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 前文 

地方分権の時代にあって確立した分権型社会の実現が求められるなか、平成18年２月に水沢

市、江刺市、前沢町、胆沢町及び衣川村の５つの市町村が合併し誕生した奥州市に、市民の負

託を受け市政に対し監視、けん制機能を発揮する合議制機関として奥州市議会は発足した。 

地方議会においては、議会活動の活性化、公平性及び透明性の確保、市政に対する市民意向

の把握、議員の自己研さんや資質の向上など、その期待される時代の要求は多大であり、市長

と同じく議会議員も市民から直接選挙で選ばれる二元代表制のもと、立法機能、政策提案機能

など持てる権能を十分に駆使し、活力と責任のある議会活動が求められている。 

私たち奥州市議会は、議員自らの創意によって、主権者である市民との協調のもと、市民の

意思を市政に適切に反映し、市民の福利向上を図るとともに、議会として独自の運営ルールを

定め、遵守し、実践し、もって市民に信頼され、存在感のある議会を築くため、議会運営に関

する最高規範である議会基本条例をここに制定する。 

 

【解説】 

本条例の制定に至った背景を述べるとともに、議会と議員の役割をはじめとした本条例の内容

を市民と共有することを通じて、市民と共に歩み、市民の意志を市政に適切に反映し、市民の福

祉や利益の向上、市政の発展のための取組を推進する議会を築いていこうとする決意を述べてい

ます。 

 

【用語】 

 ◆ 分権型社会 

   地方の役割をより拡大させて、住民が安全・安心に暮らせる豊かな社会のことをいいます。 
 

◆ 合議制機関 

   議会は、議員同士の議論を経て合意により意思決定を行う機関であり、多様な民意を代表

し得る独自性を有していることを表しています。個々の議員は、その構成員です。 
 

 ◆ 二元代表制 

   地方公共団体において、執行機関である「首長」と議事機関である議会を構成する「議

員」の双方を住民が直接選挙で選ぶ制度のことをいいます。ともに住民を代表する首長と議

会が相互の抑制と均衡（チェック・アンド・バランス）によって緊張関係を保ちながら、議

会が首長と対等の機関として、その地方公共団体の運営の基本的な方針を決定（議決）し、

その執行を監視し、また、積極的な政策提案を通じて政策形成の場となることが二元代表制

の本来の在り方であると言えます。 
 

◆ 議会の権能（権限） 

   地方自治法では、議会の権能（権限）として議決権、調査権、検査権、監査の請求権、意

見書の提出権等について規定しています。このうち、議決権においては、条例、予算、決算、

一定の基準を満たす契約又は財産の取得若しくは処分、市が当事者となる訴えの提起、市が

義務を負う損害賠償の額のほか、法令により議会の権限に属せられる事項等の事件を議決し

ますが、これ以外にも「奥州市議会の議会に付すべき事件を定める条例」により、議会が議

決すべき事項を加えることができます。 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、議会及び議員の責務及び活動に関する基本的事項を定めることにより、

地方分権時代にふさわしい議会の在り方を明らかにするとともに、さらなる議会の活性化を

図り、もって奥州市の豊かなまちづくりを実現することを目的とする。 
 

【解説】 

前文で掲げられた議会の決意などを踏まえ、本条例制定までに明文化されていなかった議会及

び議員の役割など、議会に関する基本的な事項を条例という形式で明確に規定し、その活動の一

層の活性化を図るとともに、議会改革を推進し、奥州市のまちづくりに寄与することを規定して

います。 
 

【用語】 

 ◆ 地方分権 

   地方分権とは、国に集中している権限や財源を地方公共団体に移し、住民に身近な市町村

や都道府県が自らの選択と責任で物事を決定し、地域の特色を生かした地域づくりを進める

ことです。 

 

 

 

第２章 議会及び議員の活動原則 

（議会の活動原則） 

第２条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

(1) 市民を代表する議決機関として、市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させる

よう努めること。 

(2) 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に認識し、議員相互の

自由な討議を重んじること。 

(3) 公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。 

 

