発言 者、 発言時 間等 ）

カ

議 事進 行の 取扱 い

キ

説 明員 の出 席の 取扱い

ク

議 事堂 の各 施設 の取扱 い

ケ

議 長、 副議 長の 選挙の 取扱 い

コ

一 般質 問の 取扱 い

サ

緊 急質 問の 取扱 い

シ

文 書質 問の 取扱 い

ス

特 別委 員会 設置 の取扱 い

セ

委 員会 の構 成の 取扱い

ソ

議 長、 副議 長及 び議員 の辞 職の 取扱 い

タ

休 会の 取扱 い

チ

議 会内 の秩 序の 取扱い

ツ

議 案の 取扱 い

テ

動 議の 取扱 い（ 修正動 議を 含む 。）

ト

議 員及 び委 員会 提出議 案（ 条例 、意 見書、 決議 等） の取 扱い

ナ

長 の不 信任 決議 の取扱 い

ニ

議 員の 資格 の取 扱い

ヌ

特 殊な 請願 及び 陳情の 取扱 い

ネ

そ の他 議会 運営 上必要 と認 めら れる 事項
議会 及び 委員 会に関 する 条例 、規 則等に 関す るこ と。
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ア

会 議条 例、 委員 会条例 等の 制定 及び 改正

イ

議 会会 議条 例等 運用規 則等 の制 定及 び改正

ウ

その他議会に関する条例、規則、要綱その他これに類する規程の制定、

改正等
(３ )

議長 の諮 問に 関する こと 。
ア

議 会の 諸規 程の 制定、 改正 等

イ

常 任委 員会 間の 所管の 調整

ウ

慶 弔等

エ

議 員派 遣

オ

調 査機 関の 設置

カ

そ の他 議長 が必 要と認 める 事項

(４ )
４

めむ ろ議 会だ よりの 発行 、議 会ホ ームペ ージ 等に 関す ること 。
議会運営委員会の開催結果及び議会運営委員会で決定した議会の運営に

関する 事項 等に つい ては、 速や かに 全議 員に周 知す るも のと する。
５

議会運営委員会で決定した事項については、議員はこれを順守しなければ

ならない。

第 ９章

全 員協 議会

（全員 協議 会の 開催 ）
第 33条

議長は、議案の審査、議会の運営に関する協議及び調整、議員の自

由闊達 な意 見交 換等 を行う 必要 があ ると きは、 全員 協議 会を 開催す る。
２

全員協議会の開催については、その日時、議件等を正副議長、正副議会
運営委 員長 会議 を開 催し、 協議 した 上で 決定す るも のと する 。

３

全員協議会はこれを公開する。ただし、議長が会議に諮り、その議決に
より、 秘密 会と する ことが でき るも のと する。

４

全 員協 議会 は、議案の 審査 並び に議 会運営 に関 する 協議 及び調 査の ため、
町長等執行機関の長等その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びに
その委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとすると
きは、 議長 が出 席要 求を行 うも のと する 。

５

全員協議会の議事整理及び秩序保持は議長が行い、議長に事故があると
き又は 欠け たと きは 、副議 長が 議長 の職 務を行 う。

６

全員協議会において、議員から資料の要求があった場合、議長が会議に
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諮って意思決定した上で、執行機関及び議会事務局に要求し、提出のあっ
た資料 は、 全議 員に 配布す るも のと する 。
７

議長は、議会事務局職員に会議の内容、出席議員の氏名等必要な事項を
記載し た会 議記 録を 作成さ せ、 これ に署 名又は 記名 押印 し、 保管す る。

第10章

表決

（表決 ）
第 34条

委員長の報告が原案のとおり可決すべきもの、採択すべきもの及び

一部採択とすべきものの場合の表決は、委員長の報告のとおり決するかを
採決し 、委員 長の 報 告が否 決す べき もの 及び不 採択 とす べき ものの 場合 は、
原案に つい て採 決す る。
２

投 票に よる 表決 の場合 は、 第 15条第 １項の 規定 によ り行 うもの とす る。

３

全員が、異議がないと認められる軽易な事件の表決は、簡易表決による
ものと する 。

４

委員長報告が修正して可決すべきものの場合又は議員から修正案が提出
されたときは、修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案につい
て採決 する。ただ し 、修正 案が否 決さ れ たとき は、原 案に つ い て採 決す る。

５

数 個の 修正 案が 提出さ れた とき の表 決の順 序は 、次 のと おりと する 。
(１ )

議員のみの修正案のうち、共通部分がない場合は、原案に最も遠い

ものか ら先 に表 決を とる。
(２ )

議員のみの修正案のうち、共通部分がある場合は、共通部分を表決

に付す もの とす る。ただし 、共通部 分が 極めて 小部 分で ある ときは 、修正
案ごと に表 決に 付す ること がで きる もの とする 。
(３ )

議員の修正案又は委員会の修正案で、共通部分がない場合は、議員

の修正 案か ら先 に表 決をと る。
(４ )

議員の修正案又は委員会の修正案のうち、共通部分がある場合は、

議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について
表決に 付し 、次に 、議員の 修正 案と 委員 会の修 正案 の共 通部 分につ いて 表
決に付 し 、最 後に 、議員の 修正 案と 委員 会の修 正案 と共 通部 分を除 く委 員
会の修 正案 を表 決に 付する 。
６

一括議題とした議案等に対する表決は、１件ごとに採決する。ただし、
異議がないと認められるときは、一括して採決することができるものとする。
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第11章

請 願及 び陳 情

（請願 及び 陳情 ）
第35条
２

請 願及 び陳 情の受 理番 号は 、議 員の任 期中 にお いて 通し番 号と する。

議 長は、請願 を 紹介す る議 員（以 下「紹介議 員」と いう 。）にな らない も
のとす る。ま た、当 該事項 を所 管す る委 員会の 委員 長に つい ても、同様と す
る。

３

当該事項を所管する委員会の委員が、２人以上紹介議員となることはで
きない もの とす る。

４

会期中において、請願及び陳情が既に議決した請願及び陳情の内容と同
一のも のに つい ては 、
「みな し採 択」又 は「みな し不 採択」と して取 り扱 う。
ただし 、必 要が ある 場合は 、議 決す るこ とがで きる 。

５

金額、率又は数値を限定、あるいは明示した請願及び陳情を議長が受理
するに 当た って は、議長は 金額、率又 は 数値を 限定、ある い は明示 しな いよ
う請願及び陳情の提出者並びに請願の紹介議員に措置させるものとする。
なお、これに従わない場合は、議長は請願及び陳情を受理しないものとす
る。

６

請願及び陳情の内容が数項目にわたる場合で、採択できる項目について
は、そ の項 目を 取り 上げて 、「 一部 採択 すべき もの 」と して 採決す るこ とが
できる 。

７

芽室町民でない者からの陳情及び請願並びにこれに類する要請書等が提
出された場合の取扱いは、系統町村議会議長会からの意見書の提出要請を
除き、提出さ れた 陳 情、請 願、こ れに 類 する要 請等 の写 しを 全議員 へ配 布す
るもの とす る。

８

請願及び陳情を議決したときは、その結果を請願及び陳情の提出者に通
知する 。

９

請願及び陳情の提出者が、請願及び陳情を取り下げようとする場合は、
陳情及 び請 願取 下申 出書（ 第４ 号様 式）を議長 に提 出し なけ ればな らな い。

10

請 願及 び陳 情の 訂正に つい ては 、原 則とし てこ れを 認め ないも のと する。

11

委 員会 付託 を省 略して 本会 議で 審査 する請 願に つい ては 、必要 に応 じて、

紹介議 員に 説明 をさ せるこ とが でき るも のとす る。
12

議案に関連する請願及び陳情については、請願及び陳情の審査の有無 に

かかわ らず 、当該 議 案の可 決又 は否 決の 決定に より 、「み な し採択 」、「み
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なし不 採択 」と 決定 するも のと する 。

第12章

辞任

（議長 等の 辞任 ）
第 36条

議長の辞職を許可したときは、議事堂に登庁しているときは、直ち

に口頭 によ り告 げ、欠席し てい ると きは 、文書 でそ の旨 を本 人に通 知す る。
２

副議長の辞職を許可したときは、議事堂に登庁しているときは、直ちに
口頭に より 告げ 、欠 席して いる とき は、 文書で その 旨を 本人 に通知 する 。

３

議 員の 辞任 を許 可した とき は、 直ち に文書 でそ の旨 を本 人に通 知す る。

４

議会の許可を得て辞職した議長及び副議長は、その会議において挨拶を
するも のと する 。

第13章

規律

（記章 のは い用 ）
第 37条

議員は、在職中の公務の際に、所定の記章をはい用しなければなら

ない。
（議員 の敬 称）
第 38条

本会議及び全員協議会における議員の敬称は「議員」とし、委員会

におけ る議 員の 敬称 は「委 員」 とす る。

第14章

会 議録

（会議 録の 作成 等）
第 39条

会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、

会議録 に署 名す るも のとす る。
２

会議録署名議員は、議席順により、会議日ごとに議長が指名するものと
する。

３

会議において発言の取消しが許可されたときは、その発言は、配布（閲
覧用を 含む 。）する 会議録 には 記載 又は 記録し ない 。た だし 、会議 録の 原本
には、 その まま 記載 又は記 録す る。

４

会議録作成後、内容に誤りがあった場合、議長は、署名議員の了解を得
たうえ 、会議 で訂 正 する 。た だし 、軽易な 誤りは 、正誤 表を 配 布し訂 正す る。

５

会議録作成用に録音された記録は、会議録が作成された後、２年間保存
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する。

第15章

参 考人

（参考 人）
第 40条

参考人の出席を求める場合は、あらかじめ本人の了承を得ておくも

のとす る。
２

請願、陳情等の審査に際し、必要がある場合は、提出者に参考人として
説明を 求め るこ とが できる 。ま た、請願 、陳情 等の 提出 者が 、委員 会等 にお
ける審査の際に、特に発言等を求めた場合は、この発言等を認めなければ
ならな いも のと する 。

第16章

雑件

（一部 事務 組合 議員 の報告 ）
第 41条

一部事務組合議員が組合議会に出席した場合は、必要に応じて、そ

の状況 を議 長に 報告 し、議 長は 会議 にお いて議 員に その 状況 を報告 する 。
（表彰 状の 伝達 ）
第 42条

永年在職議員に対する系統町村議会議長会等からの表彰状は、直近

の議会 にお いて 、議 長から 伝達 する 。
（議場 の使 用範 囲）
第 43条

議場は、原則として議会における本会議、委員会、全員協議会等以

外に使用することができない。ただし、議長が議場の使用に係る許可申請
書（第 ５号 様式 ）を 受理し 、許 可し た場 合は、議場 を目 的外 に使用 する こと
ができ るも のと する 。
（資料 要求 ）
第 44条

議会の資料要求については、議長が、会議に諮って意思決定したう

えで執行機関に要求する。この場合、提出のあった資料については全議員
に配布する。また、委員会における資料要求については、委員長が会議に
諮って 意思 決定 し、 執行機 関に 要求 する ものと する 。

附

則

この規 則は 、平 成 25年４月 １日 から 施行 する。
附

則 （平 成 26年１ 月６日 議会 規則 第１ 号）
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（施行 期日 ）
１

こ の規 則は 、平 成 26年 ５月 １日 から 施行す る。
（経過 措置 ）

２

この規則による改正後の芽室町議会会議条例等運用規則（以下「規則と
いう。」）第９ 条第 １ 項及 び第 ３項 の規 定は、施行 日以 後に 付され る一 連番
号について適用し、同日前に付された一連番号については、なお従前の例
による 。
（ 平 成 26年 １ 月 か ら 平 成 26年 ４ 月 ま で に 付 さ れ る 一 連 番 号 に 係 る 経 過 措 置
の特例 ）

３

規則第９条第１項及び第３項の規定により付される一連番号のうち、平
成 26年 １ 月 か ら 平 成 26年 ４ 月 ま で に 付 さ れ る 一 連 番 号 に つ い て は 、 平 成 25
年１月 から の一 連番 号とす る。
附

則 （平 成 26年３ 月１日 議会 規則 第２ 号）

この規則は、平成26年３月１日から施行し、平成26年１月１日から適用する。
附

則

この規 則は 、平 成 29年５月 １日 から 施行 する。
附

則

この規 則は 、決 定の 日から 施行 し、 令和 元年５ 月１ 日か ら適 用する 。
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別記１

議事日 程記 載例
１

議 席に 関す るも の
(１)

議席 の指 定

(２)

議席 の変 更

２

会 議録 署名 議員 の指名

３

会 期に 関す るも の
(１)

４

会期 の決 定

選 任、 辞任 等身 分に関 する もの
議長 及び 副議 長の選 挙並 びに 辞職

(２)

議員 の辞 職

(３)

議員 の資 格決 定

(４)

議員 の懲 罰

(５)

議会 の解 散

(６)

一部 事務 組合 議会議 員の 選挙

(７)

選挙 管理 委員 及び同 補充 員の 選挙

(８)

町長 の退 職承 認

(９)

不信 任動 議

(10)

選任 同意 案件

５

(１)

委 員会 に関 する もの
常任 委員 の選 任及び 所属 変更

(２)

議会 運営 委員 の選任 及び 辞任

(３)

特別 委員 会の 設置

(４)

特別 委員 会委 員の選 任及 び辞 任

(５)

委員 会の 中間 報告

(６)

附託 事項 調査 結果の 報告

６

(１)

議 案等 に関 する もの
(１)

行政 報告 等

(２)

専決 処分 報告

(３)

各会 計予 算案 、予算 関連 議案 、一 般議案 、補 正予 算案 、決算 認定

(４)

再議 及び 再選 挙
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(５)
７

監査 報告 及び 事故繰 越報 告等

会 議案 等に 関す るもの
条例 案

(２)

意見 書案 及び 決議案

(３)

一般 質問 及び 緊急質 問

(４)

百条 調査

(５)

検閲 、検 査、 監査の 請求

(６)

請願 、陳 情

８

(１)

そ の他
(１)

事件 の訂 正及 び撤回

(２)

調査 機関 の設 置
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第１号 様式 （第 １条 第５項 関係 ）

連絡所 変更 （旅 行） 届

年

芽室 町議 会議 長

月

日

様

芽室町 議会 議員

印

次のとおり、芽室町議会会議条例等運用規則第１条第５項に基づき提出し
ま す。

記

１

期

間

２

場

所

３

事

由

４

連 絡先

年

住

月

日（

所

電話番 号

住

所

電話番 号
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）～

年

月

日（

）

第２号 様式 （第 ２４ 条第２ 項関 係）

年

芽 室町 議会定 例会
年

月

日

月 定例会 議に おけ る一 般質問 通告 書
時

分受付

質問の 項

答弁を

目

求める 者

質問の 内容 ・要 旨
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発言所 要時 間

分

上記の とお り通 告し ます。

年

月

日

芽室町 議会 議長

様

芽室町 議会 議員
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印

第３号 様式 （第 ２６ 条第１ 項関 係）

文
年

月

書
日

質

問
時

通

告

書

分受付

質問の 項

答弁を

目

求める 者

質問の 内容 ・要 旨
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上記の とお り通 告し ます。

年

月

日

芽室町 議会 議長

様

芽室町 議会 議員
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印

第４号 様式 （第 ３５ 条第９ 項関 係）

年

芽室 町議 会議 長

月

日

様

請願及 び陳 情提 出者

㊞

（ 代表 者）

請願及 び陳 情取 下申 出書

月

日提出した請願・陳情は、次の理由により取り下げたいので申

し出ま す。

記

請願及 び陳 情件 名

理由
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第５号 様式 （第 ４３ 条関係 ）

許

可

申

請

書

年

芽室町 議会 議長

日

あて

申請者

印

次の とお り芽 室町 議会議 場を 使用 した いので 申請 しま す。

１使用 年月 日

月

自

年

月

日（

）

時

分

至

年

月

日（

）

時

分

※一覧表等の添付でも可

２使用 目的

３使用 責任 者

４特記 事項
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○芽室 町議 会委 員会 条例
昭和 62年条 例第 ２号

第１ 章

通則

（常任 委員 会の 設置 ）
第１ 条

議 会に 常任 委員会 を置 く。

（常任 委員 会の 名称 、委員 の定 数及 びそ の所管 ）
第２ 条

常 任委 員会 の名称 、委 員の 定数 及び所 管は 、次 のと おりと する 。

（１）

総 務 経 済 常 任委員 会

８人

総務課 、 企 画財 政課 、税務 課、 出納 課、 選挙管 理委 員会 、監 査委
員、公平委 員会 、固 定資産 評価 審査 委員 会 、農林課 、商工観 光課 、
建設都 市整 備課 、水 道課、 農業 委員 会 及 び 上水 道事 業 に 関す る事
項並び に他 の常 任委 員会の 所管 に属 さな い事項
（２）

厚 生 文 教 常 任委員 会

８人

住民生 活課 、保 健福 祉課、 子育 て支 援課 、教育 委員 会 及 び公 立芽
室病院 事業 に関 する 事項
（常任 委員 の任 期 ）
第３条

常任委員の任期は、２年とする。ただし、後任者が選任されるまで

在任す る。
２

補 欠委 員の 任期 は、前 任者 の残 任期 間とす る。

（常任 委員 の任 期の 起算 ）
第４条

常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了によ

る後任者の選任が任期満了前に行われたときは、その選任による委員の任
期は、 前任 の委 員の 任期満 了の 日の 翌日 から起 算す る。
（議会 運営 委員 会の 設置 ）
第４ 条 の２

議 会に 議会運 営委 員会 を置 く。

２

議 会運 営委 員会 の委員 の定 数は 、 ７ 人とす る。

３

前 項の 委員 の任 期につ いて は、 前 ２ 条の規 定を 準用 する 。

（議会 運営 委員 会の 所管 ）
第４ 条 の３

議 会運 営委員 会の 所管 は、 次のと おり とす る。

（１）

議 会の 運営 に関す るこ と。

（２）

議 会及 び委 員会に 関す る条 例、 規則等 に関 する こと 。
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（３）

