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第１章 総  則 

 

第１節 議会の呼称 

  １ 議会の呼称は、会期ごとに順次回数を追って、定例会・臨時会の別なく、 

   「平成○年第○回（○月）湯梨浜町議会定例会（臨時会）」とし、暦年更新する。 

 

第２節 議会の招集 

  ２ 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からできるだけ早い時期に初議会が   

招集されるのを例とする。 

 

  ３ 町長が議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長と協議し、会議に付議す   

る事件は町長から議会運営委員会に説明する。 

 

第３節 会期の決定 

  ４ 会期については、議会運営委員会で協議し、本会議では議長発議とする。 

 

第４節 参集 

  ５ 参集の通告は、出席簿に各自押印する。 

 

第５節 欠席の届出 

  ６ 議員が会議に出席できないとき、又は遅参するときは、あらかじめ議長に届け出

るものとするが、口頭での届け出も可とする。 

 

第６節 議席 

７ 一般選挙後の最初の会議における仮議席は、年齢の若い順に１番から指定する。 

 

８ 議席は、議長選挙後、議長席を末席とし、議場でくじ引きをする。 

 

  ９ 会議に出席した場合、自己の議席の番号標を立て、会議が終わったとき、又は途

中退席するときは倒すものとする。 

 

第７節 開議時間及び開議宣言 

 １０ 開議はブザーによる。 

 

 １１ 開議宣言では出席議員数の報告及び定足数に達しているかを述べる。また、欠席

議員・遅参議員については、本会議で報告するが、途中退席する議員については省

略する。 
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第２章 議案等の提出 

 

第１節  議案の提出 

 １２ 議員提出議案は、議案番号を「発議第○号」とする。 

 

 １３ 議員提出議案は、定例会最終日まで、条例改正・制定等の場合は、定例会最終日

の２日前までに提出するものとする。なお、臨時会もこれに準ずるものとする。 

 

 １４ 議長は、議案の提出者とならない。 

 

第２節  議案の配布 

 １５ 町長提出議案は、定例会では議会招集日の原則７日前までに、臨時会では原則３

日前までに配布する。 

 

 １６ 追加議案は上程日に全員協議会を開催し配布する。 

 

１７ 継続審査案件は、次の議会では配布しない。 

 

第３節  議案等の訂正 

 １８ 議案等の軽微な誤りは、正誤表又は口頭による。 

 

第４節  意見書の提出 

 １９ 意見書提出に反対の者は、委員長に口頭で申し出ることにより、議案の提出者及

び賛成者とならないことができる。 

 

２０ 請願又は陳情を審査する日に各常任委員会を欠席した者で、賛意が明確でない者

は、議案の提出者及び賛成者にはなれない。ただし、議案作成までに本人が賛意を

表明すれば、この限りではない。 

 

 

第３章 議事日程 

 

第１節 議事日程の作成及び配布 

 ２１ 議事日程は、開議日ごとに順次号数を付し、日程を追加する場合は追加日程とす

る。 

 

 ２２ １事件１議題とする。但し一括提出もあり得る。 
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 ２３ 議事日程の変更・追加・削除は、議会運営委員会で協議し、議長発議により会議

に諮る。 

 

 ２４ 議事日程は、会議の当日配布するものとし、傍聴者にも配布する。 

 

 

第４章 議 事 

 

第１節 議案等の質疑及び委員会付託 

 ２５ 諸般の報告（議長報告）及び行政報告（町長等報告）は、本会議招集日に文書に

より行い、報告に対する質疑は原則として行わないものとする。 

  

２６ 意見書案、決議案等は、委員会付託を省略し採決する。 

 

２７ 人事案件については、本会議上程前に議会運営委員会に諮り、全員協議会におい

て説明するものとする。 

 

第２節 委員長報告及び質疑・答弁 

 ２８ 委員長報告は委員長が作成し、報告の順序は委員会条例に規定された順とする。 

 

 ２９ 委員長報告に対する質疑は、審査の経過と結果の範囲とする。 

 

 

第５章 発 言 

 

第１節 質疑 

 ３０ 所属する委員会の所管に係る議案の質疑は、差し控えるものとする。 

 

 ３１ 質疑は簡潔明瞭に行なう。回数は同一議題につき原則３回を超えることができな

い。 

 

第２節 討論 

 ３２ 議案の提出者は、賛成の討論は差し控えるものとする。 

 

第３節 一般質問 

 ３３ 一般質問は、湯梨浜町の一般事務について質問し、一問一答方式とする。質問に

対する関連質問は許可しない。 

    一般質問の通告は、質問内容を詳細に記入すること。 
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 ３４ 質問時間は、答弁を含め６０分以内とする。 

