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地方分権の時代を迎えて、地方自治体の自主的な決定と責任が拡大した今日、地方議会の

果たすべき役割と責任はますます大きくなってきているが、その責務を十分果たしていると

いえないのが現状である。 
富士川町議会（以下「議会」という。）は、選挙で選ばれた議員により構成される合議制

の機関として、同じく町民から選挙で選ばれた富士川町長（以下「町長」という。）ととも

に、町民の信託を受けて活動し、町民の意思を町政に的確に反映させるために、互いに切磋

琢磨しながら、最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。 
それ故、議会と議員は、議決責任と説明責任を自覚し、透明性と公正性を確保しながら、

町民の福祉向上のため、その役割と責務を果たしていかなくてはならない。 
多様化する町民意識と行政需要にこたえるためには、これまで以上に、監視機能、調査機

能、政策形成・立案機能等を強化していくことが必要である。 
わが議会は、これまで「町民に信頼される議会」を目指して「町民に開かれた議会」のた

めの改革を行ってきた。 
更にそれを一歩前進させるためには、自己研さんと資質向上を図り、議員間の自由な討議

と情報の積極的な開示、政策活動への多様な町民の参加を促していくことが重要である。 
そのためには、これまでの議会改革の取組みを発展継承させ、確固たるものとして明確化

する必要がある。ここに議会運営の最高規範としてこの条例を制定する。 
【解説】 

この条例を制定する背景、経緯と必要性を明らかにし、町議会の決意を表明したも

のです。 

 
第１章 総則 



（目的） 
第１条 この条例は、議会及び議員の活動原則及び自主的かつ自立的な議会運営を実現する

ための基本的事項を定めることにより、議会、町民、町長その他の執行機関（以下「町長

等」という。）との関係を明らかにするとともに、二元代表制の下での意思決定機関であ

る議会の機能を最大限に発揮した活動を推進し、もって町民福祉の向上及び町政の発展に

寄与することを目的とする。 
【解説】 

意思決定機関である議会のあり方について、議会運営の基本的事項を明文化する

ことを規定しています。 

 
（条例の位置付け） 

第２条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会に関する条例、規則その他

の規程を制定し、又は改廃するときは、この条例の趣旨を十分に尊重しなければならない。 
【解説】 

この条例が、議会に関わる他の条例等に対して優位性を有することを明言するもので

す。この条例を議会における最も基本的な取り決めと位置付け、議会に関する他の条例

等の制定改廃は、「議会基本条例」との整合性を図り、その趣旨に反するものとしては

ならないと規定しています。 

 
第２章 議会及び議員の活動原則 

（議会の活動原則） 
第３条 議会は、次に掲げる事項を原則として活動しなければならない。 

(１) 透明性、公正性及び信頼性を重んじ、町民に開かれた議会を目指すこと。 
(２) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させるための議会運営に努めること。 
【解説】 

議会は町民の意思を反映し町民のために在ることを規定しています。 

 
（委員会の活動原則） 

第４条 富士川町議会委員会条例（平成 22 年富士川町条例第 196 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」という。）での審査に当たっては、

町政課題に迅速に対応するため、議会閉会中においても必要に応じて所管事務等の調査を

行い、その機能を十分発揮するよう努めるものとする。 
2 委員会は、委員相互の討議を重視し、町民に対して分かりやすい議論に努めるとともに、

資料等及び審査経過等の説明を行わなければならない。 
【解説】 

活発な委員会活動の推進と、町民に対する審査経過等を含む情報開示及び説明責

任・義務を規定しています。 

 



（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なければならない。 

(１) 議長は、議会を代表して、民主的で公正かつ公平な立場において職務を遂行し、効

率的な議会運営を行うこと。 
(２) 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識して、

議員相互の討議を重んじること。 
(３) 議員は、町政の課題全般について町民の意見を的確に把握するとともに、自らの資

質を高める不断の研さんにより、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、町民全体の福利の向上を目指して活動すること。 
【解説】 