議 長の 諮問 に関す るこ と。

（４）

議 会広 報に 関する こと 。

（特別 委員 会の 設置 ）
第５ 条

特 別委 員会 は、必 要が ある 場合 におい て 、 議会 の議 決で置 く。

２

特 別委 員会 の委 員の定 数は 、議 会の 議決で 定め る。

３

特 別委 員会 の委 員は、 会議 に諮 って 指名し 、特 別委 員会 に付議 され た事

件が議 会に おい て審 議され てい る間 在任 する。
（資格 審査 特別 委員 会及び 懲罰 特別 委員 会の設 置 ）
第６条

議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第 １項

の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置され
たもの とす る。
２

資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第 ２項の

規定に かか わら ず、 ６ 人と する 。
（委員 の選 任 ）
第７ 条

常 任委 員、議会運 営委 員及 び特 別委員 (以 下「委 員」という 。)は、議

長が会 議に 諮っ て指 名する 。
２

議 員は 、少 なく とも一 の常 任委 員に なるも のと する 。

３

常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期

満 了 前 50日 以内 に行 うこと がで きる 。
４

議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会

の所属 を変 更す るこ とがで きる 。
５

前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第 ３条第２項の例

による 。
（委員 長及 び副 委員 長 ）
第８ 条

常 任委 員会 、議会 運営 委員 会及 び特別 委員 会 (以 下「 委員会 」と いう。)

に、委 員長 及び 副委 員長 １ 人を 置く 。
２

委 員長 及び 副委 員長は 、委 員会 にお いて互 選す る。

３

委 員長 及び 副委 員長の 任期 は、 委員 の任期 によ る。

（委員 長及 び副 委員 長がと もに ない とき の互選 ）
第９条

委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時

及び場 所を 定め て、 委員長 の互 選を 行わ せる。
２

前 項の 互選 に関 する職 務は 、年 長の 委員が 行う 。
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（委員 長の 議事 整理 及び秩 序保 持権 ）
第10条

委 員長 は、 委員会 の議 事を 整理 し、秩 序を 保持 する 。

（委員 長の 職務 代行 ）
第 11条

委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委

員長の 職務 を行 う。
２

委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の

職務を 行う 。
（委員 長、 副委 員長 及び委 員の 辞任 ）
第 12条

委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得

なけれ ばな らな い。
２

委 員が 辞任 しよ うとす ると きは 、議 会の許 可を 得な けれ ばなら ない 。

第２ 章

会 議及 び規 律

（招 集 ）
第13条
２

委 員会 は、 委員長 が招 集す る。

委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の

請求が あっ たと きは 、委員 長は 、委 員会 を招集 しな けれ ばな らない 。
（定足 数 ）
第 14条

委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開

くこと がで きな い 。ただし 、第 16条の 規 定によ る除 斥の ため 半数に 達し ない
ときは この 限り でな い。
（表 決 ）
第 15条

委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委

員長の 決す ると ころ による 。
２

前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができ

ない。
（委員 長及 び委 員の 除斥 ）
第16条

委 員長 及び 委員は 、自 己若し く は父母 、祖 父母、配 偶者、子、孫 若し

くは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事す
る業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与すること
ができ ない 。ただし 、委 員会 の同 意があ ったと きは 、会議に 出席し て発 言 す
ること がで きる 。
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（会議 の公 開 ）
第17条
２

委 員会 の会 議はこ れを 公開 する 。

委 員会 の傍 聴に 関し必 要な 事項 は 、芽室町 議会 傍聴 条例（平成 24 年条 例
第 34 号 ）の規 定（第 ６条の 規定 を除 く。）を 準用 する 。この 場合に おい て、
同条例 中「議 長」と あるの は「委 員長」と、「議 場」と ある のは「委 員会 室
等」と 読み 替え るも のとす る。
（ 秘密 会 ）

第18条
２

委 員会 は、 その議 決で 秘密 会と するこ とが でき る。

委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いな

いで委 員会 に諮 って 決める 。
（出席 説明 の要 求 ）
第19条

委 員会 は 、審査又 は調 査の ため 、町 長 、教 育委 員会 の委員 長 、選 挙管

理委員 会の 委員 長 、公平委 員会 の委 員長 、農 業委 員会 の会 長 及び監 査委 員そ
の他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受け
た者に 対し 、説明 の ため出 席を 求め よう とする とき は 、議 長 を経て しな けれ
ばなら ない 。
（秩序 保持 に関 する 措置 ）
第20条

委 員会 にお いて地 方自 治法（ 昭 和 22年 法律 第 67号）、芽 室町 議会 会議

条例（平 成 24年 条例 第 32号 。以下「会 議 条例 」と いう。） 又 はこの 条例 に違
反し 、そ の他 委員会 の秩序 を乱 す委 員が あると きは 、委員長 は、これ を制 止
し、又 は発 言を 取り 消させ るこ とが でき る。
２

委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員

会が終 わる まで 発言 を禁止 し、 又は 退場 させる こと がで きる 。
３

委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるとき

は、委 員会 を閉 じ、 又は中 止す るこ とが できる 。

第３ 章

公 聴会

（公聴 会開 催の 手続 ）
第 21条

委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければ

ならな い。
２

議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうと

する案 件そ の他 必要 な事項 を公 示す る。
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（意見 を述 べよ うと する者 の申 出 ）
第 22条

公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめそ

の理由 及び 案件 に対 する賛 否を 、そ の委 員会に 申し 出な けれ ばなら ない 。
（公述 人の 決定 ）
第 23 条

公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等

（以下「公 述人 」と いう。）は 、前条 の 規定に より あら かじ め申し 出た 者及
びその 他の 者の 中か ら、委員 会に おいて 定め 、議 長を 経て 、本人に その 旨を
通知す る。
２

あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者が

あると きは 、一 方に 偏らな いよ うに 公述 人を選 ばな けれ ばな らない 。
（公述 人の 発言 ）
第 24条

公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければなら

ない。
２

前 項の 発言 は、その意 見を 聴こ うと する案 件の 範囲 を超 えては なら ない。

３

公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるとき

は、委 員長 は、 発言 を制止 し、 又は 退席 させる こと がで きる 。
（委員 と公 述人 の質 疑 ）
第25条
２

委 員は 、公 述人に 対し て質 疑を するこ とが でき る。

公 述人 は、 委員 に対し て質 疑を する ことが でき ない 。

（代理 人又 は文 書に よる意 見の 陳述 ）
第 26条

公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示するこ

とがで きな い。 ただ し、委 員会 が特 に許 可した 場合 は、 この 限りで ない 。

第４ 章

参 考人

（参考 人 ）
第 26条 の ２

委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければなら

ない。
２

前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こ

うとす る案 件そ の他 必要な 事項 を通 知し なけれ ばな らな い 。
３

参 考人 につ いて は、第 24条 、第 25条 及び第 26条 の規 定を 準用す る。
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第５ 章

記録

（記 録 ）
第27条

委 員長 は、 議会事 務局 職員 に会 議の概 要、 出席 委員 の氏名 等必 要な

事項を記載した会議記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければ
ならな い。
２

前 項の 記録 は、 議長が 保管 する 。

第６ 章

補則

（会 議 条例 との 関係 ）
第 28条

この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、 会議条例の定め

るとこ ろに よる 。

附

則 （最 終改 正

平成 26 年 条例第 45 号）

この条 例は 、平 成 ２ ７年５ 月１ 日か ら施 行する 。
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○芽室 町議 会議 員 報 酬 及び 費用 弁償 条例
昭和 23年条 例第 32号

第１ 条

議 員の 報酬 及び費 用弁 償は 、こ の条例 の定 める とこ ろによ る。

第２条

議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員

の報 酬 の 月 額は 、そ れぞれ 次に 定め る額 とする 。
議長

306,000円

副議長

244,000円

常任委 員会 委員 長

224,000円

議会運 営委 員会 委員 長
議員
第３条

224,000円

204,000円
議員の報酬は、就職した月にあっては、その就職の日から日割りを

もって 計算 した 額を 支給し、月の 途中 に おいて 任期 満了、辞 職、失職、除名 、
死亡又 は議 会の 解散 により 、その 職を 失 ったと きは 、就職 と 同様に 日割 りを
もって 計算 した 額を 支給す る。
２

職務の異動により、歳費の額に変更を生ずる場合は、その事由が生じた

日を基 準と し、 それ ぞれ 日 割 り をも って 計算し た額 と す る。
３

芽 室 町 議 会 会 議 条 例 （ 平 成 24年 条 例 第 32号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 の 届 出 に よ る

議会活動ができなくなった日から議会活動ができることとなった日までの
期 間(以下「議 会活 動がで きな い期 間」という 。)につ いて は、次の 表に定 め
る区分に応じた減額の割合を前条又は前２項に定める議員報酬の額から減
額する もの とす る。
議会活 動が でき ない 期間

減額の 割合

180日 以上 365日 未満

100分 の25

365日 以上

100分 の50

４

前 項の 規定 によ る 報酬 の減 額は 、議 会活動 がで きな い期 間が 、180日又 は

365日 を経 過する 日 の属す る翌 月（ その 日が月 の初 日で ある ときは 、そ の日
の属す る月 ）から そ れぞれ 開始 し 、議 会 活動が でき るこ とと なった 場合 にお
いては 、その 事実 が 生じた 日の 属す る月（ そ の日 が月 の初 日 である とき は、
その日 の属 する 月の 前月 ） をも って 終了 する。
５

第１項及び第２項の規定により、日額を要するときは、その当月の暦日

数から 日曜 日の 日数 を差し 引い た日 数を 基礎と して 計算 する 。
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６

報 酬 は 、 毎 月 21日 に こ れ を 支 給 す る 。 た だ し 、 そ の 日 が 休 日 に 当 る と き

は、順 次繰 り上 げて 支給す る。
第４条

議員が招集に応じ又は職務のため出張したときは、順路によりその

費用を 弁償 する 。
２

費 用の 弁償 は、鉄道賃、船賃、航空 賃、車賃 、日当 、宿 泊料及 び食 卓料 の

７種と する 。
３

費 用弁 償の 額は 、別表 の区 分に より 職員旅 費支 給条 例 （ 昭和26年条 例第

23号） の規 定を 準用 して計 算す る。
４

議員が職務のため外国旅行する場合の費用の弁償は、職員旅費支給条例

に規定 する 旅費 を費 用弁償 とし て支 給す る。ただ し、その 支 給額は 、一般 職
相当額 とす る。
第５条

費用弁償の方法等は、前条に定めるもののほか、町職員の旅費支給

方法等 によ る。
附

則（ 最終 改正

平成 26年 条例 第 46号 ）

この条 例は 、 平 成 ２ ７年５ 月１ 日 か ら施 行する 。
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別 表（ 第 ４ 条関 係 ）
町議会 議員 費用 弁償 額
車賃

日当 （ １日 につ き ）

宿泊料 （１ 夜に つき ）

町外

町外

町内

食

卓

料（ 一

１ キ

1日に つき

ロ

甲

乙

甲

乙

宿 泊

甲

乙

夜

メ ー

地

地

地

地

の 場

地

／

つき）

ト ル

方

方

方

方

合

方

丙

に つ

丙

地

き

地

方

に

方
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

37

2,600

1,300

2,200

2,000

1,000

10,900

9,800

6,300

2,200

備考
１

こ の表 にお いて 、甲地 方と は、 東京 都 （ 区 の存 する 区域 ）及び 政令 指
定都 市、 乙地 方と は、甲 地方 及び 十勝 管内以 外の 区域 をい い、丙 地方 と
は、町 内を 除く 十勝 管内の 区域 をい う。

２

町 内宿 泊の 確認 は、事 後直 ちに 本人 の届出 によ り、 議長 が確認 する 。
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○町議 会議 員に 対す る期末 手当 支給 条例
昭和 62年条 例第 ３号
（目 的 ）
第１条

この条例は、町議会議員の期末手当の額及び支給の方法に関し必要

な事項 を定 める こと を目的 とす る。
（支給 方法 及び 支給 額 ）
第２ 条

町 議会 議員 の期末 手当 は、４ 月 30日（ 以下「 基準 日 」とい う。）に在

職する 者に 支給 する 。
２

前項の期末手当の額は、基準日現在において町議会の議員が受けるべき

報 酬 の 月 額 に 基 準 日 を 含 め 12箇 月 以 内 に お け る そ の 者 の 在 職 期 間 に 応 じ て 、
次の表 に定 める 割合 を乗じ て得 た額 とす る。
在職期 間
12箇 月

割合
100分 の410

６ 箇 月 以 上 12 箇 月 未 100分 の246
満
６ 箇月 未満
３

100分 の123

期 末 手 当 は 、 ５ 月 21日 に こ れ を 支 給 す る 。 た だ し 、 そ の 日 が 休 日 に 当 た
るとき は、 順次 繰り 上げて 支給 する 。

（準用 規定 ）
第３条

この条例の規定による期末手当の支給方法については、前条に定め

のある もの を除 くほ か、一 般職 の職 員の 例によ る。

附

則（ 最終 改正

平成 26年 条例 第 47号 ）

この 条例 は、 平成 ２７ 年 ５月 １日 から 施行す る。
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○芽室 町議 会傍 聴 条 例
平成 24年条 例第34号

（目的 ）
第１条

こ の 条 例は 、地方 自治 法 （ 昭和 22 年法律 第 67 号 。 以下「 法」 とい

う 。） 第 130 条 第３ 項の規 定に 基づ き、 傍聴に 関し 必要 な事 項を定 める こ
とを目 的と する 。
（ 傍聴 の奨 励 ）
第２ 条

議 会は 、町 民自治 を基 礎と する 町民の 代表 機関 であ ること から 、町

民参加 の大 切な 場と 捉え、 傍聴 者を 積極 的に受 け入 れ、 その 意見等 を聴 く
機会を 設け なけ れば ならな い。
（傍聴 席の 区分 ）
第３条

傍 聴席 は、 一般席 及び 報道 関係 者席に 分け る。

（傍聴 人の 定員 ）
第４条

一 般席 の定 員は、 20 人と する 。 ただし 、議 長が 認め た場合 には 定

員を 変更 する こと ができ るも のと する 。
（傍聴 の手 続）
第５条

会 議の 傍聴 に関す る一 切の 手続 きは、 必要 とし ない ものと する 。

（ 議 場へ の入 場禁 止）
第６条

傍 聴者 は、 議場に 入る こと がで きない 。

（ 傍 聴席 に入 る事 ができ ない 者 ）
第７ 条

議 事を 妨害 するこ とを 疑う に足 りる顕 著な 事情 が認 められ る者 は、

傍聴席 に入 るこ とが できな い。
（傍 聴人 の守 るべ き事項 ）
第８条

傍 聴者 は静 寂にし 、次 の事 項を 守らな けれ ばな らな い。

（ １ ） 議 場の秩 序 を乱し 、又 は会 議の 妨害と なる よう な行 為をし ない こ
と。
（ ２ ） 飲 食又は 喫 煙をし ない こと 。
（傍聴 人の 退場 ）
第９条

傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しな

ければ なら ない 。
（ 議 長 の指 示）
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第10条

傍 聴人 は、 すべて 議長 の指 示に 従わな けれ ばな らな い。

（違反 に対 する 措置 ）
第11条

法 第 130条 第１項 及び 第２ 項に 定める もの を除 くほ か、傍 聴人 がこ

の条例 に違 反す ると きは、 議長 はこ れを 制止し 、そ の命 令に 従わな いと き
は、こ れを 退場 させ ること がで きる 。

附

則

この条 例は 、平成 25 年４月 １日 から 施 行する 。
附

則

この条 例は 、平成 31 年５月 １日 から 施 行する 。
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○芽室 町議 会議 員政 治倫理 条例
平成 24年条 例第 33号

（目 的 ）
第１条

こ の条 例 は 、芽室 町議 会議員（ 以下「 議員」とい う 。）の政 治倫 理に

関する 基本 とな る事 項を定 める こと によ り、議 員が 政治 倫理 の高揚 に努 め、
町民に信頼される議会づくりを進め、もって町政の健全な発展に寄与する
ことを 目的 とす る。
（議員 の責 務 ）
第２条

議員は、二元代表制の一翼を担う町民全体の奉仕者として、自らの

役割と 責任 を深 く自 覚し、 その 使命 の達 成に努 めな けれ ばな らない 。
２

議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その

疑惑を 解明 し、 責任 を明ら かに する よう 努めな けれ ばな らな い。
（政治 倫理 基準 の遵 守 ）
第３ 条

議 員は 、次 に掲げ る政 治倫 理基 準を遵 守し なけ れば ならな い。

（１） 二元代表制の一翼を担う町民全体の奉仕者として、法令を遵守し議
会及び 議員 の品 位並 びに 名 誉を 損な う行 為を慎 み 、不正 の疑 惑を持 たれ
るおそ れの ある 金品 の授受 その 他行 為を しない こと 。
（２） 芽室町職員の職務執行を妨げるような、不正な働き掛けをしないこ
と。
（３） 芽室町が資本金、助成金、補助金その他これらに準じるものを出資
している法人等若しくは芽室町が行う許可又は請負その他契約等に関
し、特定の 者の ため に有利 な取 扱い 又は 不利な 取扱 いを する よう な 働き
掛けを しな いこ と。
（４ ）

芽 室町 の職 員の採 用、昇任 等の 人事に 関し 、不 正な 働き掛 けを しな

いこと 。
（調査 及び 審査 ）
第４条

議長は、議員の政治倫理基準の遵守に関する事項について、調査及

び審査 する 必要 があ ると認 める とき は、 これを 議会 運営 委員 会に諮 る。
（委 任 ）
第５ 条

こ の条 例の 施行に 関し 必要 な事 項は、 議長 が定 める 。
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附

則

この 条例 は、 平成 ２５ 年 ４月 １ 日 から 施行す る。
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○芽室 町議 会改 革諮 問会議 設置 条例
平成 25年条 例第 29号

（設置）
第１ 条

芽 室町 議会 基本条 例（ 平成 25年 芽室町 条例 第 27号） 第 20条 の規 定に

基 づ く 附属 機関 とし て、芽 室町 議会 改革 諮問会 議（ 以下 「諮 問会議 」と い
う。） を設 置 し 、 そ の組織 及び 運営 に関 しては 、こ の条 例の 定める とこ ろ
による 。
（所掌 事項 ）
第２ 条

諮 問会 議は 、次に 掲げ る事 項に ついて 、議 会の 諮問 に応じ ての 調査

及 び 審 議 並び に 議 会に意 見を 申し 出る ことが でき る。
（１）

議 会改 革及 び活性 化に 関す る事 項

（２）

基 本条 例の 見直し に関 する 事項

（３）

議 員定 数・ 歳費に 関す る事 項

（４）

そ の他 に関 する事 項

（組 織 ）
第３ 条

諮 問会 議は 、委員 ５人 以内 で組 織する 。

（委員）
第４ 条

委 員は 、学 識経験 を有 する 者そ の他議 長が 必要 と認 める者 のう ちか

ら、議 長が 委嘱 する 。
２

委 員の 任期 は ２ 年とし 、補 欠委 員の 任期は 、前 任者 の残 任期間 とす る。
（会長）

第５ 条

諮 問会 議に 、会長 を置 く。

２

会 長は 、委 員の 互選に より 定め る。

３

会 長は 、会 務を 総理し 、代 表す る。

４

会 長に 事故 があ るとき は、 あら かじ め会長 の指 名す る委 員がそ の職 務を
行う。
（会議）

第６ 条

諮 問会 議は 、会長 が召 集し 、そ の議事 をつ かさ どる 。

２

諮 問会 議は 、委 員の過 半数 が出 席し なけれ ば 、 開く こと ができ ない 。

３

諮 問会 議の 議事 は、出 席委 員の 過半 数で決 し、 可否 同数 のとき は、 会長
の決す ると ころ によ る。
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４

