議会のあり方調査検討特別委員会
令和４年４月８日

１

前回の委員会の振り返り 及び 今後の調査について

（１）本会議での質問時のスクリーン使用に関するルールについて

[資料]

（２）議場の使用について

（３）タブレットの使用について

（４）区議会ホームページについて

（５）子ども議会について

[資料]

（６）議会報告会について

[資料]

（７）特別職の政治倫理条例

２

その他

及び

議会基本条例について

[資料]

本会議場での代表質問又は一般質問時における補足説明資料の使用について

1 千代田
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本会議場での代表質問又は一般質問時に補足
説明資料（議場内スクリーンへの投影（動画や音
声も含め）演台でのパネルや紙媒体の提示）の使
用について

認めている場合の
会議録への掲載の有無

会議録に掲載していない場合の理由等

認めている

掲載していない

会議規則の定める「その他、議長又は議会において必要と認めた事項」として、今後掲載するか否かについて検
討する予定である。

2 新

宿

ー

ー

3 文

京

認めている（パネル等の紙媒体のみ）

掲載していない

一般質問におけるパネル等の使用についての申し合わせ事項にて「本会議一般質問は、言論で行うことが原則
であるため、後日作成する会議録には、パネル等に関する資料添付等はしないこととする。」と定めているため。

4 台

東

認めている（パネル等の紙媒体のみ）

掲載していない

本会議での使用事例は確認できなかったが、委員会ではパネル使用の例があり、会議録には動作の説明として
「（パネルを掲げる）と記載している。

5 墨

田

認めている（パネル等の紙媒体のみ）

掲載していない

質問等については、本来口頭で行うべきものであり、パネル等はあくまで説明の補完資料であることから、会議録
には掲載しない。なお、議員に対してもパネル等を使用する際は、パネル等を参照しなくても会議録から当該発
言の内容が理解できるよう、口頭でその内容を説明するよう努めることを求める扱いとしている。

6 目

黒

認めている（動画は不可）

掲載していない

申し合わせにより、会議録に資料は添付しないこととしている。

7 大

田

認めている（パネル等の紙媒体のみ）

掲載していない

8 世田谷

認めている（パネル等の紙媒体のみ）

掲載していない

9 渋

谷

認めている（動画使用の事例あり）

掲載していない

10 中

野

認めている（パネル等の紙媒体のみ）

掲載していない

11 杉

並

認めている（パネル等の紙媒体のみ）

掲載していない

認めている（パネル等の紙媒体のみ）

掲載していない

12

北

13 荒

川

認めている（パネル等の紙媒体のみ）

掲載していない

14 板

橋

ー

ー

15 葛

飾

認めている（パネル等の紙媒体のみ）

掲載していない

16 江 戸 川

認めている（パネル等の紙媒体のみ）

掲載していない

計

・認めている ：１４区
・取り決めがない：２区（新宿・板橋）
・認めていない： ７区（中央、港、江東、品川、
豊島、練馬、足立）

・掲載していない：１４区
・取り決めがない：２区

明確な規定がないため、その都度議会運営委員会で諮ることになると考えている。

パネル等を使用した事例はあるが、補足説明資料の使用について特段の規定はない。
議場内スクリーンへの投影は行っていない。
取り扱い方法について決めていないため、「現物提示」という文言のみ記載している。
取り決めを定めていない
本会議資料として扱っていない

子ども議会について
子ども議会の実施状況

1

〇平成29年度～令和３年度
開催回数： １回／年
開催場所： 本会議場及び委員会室
田 対象学年： 中学校２年生
参加人数： ４０名（平成29年度～令和元年度）
： ２０名（令和２～３年度）
東

4 品

※直近５年間はなし
〇平成９年度
開催回数： １回
川 開催場所： 本会議場
対象学年： 小学６年生
参加人数： ４２名（各校１名、当時の大規模校２
名）

5 目

※直近５年間はなし
〇平成５、７、８年度
開催回数： １回／年
開催場所： 本会議場
黒 対象学年： 区立小学校６年生（平成５、７年度）
： 区立中学校２年生（平成８年度）
参加人数： ４３名（平成５年度）
： ４４名（平成７年度）
： ２４名（平成８年度）

6 大

※直近５年間はなし
〇平成19年度～平成20年度
開催回数： １回／年
田
開催場所： 議場
対象学年： 詳細不明
参加人数： 詳細不明
※直近５年間はなし
平成３年度～平成12年度まで実施

北

8 荒

川 ※直近５年間はなし

9 板

橋

※直近５年間はなし
平成４年に実施
〇平成29年度～令和元年度
（令和２、３年度は新型コロナウィルス感染症拡大
防止のため中止）
開催回数： ５回／年
馬 開催場所： 本会議場他
対象学年： 中学生
参加人数： ４２名（平成29年度）
： ３５名（平成30、令和元年度）

10 練

11 足

〇平成30年度
開催回数： １回
立 開催場所： 本会議場
対象学年： 中学３年生
参加人数： ３５名

12 葛

〇平成２９年度～令和３年度（令和２年度を除く）
開催回数： １回／年
開催場所： 葛飾区議会議場・委員会室
対象学年： 小学５年生～中学３年生
飾
参加人数： ４２名（当日２名欠席）（平成29年度）
： ４３名（平成29年度）
： ４１名（令和元年度）
： １５名（令和３年度）

〇令和３年度
開催回数： １回（江戸川区議会が主導して実施）
開催場所： 江戸川区議会本会議場
対象学年： 中学生
参加人数： ３３名
13 江 戸 川 〇令和２年度
開催回数： １回（子ども未来館が主催）
開催場所： 江戸川区議会本会議場
対象学年： 小学生（子ども未来館で政治ゼミを学
んでいる小学生）
参加人数： ２１名
計

本区では、中学生議員が質問をし、理事者が答弁をする形で
子ども議会（中学生区議会）を実施しているが、中学生議員と
区議会議員との関わり方が課題となっている。

※直近５年間はなし
平成４年～平成６年にそれぞれ１回ずつ開催

3 江

7

子ども議会を開催する際の課題等

〇平成29年度～令和３年度
開催回数： １回／年
開催場所： 議場、委員会室
対象学年： 小学生は原則５、６年生（一部４年生）
中学生は原則２年生（一部１年生）
参加人数： ５６名

港

2 墨
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・実施した
：１３区
・実施していない：１０区

一部の子どもしか参加できないことや、子どもや教員の負担が
大きいなどの課題があったことから、子ども議会を終了した経
緯がある。

議会体験を通じて区政に対する意見表明を行う機会となって
いるが、中学生自身が地域課題をしっかり把握できるよう、地
域に足を運び、取材をするプログラムを取り入れている。
また、課題を意識し、討議の結果を政策提言できるよう内容を
工夫する必要がある。

１ 範囲決定
・中学校について、区立と私立、さらには障害の有無等対象
校の範囲をどう決めるか。
２ 集合形式
・グループワーク等の話し合いをする機会をどう設けるか。
３ 時間管理（質問の数）
・決められた時間でいかに有意義な会議運営ができるか。

議会報告会について

実施回数の
ルール

1

港

開催内容

報告会は、原則、同一年 令和元年度： 開催無し
度内に１回以上開催す
令和２年度： 開催無し
る。
令和３年度： 開催無し
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コロナ禍による開催方法や
内容の変更点
コロナ禍を起因とする開催方法や内容
を変更したことはない。改選後の新体
制時（令和元年5月）から議会報告会
の開催のあり方について検討しており、
令和４年度の開催についても検討中で
ある。

令和元年度： 開催無し
令和２年度
①開催日： 12/14（月）19：00～
②場 所： （議会棟委員会室）
③開催方法：（ＺＯＯＭにて）
④テーマ（報告内容）： 「コロナ禍における生活支援な
ど」
⑤報告方法： 区民委員会委員が参加
⑥参加者数：１５人

2 品

年１回実施するものとす
川
る。（令和２年４月制定）

令和３年度
いずれも議会棟委員会室からＺＯＯＭにて
①開催日
・4/19(月)19：00建設委員会委員「コロナ禍における
避難所の利用」4人、
・4/21(水)19：00厚生委員会委員「新型コロナウイル
スに関すること」10人、
・4/26(月)19：00総務委員会委員「品川区の情報発
信はこちらから！」９人、
・5/15(土)10：00文教委員会委員「ＩＣＴを活用した学
習について」27人

全体会をやめ、委員会ごとの実施とし
た。
会場での開催を中止し、ＺＯＯＭでのラ
イブ配信により実施した。

令和元年度：改選期のため開催せず
令和２年度：緊急事態宣言が発出され、新型コロナウイ
ルス感染防止のため中止とした。

3 豊

令和３年度
報告会は５月又は１１月に
①開催日：５月１５日（土曜日）
開催するものとし、開催時
島
②場 所：本会議場
期は、正副幹事長会で決
③開催方法：ライブ中継及び録画配信（後日）
定する。
④テーマ（報告内容）：令和３年度予算特別委員会及
び第１回定例会における常任委員会の審査報告
⑤報告方法：委員会ごとに委員長が報告を行った
⑥参加者数：ライブ中継アクセス数：133件
録画中継アクセス数：282件（令和3年５月31日現在）

●令和元年度
①開催日：令和元年12月18日（水）
②場 所：区立グリーンホール
③開催方法：会場開催
④テーマ（報告内容）：平成30年度決算や第３回定例
会における議案・陳情の審議内容
⑤報告方法：委員会ごとに委員長が報告後、参加者か
らの質疑に回答した。
⑥参加者数：121名（議員含む）

4 板

東京都板橋区議会基本
条例 第12条第１項で
●令和２年度
「特段の事情がある場合
橋
［新型コロナウィルス感染症拡大により中止］
を除き、毎年１回以上、議
会報告会を開催するもの
●令和３年度
とする」と規定している。
①開催日：令和３年５月17日（月）
②場 所：区役所本庁舎 第１委員会室
③開催方法：YouTubeでのライブ配信
④テーマ（報告内容）:令和３年度予算や第１回定例会
における議案・陳情の審議内容
⑤報告方法：委員会ごとに委員長が報告を行った。
⑥参加者数：ライブ中継視聴回数 181回
アーカイブ視聴回数 348回（令和3年6月14日現在）

緊急事態宣言の趣旨に鑑み、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止の観点から、
会場での開催を中止し、議会中継シス
テムを活用したライブ配信（後日録画
配信）により実施した。視聴者からの質
問についてはメールで受付し、後日、区
議会ホームページ上で回答した。

緊急事態宣言が６月20日まで延長さ
れたことに伴い、会場での開催を中止
し、YouTubeでのライブ配信により実施
した。視聴者からの質問についてはメー
ルで受付し、後日、区議会ホームペー
ジ上で回答した。
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新宿区議会議員政治倫理条例

