草津市議会基本条例（案）についてご意見を募集しました
〜パブリックコメント実施結果〜
草津市議会では、より開かれた議会を目指し、議会基本条例（素案）のパブリックコ
メントを実施しましたところ、皆さんから貴重な御意見をいただきありがとうございま
した。
このたび、いただきました御意見と、御意見に対する市議会の考え方を取りまとめま
したので、お知らせいたします。

パブリックコメント実施結果の概要
○意見の募集期間：平成２６年５月７日（水）から平成２６年６月６日（金）まで
○意見の提出者数：５人（直接持参２人、メール２人、郵便１人）
○意見の提出件数：１４件
○意見の反映件数：１件
※御意見と、御意見に対する市議会の考え方は、別紙を御覧ください。

お問合せ先
草津市議会事務局（市役所３階）
〒５２５−８５８８

草津市草津三丁目１３−３０

ＴＥＬ ０７７−５６１−２４１３
ＦＡＸ ０７７−５６１−２４８５
メール

gikai@city.kusatsu.lg.jp

パブリックコメントでの意見と市議会の考え方
№ 該当条項

1

2

3

前文

意見
市議会の考え方
「市民に開かれた議会」、「政策の立案や
提言を行う議会」、「適正な行政の監視およ
ご賛同ありがとうございます。草津市議会
び評価を行う議会」を明記されている事は大
基本条例に定める議会の役割を果たすよう、
変に意議のある重要な記述だと思います。草
取り組んでいきます。
津市の議会の取り組むべき方向が明確で頼も
しいと感じます。

第2条
定義

市民の定義に居住要件以外のものがある
が、例えば第２０条の議員定数に関するもの
など、居住者以外の市民と居住する市民の利
益が相反する場合が考えられるのではないで
しょうか。市民を定義することで、陳情や請
願の取扱等への影響はないのでしょうか。

第3条
議会の
役割

第３条の２項と４項の「確保」という表現
は何を意味しているか分かりにくいと思いま
す。
２項の「機会の確保」が、いまある制度等
を堅持するということなのか、それとも新し
い事をつくる努力をする意味なのか。この具
体的な取り組みは第３章で定めるとの解説か
ら考えますと、「機会」をつくりだすような
事に力点があるのではないかと思います。そ
ういう意味を含めた文言にされた方が良いの
ではないでしょうか。
４項の「執行が確保される」とあるのも、
具体的な取り組みが明記されている５章の内
容を見ると、明確に「執行が実施」されると
明記される方が整合性あるのではないでしょ
うか。

請願・陳情の提出は保障された権利とし
て、提出者は市内在住者に限定されておら
ず、議会基本条例（案）においても限定する
ものではありません。
ご指摘のとおり、利益が相反する場合も考
えられますが、だからこそ議会は、市民全体
の福祉向上のため、草津市のまちづくりに関
わる多くの市民の方々の意見を聴き、議論す
ることが求められています。
したがいまして、「市民」の定義は条例で
は規定しません。

ご指摘のとおり、「確保」という意味では
趣旨と異なるものと受け止め、次のように修
正します。
第２項 「参加する機会を確保するよう」→
「参加する機会の拡充に」
第４項 「適正な執行が確保されるよう」→
「適正に執行が実施されるよう」

本条例（案）と政治倫理条例とは条例の制
定目的が異なることから、ご意見のような提
起をすることは想定していません。
第4条
本条例違反の疑いがある場合は、政治倫理
本条例の実効性を担保するため、第２３条
4 議員の 条例の中で提起をしていくことを想定してい において本条例の目的が達成されているかど
活動原則 るのか、よくわからない。
うか常に検証することを規定しています。
一方、政治倫理条例は、議員が行動するに
当たって遵守しなければならない政治倫理規
準や審査等の請求について定めています。
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パブリックコメントでの意見と市議会の考え方
№ 該当条項

意見

市議会の考え方

「多様な手法を用いて積極的に情報発信」
とあり、大変に重要な取り組み事項だと思い
ます。ただ、情報技術の開発スピードはます
ます早く、それに伴って情報ツールも進歩し
ます。情報公開する事も、そのツールを如何
にうまく使うかでその効果は大きな違いとな
第6条 ります。特に、若い世代への政治、行政の情
市民への 報発信を考えるとどんな情報ツールを活用す
5 情報公開 るかが鍵であると言っても過言ではないかと
および 思います。又、生活スタイルが多様化してい
情報発信 ることもあり、議会の事を知る接点を増やす
事も重要だと思います。それで、「多様な」
という表現をより明確にするために「情報技
術の発展を踏まえて」といった文言を入れて
多様な情報ツールを活用することを示唆して
おいた方が趣旨（市民に開かれた議会）に適
うのではないでしょうか。