諮 問会 議が 必要 である と認 める とき は、委 員以 外の 者の 出席を 求め 、そ
の意見 若し くは 説明 を 聴き 、又 は資 料の 提出を 求め るこ とが できる 。
（事務）

第７ 条

諮 問会 議の 事務は 、議 会事 務局 におい て処 理す る。

（委任）
第８ 条

こ の条 例に 定める もの のほ か、 諮問会 議の 運営 その 他諮問 会議 に関

し て必 要な 事項 は、 会長が 諮問 会議 に諮 って定 める 。

附

則

この条 例は 、平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日か ら施 行する 。

- 81 -

○町議 会の 議決 によ り指定 され た町 長の 専決処 分事 項
平成26年12月24日議 決

地方 自治 法（ 昭 和 22 年法 律第 67 号 ）第 180 条 第１ 項の 規定に より 、町 長
におい て専 決処 分す ること がで きる 事項 を次の とお り指 定す る。
１

法 令上 、町 の義 務に属 する １件 100 万円以 下の 和解 、調 停及び 損害 賠償
額の決 定に 関す るこ と。

２

議 会の 議決 に付 すべき 契約 及び 財産 の取得 又は 処分 に関 する条 例（ 昭和
39 年条 例第 21 号） 第２条 の規 定に より 議決さ れた 工事 又は 製造の 請負 契
約につ いて 、請 負金 額を 250 万 円以 内の 額で変 更す るこ と。

３

災 害及 び突 発的 な事故 によ り、 応急 に必要 とな る維 持補 修及び 工事 に関
する歳 入歳 出予 算の 補正に 関す るこ と。

４

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に関する
こ と。

附

則

この 議決 は、 平成 ２７ 年 ５月 １ 日 から 施行す る。
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○議会 にお ける 発言 台使用 範囲
（平成 12 年９月 制 定）
議会 にお ける 発言 台使用 範囲 （昭和 37 年３ 月制 定）の 全 部を改 正す る。
１

芽 室町 議会 の議 場正面 の発 言台 の使 用範囲 は、 次の とお りとす る。
（１）

理 事者 等の 行う町 政執 行方 針及 び一般 行政 報告 。

（２）

一 般質 問及 び緊急 質問 に対 する 理事者 の答 弁。 ただ し、再 答弁 以
降は 自席 で行 う。

（ ３ ） 常任 委員 長、議会運 営委 員長 及び 特別委 員長 の議 会に 対する 審査 、
調査結 果の 報告 。た だし、 報告 に対 する 質問、 答弁 は自 席で 行う。
（ ４ ） 議 員が 提出 した議 案の 提案 理由 説明。ただ し、説明 に対す る質 問、
答弁は 自席 で行 う。
（５）
２

そ の他 議長 が必要 と認 めた 場合 。

議 員が 行う 一般 質問及 び緊 急質 問は 、すべ て専 用の 発言 台で行 う。
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○芽室 町議 会が 管理 する行 政文 書の 情報 公開に 関す る規 程
平成 11年５ 月31日
議会告 示第 １号
芽室町 情報 公開 条例（ 平 成 10年条 例第 48号）の規 定に 基づ く 芽室町 議会 が管
理する行政文書の情報公開については、芽室町情報公開条例施行規則 （平成
11年規 則第 25号 ） の 例によ る。

附

則

この規 程は 、平 成 １ １年６ 月１ 日か ら施 行する 。
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○芽室 町議 会が 保有 する個 人情 報の 保護 に関す る規 程
平成 11年５ 月31日
議会告 示第 ２号
芽室町 個人 情報 保護 条例（ 平 成 10年条 例 第 49号 ）の規 定に 基 づく芽 室町 議会
が保有 する 個人 情報 の保護 につ いて は、芽室町 個人 情報 保護 条例施 行規 則（ 平
成11年 規則 第 26号 ） の例に よる 。

附

則

この規 程は 、平 成 １ １年６ 月１ 日か ら施 行する 。

- 85 -

○芽室 町議 会モ ニタ ー設置 要綱
（平成 24年 ３月30日 制定）

(目 的)
第１ 条

こ の要 綱は 、芽室町 議会 モニ タ ー（以下「町議 会モ ニター」とい う。）

を設置することにより、町民からの要望、提言、その他の意見を広く聴取
し 、芽 室町議 会（ 以 下「町 議会」とい う 。）の 改 革・活 性化 の推進 及び 政策
提案機 能を 強化 する ことを 目的 とす る。
(定義 ）
第２条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めると ころ によ る。
（１）

町民

本町 の区域 内に 居住 する 者をい う。

（２）

会議

町議会の本会議、常任委員会、特別委員会及び町議会議長

（以下 「議 長」 とい う。） の下 に設 置す る組織 等を いう 。
（定員 ）
第３条

町 議 会 モ ニ タ ー の 定 員 は 、 20人 以 内 と す る 。 た だ し 、 議 長 が 必 要 と

認めた とき は増 員す ること がで きる 。
（資格 ）
第４ 条

町 議会 モニ ターは 、次 の各 号に 定める 要件 を満 たす 者とす る。

（１ ） 年 齢満 18歳 以上の 町民 であ り、かつ 、芽室 町職 員、議員又 は各 種行
政委員 でな いこ と。
（２）

町 議会 のし くみ及 び運 営に 関心 がある こと 。

（３）

町 政及 び地 域社会 の発 展に 関心 がある こと 。

（募集 方法 ）
第５条

町議会モニターは公募とする。ただし、議長は適当と認めた団体等

に対し 、適 任者 の推 薦を依 頼す るこ とが できる 。
（委嘱 ）
第６ 条
２

町 議会 モニ ターは 、公 募者 及び 推せん 者の うち から 議長が 委嘱 する。

議長は、前項の規定による町議会モニターの委嘱に当っては、町議会モ
ニターの年齢・居住地等に著しい偏りが生じないように配慮しなければな
らない 。
（解任 ）
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第７条

町議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は当

該町議 会モ ニタ ーを 解任で きる もの とす る。
（１）

第 ４条 に規 定する 資格 を失 った と き。

（２）

町 議会 モニ ターか ら辞 任の 申し 出があ った とき 。

（３）

そ の他 議長 が必要 と認 めた とき 。

（任期 ）
第８ 条

町 議会 モニ ターの 任期 は １ 年と し、再 任を 妨げ ない 。

（謝礼 ）
第９ 条

町 議会 モニ ターは 無償 とす る。ただし 、議 長が 必要 と認め たと きは 、

支給す るこ とが でき る。
（職務 ）
第10条

町 議会 モニ ターは 、次 の各 号に 定める 職務 を行 うも のとす る。

（１ ）

会議（ 非公 開で行 われ るも のを 除く 。）を 傍聴 し 、当該会 議の 運営
に関す る意 見を 文書（電 子メ ール を含 む 。以下こ の条 にお いて 同じ 。）
により 提出 する こと 。

（ ２ ） 「 芽室 町議 会だよ り」、「芽 室 町議会 まめ 通信 」及 び「 芽室 町議 会
ホーム ペー ジ」 など に関す る意 見を 文書 により 提出 する こと 。
（３）

議 長が 依頼 した町 議会 の運 営に 関する 調査 事項 に回 答する こと 。

（４）

町 議会 議員 と１年 に２ 回以 上、 意見交 換を 行う こと 。

（５）

そ の他 議長 が必要 と認 めた こと 。

（提言 等の 取扱 い）
第 11条

町議会モニターから提言等が提出されたときは、議長は必要に応じ

関係する会議に当該提言等を送付し、当該会議において検討させるものと
する。
２

前項の規定による検討結果は、原則として当該提言等を提出した 町議会
モニターに通知するとともに、議長が別に定める方法により公表するもの
とする 。
（委任）

第12条

こ の要 綱に 定める もの のほ か、 必要な 事項 は議 長が 別に定 める 。
附 則

この要 綱は 、平 成 ２ ７年 ７ 月 １ 日か ら施 行する 。
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○芽室 町議 会サ ポー ター設 置要 綱
（平成 24年 ３月30日 制定）
（目的 ）
第１ 条

こ の要 綱は 、 芽室 町議 会サ ポー ター（ 以下 「町 議会 サポー ター 」と

いう。） を 設置す る ことに より 、芽 室町 議会（ 以下 「町 議会 」とい う。 ）
の運営 等に 関し 、有 識者か らの 提言 その 他の意 見を 広く 聴取 し、町 議会 の
運営等 に反 映さ せ、 もって 町議 会の 円滑 かつ民 主的 な運 営を 推進す るこ と
を目的 とす る。
（定義 ）
第２条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めると ころ によ る。
（１）

町民

本町 の区域 内に 居住 する 者をい う。

（２）

会議

町議会の本会議、常任委員会、特別委員会及び町議会議長

（以下 「議 長」 とい う。） の下 に設 置す る組織 等を いう 。
（定員 ）
第３条

町議会サポーターの定員は、５人以内とする。ただし、議長が必要

と認め たと きは 、増 員する こと がで きる 。
（委嘱 ）
第４ 条

町 議会 サポ ーター は、 議会 運営 等に関 する 専門 的な 知識及 び経 験を

有する 人の うち から 議長が 委嘱 する 。
（任期 ）
第５ 条

町 議会 サポ ーター の任 期は 、 １ 年とし 、再 任を 妨げ ない。

（解任 ）
第６条

町議会サポーターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は

当該町 議会 サポ ータ ーを解 任で きる もの とする 。
（１）

町 議会 サポ ーター から 辞任 の申 し出が あっ たと き。

（２）

そ の他 議長 が必要 と認 めた とき 。

（謝礼 ）
第７条

町議会サポーターは、無償とする。ただし、議長が必要と認めたと

きは、 支給 する こと ができ る。
（職務 ）
第８ 条

町 議会 サポ ーター は、 次の 各号 に定め る職 務を 行う ものと する 。
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（１）

議 会運 営全 般に関 する 助言 及び 指導を 行う こと 。

（２）

議 会活 性化 全般に 関す る相 談を 行うこ と。

（３）

そ の他 議長 が必要 と認 める こと 。

(庶 務)
第９ 条

町 議会 サポ ーター に関 する 庶務 は、議 会事 務局 長が 処理す る。

（提言 等の 取扱 ）
第 10条

町議会サポーターから提言等が提出されたときは、議長は必要に応

じ関係 する 会議 を開 催し検 討す るも のと する。
２

前項の規定による検討結果は、原則として当該提言等を提出した町議会
サポーターに通知するとともに、議長が別に定める方法により町民に対し
公表す るも のと する 。
(委 任)

第11条 こ の要綱 に 定める もの のほ か、 必要な 事項 は議 長が 別に 定 める 。

附 則
この要 綱は 、平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日か ら施 行する 。
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○芽室 町議 会議 員研 修要綱
（平成 24 年 ３月 30 日制定 ）
（目的）
第１条 この要綱は、芽室町議会議員（以下「議員」という。）の研修に関
し、必要な事項を定めることにより、議員の資質の向上と議会活動の活性
化を図り、もつて町政の健全な発展と住民福祉の増進に寄与することを目
的とす る。
（ 議員 の責 務 ）
第２条 議員は、法律・条例等で規定している議員の責務を遂行するため、
研修に 励む とと もに 不断の 自己 研鑽 に努 めなけ れば なら ない 。
（ 研修 の種 類等 ）
第３ 条 財 政の 健全 化に資 する ため 、研 修は極 力公 費の 節減 を図る もの とし、
研修の種類、対象者及び研修内容は次の号のとおりとし、体系については
別 表 3 のと おり とす る。
（ １ ） 一 般研 修
ア 新議 員（ 前期・ 後期 ）研 修
イ 役職 議員 研修
ウ 議員 一般 研修
（ ２ ） 専 門研 修
ア 委員 会所 管研修
イ 実務 研修
ウ 課題 研修
(研修 の実 施計 画 ）
第４条 前条各号に規定する研修は、毎年度当初に別に作成する実施計画書
に基づ き実 施す るも のとす る。
２ 前 項の 実施 計画 書は、議長 が議 会運 営委員 会に 諮っ て作 成する 。た だし 、
前条第 ２号 アの 委員 会所管 研修 につ いて は、こ の限 りで ない 。
３ 議 長会 ・議 員会 等の研 修計 画を 参考 に作成 する 。
（ 講師 等 ）
第５ 条 研 修の 講師 等は、 必要 に応 じ議 長がそ の都 度定 め依 頼する もの とす
る。
（研修 報告 ）
第６ 条 研 修を 受講 した議 員は 、 別 記第 1 号様式 議長 に研 修 結果を 報告 しな
ければ なら ない 。
２ 議 会は 、前 項の 研修結 果を 公表 する ことが でき る。
（委任）
第７ 条 こ の要 綱 の 施行に 関し 必要 な事 項は、 議長 が 別 に 定 める。
附 則
この 要綱 は、 平成 ２４ 年 ４月 １ 日 から 施行す る。
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別 表（ 第３ 条関 係 ）
研修の 種類

対象者

研修の 内容

研修の 名称 等
・ 新 任 議 員 研 修 会 (前

新議員として必要
新議員 研修

新議員

な基礎知識を習得
する研 修

一

・北 海道 町村 議会議 長
会等が主催する新
任研修 会
・議長 、副 議長 研修 会

般
研

期・後 期 )

議長
役職議 員研 修

修

副議長

議長、副議長及び （ 全 国 町 村 議 会 議 長
正 副 委 員 長 と し て 会）
の役職に関する知

・議 長、副議 長 、正副 委
正副委 員長 識を習 得す る研 修
員長研 修会
・ 議 員 研 修 会 (北 海 道

議員一 般研 修

全議員

議員としての知識
を習得 する 研修

町村議 会議 長会、十
勝管内町村議会議
長会、西部 ４町議 長
会等 )

委員会所管事項に
専 委員会 所管 研修

委員

修 ( 視 察 研 修 を 含 決算等 )
む)

門
研

関 す る 専 門 的 な 研 ・議 員専 門研 修 (予 算・

実務研 修

全議員

課題研 修

希望議 員

修

行 政 、 政 策 な ど の ・ 議 員 専 門 研 修 (政 策
実務に 関す る研 修 等)
課 題 に 応 じ 特 別 に ・議 員専 門研 修（課 題
実施す る研 修
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別）

別記第 １号 様式 (第 ６条関 係 )
平成

芽室 町議 会議 長

年

月

日

様

芽室町 議会 議員

印

研 修 成 果 報 告 書

芽室町議会議員の研修に関する要綱６条の規定により、次のとおり成果
を報告 しま す。

記

1

研 修 日 時

2

研

3

研 修 目 的

4

成 果 （ 具体的 に ）

修

先
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○芽室 町議 会「 議会 報告と 町民 との 意見 交換会 」の 実施 規程
（ 平成 24 年 ４ 月 12 日制 定）

（趣旨）
第１ 条

こ の規 程は 、芽室町 議会 基本 条 例（平成 25 年芽 室 町条例 第 ○ 号）第

８ 条 に 規定 する 議会 報告と 意見 交換 会（ 以下「意 見交換 会 」という 。）の実
施に関 して 必要 な事 項を定 める もの とす る。
（種類）
第２ 条

意 見交 換会 の種類 は、 次の とお りとす る。

（１）

地域との意見交換会

あらかじめ議会が定めた議題について、町

の区域 を議 会が 別に 定める とこ ろに より 指定す る地 区（ 以 下、
「地区 」
という 。） を基本 単 位とし て実 施す る意 見交換 会を いう 。
（２）

団体との意見交換会

議会が取り組む政策立案等について、関係

ある町 民団 体等 と実 施する 意見 交換 会を いう。
（３）

議会報告会

意見交換会に合わせて、議会活動などについて伝え

る機会 をい う。
（ 地域 との 意見 交換 会の実 施 ）
第３条

地域との意見交換会は、前条（１）により定めた地区において年１

回実施 する 。
２

議会は、地域との意見交換会の開催日時、会場等について、議会だより
及び町議会のホームページ等への掲載、開催地区における開催案内文書の
回覧等 の方 法に より 、広く 周知 を図 るも のとす る。
（ 団体 との 意見 交換 会の実 施 ）

第４ 条

団 体と の意 見交換 会は 、教育 、文化 、福 祉 、産 業等 の分野 ごと に行 う

意見交換会であるところから、常任委員会において政策立案等を実施する
ため必要に応じて開催するほか、町民団体等の要請に応じて開催するもの
とする 。
（ 議員 の留 意事 項 ）
第５条

意見交換会において、出席する議員は、次に掲げる事項に留意しな

け れば なら ない 。
（１）

町民の多様な意見を把握し、議会内での議論・政策形成につなげ
ていく ため に、 町民 の意見 ・要 望の 意図 ・真意 等を 聴取 する こと。
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（２）

町民から意見、質問に対する返答等を求められた場合には、議会
としての考え方、議論の経過等を説明することとし、議員個人とし
ての見解を述べないこと（議員個人の考えを求められた場合その他
個人の 見解 を明 らか にする 必要 があ る場 合を除 く。）。

（３）

執行機関の立場での説得的な説明、答弁等は行わないよう留意す
ること 。

（ 意見 等の 集約 ）
第６条

意見交換会に出席した議員は、町民の意見及び提言その他意見交換

の 内 容（ 以 下 、こ の 条にお いて「意 見等 」とい う。）につ い て、要 点を まと
め記録 した うえ で別 に定め る様 式に より 議長に 報告 する もの とする 。
２

議 長は 、前 項の 規定に より 報告 を受 けた意 見等 の整 理及 び検討 につ いて、
議会運 営委 員会 に依 頼する もの とす る。

３

議会運営委員会は、前項の規定により意見等の整理及び検討について議
長の依頼を受けたときは、議会における当該意見等への対応を協議し、そ
の結果 を議 長に 報告 するも のと する 。