墨田区議会議員の政治倫理に関する条例

東京都北区議会議員の政治倫理に関する条例

(前文)
地方分権が進行する中で、新宿区議会は、区民から信頼される議会を目指して、
そのあり方を検討し、実際に多くの改革を実行してきた。
今日、議会が、地方分権と区民参画の流れに対応し、区民からの一層の信頼を
得るためには、議員と区民が選挙で成立した負託関係を日常的に履行する仕組み
が求められている。すなわち、一方において、議員が明確な基準のもとで誇りを
もって区政を担いつつ説明責任を果たし、他方において、区民は、議員を信頼
し、必要な場合に議員の活動について説明を求めることができる仕組みを創設す
ることが必要である。
ここに新宿区議会は、議会の総意をもって、政治倫理条例を発議する。
（目的）
第1条

（目的)

この条例は、議会の役割並びに議員及び区民の責務を明確にし、政治倫理 第1条

を確立するために議員として活動する際に遵守すべき行動基準(以下「政治倫理基

（目的）
この条例は、墨田区議会基本条例(平成30年墨田区条例第46号)第27条第2項の規 第1条

この条例は、東京都北区議会議員(以下「議員」という。)が区民の廠粛な

定に基づき、区政が区民の厳粛な負託によるものであることに鑑み、その受託者たる墨 信託を受けた立場にあることを認識し、区民全体の奉仕者として政治倫理の確立

準」という。)を定めるとともに、区民が議員の活動について説明を求め、議員に 田区議会(以下「議会」という。)の議員(以下「議員」という。)が、区民全体の奉仕者

と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もつ

説明を義務付ける審査機関を設けることにより、議会が区民から信頼を得て、清

として人格及び倫理の向上に努め、いやしくもその権限又は地位に基づく影響力を不正 て清浄で民主的な区政の発展に寄与することを目的とする。

浄で民主的な区政の発展に寄与することを目的とする。

に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を講ずることによ
り、区政に対する区民の信頼に応えるとともに、区民が区政に対する正しい認識及び自
覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な区政の発展に寄与することを目的とする。

(議会の役割)
第2条

(議会の役割)

議会は、区民の意見及び要望に耳を傾け、区民生活の実情を把握するとと 第2条

議会は、前条の目的を達成するため、議員の政治倫理向上に資する取組を進め

もに、区政の共同運営者として政策を提案し、条例、予算等を議決し、並びに区政 るとともに、区民に対する説明責任を果たし、並びに公正性及び透明性を確保しなけれ
全般が適正に行われているかを調査し、点検し、及び監視する。

ばならない。

2 議会は、区民生活の向上と区の発展を目指すことを使命とし、区民の様々な問題
の解決と区の将来を見据えた活動に努める。
(議員の責務)
第3条

(議員の責務)

議員は、区民全体の代表として区政にかかわる権能と責務を深く自覚し、 第3条

（議員等の責務）

議員は、法令、条例等を遵守し、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求

第2条

議員は、区民全体の代表者として、区政に携わる権能と責務を深く自覚

政治倫理基準を遵守して活動する。

にも屈してはならない。

し、地方自治の本旨に従つて、その使命の達成に努めなけれぱならない。

2 議員は、自ら研鎖を積み、資質を高め、及び品位を保ち、その使命達成に努め

2 議員は、自己の地位に基づく影響力を不当に行使して、自己又は特定の者の利益を

2議員は、自己の地位による影響力を不当に行使して、自己の利益を図つてはなら

る。

図ってはならない。

ない。

3 議員は、自らの公約に掲げた政策の実現に努力するとともに、情報公開の原則に

3 区民は、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもつて、議

基づき議会及び議員の活動を積極的に区民に明らかにし、その説明責任を果た

員に対して次条に規定する政治倫理基準に反することとなる働きかけを行つては

す。

ならない。

4 議員は、法令及び条例を遵守し、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求に
も屈しない。

1

新宿区議会議員政治倫理条例
(区民の責務)
第4条

墨田区議会議員の政治倫理に関する条例

東京都北区議会議員の政治倫理に関する条例

(区民の役割)

区民は、区民の代表たる議員に信頼を寄せるととも,に、議員が誠実に行動 第4条

区民は、議員に対し、次条第1項に規定する政治倫理規準を逸脱するいかなる行

し、公約の実現に向けて努力するととを期待する。

為も求めてはならない。

2

区民は、議員に対し、政治倫理基準を逸脱するいかなる行為も求めない。

2

3

区民は、主権者としての自覚と誇りを持って議会を監視し、積極的に議員及び めることができる。

区民は、区民の代表たる議員の活動及び政治姿勢に注目し、議員に対し、説明を求

議会を通して区政運営に参画する。
4

区民は、区民の代表たる議員の活動及び政治姿勢に注目し、議員が説明責任を

果たすことを求める。
(不正な影響力の行使の禁止)
第5条

(政治倫理規準)

議員は、区の職員並びに区が資本金、基本金その他とれに準ずるものを出 第5条

（政治倫理基準）

議員は、次に掲げる政治倫理規準を遵守しなければならない。

第3条

議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなけれぱならない。

資し、又は拠出している団体(以下「出資団体等」という。)及び指定管理者の役職 (1)区政運営若しくは議会運営に著しく影響を与え、又は区民の信用若しくは信頼を著

(1)区民全体の代表者として、その品位と名嘗を損なう一切の行為を慎むととも

員に対し、その権限又は地位を利用することにより、公正な職務執行を妨げ、又

しく失墜させる行為を行わないこと。

に、東京都北区(以下「区」という。)の職員の採用に介入するなど、その職務に

は妨げるような働きかけをしてはならない。

(2)区民全体の奉仕者として常に人格及び倫理の向上に努め、その権限又は地位を利用し 関し不当の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
ていかなる金品も授受しないこと。

(2)区民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、その地位を利用し、職務の

(3)区の職員並びに区が資本金、基本金その他とれに準ずるものを出資し、又は拠出して 公正を疑わせるような金品の授受等をしないこと。
いる団体及び指定管理者の役職員に対し、その権限又は地位を利用することにより、公 (3)区が行う売買、委託及び請負の契約に関し、特定の個人及ぴ企業その他の団体
正な職務執行を妨げ、又は職権を不正に行使するよう働き掛けをしないこと。

のために有利又は不利な取計らいをしないこと。

(4)その権限又は地位を利用して嫌がらせをし、強制し、強要し、若しくは圧力をかける (4)次条に規定する兼業・兼職報告書に記載した企業その他の団体に関し、地方自
行為をしないこと、又は人権侵害のおそれのある全てのハラスメント行為をしないこ

治法(昭和22年法律第67号)第92条の2及び第117条の規定の趣旨を尊重し、区民に

と。

対し疑惑の念を生じさせることがないように努めること。

(5)政治活動における虚偽の事実の摘示、誹誇中傷の発言若しくは議会報告会、チラ

(5)政治活動に関し、企業その他の団体から、政治的道義的批判を受けるおそれの

シ、ウェブサイト等を利用した情報発信により、他人の名誉を殿損し、若しくは人格を ある寄附等を受けないこと。特に、区と現に売買、委託及び請負の契約関係にあ
損なう一切の行為をしないこと、又は第三者をして同様の行為をさせないこと。

る企業からの寄附等は自粛すること。政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3

(6)政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の法令に違反する寄附等のほか、政治活動 条第1項第2号に規定する団体(以下「後援団体」という。)についても同様とす
に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

る。
2

議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら

誠実な態度をもつて疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明確にするよう努
めなけれぱならない。
(7)墨田区特別区税条例(昭和39年墨田区条例第43号)の規定に基づく区税及び墨田区国民
健康保険条例(昭和34年墨田区条例第14号)の規定に基づく国民健康保険料の完納又は健
全な計画に基づく分納等を誠実に行うこと。
2

議員は、前項の規定又は法令、条例等に違反する行為(重大なものに限る。)を行っ

た場合は、速やかに議長に報告しなければならない。
3

議長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに議会としての対応を協議

するものとする。
4

議員は、第1項に規定する政治倫理規準に反する事実があるとの疑惑を持たれたと

きは、自ら誠実な態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明確にするよ
う努めなければならない。

2

新宿区議会議員政治倫理条例

墨田区議会議員の政治倫理に関する条例

東京都北区議会議員の政治倫理に関する条例

(依頼等をしたときの記録義務)
第6条

議員は、区の職員又は出資団体等若しくは指定管理者の役職員に対し、そ

の職務に関し、口頭又は文書により意見を伝え、要望し、又は依頼をしたとき(以
下「依頼等をしたとき」という。)は、口頭による場合はその内容を記録した文書
(以下「記録文書」という。)を、文書による場合はその文書の写しを、依頼等をし
た日から10日以内に議長に提出しなけれぱならない。ただし、公開の場等で依頼
等をしたとき又は軽易な事項について依頼等をしたときは、この限りでない。
2

議長は、前項の規定により提出された記録文書及び文書の写しを、当該記録文

書又は当該文書の写しを提出した議員の在任期間中、区民の閲覧に供しなければ
ならない。
(兼業の報告義務)
第7条

(兼業の報告義務)

議員は、議員となった時に、自ら事業を営んでいる場合又は次の各号のい 第6条

（兼業・兼職報告書等の提出）

議員は、自ら又は配偶者(内縁関係にある者を含む。次条において同じ。)が、

第4条

議員は、毎年4月1日において企業その他の団体の役員、顧問その他の職

ずれかに該当する法人その他の団体(出資団体等を除く。以下「法人等」という。) 主として収益事業を営む法人等、区の許認可が必要な事業を営む法人等又は区から補助 に就いている場合には、当該団体の名称及び住所並ぴに当該職名を記載した兼
の取締役、理事、監査役、監事、顧問若しくはこれらに準ずる職に就いている場合 金等を受け、若しくは受けようとする法人等の役員、顧問若しくはこれらに準ずる職に 業・兼職報告書を同月2日から同月30日までの問(当該期問内に任期満了又は議会
は、議員となった日から1か月以内に、議長に、兼業報告書(以下「報告書」とい

就いた場合(既に就いている場合を含む。)には、兼業報告書を速やかに議長に提出しな の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の

う。)を提出しなければならない。

ければならない。当該報告書の内容に変更があったときも同様とする。

(1)主として収益事業を営む法人等

2

(2)区の許認可が必要な事業を営む法人等

在任期間中、区民の閲覧に供しなければならない。

らない。なお、兼業・兼職報告書の内容に変更が生じた場合は、兼業・兼職変更

(3)区から補助金等を受け、又は受けようとする法人等

3

届を速やかに議長に提出しなけれぱならない。

2

解散による選挙により再び議員となつたものにあつては、同月2日から再び議員

議長は、前項の規定により提出された兼業報告書を、当該報告書を提出した議員の となつた日から起算して30日を経過する日までの間)に、議長に提出しなけれぱな
第1項の兼業報告書の様式は、議長が別に定める。