 

第４節 発言の取消し及び訂正 

 ３５ 会議における議員の発言について、不穏当（不適当）な言辞があったように思わ

れるときは、議長が「不穏当（不適切）な言辞があったように思われますので、後

刻記録を調査の上措置します。」の旨を宣告し、記録を調査の上、不穏当（不適当）

であると認めた場合は、本人の了解を得て、その部分を取消し、配布（閲覧用を含

む）の会議録にはその部分の発言は掲載しない。ただし、会議録の原本にはそのま

ま掲載する。 

 

 ３６ 執行機関の発言の取消し及び訂正については、議員の発言に準じて取扱う。 

 

第５節 通告制 

 ３７ 一般質問については、定例会前に開催する議会運営委員会の２日前までに通告す

ること。 

 ３８ 通告の全部又は一部を取り下げる場合は、文書によるものとする。 

 

第６節 議員間の議論 

 ３９ 予算特別委員会及び決算審査特別委員会では、議員間での議論を行うことができ

る。 

 

 

第６章 表 決 

 

第１節 表決 

 ４０ 賛否両論及び異議があるときは起立表決により、全会一致が予想される場合は簡

易表決によるものとする。 

 

第２節 起立表決 

 ４１ 議員は、正確を期するため、議長が確認するまで起立するものとする。 

 

 

第７章 請願及び陳情 

 

第１節 請願 

 ４２ 議長及び当該事項を所管する委員会の委員長は、原則として請願の紹介議員とな

らないものとする。 
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 ４３ 請願は、議会運営委員会の前日までに受理したものを、議会運営委員会で、協議

する。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。 

 

第２節 陳情 

 ４４ 陳情は、請願に準じて委員会で審査し、委員長報告を行う。 

 

 ４５ 陳情は、議会運営委員会に諮り付託しないものは、写しを全員協議会で配布する

のみとする。ただし、必要があると認めた場合は、陳情者に対して説明を求めるこ

とができる。 

 

 

第８章 会議録 

 

第１節 会議録署名議員 

 ４６ 会議録署名議員は、会期を通じ議席順に２名ずつ議長が指名するものとする。 

 

第２節 会議録の作成 

 ４７ 会議において発言の取消しが許可されたときは、その発言は、配布（閲覧用を含   

む）する会議録には記載しない。ただし、会議録の原本にはそのまま記載する。 

    執行機関等の関連する発言についても、同様である。 

 ４８ 会議において、議長が取消しを命じた発言でも、会議録の原本にはそのまま記載

する。ただし、配布（閲覧用を含む）する会議録には、その発言は掲載しない。 

 ４９ 会議において、当該議員から訂正の申し出があって、議長がこれを許可したとき   

は、会議録の原本には、その部分について傍線し、訂正した発言を記載した付せん   

を添付する。 

 ５０ 本会議の内容は、テープに録音し反訳・製本を一括委託する。 

 

 

第９章 委員会 

 

第１節 議会運営委員会 

 ５１ 議会運営委員会は、定例会招集日の７日前までに開催するものとする。 

 

第２節 説明員の出席範囲 

 ５２ 説明員の出席範囲は、課長とし、必要に応じてその他関係職員の出席を求めるも

のとする。 
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第３節 表決 

 ５３ 表決において賛否両論があるときは挙手表決により、全会一致が予想される場合

は簡易表決によるのを例とする。 

 

第４節 会議録の作成 

 ５４ 委員会の記録は要点筆記とする。 

 

 

第１０章 議会で選挙、選任される組合議会委員等の選出 

 

第１節 広域連合議会（鳥取中部ふるさと広域連合及び鳥取県後期高齢者医療広域連合） 

 ５５ 一般選挙後初めて開催される議会にあっては、指名推選とする。 

 

第２節 審議会等 

 ５６ 議員は、執行機関の付属機関である審議会等へは、法律により議会の議員が指定

されている場合を除き、原則として就任しない。 

 

第３節 各種団体の役員等就任 

 ５７ 議員は、区長には就任しない。 

 

 ５８ 議員は、町が財政的に多額の補助している協議会、団体等の長や役員（理事等）

には就任しない。（観光協会、商工会、社会福祉協議会、体育協会、財産区管理会、

シルバー人材センター、指定管理者機関など）ただし、条例、規則等に載っている

当職の就任はやむを得ないものとする。 

 

 ５９ 議員は、その他町が補助している協議会、団体等の長については、旧町村単位で

の長には就任しない。 

 

 ６０ 議員は、町に係わるその他の団体等の長に就任した場合は議長に報告する。 

 

