
 
 
 
 
 
 

第２分科会 参考資料 



○出雲市議会基本条例 

(平成 19 年出雲市条例第 54 号)

改正平成 20 年 9 月 29 日条例第 66 号
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前文 

 平成 12年 4月 1日に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に

関する法律」が施行され、国と地方公共団体の関係は、従来の「上下・主従」

から「対等・協力」の関係へと変化しつつある。また、平成 19年 4月 1日

には「地方分権改革推進法」が施行され、「地方にできることは地方が担い、

責任を持つ」、「地域の実情を最もよく知る地方の自己決定権を確立する」

という原則のもとに、第二期地方分権改革が始まったところである。 

 このような地方分権改革の流れのなかで、平成17年3月22日に、出雲市、

平田市、佐田町、多伎町、湖陵町及び大社町の合併により新「出雲市」が誕

生し、平成 17年 4月 17日に行われた設置選挙で選出された議員によって、

平成 17年 5月 11日に、新「出雲市議会」が発足している。 

 第二期地方分権改革により、地方公共団体の自己決定・自己責任の範囲が

一層拡大するため、住民から選ばれた代表で構成される議事機関としての議

会は、今まで以上に責任ある議会活動が求められるものである。また、議会

は市長などの執行機関と対等な関係を構築し、議会自体の活性化を図る必要

があり、議員は地域の課題のみならず、様々な市政の課題とこれに対する市

民の意向を的確に把握し、市民全体の福祉の向上を目指して活動しなければ

ならない。 

 出雲市議会は、新市としての一体感を醸成し、地方議会としてあるべき姿

を示すためにも議会運営の基本的事項を定める議会基本条例が必要である

との認識に至り、市議会基本条例検討委員会を設置し、議会としてふさわし

い条例について議論を行ってきた。 

 議会改革の一環として行ってきた一問一答方式や国内外の地方公共団体

及び議会との活発な交流などその個性をさらに発揮し、高い政治倫理のもと

での議会、議員などの役割を定めるとともに、議会への市民参加の取組み、

議会としての市民への情報提供など議会運営の基本的事項を定め、議会とし

て市民の負託に応えるため、ここに「出雲市議会基本条例」を制定する。 



第 1章 総則 

(目的) 

第 1条 この条例は、真の地方分権時代の到来に向けて、議会が担うべき役

割を果たすための基本的事項を定めることにより、議会の活性化を図り、市

民の負託に応えられる議会運営の実現を図ることを目的とする。 

(定義) 

第 2条 この条例において、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) 会派 市政に関する主義及び主張を同じくする複数の議員が、調査研究、

政策立案等を目的として結成した団体をいう。 

(2) 行政視察 次に掲げるものをいう。 

ア 議会が、地方自治法(昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。)第 100

条第 13項の規定に基づき、議員を派遣して行う調査 

イ 法第 100 条第 14項の規定に基づき交付される政務調査費を用いて行う調

査 

(基本方針) 

第 3条 議会は、分権時代において求められる役割及び機能を十分に果たし、

市民の代表機関として責任ある議会活動を行わなければならない。 

(議会の責務) 

第 4条 議会は、市の施策に対する意思決定を行う議決機関として、適切な

判断と責任ある活動を行わなければならない。 

(議長の責務) 

第 5条 議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に努めるとともに、民

主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。 

(議員の責務) 

第 6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、高い政治倫理のもとで、誠実か

つ公正な職務の遂行に努めなければならない。 

第 2章 議会及び議員の活動方針 

(議会の役割) 

第 7条 議会は、次に掲げる事項を基本として、積極的に議会活動を行い、

市民の意向を反映した効果的な施策が実施されるよう努めるものとする。 

(1) 政策立案機能の充実強化を図るとともに、市の施策が効率的かつ適正に

実施されているかを市民の立場に立って監視及び評価すること。 

 

(2) 市民の多様な意見を的確に把握するよう努め、これを市政に反映させる

よう、適切な提言を行うこと。 



(3) 議案の審査等において専門的事項に係る調査を必要とするときは、議会

の議決により学識経験を有する者等に調査を委託し、その結果を参考として

適切な判断を行うこと。 

(4) 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会(以下「委員会」という。)

の運営に当たり、必要に応じて公聴会制度及び参考人制度を積極的に活用し、

多様な意見を踏まえながら、適切な判断を行うこと。 

(5) 本会議又は委員会において審議・審査を行うときは、議員相互間の議論

を活発に行い、合意形成に努めること。 

(6) 本会議における一般質問については、市民にわかりやすく、又論点を明

確にするため、一問一答方式で行うものとする。 

(7) 先進的な施策の事例を調査研究し、市政及び議会の運営に反映させるた

め、友好交流都市、姉妹都市等、国内外の地方公共団体及び議会との交流連

携を推進すること。 

(議員の役割) 