前項の規定は、議員が新たに自ら事業を営むこととなった場合又は新たに法人

2 議員は、政治資金規正法第12条第1項の規定により東京都選挙管理委員会に提

等の取締役、理事、監査役、監事、顧問若しくはこれらに準ずる職に就くことと

出した収支報告書の写しを、提出後速やかに議長{こ提出しなけれぱならない。後

なった場合について準用する。この場合において、同項中「議員となった日」と

援団体についても、同様とする。

あるのは、「当該事業を営むこととなった日又は当該職に就くこととなった日」

3 区民は、議長に対し、前2項の規定により提出されたそれぞれの報告書につい

と読み替えるものとする。

て閲覧を請求することができる。

3

4 議長は、兼業・兼職報告書については、提出すぺき期間の末日の翌日から起算

議員は、前2項の規定により提出した報告書の内容に変更があったとき又は自

ら事業を営むことをやめたとき若しくは法人等の取締役、理事、監査役、監事、

して5年を経過する日まで、収支報告書の写しについては、東京都選挙管理委員会

顧問若しくはこれらに準ずる職を離職したときは、遅滞なくその旨を記載した届出

により要旨を公表された日から5年を経過する日まで保存しなけれぱならない。

書を議長に提出しなければならない。
4

議長は、第1項及び第2項の規定により提出された報告書(前項の規定により届

出書が提出された場合は、当該届出書を含む。)を、当該報告書を提出した議員の
在任期間中、区民の閲覧に供しなければならない。
5 報告書及び第3項の届出書の様式は、議長が別に定める。
(人権侵害のおそれのある行為の禁止)
第8条

（請負契約等の辞退)

議員は、その地位を利用して、嫌がらせをし、強制し、又は圧力を掛ける 第7条

議員が役員をし、若しくは経営方針若しくは主要な取引に関与をするなど実質

行為をしてはならない。

的に経営に携わっている企業又は議員の配偶者が役員をしている企業は、地方自治法(昭

2

和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、区を相手方とする工事若しくは製

議員は、セクシュアル・ハラスメント(他の者が不快に感じる性的な言動をい

う。)に当たる行為その他人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。

造の請負、業務の受託又は物品の売買に係る契約締結を辞退し、もって区民に疑惑の念
を生じさせないよう努めるものとする。ただし、災害等で緊急を要するときは、この限
りでない。
(指定管理者の指定の辞退)
第8条

議員は、前条に規定する企業に関係する場合、当該企業が地方自治法第244条の

2第3項に規定する指定管理者とならないよう努めるものとする。ただし、他に適当な指
定管理者がない等やむを得ない事情のあるときは、この限りでない。

3

新宿区議会議員政治倫理条例

墨田区議会議員の政治倫理に関する条例

東京都北区議会議員の政治倫理に関する条例

(調査の請求)
第9条

議員が第5条から前条までの規定に違反し、又は法令若しくはこの条例以外の条

例に違反する行為(以下「遵守義務違反行為」という。)をした疑いがあると認めるとき
は、区民にあっては議員の選挙権を有する者の1,000人以上の連署をもって、議員に
あっては議員定数の8分の1以上(同一の会派等に所属する者のみで構成されている場合
を除く。)の者の連署をもって、それぞれの代表者(以下「請求代表者」という。)から、
議長に対し、調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。この場合に
おいて、請求代表者は、遵守義務違反行為に係る資料を添付した調査請求書を、議長に
提出しなければならない。
2 議長は、前項に規定する調査請求書を受理したときは、その記載内容及び添付書類に
ついて確認し、不備があると認めるときは、相当の期間を定めて請求代表者にその補正
を命ずることができる。
3 議長は、調査請求が議長が別に定める要件を満たしていないとき、又は請求代表者が
前項の規定による補正命令に従わないときは、当該請求を却下するものとする。調査請
求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、同様とする。
4 調査請求は、当該請求に係る行為のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を
経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があると認められるとき
は、この限りでない。
5 調査請求は、当該請求に係る行為のあった日の翌日から起算して1年を経過したとき
は、することができない。ただし、正当な理由があると認められるときは、この限りで
ない。
(政治倫理審査会の設置)

(議員政治倫理調査特別委員会の設置等)

（政治倫理審査会の設置）

第9条

第10条

第5条

く。

議会に、新宿区議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置

議長が前条第2項の規定による確認の結果、調査請求が適正であると認めたと

政治倫理に関する事項を審査するため、東京都北区議会政治倫理審査会

きは、議会の議決により議員政治倫理調査特別委員会(以下「委員会」という。)を設置 (以下「審査会」という。)を置く。
し、当該調査請求に係る事案(以下「審査事案」という。)の審査を委員会に付託する。 2 審査会の委員は13人とし、うち8人を議員のうちから、5人を地方自治法第18条
2 委員会の委員の定数は、 8人とする。

に定める選挙権を有する区民及び地方行政に関して識見を有する者のう
ちから、議長が委嘱する。
3 審査会の委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。ただし、再任を妨げない。
4 審査会の会議は公開とする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、出席委
員の3分の2以上の同意を必要とする。
5 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行するものとし、その職務を政
治的目的のために利用してはならない。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた
後も、同様とする。

4

新宿区議会議員政治倫理条例
(審査会の所掌事務)
第10条

(遵守義務違反の審査等)

審査会は、第13条第1項及び第2項の規定による審査の請求があった事案 第11条

について、議長の求めに応じ審査する。
2

墨田区議会議員の政治倫理に関する条例

て調査し、その結果を議会に勧告し、又は建議することができる。

（区民の審査請求権）

委員会は、審査事案の審査を付託されたときは、遵守義務違反行為の存否及び 第6条

必要な措置について審査する。

前項に定めるもののほか、審査会は、政治倫理の確立のため必要な事項につい 2

東京都北区議会議員の政治倫理に関する条例

区民は、議員が政治倫理基準に違反する行為をした疑いがあると認められ

るときは、これを証する資料を添付して、地方自治法第74条第5項に規定する選挙

委員会は、審査事案の審査を付託されたときは、付託の日から60日以内に審査結果 権を有する500人以上の者の連署をもつて、議長に審査を請求することができる。

を報告するよう努めなければならない。

2 議長は、前項の規定による審査の請求がなされたときは、審査会にその審査

3

を求めなければならない。

委員会は、調査請求の対象となる議員(以下「被請求議員」という。)に弁明の機会

を与えなければならない。
4 委員会が遵守義務違反があると決した場合の被請求議員に対する措置は、次のとおり
とする。ただし、 2以上の措置を併せて講ずるよう決することを妨げない。
①議場における議長の注意
②議場における謝罪文の朗読
③一定期間の出席停止勧告
④議会の特別委員の辞任勧告
⑤議長等の役職辞任勧告
⑥議員の就任する附属機関委員の辞任勧告
⑦議員辞職勧告
5 委員会は、遵守義務違反がないと決したときは、被請求議員の名誉を回復する措置
を、併せて決定しなければならない。

(請求代表者及び被請求議員の協力義務)
第12条

（議員の審査請求権）

請求代表者及び被請求議員は、委員会から、審査に必要な資料の提出、委員会 第7条

議員(審査会の委員である議員を除く。)は、議員が政治倫理基準に違反す

への出席、当該審査に係る他方の当事者及び関係人等のプライバシーの保護への配慮そ る行為をした疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添付
の他の協力を求められたときは、これに従わなければならない。
2

して、議員定数の8分の1以上の者の連署をもつて、議長に審査を請求することが

委員会の委員長は、請求代表者及び被請求議員が前項の規定による求めを正当な理 できる。

由なく拒否したとき、又は虚偽の資料の提出若しくは陳述をしたときは、その旨を公表 2 議長は、前項の規定による審査の請求がなされたときは、審査会にその審査

(審査会の組織等)
第11条

するものとする。

を求めなけれぱならない。

(議長による審査結果の通知及び公表)

（政治倫理基準違反等の審査）

審査会は、次に掲げる者につき、議長が委嘱する委員8人をもって組織す 第13条

議長は、審査事案の審査結果について、議決をした日から7日以内に、当該審

第8条

審査会は、議長より第6条第2項又は前条第2項の規定により審査を求めら

る。

査事案の請求をした請求代表者に議決結果を送付するとともに、その概要を速やかに公 れたときは、当該審査請求の適否及ぴ当該事案の存否の審査を行い、文書で議長

(1)学識経験者 2人

表するものとする。

に審査結果を報告しなけれぱならない。この場合において、審査会は政治倫理確

(2)区民 3人

立のため必要と認める措置を勧告することができる。

(3)議員 3人

2 審査会は、議長より審査を求められたときから90日以内に審査結果を報告す

2

るよう努めなけれぱならない。

審査会の委員は、原則として男女いずれか一方の性が委員総数の4割未満にな

らないように委嘱するものとする。

3 審査会は、第1項の審査を行うため、審査の申立てをされた議員(以下「当該議

3

員」という。)又は関係人に対し、事情聴取等必要な調査をすることができる。

審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も、同様とする。

4 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、請求者及ぴ当該議員に
文書で通知するとともに、その概要を公表しなけれぱならない。

（委員の任期）

（議員の協力義務）

第12条

第9条

委員の任期は、2年とし、2期を超えて再任されることができない。ただ

し、前条第1項第1号に掲げる者である委員は、この限りでない。
2

当該議員は、審査会から審査に必要な資料の提出又は会議への出席の請

求がある場合は、それに従わなけれぱならない。

委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。
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新宿区議会議員政治倫理条例

墨田区議会議員の政治倫理に関する条例

東京都北区議会議員の政治倫理に関する条例

(区民の審査請求権)

（弁明）

第13条

第10条

区民は、議員が第5条(不正な影響力の行使の禁止)若しくは第6条(依頼等

当該議員は、審査会において口頭又は文書により弁明することを請求す

をしたときの記録義務)第1項の規定若しくは第7条(兼業の報告義務)第1項から第3

ることができる。

項までの規定に違反し、又は法令若しくは条例に違反する行為をした疑いがある

2 当該議員は、審査結果について議長に対し弁明書を提出することができる。

と認めるときは、これを証する資料を添えて、議員定数の8分の1以上の議員又は

3 前項の規定により弁明書が提出された場合は、議長は第8条第4項の審査結果

100人以上の区の区域内に住所を有する者で満20歳以上のものの連署をもって、議

の公表にあたり、弁明書の全部又は概要を併せて公表するものとする。

長に審査を請求することができる。
2

何人も、議員から第8条(人権侵害のおそれのある行為の禁止)の規定に違反す

る行為を受けたときは、その事実関係を記載した書面を添えて、議長に審査を請求
することができる。
3

議長は、前2項の規定により審査の請求がなされたときは、別に定めるととろ

により却下する場合を除き、審査会にその審査を求めなけれぱならない。
4

第1項及び第2項の規定による審査の請求は、当該請求に係る行為のあった日か

ら起算して1年以内に行わなければならない。ただし、特別な事情があると認めら
れるときは、この限りでない。

(政治倫理の審査、勧告及び公表)