第４節 湯梨浜町選挙管理委員及び補充員 

 ６１ 選挙管理委員及び補充員の選挙は指名推薦による。 

 

第５節 湯梨浜町農業委員会委員等（農業委員会委員と農地利用最適化推進委員） 

 ６２ 議員は、農業委員会委員等には就任しない。 
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第１１章 その他 

 

第１節 全員協議会 

 ６３ 議長が必要と判断したときは、全員協議会を開くことができる。 

 ６４ 全員協議会は、別に定める湯梨浜町議会全員協議会規程による。 

 

第２節 議会意見交換会 

 ６５ 議会は、町民に対する議会意見交換会を年１回以上開催し、議会の説明責任を果

たすとともに、町民の意見を聴取して議会の運営に反映させるものとする。 

 

第３節 町長等と議会及び議員との関係 

 ６６ 議長から本会議、常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長及び執行機

関の職員は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て、論点・争点を明確

にするための反問をすることができる。 

 

第４節 政策監視及び検証・評価の推進 

 ６７ 議会及び委員会は、議会活動を通しての様々な課題、政策提言の検証・評価を行

い、議決責任を踏まえた政策決定と政策決定に係る議論を行う。また、町民に対し

て問題点や課題が明らかにできるよう政策の監視及び検証・評価を行っていく。 

 

第５節 任期の申し合わせ 

 ６８ 常任委員会、議会運営委員会の任期は、２年とする。 

 

第６節 議員及び説明員の呼称 

 ６９ 議場における議員に対する敬称は、「議員」とし、説明員は「役職名」とする。 

 

第７節 議会議員政治倫理条例の役職の範囲 

 ７０ 湯梨浜町議会議員政治倫理条例第 12 条第 1 項の「役職」の範囲は、無限責任社員、

取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び精算人と

し、部長、課長、係長、主任等の従業員は除く。 

 

第８節 会議開催通知 

 ７１ 会議開催の通知は、ファクシミリ及びメールも可とする。 

 

第９節 会議中の上着の着用 

 ７２ 本会議、委員会での夏季（６月～９月）の上着着用は自由とする。 
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第１０節 情報公開及び情報提供 

 ７３ 議会の情報公開は、情報公開条例の規定による。 

 

 ７４ 公文書の開示、非開示の決定は議長が行う。 

 

 ７５ 開示、非開示の決定に当り疑義が生じた場合は、議会運営委員会の意見を聞き議 

長が最終決定する。 

 

 ７６ 情報公開の議会における窓口は議会事務局において対応する。 

 

 ７７ 不服申し立てがなされた場合は、町長の附属機関である湯梨浜町情報公開審査会

の意見を聴取する。 

 

 ７８ 公文書の開示・非開示の基準は、別表１のとおりとする。 

 

（別表１）  公文書の開示・非開示の基準 

（１）会議等に関するもの 

項   目 区 別 説      明 

本会議の会議録 開 示 

議長並びに会議録署名議員の署名後に開示す

る｡ 

但し、秘密会及び発言取り消し部分は非開示と

する。 

常任委員会の記録 

議会運営委員会の記録 

特別委員会の記録 

委員会の視察報告書 

議会全員協議会の記録 

開 示 
議長の決裁終了後に開示する。 

但し、秘密会は非開示とする。 

月例報告会の記録 開 示 
法に基づかない会議であるが、記録のある会議

は議長決裁後に開示する。 

本会議・委員会等の録音テ

ープ 
非開示 

記録作成のための補助手段であり、行政情報に

は当らないので非開示とする。 

本会議・委員会で提出され

た資料 
開 示 

本会議・委員会の記録の一部として綴ってある

資料は原則として開示する｡ 
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請願・陳情・要望等 開 示 受理したものは開示する。 

諸報告関係書類 開 示 議長決裁後に開示する｡ 

その他議会運営に関係する

書類 
開 示 

行政情報として存在するものは原則として開示

する。 

 

（２）予算に関するもの 

項   目 区 別 説      明 

議長交際費 開 示 
支出伺・年月日・金額・件名・支払先・領収書

は町長実施機関より開示する。 

食糧費 開 示 
支出伺・年月日・実施場所・招待者・目的・請

求書（領収書）は町長実施機関より開示する。 

議員の報酬関係書類 
一部 

非開示 

報酬額は開示する。 

明細書等は個人に関する情報のため非開示とす

る。 

その他の支出関係書類 原則開示 
支出伺・年月日・金額・件名・支払先・領収書

は町長実施機関より開示する。 

 

