
「大石田町議会基本条例」に関するパブリックコメントの結果 

（平成２５年２月２０日） 

№ 提出いただいた意見等の趣旨 大石田町議会の考え方 

１ 

（前文） 
「批判と提案、公正性、透明性、信頼性

を確保し、」・・・この下りは、口語調で

あり、前文としては違和感がある。読点

でなく中黒が適切と思う箇所がある。 

 
前文において口語調（口語体）の特徴

は把握できませんでしたが、接続詞につ

いては次のように厳格に使用してまいり

たいと思います。 
訂正箇所 
第１条 議会及び町政～ 
第２条第２号 監視及び評価～ 
第２条第５号 運営及び町政～ 
第２条第５号 視点及び方法～ 
第３条第４号 品位及び秩序～ 
第４条第２項 広報及び広聴活動～ 
第１０条 町民及び行政機関～ 
また、中黒（中点）の用法は、法務執

行上条文に明確に使用する個所はないと

思われますが、細部にわたりご覧いただ

き感謝申し上げます。 

２ 

（前文） 
本条例の策定過程で住民参加ができな

かったか？ 
前文中に「議会と議員は、自由かっ達

な議会討議を通して、効率的でわかりや

すい議会運営に努め、町民の意思を反映

した「開かれた議会」を目指し、行政の

監視機能、調査機能、政策形成機能など

をさらに強化していく必要がある。」 
 また、第２条には、町民の多様な意見

を町政に反映させるため、意見交換の場

を設け、町民参加の機会確保に努めるこ

ととあるが、二元代表制における議事機

関である議会の基本条例作成に当たっ

て、町民との協働なしに、議員のみによ

り素案を作成された。 
 それでは、町民の意思を反映した「開

 
ご意見ありがとうございます。当議会

では、議会基本条例を作成するにあたり、

活性化検討特別委員会において協議を重

ね素案を策定いたしました。素案策定段

階で公聴会等において町民のご意見を伺

うこともできましたが、当議会は、パブ

リックコメントにより、町民からの意見

募集の形態をとらせていただきました。

３月定例会で議会基本条例制定後、各

地区で開催予定の「議会報告会並びに地

域住民との対話集会」において、ご意見

を伺いたいと思います。 



かれた議会」「意見交換の場を設け、町民

参加の機会確保に努めること」とあるが

何を指しているのか？ 

３ 

（前文） 
「町民に開かれた町議会を目指し」と

ありますが、「町民が参加できる議会を目

指し」とした方が。 
 町民参加の文言を入れるべき。 

 
前文においては、「町民の意思を反映し

た開かれた議会を目指し」としておりま

す。ご意見を参考に次の条文を加えます。

（町民と議会の関係） 
第４条第４項 議会は、請願等の審査に

おいて、必要により提出者の意見を聴取

する機会を設けることができる。 

４ 

（前文） 
「町民から選挙された議員」とあるが、

今回のように無投票もあるので「町民か

ら選ばれた議員」とするべきでは。 

（前文） 
現議員は無投票でしたが、町民により

「選挙された」という事実に間違いはあ

りませんので素案のとおりの文言にさせ

ていただきます。 

５ 

（前文） 
批判と提案 議会として批判をするので

はなく、ここは批評と提案にした方がい

いのではないでしょうか。 

（前文） 
批判を批評にとのご意見を頂きまし

た。「批判」については、「誤っている点

やよくない点を指摘する」ことに使う場

合がありますが、「物事に検討を加えて、

判定・評価すること」との意味もあり、「批

評」と同様に使用されます。  
しかし、議会は、良し悪しを客観的に

論ずるだけなく、二元代表制における議

事機関として、責任をもって「批判」し、

町民のための具体的な政策を「提案」す

ることが必要と考えています。 
前文については、素案のとおりの文言

にさせていただきます。 

６ 

（第３条第１号） 
「議会は、」・・・「議会」が主語のように

思われてしまう。「は」を「が」にするか

読点がなくても良い。 

（第３条第１号） 
第３条第１号を「議員は、議会が言論

の・・」に訂正させていただきます。 

７ 

（第３条） 
「町民の傍聴意欲を高める議会運営を行

うこと」を加えた方がいいのでは。 

 
第４条第３項に「議会が行う会議は、

常に公開とし、町民が傍聴しやすい環境

整備に努めるものとする」しております。



８ 

（第４条第３項） 

議会中行う会議は議場を会議場とし、町

