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前 文 

 

地方議会は、日本国憲法及び地方自治法に基づき、二元代表制のもと、その機能を発揮し

ながら、地方自治の本旨の実現を目指すものです。 

枚方市においても、まちづくりの主役である市民から選挙で選ばれた議員で構成される枚

方市議会と、同じく市民から選挙で選ばれた枚方市長は、それぞれが市民の負託にこたえな

ければならない責務を負い、両者は独立、対等な立場であります。 

そして、枚方市議会は、枚方市長の政策決定や事務執行を監視し、評価する一方、自らも

積極的に政策提言や政策立案を行うなど、枚方市長と健全な緊張関係を保ちながら、市政の

発展に力を注いでいきます。 

昨今、地方分権の進展や社会・経済環境の急激な変化に伴い、地方議会の果たすべき役割

や責務の重要性が増している中、枚方市議会においても、議会の活性化や透明性の確保など

に関するさまざまな改革を積極的に推し進めてきました。 

加えて、枚方市は、平成２６年度から中核市に移行し、その権限が拡大することから、枚

方市議会も、その機能のさらなる充実、強化に努める必要があります。 

また、「市民に信頼される議会」の実現のため、市政の課題や状況、議会活動に関するさ

まざまな情報を積極的に発信するとともに、「言論の府」、「立法の府」として、徹底した議

論と政策提言を行うことが求められます。 

枚方市議会は、今後もさらなる議会改革に取り組み、市民の負託に全力でこたえていくこ

とを決意し、ここに、枚方市議会の基本理念、基本方針等を定め、そのあるべき姿を明らか

にした最高規範として、この条例を制定します。 
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【解説】 

前文では、まず、日本国憲法及び地方自治法が採用している二元代表制について、枚方

市議会と枚方市長を例に述べています。 

次に、地方のことは地方で決めるという地方分権の時代において、議会の役割はますま

す重要になってきていることを述べています。特に枚方市は平成26年度から中核市に移行

し、多くの権限が大阪府から移譲され、所管事務も大幅に増加することとなったことから、

それらを監視・評価する市議会の役割はますます重要となっています。 

本市議会では、これまでも、平成13年の本会議庁内モニターテレビ放送の開始、平成16

年からの議員報酬３％削減、平成19年の議員定数２名削減、平成21年の一般質問における

一問一答方式の導入、平成23年の一般質問・代表質問の動画配信開始、平成25年の災害対

応体制の整備など、さまざまな議会改革に取り組んできました。 

また、今後求められる議会の機能、果たすべき役割を検証する中で、平成23年度からの

任期当初において、さまざまな議会改革事案に取り組むため、任期を通じた常設の「議会

改革調査特別委員会」を設置しました。特別委員会では、その当初の議論より議会基本条

例制定の必要性が認識され、制定に向けた検討を開始する契機となりました。 

特別委員会では、まずは平成23年度において「議会経費の見直し」を中心に議論が進め

られ、議員報酬６％・議員定数２名の削減などを決定しました。そして、平成24年度には

議会基本条例の前提事項となるさまざまな改革課題の協議を行い、その結論を基本として、

平成25年度には具体的な条例案文策定作業に入りました。 

そして、案文策定作業時における協議の結果、議会のあるべき姿を「市民に信頼される

議会」とし、「言論の府」及び「立法の府」として徹底した議論と政策提言を行うことを

基本方針に据え、本条例を制定することとしました。 

ここでは、前文として、条例制定の背景及び必要性並びに本市議会の目指すべき方向性

を規定しています。 
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第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、枚方市議会（以下「議会」という。）の基本理念、基本方針その他の

議会に関する基本的事項を定めることにより、議会がその機能を発揮し、真に市民の負託

にこたえ、もって市政の発展に寄与することを目的とする。 

 

【解説】 

本市議会は、枚方市がだれもが暮らしやすいまちとなるよう、市政の発展に貢献しなけ

ればなりません。この条例は、市政の発展のために議会が機能を発揮できるように、議会

の基本理念、基本方針等の基本的事項を示したことを説明するものです。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、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。 