【解説】 

議会は、二元代表制の下、市民の多様な意見等を市政に反映させるとともに、議会が言論の場

であり、合議制の議事機関の特性を発揮するため、市民の代表として議員間で活発に討議を行う

など、十分な審議を尽くすべきことを定めています。 

 また、議会は、その活動に関して疑念や疑惑を抱かれることのないよう、公正性、透明性及び

信頼性を確保するとともに、市民に対し積極的にその活動を周知し、情報を公開することで、開

かれた議会を目指すことを定めています。 
 

【用語】 

 ◆ 議決 

   表決（採決）の結果得られた議会の意思決定のことです。なお、「表決」とは、本会議で

議会の意思を決定するため、議長の要求に応じて、出席議員が賛成又は反対の意思を表明す

ることをいいます。また、「採決」とは、議長が本会議で表決をとる行為のことです。 

   ※ 本会議…全議員で構成する議会の会議のことです。本会議の運営は、議長が主宰し、

議場で開きます。 
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 ◆ 市民の多様な意見の的確な把握 

   市民の意見には多数と少数のものがあり、また、多数のものにも個々人の意向は立場等に

よって多様であることから、これらを議会として的確に把握することを表しています。した

がって、本条例には市民懇談会の開催を規定するほか、政策立案、政策提言等に際しての意

見聴取や議会に寄せられる意見などを通じて市民からの意見の把握に取り組んでいます。 
 

 ◆ 言論の府 

   議員の活動の基本は言論であり、物事は言葉で意見を交わすことによって結論を導き出す

ことから、言論を尊重し、その自由も保障されています。 発言者は、自身の発言に責任を持

ちつつ、節度ある行動により、議会の存在意義を高めていかなければなりません。 

 

 

（災害時の議会対応） 

第２条の２ 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければならない。 

２ 議会は、災害時の議会の行動基準等に関して定めた奥州市議会業務継続計画に基づいて行

動するものとする。 
 

【解説】 

議会は、大規模災害や感染症まん延などの災害時であっても、二元代表制の趣旨に則り、議決

機関・市民代表機関としての議会が、市民の生命、身体及び財産を保護し、並びに市民の安心・

安全を確保するため、迅速な意思決定と多様な市民ニーズの反映に資するという議決機関として

の機能を維持しなければならないことを定めています。 

また、災害時の議会の行動基準等は、奥州市議会業務継続計画（議会ＢＣＰ）として定められ、

これに基づいて行動することで、早期の議会機能の回復に努めることとしています。 
 

【用語】 

◆ 奥州市議会業務継続計画（議会ＢＣＰ） 

   大規模災害や感染症のまん延などにおいて、議会の機能維持を図ることを目的とし、奥州

市災害対策本部等と連携して災害対策活動を側面から支援するとともに、被災者と情報を共

有して迅速な市民要望の実現に向け行動するため、必要な組織体制や行動基準などを定めた

計画のこと。 

※ ＢＣＰ…「Business Continuity Planning」の略称で、業務継続計画の意。 

 

 

（議員の活動原則） 

第３条 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) 市政全般についての課題及び市民の意見、要望等を的確に把握するとともに、自己の能

力を高める不断の研さんに努め、市民の代表としてふさわしい活動をすること。 

(2) 把握した市民の意見、要望等をもとに、政策立案、政策提言等を積極的に行うこと。 

(3) 個別的又は地域的な事案の解決だけでなく、市民全体の福利の向上を目指して活動する

こと。 

 

【解説】 

議員は、常日頃から市政課題に関する調査研究を行い、市民の多様な意見、要望等を把握し、

的確な判断ができるよう自らの資質の向上に不断に努めることや、市民の信頼確保のため、高い

倫理性を常に有し、誠実・公正に職務遂行することを定めています。 

また、議員は、政策の立案や提言などを通じて市政課題の解決に努めるとともに、二元代表制
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の一翼を担う議会の構成員として、個別事案や地域事案のみならず、市民全体の福祉や利益の向

上のために活動することを定めています。 
 

【用語】 

 ◆ 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言います。その条例案が可決されれば法的拘束力が生じ

るため、実効性が最も高い手法と言えます。 
 

 ◆ 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提言書としてまとめ、市長等

に対しこの提言書の提出をもって提案することを言います。ただし、その提言には拘束力が

ないため、条例のように当局への義務付けはできません。 
 

 〔参考〕政策決議提案 

   令和元年５月に策定した「奥州市議会政策立案等に関するガイドライン」では、政策立案

と政策提言の中間的な性質を有するものと位置付け、議会で政策提言を決議することによっ

て、一般的な政策提言に比べ、議会の意思決定としての重み付けができます。 

 

