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前文

第 十章
附則

本県議会は︑これまで議会改革に真摯に取 り組み︑議員提案に より数々の条例を制定するなど︑地方自治の確
立を 目指し︑ たゆみない努力を重ねてきた︒

地方分権改革は︑自治行政権︑自治立法権 及び自治財政権の確立を 目指すものであ り︑国との関係に おいても
地方自治のあ り方が大きく変わろうとしている︒

本県議会は︑こうし た中︑自らが持つ権能を最大限に発揮し︑知事等と独立かつ対等の立場に立ち︑県の議決

機関として の意思決定を行うとともに︑知事等の事 務の執行に係る監視 及び評価並 びに独自の政 策立案 及び政 策

提言を行うことに より︑県民の信頼と期待にこれまで 以上にこたえられる議会 活動を遂行していかなければなら
ない︒

また︑本県議会は︑市 町村を 包括する広域の自治体の議決機関として︑広 く県政全般の 課題を把握し︑ 多様な

県民の意思の 調整 を図 り︑県政に適 切に 反映する責 務を負 っている︒ その責 務を果たしてい くためには︑議員 同

士が議論を重ね︑本県議会全体 としての政 策意思を示してい くことは もとより︑開か れた議会 運営 をより確かな
もの とし︑県民との情報共有 を一層進 めていかなければならない︒

ここに︑本県議会は︑議会の基本 理念並 びに議員の責 務及び役割等を明らかにし︑議会 と県民及び知事等との
総則

関係を定 め︑県民の負 託と信頼に全力でこたえてい くことを決意し︑この条例を制定する︒
第一章

この条例は︑議会の基本 理念並 びに議員の責 務及び役割等を明らかにするとともに︑議会 と県民との関

︵ 目的︶
第一条

係︑議会 と知事等との関係等︑議会に関する基本的事項を定 めることに より︑県民の負 託に的確にこたえ︑ も
って県民福祉の向上及び県勢の発展に寄与することを 目的 とする︒
︵定義︶
知事 その他の執行機関をいう︒

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︒

一

常任委員会︑議会 運営委員会 及び特別委員会 をいう︒

第二条
二 委員会

本会議︑委員会 及び議案の 審査又は議会の運営に関し 協議又は 調整 を行うための場をいう︒

知事等

三 会議等

議 会は︑二元代表制 の 下︑その役割を 適 切に果たすことができる よう︑議会の自主 性及び自立性を高 め︑

︵基本 理念︶
第 三条

その権能を最大限に発揮することに より︑地方自治の確立に取 り組 むもの とする︒

２ 議会は︑市 町村を 包括する広域の自治体の議決機関として︑広 く県政全般の 課題を把握し︑ 多様な県民の意
思の 調整 を図 り︑県政に適 切に 反映させる もの とする︒