 ⑴ 市民 本市の区域内に居住する者 

 ⑵ 市民等 市民のほか、本市の区域内に存する事業所等に勤務する者及び本市の区域内

に存する学校に通学する者 

 ⑶ 市長等 市長その他の市の執行機関の長 

 

【解説】 

この条例でよく使う用語で、明確な定義が必要なものについて定義をしています。議会

で議決し、市長等により執行される予算や実施される施策などは、本市内の事業所や学校

に通勤・通学する人も対象となるものもあることから、「市民等」という用語も定義して

います。 

 

（本条例の位置付け） 

第３条 この条例は、議会に関するすべての例規に先んずる、議会における最高規範とする。 

 

【解説】 

この条例を、本市議会に関するすべての＊例規に優先するものと位置付けています。こ

の条例の目的や考え方が、議会に関するすべての例規に反映されなければなりません。 

 

【用語解説】 

＊例規：条例や規則のことをいいます。本市議会に関するものとして、「枚方市議会委員

会条例」や「枚方市議会会議規則」などがあります。 
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（基本理念） 

第４条 議会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成する市の意思決定機関として、その自

覚と誇りを持ち、市民自治の考えを基本に真の地方自治の実現に全力を挙げるものとする。 

 

【解説】 

議会のあるべき姿を、市民自治の考え方をもとに定めています。 

 

（基本方針） 

第５条 議会は、前条に規定する基本理念に従い、次の各号に掲げる基本方針を確実に実現

するものとする。 

 ⑴ 議会及び市政について市民との情報共有を図ること。 

 ⑵ 議員間の討議を大いに活性化し、政策提言及び政策立案を行うこと。 

 

【解説】 

前条の基本理念に従い、議会が取り組むべき方針を定めています。 

「市民との情報共有」、「議員間討議の活性化による＊１政策提言、＊２政策立案」の２項

目を柱とし、これらの実現に向けて議会運営を行うことを定めています。 

 

【用語解説】 

＊１政策提言：市政における課題の解決を図るため、必要と思われる政策を、本会議の質

問の場や委員会の場で市長等に対して提案することをいいます。 

＊２政策立案：市政における課題の解決を図るため、政策を構想し、その実現のために必

要な仕組みに関する条例案を議会に提案することをいいます。 

 

（議会の位置付け） 

第６条 議会は、市民の代表者である議員で構成する議論の場であり、市長等の行政運営に

関する監視機能、検査機能並びに政策提言機能及び政策立案機能を併せ持ち、予算及び決

算の議決をはじめとした、市政に係るさまざまな事件についての意思決定を行う議事機関

である。 

 

【解説】 

  ここでは、議会の位置付けを明確にし、役割を定めています。 

  議会は、予算や条例制定など、市の重要案件に対して意思決定を行う権限を持っており、

そのために市民の代表者である議員が議論を尽くす必要があります。また、市長等による

行政執行や予算執行が適正に行われているかをチェックする役割や、積極的な議論により

政策提言や政策立案を行う役割をあわせ持っています。 
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第２章 議員の活動原則 

 

（議員の活動原則） 

第７条 議員は、市民の負託を受けて議員に選出されたことを自覚し、議員として必要な資

質の向上に努めるとともに、誠実かつ公正な職務の遂行に努めるものとする。 

２ 議員は、市民の多様な意思を的確に把握し、必要な政策提言及び政策立案を行うととも

に、議会活動について市民に対して説明に努めるものとする。 

 

【解説】 

  ここでは、議員個人としての活動原則を定めています。 

  議員は、選挙により選ばれた市民の代表であることを常に自覚し、議員としての資質向

上に努めるとともに、誠実かつ公正に職務を行うことで、常に市民から信頼を得られるよ

う努める必要があります。 

  また、議員は、市民が持つさまざまな意見の把握による政策提言や政策立案の実施や、

議会活動について、市民への説明に努める必要があります。 

 

（会派） 

第８条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。 

２ 会派は、議員の活動を支援するとともに、政策提言及び政策立案のために調査研究を行

い、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。 

 