 

（会派） 

第４条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。 

２ 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。 

３ 前２項に定めるもののほか会派に関し必要な事項は、別に定める。 

 

【解説】 

会派は、市政課題等に対する政策を中心とした理念を共有する議員が議会活動を共に行うため

に任意に結成する団体であり、議員は、政策立案等に資するため、その理念を共有する複数の議

員をもって会派を結成することができることを定めています。 
 

【用語】 

◆ 会派 

  市政に関して同じ考え方や意見をもっている議員は、グループをつくって活動でき、このグ

ループを「会派」といいます。 

 

 

 

第３章 議会運営の原則等 

第５条 議会は、市の基本的な政策決定並びに市長等（市長その他の市の執行機関をいう。以

下同じ。）の事務の執行等の監視及び評価を適切に行えるよう、円滑かつ効率的な議会運営

に努めなければならない。 

２ 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。）は、公開を原則

とする。 

３ 議会は、市民の傍聴意欲を高めるよう努めなければならない。 
 

【解説】 

議会は、市長等の事務執行に対する監視や評価に係る機能を十分に発揮することができるよう、

円滑で効率的な運営に努めるべきことを定めています。 
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また、市民に開かれた議会の実現のため委員会を原則一般に公開することや、積極的な市民参

加を促すため傍聴意欲を高める努力をするよう定めています。 
 

【用語】 

◆ 市の政策決定 

   議会の最も重要な役割ともいうべき市としての団体意思を決定することであり、議決権の

行使により行われます。なお、市の団体意思の全てを議会が決定するものでなく、議会の決

定事項は、地方自治法第96条及び条例に定められており、これ以外の団体意思は市長等にお

いて決定することとなります。 
 

◆ 監視及び評価 

   監視機能とは、市長等の事務執行が適正かつ公平に、及び市民の意向を的確に把握しつつ

能率的に執行されているかどうかをよく注視し、市長等に対し必要な是正措置又は対応を促

す機能のことです。 

   また、評価機能とは、市長等による事務の執行の結果が所期の効果及び成果をあげたかど

うかを確かめ、その結果を踏まえて市長等に対し必要な是正措置又は対応を促す機能のこと

です。 
 

◆ 委員会 

   議案その他の議決事項は、本会議で決定されますが、本会議での審議を効率的に行うため、

少人数の議員で構成する委員会を設け、議案などを専門的・能率的に審査しています。委員

会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。 
 

 ◆ 常任委員会 

   議会の付託を受けた議案などの審査や市の事務に関する調査をそれぞれ分担して詳細に行

います。条例で、総務、教育厚生、産業経済、建設環境の４常任委員会を設置しています。

委員の任期は２年です。 

※ 付託…本会議での質疑が終了した後、さらに詳しく検討を加えるため、所管の常任委

員会、議会運営委員会又は特別委員会に審査を託すことです。 
 

◆ 議会運営委員会 

   議会を円滑、効率的に運営するため、条例で設置されている委員会です。議会運営に関す

る事項の議事日程、議案等の取扱い、質問の取扱いや会議規則、委員会条例等に関する事項

などの協議、調査、審査等を行います。 
 

 ◆ 特別委員会 

   常任委員会のほかに、特定の事件を審査・調査するために議決により設置する委員会です。

現在は、新市立病院建設調査特別委員会を設置しています。 
 

 ◆ 傍聴 

   本会議や委員会などの会議は、どなたでも傍聴することができます。このほか、議場で開

催する会議は、ケーブルテレビ、パソコン、タブレット端末、スマートフォンからも視聴で

きます。また、小さなお子様連れの方の傍聴や休憩室でのモニター傍聴もできます。 
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第４章 委員会の活動 

第６条 議会は、委員会での審査に当たっては、市民に分かりやすい議論を行うよう努めなけ

ればならない。 

２ 議会は、委員会における参考人制度及び公聴会制度を活用し、第三者の専門的識見の活用

を図るものとする。 
 

【解説】 

議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会において、積極的な情報の公開に努め、

公正性や透明性を確保し、市民に分かりやすい審査に努めることを定めています。 

また、案件の審査を適切に行い、審議の充実を図るため、学識経験者などの出席を求めて意見

を聴く制度である「参考人制度」や、直接市民や学識経験者などから意見を聴く制度である「公

聴会制度」などの活用を図ることを定めています。 
 

【用語】 

 ◆ 参考人 

   委員会では、市の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の

出頭を求め、その意見を聴くことができます。 
 

 ◆ 公聴会 

   委員会では、予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有す

る者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができます。 

 