議長は、議会を代表し、その中立性を保持すると共に、公正・公平な立場で円滑

な議会運営に努めます。 
また、議員は、重要な政策の決定と行財政運営の批判と監視の二つの重要な役割

を果たすべき議会の構成員として、議員活動はいかにあるべきかについて、その基

本的な心構えを掲げ、条例の中に規定しています。 
いかに制度や組織が整備されても、それを運用するものの「あるべき立場」心構

えがなければ、その制度は生かされません。 

 
（議決責任等） 

第６条 議会は議決責任を深く認識するとともに、議案等を議決し、町としての意思決定又

は政策決定をしたときは、町民に対して説明する責務を有するものとする。 
2 議会は、議会運営に関し、町民に対して説明する責務を有するものとする。 

【解説】 

議案について、最終的に可決・否決を決定するのは議会です。議会で十分討議し、

判断を下したものは、行政当局とともに結果責任を負います。したがって町民に対

する説明責任を責務として規定しています。 

 
第３章  議会と町民の関係 

（町民と議会の関係) 
第７条 議会は、町民に対し議会活動に関する情報を積極的に発信し、説明責任を十分に果

たさなければならない。 
2 議会は、町民、町民団体等との意見交換の場の確保に努めるとともに、政策能力を強化

して政策提案の拡大を図るものとする。 
3 議会は、請願及び陳情を町民の政策提言と位置付け、その審議においては、その提案者

からの意見を聴く機会を設け、適切に町政に反映しなければならない。 
4 議会は、多様な媒体を活用して積極的に広報及び広聴に努めるとともに、そこから得ら

れた町民の声を議会活動に反映するものとする。 
【解説】 



町民に対して、情報公開の徹底と説明責任を果たし、多様な住民意見を聴取し、

又、請願及び陳情を町民の政策提言と位置づけ、そこから発生する課題を解決する

ための能力を強化し、政策提言の拡大を図る事を規定しています。 

 
(本会議及び委員会の公開) 

第８条 議会は、町民に開かれた議会運営に資するため、本会議及び委員会を原則として公

開するものとする。 
2 議会は、原則として毎年１回定例会において、富士川町の休日を定める条例（平成 22
年富士川町条例第２号）第１条に規定する休日に議会を開催するものとする。 
【解説】 

開かれた議会を目指すため、委員会は原則として公開し、年１回の休日議会を行

う事を規定しています。 

 
(議会懇談会) 

