
議  長 
 
 
 

委員会行政視察報告書 
委 員 会 名 議会基本条例調査特別委員会 

出席委員等 
中尾広城 委員長、和気信子 副委員長、梶本茂躾、真砂 満、大森和夫、 
竹田光良、角谷英男、南 良徳、原 憂子 副議長 
【随行】西本 治 局長、川口哲生 係長、塩谷周平 係員 

実施年月日 平成２３年７月２７日（水） 

視 察 先 岸和田市 

視 察 項 目 議会基本条例について 
視 察 結 果 

最初に、岸和田市議会信貴議長より挨拶をいただく。 
続いて、議会基本条例制定当時の議会基本条例検討委員会委員長の山田議員より、岸和田

市議会基本条例の概略及び条例施行後の現状について説明を受ける。 
その後、副委員長の雪本議員より、調査事項の内容についての説明後、質疑応答を行う。 
岸和田市においては、今まで地方自治法や市の条例、申し合わせ等により議会運営を行っ

ていたが、議会、行政が改革に取り組むという中で議員のあり方を明確にするということを

目的とし、平成２０年１２月議会で議会基本条例検討委員会を設置し、約２年半の時間をか

け、平成２３年３月議会で議会基本条例を制定した。また、本会議の録画中継も実施してお

り、今年の９月議会からはケーブルテレビによる配信も実施する予定である。 
議会基本条例制定後も積極的に制度の検証を行っており、例として、一般質問の１問１答

方式の実施や、視察終了後の視察報告会も公開で開催している。 
主な質疑応答の内容については別添のとおりです。 
■総 括 
限られた時間の中で、岸和田市の担当議員より議会基本条例制定までの経過や現状、また

条例の中身についても詳細な説明を受け、また各委員からも内容の濃い質疑が行われまし

た。 
今回の視察については、大変充実した視察であったと確信しており、十分に所期の目的を

達成することができたと思っております。今回の視察により得た内容については今後の市政

に反映させ市の発展につなげていきたいと思います。 
  上記のとおり報告いたします。なお、資料等については、別添のとおりです。 
 

平成２３年８月  日 
     議会基本条例調査特別委員会 

  委員長 中 尾 広 城 
 



主な質疑の内容 
 

○中尾委員長 自治基本条例の建議書についての説明

をもう一度お願いします。 

○雪本議員 自治基本条例については制定したが実際

に活用できているのかどうかを外部からみてもらう

ため、建議書が提出されました。 

○大森委員 ９月議会からケーブルテレビを実施され

るということですが、その放映範囲について、録画

中継とあわせてご教示ください。 

○雪本議員 ケーブルテレビについては一般質のみを

予定しており、録画中継についても一般質問のみを

配信しております。 

○梶本委員 岸和田市の自治基本条例の第９条第２項

について議会の反発はなかったのでしょうか。この

条文は議会基本条例を制定しろと言われているよう

な中身だと思いますが。 

○雪本議員 平成16年12月に自治基本条例が制定さ

れた際に、議会において議会基本条例が必要だとい

う共通認識があったため反発の声はありませんでし

た。 

○真砂委員 自治基本条例の制定にあたり議員の参画

等はありましたか。また、録画中継について問題発

言等が出た場合の映像の取り扱いについてはどうさ

れているのか。また、反問権の取り組み方について

もご教示ください。 

○雪本議員 自治基本条例の制定にあたり何度か本会

議の中で中間報告がされ、その際に議員が意見を述

べる機会があり、反映されています。また、問題発

言等については、議長権限で取り扱いをしてます。

反問権については、議員の質問に対しての聞き直し

程度のものであります。 

○真砂委員 議会報告会については今後どうされます

か。 

○雪本議員 議会報告会に代わるものを考えていきた

いですが、具体的には決まっておりません。 

○竹田委員 議会報告会は議会基本条例とセットで実

施するものという認識があり、今後本特別委員会で

もこれからの議論の対象になってくると考えますが、

なぜ、議会報告会を実施されていないのかご教示く

ださい。 

○雪本議員 議会基本条例が制定される前に市民説明

会を実施したことがありますが、現状は市民の要望

の場となっており、また、市民に対しての説明もそ

の議員個人の考えが入ってしまうことから、議会報

告会については一度見直す必要があると考えました。 

○南委員 自由討議と政策討論会の違いをご教示くだ

さい。 

○山田議員 違いとしては、自由討議は結論を出すこ

とを目的としないことから自由に意見を述べること

ができますが、反対に、政策討論会は結論を出すの

を目的としているため、発言の重みが違ってくるか

と考えます。 

○角谷委員 議会基本条例制定にあたって反対意見は

ありませんでしたか。 

○山田議員 反対意見は特にありませんでしたが、議

会基本条例制定にあたって条文の中身については

様々な意見があり、議論を重ねました。 

（終） 



山田議員より挨拶 

 

中尾委員長より挨拶 



会議風景① 

 

会議風景② 



議  長 
 
 
 

委員会行政視察報告書 
委 員 会 名 議会基本条例調査特別委員会 

出席委員等 
中尾広城 委員長、和気信子 副委員長、梶本茂躾、真砂 満、大森和夫、 
竹田光良、角谷英男、南 良徳、原 憂子 副議長 
【随行】西本 治 局長、川口哲生 係長、塩谷周平 係員 