 

 

第５章 市長等との関係 

 （市長等との関係） 

第７条 議会は、市長等と常に緊張感のある関係を保持し、政策立案、政策提言等を通じて、

市政の発展に取り組まなければならない。 
 

【解説】 

 執行機関である長と議決機関である議会を構成する議員を共に住民の直接選挙で選ぶ二元代表

制の下では、市長と議会がそれぞれ住民の代表機関として、独立・対等の立場で互いに尊重し、

抑制・均衡を保ちながら、それぞれの特性を生かし、適切に役割を果たすことが求められていま

す。議会は、市長等と対等で緊張感のある関係を構築し、多様な観点から、市長等の事務執行に

対する監視・評価や政策立案、政策提言等を行うことにより、市民の福祉の向上と市政の発展に

取り組むべきことを定めています。 
 

【用語】 

 ◆ 緊張ある関係 

   市長等と議会には、二元代表制の下、市政における車の両輪として、相互の抑制・均衡の

関係が期待されており、この関係が適切に構築され、機能するよう現行制度においては互い

の権限や関係の仕組み等について規定が設けられています。これら制度の趣旨を汲み、常に

対等で緊張ある関係が保持されるよう制度を運用することにより、抑制・均衡の機能を果た

していくものです。 
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（質疑応答の方法） 

第８条 本会議における一般質問については、議員と市長等との質問及び答弁は、論点又は争

点を明確にするため、一問一答で行うものとする。 

２ 議長からの求めにより本会議又は委員会（以下「本会議等」という。）に出席した市長等

は、本会議等における議員の質問に対し、議長又は委員長の許可を得て質問及び質疑の趣旨

を確認するための発言をすることができる。 

３ 議会は、市長等が提案する重要な政策については、議会審議を通じて政策水準の一層の向

上を図るため、市長等に対し、必要な情報を明らかにするよう求めるものとする。 

 

【解説】 

本会議における一般質問は、議論の論点及び争点の明確化により、会議参加者のほか傍聴者や

インターネット中継等の視聴者にも内容を分かりやすくするため、一問一答方式で質問項目毎に

質問及び答弁を行うことを定めています。 

また、市長等の答弁者は、議員からの質問等に対して的確な答弁が行えるよう議長等の許可を

得てその質問等の趣旨を確認するための発言ができるほか、議会は、重要な政策提案について市

長等に対し必要な情報提供を求めることを定めています。 
 

【用語】 

◆ 一般質問 

   議員が、その属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行の状況

及び将来に対する方針等について所信をただし、或いは報告、説明を求め又は疑問をただす

ことをいいます。 
 

◆ 一問一答 

   質問項目ごとに質疑し、これに答弁し、次いで質疑し、答弁するという形式で、同一質問

者と答弁者の間で問答を続けることをいいます。項目を絞って質問するため、傍聴者や視聴

者にもわかりやすい議論が展開できます。 
 

 ◆ 議長 

   議長は、議会活動の主宰者であり、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統

括する議会の代表者です。本会議において、議員の中から選挙します。 
 

 ◆ 質疑 

   質疑は、現に議題となっている議案等に関し疑問点をただすことで、市政全般に関する質

問とは区別されます。 

 

 

 

第６章 議会の機能の強化 

（議員間の討議） 

第９条 議会は、本会議等において、議案を審議し、及び審査するときは、議員相互間の議論

を尽くすよう努めるものとする。 

 

【解説】 

本会議や委員会においては、議会の機能を十分に果たすために、議員間の自由闊達な討議に

より、多様な意見を出し合い、相互の議論を尽くすよう定めています。 
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【用語】 

