別紙

１

標準会議規則及び豊田市議会会議規則改正案 対照表
追加
標準会議規則（改正後）

（議案の提出）
第１４条

議員が、議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法

第１１２条第２項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他
のものについては○人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならな
い。
２

委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が
議長に提出しなければならない。

豊田市議会会議規則（事務局案）

削除

解説・ポイント

標準会議規則のまま変更す
第１４条 議員は、議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付し、法第 る。
１１２条第２項の規定によるものについては所定の賛成者と共に連署し、議長に提出 主体は委員会であるが、本会
しなければならない。
議で扱うものであるため、委
２ 前項以外のものについては、その案を備え、理由を付し、賛成者２人以上（発議者 員会条例ではなく、会議規則
を含む。）と共に連署し、議長に提出しなければならない。
に定める。
（議案の提出）

３

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、議案を
提出しようとするときは、その案を備え、理由を付し、委員長から議長に提出しなけ
ればならない。

（事件の撤回又は訂正及び動議の撤回）
第１９条

（事件の撤回若しくは訂正又は動議の撤回）

会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議 第１９条

題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
２

提出者が、事件を撤回し、若しくは訂正しようとするとき、又は動議を撤回

しようとするときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となっ

議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者か

た事件の撤回若しくは訂正又は動議の撤回については、議会の承認を得なければなら

ら請求しなければならない。
３

ない。

委員会が提出した議案につき第１項の承認を求めようとするときは、委員会の承認 ２

委員長は、委員会が提出した議案につき前項の承認を求めようとするときは、委員

を得て委員長から請求しなければならない。

会の承認を得て、請求しなければならない。

（議案等の説明、質疑及び委員会付託）

（議案の説明、質疑及び委員会付託）

第３７条

２

３

会議に付する事件は、第１３４条（請願の委員会付託）に規定する場合を除 第３６条

の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会

管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、

運営委員会に付託する。ただし、議長は、常任委員会又は議会運営委員会に係る事件

議会の議決で特別委員会に付託することができる。

は、討論をしないで会議に諮って特別委員会に付託することができる。

委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めると ２

上記と同様

会議に付する事件は、第７３条に規定する場合を除き、会議において提出者

き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所

委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めると

きは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又

きは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又

は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。

前２項における提出者の説明及び第１項における委員会の付託は、討論を用いない ３
で会議にはかって省略することができる。

上記と同様

前２項における提出者の説明又は及び第１項における委員会の付託は、討論をしな
いで会議に諮って省略することができる。
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標準会議規則（改正後）

豊田市議会会議規則（事務局案）

（会議録の記載事項）
第７８条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。

（会議録の記載事項）
第９４条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。
（１）開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(２) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

（２）開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(３) 出席及び欠席議員の氏名

（３）出席及び欠席議員の氏名

(４) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

（４）職務のため議場に出席した事務局職員の職名及び氏名

(５) 説明のため出席した者の職氏名

（５）説明のため出席した者の職名及び氏名

(６) 議事日程

（６）議事日程

(７) 議長の諸報告

（７）議長の諸報告

(８) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

（８）議員の異動並びに議席の指定及び変更

(９) 委員会報告書及び少数意見報告書

（９）委員会報告書及び少数意見報告書

(１０) 会議に付した事件

（１０）会議に付した事件

(１１) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

（１１）議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(１２) 選挙の経過

（１２）選挙の経過

(１３) 議事の経過

（１３）議事の経過

(１４) 記名投票における賛否の氏名

（１４）記名投票における賛否の氏名

(１５) その他議長又は議会において必要と認めた事項

（１５）前各号に定めるもののほか、議長又は議会において必要と認める事項

２

(１) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

議事は、速記法によって速記する。
（会議録の配布）

第７９条

２

標準会議規則のまま変更す
る。

議事は、議長の定める方法により記録する。
（会議録の配布及び公開）

会議録は、議員及び関係者に配布（会議録が電磁的記録をもって作成されて 第９７条

いる場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。）する。

解説・ポイント

上記と同様

印刷又は電子情報化した会議録は、議員及び関係者等に配布（会議録が電磁

的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。
）する
とともに、広く一般に公開する。ただし、第４８条第１項の規定により、公表しない
としたものを除くものとする。