実施年月日 平成２３年７月２７日（水） 

視 察 先 熊取町 

視 察 項 目 議会基本条例について 
視 察 結 果 

最初に、熊取町議会鈴木議長より挨拶をいただく。 
続いて、議会基本条例制定当時の議会基本条例特別委員会委員の渡辺議員並びに江川議員

より、熊取町議会基本条例の概略及び条例施行後の現状について説明を受ける。 
その後、調査事項の内容についての説明後、質疑応答を行う。 
熊取町においては、平成１８年１２月議会で議会基本条例特別委員会を設置し、約１年の

時間をかけ、平成２０年３月議会で議会基本条例を制定した。住民に身近な議会、住民に開

かれた議会を目指し、条例制定後は議会毎に議会報告会を実施しており、議員からの議会報

告だけでなく、町民と議員による意見交換も行っている。また、議員相互間の積極的な議論

を必要に応じて行う自由討議や、一方的な議論ではなく双方の考え方を出しあう議論を行う

ため、理事者による議員への反問権も認めている。 
主な質疑応答の内容については別添のとおりです。 
■総 括 
限られた時間の中で、熊取町の担当議員より議会基本条例制定までの経過や現状、また

条例の中身についても詳細な説明を受け、また各委員からも内容の濃い質疑が行われまし

た。 
今回の視察については、大変充実した視察であったと確信しており、十分に所期の目的

を達成することができたと思っております。今回の視察により得た内容については今後の

市政に反映させ市の発展につなげていきたいと思います。 
  上記のとおり報告いたします。なお、資料等については、別添のとおりです。 
 

平成２３年８月  日 
     議会基本条例調査特別委員会 

                            委員長 中 尾 広 城 
 
 



主な質疑の内容 
 
○渡辺議員 （調査事項について説明） 

○中尾委員長 議会報告会について、議員によって回

答する内容等が違ってくることがあると思いますが、

現状はどうですか。また、運営方法や参加状況等に

ついてもご教示ください。 

○渡辺議員 議員一人一人に自覚があれば問題はない

と思いますが、現状は自分の意見を述べられる議員

もおります。運営方法については、基本的に本町議

会が発行している議会だよりに基づいて行っており

ます。会場は毎回２箇所程度で行っておりますが、

参加人数についてはその自治会によってばらつきが

あります。なお、会場の設営については全て議員が

行っております。 

○真砂委員 正直にお答えいただきたいのですが、議

会報告会を実施されている自治体から、最初はよか

ったものの徐々に重く感じてくるという声が聞こえ

るのですが、熊取町さんにおかれましてはどうです

か。 

○渡辺議員 本町議会ではそのような声は特にないが、

実際報告会を開催すると、議員からの報告というよ

り、町民からの要望が多いですが、逆に町民の生の

声が聞け、町民が望む報告会であればそれでいいの

ではないかと考えます。 

○梶本委員 議会報告会の班構成はどうされているの

ですか。また、政治倫理条例は議会基本条例の後に

作られていますが、その経過をご教示ください。 

○信貴議長 当初は議会基本条例と同時にスタートし

たが、政治倫理条例については、いろいろな制約が

あることから時間がかかり、議会基本条例の後に制

定という形になりました。 

○渡辺議員 班構成については、要綱を別に定めてお

り、同じ会派でかたまらないように調整しておりま

す。 

○竹田委員 議会報告会について先ほど地域の要望が

聞けるとありましたが、岸和田市議会においては逆

にそれがあるから報告会を実施していないというこ

となんですが、もう一度メリットを詳しくご教示く

ださい。また、自由討議は動議で行われるというこ

とですが、これは他の議員は事前に知らないという

認識でいいのですか。 

○江川議員 議会報告会については地域の要望を聞け

るほか、議会のあり方について疑問を持っている町

民がおられますので、議会の役割を明確化し、見て

いただくためにも実施しております。町民の中には、

議会に要望を言えばしてくれるという考えを持って

いる人がいるので、そこで議会の役割をきちんと示

す必要があると考えます。また、議会報告会は町民

に来てもらうという考えではなく、議員が報告に行

かせてもらうという考えで行っております。 

○渡辺議員 自由討議については議員に対する事前の

周知等はなく、過去に２件行ったことがあります。 

○竹田委員 自由討議は最終的にとりまとめを行いま

すか。 

○渡辺議員 とりまとめは行っておらず、あくまでも

自由に意見を述べるだけです。 

○南委員 議会報告会の準備はどの程度まで行ってい

ますか。 

○渡辺議員 町民はその議会だけではなく、遡って質

問される場合があるので、資料については全部揃え

ています。 

○南委員 議会基本条例制定後に条文の変更はありま

したか。 

○信貴議長 特にありませんが、議員定数を削減した

ので、関連のあるものは修正しております。 

○南委員 議会報告会は意見交換の場という考えでさ

れているんですか。それとも町民から意見を言われ

ないような取り決め項目はあるんですか。 

○渡辺委員 議会報告会の開催するにあたり、意見交

換の場ということで周知している。 

○角谷委員 議員は条例を制定せずとも申し合わせ事

項等により、議会報告会も実施することが可能であ

ると考えますが。 

○信貴議長 議会の中で議案を上程した際に反対とな

れば町民からの評価がどうなるかと考えれば最終的

には賛成せざるを得ない状況になります。 

○大森委員 議会基本条例を制定してから討論が増え

たとありますが、現状をご教示ください。 

○渡辺議員 今まで討論は反対討論ばかりでしたが、

議会基本条例を制定してからは賛成討論も増えまし

た。 

（終） 



中尾委員長より挨拶 

 

会議風景① 



会議風景② 

 

 

熊取町役場前にて 