第 8条 議員は、次に掲げる事項を基本として、分権時代に求められる役割

を担うよう努めるものとする。 

(1) 地域の課題のみならず、様々な市政の課題とこれに対する市民の意向を

的確に把握し、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。 

(2) 政策立案及び政策提言能力の向上のため、研修及び調査研究に努めるこ

と。 

(3) 様々な手段や媒体を通じて、市民への情報発信に努めること。 

(4) 分権時代における地方議会のあり方について調査研究に努めること。 

(議会への市民参加の取り組み) 

第 9条 議会は、市民からの要望や提言などを広く聴取し、議会運営に反映

させることを目的に、次に掲げる事項について取り組むものとする。 

(1) 議員又は会派は、議会報告会を開催し、市民に対して説明責任を果たす

とともに、市民の意見を聴取して政策立案に生かすこと。 

(2) 市政の課題等を調査するために委員会が開催する公聴会制度及び参考

人制度については、市民が参加しやすい運営を行うよう努めること。 

(開かれた議会) 

第 10条 議会は、市民と情報を共有するため、市民に開かれた議会を推進し、

委員会を原則公開するものとする。 

2 議会は、議会活動を広く周知するため、議会広報の充実に努めるものとす

る。 

(政務調査費) 

第 11 条 議員又は会派は、政務調査費を有効に活用し、積極的に調査研究を

行うものとする。 



2 議員又は会派は、政務調査費の使途基準に従い、これを適正に執行し、常

に市民に対して使途の説明責任を負うものとする。 

(行政視察) 

第 12 条 議員又は会派は、行政視察を市の施策に有効に生かすことを目的と

してのみ行うものとし、視察終了後速やかに報告書を作成し、議長に提出す

るものとする。 

2 行政視察の報告書は、他の議員等が閲覧しやすい場所に保管するものとす

る。 

第 3章 議会、議会事務局等の体制整備 

(議会改革への取組み) 

第 13 条 議会は、分権時代における地方議会のあり方を常に議論し、不断の

議会改革をさらに推し進めるよう努めるものとする。 

(議会事務局) 

第 14 条 議会は、議会及び議員の政策形成・政策立案機能の支援体制を充実

させるため、議会事務局の調査・法制機能の充実を図るものとする。 

(議会図書室) 

第 15 条 議会は、議会及び議員の調査研究に資するため、議会図書室の図書

等の充実に努め、その有効活用を図るものとする。 

第 4章 補則 

(他の条例等との関係) 

第 16 条 この条例は、議会運営に係る基本的事項を定めるものであり、議会

に関する条例、規則等を定める場合は、この条例の趣旨を最大限尊重しなけ

ればならない。 

(委任) 

第 17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(検討) 

2 議会は、この条例の施行後、社会情勢の変化、市民の意見等を勘案し、必

要があると認めるときは、この条例の規定に検討を加え、その結果に基づき、

所要の措置を講ずるものとする。 

附 則(平成 20年 9月 29日条例第 66号) 

この条例は、公布の日から施行する。 



分科会Ｈ22.4.7 

住 民 投 票 制 度 

参考：小田原市 

 

Ⅰ 住民投票制度の概要 

 

１ 住民投票とは 

地域における重要課題・政策等に関して、住民の賛否を直接問うもの。 

 

２ 現行法上で制度化されている住民投票 

（１）一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定（憲法第 95 条 自治法第 261 条） 

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、住民投票で過半数の同意を得なければ制定

することができない。（例：1949 年広島平和記念都市建設法、1951 年軽井沢国際親善文

化観光都市建設法） 

（２）地方自治法による議会の解散請求（自治法第 13 条、第 76 条、第 78 条） 

選挙権を有する者の 1／3 以上の署名を得て、議会の解散を求める請求があった場合は、

住民投票に付し、結果、過半数の同意があれば議会は解散する。 

（３）議員・長の解職請求（自治法第 80 条、第 81 条、第 83 条） 

選挙権を有する者の１／3 以上の署名を得て、議員・長の解職を求める請求があった場合

は、住民投票に付し、結果、過半数の同意があれば議員・長は失職する。 

（４）合併協議会の設置（市町村の合併の特例等の関する法律） 

議会で住民請求（１／50 の連署）による合併協議会設置が否決された場合、合併請求市

町村長または１／６以上の有権者は住民投票に付すことを請求できる。 

 