ご指摘のとおり、情報技術の進展を踏まえ
て、多様化する情報媒体を活用し、今後も速
やかに、わかりやすく情報を発信することに
努めていかねばならないと考えています。ご
提案いただいた文言の内容も十分に認識した
上で、条文上「多様な」という文言に含めて
いるものです。

折に触れて議会を傍聴していますが、傍聴
席の空席が多いのが気になっています。議員
諸氏と一般市民との間の距離を密接にするた
めに、議会傍聴を呼びかけるだけではなく、
議会開催中は各議員諸氏がその支援者市民を
各２名ずつ（あるいはそれ以上）議会傍聴に
来場して下さるように義務付けられたら如何
ですか。

今後、開かれた議会を実行することで、議
会への関心や市民参加が進むよう、また、情
報提供の充実や傍聴環境の整備など、傍聴を
促進するための取り組みを積極的に進めてい
きます。

第７条の２では、「委員会は、請願の審査
において、紹介議員の説明後、必要に応じ請
願者に意見を聞くことができる。」とありま
すが、自ら説明する機会を欲するかについ
て、請願者の意向も尋ねられて良いのではな
いかと思います。その上で、委員長が判断さ
れてはどうでしょうか？

ご指摘の内容は、委員会でも検討致しまし
た。請願の提出には紹介議員が必要となり、
委員会において請願を審査する際には、説明
や質疑に対する答弁は、請願者ではなく紹介
議員が行います。今回、現行の制度に加え
て、審査の過程を充実させるために必要な場
合は、請願者本人に意見を求めることができ
るものとしたものです。
請願は、市民の政策提案とも位置づけられ
るものであり、今後、この制度での経過を見
ながら検討もしていきたいと思います。

第８条「議会報告会」では、議会の報告だ
けでなく、市民の意見を聞く場としての「議
会報告会」の開催を定期的に行うとされてい
ます。大変良いことだと思いますが、同時に
気をつける必要もあります。さまざまな課題
において、ある種の意見を強く主張する集団
の人たちが、議会報告会に大勢押しかけて、
自分たちの主張を一方的に述べるようなこと
も、想定しておく必要があります。そういう
時には、ワークショップの手法などを用い
て、さまざまな意見を公平に聴き取れるよう
にして、その場の雰囲気に参加者が支配され
てしまうことがないようにする工夫も必要と
思います。
また、開催については、定期的な開催だけ
でなく、議会の意向での開催や、市民からの
要請での開催などもあっていいのではないで
しょうか？

ご指摘については、大変大事なことだと受
け止めています。開催については、定期的に
年一回は開催し、また必要に応じて開催する
予定としています。
また、開催にあたっては、ご提案いただい
たように、できるだけ多くの市民の御意見を
公平に聴くことができるように工夫してまい
ります。

6

〃

第7条
多様な
市民参加
7
および
市民との
連携

8

第8条
議会
報告会
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自治体基本条例で議会機能として「立法機能
を有する」とあるが、１０条１項には条例の
提案とあるものの、２項は「政策形成および
第10条
立案能力の向上を図るため」としかなく、今
政策立案
後の地方分権下の中で政策立案や提言への意
9
および
気込みは感じるものの、立法機能強化への具
政策提言
体的対処の記述が薄い。実際に立法機能を発
動する気概が草津市議会からは感じられな
い。

ご指摘のとおり、議会の立法機能は、今後ま
すます重要になってくると認識しています。
現在、市政の課題等について各常任委員会の
所管事務調査において調査・研究を行ってい
ますが、今後は、第１１条の専門的知見の積
極的な活用や、第１２条の政策討論の場にお
ける議員間討議を行い、政策提案や政策提言
を行うことにより、議会の立法機能の向上に
努めていきたいと考えています。

第１２条の解説では、「原則 公開により行
います」とあります。それならば、本文にも
明記して頂きたいです。政策が、どんなプロ
第12条 セスで立案されてきたのかを知るのは非常に
10
政策討論 大事だと思います。どんな市民の意見を反映
させていたのかを知り得る事にもなります。
その意味からも「公開」する文言を明記する
べきだと思います。

政策討論については、市の重要政策、課題等
に対する政策形成を目的とし、「市民に開か
れた議会」に向けて、政策形成過程を原則公
開としています。ただし、案件により、率直
な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不
当に損なわれるおそれや、不当に市民等の間
に混乱を生じさせるおそれがあるような場合
は、非公開による開催を考えています。
政策討論の具体的な実施方法等については、
いただいたご意見も参考にしながら、今後要
領等で定める予定をしており、実効性のある
討論を行いたいと考えています。