第９条 議会は、町民への議会活動報告及び町民との意見交換の場として、議会懇談会を行

うものとする。 
2 前項の議会懇談会に関し必要な事項は、別に定める。 

【解説】 

町民の多様な意見に柔軟に対応するため、地域住民との意見交換の機会を設ける

事を規定しています。 

 
第４章  議会と町長等の関係 

（町長等と議会の関係） 
第 10 条 議会は、二元代表制の下、町長等と対等で緊張ある関係を構築し、町長等の事務

の執行の監視及び評価を行うとともに、政策の立案及び提言を通じて町政の発展に取り組

むものとする。 
2 議会は、前項の活動を円滑に進めるため、町長等に対し積極的に町政に関する情報提供

を求めるものとする。 
【解説】 

1 「議会」は「町長等」の行政運営をしっかり監視し緊張関係を保ちながら、町民

の意思を町政に的確に反映させるため、その責任を十分認識し、町民の信託に応え

ることを規定しています。 

2 議会審議の充実を図るため、町長等に対し積極的に町政に関する情報提供を促す

ことを規定しています。 

 
 （町長等と議長及び議員との関係） 
第 11 条 議会の本会議における議員及び町長等の質疑応答は、広く町政上の論点及び争点

を明確にするため、一問一答の方式で行う。ただし、議会が適当でないと認めた質疑にあ



ってはこの限りではない。 
2 町長等は、議長から本会議、委員会への出席を要請されたときは、議員の質問及び質疑

に対し論点及び争点を明確にするために、議長又は委員長の許可を得た上で、反問するこ

とができる。 
3 議員は、町長の設置する各種審議会等附属機関への委員としての参加を、極力控えるも

のとする。 
【解説】 

1 本会議における一括質問、一括答弁は、町政上の論点及び争点が曖昧になる恐れ

があり、これらを明確にしていくために、質疑は一問一答方式で行うことを規定し

ています。 

2 町長等は、議員の質問に対して、論点・争点を明確にするため、議長又は委員長

の許可により、逆に質問内容に対し問うことができることを規定しています。 

3 「議会」と「町長」は二元代表制の下、ともに異なる特性を活かし町の最良の意

思決定を導く使命が課せられています。従って「町長」の指揮下にある審議会等の

附属機関に議員が委員として参加することは馴染まず、必要最小限まで縮小を図る

ことを規定しています。 

 
（議会への説明等） 

第 12 条 町長等は、議会に計画、政策、事業等（以下「政策等」という。）を提案すると

きは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう努めなけ

ればならない。 
(１) 政策等を必要とする背景 
(２) 提案に至るまでの経緯 
(３) 他の自治体の類似する政策等との比較検討 
(４) 基本計画（地方自治法第 96 条第 2 項の規定による議会の議決すべき事件を定める

条例（平成 23 年富士川町条例第 16 号。以下「議決条例」という。）第２条第２号に

規定する基本計画をいう。以下同じ。）との整合性 
(５) 政策等の実施に係る財源措置 
(６) 将来にわたる政策等の費用及び効果 
(７) 前各号に掲げるもののほか、議会が必要と認める事項 

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める

観点から、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における

政策評価に資する審議に努めるものとする。 
【解説】 

1 町長等は、議会に政策等を提案するときは、政策等の決定（提案に至る）過程を

明らかにするために 7項目にわたる情報提供をすることを規定しています。 

2 議会は、政策等の水準を高める観点から、町長から提供された情報をもとに論点

及び争点を明確にし、政策等執行後の評価に役立つような審議に努めることを規定



しています。 

 
（予算及び決算における政策等説明資料の作成） 

第 13 条 町長は、予算及び決算を議会に提出し、議会の審議に付するに当たっては、前条

の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策等説明資料を作成するよう努める

ものとする。 
【解説】 

町長は、予算案や決算を議会へ付議するにあたっては、議員が審議を深められる

よう分かりやすい説明資料を作成するよう規定しています。 

 
（議決事件） 

第 14 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第２項に規定する議決事件は、町

の総合計画に関わる基本構想の策定、変更、又は廃止に関することとする。 
2 前項の議決事件は、議会において不断に見直さなければならない。 

【解説】 

1 町政においても、議会として議決の必要性を検討し、議決事項の追加を規定して

います。 

2 今後においても随時見直しを行っていくことを規定しています。 

 
（監査及び評価） 

第 15 条 議会は、町長等の事務の執行について監視及び調査を行うものとする。 
2 議会は、予算の承認、決算の認定、監査の請求、調査の実施等を通して、町民に町長等

の事務執行についての評価を明らかにするよう努めるものとする。 
3 議会は、基本構想（議決条例第２条第１号に規定する基本構想をいう。）に基づく基本計

画及び重要施策について、その経過を常に検証し評価するものとする。 
【解説】 

1 議会は、自治体の行政の適正な執行を確保するため、町長等の事務執行を監視及

び調査を行うことを規定しています。 

2 議会は、その持てる機能を十分に駆使して自治体事務の立案、決定、執行、評価

における論点及び争点を広く町民に明らかにするよう努めることを規定していま

す。 

3 議会は、基本構想の計画・施策については、常に検証していくことを規定してい

ます。 

 
第５章 自由討議の拡大 

（自由討議による合意形成） 
第 16 条 議会は言論の府であることを認識し、本会議、常任委員会において、町長提出議

案及び町民提案等に関して審議し、結論を出す場合、議員相互間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さなければなら