【解説】 

ここでは、議会内で考えを同じくする議員同士が＊会派を結成することで、条例案の提

出などの議会活動を円滑に実施できるよう定めています。 

また、会派で調査研究を実施し、政策提言や政策立案を行うことや、会派同士の意見の

調整などを行うことにより、議会活動・議会運営の円滑な実施に努める必要があります。 

 

【用語解説】 

＊会派：本市議会では、「各派代表者会議規程」において、主義主張を同じくする３人以

上の所属議員を有する団体を会派としています。 
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第３章 議案及び政策の審議及び調査 

 

（通年議会） 

第９条 議会は、定例会の回数を年１回とし、会期を通年とする。 

２ 常任委員会は、精力的に所管事務調査を行うものとする。 

３ 議会の会期を通年とすることに関し必要な事項は、別に定める。 

 

【解説】 

これまでは、３カ月ごとに開かれる「定例会」か、必要に応じて開かれる「臨時会」に

より、提案される議案に対する審議を行ってきました。しかし、定例会・臨時会の開会手

続に時間を要することや、議会の閉会中には、市長により地方自治法第179条第１項の規

定に基づく＊１専決処分が行われることなどの課題がありました。 

会期を通年とすることで、議長により、速やかに本会議を開くことができ、災害などの

突発的な事件や緊急の行政課題に対応することができます。 

また、＊２常任委員会・＊３特別委員会の活動を活発化し、より慎重な議案審査や、より

専門的な調査を行うことが可能になります。ここでは、特に常任委員会において＊４所管

事務調査が精力的に行われるよう定め、これにより各常任委員会が所管する部局の課題に

対して素早い対応ができると考えられます。 

なお、通年議会における実際の運営面における課題検証のため、附則において、この条

の施行は、平成27年５月１日からと定めています。 

 

【用語解説】 

＊１専決処分：本来、議会の議決が必要な事項について、市長が議会の議決を経ずに自ら

処理することをいいます。緊急を要するため議会を開いて議決する時間的

余裕がない場合（地方自治法第179条第１項）や、議会の権限に属する軽易

な事項で、議会が議決により特に指定した事項（地方自治法第180条第１項）

について行われます。 

＊２常任委員会：それぞれの委員会が所管する市の部局の事務に関する調査を行い、議案

等を審査します（地方自治法第109条第２項）。本市議会には、総務、文

教、厚生、建設の各部門別の計４常任委員会があります。 

＊３特別委員会：常任委員会とは別に、特定の事項や、複数の常任委員会にまたがる事項

について審査・調査する必要があるときに、議会の議決により設置され

る委員会のことをいいます。 

＊４所管事務調査：本会議から付託された議案の審査とは異なり、常任委員会が、独自の

権限で所管する部局の事務に関する調査を行うことをいいます。（地方

自治法第109条第２項、枚方市議会会議規則第98条第１項） 

 



 

- 7 - 

 

（議会の議決事件） 

第10条 議会は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第96条第２項

の規定に基づき、次の各号に掲げる事件を議決すべきものとする。 

 ⑴ 都市宣言の制定及び改廃に関すること。 

 ⑵ 友好都市及び市民交流都市の提携及び解消に関すること。 

 ⑶ 枚方市総合計画策定条例（平成25年枚方市条例第２号）第２条第３号に規定する基

本計画の策定及び変更に関すること。ただし、軽微な変更を除く。 

 

【解説】 

地方自治法第96条第１項では、条例の制定や改正・廃止、予算の議決、決算の認定など

地方公共団体の議会が議決しなければならない事件（議決事件）が挙げられています。加

えて、同条第２項では、地方公共団体に関する事件で議会が議決すべきものを条例により

定めることができるという規定があります。 

それを受け、この条では「都市宣言の制定・改廃」、「友好都市及び市民交流都市の提携・

解消」、「条例に基づいて市が策定する基本計画の策定・変更」を追加の議決事件としてい

ます。これにより、法律に規定されている以上の議会意見の反映を可能としています。 

今後も、必要に応じて、議決事件の追加・見直しを行います。 

 