民がいつでも傍聴出来るようにする。ま

た、その他議会が行う会議も常に公開を

原則とし､開かれた議会にするため、町民

が傍聴しやすい環境整備に努めるものと

する。 

（第４条第３項） 

地方自治法上「会議」とは、議会にお

ける本会議のことであり、「大石田町議会

会議規則」では、「議場に参集し」と記載

されており全て議場で開催しています。

また、議会中に議案説明等のための全

員協議会及び予算並びに決算特別委員会

などについては議場を使用し、積極的に

公開し傍聴し易い環境にしています。 
しかし、協議の場である全員協議会及

び各委員会等については、全て公開はし

ておりますが議場での開催が困難な実態

があります。 
第４条第３項については、素案のとお

りの条文にさせていただきます。 

９ 

（第５条） 

～広く町民の意見を聴取して､議会とし

ての政策形成や政策提言に反映させるも

のとする。 

（第５条） 
ご意見を参考に、第５条を次のように

訂正させていただきます。 
訂正条文 

「～広く町民の意見を聴取して､議会と

しての政策形成、政策提言その他議会活

動に反映させるものとする。」 

10 

（第６条） 
（議会と行政の関係） （議会と町長等

及び執行機関の関係） 

３ ～広く町政上の論点及び争点を明確

にし、常に対案を持って臨むこととする。

そのため質問形式は一問一答～ 

（第６条） 
ご意見ありがとうございます。 
第６条の見出しを「議会と町長等及び

執行機関の関係」にするか「議会と行政

との関係」にするか再度検討しました。

検討した結果、当議会においては、町民

にとって理解しやすいと考えられる「議

会と行政との関係」を使用することにし

ました。 
また、一般質問の際に「常に対案を持

って臨むこと」とのご意見でありますが、

質問は、議員が町等の事務について、事

実又は所信をただすことであり、議員の

固有の権限で、方法及び内容は個々の議

員に属する問題と考えます。 
条文については、素案のとおりにさせ



て頂きますが、活発な発言のための改革

も必要であり、自分はどのような政策を

持っているか提言し、住民のためにより

良い政策論争を行うよう努力してまいり

ます。 

11 

（第６条） 
４ 本会議及び委員会に出席要請された

町長等は、議員の質問に対して反問する

ことが出来る。  

議論をより深めるため、及び議員各位の

見識をより高めるために必要と思われ

る。更なる見識と学習が必要ないとすれ

ば追加は必要ありません。 

（第６条） 
一般質問は、議員が町等の事務につい

て、町長等に対し、事実又は所信をただ

すことであり「議会の権限」と考えてい

ます。質問内容等が不明瞭な場合は、議

長の判断で町長等が聞きなおすことも可

能であります。よって、町長等への反問

権の付与は不要との判断をしました。委

員会において何度となく協議を重ねた結

果であります。ご理解をお願いいたしま

す。 

12 

（第７条） 
～効果の検証及び評価をし、議会報告会

等を通して、町民に知らしめるものとす

る。 

（第７条） 
議会としての行政に対するチェック機

能により重要な施策を検証及び評価し、

行政運営の適正化を図ってまいります。

町民に対しては、効果的に周知をしてま

いりますが、条文については、素案のと

おりにさせていただきます。 

13 

（第１１条・第１３条） 
第１１条で最高規範性としているが、第

１３条を見ると、いつでも変えられると

しているように読み取れ、少し安易に思

える。 

（第１１条・第１３条） 
本条例は、当議会の最高規範性との位

置づけでありますが、町民のご意見や社

会情勢を見極め、評価と検証を行い必要

に応じて見直すことができるようにする

ものです。 

14 

（全般） 
議会基本条例を制定しただけでは町民

は喜ばないし関心を引きだすことと考え

られない。 
少ない町民の参加者の中であっても議

員との交流が議会への関心を引きだすこ

とと考えられる。 
又、条例案の文章についてはもっとも

な言葉ばかりであり、当然のことでもあ

 
ご意見として、今後の議会活動の参考

にさせて頂きます。議員一人ひとりが品

位と秩序を保ち、町民に信頼されるよう

努力してまいります。 
また、町民との交流は要望があれば「出

前懇談会」等により積極的に行いたいと

思っております。 
 