（会議録署名者）
第８１条

（会議録署名者）

会議録に署名する議員（会議録が電磁的記録をもって作成されている場合に 第９５条

上記と同様

会議録に署名する議員（会議録が電磁的記録をもって作成されている場合に

あっては、法第１２３条第３項に規定する署名に代わる措置をとる議員）は、○人と

あっては、法第１２３条第３項に規定する署名に代わる措置をとる議員）は、２人と

し、議長が会議において指名する。

し、議長が会議において指名する。

左記条文は、現在委員会条例
第９８条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、そ
（所管事務の調査）
に移行しており、該当箇所が
の事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
第３３条 常任委員会及び議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査する ないため変更しない。
（所管事務の調査）

２

議会運営委員会が法第１０９条の２第４項に規定する調査をしようとするときは、

【委員会条例】

ときは、事前にその事項、目的、方法、期間等を議長に通知しなければならない。

前項の規定を準用する。
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標準会議規則（改正後）

豊田市議会会議規則（事務局案）

解説・ポイント

条文追加における項ズレを
第１４２条 前条の要求については、議会は、第３７条（議案等の説明、質疑及び委員 第８２条 前条に規定する要求は、第３６条第２３項の規定にかかわらず、委員会への 変更する。
（資格決定の審査）

（資格決定の審査）

会付託）第３項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができな

付託を省略して決定することができない。

い。
（懲罰動議の審査）

（懲罰動議の審査）

第１５４条 懲罰については、議会は、第３７条（議案等の説明、質疑及び委員会付託） 第８９条
第３項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。

上記と同様

懲罰については、第３６条第２３項の規定にかかわらず、委員会への付託を

省略して議会の議決をすることはできない。
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標準委員会条例及び豊田市議会委員会条例改正案 対照表
追加
標準委員会条例（改正後）

豊田市議会委員会条例（事務局案）

（常任委員の任期）

（常任委員及び議会運営委員の任期）

第３条 常任委員の任期は、○年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。 第３条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
２

任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前○日以内に行うことができる。 ２

任期の起算を第１項として追加
する。

まで在任する。
３

第５条

解説・ポイント

常任委員及び議会運営委員の任期は、１年とする。ただし、後任者が選任される

３２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（常任委員及び議会運営委員の任期の起算）

削除

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

≪該当条文なし≫

常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期

満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期
は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

総務省の見解によれば、条例の
第８条 常任委員、議会運営委員及び特別委員（以下「委員」という。）は、議長が会 第６条 常任委員、議会運営委員及び特別委員（以下「委員」という。）は、議長が会 定めるところにより、開会・閉
議にはかって指名する。の選任は、議長の指名による。
議に諮って指名する。
会中に関係なく、委員の選任は
２ 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかって当該委員の委員会の所属 ２ 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を 議長の指名、所属の変更は議長
を変更することができる。
変更することができる。
の許可とすることができるが、
３ 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第３条（常任委員の任期） ３ 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第３条第３項の例による。 以下の検討事項がある。
第３２項の例による。
●議長権限として適当か
●柔軟な委員の選任によって手
続きの省略ができる反面、
（所属
変更の回数など）制限する必要
もある。
（委員の選任）

（委員の選任）

常任委員会の複数所属がなけれ
第１４条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得な 第１７条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得な ば変更する必要はない。
ければならない。
ければならない。
また許可を議会とするか議長と
するかについては、委員の選任
にあわせる。
（委員の辞任）

（議会運営委員及び特別委員の辞任）
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標準委員会条例（改正後）
（秩序保持に関する措置）

豊田市議会委員会条例（事務局案）

解説・ポイント

≪該当条文なし≫

第２２条 委員会において地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）、
会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委
員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
２

委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わ
るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

３

委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員
会を閉じ、又は中止することができる。

標 準委 員 会条 例の まま 変 更す
第３０条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載し 第６３条 委員長は、職員に、次の事項を記載した委員会の記録を作成させ、これに る。
（記録）

（委員会の記録）

た記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
２

前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項
の署名又は押印については、法第１２３条第３項の規定を準用する。

３

前２項の記録は、議長が保管する。

署名又は記名押印しなければならない。
（１）開会及び閉会の年月日時
（２）出席及び欠席委員の氏名
（３）会議の日程
（４）会議に付した事件
（５）議事の経過
（６）会議の概要等必要な事項を記載した記録
（７）前各号に定めるもののほか、委員長又は委員会において必要とする事項
２

前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又
は記名押印については、法第１２３条第３項の規定を準用する。

３

委員長は、前２項の委員会の記録を議長に提出する。
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