（審査結果の尊重）

第14条

第11条

審査会は、議長から審査を求められたときは、当該審査の請求の適否及

東京都北区議会は、審査会から報告及び勧告を受けた事項を尊重し、政

び当該事案の存否について審査を行い、文書で議長に審査結果を報告しなければ

治俺里基準に違反したと認められるときは、議会の名誉と品位を守り、区民の信

ならない。この場合において、審査会は政治倫理の確立のため必要と認める措置

頼を回復するために必要と認められる措置を講ずるものとする。

を議会に勧告することができる。
2

審査会は、前項の規定による報告を、審査を求められた日から印日以内に行う

よう努めなけれぱならない。
3

審査会は、第1項の審査を行うため、前条第1項又は第2項の規定により審査の

請求を行った者(以下「請求人」という。)、審査の請求の対象とされた議員(以下
「被請求議員」という。)又は関係人に対し、事情聴取等必要な調査をすることが
できる。
4

議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、請求人及び被請求議員に

対し、その旨を文書で通知するとともに、その概要を公表しなければならない。た
だし、別に定める場合に該当するときは、これを公表しないことができる。

(請求人及び被請求議員の協力義務)
第15条

請求人及び被請求議員は、審査会から、審査に必要な資料の提出、審査

会への出席、当該審査に係る他方の当事者及び関係人等のプライバシーの保護への
配慮その他の協力を求められたときは、これに従わなけれぱならない。
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新宿区議会議員政治倫理条例

墨田区議会議員の政治倫理に関する条例

東京都北区議会議員の政治倫理に関する条例

(被請求議員の弁明等)
第16条

被請求議員は、審査会において弁明をしようとするときは、弁明を記載

した書面(以下「弁明書」という。)を審査会に提出しなければならない。
2

被請求議員は、前項の規定による弁明書の提出に加え、さらに審査会において

口頭により弁明をしようとするときは、その旨を申し出、あらかじめ審査会の承
認を受けなければならない。
3

被請求議員は、議長に対し、審査結果について弁明書を提出することができ

る。
4

議長は、前項の規定による弁明書の提出を受けたときは、第14条第4項の規定

による公表と併せて当該弁明書又はその概要を公表するものとする。ただし、同項
ただし書の規定により審査結果の概要を公表しないときは、この限りでない。
(議会の措置)
第17条

議会は、第14条第1項の規定による報告又は勧告を尊重するとともに、当

該被請求議員が政治倫理基準に違反したと認められるときは、区民の信頼を回復
するために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第18条

(委任)
この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

第14条

（委任）
この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

第12条

この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附則

付則

付則

(施行期日）

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

（施行期日）

1

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

第1条

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(経過規定)

2

2

告書においては、第4条第1項中「毎年4月1日」とあるのは「この条例の施行の

この条例の施行の際、議員が現に自ら事業を営んでいる場合又は法人等の取締

この条例の施行の日において議員である者が、最初に提出する兼業・兼職報

役、理事、監査役、監事、顧問若しくはこれらに準ずる職に就いている場合は、こ

日」と、「同月2日」とあるのは「この条例の施行の日の翌日」と、「同月30日

の条例の施行の日に、新たに自ら事業を営むこととなり、又は法人等の取締役、

までの間」とあるのは「この条例の施行の日の翌日から起算して30日を経過する

理事、監査役、監事、顧問若しくはこれらに準ずる職に就くこととなったとみなし

日までの間」と読み替える。

て、第7条第2項の規定を準用する。

3

3

兼職報告書においては、第4条第1項中「毎年4月1日」とあるのは「就任の日」、

審査会の設置に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことがで

この条例の施行の日以後、新しく議員に就任した者が最初に提出する兼業・

きる。

「同月2日」とあるのは「亨剣壬の日の翌日」と、「同月30日までの間」とある

4

のは「就任の日の翌日から起算して30日を経過する日までの間」と読み替える。

第13条の規定は、この条例の施行日前になされた議員の行為については、適用

しない。

（適用区分）

附則(平成18年12月8日条例第68号)

第2条

(施行期日)

た行為について適用する。

1

（検討）

この条例は、公布の日から施行する。

第6条第1項及び第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後になされ

(経過規定)

第3条

2

に検討する。

この条例による改正後の新宿区議会議員政治倫理条例第13条から第16条まで

議員の資産公開に係る規定の整備等については、この条例施行後速やか

の規定は、この条例の施行の日以後に行われた審査の請求について適用し、同日

付則(平成14年6月28日条例第31号)

前に行われた審査の請求については、なお従前の例による。

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

附則(平成19年12月12日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
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区議会事務局資料５
令和４年 ４月 ８日

世田谷区議会議員による職員に対するハラスメントに関する条例
(令和３年６月25日世田谷区条例第45号)
議員は住民の負託を受けた代表者であることから、その負託に応えるため、議員と
して高い倫理観と品位が求められる。ましてや議員の地位による影響力を不正に利用
したハラスメント行為は断じて許されるものではない。
議員と職員という特殊な人間関係を背景としたハラスメントは顕在化しにくい上
に、不当に職員の尊厳を傷つけ、最悪の場合、回復不能な肉体的・精神的な被害を
もたらし、ひいては人材の喪失、行政の停滞を招くことになり、さらには議員への
区民の信頼を裏切ることにもなりかねない。
よって、世田谷区議会は、職員の人格を尊重することにより、議員による職員に
対するあらゆるハラスメントの根絶と末然防止を決意し、この条例を制定する。
(目的)
第１条 この条例は、議員による議員の地位を利用した職員(区職員をいう。以下同
じ。)に対するハラスメント行為(以下「職員に対するハラスメント」という。)を
防止し、すべての職員が個人としての尊厳を尊重され、良好な職場環境を確保する
ことで、区政の効率的運営に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第２条 議員は、職員に対するハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲
を低下させることを自覚し、職員の人格を尊重して活動しなければならない。
２ 議員は、職員に対するハラスメントに関する調査に積極的に協力し、誠実に対応
しなければならない。
(プライバシーの保護)
第３条 職員に対するハラスメントに関する調査に関与した議員は、関係者のプライ
バシーの保護を徹底し、当該事案に関係する職員が不利益を受けることがないよう
留意するものとする。
(ハラスメントの防止)
第４条 議会は、職員に対するハラスメントを防止するため、議員に対し、必要な
研修等を実施しなければならない。
(議会の措置)
第５条 議会は、区長から職員に対するハラスメントに関する事案の報告があった
ときは、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附

則

この条例は、公布の日から施行する。

区議会事務局資料６
令和４年 ４月 ８日

荒川区議会基本条例

墨田区議会基本条例
(前文)

（前文）

墨田区議会は、区民から選挙で選ぱれた議員により構成される合議

東京都板橋区議会基本条例
（前文）

荒川区議会は、選挙により選ぱれた区民の代表者である議員によっ

杉並区議会基本条例
（前文）

私たち板橋区議会は、区民の福祉の増進を図ることをその目的と

杉並区議会は、区民により選ばれた複数の杉並区議会議員で構成する議

制の議事機関であり、同じく選挙で選ばれた墨田区長とともに地方自 て構成する議事機関であり、区長とともに、二元代表制の一翼を担っ するとともに、,区民の意思を区政に最大限に反映させる役割を担っ

事機関であり、同じく選挙で選ばれた単独の執行機関である杉並区長との

治における二元代表制の一翼を担っている。

両者により、二元代表制を構成しています。

ている。議会は、区長と緊張ある関係を保持し、区政運営について監 ている。

二元代表制の下では、両者は相互にその権能を発揮し、区民等の福 視及び評価や政策立案及び政策提言を行い、かつ、議論を通じて最良
祉の増進を図る責務を負っている。
墨田区議会は、より「開かれた議会」を目指すとともに、一層の
「議会活動の活性化」を進めることによって、この責務を果たし、区
民の負託に応えようとするものである。
そのため、ここに墨田区議会基本条例を制定する。

その目的及び役割を果たすためには、議会本来の役割である議論

その二元代表制のもと、杉並区議会は、「みどりと水辺、歴史ある道や

の意思決定を行うことで、区民とともに区の将来を築く役割を担うと 及び討論を通じて問題の論点及び争点を明らかにすることはもとよ

まちなみ、そこに暮らす住民の活動や自治への取組」などの「杉並らし

いう重い責務を負っている。

さ」を守りながら、執行機関との緊張ある関係を保持し、独立した区の最

り、自らも政策立案及び政策提言を行い、真の地方自治を実現する

近年、都区制度改革により、特別区を都の内部的団体から「基礎的 ことが必要である。
な地方公共団体」として明確に位置付ける地方自治法の改正が実現
し、区と議会が果たすべき役割や責務は増してきている。

このため、私たち板橋区議会は、平成22年(2010年)に議会改革勉
強会を設置して議論を積み重ねた。そして、翌年に設置された議会改

このような時代の変化に対応し、荒川区議会が、今まで以上にその 革調査特別委員会において「区民に開かれた、区民参加の議会」、
役割と責務を果していくためには、これまで取り組んできた議会改革 「徹底した清報公開」、「二元代表制の下での監視機能の強化」、
を更に推進し、より一層区民に信頼される議会を構築することが求め 「合議体としての政策立案の強化」の4点を議会改革の方向性として
られている。

定めた。その結果、総括質問におけるインターネット中継の実施及

よって、荒川区議会は、議会、議員の活動原則等議会の基本的な事 びIT機器の活用、東京23区で初となる議会報告会の開催等の議会改
項を定めるととにより、議会がその権能を発揮し、区民福祉の向上及 革が実現されるに至った。
び区政の発展に寄与することで、区民の負託に全力で応えていくこと
を決意し、この条例を制定する。

高意思決定機関として議論を通じて区政運営について決定を行っていま
す。
また、杉並区議会は、区民福祉の増進と住民自治及び団体自治の実現を
適切に図り、区民の負託に応えるために、執行機関に対し、政策立案と提
言及び監視や評価を行っています。
さらに、開かれた議事機関として情報の公開を推進するとともに、会議
規則等にのっとり自由かつ活発な討議を通して、多様な区民及び議員の意
見を尊重し、意思決定の過程の透明化を図ります。
これら議会における責任と役割を明確に示すため、この条例を制定しま