りますが、これらのことが、今まで全議

員の方とは言いませんが、第３条にある

責任と自覚を持って議員としての品格、

秩序を保ち活動していたのかどうか疑問

に思います。 

15 

（全般） 
議会だよりは確かに大まかなことは分か

りますが、大事なことは議員さんが質問

して町長さんが答えて終わりではその後

に、その質問や答えが町政にどう生かさ

れているかよく分かりません。 

 
日頃より議会だよりをご覧いただき、

ありがとうございます。議会だよりには

紙面の関係で詳細に掲載することができ

ません。また、質問の追跡等の掲載もし

ておりません。ご意見を町民からの貴重

な提言ととらえ、今後の議会活動に役立

ててまいります。 

16 

（全般） 
一部の一生懸命動いて下さっている議員

さんと、どのように活動されているのか

よく分からない議員さんと差が現在とて

も大きいように感じますので、一人一人

の議員さんが、議会基本条例が施行され

た後、条例の各項目についてどのように

認識し、活動されているのかを知る方法

を考えてもらいたい。 

 
ご意見を真摯に受け止め、条例制定後

は議会基本条例を議会の最高規範として

議員一人ひとりが自己の資質を高め町民

から信頼される議員活動を行ってまいり

ます。 

17 

（全般） 
条例案では「～に努めること」「～活動す

ること」という言葉はたくさん出てきま

すが、「～に努める」「～活動する」にす

るべきでは。 

 
文末の表現は、特別委員会において検

討を重ねた結果であり、ご理解をお願い

いたします。 

18 

（全般） 
一般質問は事前通告され、行政とすり合

わせが行われるので馴れ合いになり儀式

化している。 
条文の中には、「反問権」を設けたらどう

か。これによって議論が深まり、議員も

勉強しなければならなくなるのでは、又

傍聴する人も増えるのではないでしょう

か。 

 
一般質問は、行政全般にわたる議員主

導による政策論議であるため、質問する

議員も受ける執行機関も、ともに十分な

準備が必要なことから通告制を採用して

おります。また、一問一答方式により、

町民に分かりやすい質問方式にしており

ます。馴れ合いになり儀式化していると

のご意見でしたが、議員は真剣に政策論

議をしております。今後さらなる研鑚を

重ねてまいります。 



 また、「反問権」についてでありますが、

委員会において何度となく協議を重ねた

結果、当議会では採用しないことになり

ました。ご理解をお願いいたします。 

19 

（その他） 
他町の議会基本条例では、議会の組織・

権限・審議及び議員の身分・待遇等を規

定しているものがあるが、省略して良い

のか。 

 
議会の組織・審議及び議員の身分・待

遇等については、「大石田町議会委員会条

例」「大石田町議会会議規則」「大石田町

議会議員定数条例」「大石田町特別職の職

員の給与に関する条例」等に別に条例等

の定めがあるため、本条例においては条

文に加えないことにしました。 
 なお、「議会の権限」については、地方

自治法第９２条第２項議決事項の追加に

基づき、今後必要に応じて加えていきた

いと考えております。 

20 

（その他） 
これまでの議会は、上程議案や政策内

容について受動的で容認する機関であ

り､自ら政策を立案し､問題提起、提案す

るということがあまり行われて来ません

でした。 
今後議員のみなさんに期待したいこと

は、議会という重要決議機関における議

員という責任ある立場をもう一度認識し

て頂いて、行政と一線を画した独自性と

尊厳を意識し、町民との接点をより多く

持ち、説明と聴取を繰り返し､町民福祉の

向上につなげる政策提案と提言、そして

検証を繰り返しながら、大石田町の発展

実現のために各議員が日頃の研鑽を欠か

さず頑張って頂くことをお願いしたいと

思います。 

 
貴重なご意見を頂きありがとうござい

ます。 
議会基本条例の策定作業をするにあた

り、議員自身も議会のあり方を問い直す

ことができました。 
条例の究極の目的は「豊かな活力ある

まちづくり」と「住民福祉の向上」であ

ります。二元代表制としての地方議会の

役割を確認し、町民のご意見を町政に反

映する議会運営を行ってまいりたいと思

います。 
議員一同、自己研さんと資質向上を追

い求め、「住民と歩む議会」を目指してま

いります。 

 


