
浜松市議会基本条例（案） 

に対するご意見ありがとうございました 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
平成２６年３月から４月にかけて実施しました浜松市議会基本条例（案）に対す

る意見募集に貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。 
意見募集を行った結果、市民等４人と１団体から１２件のご意見が寄せられまし

たので、それらのご意見とご意見に対する市の考え方を公表いたします。 
 
ご意見につきましては、項目ごとに整理し、適宜要約し掲載しております。 
また、お寄せいただきましたご意見を考慮して、｢浜松市議会基本条例｣を制定し、

平成２６年５月からの実施を予定しています。今後とも、浜松市議会に対するご理

解とご協力をお願いいたします。 
なお、この内容は、市ホームページ（http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp） 

にも掲載しております。 
 
 

平成２６年５月 
                 
浜松市議会事務局議事調査課 青葉 

〒４３０－８６５２ 浜松市中区元城町１０３－２  
 ＴＥＬ ０５３－４５７－２５１３  
ＦＡＸ ０５３－４５７－２５０９  
Ｅメールアドレス          

gijichosa@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
 
 
 
 

市民の皆さんからの提出意見と 

その意見に対する市議会の考え方の公表 
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【実 施 時 期】 平成２６年３月１７日から平成２６年４月１６日 
【意見提出者数】 ４人・１団体 
【提 出 方 法】 持参（０）封書（２人）電子メール（３）ＦＡＸ（０）

【意見数内訳】 １２件 
 （提案  ６件、要望  ６件、質問  ０件） 
【案に対する反映度】 案の修正   １件  今後の参考  ７件 

盛り込み済  ０件  その他    ４件 
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全体（意見数 ３件） 
条例中の「市民」という用語と地方自治法等の「住民」が同じ定義であ

ることを明確に規定すべきである。 
現行制度下において、民意の反映ができるように整えられており、この

条例は包括的、一般的な事項を整理するだけでいいため、あえて「市民」

という不明確な用語を使用する必要はない。 

提

案

１ 
条例中の「市民」を「住民」という用語に修正するか、条例の「市民」

と地方自治法等の「住民」と同じであることを定義しなければならない

と考える。 
【市議会の考え方】その他（用語解説の修正） 
寄せられたご意見により、用語解説の一部を修正しました。 
地方自治法第１０条には、市町村の区域内に住所を有する者は、「市町村の住民」、

その市町村を包括する「都道府県の住民」であると規定されています。 
地方自治法はすべての自治体を対象にしているため「市町村の住民、都道府県の

住民」という用語を使っていますが、「市町村の住民」とは、具体的には、「市民、

町民、村民」のことであり、「都道府県の住民」とは、具体的には、「都民、道民、

府民、県民」のことです。このため、地方自治法上の「市町村の住民」と同じ意義

で「市民」という語を使う場合、何も定義をしないで使用することが一般的となっ

ています。本条例の「市民」とは、地方自治法上の「市町村の住民」と同じ意義で

すので、「市民」の定義規定は設けません。 
また、本条例は、議会の基本的事項を定めるものですが、市民の視点に立ち、市

民の負託にこたえることが求められているため、「市民と議会」との関係について

は定めていく必要があると考えます。 
したがいまして、案の内容の修正はありませんが、条例の内容をよりわかりやす

いものにするため、用語解説として「市民」の用語についての説明を加えます。 
《用語解説の修正内容》 
（修正前） 
記載なし 

（修正後） 
｢市民･･･浜松市内に住所を有する者（地方自治法上の市町村の住民）のこと。」 

 
前文（意見数 １件） 
提

案 
２ 

前文５行目の「大都市だけでなく」は「都市部だけでなく」のほうが

わかりやすいのではないか。 

【市議会の考え方】案の修正 
寄せられたご意見により、浜松市議会基本条例案の前文の一部を修正しました。 
前文中の「中山間地」に対応する語として、「都市部」とするほうが適切である

と考えますので、前文中の記述を次のように修正し、明記していきます。 
《修正内容》 
（修正前） 
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｢本市は、平成１７年の１２市町村の合併を経て、平成１９年には政令指定都