私たち板橋区議会は、これまで実施してきた議会改革を実効性ある す。
ものとして一層推進するとともに、区民に板橋区議会が果たすべき責
任及び役割を明確に示すため、ここに板橋区議会基本条例を制定
し、区民の幸せと繁栄を実現することを決意する。

（目的）

（目的）

第1条

第1条

この条例は、地方自治の本旨に基づき、墨田区の自主性及び

（目的）

この条例は、議会及び議員の活動原則、行政と議会の関係そ 第1条

(目的)

この条例は、議会及び議員の活動原則並びに議長の責務を明 第1条

この条例は、杉並区自治基本条例(平成 14年杉並区条例第47号。

自立性を十分に発揮することを旨として、議会の基本理念その他議会 の他の議会に関する基本的な事項を定めることにより、議会がその権 らかにするとともに、区民と議会との関係、区長等と議会との関係

以下「自治基本条例」という。)第6章の規定を踏まえ、議会及び議員に関

に関する基本的事項を定めることにより、議会がその役割を果たし、 能を発揮し区民の負託に応え、区民福祉の向上及び区政の発展に寄与 その他議会に関する基本的事項を定めることにより、区民の負託に

する基本事項を定めることによって、杉並区議会(以下「議会」という。)

もって区民等の福祉の増進を図ることを目的とする。

的確に応える議会の実現を図り、もって区民の福祉の増進に寄与す

及び杉並区議会議員(以下「議員」という。)が区民の負託に応え、区民生

ることを目的とする。

活の向上及び区政の発展に貢献することを目的とします。

するととを目的とする。

（定義）

（定義）

第2条

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、それぞ

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。

れ当該各号に定めるところによる。

(1)区民区内に住所を有する者をいう。

(1)区

基礎的な地方公共団体としての板橋区をいう。

(2)区民等区民、区内て側き、若しくは学ぷ個人又は区内で事業活動そ

(2)区民

区内に在住する者(区内に通勤し、又は通学する者を含

の他の活動を行う個人若しくは団体をいう。

む。)及び区内で活動する法人その他の団体をいう。

(3)議会

(3)区長等

区議会をいう。

(4)区長等

区長、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員をいう。

区長その他の執行機関及びこれらの執行機関の事務を補

助する職員をいう。
(4)委員会

常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会をいう。

(基本理念)

(基本理念)

第3条

第3条

議会は、次に掲げる基本理念の下に活動しなければならな

議会は、選挙により選ばれた議員で構成される合議制の意思決定

い。

機関であるとともに、執行機関の区政運営を監視及び踏制する機能を持っ

(1)区民等への情報公開及び積極的な情報提供を行うとともに、区民等

議事機関として、区民の負託に応える議会活動を行うため、公平かつ公正

の意見を的確に把握することにより、「開かれた議会」を目指すこ

な議論を尽くし、地方自治の本旨の実現を目指すものとします。

と。
(2)議事機関として、議決、監視、政策立案等の機能を強化し、民主的
かつ効率的な議会運営を行うことにより、「議会活動の活性化」を進
めること。

1

荒川区議会基本条例

墨田区議会基本条例

東京都板橋区議会基本条例

（議会の活動原則)

(議会の活動原則)

(議会の活動原則)

第4条

第2条

第3条

議会は、前条に定める基本理念を達成するため、次に掲げる

議会は、次に掲げる原則に基づき、活動を行うものとする。

杉並区議会基本条例
(議会の運営及ぴ活動方針)

議会は、区民を代表する議事機関として、公正かつ公平な議 第4条

議会は、前条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる方針に

原則に基づき活動しなければならない。

①区民の代表機関であることを自覚し、公正性、透明性及び信頼性を 会運営を行うよう努めなけれぱならない。

基づき議会運営等を行うものとします。

①区民等に対する公正性及び透明性を確保すること。

重視した区民に開かれた議会運営を行うとともに、区民にとって分か 2 議会は、区民に開かれた議会を実現し、議会の信頼性を確保するた (1)地方自治法(昭和22年法律第67号。以下 N却という。)で定めるところ

(2)議決に対する責任を深く認識し、議決の内容等について分かりやす りやすい議事運営を行うこと。

め、議会に関する情報公開を推進するものとする。

い言葉及び表現の方法を用いて説明すること。

3 議会は、区政の適切な運営を確保するため、区長等による事務執行 びに執行機関に対する調査、検査及び監査請求等の権限を適切に行使する

(2)自由闊達な議論を行い、区政の課題に関する論点を区民に分かる

(3)区長等の政策の決定及び事務の執行について、監視及び評価を行う ように努めること。
こと。

を監視し、及び評価するものとする。

により有している条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並
こと。

(3)政策決定並びに区長その、他の執行機関(以下「区長等」という。) 4 議会は、政策立案及び政策提言の充実を図るため、区民の多様な意 (2)区民生活の向上及び区政の発展のため、区民の多様な意見の反映を図

④区民等の多様な意見を把握し、政策立案及び政策提言を行い、合意 の事務について監視及び評価機能を果たすこと。

見を把握することができる機会を拡充するよう努めるものとする。

形成を目指して、議論を尽くすよう努めること。

5 議会は、議会に関する条例、規則及び申合せ事項を継続的に見直す 行うよう努めること。

④区民への説明責任を果たすこと。

⑤活発な議会活動を通じ、議会のあり方を不断に追求するとともに、 (5)提出された議案の審議、審査等を行うほか、条例の制定、議案の
議会の改革に継続的に取り組むこと。

ものとする。

修正等を通じて、政策の立案、提言に積極的に取り組むこと。

るとともに、自由かつ活発な討議を行い、効果的かつ効率的な議会運営を
(3)議会が保有する情報の公開、会議の公開及び情報提供の充実により、
区民との情報共有を図り、区民に対する説明責任を果たすよう努めるこ
と。
(4)議会の会議運営を行うに当たり、会議への参加を妨げる社会的障壁等
の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮に努めること。

(議員の活動原則)
第5条

(議員の活動原則)

議員は、区民の負託を受けた公職にある者として、次に掲げる 第3条

原則に基づき活動しなければならない。

議員は、議会を構成する一員として、次に掲げる原則に基づ

き、活動を行うものとする。

(1)誠実かつ公正に職務を遂行し、自らの議員活動について説明するよ (1)区民全体の代表者として高い倫理的義務が課せられていることを

(議員の活動原則)
第4条

(議員の活動方針)

議員は、自らが区民全体の奉仕者であることを自覚し、個別 第5条

議員は、第3条に規定する基本理念の実現のために、次に掲げる方

的な課題の解決のみならず、区民全体の福祉を増進させるよう努め

針に基づき活動するものとします。

なけれぱならない。

(1)選挙により選ばれた議員であることを自覚し、常に品位を保持し、政

う努めること。

自覚し、良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよ 2 議員は、議会による政策立案及び政策提言の充実を図るため、区民 治倫理の向上に努めること。

②区政の課題全般について区民等の意見を把握すること。

う努めること。

の多様な意見を聴取し、及びその集約に努めるとともに、区政に関

(2)区民の多様な意見を把握し、区政全体を見据えた幅広い視点及び長期

(3)区政に必要な調査研究を行うとともに、政策立案及び政策提言を行 (2)日常の調査及び研究を通じて自らの資質の向上に努めること。

する調査研究及ぴ情報収集に努めるものとする。

的な展望を持って、誠実な職務の遂行に努めること。

うこと。

3 議員は、自らが区民の代表者であることを自覚し、議会における自 (3)積極的な調査研究活動を通じ、審議能力及び政策立案能力の向上に努

(3)議会活動について、区民に対して説明責任を果たすこと。

④言論の府及び合議制の議会を構成する一員として、活発な議論を行

己の言動に責任を持つとともに、高い倫理観を保持するよう努めな

うこと。

けれぱならない。

⑤議会の監視機能強化等に資するよう、自らの資質向上のため不断の

4 議員は、議会慣行及び申合せ事項を遵守するよう努めなけれぱなら

研さんを行うこと。

ない。

めること。

5 議員は、議会における審議、審査及び調査を区民にとって理解しや
すいものとするため、区長等との質疑応答に当たっては、問題の論
点及び争点を明らかにするよう努めるものとする。
(議員相互間の討議)

(委員間討論)

第6条

第18条

議員は、議会の権能を発揮するため、議員相互間の討議を行

議会は、議決結果に対する議会としての説明責任を果たす

うことができる。

ため、委員会における議案等の審査に当たっては、委員相互間の討

2 前項の討議の方法については、議長が別に定める。

論を十分に尽くし、及びこれを尊重するよう努めるものとする。

(会派等)
第17条

(会派)
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。

第5条

議員は、議員活動を行うため、会派を結成することができ

る。

(会派)

(会派)

第5条

議員は、自らの意思を区政に効果的に反映させるため、会派 第7条

を結成することができる。

議員は、議会活動を行うに当たり、会派を結成することができま

す。

2 会派は、基本的政策を共有し、かつ、議会における活動を共にしょ 2 会派は、政策を中心とした同一の理念を有する議員で構成し、政策 2 会派は、同一の政治的信条を共有し、かつ、議会における活動を共 2 議員が会派を結成したとき、又は会派に変更があったときは議長に届け
うとする2人以上の議員をもって構成するものとする。

立案、政策決定等に関し、合意形成に努めるものとする。

にしようとする議員をもって構成するものとする。

3 会派は、代表者を選任するものとする。

3 会派は、議会による政策立案及び政策提言を行うに当たっては、会

4 前項の代表者は、会派の運営に関して、会派に所属する議員の管理

派間の合意形成に努めるものとする。

及び監督の責務を負うものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、議員は、 1人の場合においても、会派

5 各会派及び会派に所属しない各議員は、政策立案及び政策提言等を

として届け出ることができる。

行うに当たっては、相互に合意形成に努めるものとする。

2

出るものとし、議会は速やかにこれを公表するものとします。

荒川区議会基本条例

墨田区議会基本条例
(会期)
第7条

議会は、区政の課題等に的確かつ柔軟に対応し、主導的かつ

東京都板橋区議会基本条例

杉並区議会基本条例

(通年議会)

(定例会)

第12条

第16条

議会は、区政の執行に関する監視及び評価並びに政策立案及

機能的に活動をすることができるよう、地方自治法(昭和22年法律第

び政策提言に関する機能の更なる充実及び強化を図り、議会が主導的

67号。以下「法」という。)第102条第2項の規定に基づき、定例会の

かつ機能的に活動できるよう、定例会の回数を年1回とし、その会期

回数を年1回とし、その会期を通年とする。

を通年とする。

定例会は、法第101条の規定に基づき区長が招集し、議決により

会期を定めるものとします。

2 議会の会期を通年とする必要な事項は、別に定める。
(本会議の質問及び答弁方式)