（政策提案の説明要求） 

第11条 議会は、市長が提案する重要な政策、計画、事業等（以下この条において「政策等」

という。）について、市長に対し、次の各号に掲げる事項の説明を求めるものとする。 

 ⑴ 政策等の背景、目的及び効果 

 ⑵ 総合計画等における根拠又は位置付け 

 ⑶ 関係ある法令、条例等 

 ⑷ 政策等の実施に係る財源措置及びコスト計算 

 

【解説】 

市長が議会に重要政策等を提案しようとするときは、その背景・目的・効果、総合計画

等における根拠や位置付け、関係する法令や条例等との関係、実施に当たっての財源や将

来にわたってのコストといった事項について、議会での審議に必要な情報として、市長に

説明を求めることを定めています。 
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（質問） 

第12条 議員は、本会議において、代表質問、一般質問及び緊急質問（以下この条において

「質問」という。）を行うことができる。 

２ 議員は、質問を行う場合においては、質問事項を議長に通告するものとする。 

３ 議員は、質問を行う場合においては、市政における論点及び争点を明確にするために、

対面による一問一答方式等で行うことができる。 

４ 前３項に掲げるもののほか、質問に関し必要な事項は、別に定める。 

 

【解説】 

本会議において、議員が行う質問の種類、手法等を規定しています。 

質問には下記のものがあり、枚方市議会会議規則、枚方市議会における主な慣例・申し

合わせにおいて定めています。 

 ・代表質問：毎年度の当初予算を審議する本会議で市長が行う新年度の市政運営方針、

または、市長当選後初めての本会議で市長が行う所信表明に対して行う質

問をいいます。各会派の代表が質問を行います。 

 ・一般質問：議員が、市の一般事務について、市長等に対して行う質問をいいます。 

 ・緊急質問：緊急を要するときや、真にやむを得ないと認められるときに、市長等に対

して行う質問をいいます。 

 ・一問一答方式：質問項目のうち、一つずつの尋ねたい内容を、議員の発言、市長等の

答弁という形で問答を繰り返す方式をいいます。これに対し、質問項

目すべてを一括して議員が質問し、その後一括して市長等が答弁する

質問の方法を「一括質問一括答弁方式」といいます。 

 

（反問権） 

第13条 本会議及び委員会において、議員の質問に対し答弁をする者は、趣旨を確認する目

的で反問することができる。 

 

【解説】 

本会議や委員会において、市長等は、議員からの質問や質疑に対して答弁を行います。

答弁を行うに当たり、質問や質疑の内容が不明確であった場合、議員が知りたいことを聞

けないばかりか、傍聴される方にも議論がわかりにくいものとなってしまいます。 

そこで、市長等が質問や質疑を行った議員に対して、質問の趣旨の確認をすることがで

きるよう定めることで、議論を明確にしようとするものです。 

 



 

- 9 - 

 

（発言の取消し勧告） 

第14条 議長又は委員長は、本会議又は委員会において不穏当な発言を行った者に対し、発

言の取消しを勧告することができる。 

 

【解説】 

議会の会議における発言の訂正・取消しについては、地方自治法及び枚方市議会会議規

則において、議員の発言については秩序維持の範囲内で行うことができると規定されてい

ますが、これは市長を初めとする市職員（以下解説において「市職員」といいます。）に

は及びません。 

そのため、議員はもちろん、市職員が、本会議・委員会において無礼の言葉、他人の私

生活にわたる発言等の不穏当な発言を行ったときに、議長・委員長が、発言の取消しを勧

告できることを定めています。 

 

（専門的知見の活用） 

第15条 議会は、法第100条の２に規定する学識経験を有する者等による、議案の審査又は

本市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活用して、討議に反映さ

せるよう努めるものとする。 

 

【解説】 

本市の事務は多岐にわたっており、また、専門性の高いものが少なくありません。 

そのため、学識経験者等の専門的な知識を有する者に、議案や本市の事務に関する調査

を積極的に依頼し、その調査結果を議案の審査や議会が行う討議に反映しようとするもの

です。 

 

（附帯決議） 

第16条 市長等は、議会との信頼関係を重んじ、本会議及び委員会において可決された附帯

決議を最大限尊重するとともに、当該附帯決議に関する事後の状況、対応等を遅滞なく議

会に報告しなければならない。 

 