ない。 

2  議会は、前項の議員相互間の自由討議を拡大するために、政策、条例、意見等の議案の

提出を積極的に行うよう努めるものとする。 

【解説】 

議員活動の基本は言論であることを認識し、議会はそれぞれの会議における議案

審議の結論を出すにあたっては、議員相互間の自由討議によって多様な意見を出し

合った上で合意形成に努めるとともに、町民に対し説明責任を果たし、自らも積極

的に議案の提出を行う努力をすることを規定しています。 

 
第６章 政務活動費 

（政務活動費) 
第 17 条 議員は、富士川町議会政務活動費の交付に関する条例(平成 26 年富士川町条例第

13 号)に基づいて交付される政務活動費を有効に活用し、政策提言及び審査等のための調

査研究を積極的に行うものとする。 
2 議員は、政務活動費を充てることができる経費の範囲に従い、これを適正に執行し、常

に町民に対し使途を明らかにするとともに、説明責任を負うものとする。 
【解説】 

議員は、調査研究に資するため、交付される政務活動費を有効に活用して、政策

提言等に努めます。政務活動費の交付を受けた議員は、毎年収支報告書を議長に提

出します。町民は、議員個々の収支報告書の閲覧と説明を求めることができること

を規定しています。 

 
第７章 議会改革の推進 

（議会改革推進会議） 
第 18 条 議会は、継続的な議会改革に取り組むため、議員で構成する議会改革推進会議を

設置する。 
2 議会改革推進会議の委員は、６人以内の議員をもって構成し、議長が議会運営委員会に

諮って選任する。 
3 議会は、必要があると認めるときは、前項の議会改革推進会議に学識経験を有する者を

構成員として加えることができる。 
【解説】 

議会は、議会改革を継続的に進めていくため、議会運営委員会に諮って議会改革

推進会議を設置し、必要と認める場合は学識経験を有する者を会議に加えることが

できることを規定しています。 

 
第８章 議会の体制整備 

（一般会議の設置） 



第 19 条 議会は、常任委員会及び特別委員会の制約を超えて、町政の諸課題に柔軟に対処

するため、町政全般にわたって、議員及び町民が自由に情報及び意見を交換する一般会議

を設置するものとする。 
【解説】 

議会は、権限が定められている常任委員会や特別委員会だけでは対処することの

できない諸課題に対し、一般会議を設置して、議員と町民が自由に意見交換ができ

ることを規定しています。 

 
（調査機関の設置） 

第 20 条 議会は、町政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、

学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。 
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ること

ができる。 
3 前２項に規定するもののほか、調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

【解説】 

議会は、町政の課題に関し専門的な知見を有する者の調査が必要とした場合には、

学識経験を有する者等をもって調査機関を設置し、必要と認める場合は議員を会議

に加えることができることを規定しています。 

 
（議会サポーターの協力） 

第 21 条 議会及び議会事務局は、広く英知を結集して活動するため、町内外から自主的な

協力者（以下「議会サポーター」という。）を募り、その協力を得ることができる。 
2 議会サポーターの氏名は公開し、その協力活動は原則として無償とする。 
3 前 2 項に規定するもののほか、議会サポーターに関し必要な事項は、議長が別に定める。 

【解説】 

議会は、広く英知を結集して活動するため、町内外から協力者を募り協力を得ら

れることを規定しています。 

 
（議会図書室の設置及び公開） 

第 22 条 議会は、議会図書室を設置するとともに、これを議員のみならず、町民及び町職

員の利用に供するものとする。 
【解説】 

議会図書室が十分に活用されるよう、町民や職員にも開かれたものとすることを

規定しています。 

 
(議会事務局の体制整備) 