(臨時会)

第8条

第17条

区長等への一般質問(議事に先立ち、区の一般事務につき議長

臨時会は、次の定例会を待たず審議する必要が生じたときに区

の許可を得て質問することをいう。)及びその答弁は、発言通告書に記

長が招集し、議決により会期を定めるものとします。

載された件名を分野ごとに分割して当該分野ごとに行う方式又は当該

2 法第 101条第2項又は第3項の規定に基づき、次に掲げる場合において、

件名を一括して行う方式により行うことができる。

議長又は議員は、区長に対し臨時会の招集を請求することができます。
(1)議長が、議会運営委員会の議決を経て、付議事件を示したとき。
(2)議員定数の4分の1以上の議員が、付議事件を示したとき。
3 前項に規定する臨時会の招集を請求したにもかかわらず、、20日以内に
区長がこれを招集しない場合、議長は、臨時会を、同項第1号に該当する
ときは招集することができ.、同項第2号に該当するときは請求をした者の
申出のあった日から10日以内に招集しなければなりません。

(本会議)
第18条

議会の最終的な意思は、議場に参集した全ての議員により構成

される定例会又は臨時会の本会議において決定します。
(委員会)
第19条

議会は、常任委員会及び議会運営委員会を設置するとともに、

必要に応じて特別委員会を設置します。
2 常任委員会は、次のとおりとします。
(1)総務財政委員会
(2)区民生活委員会
(3)保健福祉委員会
(4)都市環境委員会
(5)文教委員会
(委員会の活動)
第20条

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、傍聴人に配慮するとともに、委員外議員に質疑及び意見表明
の機会を提供するため、開催日が重複しないよう相互に調整するものとし
ます。ただし、緊急を要する場合等、委員長が必要と認める場合は、この
限りではありません。
2 委員会は、所管事項の審査又は調査を専門的に行うため、その委員の一
部で構成する小委員会を設置することができ、その運営方法については委
員会で決定することとし、小委員会は、委員相互の自由討論に努めること
とします。
3 委員会は、審査及び調査にあたり、必要と認める場合には分科会及び連
合審査会を活用し委員会運営を行うよう努めるものとします。
4 委員会は、必要と認める場合には閉会中の審査又は調査を行い、議会活
動の充実に努めるものとします。
5 その他委員会に関する事項は、別に定めます。

3

墨田区議会基本条例

荒川区議会基本条例

東京都板橋区議会基本条例

杉並区議会基本条例
(質問・質疑及び討論)
第21条

議員は、本会議において、議長の許可を得て、区政一般に関す

る質問並びに提出された議案等に関する質疑及び討論を行うことができま
す。
2 議会は、区の重要事項に関する論点を明らかにするため、区長の所信表
明及び予算編成方針に対し、本会議において区長等に代表質問を行う機会
を設けます。
(その他の会議)
第22条

議会は、法第.100条第12項の規定に基づき、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場を設けることができます。

(議長の責務)

(議長の責務)

第9条

第7条

議長は、公正に職務を遂行するとともに、議会の品位を保持

し、民主的かつ効率的な議会運営を行わなけれぱならない。

議長は、区長及び議員がいずれも選挙により選出される二元

代表制において、その一翼を担う議会の代表者であることを自覚
し、公正かつ公平な職務の遂行に努めるとともに、議会の品位を保
持し、及び民主的かつ効率的な議会運営の実現に努めなけれぱなら
ない。
2 議長は、議会が区民にとって最良となる意思決定をすることができ
るよう、議会における物理的及び制度的な環境の
整備に努めるとともに、議会改革の推進を図らなけれぱならない。
3 議長は、区長による専決処分が最小限となるような議会運営に努め
るものとする。

(議長及び副議長の所信表明)

(議長及び副議長の選挙)

(議長及ぴ副議長)

第10条

第6条

第6条

議長及び副議長は、就任に当たり本会議で所信表明を行うこ

とができる。

議長及び副議長の選挙は、地方自治法(昭和22年法律第67

議会は、議長及び副議長一人を選挙により選出しなければなりま

号。以下「法」という。)第118条の規定に基づき、投票又は指名推

せん。

選の方法により行う。

2 議長は、議会の代表者として、公正かつ中立的な立場から議場の秩序を
保持し、議事を整理し、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければなり
ません。
3 議長は、前項に定める議会運営の実現のために、必要に応じて調査を行
い、任命権者として職員を適切に指揮監督し、議会の事務の円滑な実施に
努めなければなりません。
4 前2項の規定は、副議長が議長の職務を行う場合について準用します。

(本会議及ぴ委員会の公開)

(情報公開の推進)

第11条

第8条

議会は、法第115条第1項ただし書に該当する場合又は他の条

議会は、情報公開を推進するため、次の各号に掲げる事項を

例に特別の定めがある場合を除き、本会議及び常任委員会、議会運営

実施するものとする。

委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)を公開する。

(1)本会議及び委員会(特別委員会の理事会及び議会運営委員会の理事

2 議会は、前項の規定による公開に当たっては、多様な広報手段を活

会を除く。)を公開すること。ただし、議決により秘密会とした場合

用するものとする。

を除く。
(2)議会が保有する文書等を東京都板橋区情報公開条例(平成12年板橋
区条例第1号)に基づき適切に公開すること。
(3)議会及び議員の活動に対する区民の評価に資するよう、議案、決
算報告、請願及び陳情(以下「議案等」という。)に対する各々の議員
の態度を公表すること。
2 議会は、前項第1号及び第3号に掲げる事項の実施に当たっては、議
会広報紙又ぱ情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用
するよう努めなけれぱならない。
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墨田区議会基本条例
(傍聴)
第12条

荒川区議会基本条例

東京都板橋区議会基本条例
(議決責任)

議会は、本会議及び委員会を開くときは、傍聴者が審議、審

第9条

議会は、議決責任を深く認識し、区民にとって最良となる意

査及び調査の内容をできる限り容易に理解することができるよう、議

思決定をする責務を有する。

案及び会議資料の提供、供覧その他の必要な措置を講じなければなら

2 議会は、議案等を議決したときは、当該議決結果が区政に及ぽした

ない。

効果又は影響を検証するよう努めなけれぱならない。

2 前項に定めるもののほか、議会は、区民等が本会議及ぴ委員会を適
切に傍聴することができるよう、必要な措置を講ずるよう努めなけれ
ぱならない。
(委員会の活動)

(説明責任)

第13条

第10条

委員会の委員(以下「委員」という。)は、委員会における審

議会は、議案等を議決したときは、議決した内容及び議決

査及び調査に当たっては、委員相互間の議論を十分に尽くし、これを

に至るまでの議論の過程を区民に分かりやすく説明する責務を有す

尊重するよう努めるものとする。

る。

2 委員は、区民等に対し、分かりやすい議論を行うよう努めなければ
ならない。
3 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、討議を通じて合意形
成を目指し、論点、争点等を明確にして委員会運営を行わなけれぱな
らない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、議事堂以外の場所において
委員会を開会することができる。
5 委員会は、所管する区政の課題等に対処することを目的に、区民等
との意見交換会等を開催することができる。
(委員会による政策立案及び政策提言)

(多様な意見及び要望の把握)

第14条

第11条

委員は、委員相互間の討識を通じて合意形成を目指し、政策

議会は、請願及び陳情を区政に対する政策提案又は要望と

立案及び政策提言を積極的に行うものとする。

位置付け、これに誠実に対応するとともに、その審査に当たって

2 委員会は、条例案(区長が提出した条例案に対する修正案を含む。次

は、請願者又は陳情者による説明の機会を設けることができる。

項において同じ。)の提出その他の政策立案及ぴ政策提言を積極的に行

2 議会は、本会議又は委員会の運営に当たっては、法第115条の2に

うことにより、区の政策水準の向上を図るものとする。

規定する公聴会及び参考人の制度を積極的に活用するよう努めるも

3 委員会は、予算を伴う条伊」案を提出するに当たっては、必要に応

のとする。

じてあらかじめ区長等と協議することができる。
(特別委員会の設置方針等)
第15条

議会は、特別委員会の設置については、特定事件の調査研究

をするという設置目的に鑑み、議会が果たすべき機能を十分に発揮
し、区政の課題の変化及び社会経済情勢の変化に的確に対応し得るも
のとなるようにしなければならない。
2 議会は、毎年、特別委員会の設置について、必要な見直しを行わな
けれぱならない。
3 特別委員会は、毎年、その運営に関する方針を定め、これを公表し
なければならない。
(政策会議)
第16条

議会は、政策立案及び政策提言を推進するため、毎年1回以

上、政策会議を開催するものとする。
2 政策会議は、政策立案及び政策提言に関する事項を議長に提案する
ことができる。
3 政策会議に関し必要な事項は、議長が別に定める。

5

杉並区議会基本条例

荒川区議会基本条例

墨田区議会基本条例
(情報の公開及び説明責任)
第19条

(区民参加及び区民との連携)

議会は、多様な広報手段を活用することにより、議会活動に 第6条

東京都板橋区議会基本条例
(議会報告会)

議会は、広く区民の声を聴き、個々の議員の持てる力を生か 第12条

議会は、区民に議会活動の状況を直接に報告し、及び説明

関する情報の積極的な公開及び発信に努め、説明貴任を十分に果たす し、区民福祉の向上に努めるものとする。

し、並びに区政に関する情報を提供するとともに、区民の意見及び

ものとする。

2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下 「法」という。)

要望を聴取することにより議会による政策立案及び政策提言の充実

2 議会は、広報の内容及びあり方について不断に検証するものとす

に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用し、議会の審議に反映す を図るため、特段の事情がある場合を除き、毎年1回以上、議会報告

る。議会は、議案、請願等に対する議員の賛否状況を公開する。

るよう努めるものとする。

杉並区議会基本条例
(区民との関係)
第8条

議会は、区民の多様な意見を把握し、議会活動に反映させるとと

もに、区民が議会活動に参加する機会の充実に努めるものとします。

会を開催するものとする。

3 議会は、請願又は陳情の審議に当たっては、請願者等の意見を聴く 2 議会報告会に関し必要な事項は、別に定める。
機会を設けることができる。
4 議会は、本会議及び委員会を原則として公開とする。
(区民参加の推進)
第20条

(区民に対する情報の公開)

議会は、区民等との連携を推進し、区政の課題に対処するた 第7条

(会議の公開)