４

議長は、前項の規定による報告を受けたときは、今後の議会運営におい
て適切 に対 処す るも のとす る。
（ 報告 書の 公表 ）

第７条

議会は、前条の規定により集約した意見等について、当該意見等に

対する議会の対応と併せて議会だより及び議会ホームページ等において公
表する もの とす る。
（補足）
第８条

この規程に定めるもののほか、意見交換会の実施に関し必要な事項

は 、議 長が 別に 定め る。

附

則

この規 程は 、公 布の 日から 施行 する 。
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○芽室 町議 会議 長室 開放要 綱
（平成 24 年 ２月 29 日制定 ）
(目 的)
第 １ 条 こ の要 綱は 、芽室 町議 会議 長（ 以下「 議長 」と いう 。）と 町民 が対
話し、 町民 の建 設的 な意見 を議 会運 営及 び町政 に反 映す るこ とを目 的と す
る。
(対象 者 )
第 ２ 条 対 象者 は、 町内に 在住 、在 勤、 在学す る個 人又 は５ 人以内 のグ ルー
プとす る。
(開催 運営 )
第 ３ 条 開 催運 営に 当たっ ては 次の とお りとす る。
（ １ ） 開 催場 所は 、議長 室を 基本 とす る。
（ ２ ） 参 加者 は、 1 開催日 １グ ルー プ 以内と する 。
（ ３ ） 対 話時 間は 、 1 グル ープ 1 回 ３ ０分以 内と する 。
（ ４ ） 参 加を 希望 する者 は、 開催 日の １週前 まで に来 庁、 郵便、 ＦＡ Ｘ
又は電 子メ ール によ り次の 事項 を添 えて 議会事 務局 へ申 し込 むもの
とする 。
ア 氏 名（ グル ープ にあっ ては 、代 表者 名、参 加者 名） 及び 参加人 数
イ 住 所、 勤務 先又 は学校 名等
ウ 電 話番 号
エ 希 望時 間
オ 対 話内 容
（５） 対話 の成 否及 びにつ いて は、 議長 が決定 する もの とす る。
（６） 申込 者が 多数 の場合 は未 参加 者を 優先し 、な お多 数の 場合は 、未 参
加 者を 対象 に公 開抽選 を行 う。
（決定 ）
第 ４ 条 議 長は 、対 話の成 否を 決定 する ものと し、 申込 者に 対して 電話 及び
文書を もっ て通 知す る。
(補助 者 )
第 ５ 条 議 長は 、副 議長・ 各委 員長 ・事 務局長 等を 必要 に応 じて対 話に 同席
させる こと がで きる 。
(記 録)
第 ６ 条 対 話の 記録 は、議 会事 務局 職員 が行う 。
(公 表 )
第 ７ 条 議 会事 務局 は、意 見等 を有 効活 用する ため 各常 任委 員会及 び関 係課
に記録 の内 容を 提供 すると とも に、 可能 な範囲 で議 会広 報等 により 公開 す
る。
(庶 務)
第 ８ 条 議 長室 開放 の庶務 は、 議会 事務 局 職員 が行 う。
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附 則
この 要領 は、 平成 ２４ 年 ３月 １ 日 から 施行す る。
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○芽室 町議 会 広 報編 集発行 要領
（平成 24 年 ４ 月 12 日制定 ）

（目的 ）
第１条

議会議事公開の原則の趣旨に則り、議会の一般質問や議案審議の状

況 、 委 員 会 の 開 催 状 況 な ど を 住 民 に 正 し く 周 知 し 、「 あ り の ま ま を 公 開 し 、
住民と とも に歩 む議 会広報 の発 行」 の推 進を目 的と する 。
（発行 責任 者）
第２条

発行責任者は議長とし、発行に関する諸事項は議会運営委員会の所

管とす る。
（発行 時期 ）
第３条

「 めむ ろ議 会だよ り」 は年 12 回発行 する 。

（編集 方針 ）
第４条

芽 室町 議会 広報の 編集 方針 は次 のとお りと する 。

（１）

十 分な 議事 を公開 する 広報
徹底し た情 報公 開

（２）

適 切な 記事 の取捨 選択 する 広報
住民に とっ て重 要記 事の掲 載

（３）

読 者（ 住民 ）参加 促進 する 広報
住民の 声を 聴き 、企 画・対 話

（４）

分 かり やす い記事 と見 出し の広 報
誰が読 んで も理 解で きるよ う創 意工 夫（ 簡潔・ 正確 ・分 かり や
すい文 章）
具体的 な見 出し への 創意工 夫（ 関心 を誘 発する 見出 し）

（５）

読 みや すい 広報
目につ く表 紙へ 創意 工夫（ 斬新 、魅 力あ る写真 、読 みた くな る
見出 し）
読みや すい 紙面 へ創 意工夫 （縦 書き ・レ イアウ ト・ 写真 ・グ ラ
フ・図 ・イ ラス トの 活用）

（構成 ）
第５条
（１）

「 めむ ろ議 会だよ り」 の構 成は 次のと おり とす る。
縦 書き ・ペ ージ数 ２０ ペー ジを 基本と する 。
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２

（２）

表 紙は 、将 来性か ら子 供の 写真 を基本 に掲 載す る。

（３）

議 案概 要、 一般質 問、 委員 会ペ ージに 写真 の掲 載を 必然化 する 。

「 めむ ろ町 議会 まめ通 信」 の 構 成は 次のと おり とす る。
（１）

縦 書き ・ペ ージ数 ４ペ ージ （Ａ ３両面 ）を 基本 とす る。

（２）

定 例会 結果 （速報 ）を 掲載 。

（３）

一 般質 問は 項目の み簡 潔に 掲載 する。（イ ンパク ト 化・簡 潔性 ・
統一性 ）

（４）

議 会活 動ペ ージに は写 真の 掲載 を必然 化す る。

（企画 ）
第６条

「 めむ ろ議 会だよ り」 の企 画は 次のと おり とす る。

（１）

議 案と 審議 内容

ア

議 案記 事（ 議案 内容の 明快 性） の掲 載

イ

審 議内 容（ 質疑 ・答弁 ・討 論の 具体 性）の 掲載

ウ

議 決結 果（ 各議 員の賛 否で 透明 性） の掲載

（２）

一 般質 問（ インパ クト 性・ 簡潔 性・統 一性 ）

（３）

議 会活 動（ 委員会 活動 ・議 員協 議会の 強化 と連 動・ 意見書 の重 要
性）

（４）
２

住 民登 場コ ーナー （住 民参 加の 推進）

「 めむ ろ町 議会 まめ通 信」 の企 画は 次のと おり とす る。
（１）

議 決結 果（ 速報な ど俊 敏性 ）

（２）

議 会活 動（ 委員会 活動 ・議 員協 議会の 強化 と連 動・ 意見書 の重 要
性）

（３）

一 般質 問項 目（簡 潔性 ・イ ンパ クト・ イメ ージ 性－ 見出し ・関 連
写真 掲載 ）

（４）

お 知ら せ（ 公開性 ・緊 急性 ）

（委任 ）
第７条

こ の要 領の 改正並 びに この 要領 に定め のな い事 項に ついて は、 議会

運営委 員会 に諮 って 議長が 決定 する 。
附

則

この 要領 は、 平成 ２４ 年 ４月 12 日 か ら施行 する 。
参考：めむろ議会だよりは、昭和 56 年７月から発行。
めむろ町議会まめ通信は、平成 12 年４月から平成 25 年３月まで発行
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○芽室 町議 会イ ンタ ーネッ ト中 継・ 録画 要領
（平成 24 年 ４ 月 12 日制定 ）

（目的 ）
第１条

議会議事公開の原則の趣旨に則り、議会の本会議や委員会の開催状

況など を住 民に 正し く周知 し、
「 あ りの ままを 公開 し 、住 民 ととも に歩 む議
会活動 」 の 推進 を目 的とす る。
（責任 者）
第２条

議会インターネット中継・録画の責任者は議長とし、中継・録画に

関する 諸事 項は 議会 運営委 員会 の所 管と する。
（中継 ・録 画の 範囲 ）
第３条

議 会イ ンタ ーネッ ト中 継・録 画 の範囲 は、本 会議（ 定例会、臨時 会）、

議会運営委員会、常任委員会及び新たに設置される特別委員会並びに議員
協議会とする。ただし、秘密会についてはインターネット中継・録画は行
わない 。
（中継 ・録 画業 務）
第４条

議会インターネット中継・録画に関わる業務は、議会事務局職員が

担当す る。
（委任 ）
第５条

こ の要 領の 改正並 びに この 要領 に定め のな い事 項に ついて は、 議会

運営 委員 会に 諮っ て議長 が決 定す る。

附

則

この 要領 は、 平成 24 年 ８月 １日 から 施 行する 。

参考： 平成 13 年 10 月臨時 会か ら中 継。
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○芽室 町議 会ホ ーム ページ の管 理及 び運 営に関 する 要綱

第１ 条

こ の訓 令は 、芽 室町 議会 ホー ム ページ（ 以下「 当ホ ームペ ージ 」とい

う 。） に関 し 、必 要 な事項 を定 める もの とする 。
第２ 条

当ホ ーム ペ ージの トッ プペ ージ は、「 http://www.memuro.net/gikai

.htm」 に置 く 。
第３ 条

当 ホー ムペ ージは 、議 長の 命を 受けて 事務 局長 が管 理する 。

第４ 条

当 ホー ムペ ージに は 、 次の 各号 に定め る情 報及 び事 項を掲 載す る。

（１）

定 例 会 議 ・ 臨時 会 議に 関す る情 報

（２）

委 員会 ・全 員協議 会 に 関す る情 報

（３）

本 会議 の 会 議録及 び委 員会 等 の 会議 記 録

（４）

議 会 に 関す る情報

（５）

請 願・ 陳情 の処理 に関 する 情報

（６）

議 長が 特に 必要と 認め る情 報及 び事項

第５条

当ホームページに公開する情報及び事項の内容に更新の必要が生じ

たとき は 、 迅速 に更 新手続 を行 わな けれ ばなら ない 。
２

前 項に 定め る更 新内容 は 、 事務 局長 が決定 する 。

第６条

当ホームページがリンクを設定できる他サイトは、公共機関又はそ

れに類 する 団体 が主 催する サイ トと する 。
２

前 項に 基づ くリ ンクは 、事 務局 長が 決定す る。

３

当ホームページへのリンクは、自由とする。ただし、事務局長が公序良
俗に反すると認めるサイトが当ホームページへのリンクを設定した場合は 、
リンク の解 除を 申し 入れな けれ ばな らな い。

第７ 条
２

こ の訓 令 に 定める もの のほ か 、 必要な 事項 は事 務局 長が決 定す る。

こ の訓 令 の 疑義 は 、事 務局 長が 決定 する。

附

則

この訓 令 は 、平 成 ２ ６ 年 ９ 月 １ 日か ら施 行する 。
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○芽室 町議 会公式 LINE アカウ ント 運用 ポ リシー
１

情 報発 信の 目的
芽室町 議会 は 、議 会 基本条 例に 規定 する「町 民に 開か れ 、分 かりや すい 議
会 」を 進め る た め、LINE＠アカ ウン ト を取得 のう え、町民 に活動 状況 等の
情報を 発信 し、 より 一層の 広報 活動 の充 実を図 る 。
２ 情 報発 信の 内容
（ １ ） 本 会議 に関 するこ と
（ ２ ） 全 員協 議会 及び 委 員会 等に 関す ること
（ ３ ） 議 会だ より 等に関 する こと
（ ４ ） 町 議会 から のお知 らせ
３ ア カウ ント
（ １ ） 表 示名 芽 室町議 会
（ ２ ） LINE ID
@memuro-gikai2014
４ 管 理者
議会事 務局 長
５ 運 用者
議会事 務局 職員
６ 運 用開 始 日
平 成26年 ７月13日
７ 投 稿等 への 対応
（ １ ） LINE＠ に は、い ただ いた 投稿 を確認 する 機能 と個 別に返 信す る
機能が ない ため 、個 人への 返信 は し ない 。
（ ２ ） 芽 室町 議会 からは 、個 別の 「友 だち」 登録 を行 わな い。
８ 免 責事 項
（ １ ） 芽 室町 議会 は、利 用者 が当 アカ ウント の発 信情 報を 利用ま たは 信
用した こと によ り、 利用者 また は第 三者 が被っ た損 害に つい て、い
かなる 場合 でも 一切 の責任 を負 わな い。
（ ２ ） 芽 室町 議会 は、利 用者 間も しく は利用 者と 第三 者間 のトラ ブル に
より、 利用 者ま たは 第三者 に生 じた いか なる損 害に つい ても 、一切
の責任 を負 わな い。
（ ３ ） 芽 室町 議会 は、 利 用者 によ り送 信され たメ ッセ ージ につい て一 切
の責任 を負 わな い。
（ ４ ） 上 記の 他、 芽室町 議会 は当 アカ ウント に関 連す る事 項に生 じた い
かなる 損害 につ いて 、一切 の責 任を 負 わ ない。
（ ５ ） 芽 室町 議会 は、予 告な く運 用ポ リシー の変 更や 運用 方法の 見直
し、 ま たは 運用 の中 止をす る場 合が ある 。
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○芽室 町議 会公式 Twitter ア カウ ント 運 用ポリ シー

１

情 報発 信の 目的
芽室町 議会 は 、議 会 基本条 例に 規定 する「町 民に 開か れ 、分 かりや すい 議

会 」を進 める ため、公式 Twitter ア カ ウ ン ト を取得 のう え、町 民に活 動状 況等
の情報 を発 信 し 、 よ り一層 の広 報活 動の 充実を 図る 。
２

３

情 報発 信の 内容
（１）

本 会議 に関 するこ と

（２）

全 員協 議会 及び 委 員会 等に 関す ること

（３）

議 会だ より 等に関 する こと

（４）

町 議会 から のお知 らせ

ア カウ ント
（１）

表 示名 北 海道 芽 室町 議会

（２）

ユ ーザ ー名 @memuro_gikai

４

管 理者

議 会事 務局長

５

運 用者

議 会事 務局職 員

６

運 用開 始 日

７

投 稿等 への 対応

（１）

平 成 26年8月 16日

原 則と して 、当ア カウ ント への リプラ イ・ ダイ レク トメッ セー ジ
には対 応し ない 。

（２）

原 則と して 、芽室 町議 会か らの フォロ ー・ リプ ライ ・リツ ィー ト
は行 わ ない 。

８

免 責事 項

（１ ） 芽室 町議会 は、利用 者が 当アカ ウント の発 信情 報を 利用ま たは 信用
したこ とに より 、利 用者ま たは 第三 者が 被った 損害 につ いて 、い かな
る場合 でも 一切 の責 任を負 わな い。
（ ２ ） 芽 室町 議会 は、利 用者 間も しく は利用 者と 第三 者間 のトラ ブル によ
り、利 用者 また は第 三者に 生じ たい かな る損害 につ いて も、 一切の 責
任 を負 わな い。
（ ３ ） 芽 室町 議会 は、利 用者 によ り送 信され たメ ッセ ージ につい て一 切の
責任を 負 わ ない 。
（ ４ ） 上 記の 他、芽室町 議会 は当 アカ ウント に関 連す る事 項に生 じた いか
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なる損 害に つい て、 一切の 責任 を負 わな い。
（５）

芽 室町 議会 は、予 告な く運 用ポ リシー の変 更や 運用 方法の 見直 し 、

または 運用 の中 止を する場 合が ある 。
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○芽室 町議 会フ ェイ スブッ クペ ージ 運用 ポリシ ー

１

目的
芽 室 町 議会 基本 条例 に規定 する「 町民 に 開かれ 、分か りや す い議会 」を進

めるため、フェイスブックページを開設のうえ、町民に活動状況等の情報
を 発 信 し、 より 一層 の広報 活動 の充 実を 図る 。
２

３

情 報発 信の 内容
（１）

本 会議 に関 するこ と

（２）

全 員協 議会 及び 委 員会 等に 関す ること

（３）

議 会だ より 等に関 する こと

（４）

町 議会 から のお知 らせ

ア カウ ント 情報 等
（１）

表 示名

北 海道 芽 室町 議会

（２）

ユ ーザ ー名

memuro.gikai

URLフェイ スブ ック ページ /https://www.facebook.com/memuro.gikai
４

管 理者

議 会事 務局長

５

運 用者

議 会事 務局職 員

６

運 用開 始 日

７

投 稿等 への 対応

（１）

平 成 25年５ 月28日

原 則と して 、当ア カウ ント への リプラ イ・ ダイ レク トメッ セー ジ
には対 応し ない 。

（２）
８

原 則と して 、芽室 町議 会か らの フォロ ー・ リプ ライ は行 わ ない 。

免 責事 項

（１）

芽室町議会は、利用者が当アカウントの発信情報を利用または信
用した こと によ り、利用者 また は第 三者 が被っ た損 害に つい て、いか
なる場 合で も一 切の 責任を 負 わ ない 。

（２）

芽室町議会は、利用者間もしくは利用者と第三者間のトラブルに
より 、利用 者ま たは 第三者 に生 じた いか なる損 害に つい ても 、一 切の
責任を 負 わ ない 。

（３）

芽室町議会は、利用者により送信されたメッセージについて一切
の責任 を負 わな い。

（４）

上記の他、芽室町議会は当アカウントに関連する事項に生じたい
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かなる 損害 につ いて 、一切 の責 任を 負 わ ない。
（５ ） 芽 室町 議会 は、予告な く運 用ポ リシー の変 更や 運用 方法の 見直 し 、
または 運用 の中 止を する場 合が ある 。
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○議会 ホッ トボ イス 取扱 基 準

(目 的)
第１条

議会ホットボイスは住民参加の一つとして、町民が気軽に議会に対

する意見・提案などを届けることができる制度である。この制度は、町民
の意見をまちづくりの課題解決や議会改革につなげることと、町民と議会
のコミュニケーションツールとして信頼関係構築の役割を発揮すること、
さらに町民の声を政策へ進化させる機能へ発展させることにより、町民の
まちづ くり への 参加 を実現 する こと を目 的とす る。
(範 囲 ）
第２ 条

議 会ホ ット ボイス とし て取 り扱 う範囲 は、 次の ３つ とする 。

（１）

ホ ット ボイ スはが き

（２）

議 会事 務局 へのメ ール （ g-shomu@memuro.net）

（３）

議 会へ の FAX（ 0155-62-9813）

（ 取り 扱い ）
第３ 条

受 理し た議 会ホッ トボ イス は、 次のと おり 取り 扱う ものと する 。

（１）受理した議会ホットボイスは原則として、その取り扱いを議会運営
委員会 に諮 るも のと する。
（２） 議会 運営 委員 会は、 次の 事項 につ いて協 議す る。
ア