（３）庶務に関するもの 

項   目 区 別 説      明 

議員名簿 原則開示 
原則開示とする。 

但し、個人に関する情報部分は非開示とする。 

議員表彰台帳 開 示  

議員共済年金関係書類 非開示 個人に関する情報のため非開示とする。 

その他議会の庶務に関する

書類 
開 示  

職員人事関係書類 － 他の実施機関と同様に取扱う。 
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 ７９ 議会の情報公開は、会議録、議会だより、ホームページ等により提供する。 

    

 ８０ 本会議等の同時中継及び録画放送は、鳥取中央有線放送株式会社（ＴＣＣ）との

協議により実施する。 

 

第１１節 資料提出依頼 

 ８１ 委員会及び議員個人等の調査において、執行部に対して関係資料の提出を求める 

場合は、調査依頼票（様式１）により議会事務局をとおしておこなう。 

 

第１２節 公費負担及び個人負担 

 ８２ 初当選時の議員バッジ（再交付は除く。）及び議員必携は、公費により支給する。

なお、議長バッジについては、個人負担とする。 

 

 ８３ 議員新団体補償制度保険料、団体定期保険料、各種懇親会費用、会議時の昼食代

等は個人負担とする。 

 

第１３節 慶弔内規 

 ８４ 慶弔に係る内規は、別表２のとおりとする。 

    この内規は、旧３町村の該当者にも適用するものとする。 

 

第１４節 補則 

８５ この議会運営基準は、必要に応じて随時見直しを行うものとする。 

   湯梨浜町議会先例集は、平成２２年９月２８日に廃止する。 

   各種団体の役員等就任についての申し合わせ事項は、平成２２年９月２８日に廃 

止する。 

 湯梨浜町議会の管理する公文書の公開に関する事務取扱要領は、平成２２年９月 

２８日に廃止する。 

 

この議会運営基準は、平成２２年９月２８日から施行する。 

この議会運営基準は、平成２３年１２月１日から施行する。 

この議会運営基準は、平成２３年１２月２７日から施行する。 

この議会運営基準は、平成２４年２月２３日から施行する。 

この議会運営基準は、平成２４年４月１１日から施行する。 

この議会運営基準は、平成２５年３月８日から施行する。 

この議会運営基準は、平成２５年６月１４日から施行する。 

この議会運営基準は、平成２６年７月１８日から施行する。 

この議会運営基準は、平成３０年１月２３日から施行する。 
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（様式１） 

調査依頼票（照会・回答） 
（湯梨浜町議会） 

町長 副町長 教育長 課長 総務課長 合議 主査 

       

 

 

 

 

 

調

査

事

項 

  

 

 

件 名 

 

 

 

 

 

議員名 受付年月日 回答期限 照会先（担当者） 

  平成  年 月  日 
 

【調査の目的】 

 

 

【具体的内容】 

 

 

 

 

 

 

回 

 

答 

 

 

 

 

 

 

 

受 付 議会事務局 平成  年  月  日議員へ回答 

 議長 局長 ● 議会事務局から送付 

● 担当課から送付   
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（別表２）        慶 弔 内 規 

慶事 議 会 議員 記念品 

弔事 

 

行政機関 

現職の町長 

花環 １対 

香典 ３０，０００円 

議長の弔辞 

現職の特別職（副町長・教育長） 花環 １脚 

香典 ２０，０００円 町長の経歴者 

現職の課長 花環 １脚 

香典 １０，０００円 特別職退任者で退任後４年以内

の者 

課長で退職後４年以内の者 香典 １０，０００円 

特別職退任者で退任後４年を経

過した者 

議 会 

現職の町議会議長 

花環 １対 

香典 ３０，０００円 

副議長の弔辞 

現職の町議会議員 

花環 １対 

香典 ２０，０００円 

議長の弔辞 

町議会議員として３期以上在職

し退職後４年以内の者 

花環 １脚 

香典 ２０，０００円 

議長の経歴者 

町議会議員として３期以上在職

し退職後４年を経過した者 

花環 １脚 

香典 １０，０００円 

副議長の経歴者 

町議会議員の経歴者 香典 １０，０００円 

現職議員の配偶者 
花環 １脚 

香典 １５，０００円 

現職議員の父母（同居の配偶者

の父母及び子） 

花環 １脚 

香典 １０，０００円 

病気見舞 
現職町長及び現職議員の入院１

週間以上 

１０，０００円 

１． この内規に定めるもののほかは、議会運営委員会において決定する。但し、緊急を要

するときは、議長において決定し、次の議会運営委員会で報告する。 

２． 中部町村議会の現職議員及び議長経歴者：弔電 