議会は、議案に対する賛否について区民に公表する。

第9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

め、必要に応じて、議会活動に区民等が参加することができる機会及 2 議会は、積極的に情報を提供することにより、区民が本会議及び委

会及び全員協議会を原則公開とし、区民に開かれた議会運営に努めるもの

び区民等の意見を反映させる機会を確保するものとする。

員会を傍聴できるよう努めるものとする。

とします。

(議会広報の充実)

(広報活動の充実)

第8条

第10条

2 議会は、本会議及び委員会の運営に当たり、必要に応じて、法第Ⅱ
5条の2第1項に規定する公聴会制度及び同条第2項に規定する参考人制
度その他多様な意見聴取の方法を用いて、区民等、利害関係を有する
者又は学識経験を有する者の意見を議論に反映させるものとする。3
議会は、請願及び陳情の審議及び審査に当たっては、その趣旨を+分
に理解するために、請願及び陳情の提出者の意見を聴取する場を設け
る。

議会は、区政に係る情報を議会の視点から、区民に提供する

議会は、区民が議会に関心を持ち、議会活動に対する理解を深

よう努めなければならない。

めることができるよう、議会に関する情報を広報紙の発行、インターネッ

2 議会は、広報紙、インターネット等の多様な媒体を用いて、区民が

トの利用その他の方法により積極的に発信するよう努めるものとします。

議会に関心を持つよう広報活動に努めなければならない。

(議会の議決事件)
第11条

(議決事件の拡大)

法第96条第2項に規定する議会の議決事件は、基本構想及び 第16条

基本計画とする。

議会は、議事機関としての機能を強化するため、法第96条

(議決)
第13条

議会は、法第96条第1項の規定に基づき、条例の制定改廃、予

第2項の規定により、必要な事項を議決事件として追加することがで 算、決算の認定その他の事件を議決しなければなりません。
きる。

2 議会は、法第96条第2項及び自治基本条例第 14条第1項の規定に基づ

2 議会は、前項の規定により議決事件を追加する場合は、その理由を き、区政運営の指針となる基本構想の策定又は改定を議決しなければなり
明確にしなけれぱならない。

ません。
3 議会は、前項に定めるもののほか、議決事件に必要な事項を条例によっ
て追加することができます。
(区民意見の反映)
第11条

議会は、請願及び陳情の適切な審査に努め、その審査に当たっ

ては、請願者又は陳情者による補足説明の機会を設けることができます。
2 議会は、第8条の規定による区民の意見の把握が不十分である場合等、
必要に応じて公聴会制度及び参考人制度の活用に努めるものとします。
3 議会は、法第99条の規定に基づく意見書を、国会又は関係行政庁に提出
することができます。

6

荒川区議会基本条例

墨田区議会基本条例
(区長等との関係)
第21条

(区長等との関係)

議会は、二元代表制の下、区長等と独立かつ対等で緊張のあ 第9条

東京都板橋区議会基本条例
(区長等との関係の基本原則)

議会は、区長等と常に緊張ある関係を保持し、事務の執行の 第13条

る関係を保持し、区長等の政策の決定及び事務の執行に対する監視及 監視及び評価を行うものとする。

議会は、二元代表制において議決権を有する議会と執行権

を有する区長等との権能の違いを認識し、かつ、対等な立場で緊張

び評価並びに政策立案及び政策提言を行うことにより、区民等の福祉 2 本会議における議員と区長等との質疑応答は、論点を明確にして行 感を保ちながら自らの権能を最大限に発揮することにより、区長等
の増進及び区政の発展に取り組まなければならない。

うものとする。

との共通の目標である区民の福祉の増進に取り組まなけれぱならな

2 議会における審議、審査及び調査をより充実させるため、本会議及 3 議会は、災害、事件等が発生した場合、速やかに区長等から報告を い。
び委員会において、区長等は、議長及び委員長の許可を得て、議員の 受け、必要に応じて調査を行うものとする。

2 一般質問における区長等への質問及び議員への答弁は、その内容を

質疑又は質問に対して、答弁に必要な範囲内で、その趣旨又は内容に

区民にとって1聯¥しやすいものとするため、分割方式(一般質問通告

関して反問又は反論をすることができる。

書に記載された項目ごとに登壇して質問及び答弁を行う方式をい

3 議会は、採択した請願及び陳情のうち、議会が区長等において措置

う。)により行うことができる。

することが適当と認めるものについて、その趣旨の実現を区長等に求
めるとともに、その処理の経過及び結果について、区長等に対し報告
を求めるものとする。
4 議会は、本会議において可決された決議に関する事後の状況、対応
等について、区長等に対し報告を求めるものとする。
(議会への説明等)
第22条

(区長等による政策等の形成過程の説明)

区長は、予算を議会に提出し、又は決算を議会の認定に付す 第10条

るときは、議会にその内容を説明するものとする。

議会は、区長等が提案する重要な政策の形成過程等につい

第14条

区長等は、本会議の審議に必要な説明のため議長から出席

て、論点を明確にし、その政策水準を高めることに資するため、区長 を求められた場合において、議員から受けた質問の内容を明らかに

2 区長等は、重要な計画、政策、施策若しくは事業を立案し、又は変 等に対し、説明を求めることができる。
更するときは、議会にその内容を説明するものとする。

(区長等の反問権及び反論権)

し、又は整理する必要があると認めるときは、議長の許可を得て、

2 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、分かりやすい施策別又 当該質問の内容、趣旨、背景又は根拠を確認することができる。

3 前項に規定するもののほか、区長等は、議会又は議員から区長等が は事業別の説明を区長等に求めるものとする。

2 区長等は、本会議の審議に必要な説明のため議長から出席を求めら

執行する事務に関する資料の提出又は説明の要求があったときは、適

れた場合において、議員又は委員会から提出された条例案(区長が提

切に対応するものとする。

出した条例案に対する修正案を含む。)に係る争点を明らかにし、及
び議論を深める必要があると認めるときは、議長の許可を得て、意
見を述べることができる。
3 区長等が委員会の審査又は調査に必要な説明のため委員長から出席
を求められた場合については、前2項の規定を準用する。この場合に
おいて、前2項中「審議」とあるのは「審査又は調査」と、「議長」
とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。
4 前各項に定めるもののほか、反問権及び反論権の行使に関し必要な
事項は、別に定める。

(災害時の対応)

(危機管理)

第28条

第17条

議会は、大規模災害等が発生したときは、区民等の生命、身

議会は、区民の生命、身体及び財産又は生活の平穏を守る

体及び財産を保護し、区民等の安全を確保するために区長等と連携す

ため、大規模災害等の不測の事態が発生したときは、議会と区民と

るものとする。

の間及び議会と区長等との間で情報の共有化を図るよう努めなけれ

2 前項の規定による議会の具体的な対応については、議長が別に定め

ぱならない。

る。

2 議会及び議員は、前項の規定による情報の共有化を図るに当たって
は、東京都板橋区議会災害対応方針に基づき行動するものとする。

7

杉並区議会基本条例
(区長等との関係)
第12条

議会は、区長、教育委員会その他の執行機関(以下「区長等」と

いう。)に対し、区の議事機関としての役割を果たさなければなりませ
ん。

荒川区議会基本条例

墨田区議会基本条例
(全員協議会)
第13条

東京都板橋区議会基本条例
（区長等による政策等の形成過程の説明）

議長は、必要があると認めるときは、全員協議会を開催する 第15条

ことができる。

議会は、区長等から区民生活に重要な影響を与える政策、

杉並区議会基本条例
(調査及ぴ説明要求)
第15条

議会は、法に定めのある検査権、監査請求権、調査権及び説明

計画、施策、事業等(以下「政策等」という。)に係る報告又は提案を 要求権等を行使することができるほか、区長等に対して資料の提出を求め
受けたときは、当該政策等の水準を高めるため、区長等に対し、次

ることができます。

の各号に掲げる事項について明らかにするよう求めることができる。 2 議会は、杉並区区民等の意見提出手続に関する条例(平成21年杉並区条
(1)政策等を必要とする背景及び政策等の検討経過

例第41号)の規定により区民等の意見提出手続が実施された政策等の案に

(2)政策等の実施により期待される効果及び将来にわたる経費

ついては、公表された結果を審議の参考にするものとします。

(3)他の自治体の類似する政策又は検討した他の政策等の案との比較
検討の結果
(4)区の総合的な計画における政策等の位置付け又は区の総合的な計
画と政策等との整合性
(5)政策等に関係する法令及び条例
(6)区民参加の実施の有無及びその内容
2 議会は、区長が予算を議会に提出し、又は決算を議会の認定に付す
るに当たっては、政策別又は事業別の分かりやすい説明資料の作成
に努めるよう求めるものとする。

(議会の機能強化)

(執行機関の人事)

第14条

第14条

議会は、区政の執行に関する監視及び評価並びに政策立案及

議会は、法令の定めに従い、次の各号に掲げる執行機関の職員の

び政策提言に関する機能の強化を図るものとする。

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人事に係る議決又は選挙を行わな

2、議会は、調査のため必要があると認めるときは、議員又は有識者

ければなりません。

等で構成する検討会等を設置することができる。

(1)副区長選任の同意及び解職
(2)監査委員選任の同意、解職及び罷免
(3)教育長及び教育委員会委員任命の同意、解職及び罷免
(4)選挙管理委員会委員選挙、解職及び罷免
(5)農業委員会委員選任の同意及び罷免

(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の

専門的知見を活用することができる。
(研修の実施)

(議員研修の充実強化)

第23条

第16条

議員は、自らの政策立案及ぴ政策提言能力を高めるととも

に、自らの見識を深めるため、不断の研さんを行わなければならな

議会は、議員の政策提案能力の向上を図るため、議員の研修

の充実強化に努めるものとする。

い。
2 議会は、前項に規定する目的に資するため、研修会等を行わなけれ
ばならない。
(交流及び連携の推進)
第17条

議会は、他の自治体の議会と政策及び議会運営等について意

見交換をするため、積極的に交流及び連携を図るものとする。
(政策立案及び政策提言)
第19条

議会は、条例案(区長が提出した条例案に対する修正案を含

む。)の提出その他の議会による政策立案及び政策提言を積極的に行
うことにより、区の政策水準の向上を図るものとする。
2 議員又は委員会は、予算を伴う条例案(区長が提出した条例案に対
する修正案を含む。)を提出するに当たっては、必要に応じてあらか
じめ区長等と協議することができる。
3 議会は、区政に関する重要な政策及び課題についての認識を共有

8

荒川区議会基本条例

墨田区議会基本条例

東京都板橋区議会基本条例

(議会図書室)

(議会図書室)