取 り扱 いの 可否

イ

回 答の 可否

ウ

前 号で 回答 する とした 場合 の回 答書

エ

め むろ 議会 だよ りへ掲 載の 可否

（３）次の基準に該当するものは、議会ホットボイスとして取り扱わない
ものと する 。
ア

議 員の 発言 に関 するも の

イ

議 員個 人へ の質 問・意 見・ 要望

ウ

特 定者 への 誹謗 ・中傷

エ

特 定者 への 指摘 ・苦情

オ

意 味不 明、 解読 ができ ない もの

カ

同 一人 で内 容が 同じも の（ 類似 なも のを含 む）

キ

議 長が 対応 しな いと判 断し たも の
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（４）回答書を作成したものは、議会ホットボイスの投稿者が特定できる
ものに つい ては 回答 書を通 知す る。
（５）「回 答し ない もの」に 分類 され た ものは、参考 意見 と して活 用す る。
（６） 議会 ホッ トボ イスの 受理 内容 及び 回答書 は、 議員 間で 共有す る。
（ 内容 の公 開 ）
第４条

議会ホットボイスの内容は、次の目的からホームページにおいて全

件公開 し、め むろ 議 会だよ りに おい て、一部公 開（掲 載）す る。ただ し、公
開の際 には 、原 文を 要約・ 修正 する 場合 がある 。
（１） 「ホ ーム ペー ジ」に よる 公開
町民の 意見 と議 会の 回答公 開に より、ま ちづく りへ の関 心を 高める きっ
かけと する とと もに 、同じ 疑問 や意 見を 持つ方 への 説明 の場 とする 。
（２） 「め むろ 議会 だより 」に よる 公開
目的は ホー ムペ ージ と同様 とす る。な お 、掲載す る内 容に つ いては、議
会運営 委員 会に おい て選定 する 。
（委任）
第５条

この基準の改正並びにこの基準に定めのない事項については、議会

運営委 員会 に諮 って 議長が 決定 する 。
附 則
この要 綱は 、平 成 ３ ０ 年 ８ 月 ２ ４日 から 施行す る。
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○芽室 町 議 会白 書作 成要領

（目的 ）
第１条

芽室町議会基本条例に基づき、町民に対し、議会及び議員の活動内

容を公表し、情報を共有することにより、議会活動の活性化を図るため、
議会白 書の 作成 、発 行に必 要な 事項 を定 めるこ とを 目的 とす る 。
（発行 責任 者）
第２条

発行責任者は議長とし、作成及び編集に関する諸事項は議会運営委

員会の 所管 とす る。
（発行 時期 ）
第３条

毎 年６ 月に 発行す る も のと する 。

（編集 方針 ）
第４条

芽 室町 議会 白書 の 編集 方針 は次 のとお りと する 。

（１ ）議 会と 町民 と の間で 、議会・議員 の活動 内容 を共 有す ること によ り、
議会活 動の 活性 化を 図るた め 、誰 もが 見 やすい 文字 を使 用し 、議会 の
基礎的 な資 料、 情報 及び議 会の 評価 を掲 載する 。
（２） １年 ごと に調 製し、 議会 白書 とし て町民 に公 表す る。
（構成 ）
第５条

議会白書は、横書き・Ａ４縦・ユニバーサルデザインフォントの使

用を基 本と して 調製 し、次 の各 号の とお り区分 する 。
（ １） 毎年 発行 する ものを 概要 版と する 。
（２） 必要 に応 じて 任期版 、完 全版 を発 行する 。
２

議 会白 書の 構成 は おお むね 次の 各号 の とお りと する 。
（１） 概要 版・ 任期 版は次 の各 項目 とす る。
目次
１

議 会活 性化 計画 策定と 計画 の推 進

（１） 議会 活性 化計 画と取 組状 況
（２） 会議 の運 営
（３） 立候 補制 によ る正副 議長 選挙 の実 施
２

議 会改 革・ 活性 化の取 り組 み

（１） 議会 基本 条例 に基づ く運 営
（２） 通年 議会 制（ 会期の 通年 制） によ る運営
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（３） 議会 モニ ター 制度の 設置
（４） 議会 改革 諮問 会議の 設置
（５） 議会 サポ ータ ーの委 嘱
（６） 北海 道大 学公 共政策 大学 院と の包 括連携 協定 事業 の実 施
（７） 白樺 学園 高等 学校と の包 括連 携協 定事業 の実 施
（８） 議会 傍聴 の環 境整備
（９） 全会 議イ ンタ ーネッ ト中 継・ 録画 配信と 会議 記録 の公 表
（１０ ）議 会報 告と 町民と の意 見交 換会 （議会 フォ ーラ ム） の開催
（１１ ）議 会広 報紙 の通年 発行
（１２ ）議 会ホ ット ボイス と町 民意 見募 集（パ ブリ ック コメ ント）
（１３ ）議会 ICT の 取り組 み
（１４ ）議 会研 修計 画策定 ・公 開研 修の 開催
（１５ ）文 書質 問制 度の実 績
（１６ ）反 問権 と反 論権の 行使 ・再 議請 求
（１７ ）議 会政 策形 成サイ クル 導入 と政 策討論 会の 実施
（１８ ）視 察対 応
（１９ ）報 道・ 取材 対応等
議員名 簿
（２） 完全 版は 、前 号の各 項目 に次 の各 項目を 加え る。
３ ～６

○ ○年 度の 議会活 動に つい て

（１） 総務 経済 常任 委員会
（２） 厚生 文教 常任 委員会
（３） 議会 運営 委員 会
（４） 総務 経済 ・厚 生文教 常任 委員 会合 同委員 会
（５） ○○ 特別 委員 会
（６） 予算 決算 特別 委員会
（７） 正副 議長 、正 副議会 運営 委員 長会 議
（８） 全員 協議 会
（９） 本会 議
（１０ ）請 願・ 陳情 等に係 る整 理
（１１ ）委 員会 別開 催状況
（１２ ）行 政視 察受 入状況
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（１３ ）先 進地 事務 調査実 施状 況
７

○ ○～ ○○ 年度 の各議 員の 賛否

８

○ ○～ ○○ 年任 期

９

芽 室町 議会 の改 革・活 性化 一覧

（資料 ）

議 員名 簿

○○ ～○ ○年度 の議 会の 動き

（１） ○○ 年度
（２） ○○ 年度
（３） ○○ 年度
（４） ○○ 年度
（委任 ）
第６ 条

こ の要 領の 改正並 びに この 要領 に定め のな い事 項に ついて は、 議会

運営委 員会 に諮 って 議長が 決定 する 。
附

則

この 要領 は、 令和 ２ 年４ 月１ 日か ら施 行する 。（ 令 和 ２ 年 ３ 月 １ ２ 日 決 定 ）
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○芽室 町議 会図 書室 等運営 要綱

（趣旨 ）
第１条

こ の要 綱は 地方自 治法（ 昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」と いう。）

第 100 条 第 19 項の 規定に より 設置 する 芽室町 議会 図書 室及 び芽室 町電 子
図書室（以 下「図 書 室等」とい う。）に 関し、必要 な事項 を 定める もの とす
る。
（目的 ）
第２条

図 書室 等は 、議員 の調 査研 究に 資する こと を目 的と して設 置す る。

（定義 ）
第３条

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めると ころ によ る。
(１ )図 書

紙に 印刷 された 図書 、刊 行物 をいう 。

(２ )電 子 図 書

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認 識で きな い方 式で作 られ た記 録を いう。）そ の他こ れら の類す るも の
で記録 した もの をい う。
（収集 保管 する 図書 等）
第４条

収 集保 管す る図書 及び 電子 図書（以下「 図書 等」と いう。）は、法第

100 条 第 17 項 及び 第 18 項 の規 定に よ り送付 を受 けた 刊行 物のほ か、 町政
その他の調査研究等に資するために必要な図書、各種刊行物及び資料等と
する。
（図書 室等 の範 囲）
第５条
２

図 書室 は、 芽室町 役場 ３階 の議 員控コ ー ナ ーと する 。

電 子図 書室 は、芽室町 議会 事務 局（ 以下「 議会 事務局 」という 。）が 運用
するＳｉｄｅＢｏｏｋｓクラウドサービス内にある電子図書室のフォルダ
とする 。
（運営 管理 ）

第６条

図書室等は議長の命を受け、議会事務局長（以下「事務局長」とい

う。） が運 営管理 す る。
（利用 者の 範囲 ）
第７条

図書室は、議員及び議会事務局職員のほか、議員の調査研究に支障

を及ぼさない範囲において、芽室町職員及び一般に利用させることができ
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る。
２

電 子図 書室 の利 用は、 議員 及び 議会 事務局 職員 に限 るも のとす る。
（利用 時間 ）

第８条

図書室の利用時間は、議会事務局の執務時間とする。ただし、電子

図書室 及び 議長 が必 要と認 める 場合 はこ の限り でな い。
（閲覧 ）
第９条

図書等を閲覧しようとする者は、図書室等で自由に閲覧することが

できる 。
２

図書を閲覧した者は、閲覧が終わったときは、図書を速やかに所定の場
所に返 納し なけ れば ならな い。
（貸出 ）

第 10 条
２

図書の 貸 出しは 、議 員及 び議 会事務 局職 員に 限る ものと する 。

図書の貸出しを受けようとする者は、議会事務局に備え付ける図書貸出
簿（様 式第 １号 ）に 所定の 事項 を記 入し なけれ ばな らな い。

３

議長は、貸出しを不適当と認める図書については、これを制限すること
ができ る。

４

図 書の 貸出 し期 間は 10 日 間以内 と し、同 時に 貸出 しを 受ける こと がで き
る図書 は１ 人２ 冊と する。

５

前項の期間を超えて貸出しを受けようとする者は、改めて貸出し手続を
しなけ れば なら ない 。

６

前 項の 規定 にか かわら ず、図書 の貸 出しを 受け た者 は、貸出期 間中 であ っ
ても、議長が必要と認め図書の返納を求めたときは、これを返納しなけれ
ばなら ない 。

７

電 子図 書の 貸出 は行わ ない 。
（返納 ）

第 11 条

貸出し を 受けた 図書 を返 納す るとき は、議会 事務 局職員 に申 し出 て、

その確 認を 受け なけ ればな らな い。
（遵守 事項 ）
第 12 条

図書の 閲 覧又は 貸出 しを 受け た者は、図書 を切 取 り、加筆 し、又は

転貸し ては なら ない 。
２

電 子図 書を 破壊 、改 ざん 、消去 する ほか 、不 正に 利用 し てはな らな い 。た
だし、 議会 事務 局職 員が管 理の ため に行 う場合 はこ の限 りで ない。
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（弁償 ）
第 13 条

図書を 紛 失又は 著し く汚 損若 しくは 破損 した とき は、そ の旨 を届 け

出て、同一の図書を弁償しなければならない。ただし、同一の図書を弁償
することができないときは、相当の代価の支払をもってこれに代えること
ができ る。
（登録 ）
第 14 条

図書の 購 入及び 寄贈 図書 の受 領があ った とき 、又 は電子 図書 の取 得

があったときは、当該図書等を図書等管理簿（様式第２号）に登録しなけ
ればならない。ただし、雑誌その他の軽易な図書等については、図書等管
理簿へ の登 録を 省略 するこ とが でき る。
２

図 書等 の分 類は 、図書 等分 類表 （別 表第１ ）に 基づ くも のとす る。
（登録 抹消 ）

第 15 条

議長は 、次 に掲げ る図 書等 を図 書等管 理簿 の登 録か ら抹消 する こと

ができ る。
(１ )図 書等 保存 基準 （別表 第２ ）に より 保存期 間が 経過 した 図書等
(２ )資 料的 価値 が乏 しくな った 図書 等
(３ )損 傷に より 利用 不可能 な図 書等
(４ )紛 失、 消失 した 図書等
(５ )そ の他 登録 を抹 消する こと が適 当な 図書等
（その 他）
第 16 条
附

この要 綱 に定め るも のの ほか 、必要 な事 項は 、議 長が定 める 。
則

この要 綱は 、令 和３ 年１月 １日 から 施行 する。
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様 式 第 1 号 (第 10 条 関 係 )

図

書

貸

出

簿

貸出
帯出者
年月

図書名

冊数

貸出期間

返納年月日

氏名

確 認 印 (署 名 )

備考

日

様 式 第 2 号 (第 14 条 関 係 )
図

書

等

管

簿

受入内容

受入
年月

理

図書名

編著者名

出版社名

金
購入・寄贈・取得

日

廃棄・移管

備

(年 月 日 )

考

額
購入・寄贈・取得

(

廃棄・移管
・ ・ )

購入・寄贈・取得

(

廃棄・移管
・ ・ )

購入・寄贈・取得

(

廃棄・移管
・ ・ )

購入・寄贈・取得

(

廃棄・移管
・ ・ )
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別 表 第 1（ 第 14 条 関 係 ）
芽室町議会図書室等図書等分類表
分類番号

分類項目

例

1

会議録

芽室町議会会議録

2

歴史一般

議会史、町政史、団体史、郷土史

3

行政資料（芽室町）

刊行物

4

行政資料（国・道・他自治体）

刊行物

5

議会一般

議会運営参考図書、議会一般図書

6

行政一般

議会関係図書以外の行政関係図書

7

法令集

8

辞典

9

雑誌

10

その他

各種辞典（事典）、辞書、用語集

上記以外のもの

別 表 第 2（ 第 15 条 関 係 ）
芽室町議会図書室等図書等保存基準
種

別

国

北海道・北海道議会

芽室町議会

芽室町

その他の自治体

各種団体・調査研究機関等

関係法規・法令集

内

容

官報

保存年限
-

重要な刊行物

永年

その他の刊行物

10年

公報

備

考

インターネットで提供される官報（タブレット端末による閲覧等）

-

インターネットで提供される公報（タブレット端末による閲覧等）

重要な刊行物

永年

その他の刊行物

10年

会議録

永年

芽室町議会だより

永年

重要な刊行物

永年

その他の刊行物

10年

芽室町広報誌（縮刷版）

永年

重要な刊行物

永年

その他の刊行物

10年

重要な刊行物

永年

その他の刊行物

10年

重要な刊行物

永年

その他の刊行物

10年

現行法規、例規集、提要、

永年

要覧、実例集等

法律等の改正により効用が消滅したもの、新版・改訂版を受入した
ものは廃棄

雑誌等

雑誌

3年

芽室町議会に関連するものは行政資料とする

図書

一般図書

10年

新版・改訂版を受入したものは10年未満でも廃棄

行政資料

重要なもの

永年

※ 保存年限が経過したものでも、その内容から価値が現存すると判断されるものは、引き続き保管する。
※ 本基準に該当しない図書等については、内容を踏まえて適宜定めるものとする。
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○芽室 町議 会議 員会 会則

（名称 及び 構成 ）
第 １ 条 本 会は 、 芽 室 町 議会 議 員会 と 称 し 芽 室町 議 会議 員 を も っ て構 成 する 。
（目的 ）
第２条

本会は、会員の資質の向上並びに会員相互の親睦及び融和を図り、

民主地 方自 治行 政の 運営発 展に 寄与 する ことを 目的 とす る。
（事業 ）
第３条

本 会は 、前 条の目 的を 達成 する ために 次の 事業 を行 う。

（１）

研 修会 の開 催

（２）

親 睦行 事の 実施

（３）

関 係団 体と の緊密 なる 連絡

（４）

そ の目 的達 成のた め必 要な 事項

（ 役員 ）
第４条

本 会に 、次 の役員 を置 く。
会

長

１人

副会 長

１人

幹

事

若干名 （う ち１ 人は 会計担 当と する ）

監

事

２人

（役員 の職 務）
第５ 条

会 長は 、本 会を代 表し 、 会 務を 総理す る。

２

副 会長 は、会長 を補佐 し 、会 長 に事 故ある とき は、その 職務を 代理 する 。

３

幹 事は 、会 長の 諮問に 応じ 会の 運営 に参与 する 。

４

監 事は 、会 計を 監査す る。
（役員 の任 期）

第 ６ 条 役員の 任期 は、 ２年 とする 。
２

補 欠に よる 役員 の任期 は、 前任 者の 残任期 間と する 。
（会議 ）

第 ７ 条 本会の 会議 は、 定期 総会、 臨時 総会 及び 役員会 とす る。
２

定期総会は、毎年５月に開催し、臨時総会と役員会は、会長が必要と認
めたと きに 開催 する 。

３

定期総会及び臨時総会は、会員の２分の１以上が出席しなければ開くこ
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とはで きな い。
（経費 ）
第 ８ 条 本 会の 経 費 は 、 会員 の 拠出 金 、 そ の 他の 収 入を も っ て こ れに 充 てる 。
２

会 員の 拠出 額は 、総会 にお いて 決め る。
（会計 会務 ）

第 ９ 条 本 会の 会 計 会 務 は、 毎 年５ 月 １ 日 に 始ま り 翌年 ４ 月 ３ ０ 日に 終 わる 。
２

会長は、定期総会において前会計年度の収支決算を報告しなければなら
ない。
（事務 局）

第 10 条

本会の 事 務局は 、芽 室町 議会 事務局 内に 置く 。

（職員 ）
第 11 条

本会に 書 記を置 き、芽室 町議 会事務 局職 員の うち から会 長が 委嘱 す

る。
２

書 記は 、会 長の 命をう け、 その 事務 を処理 する 。
（会則 の変 更）

第 12 条

この会則は、総会又は役員会の議決がなければ変更することがで

きない。なお、役員会の議決による会則の変更は、総会にて報告し承認を
得るも のと する 。
（補則 ）
第 13 条

この会 則 に定め るも のの ほか 必要な 事項 は、会長 が役員 会に 諮っ て

定める 。

附

則

この 会則 は平成 14 年５月 10 日 から 施 行する 。
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○芽室 町議 員会 慶弔 内規
第１条

本 会の 慶弔 及び見 舞い につ いて は、次 によ るも のと する。

（１）

香 典及 び供 花料

ア

会 員が 死亡 したと き

イ

香

会 員の 配偶 者が死 亡し たと き

ウ

会 員の 両親 が死亡 した とき

エ

会 員と 同居 の親族 が死 亡し たと き

（２）

典

３ ０， ０００ 円

供 花料

１ ０， ０００ 円

香

典

２ ０， ０００ 円

供 花料

１ ０， ０００ 円

香

典

１ ０， ０００ 円

供 花料

１ ０， ０００ 円

香

典

１ ０， ０００ 円

供 花料

１ ０， ０００ 円

見 舞金

ア

会 員が ２週 間以上 入院 した 場合

２ ０， ０００ 円

イ

火 災等 不慮 の災害 に遭 遇し た場 合その 都度 役員 会で 決定す る。

第２条

本 会の 贈呈 を受け たと きは 、そ の返礼 はし ない もの とする 。

第３条

この内規に該当する事項が生じた場合は、本人または関係者は本会

事務局 へ連 絡す るも のとす る。

第４条

そ の他 必要 な事項 は役 員会 で決 める。

附

則

この 内規 は、 平成 14 年４月 ８日 から 施 行する 。
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○芽室 町議 友会 会則