【解説】 

附帯決議とは、議決された議案に対して付され、予算の執行や条例の施行に関する議会

としての意見や要望を表明するものです。 

市長等は、付された附帯決議の内容を尊重するとともに、附帯決議の内容に関する事後

の状況や対応を議会に報告する義務があることを定めています。 
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（採択請願への対応） 

第17条 市長等は、議会が採択した請願のうち、議会が市長等において措置することが適当

と認めるものについて、その趣旨を実現するよう努めるとともに、当該請願に関する事後

の状況、対応等を遅滞なく議会に報告しなければならない。 

 

【解説】 

憲法では、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正

その他の事項に関し、だれもが請願を行う権利があることを規定しています。 

ここでは、議会として賛意を表した（採択した）請願のうち、市の事務にかかわるもの

について、市長等が請願趣旨の実現に努めることや、実現に向けた対応の経過などを議会

へ報告することを義務付けています。 

 

（政務活動費） 

第18条 議員は、政策提言能力及び政策立案能力の向上等を図るため、法第100条第14項に

規定する政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究その他の活動を行うものとする。 

２ 議員は、枚方市議会議員に対する政務活動費の交付に関する条例（平成13年枚方市条例

第12号）第６条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲において、政務活

動費を適正に執行し、常に市民に対して使途の説明責任を負うものとする。 

 

【解説】 

政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に役立てるため、地方公共団体が会派また

は議員に対し交付できることが地方自治法に定められており、本市においても条例に基づ

き議員に交付されています。 

ここでは、議員が政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研究その他の活動を行うこ

とを定めていますが、使途基準に従った適正な執行でなければなりません。また、市民に

対して使途の説明責任があることを定めています。 

本市議会では、政務活動費に関して、収支報告書、すべての支出に係る領収書、視察研

修報告書等の写しを閲覧に供して公開し、使途の透明化に努めています。 
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第４章 市民との情報共有 

 

（情報共有） 

第19条 議会は、議会活動に関して市民等に対し情報を公開し、市民等と情報の共有に努め

るものとする。 

 

【解説】 

議会は、市の予算や条例など、市民の生活に密着した事項を取り扱っています。 

そのため、議会は、市議会報や市議会ホームページにより議会活動についての情報を積

極的に公開することで、市民と情報を共有する必要があります。 

この条では、今後さらにそういった取り組みを推進していく議会としての姿勢を示して

おり、そのための具体的な手段については、本章において次条以降に定めています。 

 

（会議の公開） 

第20条 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会及

び委員協議会を原則公開とするとともに、市民等の傍聴を促進する積極的な取組を進める

ものとする。 

 

【解説】 

市民に議会の情報を公開し、情報共有を図るため、議会が開催する表記の会議は原則公

開とすることで、いつでも傍聴できるように定めています。 

また、今以上に市民に傍聴していただけるような取り組みを行うことを定めています。 

 

（議長の情報発信） 

第21条 議長は、議会における決定事項について、積極的な情報の発信に努めるものとする。 

 

【解説】 

議会からの情報発信の手段として、議長が議会の代表として、さまざまな手段を活用し、

議会における決定事項や決定に至った議論の経過などの情報の提供に努めることを定めて

います。 
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（報告会等） 

第22条 議会は、必要に応じて、議会活動について市民等に対し報告等を行う場を設け、情

報提供及び情報共有に努めるものとする。 

 

【解説】 

議会活動や市政に関する情報を市民と共有するため、その必要があると判断したときは、

議会自らが地域に出向き、直接議会活動についての報告を行うことを定めています。 

 

 

第５章 市民参加の促進 

 

（公聴会等） 

第23条 議会は、法第115条の２に規定する本会議における公聴会制度及び参考人制度並び

に法第109条第５項において準用する法第115条の２の規定に基づく常任委員会、議会運営

委員会及び特別委員会における公聴会制度及び参考人制度を活用して、市民等及び有識者

の専門的又は政策的識見等を討議に反映させるよう努めるものとする。 

 

【解説】 

本会議等における討議に市民等及び有識者の意見を反映させるため、地方自治法に規定

されている＊１公聴会制度及び＊２参考人制度を積極的に活用することを定めています。 

 

