
 

 

第４５回議会運営委員会 
 

と き 平成２９年９月１２日（火） 

午前１１時 

ところ 第２委員会室 

付議事項 

１ 議会基本条例及び議会会議規則の改正について 

  議会基本条例の検証結果に基づき、別紙のとおり改正を行う。 

 

２ 平成２９年第３回（９月）定例会に関する事項について 

(1) 附帯決議について 

  一般会計予算決算常任委員会において、全員賛成で附帯決議が可決された。

ついては、議案第５５号が本会議において認定された場合、当該附帯決議案

の上程から採決までを行う。 

なお、議案第５５号が本会議において不認定の場合、附帯決議について議

事日程から削除する。 

・議案第５５号平成２８年度山陽小野田市一般会計歳入歳出決算認定に対す

る附帯決議について 

 

(2) 所管事務調査報告について 

  産業建設常任委員会の所管事務調査報告（地域公共交通）を９月定例会最

終日の９月１５日に行う。  

 

(3) 議会運営委員会の委員会提出議案について 

  委員会提出議案「山陽小野田市議会基本条例の一部を改正する条例の制定

について」及び「山陽小野田市議会会議規則の一部を改正する条例の制定に

ついて」の２件を一括上程、説明、質疑、討論、採決を行う。 

 

(4) 議会のあり方調査特別委員会の最終報告及び委員会提出議案について 

  議会のあり方調査特別委員会から最終報告があり、報告後に委員会提出議



 

 

案「山陽小野田市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を

上程、説明、質疑、討論、採決を行う。 

 

(5) 理科大特別委員会の最終報告について 

  山口東京理科大学薬学部設置促進並びに利活用調査特別委員会から最終報

告を行う。 

 

(6) 議事日程変更案について 

月 日 曜 開議時刻 会議名 摘 要 

９ １５ 金 午前１０時 本会議 

・会議録署名議員の指名 

・付託案件に対する委員長報告、質疑、

討論及び採決 

（議案第５５号附帯決議については、附

帯する議案の認定後に上程、説明、質

疑、討論及び採決） 

・所管事務調査報告 

・委員会提出議案２件を一括上程、説明、

質疑、討論及び採決 

・議会のあり方調査特別委員会の最終報

告について 

・委員会提出議案１件を上程、説明、質

疑、討論及び採決 

・理科大特別委員会の最終報告について 

・閉会中の調査事項について 

 

３ その他 

(1) 全員協議会の開催日 

・９月１５日（金）午前９時１５分 議運決定事項 

 

(2) その他 



 

 

委員会提出議案第 号                     

 

山陽小野田市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について 

山陽小野田市議会基本条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

平成 年 月 日提出 

 

提出者 議会運営委員長  大 井 淳一朗 

 

山陽小野田市議会基本条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市議会基本条例（平成２４年山陽小野田市条例第２３号）の一部

を次のように改正する。 

目次中「第２７条」を「第２６条」に、「第２８条―第３１条」を「第２７条

―第３０条」に、「第３２条・第３３条」を「第３１条・第３２条」に、「第３

４条・第３５条」を「第３３条・第３４条」に、「第３６条」を「第３５条」に

改める。 

 第２３条を次のように改める。 

（議会広聴の充実） 

第２３条 議会は、多様な広聴手段を活用することにより、市民の意見を把握

し、市政に反映させるため、議会広聴活動に努めます。 

第２５条を削る。 

第２６条中第８号を第９号とし、第３号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、

第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 全員協議会記録 

第２６条を第２５条とし、第２７条を第２６条とする。 

第７章中第２８条を第２７条とし、第２９条から第３１条までを１条ずつ繰

り上げる。 

第８章中第３２条を第３１条とし、第３３条を第３２条とする。 

第９章中第３４条を第３３条とし、第３５条を第３４条とする。 

第１０章中第３６条を第３５条とする。 



 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



 

 

委員会提出議案第 号参考資料 

山陽小野田市議会基本条例新旧対照表 

改正後 改正前 

目次 

 前文 

 第１章～第５章 （略） 

 第６章 説明責任を果たす議会（第２４条―第２６条） 

 第７章 議員の政治倫理及び身分、待遇等（第２７条―第

３０条） 

 第８章 議会事務局等の体制整備（第３１条・第３２条） 

 第９章 他の条例等との関係及び見直し手続（第３３条・

第３４条） 

 第１０章 補則（第３５条） 

附則 

 

（議会広聴の充実） 

第２３条 議会は、多様な広聴手段を活用することにより、

市民の意見を把握し、市政に反映させるため、議会広聴活

動に努めます。 

 

 