（名称 及び 構成 ）
１

本会は、芽室町議友会と称し、芽室町在住者で議会に議席を有していた
者 及 び 現に 議席 を有 する者 をも って 会員 とする 。た だし、町外 在住者 であ っ
ても本 人が 希望 する 場合は 、会 員と なる ことが でき る。
（目的 ）

２

本会は、会員相互の親睦を図り、郷土発展のために貢献せんとするもの
である 。
（事業 ）

３

本会は、前記の目的を達成するため総会を開き、意見の交換、懇談等を
行うほか、会員及び町内外在住の会員となるべき資格を有する者が喜寿、
米寿及 び白 寿に 達し たとき は記 念品 を贈 って慶 祝し 、ま た死 亡した 場合 は、
香花料及び会長の弔辞又は電報を贈呈する。その他会長において特に必要
と認め たと きは 前記 に規定 する 以外 の慶 弔見舞 の意 を表 すこ とがで きる 。
（役員 及び 任期 ）

４

本会に次の役員を置き、任期を２年とし、総会において選任する。ただ
し、再 選を 妨げ ない 。
会

長

１名

副 会長

２名

幹

５名

事

庶 務会 計

１名

監

２名

事

（役員 の職 務）
５

役 員の 職務 は次 のとお りと する 。
（１）

会 長は 、 会 を代表 し 、 会務 を総 括する 。

（２ ） 副会長 は 、会長を 補佐 し、会長 に 事故 ある とき は会 務を代 行す る。
（３）

幹 事は 、 会 務を執 行す る。

（４）

庶 務会 計は 、会の 出納 を処 理す る。

（５）

監 事は 、 会 計の監 査を 行 う 。

（会議 ）
６

会 長が 必要 と認 めると きは 、役 員 会 を開く こと がで きる 。
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７

本 会の 総会 は毎 年７月 に開 き、 必要 に応じ て臨 時総 会を 開く。
（経費 ）

８

本会の経費は会費及び交付金、寄付金、特別徴収金をもってこれに 充て
る 。会 費は 年額 ３千 円以内 とす る。
（会計 ）

９

会 計は 毎年 ４月 に始ま り翌 年３ 月に 終わる 。
（顧問 ）

10

本 会に 顧問 、相 談役を 置く こと がで きる。
顧 問、 相談 役は 会長 の 推薦 によ り総 会で決 定す る。
（事務 所）

11

本 会の 事務 所は 、芽室 町議 会事 務局 内 に置 く。

附

則

この 会則 は、 平成 23 年７月 19 日か ら 施行す る。
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○ 地方 自治 法〔 昭和 ２ ２年 法律 第 ６ ７号〕
第六章

議会
第 一節

組織

〔議 会の 設置 〕
第八十 九条

普 通地 方公共 団体 に議 会を 置く。

〔都 道府 県議 会の 議員の 定数 〕
第九十 条
②

都道 府県 の議会 の議 員の 定数 は、条 例で 定め る。

前 項の 規定 によ る議員 の定 数の 変更 は、一 般選 挙の 場合 でなけ れば 、こ
れを 行う こと がで きない 。

③

第 六条 の二 第一 項の規 定に よる 処分 により 、著 しく 人口 の増加 があ つた
都道 府県 にお いて は、前 項の 規定 にか かわら ず、議員 の任 期中に おい ても 、
議員 の定 数を 増加 するこ とが でき る。

④

第 六条 の二 第一 項の規 定に より 都道 府県の 設置 をし よう とする 場合 に
おいて 、そ の区 域の 全部が 当該 新た に設 置され る都 道府 県の 区域の 一部 と
なる都 道府 県（ 以下 本条に おい て「 設置 関係都 道府 県」 とい う。） は、 そ
の協議 によ り、 あら かじめ 、新 たに 設置 される 都道 府県 の議 会の議 員の 定
数を定 めな けれ ばな らない 。

⑤

前 項の 規定 によ り新た に設 置さ れる 都道府 県の 議会 の議 員の定 数を 定
めたと きは 、設 置関 係都道 府県 は、 直ち に当該 定数 を告 示し なけれ ばな ら
ない。

⑥

前 項の 規定 によ り告示 され た新 たに 設置さ れる 都道 府県 の議会 の 議 員
の定数 は、 第一 項の 規定に 基づ く当 該都 道府県 の条 例に より 定めら れた も
のとみ なす 。

⑦

第 四項 の協 議に ついて は、 設置 関係 都道府 県の 議会 の議 決を経 なけ れば
ならな い。
〔市 町村 議会 の議 員の定 数〕

第九十 一条
②

市 町村 の議会 の議 員の 定数 は、条 例で 定め る。

前 項の 規定 によ る議員 の定 数の 変更 は、一 般選 挙の 場合 でなけ れば 、こ
れを行 うこ とが でき ない。

③

第 七条 第一 項又 は第三 項の 規定 によ る処分 によ り、 著し く人口 の増 減が
あつた 市町 村に おい ては、 前項 の規 定に かかわ らず 、議 員の 任期中 にお い
ても、 議員 の定 数を 増減す るこ とが でき る。
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④

前 項の 規定 によ り議員 の任 期中 にそ の定数 を減 少し た場 合にお いて 当
該市町 村の 議会 の議 員の職 に在 る者 の数 がその 減少 した 定数 を超え てい
るとき は、 当該 議員 の任期 中は 、そ の数 を以て 定数 とす る。 但し、 議員 に
欠員を 生じ たと きは 、これ に応 じて 、そ の定数 は、 当該 定数 に至る まで 減
少する もの とす る。

⑤

第 七条 第一 項又 は第三 項の 規定 によ り市町 村の 設置 を伴 う市町 村の 廃
置分合 をし よう とす る場合 にお いて 、そ の区域 の全 部又 は一 部が当 該廃 置
分合に より 新た に設 置され る市 町村 の区 域の全 部又 は一 部と なる市 町村
（以下 本条 にお いて 「設置 関係 市町 村」 という 。） は、設 置 関係市 町村 が
二以上 のと きは 設置 関係市 町村 の協 議に より、 設置 関係 市町 村が一 のと き
は当該 設置 関係 市町 村の議 会の 議決 を経 て、あ らか じめ 、新 たに設 置さ れ
る市町 村の 議会 の議 員の定 数を 定め なけ ればな らな い。

⑥

前 項の 規定 によ り新た に設 置さ れる 市町村 の議 会の 議員 の定数 を定 め
たとき は、設置 関係 市町村 は、直ち に当 該定数 を告 示し なけ ればな らな い。

⑦

前 項の 規定 によ り告示 され た新 たに 設置さ れる 市町 村の 議会の 議員 の
定数は 、第 一項 の規 定に基 づく 当該 市町 村の条 例に より 定め られた もの と
みなす 。

⑧

第 五項 の協 議に ついて は、 設置 関係 市町村 の議 会の 議決 を経な けれ ばな
らない 。
〔兼 職の 禁止 〕

第九十 二条

普 通地 方公共 団体 の議 会の 議員は 、衆 議院 議員 又は参 議院 議員

と兼ね るこ とが でき ない。
②

普 通地 方公 共団 体の議 会の 議員 は、 地方公 共団 体の 議会 の議員 並び に常
勤の職 員及 び地 方公 務員法 （昭 和二 十五 年法律 第二 百六 十一 号）第 二十 八
条の五 第一 項に 規定 する短 時間 勤務 の職 を占め る職 員（ 以下 「短時 間勤 務
職員」 とい う。） と 兼ねる こと がで きな い。
〔関 係私 企業 への 就職の 制限 〕

第九十 二条 の二

普 通地方 公共 団体 の議 会の議 員は 、当 該普 通地方 公共 団体

に対し 請負 をす る者 及びそ の支 配人 又は 主とし て同 一の 行為 をする 法人
の無限 責任 社員 、取 締役、 執行 役若 しく は監査 役若 しく はこ れらに 準ず べ
き者、 支配 人及 び清 算人た るこ とが でき ない。
〔任 期〕
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第九十 三条
②

普 通地 方公共 団体 の議 会の 議員の 任期 は、 四 年 とする 。

前 項の 任期 の起 算、補 欠議 員の 在任 期間及 び議 員の 定数 に異動 を生 じた
ためあ らた に選 挙さ れた議 員の 在任 期間 につい ては 、公 職選 挙法第 二百 五
十八条 及び 第二 百六 十条の 定め ると ころ による 。
〔町 村総 会〕

第九十 四条

町 村は 、条例 で、 第八 十九 条の規 定に かか わら ず、議 会を 置か

ず、選 挙権 を有 する 者の総 会を 設け るこ とがで きる 。
〔町 村総 会に 対す る準用 規定 〕
第九十 五条

前 条の 規定に よる 町村 総会 に関し ては 、町 村の 議会に 関す る規

定を 準用 する 。
第二 節

権限

〔議 決事 件〕
第九十 六条

普 通地 方公共 団体 の議 会は 、次に 掲げ る事 件を 議決し なけ れば

ならな い。
一

条 例を 設け 又は 改廃す るこ と。

二

予 算を 定め るこ と。

三

決 算を 認定 する こと。

四

法 律又 はこ れに 基づく 政令 に規 定す るもの を除 くほ か、 地方税 の賦 課徴
収又は 分担 金、 使用 料、加 入金 若し くは 手数料 の徴 収に 関す ること 。

五

そ の種 類及 び金 額につ いて 政令 で定 める基 準に 従い 条例 で定め る契 約
を締結 する こと 。

六

条 例で 定め る場 合を除 くほ か、 財産 を交換 し、 出資 の目 的とし 、若 しく
は支払 手段 とし て使 用し、 又は 適正 な対 価なく して これ を譲 渡し、 若し く
は貸し 付け るこ と。

七

不 動産 を信 託す ること 。

八

前 二号 に定 める ものを 除く ほか 、そ の種類 及び 金額 につ いて政 令で 定め
る基準 に従 い条 例で 定める 財産 の取 得又 は処分 をす るこ と。

九

負 担付 きの 寄附 又は贈 与を 受け るこ と。

十

法 律若 しく はこ れに基 づく 政令 又は 条例に 特別 の定 めが ある場 合を 除
くほか 、権 利を 放棄 するこ と。

十一

条例 で定 める 重要な 公の 施設 につ き条例 で定 める 長期 かつ独 占的 な

利用を させ るこ と。
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十二

普通 地方 公共 団体が その 当事 者で ある審 査請 求そ の他 の不服 申立 て、

訴えの 提起 （普 通地 方公共 団体 の行 政庁 の処分 又は 裁決 （行 政事件 訴訟 法
第三条 第二 項に 規定 する処 分又 は同 条第 三項に 規定 する 裁決 をいう 。以 下
この号 、第 百五 条の 二、第 百九 十二 条及 び第百 九十 九条 の三 第三項 にお い
て同じ 。） に係る 同 法第十 一条 第一 項（ 同法第 三十 八条 第一 項（同 法第 四
十三条 第二 項に おい て準用 する 場合 を含 む。） 又は 同法第 四 十三条 第一 項
におい て準 用す る場 合を含 む。）の規 定 による 普通 地方 公共 団体を 被告 と
する訴 訟（ 以下 この 号、第 百五 条の 二、 第百九 十二 条及 び第 百九十 九条 の
三第三 項に おい て「 普通地 方公 共団 体を 被告と する 訴訟 」と いう。）に 係
るもの を除 く。）、和 解（普 通地 方公 共団 体の行 政庁 の処 分又 は裁決 に係 る
普通地 方公 共団 体を 被告と する 訴訟 に係 るもの を除 く。）、あ つせん 、調 停
及び仲 裁に 関す るこ と。
十三

法律 上そ の義 務に属 する 損害 賠償 の額を 定め るこ と。

十四

普通 地方 公共 団体の 区域 内の 公共 的団体 等の 活動 の総 合調整 に関 す

ること 。
十五

その 他法 律又 はこれ に基 づく 政令 （これ らに 基づ く条 例を含 む。）に

より議 会の 権限 に属 する事 項
②

前 項に 定め るも のを除 くほ か、 普通 地方公 共団 体は 、条 例で普 通地 方公
共団体 に関 する 事件 （法定 受託 事務 に係 るもの にあ つて は、 国の安 全に 関
するこ とそ の他 の事 由によ り議 会の 議決 すべき もの とす るこ とが適 当で
ないも のと して 政令 で定め るも のを 除 く 。）に つき 議会の 議 決すべ きも の
を定め るこ とが でき る。
〔選 挙及 び予 算の 増額修 正権 〕

第九十 七条

普 通地 方公共 団体 の議 会は 、法律 又は これ に基 く政令 によ りそ

の権限 に属 する 選挙 を行わ なけ れば なら ない。
②

議 会は 、予 算に ついて 、増額し てこ れを議 決す るこ とを 妨げな い 。但し 、
普通地 方公 共団 体の 長の予 算の 提出 の権 限を侵 すこ とは でき ない。
〔検 閲・ 検査 及び 監査の 請求 〕

第九十 八条

普 通地 方公共 団体 の議 会は 、当該 普通 地方 公共 団体の 事務 （自

治事務 にあ つて は労 働委員 会及 び収 用委 員会の 権限 に属 する 事務で 政令
で定め るも のを 除き 、法定 受託 事務 にあ つては 国の 安全 を害 するお それ が
あるこ とそ の他 の事 由によ り議 会の 検査 の対象 とす るこ とが 適当で ない
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も の と し て 政 令 で 定 め る も の を 除 く 。） に 関 す る 書 類 及 び 計 算 書 を 検 閲 し 、
当該普 通地 方公 共団 体の長 、教 育委 員会 、選挙 管理 委員 会、 人事委 員会 若
しくは 公平 委員 会、 公安委 員

会、 労働 委員会 、農 業委 員会 又は監 査委 員

その他 法律 に基 づく 委員会 又は 委員 の報 告を請 求し て、 当該 事務の 管理 、
議決の 執行 及び 出納 を検査 する こと がで きる。
②

議 会は 、監 査委 員に対 し、 当該 普通 地方公 共団 体の 事務 （自治 事務 にあ
つては 労働 委員 会及 び収用 委員 会の 権限 に属す る事 務で 政令 で定め るも
のを除 き、 法定 受託 事務に あつ ては 国の 安全を 害す るお それ がある こと そ
の他の 事由 によ り本 項の監 査の 対象 とす ること が適 当で ない ものと して
政令で 定め るも のを 除く。）に 関する 監 査を求 め、 監査 の結 果に関 する 報
告を請 求す るこ とが できる 。こ の場 合に おける 監査 の実 施に ついて は、 第
百九十 九条 第二 項後 段の規 定を 準用 する 。
〔意 見書 の提 出〕

第九十 九条

普 通地 方公共 団体 の議 会は 、当該 普通 地方 公共 団体の 公益 に関

する事 件に つき 意見 書を国 会又 は関 係行 政庁に 提出 する こと ができ る。
〔調 査、 出頭 証言 及び記 録の 提出 請求 並びに 政務 活動 費等 〕
第百条

普 通地 方公 共団体 の議 会は 、当 該 普通 地方 公共 団体 の事務 （自 治事

務にあ つて は労 働委 員会及 び収 用委 員会 の権限 に属 する 事務 で政令 で定
めるも のを 除き 、法 定受託 事務 にあ つて は国の 安全 を害 する おそれ があ る
ことそ の他 の事 由に より議 会の 調査 の対 象とす るこ とが 適当 でない もの
として 政令 で定 める ものを 除く 。次 項に おいて 同じ 。）に 関 する調 査を 行
うこと がで きる 。こ の場合 にお いて 、当 該調査 を行 うた め特 に必要 があ る
と認め ると きは 、選 挙人そ の他

の 関係 人の出 頭及 び証 言並 びに記 録の 提

出を請 求す るこ とが できる 。
②

民 事訴 訟に 関す る法令 の規 定中 証人 の訊問 に関 する 規定 は、こ の法 律に
特別の 定め があ るも のを除 くほ か、 前項 後段の 規定 によ り議 会が当 該普 通
地方公 共団 体の 事務 に関す る調 査の ため 選挙人 その 他の 関係 人の証 言を
請求す る場 合に 、こ れを準 用す る。 ただ し、過 料、 罰金 、拘 留又は 勾引 に
関する 規定 は、 この 限りで ない 。

③

第 一項 後段 の規 定によ り出 頭又 は記 録の提 出の 請求 を受 けた選 挙人 そ
の他の 関係 人が 、正 当の理 由が ない のに 、議会 に出 頭せ ず若 しくは 記録 を
提出し ない とき 又は 証言を 拒ん だと きは 、六箇 月以 下の 禁錮 又は十 万円 以
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下の罰 金に 処す る。
④

議 会は 、選 挙人 その他 の関 係人 が公 務員た る地 位に おい て知り 得た 事実
につい ては 、そ の者 から職 務上 の秘 密に 属する もの であ る旨 の申立 を受 け
たとき は、 当該 官公 署の承 認が なけ れば 、当該 事実 に関 する 証言又 は記 録
の提出 を請 求す るこ とがで きな い。 この 場合に おい て当 該官 公署が 承認 を
拒むと きは 、そ の理 由を疏 明し なけ れば ならな い。

⑤

議 会が 前項 の規 定によ る疏 明を 理由 がない と認 める とき は、当 該官 公署
に対し 、当 該証 言又 は記録 の提 出が 公の 利益を 害す る旨 の声 明を要 求す る
ことが でき る。

⑥

当 該官 公署 が前 項の規 定に よる 要求 を受け た日 から 二十 日以内 に声 明
をしな いと きは 、選 挙人そ の他 の関 係人 は、証 言又 は記 録の 提出を しな け
ればな らな い。

⑦

第 二項 にお いて 準用す る民 事訴 訟に 関する 法令 の規 定に より宣 誓し た
選挙人 その 他の 関係 人が虚 偽の 陳述 をし たとき は、 これ を三 箇月以 上五 年
以下の 禁錮 に処 する 。

⑧

前 項の 罪を 犯し た者が 議会 にお いて 調査が 終了 した 旨の 議決が ある 前
に自白 した とき は、 その刑 を減 軽し 又は 免除す るこ とが でき る。

⑨

議 会は 、選 挙人 その他 の関 係人 が、 第三項 又は 第七 項の 罪を犯 した もの
と認め ると きは 、告 発しな けれ ばな らな い。但 し、 虚偽 の陳 述をし た選 挙
人その 他の 関係 人が 、議会 の調 査が 終了 した旨 の議 決が ある 前に自 白し た
ときは 、告 発し ない ことが でき る。