 ◆ 議案 

   議会の議決を求めるため、市長、議員又は委員会が議長に提出する案件のことです。条例、

予算、決算認定、契約、人事同意、専決処分承認等の議案があります。議案を議会に提出す

る権限は、原則として市長と議員（委員会）双方にありますが、例外として、予算案など市

長に専属するものと、委員会の設置など議員に専属するものとがあります。また、議員が議

案を提出する場合は、所定の議員の賛成者が必要です。 
 

◆ 審議 

   本会議において、付議事件について提案説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決するとい

った一連の過程をいいます。提案説明は、提出議案を審議するにあたり、まず、本会議で、

提出者から議案提出の理由やその内容について説明を聞き、質疑に入ることを原則としてい

ます。市長提出の議案は市長が、議員提出の議案は当該議員が説明を行います。 

   ※ 付議…事件（案件）を議会の審議に付すこと。 
 

 ◆ 審査 

   委員会において、議会の議決の対象となる議案や請願等特定の事件について議論し、本会

議における最終的な結論の前提として一定の方向性を出す過程をいいます。 
 

 ◆ 議論における討議・討論 

   討議とは、本会議や委員会等の場において、議員等が自らの意見を述べ合い、議論するこ

とをいいます。これに対し討論とは、採決の前に、議員はその案件に対して、賛成か反対か

の自分の意見を表明することができます。自分の意見に反対の議員や賛否の意思を決めかね

ている議員に対し、自分の意見に賛同するよう理由を述べることをいいます。 

 

 

（政務活動費） 

第10条 政務活動費は、議員が政策立案、政策提言等を行うための調査研究その他の活動に資

するために交付されるものであり、別に条例で定めるところにより適正に執行しなければな

らない。  

２ 政務活動費は、その透明性を確保するため、その使途を公開しなければならない。 

 

【解説】 

地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき交付される政務活動費は、政策立案、

政策提言等を行うための調査研究その他の活動のために交付されるものであり、議員は、これを

積極的に活用し、議会機能の強化に努めるとともに、議会は、使途の透明性を確保すべきことを

定めています。 
 

【用語】 

 ◆ 政務活動費 

   議員の調査研究のための必要な経費の一部として交付されます。使途については、研究研

修費、調査旅費、資料作成費、資料購入費、広報費、公聴費、要請及び陳情活動費、会議費、

人件費並びに事務所費等の基準を設けています。奥州市議会議員の政務活動費の額は、条例

により１人当たり月額12,000円と定められています。 
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（情報通信技術の活用） 

第10条の２ 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行い、迅速な情報共有に資するため、情報

通信技術の積極的な活用を図るものとする。 

２ 議会は、災害の発生、感染症のまん延等やむを得ない事由により会議に参集することが困難

なときは、議会活動を継続するため、情報通信技術の積極的な活用を図るものとする。 

 

【解説】 

情報通信技術の革新が日々進んでいる現代社会において、議会にあってもこれを積極的に活用

し、議会運営を進めることを定めています。 

また、地震、暴風雨などの自然災害や新型コロナウイルス感染症などのまん延により会議に参

集できない場合であっても、情報通信技術の活用により、議会活動を継続することについて定め

ています。 
 

【用語】 

 ◆ 情報通信技術 

   パソコン、タブレット端末、スマートフォン等の様々なコンピュータを通じた情報処理、

通信技術等の総称であり、これを活用したコミュニケーション、情報共有などを含めてＩＣ

Ｔ（Information and Communication Technology）とも呼ばれています。奥州市議会では、

タブレット端末の導入による情報共有、ペーパーレス会議、オンライン会議などを推進して

いるほか、会議のインターネット配信、ＳＮＳ（Social Networking Service）による情報発

信なども積極的に実施しています。 

   ※ ＳＮＳ…ソーシャルネットワーキングサービスの略で、登録された利用者同士が交流

できるウェブサイトの会員制サービスのことです。市議会でも複数のＳＮＳを通じて

様々な最新情報をお伝えしています。 

 

 

 

 第７章 市民との関係 

（市民との関係） 

第11条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を

十分に果たさなければならない。 

 

【解説】 

議会は、議会活動に関する情報公開を積極的に進め、市民に対する説明責任を果たすことで、

身近で分かりやすい議会を目指すべきことを定めています。 
 

【用語】 

 ◆ 情報公開・説明責任 

   議会活動における情報の公開は、会議や資料の公開などによりホームページ、市議会だよ

りなど様々な媒体を通じて自らの発信に努め、その説明責任を果たしています。 

 

 