目次 

 前文 

 第１章～第５章 （略） 

第６章 説明責任を果たす議会（第２４条―第２７条） 

 第７章 議員の政治倫理及び身分、待遇等（第２８条―第

３１条） 

 第８章 議会事務局等の体制整備（第３２条・第３３条） 

 第９章 他の条例等との関係及び見直し手続（第３４条・

第３５条） 

 第１０章 補則（第３６条） 

附則 

 

（意見箱の設置） 

第２３条 議会は、広く市民の声を聴くために意見箱を設置

します。 

 

 

（市議会出前講座の実施） 



 

 

 

 

 

（情報の公開） 

第２５条 議会及び議員は、市民への情報提供等を図るため

次の各号に掲げる事項について公開します。 

(1)・(2) （略） 

(3) 全員協議会記録 

(4) （略） 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

(9) （略） 

第２６条 （略） 

第７章 議員の政治倫理及び身分、待遇等 

第２７条 （略） 

第２８条 （略） 

第２９条 （略） 

第３０条 （略） 

   第８章 議会事務局等の体制整備 

第３１条 （略） 

第２５条 議会は、市民からの要請に応じてその有する情報

を提供するため、市議会出前講座を行います。 

２ 出前講座に関することは、別に定めます。 

（情報の公開） 

第２６条 議会及び議員は、市民への情報提供等を図るため

次の各号に掲げる事項について公開します。 

(1)・(2) （略） 

 

(3) （略） 

(4) （略） 

(5) （略） 

(6) （略） 

(7) （略） 

(8) （略） 

第２７条 （略） 

   第７章 議員の政治倫理及び身分、待遇等 

第２８条 （略） 

第２９条 （略） 

第３０条 （略） 

第３１条 （略） 

   第８章 議会事務局等の体制整備 

第３２条 （略） 



 

 

第３２条 （略） 

   第９章 他の条例等との関係及び見直し手続 

第３３条 （略） 

第３４条 （略） 

   第１０章 補則 

第３５条 （略） 

第３３条 （略） 

   第９章 他の条例等との関係及び見直し手続 

第３４条 （略） 

第３５条 （略） 

   第１０章 補則 

第３６条 （略） 

 

 



 

 

委員会提出議案第 号                     

 

山陽小野田市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

山陽小野田市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

平成 年 月 日提出 

 

提出者 議会運営委員長  大 井 淳一朗 

 

山陽小野田市議会会議規則の一部を改正する規則 

山陽小野田市議会会議規則（平成１７年山陽小野田市議会規則第１号）の一

部を次のように改正する。 

目次中「第７章 議員の派遣（第１６６条） 

第８章 補則（第１６７条）   」を 

「第７章 協議又は調整を行うための場（第１６６条） 

 第８章 議員の派遣（第１６７条） 

第９章 補則（第１６８条）           」に改める。 

 第１６７条を第１６８条とする。 

第８章を第９章とする。 

第１６６条を第１６７条とする。 

第７章を第８章とし、第６章の次に次の１章を加える。 

   第７章 協議又は調整を行うための場 

（協議又は調整を行うための場） 

第１６６条 法第１００条第１２項の規定によ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場（以下「協議等の場」という。)を別表のと

おり設ける。 

２ 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議

会の議決でこれを決定する。 

３ 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成

員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。 



 

 

４ 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第１６６条関係） 

    

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

  

名称 目的 構成員 招集権者 

全員協議会 

議案の審査、市政に関する重要事項

又は議会の運営に関し協議又は調整

を行うこと。 

全議員 議長 



 

 

委員会提出議案第 号参考資料 

山陽小野田市議会会議規則新旧対照表 

改正後 改正前 

目次 

第１章～第６章 （略） 

第７章 協議又は調整を行うための場（第１６６条） 

 第８章 議員の派遣（第１６７条） 

第９章 補則（第１６８条） 

附則 
 

第７章 協議又は調整を行うための場 

（協議又は調整を行うための場） 

第１６６条 法第１００条第１２項の規定による議案の審査

又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場（以下

「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。 

２ 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けよう

とするときは、議会の議決でこれを決定する。 

３ 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名

称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければ

ならない。 

４ 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定め

目次 

第１章～第６章 （略） 

 

第７章 議員の派遣（第１６６条） 

第８章 補則（第１６７条） 

附則 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

る。 

第８章 議員の派遣 

第１６７条 （略） 

第９章 補則 

第１６８条 （略） 

別表（第１６６条関係）  
 

名称 目的 構成員 招集権者 

全員協議会 

議案の審査、市政に関す

る重要事項又は議会の運

営に関し協議又は調整を

行うこと。 

全議員 議長 

 

第７章 議員の派遣 

第１６６条 （略） 

第８章 補則 

第１６７条 （略） 

 

 
 