３ 地方公共団体における住民投票 

上記以外の地方公共団体の重要問題・政策等に関する住民投票は、地方公共団体の住民 

投票条例により実施される。 

住民投票条例は「常設型」と「非常設型」の 2 種類がある。 

 

（１）常設型の住民投票条例 

住民投票の対象事項や発議などを予め定めた住民投票条例を常設し、要件が満たされた場

合にいつでも住民投票が実施できるもの。 

短期間での実施、発議要件を満たせば議会の議決を経ないで確実に住民投票を実施できる

メリットに対し、住民投票の濫用の恐れやそれによる大きな経費負担といったデメリットが

あるといわれている。 

（２）非常設型の住民投票条例 

住民の意思確認の必要性が生じた場合に、市民の直接請求や長・議員の提案により、案件

ごとに議会の議決を経て住民投票条例を制定し、実施するもの。 

住民投票の必要性を案件ごとに議会審議することから制度の濫用を防止できるメリット

に対し、実施まで時間を要する、市民が直接請求しても、議会で住民投票条例を否決した場

合は実施できないというデメリットがあるといわれている。 



分科会Ｈ22.4.7 
 

Ⅱ 現在の住民投票の流れ 

 

１ 住民投票条例の設置 

現在、本市において住民投票を実施する場合には、まず「住民投票条例」の設置が必要とな

る。次により議会へ住民投票条例案を提出し、議会議決することにより実施できる。 

 

（１）住民による直接請求（自治法第 74 条） 

議会の議員及び選挙権を有する者は、有権者の１／50 以上の者の連署をもって、長に対

し条例の制定又は改廃を請求することができる。 

（２）議員提案（自治法第 112 条） 

議員は、議会の議決すべき事件について、議案を提出することができる。ただし、議案提

出には、議員定数の１／12 以上の者の賛成が必要。 

（３）市長（自治法 149 条） 

議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出することができる。 

 

Ⅲ 自治基本条例と住民投票 

 

１ 住民投票条例制定の請求・投票に関する緩和規定 

地方自治法により、選挙権を有する者の１／50 以上の者の連署をもって、長に対し条例の

制定又は改廃を請求することができる。自治基本条例の中で連署の年齢を 18 歳とする（三鷹

市）、連署と投票年齢を 16 歳とする（大和市）、永住外国人まで含む（大東市）といった緩和

規定を設けることができる。 

 

２ 自治基本条例と常設型の住民投票条例 

常設型の住民投票条例の場合、予め対象となる事項などが定められ、住民投票の実施にあた

っては議会議決を要しないことから、自治基本条例の中に、市民（住民）から請求があった場

合は、必ず実施する旨の規定を設けることができる。しかしながら、その要件としては、大き

な経費の負担を要すること、濫用の防止、また二元代表制の尊重から、多くの自治体において、

1／４以上の連署を必要とする（名張市）などハードルを高くしている。 

 

３ 自治基本条例と非常設型の住民投票条例 

住民投票を非常設型としている市町村の多くは、自治基本条例の中に市民（住民）からの請

求要件（地方自治法からの緩和等）を規定し、その実施に当たっては、個別に制定する住民投

票条例に規定するとしています。この場合、あくまで選挙で選ばれた市長と議会議員による二

元代表制を尊重、住民投票の案件は政策等における最重要事項でなければならないこと、住民

の意思確認の最終手段であることなどから、濫用防止のため実施にあたっては、地方自治法に

規定されているとおり議会議決を経て条例を制定します。 

また、非常設型は、住民投票条例を案件ごとに定めることから、投票者に高校生や外国人を

含むなどその内容によって柔軟に対応することができます。 



分科会Ｈ22.4.7 
参考：あわら市 

 

●法律に根拠がある住民投票 

 

議会の解散請求 

（自治法§76） 
1／3以上の署名 ⇒ 

住民投票の実施 

議員の解職請求 

（自治法§80） 
1／3以上の署名 ⇒ 

長の解職請求 

（自治法§81） 
1／3以上の署名 ⇒ 

合併協議会の設置請求 

（特例法§４の２⑪⑮） 

首長の請求 

1／６以上の署名 
⇒ 

地方公共団体特別法の同意 

（憲法§95 自治法§261）
総理大臣からの通知 ⇒ 

 

 

●条例に基づく住民投票の種類 

 

拘束型 

  投票結果に法的拘束力を持たせる

 

⇔ 

非拘束型 

  長や議会は投票結果を尊重するが 

これに縛られない 

   

常設型 

住民投票を発議するための要件が

条例で規定されている 

⇔ 

非常設型 

住民投票に付すべき案件がある場合

に個別に条例を制定する 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