（議会広報の充実） 

第12条 議会は、議会広報その他の情報媒体を活用し、議会活動の周知に努めるものとする。 

２ 議会広報は、議会活動に対する理解を深めるための重要な情報媒体との認識のもと、その

内容を充実させるよう努めるものとする。 
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【解説】 

議会は、広報紙である「おうしゅう市議会だより」のほか、ホームページ、スマートフォン・

タブレット型端末向けのＳＮＳなどにより多様な手段を活用して情報発信することにより、議会

活動に関する広報の充実に努めるべきこと、また、その内容を充実させることについて定めてい

ます。 
 

【用語】 

 ◆ 情報媒体 

   奥州市議会では、広報紙「おうしゅう市議会だより」を年４回発行しているほか、議会ラ

イブ・録画配信、ホームページ、コミュニティＦＭラジオ、ＳＮＳなどで議会情報の発信に

努めています。 

 

 

（市民懇談会） 

第13条 議会は、第２条及び第３条に規定する議会及び議員の活動原則に従い、市民との多様

な意見交換の場として、市民懇談会を行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか市民懇談会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

【解説】 

議会から市民への市政に関する情報提供に努めるとともに、市民から議会に対する多様な意見、

提言、批判等の声を広く聴取するため、市民と議員の懇談会を行うことを定めています。 
 

【用語】 

 ◆ 市民懇談会 

   奥州市議会では、奥州市議会市政調査会の主催による「市民と議員の懇談会」を毎年開催

しています。この懇談会では、単なる議会報告会に終わらず、常任委員会ごとにテーマを定

めてワールドカフェ形式によるワークショップを開催するなど、市民との多様な意見交換が

できるように努めています。 

 

 

 

 第８章 議会改革の推進 

（議会改革） 

第14条 議会は、社会情勢の変化等により新たに生じる市政の課題等に適切かつ迅速に対応す

るため、継続的な議会の改革に取り組まなければならない。 

 

【解説】 

議会は、刻々と変化する社会情勢に対応しつつ、市民の意見、要望等を的確に把握し、市政の

課題等に適切かつ迅速に対処するため、全議員の意見を吸い上げながら継続的な議会改革に取り

組み、議会の活性化を図っていくことを規定しています。 
 

【用語】 

 ◆ 継続的な議会の改革 

   奥州市議会では、新型コロナウイルス感染症が世界的に猛威を振るい、議会活動にも様々

な影響を与える中でも、政策決議提案やオンライン会議の実現、奥州市議会業務継続計画の

策定など、その社会情勢の変化や市政課題に対応してきました。その成果は、市民に対する

施策の実現につながり、第15回マニフェスト大賞マニフェスト推進賞〔議会部門〕最優秀賞、

議会改革度調査2020ランキング総合全国第４位などの外部評価も受けています。 
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（議員定数の改定） 

第15条 委員会又は議員は、議員定数の改定について提案する場合は、市民の意見を踏まえ、

市政の現状と課題を十分に考慮するものとする。 

 

【解説】 

委員会又は議員は、議員定数の改定に当たり、行財政改革の視点や他市との単純な比較だけで

決定するのではなく、市政の現状や課題、将来の予測や展望を十分に勘案するとともに、市民の

意見を聴取し、見直しをすることを定めています。 
 

【用語】 

 ◆ 議員定数 

   奥州市議会の定数は、条例により28人と定められています。 

 

 

 

 第９章 議員の政治倫理等 

（議員の政治倫理） 

第16条 議員は、市民全体の奉仕者として、政治倫理及び人格の向上に努め、常に良心に従い

誠実かつ公正にその職務を行わなければならない。 

２ 議員は、市民の代表者として、その品位及び名誉を損なうような一切の行為を慎み、その

職務に関し、疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。 

 

【解説】 

議員は、選挙で選ばれた市民全体の代表者として、市民の負託に応えるため、良心と責任感を

もって議員の品位を保持し、識見を養うよう行動することとし、名誉を損ない、疑惑を持たれる

おそれのある行為をしてはならないことを定めています。 
 

【用語】 

 ◆ 政治倫理 

   政治家としての職業倫理のことで、いかなる職種においても社会との関係で信義をもって

誠実に振舞わなければならない職業倫理が要請されますが、議員は、選挙によって市民の負

託を受ける立場にあって、より高い職業倫理が求められます。 
 

◆ 職務 

   議会の活動として行われる議員の活動のことで、具体的には、議会の会期中の活動及び議

会の会期中以外に行う委員会の活動並びに会議規則で定めるところにより設けられる議案の

審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための活動を指しています。 

 

 