３ 議会は︑議会 活動に関する情報公開を推進し︑議会の意思決定過程の 透明性の向上を図るとともに︑県民に

開か れた議会 運営 を行うことに より︑議会 活動について県民に説明する責 務を全うする もの とする︒

知事等の事 務の執行を監視し︑ 及び評価する機能を強 化すること︒

議会は︑前条の基本 理念にのっとり︑次に掲 げる基本方針に基づいて議会 活動を行うもの とする︒

︵基本方針︶
第 四条
一

二 議会に提出された議案の 審議 及び審査を行うほか︑独自の政 策立案 及び政 策提言に取 り組 むこと︒

三 議会 活動を通じて得られた県政の 課題及び実情 を県民に 対して明らかにすること︒
議会 運営の 原則

四 地方分権の進 展に 対応し た新 たな議会の運営体制の確立を図る ため︑議会改革に継続的に取 り組 むこと︒
第二章

議会は︑県の政 策の決定︑知事等の事 務の執行に係る監視 及び評価並 びに政 策立案 及び政 策提言を行う

︵議会 運営の 原則︶
第 五条

機能が十分に発揮できる よう︑ 円滑かつ効率的な議会 運営に努 める もの とする︒

２ 議会は︑県民を代表する議員からなる議決機関として︑ 公正性及び透明性を重視し た議会 運営に努 める もの
とする︒

３ 議会は︑常任委員会がその所管に 属する事 務に関する 調査 及び審査を効果的に行うことができる よう︑常任
委員会の機能の強 化に努 める もの とする︒

４ 議会は ︑社会経済情勢等の変 化に伴う新 たな県政の 課題に 迅速かつ的確に 対応する ため︑特別委員会 を弾力

議員

的に 設置する もの とする︒
第 三章

議員は︑ 選挙に より選出された県民の代表者 として︑ その負 託と信頼にこたえる ため︑広 く県政全般の

︵議員の責 務︶
第 六条

課題及びこれに 対する県民の意思を的確に把握し︑議会 活動を通じて県政に 反映させる責 務を有する︒

議会に提出された議案の 審議 及び審査を行うこと︒

議員は︑前条の責 務を果たす ため︑次に掲 げる役割を担うもの とする︒

︵議員の役割︶
第 七条
一

二 県の政 策形成にかかわる 調査︑企 画︑立案 及び提言を行うこと︒

三 県民との意 見交 換等に より県民の意思を的確に 把握するとともに︑県政の 課題及び実情 を県民に 対して説
明すること︒

四 知事等の事 務の執行が︑適 正かつ 公平に︑ 及び効率的に行われているか どうかを常に監視するとともに︑
これが成果をあ げたか どうかを評価すること︒

議員は︑前条各号に掲 げる役割を的確に果たす ために 必要な 資質の向上を図る ため︑研修 及び研究等に

︵議員の 資質の向上︶
第 八条

より︑ 不断の自己研さ んに努 める もの とする︒

議員は︑県民の負 託にこたえる ため︑自らに重大な使命 と高い倫 理的義 務が課せられていることを深く

︵政治倫 理︶
第九条

認識し ︑宮城県議会議員の政治倫 理の確立及び資産等の 公開に関する条例︵平成 十一年宮城県条例第 七十二号 ︶
を遵守し︑ 議員としてふさわしい 品位を保持し︑ 及び識見を養うもの とする︒

議員は︑議会 活動の 円滑な実施 及び自己研さ んに 資する ため︑会 派を結成することができる︒

︵会 派︶
第 十条

２ 会 派は︑議会が合議制の機関としての機能を十分に発揮することができる よう︑県政の 課題等に関して会 派

内 及び会 派相 互間の意 見の 調整 を行い︑議会全体 としての合意の形成に 資する よう努 める もの とする︒
議会 と県民との関係

３ 会 派は︑議員が第 六条の責 務を果たす ために行う活動を支援する もの とする︒
第 四章

議会は︑県民の意思を的確に把握し︑県政に適 切に 反映させる ため︑県民が議会 活動に参 画する機会

︵県民意思の県政への 反映︶
第 十一条
を確保する よう努 める もの とする︒

議会は︑常任委員会 及び特別委員会の運営に当たり︑参考 人及び公聴会の制度の活用に努 める もの と

︵県民参 画の機会の充実等︶
第 十二条
する︒

２ 議会は︑請願を県民等に よる政 策提案 としてとらえ︑ その 審査の ために 必要があると認めるときは︑紹介議
員又は請願者に 対して説明を求 めるなどして︑適 切に処理する もの とする︒

３ 議会は︑採択し た請願で知事等に おいて措置することが適当と認める ものについては︑知事等に送付し︑並
びに その処理の経過及び結 果の報告を求 める もの とする︒

４ 議会は︑県民及び市 町村 との意 見交 換の場を設けることに より︑ 多様な行政 課題を広 く把握する よう努 める
もの とする︒

議会は︑議会 運営に おける 公正性及び透明性を確保する ために 必要な情報を公表するとともに︑議会

︵議会の説明責任︶
第 十三条

活動を広 く県民に 公開し︑県民に 対する説明責任を果たすもの とする︒

議会は︑議会の意思決定過程を県民に 対して明らかにする ため︑会議等を原則として 公開するととも

︵会議の 公開等︶
第 十四条
に︑議案等に 対する議員の賛 否を速やかに 公表する もの とする︒

２ 議会は︑県民が会議等を傍聴しやすい環境を整備するとともに︑傍聴 人に 対して関係 資料の配布等を行うこ
とに より︑会議等の 公開の実効性を確保する よう努 める もの とする︒

３ 議会は︑県民に開か れた議会 運営に 資する ため︑議会 活動に関する 資料を宮城県議会の保有する情報の 公開

に関する条例︵平成 十一年宮城県条例第二十七号︶で定 めるところに より公開するとともに︑会議等の会議録
を広 く県民が閲 覧できる ようにする もの とする︒

議会は︑ 多様な広報活動を通じて︑議会 活動に関し︑県民の 理解 を深 めるとともに︑ その 協力を得る

︵広報活動の充実︶
第 十五条
よう努 める もの とする︒

議会 と知事等との関係

２ 議長は︑議会 を代表して︑県政の 課題に 対する議会の方向性について県民に 明らかにする よう努 める もの と
する︒
第 五章

議会は︑二元代表制の 下︑知事等と常に独立かつ対等の立場に立ち︑ その権能を最大限に発揮するこ

︵議会 と知事等との関係の基本原則︶
第 十六条

とに より︑ 公正な県政運営の確保に努 める もの とする︒

議会は︑知事等の事 務の執行が︑適 正かつ 公平に︑ 及び効率的に行われているか どうかを常に監視す

︵監視 及び評価︶
第 十七条

るとともに︑これが成果をあ げたか どうかを評価し︑ 必要に応じ︑知事等に 対し適 切な措置を講ずることを促
し︑又は代案 を提示する もの とする︒
２ 議会は︑前項の規定に よる評価の結 果を県民に 対して明らかにする もの とする︒