11

〃

政策討論を行うことは、たいへん良いこと
と思います。
どういう手続きで、テーマを選定し、どう
いうスケジュールで行うのか、また、誰が進
行役をして、どういう参考人を招くの
か・・・など開催ルールについての意見です
が、進行役は、その時々のテーマに合わせて
柔軟に選定できるといいと思います。市民説
明会の模擬議会では、「傍聴人OKで、議事録
も全て公開。しかし、市民の意見陳述は認め
ない。」ということでした。ですが、ケース
バイケースで良いのではないでしょうか？討
論のテーマによっては、議員一人一人の専門
分野以外の事もあるでしょうし、専門家や、
討論のテーマについて詳しい人の意見を聞く
ことが討論に役立つこともあると思います。
同時に、「非公開」にすることが、率直な討
論を可能にするケースもあると思います。開
催方法は柔軟でいいのではないでしょうか？
忌憚なく政策討論し、その後の議決は、「委
員会」や「本会議」で採るのがいいと思いま
す。

政策討論については、市の重要政策、課題
等に対する政策形成を目的とし、「市民に開
かれた議会」に向けて、政策形成過程を原則
公開としています。ただし、案件により、率
直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が
不当に損なわれるおそれや、不当に市民等の
間に混乱を生じさせるおそれがあるような場
合は、非公開による開催を考えています。
政策討論の具体的な実施方法等について
は、いただいたご意見も参考にしながら、今
条例案では、「・・・重要政策、課題等に 後要領等で定める予定をしており、実効性の
対して議員間の共通認識および合意形成を図 ある討論を行いたいと考えています。
り、政策立案等を行うため・・」とあります
が、必ずしも特段の重要政策・課題でない
テーマの場合でも、個々の議員が「自らの所
属していない委員会での課題」について意見
を述べたり、各会派が行った視察研修などで
の成果を互いに報告して、議員間の学びを深
める目的で開催しても良いのではないかと思
います。
また、開催目的のゴールを「合意形成と政
策立案」までするとハードルが高いので、
「情報共有と意見集約」のレベルでも可能と
した方が、結果的にいい討論が展開できると
思います。
3
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意見

市議会の考え方

第１４条において「本会議および委員会の
審査において、議員の質問に対し答弁をする
者は、質問の論点および根拠等を明確にする
ために、議長または委員長の許可を得て、反
問することができる。」とある。常識的な範
囲においてこの権利を使われることは、議会
第14条
にとって有益であると思います。しかし、横
市長等へ
暴な市長などがこの権利を乱用したり、議長
12
の反問権
や委員長が公正さを欠く場合には、有害にな
の付与
る可能性もあります。
あくまで、「市民の代表者である議員」
が、行政の在り方をチェックし「問い、質
す」のが質問ですから、その権利を妨げるこ
とがないようにしなければならないと思いま
す。

ご指摘のとおりです。反問権の目的は、
「質問の論点および根拠等を明確にするた
め」であり、反問の際には、議長や委員長の
許可を得て行うこととしていますので、この
原則に照らして適正に判断し、運用していき
ます。

第１９条において、議会の政務調査活動に
ついて書かれ、２において、議会図書館の充
実も書かれています。政務調査活動を議員や
第19条 個人が公費を使って行い、議会の機能を使っ
議会の て市民福祉に貢献するためには、個々の政務
調査研究 調査活動の内容および成果や、調査活動に関
13
体制の する資料を、報告書等の形で議会図書館に
充実およ アーカイブ化して残し、他の議員や市民に活
び強化 用できるようにすることも定めてはどうで
しょうか？特に、視察や研修で多額な費用を
使うことが市民に理解されるためにも実現す
る必要があると思います。

政務活動費を使用した研修会・会議等への
参加、先進事例の視察、中央省庁等への要
請・陳情活動を行った際には、報告書を作成
することが制度化されており、この報告書を
議会図書室に保管し、議員の情報共有に役立
てており、市民の皆さんもご覧いただけるよ
うにしています。ご指摘の内容については、
わかりやすい情報発信にもつながるご提言で
もあり、報告書や資料等の保管法や活用法に
ついては、検討してまいりたいと思います。
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第23条
見直し
手続

第２３条で検証は議会が行うとなっている
が、お手盛りになる可能性もあり、必要に応
現在は議会自らが検証を行うことを予定し
じて第三者機関における（不）定期な市民検
ていますが、今後、第三者機関による検証も
証が行われるべき。それがないところでは、
含め、検証方法について検討していきます。
同条例はアクセサリー条例化する危険がある
と思う。

4