【用語解説】 

＊１公聴会制度：本会議または委員会において、一定の事項について判断、決定するとき

に、広く利害関係者や学識経験者等の意見を聞き、参考とすることをい

います。公聴会では、賛成・反対それぞれの立場の人から交互に意見を

聞きます。 

＊２参考人制度：本会議または委員会において、地方公共団体の事務に関する調査または

審査のため必要があると認めたときに、利害関係者や学識経験者等の第

三者に参考人として出頭を求め、意見を聞くことをいいます。 
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（市民意見の反映） 

第24条 議会は、必要に応じて、議員提案条例等に関し、さまざまな手法により、市民等の

意見を反映させるよう努めるものとする。 

 

【解説】 

議員が条例制定等を行うに当たっては、制定過程でさまざまな手法により市民等に対し

その素案の説明を行うとともに、意見を募集し、条例案等に反映させることを定めていま

す。 

本市議会では、本会議や委員会等を傍聴に来られた市民からのアンケートやメール等に

より、議会運営等についてのさまざまなご意見をいただいています。 

 

（請願趣旨の聴取） 

第25条 委員会は、請願の審査に当たって、請願趣旨を十分に理解するために、紹介議員又

は請願者からの意見聴取の機会を設けることができる。 

 

【解説】 

議会に提出された請願については、所管の委員会において詳細な審査が行われます。こ

こでは、委員会における審査を充実させるため、請願の＊紹介議員や請願者から、請願を

提出するに至った背景や目的などの意見を聴取する機会を設けることができることとして

います。 

 

【用語解説】 

＊紹介議員: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

出しなければなりません（地方自治法第124条）。紹介議員は、請願書の表紙

に署名または記名押印を行うことから、少なくとも請願の趣旨に賛同してい

る必要があります。 
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第６章 議員間討議及び政策提案 

 

（議員間討議及び意見集約） 

第26条 議員は、あらゆる会議において、自らの意見、考えを丁寧に述べるとともに、他の

意見に対しても真摯に耳を傾け、議員間での討議を尽くすものとする。 

２ 議長、委員長等は、議員間での討議を中心に会議を運営し、その結果を市政に反映させ

られるよう意見集約に努めるものとする。 

 

【解説】 

これまで、議会の一部の会議では議員間の議論が行われていましたが、議案の審議にお

いては決して活発だったとは言えず、市長等に対する質疑が中心でした。 

今後は、それを改め、議員間での議論を活発化していこうという姿勢に加え、議長・委

員長といった会議の長が、議論の結果を市政に反映させるための意見集約を行うことを定

めています。 

本市議会では、常任委員会における議案等の審査で新たに導入する予定としています。 

 

（政策提言等） 

第27条 議会は、議員間討議を尽くし、意見集約がなされた内容について、政策提言及び条

例制定の提案に努めるものとする。 

 

【解説】 

前条でも触れましたが、議会は、あらゆる会議において議員間での討議に努めます。そ

の結果、意見集約がなされた事項については、議会として、市長等に対して政策として提

言したり、議員から条例制定議案を提出したりするなど、実際の予算・施策に結び付けて

いかなければなりません。 
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（調査機関の設置） 

第28条 議会は、議会活動及び政策の重要案件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。 

 

【解説】 

議会が、本条例第15条の議案の審査または本市の事務に関する調査を除いた、議会活動

や政策の重要案件についての調査のため、必要に応じ調査機関を設置できることを定めて

います。 

学識経験者等の専門的な知識を有する者で構成する調査機関が、当該案件の内容等の調

査を行い、議会に対して報告を行うことにより、その報告を議会活動等の参考にしようと

するものです。 

 

（議会意見の尊重） 

第29条 市長等は、予算及び政策の策定過程において、議会で集約された意見を最大限尊重

するものとする。 

 

【解説】 

市長等は、予算案や各種政策の策定に当たり、第26条の規定に基づく議員間討議により

集約された意見を最大限尊重することを定めています。 

 

（議員研修） 

第30条 議会は、議員の政策提言能力及び政策立案能力の向上を目的に、各種の研修を積極

的に実施するものとする。 

 