（議員報酬の改定） 

第17条 委員会又は議員は、議員報酬の改定について提案する場合は、市民の意見を踏まえ、

市政における議員の活動、役割、責務等を十分に考慮するものとする。 

 

【解説】 

委員会又は議員は、議員報酬の改定に当たり、地方自治法の趣旨を踏まえ、議員報酬において

市の財政規模や事務範囲、議会活動と議員活動に専念することができる制度的な保障、職務の責

任等を十分に勘案するとともに、市民の意見を聴取し、見直しをすることを定めています。 
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【用語】 

 ◆ 議員報酬 

   市から議員に支給される報酬のことで、その月額は、条例により議長が447,000円、副議長

が386,000円、その他の議員が360,000円と定められています。 

 

 

 

第10章 議会事務局等 

（議会事務局の体制整備） 

第18条 議会は、議会及び議員の政策形成及び政策立案機能の支援体制を充実させるため、議

会事務局の調査及び法制機能の強化を図るものとする。 

 

【解説】 

地方分権の進展に伴い、地方公共団体の自主的な政策の立案などの範囲が拡大し、その処理す

べき事務も複雑化してきていることから、議会の政策形成・政策立案機能や監視機能の重要性が

増しており、これら議会活動を円滑かつ効果的に行うため、これをサポートする議会事務局の機

能や組織体制の強化について定めています。 
 

【用語】 

◆ 議会事務局 

   議会に関する事務を処理し、議長及び議員の職務を補助する組織です。議会運営の補佐、

会議録の調製、秘書、庶務、調査、議会の広報等、広範にわたる事務を処理しています。 

 

 

（議会図書室） 

第19条 議会は、議会及び議員の調査研究に資するため、図書の充実に努めるものとする。 
 

【解説】 

議会図書室は、議会や議員の調査研究のために地方自治法第100条第19項により設置が義務付け

られており、議会は、市政課題に関係する図書や資料を収集・管理し、その設置目的を達成する

ため、その機能強化に努めるべきことを定めています。 
 

【用語】 

 ◆ 議会図書室 

   奥州市議会では、庁舎６階の議会棟内に「議会図書室」を設置し、調査研究のための書籍

等を整備しています。また、この議会図書室は、本会議開催時においては「休憩室」として、

会議を傍聴される方がモニターでの中継を視聴しながら、小さなお子様と一緒に過ごせる場

所としても活用しています。 

 

 

 

 第11章 最高規範性等 

（最高規範性） 

第20条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会

の条例、規則等を制定してはならない。 
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【解説】 

本条例は、制定目的や内容が議会活動の根本となるものであり、形式的には他の条例との間に

法的効力の優劣があるわけではありませんが、実質的には他の議会に関する条例、規則等の中で

最上位に位置するとの考えに基づき、最高規範たる性質を有することを示しています。したがっ

て、他の議会に関する条例、規則等の制定、改廃等に当たっては、本条例の趣旨を尊重し、本条

例に定める事項との整合を図らなければならないことを定めています。 
 

【用語】 

 ◆ 最高規範 

   奥州市議会における条例、規則等の最も上位に本条例を位置付け、これに反する決まりを

定めることができないとするものです。 

 

 

（この条例の見直し） 

第21条 議会は、一般選挙を経た任期開始ごとに、この条例の目的が達成されているかどうか

を議会運営委員会において検証するものとする。 

２ 議会は、前項の規定による検証の結果、制度の改善等が必要な場合は、市民の意見、社会

情勢の変化等を勘案し、この条例の改正を含めて適切な措置を講じるものとする。 

 

【解説】 

本市を取り巻く様々な状況の変化に適時・的確に対応するため、議会運営委員会において本条

例の目的の達成状況や議会活動・議員活動について、一般選挙による議員の改選の都度の検証を

行い、市民の意見や社会情勢などの状況の変化を踏まえ、必要に応じて本条例の改正などの措置

を講じるべきことを定めています。 
 

【用語】 

 ◆ 議会基本条例の検証 

   本条例は、平成21年９月の施行以来、本条に基づく見直しがなされなかったことから、検

証作業を踏まえ、令和３年11月の条例改正時に、議員の改選の都度、検証を実施することと

したものです。この規定により、少なくとも４年に１度の本条例の検証作業が実施されるこ

ととなり、この検証を通じて議会機能を高めつつ、市民福祉の向上に努めるものとします。 
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