議会の機能の強 化

議会は︑条例の制定 及び改廃︑議案の修 正並 びに決議等を通じて︑政 策立案 及び政 策提言を行うもの

︵政 策立案 及び政 策提言︶
第 十八条
とする︒
第 六章

議会は︑知事等の事 務の執行に係る監視 及び評価並 びに政 策立案 及び政 策提言に関する機能を強 化す

︵議会の機能の強 化︶
第 十九条
る もの とする︒

議会は︑県政の 課題に的確かつ柔 軟に 対応する ため︑年間を通じて適 切に本会議を開くことができる

︵議会の会期︶
第二十条

よう︑会期を定 める もの とする︒

議会は︑知事等に 対し︑ 予算の 調製の方針についての説明を求 め︑政 策提言等を行うもの とする︒

︵ 予算審議の強 化︶
第二十一条

２ 議会は︑ 予算に関する議案の 審査 及び調査の効果的な実施に 資する ための体制の整備に努 める もの とする︒

議会は︑地方自 治法︵昭和二十 二年法律第 六十 七号︒ 以下﹁ 法﹂という ︒︶第九十六条 第二項の規

︵議決事件︶
第二十二条

定に基づき︑県行政に係る基本的な計画の 策定︑変更︑又は廃 止については︑宮城県行政に係る基本的な計画

を議会の議 決事件として定 める条例︵平成 十五年宮城県条例第一号︶に より定 める︒

議会は︑議案の 審査又は県の事 務に関する 調査を効果的に行うため︑法第 百条の二の規定に よる専

︵専門的知 見の活用等︶
第二十三条
門的事項に係る 調査の委 託を活用する もの とする︒

２ 議会は︑県政の 課題に関する 調査の ため必要があると認めるときは︑ 別に条例で定 めるところに より︑調査
審議の充実

又は諮問の ための機関を設置することができる︒
第 七章

議員は︑本会議に おいて質問を行うに当たっては︑一括質問方式で行い︑再質問は一問一答方式等

︵質問の充実︶
第二十四条

で行うことに より︑ その内容の充実を図る もの とする︒

議長の求 めに応じて本会議又は委員会に 出席する知事等は︑議員の質問及び質疑に 対する答弁を的

︵知事等の 反問︶
第二十五条

確に行うことができる よう︑議長又は委員長の 許可を得て 反問することができる︒

議会は︑議会 活動に関して 必要があると認めるときは︑知事等に 対し︑ 資料の提出︑意 見の開陳 及

︵ 資料の提出等の要求︶
第二十六条

び説明を求 めることができる︒

議会改革の推進

議員は︑委員会に おいて︑議員間の討議に より議論を尽くして合意の形成に努 める もの とする︒

︵議員間の討議︶
第二十七条
第 八章

議会は︑議会改革の推進に関する基本的事項について調査 審議する ため︑議会改革推進会議を設置

︵議会改革推進会議︶
第二十八条

することができる︒

議会は︑議会改革 を効果的に推進する ために︑他の地方 公共団体の議会 と相 互に連携を図 りながら

︵他の地方 公共団体の議会 との連携 協力︶
第二十九条
議会事 務局等の充実

協力する よう努 める もの とする︒
第九章

議会は︑議会の政 策立案に関する機能の強 化及び議会 活動の 円滑かつ効率的な実施に 資する ため︑議

︵議会事 務局︶
第 三十条

会事 務局の機能の強 化及び組織体制の整備に努 める もの とする︒

２ 議長は︑議会事 務局に専門的知識を有する職員を配置する よう努 めるとともに︑職員の専門性を高 める ため
に研修等 必要な措置を講ずる もの とする︒

議会は︑議員の 調査研究を支援する ため︑議会 図書室の機能の強 化その他 必要な体制の整備に努 め

︵議会 図書室︶
第 三十一条
雑則

る もの とする︒
第 十章

議会に関する他の条例等を制定し︑又は改廃するに当たっては︑この条例の趣旨を尊重し︑この条

︵他の条例等との関係︶
第 三十二条

議会は︑常に県民の意 見︑社会情勢の変 化等を勘案し︑この条例の内容について検討を加え︑ その

例に定 める事項との整合 を図る もの とする︒
︵検討︶
第 三十三条

結 果に基づ いて 必要な措置を講ずる もの とする︒

附

則

この条例は︑ 公布の日から施行する︒

提案 理由

県民の負 託に的確にこたえ︑県民福祉の向上及び県勢の発展に寄与する ため︑議会の基本 理念並 びに議員の責

務及び役割等を明らかにするとともに︑議会 と県民との関係︑議会 と知事等との関係等︑議会に関する基本的事
項を定 める 必要がある︒ これが︑この条例案 を提出する 理由である︒