第 23 条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため、議会事務局の調査

及び法務機能の充実強化を図るように努めるものとする。この場合において、執行機関の



法務機能の活用、職員の併任等を考慮するとともに、外部人材を積極的に活用するものと

する。 
【解説】 

地方自治法第 138 条第 2項の規定により議会におく事務局について規定しました。

議会が行政監視機能に加え、町政の課題を解決するため、政策形成・立案機能を積

極的に担っていくために、補助機関としての議会事務局職員の能力向上と体制の整

備、充実強化を図ることを規定するものです。 

 
(議員研修の充実強化) 

第 24 条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化を

図り、この条例の理念を議員に浸透させるよう努めるものとする。 
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、町民等との議員研修会を

開催するものとする。 
3 議員は、研修を行ったときは、研修報告を議長に提出するものとする。 

【解説】 

議会は、議員研修会を積極的に行い、議員の能力を高めます。また、各種研修会、

勉強会に積極的に参加していきます。これにより、町民の福祉向上のため、積極的

な政策立案及び政策提言に努めるものです。 

 議員研修や委員会研修を実施したときは、議長に対して、研修の内容、参考とな

った点など研修成果を報告する義務を負うことを規定しています。報告書は、研修

会等に参加した議員自らが作成するものとします。 

 専門家とは、それぞれの分野で専門にやっている人や有識者を指します。 

 
(議会広報の充実) 

第 25 条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対して周知

するよう努めるものとする。 
2 議会は、町民が議会における決定の過程及び結果に関する情報を入手することができる

よう、広報誌の発行、インターネットの利用その他の方法により広報の充実に努めなけれ

ばならない。 
【解説】 

1 議会の広報活動は、町政に係る重要な情報（論点及び争点）を議会の視点（行政

を擁護せず）から、町民に周知することを規定しています。 

2 情報技術の発達に合わせ、様々な広報手段の活用により、町民が議会や町政に関

心を持つよう広報活動をすることを規定しています。 

 
第９章 議員の災害対応 

(災害時の体制の整備) 
第 26 条 議会は、大規模災害時(町が災害対策本部を設置した場合に限る。以下同じ。)の



緊急の事態から町民の生命、身体及び財産並びに生活の平穏を守るとともに、緊急時にお

いて総合的かつ機動的に活動できるよう、町長等と協議し、危機管理体制の整備に努めな

ければならない。 

 
 （災害時の議会の役割） 
第 27 条  議会は、大規模災害時の緊急の事態が発生したときは、町民の生活基盤の回復、

整備等に必要な予算を迅速に定めるとともに、災害からの復興に向け積極的な役割を果た

すよう取り組むものとする。 
【解説】 

議会の、大規模災害(災害対策本部設置)時においての活動を規定しています。 

 
（災害時の議員の役割）  

第 28 条 議員は、大規模災害時の緊急の事態が発生したときは、議長に自らの安否及び所

在を明らかにするため、連絡するものとする。 
2 議員は、大規模災害時の緊急の事態が発生したときは、地域における被災者の安全確保、

避難所への誘導又は避難所に対する支援を行うなど、区長に協力し地域の一員として共助

の取り組みが円滑に行われるよう努めるものとする。 
3 議員は、大規模災害時の緊急の事態が発生したときは、地域における被災状況、被災者

の要望等の情報収集に努め、必要に応じて議長に報告するものとする。 
【解説】 

議員の、大規模災害(災害対策本部設置)時においての行動を規定しています 

 
第 10 章 議員の定数、議員報酬及び政治倫理 

（議員定数） 
第 29 条 議員定数は、富士川町議会の議員定数を定める条例（平成 26 年富士川町条例第

37 号）の定めるところによる。 
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、議会機能を発揮するため、