⑩

議 会が 第一 項の 規定に よる 調査 を行 うため 当該 普通 地方 公共団 体の 区
域内の 団体 等に 対し 照会を し又 は記 録の 送付を 求め たと きは 、当該 団体 等
は、そ の求 めに 応じ なけれ ばな らな い。

⑪

議 会は 、第 一項 の規定 によ る調 査を 行う場 合に おい ては 、予め 、予 算の
定額の 範囲 内に おい て、当 該調 査の ため 要する 経費 の額 を定 めて置 かな け
ればな らな い。 その 額を超 えて 経費 の支 出を必 要と する とき は、更 に議 決
を経な けれ ばな らな い。

⑫

議 会は 、会 議規 則の定 める とこ ろに より、 議案 の審 査又 は議会 の運 営に
関し協 議又 は調 整を 行うた めの 場を 設け ること がで きる 。

⑬

議 会は 、議 案の 審査又 は当 該普 通地 方公共 団体 の事 務に 関する 調査 のた
めその 他議 会に おい て必要 があ ると 認め るとき は、 会議 規則 の定め ると こ
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ろによ り、 議員 を派 遣する こと がで きる 。
⑭

普 通地 方公 共団 体は、 条例 の定 める ところ によ り、 その 議会の 議員 の調
査研究 その 他の 活動 に資す るた め必 要な 経費の 一部 とし て、 その議 会に お
ける会 派又 は議 員に 対し、 政務 活動 費を 交付す るこ とが でき る。こ の場 合
におい て、 当該 政務 活動費 の交 付の 対象 、額及 び交 付の 方法 並びに 当該 政
務活動 費を 充て るこ とがで きる 経費 の範 囲は、 条例 で定 めな ければ なら な
い。

⑮

前 項の 政務 活動 費の交 付を 受け た会 派又は 議員 は、 条例 の定め ると ころ
により 、当 該政 務活 動費に 係る 収入 及び 支出の 報告 書を 議長 に提出 する も
のとす る。

⑯

議 長は 、第 十四 項の政 務活 動費 につ いては 、そ の使 途の 透明性 の確 保に
努める もの とす る。

⑰

政 府は 、都 道府 県の議 会に 官報 及び 政府の 刊行 物を 、市 町村の 議会 に官
報及び 市町 村に 特に 関係が ある と認 める 政府の 刊行 物を 送付 しなけ れば
ならな い。

⑱

都 道府 県は 、当 該都道 府県 の区 域内 の市町 村の 議会 及び 他の都 道府 県の
議会に 、公 報及 び適 当と認 める 刊行 物を 送付し なけ れば なら ない。

⑲

議 会は 、議 員の 調査研 究に 資す るた め、図 書室 を附 置し 前二項 の規 定に
より送 付を 受け た官 報、公 報及 び刊 行物 を保管 して 置か なけ ればな らな い 。

⑳

前 項の 図書 室は 、一般 にこ れを 利用 させる こと がで きる 。
〔議 案の 審査 又は 普通地 方公 共団 体の 事務に 関す る調 査〕

第百条 の二

普 通地 方公共 団体 の議 会は 、議案 の審 査又 は当 該普通 地方 公共

団体の 事務 に関 する 調査の ため に必 要な 専門的 事項 に係 る調 査を学 識経
験を有 する 者等 にさ せるこ とが でき る。
第三 節

招集 及び会 期

〔招 集〕
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。
②

議 長は 、議 会運 営委員 会の 議決 を経 て、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。

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。
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④

前 二項 の規 定に よる請 求が あつ たと きは、当該 普通 地方 公共団 体の 長は、
請求の あつ た日 から 二十日 以内 に臨 時会 を招集 しな けれ ばな らない 。

⑤

第 二項 の規 定に よる請 求の あつ た日 から二 十日 以内 に当 該普通 地方 公
共団体 の長 が臨 時会 を招集 しな いと きは 、第一 項の 規定 にか かわら ず、 議
長は、 臨時 会を 招集 するこ とが でき る。

⑥

第 三項 の規 定に よる請 求の あつ た日 から二 十日 以内 に当 該普通 地方 公
共団体 の長 が臨 時会 を招集 しな いと きは 、第一 項の 規定 にか かわら ず、 議
長は、 第三 項の 規定 による 請求 をし た者 の申出 に基 づき 、当 該申出 のあ つ
た日か ら、 都道 府県 及び市 にあ つて は十 日以内 、町 村に あつ ては六 日以 内
に臨時 会を 招集 しな ければ なら ない 。

⑦

招 集は 、開 会の 日前、 都道 府県 及び 市にあ つて は七 日、 町村に あつ 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 ない 。
〔定 例会 及び 臨時 会〕

第百二 条

普通 地方 公共団 体の 議会 は、 定例会 及び 臨時 会と す る。

②

定 例会 は、 毎年 、条例 で定 める 回数 これを 招集 しな けれ ばなら ない 。

③

臨 時会 は、 必要 がある 場合 にお いて 、その 事件 に限 りこ れを招 集す る。

④

臨 時会 に付 議す べき事 件は 、普 通地 方公共 団体 の長 があ らかじ めこ れを
告示し なけ れば なら ない。

⑤

前 条第 五項 又は 第六項 の場 合に おい ては、 前項 の規 定に かかわ らず 、議
長が、 同条 第二 項又 は第三 項の 規定 によ る請求 にお いて 示さ れた会 議に 付
議すべ き事 件を 臨時 会に付 議す べき 事件 として 、あ らか じめ 告示し なけ れ
ばなら ない 。

⑥

臨 時会 の開 会中 に緊急 を要 する 事件 がある とき は、 前三 項の規 定に かか
わらず 、直 ちに これ を会議 に付 議す るこ とがで きる 。

⑦

普 通地 方公 共団 体の議 会の 会期 及び その延 長並 びに その 開閉に 関す る
事項は 、議 会が これ を定め る。
〔会 期制 度〕

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
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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 なつ 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 つた 日をも つて 、
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。

⑤

第 三項 の規 定は 、前項 後段 に規 定す る会期 につ いて 準用 する。

⑥

第 一項 の議 会は 、条例 で、 定期 的に 会議を 開く 日（ 以下 「定例 日」 とい
う。） を定 めなけ れ ばなら 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 あつ た日 から、 都道 府
県及び 市に あつ ては 七日以 内、 町村 にあ つては 三日 以内 に会 議を開 かな け
ればな らな い。

⑧

第 一項 の場 合に おける 第七 十四 条第 三項、 第百 二十 一条 第一項 、第 二百
四十三 条の 三第 二項 及び第 三項 並び に第 二百五 十二 条の 三十 九第四 項の
規定の 適用 につ いて は、第 七十 四条 第三 項中「 二十 日以 内に 議会を 招集 し、」
とある のは 「二 十日 以内に 」と 、第 百二 十一条 第一 項中 「議 会の審 議」 と
あるの は「 定例 日に 開かれ る会 議の 審議 又は議 案の 審議 」と 、第二 百四 十
三条の 三第 二項 及び 第三項 中「 次の 議会 」とあ るの は「 次の 定例日 に開 か
れる会 議」 と、 第二 百五十 二条 の三 十九 第四項 中「 二十 日以 内に議 会を 招
集し」 とあ るの は「 二十日 以内 に」 とす る。
第 四節

議 長及び 副議 長

〔議 長及 び副 議長 〕
第百三 条

普通 地方 公共団 体の 議会 は、 議員の 中か ら議 長及 び副議 長一 人を

選挙 しな け れ ばな らない 。
②

議 長及 び副 議長 の任期 は、 議員 の任 期によ る。
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〔議 長の 権限 〕
第百四 条

普通 地方 公共団 体の 議会 の議 長は、 議場 の秩 序を 保持し 、議 事を

整理 し、 議会 の事 務を統 理し 、議 会を 代表す る。
〔委 員会 への 出席 発言権 〕
第百五 条

普通 地方 公共団 体の 議会 の議 長は、 委員 会に 出席 し、発 言す るこ

とが でき る。
〔抗 告訴 訟の 取扱 い〕
第百五 条の 二

普通 地方公 共団 体の 議会 又は議 長の 処分 又は 裁決に 係る 普

通 地方 公共 団体 を被 告とす る訴 訟に つい ては、 議長 が当 該普 通地方 公共 団
体を代 表す る。
〔議 長の 代理 及び 仮議長 〕
第百六 条

普通 地方 公共団 体の 議会 の議 長に事 故が ある とき 、又は 議長 が欠

けたと きは 、副 議長 が議長 の職 務を 行う 。
②

議 長及 び副 議長 にとも に事 故が ある ときは 、仮 議長 を選 挙し、 議長 の職
務を 行わ せる 。

③

議 会は 、仮 議長 の選任 を議 長に 委任 するこ とが でき る。
〔臨 時議 長〕

第百七 条

第百 三条 第一項 及び 前条 第二 項の規 定に よ る 選挙 を行う 場合 に

おいて 、議 長の 職務 を行う 者が ない とき は、年 長の 議員 が臨 時に議 長の 職
務を行 う。
〔議 長及 び副 議長 の辞職 〕
第百八 条

普通 地方 公共団 体の 議会 の議 長及び 副議 長は 、議 会の許 可を 得て

辞職す るこ とが でき る。但 し、 副議 長は 、議会 の閉 会中 にお いては 、議 長
の許可 を得 て辞 職す ること がで きる 。
第 五節

委 員会

〔常 任委 員会 、議 会運営 委員 会及 び特 別委員 会〕
第百九 条

普通 地方 公共団 体の 議会 は、 条例で 、常 任委 員会 、議会 運営 委員

会及び 特別 委員 会を 置くこ とが でき る。
②

常 任委 員会 は、 その部 門に 属す る当 該普通 地方 公共 団体 の事務 に関 する
調査を 行い 、議 案、 請願等 を審 査す る。

③

議 会運 営委 員会 は、次 に掲 げる 事項 に関す る調 査を 行い 、議案 、請 願等
を審査 する 。
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一

議会 の運 営に 関する 事項

二

議会 の会 議規 則、委 員会 に関 する 条例等 に関 する 事項

三

議長 の諮 問に 関する 事項

④

特 別委 員会 は、 議会の 議決 によ り付 議され た事 件を 審査 する。

⑤

第 百十 五条 の二 の規定 は、 委員 会に ついて 準用 する 。

⑥

委 員会 は、 議会 の議決 すべ き事 件の うちそ の部 門に 属す る当該 普通 地方
公共団 体の 事務 に関 するも のに つき 、議 会に議 案を 提出 する ことが でき る。
ただし 、予 算に つい ては、 この 限り でな い。

⑦

前 項の 規定 によ る議案 の提 出は 、文 書をも つて しな けれ ばなら ない 。

⑧

委 員会 は、 議会 の議決 によ り付 議さ れた特 定の 事件 につ いては 、閉 会中
も、な お、 これ を審 査する こと がで きる 。

⑨

前 各項 に定 める ものの ほか 、委 員の 選任そ の他 委員 会に 関し必 要な 事項
は、条 例で 定め る。
第 六節

会議

〔議 員の 議案 提出 権 〕
第百十 二条

普 通地 方公共 団体 の議 会の 議員は 、議 会の 議決 すべき 事件 につ

き、議 会に 議案 を提 出する こと がで きる 。但し 、予 算に つい ては、 この 限
りでな い。
②

前 項の 規定 によ り議案 を提 出す るに 当たつ ては 、議 員の 定数の 十二 分の
一以上 の者 の賛 成が なけれ ばな らな い。

③

第 一項 の規 定に よる議 案の 提出 は、 文書を 以て これ をし なけれ ばな らな
い。

〔定足 数〕
第百十 三条

普 通地 方公共 団体 の議 会は 、議員 の定 数の 半数 以上の 議員 が出

席しな けれ ば、 会議 を開く こと がで きな い。但 し、 第百 十七 条の規 定に よ
る除斥 のた め半 数に 達しな いと き、 同一 の事件 につ き再 度招 集して もな お
半数に 達し ない とき 、又は 招集 に応 じて も出席 議員 が定 数を 欠き議 長に お
いて出 席を 催告 して もなお 半数 に達 しな いとき 若し くは 半数 に達し ても
その後 半数 に達 しな くなつ たと きは 、こ の限り でな い。
〔議 員の 請求 によ る開議 〕
第百十 四条

普 通地 方公共 団体 の議 会の 議員の 定数 の半 数以 上の者 から 請

求があ ると きは 、議 長は、 その 日の 会議 を開か なけ れば なら ない。 この 場
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合にお いて 議長 がな お 会議 を開 かな いと きは、 第百 六条 第一 項又は 第二 項
の例に よる 。
②

前 項の 規定 によ り会議 を開 いた とき 、又は 議員 中に 異議 がある とき は、
議長は 、会 議の 議決 によら ない 限り 、そ の日の 会議 を閉 じ又 は中止 する こ
とがで きな い。
〔議 事の 公開 原則 及び秘 密会 〕

第百十 五条

普 通地 方公共 団体 の議 会の 会議は 、こ れを 公開 する。 但し 、議

長又は 議員 三人 以上 の発議 によ り、 出席 議員の 三分 の二 以上 の多数 で議 決
したと きは 、秘 密会 を開く こと がで きる 。
②

前 項但 書の 議長 又は議 員の 発議 は、 討論を 行わ ない でそ の可否 を決 しな
ければ なら ない 。
〔公 聴会 及び 参考 人の出 頭〕

第百十 五条 の二

普 通地方 公共 団体 の議 会は、 会議 にお いて 、予算 その 他重

要な議 案、 請願 等に ついて 公聴 会を 開き 、真に 利害 関係 を有 する者 又は 学
識経験 を有 する 者等 から意 見を 聴く こと ができ る。
②

普 通地 方公 共団 体の議 会は 、会 議に おいて 、当 該普 通地 方公共 団体 の事
務に関 する 調査 又は 審査の ため 必要 があ ると認 める とき は、 参考人 の出 頭
を 求め 、そ の意 見を 聴くこ とが でき る。
〔修 正動 議発 議の 手続〕

第百十 五条 の三

普 通地方 公共 団体 の議 会が議 案に 対す る修 正の動 議を 議

題とす るに 当た つて は、議 員の 定数 の十 二分の 一以 上の 者の 発議に よら な
ければ なら ない 。
〔表 決〕
第百十 六条

こ の法 律に特 別の 定が ある 場合を 除く 外、 普通 地方公 共団 体の

議会の 議事 は、 出席 議員の 過半 数で これ を決し 、可 否同 数の ときは 、議 長
の決す ると ころ によ る。
②

前 項の 場合 にお いては 、議 長は 、議 員とし て議 決に 加わ る権利 を有 しな
い。
〔除 斥〕

第百十 七条

普 通地 方公共 団体 の議 会の 議長及 び議 員は 、自 己若し くは 父母、

祖父母 、配 偶者 、子 、孫若 しく は兄 弟姉 妹の一 身上 に関 する 事件又 は自 己
若しく はこ れら の者 の従事 する 業務 に直 接の利 害関 係の ある 事件に つい
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ては、 その 議事 に参 与する こと がで きな い。但 し、 議会 の同 意があ つた と
きは、 会議 に出 席し 、発言 する こと がで きる。
〔選 挙の 方法 ・指 名推選 及び 投票 の効 力の異 議〕
第百十 八条

法 律又 はこれ に基 づく 政令 により 普通 地方 公共 団体の 議会 に

おいて 行う 選挙 につ いては 、公 職選 挙法 第四十 六条 第一 項及 び第四 項、 第
四十七 条、 第四 十八 条、第 六十 八条 第一 項並び に普 通地 方公 共団体 の議 会
の議員 の選 挙に 関す る第九 十五 条の 規定 を準用 する 。そ の投 票の効 力に 関
し異議 があ ると きは 、議会 がこ れを 決定 する。
②

議 会は 、議 員中 に異議 がな いと きは 、前項 の選 挙に つき 指名推 選の 方法
を用 いる こと がで きる。

③

指 名推 選の 方法 を用い る場 合に おい ては、 被指 名人 を以 て当選 人と 定め
るべ きか どう かを 会議に 諮り 、議 員の 全員の 同意 があ つた 者を以 て当 選人
とする 。

④

一 の選 挙を 以て 二人以 上を 選挙 する 場合に おい ては 、被 指名人 を区 分し
て前項 の規 定を 適用 しては なら ない 。

⑤

第 一項 の規 定に よる決 定に 不服 があ る者は 、決 定が あつ た日か ら二 十一
日以内 に、 都道 府県 にあつ ては 総務 大臣 、市町 村に あつ ては 都道府 県知 事
に審査 を申 し立 て、 その裁 決に 不服 があ る者は 、裁 決の あつ た日か ら二 十
一日以 内に 裁判 所に 出訴す るこ とが でき る。

⑥

第 一項 の規 定に よる決 定は 、文 書を 以てし 、そ の理 由を 附けて これ を本
人に交 付し なけ れば ならな い。
〔会 期不 継続 の原 則〕

第百十 九条

会 期中 に議決 に至 らな かつ た事件 は、 後会 に継 続しな い。

〔会 議規 則〕
第百二 十条

普 通地 方公共 団体 の議 会は 、会議 規則 を設 けな ければ なら ない。

〔長 その 他役 員等 の出席 義務 〕
第百二 十一 条

普通 地方公 共団 体の 長、 教育委 員会 の委 員長 、選挙 管理 委員

会の委 員長 、人 事委 員会の 委員 長又 は公 平委員 会の 委員 長、 公安委 員会 の
委員長 、労 働委 員会 の委員 、農 業委 員会 の会長 及び 監査 委員 その他 法律 に
基づく 委員 会の 代表 者又は 委員 並び にそ の委任 又は 嘱託 を 受 けた者 は、 議
会の審 議に 必要 な説 明のた め議 長か ら出 席を求 めら れた とき は、議 場に 出
席しな けれ ばな らな い。た だし 、出 席す べき日 時に 議場 に出 席でき ない こ
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とにつ いて 正当 な理 由があ る場 合に おい て、そ の旨 を議 長に 届け出 たと き
は、こ の限 りで ない 。
②

第 百二 条の 二第 一項の 議会 の議 長は 、前項 本文 の規 定に より議 場へ の出
席を求 める に当 たつ ては、 普通 地方 公共 団体の 執行 機関 の事 務に支 障を 及
ぼすこ との ない よう 配慮し なけ れば なら ない。
〔長 の説 明書 提出 〕