第26条

第21条

議会は、議会図害室（法第100条第19項に規定する図害室を

杉並区議会基本条例

議会は、議員の調査研究並びに議会による政策立案及び政

いう。以下同じ。)に同項に定めるもののほか、議員の政策立案及び政

策提言の充実を図るため、議会図書室の充実に努めるものとする。

策提言に資する図書、記録その他必要な資料(電磁的記録を含む。)を

2 議会図書室の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

収集し、及び保管するものとする。
2 議会図書室の管理及び運営については、議長が別に定める。

(財政上の措置)

(専門的知見の活用)

第25条

第22条

議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能

を充実するため、必要な財政上の措置を区長に求めるものとする。

議会は、議案の審査又は区の事務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、法第100条の2の規定に基づく
専門的事項に係る調査を積極的に活用し、議会における審議機能の
向上を図るよう努めるものとする。
2 議会は、必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有す
る者等により構成される調査機関を設置することができる。
3 前項の調査機関に関し必要な事項は、別に定める。

(議会改革の推進)
第4条

(議会の制度検討)

議会は、議会の信頼性を高めるため、不断の改革に努めるも 第23条

のとする。

議会は、真の地方自治を実現するため、議会改革について

不断の取組をしなけれぱならない。
2 議会運営委員会は、議会制度に係る法令の改正があったとき、又は
議会改革の推進の観点から必要があると認めるときは、議会改革推
進会議を設置し、議会制度に関する調査又は検討を行わせることが
できる。
3 前項の議会改革推進会議に関し必要な事項は、別に定める。
(その他の会議)
第22条

議会は、法第.100条第12項の規定に基づき、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場を設けることができます。

(議員報酬等)

(議員報酬)

第27条

第 24 条

議会の議員の報酬及び期末手当(以下「議員報酬等」とい

議員報酬は、杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

う。)については、東京都板橋区議会議員の議員報酬及び費用弁償等 る条例(昭和31年杉並区条例第20号)で定めます。
に関する条例(昭和31年板橋区条例第13号。以下「報酬条例」とい

2 議員又は委員会が、議員報酬に関する条例改正の議案を提出する場合

う。)の定めるところによる。

は、杉並区特別職報酬等審議会等の意見を参考にするものとします。

2 議員は、報酬条例を改正するに当たっては、社会情勢の変化等を総
合的に勘案するとともに、学識経験を有する者等からの意見聴取を
積極的に活用し、客観的な判断に基づいて条例案を提出しなけれぱ
ならない。
3 議会は、前項の場合において必要があると認めるときは、第22条
第2項の規定により設置した学識経験を有する者等により構成される
調査機関に調査を行わせることができる。
4 議員が議会活動を連続して長期間休止したときは、議員報酬等を咸
額して支給することができる。この場合において、減額する割合等に
ついては、報酬条例の定めるところによる。
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荒川区議会基本条例

墨田区議会基本条例

東京都板橋区議会基本条例

(政務活動費)

(政務活動費)

第18条

第19条 荒川区議会政務活動費の交付に関する条例（平成13年荒川区 第24条

政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、区政の課題把

(政務活動費)

杉並区議会基本条例
(政務活動費)

東京都板橋区政務活動費の交付に関する条例(平成19年板橋 第25条

政務活動費は、杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費

握、政策立案及び政策提言並びに区民等の福祉の増進に資するよう、 条例第１号）の規定により、政務活動費の交付を受けた区議会の会派 区条例第20号)の規定により調査研究その他の活動に資するため必要 の交付に関する条例(平成13年杉並区条例第26号)で定めます。
有効に活用しなければならない。

(所属議員が1人の場合を含む。)は、政務活動費の適正な執行及び透

2 政務活動費の交付を受けた会派及ぴ議員は、その適正な執行につい 明性の確保に努めなければならない。
て、透明性を確保し、説明責任を果たさなけれぱならない。

な経費の一部として政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、政務 2 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、政務活動の経費について使
活動費の適正な執行に努めるとともに、その使途について説明責任

2 議会は、荒川区情報公開条例（昭和63年荒川区条例第34号）の規定 を果たさなけれぱならない。
に基づき、政務活動費収支報告書を公開する。

途基準に基づいた収支等の報告書を議長に提出しなけれぱなりません。
3 政務活動費の使途基準等は、学識経験を有する者で構成される政務活動

2 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、政務活動費の適正な執 費専門委員会での意見等をもとに、政務活動費調査検討委員会で検討を行
行を担保し、及びその使途の透明性を確保するため、領収書その他

い、議長が定めます。

の証拠書類を添えた収支報告書を議長に提出しなければならない。
3 議会は、毎年、収支報告を公表するものとする。

(議員定数)

(議員定数)

第20条

第25条

議員定数は、区民の声を適切に反映できる定数とする。

(議員定数)

議会の議員の定数(以下「議員定数」という。)については、 第23条

議員定数は、杉並区議会議員定数条例(昭和61年杉並区条例第35

東京都板橋区議会議員定数条例(昭和61年板橋区条例第37号。次項に 号)で定めます。
おいて「定数条例」という。)の定めるところによる。

2 議員又は委員会が、議員定数に関する条例改正の議案を提出する場合

2 議員又は区長は、定数条例を改正するに当たっては、社会情勢の変 は、この条例の基本理念等を踏まえるものとします。
化等を総合的に勘案して条例案を提出しなけれぱならない。
(議会の施設)
第27条

議会は、議会活動を行うために、杉並区役所本庁舎内に設けら

れている議場、委員会室、議長室及び副議長室、議員控室等を活用するも
のとします。
(議員の政治倫理)

(政治倫理)

第27条

第26条

議員は、区民の負託を受けた公職にある者として、高い倫理

議員は、区民の代表者として、その名誉及び品位を損なう

観が求められていることを深く認識し、良心及ぴ責任感を持って、議

行為を慎むとともに、自己の地位に基づく影響力を十分に認識し、

員の品位を保持し、見識を深めるよう努めなければならない。

区民の信頼を損なうことのないよう行動するものとする。

2 議員の政治倫理に関し必要な事項は、別に定める。
(議会事務局)
第24条

（議会事務局の体制整備）

議会は、円滑かつ効率的な議会運営及び議会活動の充実を図 第18条

(議会事務局の体制整備)

議会は、議員の政策の形成及び立案能力の向上を図り、議会 第20条

議会は、議会による政策立案及び政策提言並びに議会運営

（議会事務局）
第26条

議会に関する事務を処理するため、杉並区議会事務局条例(昭和

るため、議会事務局の機能強化及び十分な組織体制の橋築を行うもの 活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査機能及び法務機 の円滑化及び効率化を推進するため、議会事務局の調査機能及び法

25年杉並区条例第13号)で定めるところにより、議会に区議会事務局を設

とする。

務機能を充実強化し、並びに組織体制を整備するよう努めるものと

置します。

2 議会事務局は、前項に規定する目的を達成するため、議会に対し提

する。

2 議会は、議員の政策形成及び政策提言に関する機能を高めるとともに、

案を行うことができる。

2 議長は、議会運営並びに議会による政策立案及び政策提言の充実に 円滑な議会運営を推進するため、区議会事務局の調査、法務その他必要な

能の充実強化並びに組織体制の整備を図るものとする。

資する職員を議会事務局の職員として従事させるよう、区長に要請す 機能の充実を図るものとします。
ることができる。
3 区長は、議長から前項の規定による要請を受けたときは、議会事務
局の組織体制の整備について配慮するよう努めるものとする。
4 議長は、議会事務局の職員の専門性を高めるため、研修その他の必
要な措置を講ずるものとする。
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荒川区議会基本条例

墨田区議会基本条例
(他の条例等との関係)
第29条

(他の条例等との関係)

議会は、議会に関係する他の条例、規則等を制定し、又は改 第21条

この条例は、議会に関する基本的な事項を定める条例であ

東京都板橋区議会基本条例

杉並区議会基本条例

(他の条例等との関係)

(他の条例等との関係)

第28条

第2条

この条例は、議会における基本的事項を定める条例であっ

前条の目的を達成するため、議会の運営及び議員に関する他の条

廃する場合は、この条例の趣旨を尊重するとともに、この条例に定め り、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合において

て、議会は、議会に関係する他の条例若しくは規則等を制定し、又

例等の制定又は改廃を行うときは、この条例に定める事項との整合性を図

る事項との整合性の確保を図るものとする。

は改廃する場合は、この条例の趣旨を尊重するとともに、この条例

らなければなりません。

は、この条例との整合を図るものとする。

に定める事項との整合性の確保を図るものとする。
2 議会は、一般選挙を経た議員の任期が開始した後、終了するまでの
間において少なくとも1回、議員がこの条例の理念を共有するための
機会を確保しなけれぱならない。
(見直し手続)
第30条

(見直し)

議会は、この条例の目的の達成状況について、一般選挙を経 第22条

(見直し手続)
議会は、社会情勢の変化等を踏まえ、この条例の目的が達成 第29条

議会は、議会運営がこの条例の目的及び原則等に即して行

（条例の見直し）
第28条

議会は、議会運営がこの条例の目的及び基本理念等に則して行わ

た議員の任期が開始した日から終了する日までの間において1回以上

されているか等を判断し、必要に応じてこの条例の見直しを行うもの われているかどぅかを議会運営委員会において検証し、その結果を区 れているかどうかを、一定期間ごとに議会運営委員会等で検証し、必要が

検証する。

とする。

民に公表するものとする。

あると認めるときは、この条例の内容について検討を行い、その結果に基

2 議会は、前項の検証の結果、議会に関する条例、規則等を制定し、

2 前項の検証は、一般選挙を経た議員の任期が開始した後、終了する づいて所要の措置をとるものとします。

又は改廃することが必要であると認められる場合は、適切な措置を講

までの間において少なくとも1回実施するものとする。

ずるものとする。

3 議会は、前2項の規定による検証の結果、必要と認める場合は、こ

3 議会は、第1項の検証の結果及び前項の措置を公表するものとする。

の条例の改正その他の適切な措置を講じるものとする。
4 議会運営委員会は、前3項の規定による樵正の結果、この条例を改
正する場合は、あらかじめ全ての議員を対象とした会議を開催して改
正する内容を説明し、及び意見を聴取しなけれぱならない。
(委任)
第29条

付則

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び附則第 1

1

この条例は、平成31年5月1日から施行する。ただし、次項の規定 ２項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において

は、公布の日から施行する。

荒川区議会規則で定める日から施行する。

(準備行為)

(平成26年議会規則第1号で平成26年4月1日から施行)

2

この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前 2

においても行うことができる。

付則
2

荒川区議会の定例会の回数を定める条例(昭和31年荒川区条例第

11号)は廃止する。

墨田区議会定例会の回数に関する条例(昭和31年墨田区条例第6号)

は、廃止する。

11

附則
この条例は、令和4年4月1日から施行します。

この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。

においても行うことができる。

(墨田区議会定例会の回数に関する条例の廃止)
3

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

この条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。