【解説】 

議会は、本市の抱える課題について、自ら解決策を考え、提案する能力を身に付ける必

要があります。そのために、議員にとって必要な研修を実施することを定めています。 
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第７章 政治倫理及び議員報酬 

 

（政治倫理） 

第31条 議員は、選挙で選ばれた市民の代表として、高い倫理観を持ち、品位の保持に努め

なければならない。 

 

【解説】 

議員は、市民の代表であり、本市の意思決定機関である議会の構成員として、市政の発

展や市民生活の向上に携わっています。そのため、誠実かつ公正に職務を行わなければな

りません。議員は、この内容を順守し、品位を保持する義務があることを定めています。 

 

（議員報酬） 

第32条 議員報酬は、市民の負託にこたえる議員活動への対価であることを基本とし、定め

られるものとする。 

 

【解説】 

ここでは、議員報酬についての考え方を定めています。 

議員は、市の意思決定などについて市民を代表しており、議員報酬は、議員活動への対

価であり、多岐にわたる議員活動の状況を反映するものとして定められる必要があります。 

 

 

第８章 危機管理体制の整備 

 

（危機管理体制の整備） 

第33条 議会は、危機事案等緊急事態が発生したときは、市民の生命、身体及び財産に関す

る安全及び安心を確保するため、市長等と協力し、危機管理体制の整備に努めるものとす

る。 

 

【解説】 

市議会として、大きな自然災害などの緊急事態が発生した際の議員の役割や行動を明確

化する必要があり、ここでは、その基本的な考え方を定めたものです。 

本市議会では、その具体として、必要に応じて「災害対策連絡会議」を設置し、市の災

害対策本部と連携し、議員自らが迅速かつ適切な対応を図ることができるよう、「枚方市

議会における災害発生時対応要領」を定めています。 
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第９章 議会事務局等の充実 

 

（議会事務局） 

第34条 議会は、議員の政策提言機能及び政策立案機能を高めるため、議会事務局の機能強

化及び組織体制の充実に努めるものとする。 

２ 議会事務局職員は、常に議会の活性化、充実及び発展を心がけ、行動するものとする。 

 

【解説】 

議会事務局は、地方自治法により議会に設置できると規定されています。本市議会でも

議会事務局を設置しており、議会に関する事務を行っています。 

政策提言や政策立案を行うに当たり、議員にはさまざまな調査研究や法制に関する知識

が必要となるため、議会事務局の組織の充実を図ろうとするものです。 

また、現在、議会事務局職員は、市職員が出向するという形で議会に携わっていますが、

常に議会の活性化・充実・発展を心がけて事務に当たらなければなりません。 

 

（議会図書室） 

第35条 議会は、議員の調査研究に資するため議会図書室を設置し、その充実に努めるとと

もに、だれもが利用できるものとする。 

 

【解説】 

地方自治法では、議員の調査研究のために、議会図書室を設置することが定められてい

ますが、議員の政策提言及び政策立案のために、電子化されたものを含む書籍、資料等を

より一層充実させる必要があります。 

また、議会図書室は、だれもが利用できるものであり、利用しやすいものとすることで、

市民と議員との交流の場所としての活用も考えられます。 

 

 

第10章 見直し手続 

 

（見直し手続） 

第36条 議会は、必要に応じて、社会情勢の変化等を勘案し、この条例の規定について検討

を加えるとともに、見直しが必要と判断したときは、適切な措置を講じるものとする。 

 

【解説】 

議会内部の議論により、この条例に書かれた内容を常時点検し、必要に応じて条例改正

を行うことで、市民の信頼を得られる市議会であり続けようとすることを定めています。 
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附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。ただし、第９条及び次項の規定は、平成

27年５月１日から施行する。 

 （枚方市議会定例会条例の廃止） 

２ 枚方市議会定例会条例（昭和31年枚方市条例第42号）は、廃止する。 

 （枚方市議会委員会条例の一部改正） 

３ 枚方市議会委員会条例（昭和34年枚方市条例第12号）の一部を次のように改正する。 

  第19条第１項を次のように改める。 

   委員会は、原則として公開する。 

 

 