第百二 十二 条

普通 地方公 共団 体の 長は 、議会 に、 第二 百十 一条第 二項 に規

定する 予算 に関 する 説明書 その 他当 該普 通地方 公共 団体 の事 務に関 する
説明書 を提 出し なけ ればな らな い。
〔会 議録 〕
第百二 十三 条

議長 は、事 務局 長又 は書 記長（ 書記 長を 置か ない町 村に おい

ては書 記） に書 面又 は電磁 的記 録（ 電子 的方式 、磁 気的 方式 その他 人の 知
覚によ つて は認 識す ること がで きな い方 式で作 られ る記 録で あつて 、電 子
計算機 によ る情 報処 理の用 に供 され るも のをい う。 以下 この 条及び 第二 百
三十四 条第 五項 にお いて同 じ。）によ り 会議録 を作 成さ せ、 並びに 会議 の
次 第及 び出 席議 員の 氏名を 記載 させ 、又 は記録 させ なけ れば ならな い。
②

会 議録 が書 面を もつて 作成 され てい るとき は、 議長 及び 議会に おい て定
めた 二人 以上 の議 員がこ れに 署名 しな ければ なら ない 。

③

会 議録 が電 磁的 記録を もつ て作 成さ れてい ると きは 、議 長及び 議会 にお
いて 定め た二 人以 上の議 員が 当該 電磁 的記録 に総 務省 令で 定める 署名 に
代わる 措置 をと らな ければ なら ない 。

④

議 長は 、会 議録 が書面 をも つて 作成 されて いる とき はそ の写し を、 会議
録が電 磁的 記録 をも つて作 成さ れて いる ときは 当該 電磁 的記 録に記 録さ
れ た 事 項を 記載 した 書面又 は当 該事 項を 記録し た磁 気デ ィス ク（こ れに 準
ずる方 法に より 一定 の事項 を確 実に 記録 するこ とが でき る物 を含む 。） を
添えて 会議 の結 果を 普通地 方公 共団 体の 長に報 告し なけ れば ならな い。
第 七節

請願

〔請 願書 〕
第百二 十四 条

普通 地方公 共団 体の 議会 に請願 しよ うと する 者は、 議員 の紹

介によ り請 願書 を提 出しな けれ ばな らな い。
〔採 択請 願の 送付 及び報 告の 請求 〕
第百二 十五 条

普通 地方公 共団 体の 議会 は、そ の採 択し た請 願で当 該普 通地
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方公共 団体 の長 、教 育委員 会、 選挙 管理 委員会 、人 事委 員会 若しく は公 平
委員会 、公 安委 員会 、労働 委員 会、 農業 委員会 又は 監査 委員 その他 法律 に
基づく 委員 会又 は委 員にお いて 措置 する ことが 適当 と認 める ものは 、こ れ
らの者 にこ れを 送付 し、か つ、 その 請願 の処理 の経 過及 び結 果の報 告を 請
求する こと がで きる 。
第 八節

議 員の辞 職及 び資 格の 決定

〔辞 職〕
第百二 十六 条

普通 地方公 共団 体の 議会 の議員 は、 議会 の許 可を得 て辞 職す

ること がで きる 。但 し、閉 会中 にお いて は、議 長の 許可 を得 て辞職 する こ
とがで きる 。
〔失 職及 び資 格決 定〕
第百二 十七 条

普通 地方公 共団 体の 議会 の議員 が被 選挙 権を 有しな い者 で

あると き又 は第 九十 二条の 二（ 第二 百八 十七条 の二 第七 項に おいて 準用 す
る場合 を含 む。 以下 この項 にお いて 同じ 。）の 規定 に該当 す るとき は、 そ
の職を 失う 。そ の被 選挙権 の有 無又 は第 九十二 条の 二の 規定 に該当 する か
どうか は、 議員 が公 職選挙 法第 十一 条、 第十一 条の 二若 しく は第二 百五 十
二条又 は政 治資 金規 正法（ 昭和 二十 三年 法律第 百九 十四 号） 第二十 八 条 の
規定に 該当 する ため 被選挙 権を 有し ない 場合を 除く ほか 、議 会がこ れを 決
定する 。こ の場 合に おいて は、 出席 議員 の三分 の二 以上 の多 数によ りこ れ
を決定 しな けれ ばな らない 。
②

都 道府 県の 議会 の議員 は、 住所 を移 したた め被 選挙 権を 失つて も、 その
住所が 同一 都道 府県 の区域 内に 在る とき は、そ のた めに その 職を失 うこ と
はない 。

③

第 一項 の場 合に おいて は、 議員 は、 第百十 七条 の規 定に かかわ らず 、そ
の会議 に出 席し て自 己の資 格に 関し 弁明 するこ とは でき るが 決定に 加わ
ること がで きな い。

④

第 百十 八条 第五 項及び 第六 項の 規定 は 、第 一項 の場 合に これを 準用 する。
〔失 職の 時期 〕

第百二 十八 条

普通 地方公 共団 体の 議会 の議員 は、 公職 選挙 法第二 百二 条第

一項若 しく は第 二百 六条第 一項 の規 定に よる異 議の 申出 、同 法第二 百二 条
第二項 若し くは 第二 百六条 第二 項の 規定 による 審査 の申 立て 、同法 第二 百
三条第 一項 、第 二百 七条第 一項 、第 二百 十条若 しく は第 二百 十一条 の訴 訟
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の提起 に対 する 決定 、裁決 又は 判決 が確 定する まで の間 （同 法第二 百十 条
第一項 の規 定に よる 訴訟を 提起 する こと ができ る場 合に おい て、当 該訴 訟
が提起 され なか つた とき、 当該 訴訟 につ いての 訴え を 却 下し 若しく は訴 状
を却下 する 裁判 が確 定した とき 、又 は当 該訴訟 が取 り下 げら れたと きは 、
それぞ れ同 項に 規定 する出 訴期 間が 経過 するま で、 当該 裁判 が確定 する ま
で又は 当該 取下 げが 行われ るま での 間） は、そ の職 を失 わな い。
第 九節

紀律

〔議 場の 秩序 維持 〕
第百二 十九 条

普通 地方公 共団 体の 議会 の会議 中こ の法 律又 は会議 規則 に

違反し その 他議 場の 秩序を 乱す 議員 があ るとき は、議長 は、こ れを制 止し 、
又は発 言を 取り 消さ せ、そ の命 令に 従わ ないと きは 、そ の日 の会議 が終 る
まで発 言を 禁止 し、 又は議 場の 外に 退去 させる こと がで きる 。
②

議 長は 、議 場が 騒然と して 整理 する ことが 困難 であ ると 認める とき は、
その日 の会 議を 閉じ 、又は 中止 する こと ができ る。
〔会 議の 傍聴 〕

第百三 十条

傍 聴人 が公然 と可 否を 表明 し、又 は騒 ぎ立 てる 等会議 を妨 害す

るとき は、 普通 地方 公共団 体の 議会 の議 長は、 これ を制 止し 、その 命令 に
従わな いと きは 、こ れを退 場さ せ、 必要 がある 場合 にお いて は、こ れを 当
該警察 官に 引き 渡す ことが でき る。
②

傍 聴席 が騒 がし いとき は、 議長 は、 すべて の傍 聴人 を退 場させ るこ とが
でき る。

③

前 二項 に定 める ものを 除く ほか 、議 長は、 会議 の傍 聴に 関し必 要な 規則
を設 けな けれ ばな らない 。
〔議 長の 注意 の喚 起〕

第百三 十一 条

議場 の秩序 を乱 し又 は会 議を妨 害す るも のが あると きは 、議

員は 、議 長の 注意 を喚起 する こと がで きる。
〔言 論の 品位 〕
第百三 十二 条

普通 地方公 共団 体の 議会 の会議 又は 委員 会に おいて は、 議員

は、無 礼の 言葉 を使 用し、 又は 他人 の私 生活に わた る言 論を しては なら な
い。
〔侮 辱に 対す る処 置〕
第百三 十三 条

普通 地方公 共団 体の 議会 の会議 又は 委員 会に おいて 、侮 辱を
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受けた 議員 は、 これ を議会 に訴 えて 処分 を求め るこ とが でき る。
第 十節

懲罰

〔懲 罰理 由等 〕
第百三 十四 条

普通 地方公 共団 体の 議会 は、こ の法 律並 びに 会議規 則及 び委

員会に 関す る条 例に 違反し た議 員に 対し 、議決 によ り懲 罰を 科する こと が
できる 。
②

懲 罰に 関し 必要 な事項 は、 会議 規則 中にこ れを 定め なけ ればな らな い。
〔懲 罰の 種類 及び その手 続〕

第百三 十五 条

懲罰 は、左 の通 りと する 。

一

公 開の 議場 にお ける戒 告

二

公 開の 議場 にお ける陳 謝

三

一 定期 間の 出席 停止

四

除名

②

懲 罰の 動議 を議 題とす るに 当つ ては 、議員 の定 数の 八分 の一以 上の 者の
発議に よら なけ れば ならな い。

③

第 一項 第四 号の 除名に つい ては 、当 該普通 地方 公共 団体 の議会 の議 員の
三分の 二以 上の 者が 出席し 、そ の四 分の 三以上 の者 の同 意が なけれ ばな ら
ない。
〔除 名議 員の 再当 選〕

第百三 十六 条

普通 地方公 共団 体の 議会 は、除 名さ れた 議員 で再び 当選 した

議員を 拒む こと がで きない 。
〔欠 席議 員の 懲罰 〕
第百三 十七 条

普通 地方公 共団 体の 議会 の議員 が正 当 な 理由 がなく て招 集

に応じ ない ため 、又 は正当 な理 由が なく て会議 に欠 席し たた め、議 長が 、
特に招 状を 発し ても 、なお 故な く出 席し ない者 は、 議長 にお いて、 議会 の
議決を 経て 、こ れに 懲罰を 科す るこ とが できる 。
第 十一 節

議会の 事務 局及 び事 務局長 、書 記長 、書 記その 他の 職員

〔事 務局 並び に事 務局長 ・書 記長 ・書 記及び その 他の 職員 〕
第百三 十八 条

都道 府県の 議会 に事 務局 を置く 。

②

市 町村 の議 会に 条例の 定め ると ころ により 、事 務局 を置 くこと がで きる。

③

事 務局 に事 務局 長、書 記そ の他 の職 員を置 く。

④

事 務局 を置 かな い市町 村の 議会 に書 記長、 書記 その 他の 職員を 置く 。た
- 137 -

だし、 町村 にお いて は、書 記長 を置 かな いこと がで きる 。
⑤

事 務局 長、 書記 長、書 記そ の他 の職 員は、 議長 がこ れを 任免す る。

⑥

事 務局 長、 書記 長、書 記そ の他 の常 勤の職 員の 定数 は、 条例で これ を定
める。 ただ し、 臨時 の職に つい ては 、こ の限り でな い。

⑦

事 務局 長及 び書 記長は 議長 の命 を受 け、書 記そ の他 の職 員は上 司の 指揮
を受け て、 議会 に関 する事 務に 従事 する 。

⑧

事 務局 長、 書記 長、書 記そ の他 の職 員に関 する 任用 、職 階制、 給 与 、勤
務時間 その 他の 勤務 条件 、分 限及び 懲戒 、服 務、研修 及び 勤 務成績 の評 定、
福祉及 び利 益の 保護 その他 身分 取扱 いに 関して は、 この 法律 に定め るも の
を除く ほか 、地 方公 務員法 の定 める とこ ろによ る。

第七章

執 行機 関
第 二節

普 通地方 公共 団体 の長
第 四款

議会 との 関係

〔議 会の 議決 又は 選挙に 対す る長 の 措 置 〕
第 百七 十六 条

普通 地方公 共団 体の 議会 の議決 につ いて 異議 がある とき は、

当該普 通地 方公 共団 体の長 は、 この 法律 に特別 の定 めが ある ものを 除く ほ
か、そ の議 決の 日（ 条例の 制定 若し くは 改廃又 は予 算に 関す る議決 につ い
ては、 その 送付 を受 けた日 ）か ら十 日以 内に理 由を 示し てこ れを再 議に 付
するこ とが でき る。
②

前 項の 規定 によ る議会 の議 決が 再議 に付さ れた 議決 と同 じ議決 であ る
ときは 、そ の議 決は 、確定 する 。

③

前 項の 規定 によ る議決 のう ち条 例の 制定若 しく は改 廃又 は予算 に関 す
るもの につ いて は、 出席議 員の 三分 の二 以上の 者の 同意 がな ければ なら な
い。

④

普 通地 方公 共団 体の議 会の 議決 又は 選挙が その 権限 を超 え又は 法令 若
しくは 会議 規則 に違 反する と認 める とき は、当 該普 通地 方公 共団体 の長 は、
理由を 示し てこ れを 再議に 付し 又は 再選 挙を行 わせ なけ れば ならな い。

⑤

前 項の 規定 によ る議会 の議 決又 は選 挙がな おそ の権 限を 超え又 は法 令
若しく は会 議規 則に 違反す ると 認め ると きは、 都道 府県 知事 にあつ ては 総
務大臣 、市 町村 長に あつて は都 道府 県知 事に対 し、 当該 議決 又は選 挙が あ
つた日 から 二十 一日 以内に 、審 査を 申し 立てる こと がで きる 。

⑥

前 項の 規定 によ る申立 てが あつ た場 合にお いて 、総 務大 臣又は 都道 府県
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知事は 、審 査の 結果 、議会 の議 決又 は選 挙がそ の権 限を 超え 又は法 令若 し
くは会 議規 則に 違反 すると 認め ると きは 、当該 議決 又は 選挙 を取り 消す 旨
の裁定 をす るこ とが できる 。
⑦

前 項の 裁定 に不 服があ ると きは 、普 通地方 公共 団体 の議 会又は 長は 、裁
定のあ つた 日か ら六 十日以 内に 、裁 判所 に出訴 する こと がで きる。

⑧

前 項の 訴え のう ち第四 項の 規定 によ る議会 の議 決又 は選 挙の取 消し を
求める もの は、 当該 議会を 被告 とし て提 起しな けれ ばな らな い。
〔支 出に 関す る議 決に対 する 長 の 措置 〕

第 百七 十七 条

普通 地方公 共団 体の 議会 におい て次 に掲 げる 経費を 削除 し

又は減 額す る議 決を したと きは 、そ の経 費及び これ に伴 う収 入につ いて 、
当該普 通地 方公 共団 体の長 は、 理由 を示 してこ れを 再議 に付 さなけ れば な
らない 。
一

法令 によ り負 担 する経 費、 法律 の規 定に基 づき 当該 行政 庁の職 権に
より命 ずる 経費 その 他の普 通地 方公 共団 体の義 務に 属す る経 費

二

非 常の 災害 による 応急 若し くは 復旧の 施設 のた めに 必要な 経費 又
は感染 症予 防の ため に必要 な経 費

②

前 項第 一号 の場 合にお いて 、議 会の 議決が なお 同号 に掲 げる経 費を 削除
し又は 減額 した とき は、当 該普 通地 方公 共団体 の長 は、 その 経費及 びこ れ
に伴う 収入 を予 算に 計上し てそ の経 費を 支出す るこ とが でき る。

③

第 一項 第二 号の 場合に おい て、 議会 の議決 がな お同 号に 掲げる 経費 を削
除し又 は減 額し たと きは、 当該 普通 地方 公共団 体の 長は 、そ の議決 を不 信
任の議 決と みな すこ とがで きる 。
〔不 信任 議決 と長 の措置 〕

第 百七 十八 条

普通 地方公 共団 体の 議会 におい て 、 当該 普通 地方公 共団 体の

長の不 信任 の議 決を したと きは 、直 ちに 議長か らそ の旨 を当 該普通 地方 公
共団体 の長 に通 知し なけれ ばな らな い。 この場 合に おい ては 、普通 地方 公
共団体 の長 は、 その 通知を 受け た日 から 十日以 内に 議会 を解 散する こと が
できる 。
②

議 会に おい て当 該普通 地方 公共 団体 の長の 不信 任の 議決 をした 場合 に
おいて 、前 項の 期間 内に議 会を 解散 しな いとき 、又 はそ の解 散後初 めて 招
集され た議 会に おい て再び 不信 任の 議決 があり 、議 長か ら当 該普通 地方 公
共団体 の長 に対 しそ の旨の 通知 があ つた ときは 、普 通地 方公 共団体 の長 は、
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同項の 期間 が経 過し た日又 は議 長か ら通 知があ つた 日に おい てその 職を
失う。
③

前 二項 の規 定に よる不 信任 の議 決に ついて は、 議員 数の 三分の 二以 上の
者が出 席し 、第 一項 の場合 にお いて はそ の四分 の三 以上 の者 の、前 項の 場
合にお いて はそ の過 半数の 者の 同意 がな ければ なら ない 。
〔長 の専 決処 分 〕

第 百七 十九 条

普通 地方公 共団 体の 議会 が成立 しな いと き、 第百十 三条 ただ

し書の 場合 にお いて なお会 議を 開く こと ができ ない とき 、普 通地方 公共 団
体の長 にお いて 議会 の議決 すべ き事 件に ついて 特に 緊急 を要 するた め議
会を招 集す る時 間的 余裕が ない こと が明 らかで ある と認 める とき、 又は 議
会にお いて 議決 すべ き事件 を議 決し ない ときは 、当 該普 通地 方公共 団体 の
長は、 その 議決 すべ き事件 を処 分す るこ とがで きる 。た だし 、第百 六十 二
条の規 定に よる 副知 事又は 副市 町村 長の 選任の 同意 につ いて は、こ の限 り
でない 。
②

議 会の 決定 すべ き事件 に関 して は、 前項の 例に よる 。

③

前 二項 の規 定に よる処 置に つい ては 、普通 地方 公共 団体 の長は 、次 の会
議にお いて これ を議 会に報 告し 、そ の承 認を求 めな けれ ばな らない 。

④

前 項の 場合 にお いて、 条例 の制 定若 しくは 改廃 又は 予算 に関す る処 置に
ついて 承認 を求 める 議案が 否決 され たと きは、 普通 地方 公共 団体の 長は 、
速やか に、 当該 処置 に関し て必 要と 認め る措置 を講 ずる とと もに、 その 旨
を議会 に報 告し なけ ればな らな い。
〔議 会の 委任 によ る専決 処分 〕

第百八 十条

普 通地 方公共 団体 の議 会の 権限に 属す る軽 易な 事項で 、そ の議

決によ り特 に指 定し たもの は、 普通 地方 公共団 体の 長に おい て、こ れを 専
決処分 にす るこ とが できる 。
②

前 項の 規定 によ り専決 処分 をし たと きは、 普通 地方 公共 団体の 長は 、こ
れを議 会に 報告 しな ければ なら ない 。
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