市へ移行したが、合併により大都市だけでなく、中山間地の対策など様々な視点

から行政を進める、いわば国土縮図型の都市となった。｣ 
（修正後） 

｢本市は、平成１７年の１２市町村の合併を経て、平成１９年には政令指定都

市へ移行したが、合併により都市部だけでなく、中山間地の対策など様々な視点

から行政を進める、いわば国土縮図型の都市となった。｣ 
 
第１章 総則（意見数 １件） 
第３条 基本方針  
第３号 

要

望

１ 

「説明責任を果たすため、議会報告会を実施する。」の文言を追加してほ

しい。 
 

【市議会の考え方】今後の参考 
条例案第３条においては、議会活動を行う上でのもととなる基本方針を定めてい

ます。そのうち第３号においては、議会活動について市民へ説明責任を果たすこと

を規定しています。 
市民の方に集まっていただき、議会で行った議案の審査・審議についての報告を

行う「議会報告会」については、市民への説明責任を果たすための手段の一つであ

ると考えています。また、この条例の検討過程においても、一部の議員から、「議

会報告会の実施」に関する規定を入れたほうがよいという意見も出されました。 
しかしながら、説明責任を果たすための方法はこれだけに限られているわけでは

ありませんので、具体的な方法については、この条例の中に規定するのではなく、

継続して議会改革を進めていく中で、先行して議会報告会等を実施している他都市

の状況などについて調査するなどして、よりよい方法について検討していきたいと

考えています。 

 
第２章 議員の責務及び役割等（意見数 １件） 
 第５条 議員の役割 
要

望

２ 

議会報告会を開催し、市民の意見を汲み取る仕組みを設けてほしい。 
 

【市議会の考え方】今後の参考 
条例案第５条においては、議員の役割について規定しています。 
議員個人として、市政について市民に説明し、市民の意思を把握する方法は、そ

れぞれの議員ごとに異なってもよいと考えます。実際に個人や会派で「報告会」を

実施している例もあります。 
また、議会として行う「議会報告会」について、市議会の考え方は、「要望１に

対する市議会の考え方」に記載しています。 
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第３章 市民と議会との関係（意見数 ３件） 
 第８条 

請願・陳情についての委員会では、「提出者の意見陳述」、「提出者から

当局への質問」の機会を設けていただくよう要望します。 

「市民が議会活動に参加する機会を確保するよう努めるものとする」

ではなく、「市民が議会活動に参加する機会を確保する」と言い切ってほ

しい。 
また、「市民からの政策提言の場」を設けてほしい。 

要

望 
３ 

請願・陳情は、その当人が議会で自ら意見を述べる権利を保障すべき

である。 
【市議会の考え方】今後の参考 

条例案第８条においては、議会に関する市民参加の確保、市民意思の把握につい

て規定しています。しかしながら、議会は、市民から直接選挙によって選ばれた議

員の議論の場であることを考慮し、市民の意思反映と参加確保については、参考人

の招致、公聴会の開催など法令上の諸制度を活用して効果的な方法を検討していき

たいと考えています。 
 
第４章 市長等と議会との関係（意見数 ０件） 
 
第５章 議会運営の原則等（意見数 ２件） 
第１７条 質問等の充実 
要

望

４ 

「その内容及び方法の充実を図る一環として質疑応答は一問一答方式で

行うこととする。」の文言を追加してほしい。 

【市議会の考え方】今後の参考 
条例案第１７条においては、質問、質疑の際の基本的な考え方について規定して

います。本市議会では、本会議での質問の際、「一括質問、一括答弁」という方式

をとっています。 
「一問一答方式」を実施する規定を加えてほしいとの御意見ですが、「一問一答

方式」は具体的な方法の一つですので、この条例中に規定するというよりも、今後

の議会改革の検討の中で、これも含めて本市議会の実情に合った方法について引き

続き協議を進めていきたいと考えています。 

 
 第１８条 議員間の討議 
提

案

３ 

委員会だけでなく、本会議においても「議員間の討議」の場が必要であ

る。 

【市議会の考え方】今後の参考 
条例案第１８条においては、委員会においての議員間の討議の積極的な活用につ



 ５ 
 

いて規定しています。 
議案などの可否は最終的には本会議で決められますが、市の事務は範囲が広く、

審議事項が多いため、委員会を設置し、議案の審査をしています。これは、本会議

において、議員全員で審議するよりも効率的、専門的に、また、より深く議論でき

るからです。委員会審査後は、本会議で、委員会審査の内容について委員長の報告

があり、委員長報告に対する質疑、討論（賛成討論、反対討論）を行って、採決さ

れます。このように、本会議においては、討論という形によって採決前に議員が意

見を述べ合う機会があること、また、会派制をとっている本市議会においては、定

数４６人による本会議場での議員間討議は、運営上難しいと考えることから、「本

会議での議員間の討議」については規定しないこととしました。 

 
第６章 議会改革の推進（意見数 ０件） 
 
第７章 議会の機能強化（意見数 ０件） 
 
第８章 雑則（意見数 ０件） 
 
その他（意見数 １件） 
１ページ 議会基本条例のイメージ 
提

案

４ 

イメージ図中の「市長」の上に「執行機関」と、「市議会」の上に「議

決機関」と記載したほうがわかりやすくなるのではないか。 

【市議会の考え方】その他（イメージ図の修正） 
寄せられたご意見により、イメージ図の一部を修正しました。 
案の内容にかかわるものではありませんが、イメージ図をよりわかりやすいもの

にするため、「市議会」の上に「議決機関」と、「市長」の上に「執行機関」という

言葉を加えます。 
《イメージ図の修正内容》 
（修正前） 
｢ 市議会    市長｣ 
 
（修正後） 
｢ 議決機関   執行機関 

市議会   市長 」 
 