人口、面積、財政力及び将来予測と展望を総合的に判断して、適正な定数を定めるものと

する。 
【解説】 

富士川町議会の議員定数は条例により定めています。 
議員定数の改正にあたっては、行財政改革の視点だけでなく、将来の予測と展望

を総合的に判断して、定めることを規定しています。 

 
（議員報酬） 

第 30 条 議員報酬は、富士川町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成

22 年富士川町条例第 45 号）の定めるところによる。 
2 議員報酬の改正に当たっては、町の財政状況、他の市町村の動向等を総合的に考慮する



とともに、議会が有する役割、責任、町民意見及び富士川町特別職報酬等審議会（富士川

町特別職報酬等審議会条例（平成 22 年富士川町条例第 48 号）第１条に規定する審議会

をいう。）の答申を重んじ、適正な報酬を定めるものとする。 
【解説】 

条例で定められている議員報酬の改定にあたっては、行財政状況等あらゆる角度

から検討し、特別職報酬等審議会の意見を踏まえ定めることを規定しています。 

 
（議員の政治倫理） 

第 31 条 議員は、町民全体の代表者として、その倫理性を常に自覚し、公正を疑わせるよ

うな行為をしてはならない。 
2 議員は、地域行事等に参加する場合における負担に当たっては、寄付行為の疑念を抱か

せないよう実費相当額の負担を徹底し、議会は、行事主催者に対しその理解を求めるよう

努力するものとする。 
3 議員は、地方自治法第 180 条の 5 に規定する委員会委員（監査委員を除く。）、富士川町

区長等に関する規則（平成 22 年富士川町規則第５号）第２条に規定する区長等その他町

長が設置し、又は補助金を交付する団体の代表に就任しないものとする。 
【解説】 

1 議員は、その活動の公平性を確保し、職責にもとる行為により議会への不信を招

くようなことがあってはならず、町民の負託に値する高い倫理的義務に徹しなけれ

ばならないものとします。議員は、その地位や職権による影響力から、一般の職員

の見本となるような高い倫理の保持を求められており、特定の利益を求めて公共の

利益を損なうことがあってはならないことから、本条において、議員の倫理的義務

を定めています。 
2 議員の寄付行為は禁止されています。議員として地域行事に参加する際などは、

議員本人の飲食等相当分の金額を会費として支払います。 
3 議員は住民全体の利益のため、法令に基づいて公平にその権限を行使すべき立場

にあり、特定の地域や団体の代理人や代弁者ではなく、住民全体の代表者でなくて

はなりません。 
区長等とは、区長、区長代理を指し、各区の執行責任者のこと。また、補助金交

付団体（受益団体）の代表とは、会長、副会長などの執行責任者を指します。 

 
第 11 章 補則 

（適用範囲) 
第 32 条 この条例は、議会及び議員がその職務を行い、又はその権限に基づき活動する場

合に適用する。ただし前条の規定は、議員がその職にある限り適用する。 
【解説】 

条例の対象とする事柄を明確にするものです。 
条例の規定の適用範囲は、公式の議会活動、議員活動としてその職務を行い、又



はその職権により活動するときとします。第 31 条に限っては、議員としての身分が

あるときは、常に遵守すべきことであることを定めています。「議員の活動」に規定

する各原則による活動は適用範囲に含まれ、純粋に選挙活動、政党活動などを行う

場合に限り適用は除外されると解することになります。 
 ただし、政治倫理の保持や公正を疑われる行為の禁止については、議員の職を有

する限り、いかなる場面でも求められます。 

 
(条例の見直し) 

第 33 条 議会は、社会情勢の変化、町民の意見等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直

しを行うものとする。 
【解説】 

「議会基本条例」の規定内容に沿った議会運営と、町民意見や社会情勢等を勘案

し、条例施行後も議会の在り方について不断の検討を重ねることとし、必要に応じ

て必要な条例の見直しを講ずることを規定するものです。 
 基本条例の見直しにあたっては、執行機関と議会の関係もあり、慎重に議論と検

討を幾重にも重ねていくことが求められます。 
 本条例の改廃に当たっては一般の条例改廃手続きによるが、その根幹となる部分

は安易に見直されるものとはなりえず、あくまでも条例の目的である「町民福祉の

向上」と「町の健全な発展」を実現するために、必要な時期に必要な見直しを行い、

条例の姿を変えていくことになります。 

 
附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


