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市議会を支えるシステム

インターネット中継
■本会議中継
本会議場には、７台の固定カメラが設置
されており、発言者や手話通訳者、議場
全体を様々な角度でとらえることができ
ます。会議の進行に合わせ、テロップを挿
入し、市民の方にわかりやすい中継を
行っています。

■委員会中継
平成20年第４回定例会から、委員会の
インターネット中継を実施しています。
本会議とは違った議員と市の部局長等
とのやり取りをぜひご覧ください。
平成27年度から本会議・委員会中継は、
スマートフォン・タブレットでも視聴する
ことができるようになりました。

ペーパーレス会議システム
■情報共有、事務の合理化・効率化、
　ペーパーレス化の実現
平成29年度から、ペーパーレス会議シ
ステムの入ったタブレットパソコンを全
議員に配備しました。このシステムの導
入により、年間190万円の経費削減と
32.5万枚の紙資料の削減を実現しまし
た。このような取り組みは全国的な市
議会に見ても先進的なものです。

横須賀市議会では、開かれた議会を目指して、ＩＣＴを利用した
さまざまな取り組みを行っています。

横須賀市議会

本会議インターネット中継画面

委員会インターネット中継画面

ペーパーレス会議の模様

インターネット中継をご覧になれます。 横須賀市議会中継 検索
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Q.
A.

A.

Q.

A.

Q.

A.

議員にはどうしたらなれるのですか？

選挙権のある満25歳以上で、引き続き3か月以上市内
に住所のある人には、市議会議員に立候補する資格（被
選挙権）があります。議員になるには、4年ごとに行わ
れる市議会議員選挙に当選することが必要です。多く
の市民の支持（得票）を得るためには、一般的に地元町
内会や勤務先、各種団体などの支持を得ることや市政
について広く勉強することが必要と言われています。

（P32参照）

「議員バッジ」はいつも着けて
いなければいけないのですか？

法律（地方自治法第92条「兼職の禁止」、同条第2項
「議員の兼業禁止」）で禁止されている職業（衆議院・
参議院議員、県議会議員、行政職員、市との請負契
約者、法人の無限責任社員や取締役、監査役など）
以外ならば、辞める必要はありません。

議員になると、以前の仕事は
辞めなければならないのですか？

Q.「議員バッジ」はいつ誰からもらうのですか？

Q.

Q.

A.

A.

Q.

A.

議員は毎日、議会に来るのですか？

議員の身分は「非常勤特別職」ですから、毎日出勤する
必要はありません。ただし、議会の会議（本会議、委員会）
や視察などを休む場合は、欠席の申し出をすることになっ
ています。 議員が議会に来て
いるかどうかは、市役所本庁
舎の「（議員）出退表示盤」ラ
ンプで表示しています。

議員が家にいるときは休みなのですか？
休暇はあるのですか？

本会議では「○○議員」、委員会では「○○委員」と呼
んでいます。これが正式ですが、普段は「○○さん」

「○○議員」「○○先生」という呼び方もあり、決まりは
ありません。「先生」は、教師や医師など尊敬を集め、
指導的立場にある人への呼称ですが、一般的には議員
にも使われています。

議員をなぜ「先生」と呼ぶのですか？
議会ではなんと呼び合っているのですか？

議員には一般的な「休暇」制度はありません。議員
にとって、議会の会議や市の行事などに出席するほ
か、地域住民の要望や生の声を聞くことも大切な仕
事です。議会以外での政務活動もあり、公務、私的
活動の区別がしにくいことから、「24時間休みなし」
と言うこともできます。一方で、本市議会の会議規
則、委員会規則は、本会議・委員会を欠席・遅刻・
早退する場合、理由を付して議長・委員長に届け出
ることとされており、例えば女性議員が出産のため
欠席することや、男性議員が、出産補助等で欠席す
ることが可能となっています。横須賀市議会議員及び横須賀市議会事務局職員き章

規程により、議会活動に当たり、常に着用するよう
規定されています。

市議会議員選挙での当選確定後に行
われる「当選証書付与式」の際に、市
議会事務局から貸与されます。市議
会議員バッジは全国共通のデザイン
となっています。
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A. 一般選挙後の初めての議会では、年長議員が臨時議長となり、議員の中から議長、副議長を選出（選挙）しま
す。議長、副議長の任期は当該議員の任期となります
が、任期の途中で辞任したときは、改めて選挙を行い、
新しい議長や副議長を選出します。

Q.

A.

議長、副議長は
毎日、議会に来るのですか？

他の議員と同様、非常勤特別職であるため、毎日議会
に来る義務はありません。しかし、さまざまな行事へ
の出席や議会の意思決定を行う業務があるため、他の
議員と比べると議会へ来る回数はずっと多く、毎日に
近い形になっています。

Q.

A.

議長、副議長に
「出張」はあるのですか？

市内での各種会議やさまざまな行事への出席のほか、
全国市議会議長会などの会議へ出席するため、出張は
かなり多くあります。

議長と副議長は
どうやって決めるのですか？Q.

Q.

A. 本会議や委員会の場で、議長または委員長が指定します。ただし、一方的に決めるのではなく、議員（委員）
や事務局の意見を聞いたうえで決めています。

議場や委員会の「議席」は
どうやって決めるのですか？

市議会
！
ヨ
ん
せ
ま
り
あ

？
は
金
職
退 ん

せ
ま
り
あ
は
年
定

！
役
現
涯
生

Q.

A.

議員の「報酬」はどうやって
決めるのですか？

Q.

A.

議員にも「退職金」や「定年」は
あるのですか？

議員には退職金や定年はありません。

Q.

A.

政務活動費はどういうものですか？

政務活動費は、法令の規定に基づき、市政に関し
て議員又は会派が実施する調査研究、資料の作成・
購入、広報・広聴などの政務活動に必要な経費の一
部として交付され、収支報告書の提出が義務付け
られています。議員は、議会における議案の審査
や政策立案能力の充実のため、政務活動費を有効
に活用し、調査研究などの活動を積極的に行って
いくことが期待されます。

議員の報酬額は、「議会議員の議員報酬等に関する条
例」で定められています。報酬額を変更する場合は、
この条例の改正が必要で、市長が諮問する特別職報
酬等審議会からの答申を受けて議案として提出され、
議会の議決を経て決められます。（P43参照）
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さくいん・議会用語の基礎知識

 

 
 

議会関係例規�������� 54
議会制度検討会議���� 21・22
議会シンボルマーク��� 52・71
議決������ 13・14・26・29
市長などから提出された議案など、市
政を進める上で重要な事柄を、市議会
の会議で決定すること。

【議決の種類】
意思決定の内容によって、次のように
分かれる。
可決：�予算、条例、契約、意見書、決議、

その他
認定：決算
承認：専決処分
同意：人事案件
採択：請願
異議ない旨回答：諮問
議決権����������� 14
議事機関�������� 12・13
議事公開の原則������� 23
議事堂��������� 6～10
横須賀市役所本庁舎の９・10・R1階に
あり、本会議場のほか、４つの委員会
室、理事者待機室などがある。
議事日程���������� 21
その日の会議で処理を予定している案
件について、処理の順序を記載した予
定表のこと。議長はこの議事日程に
従って当日の会議を進める。
議場����������� 8・10
議席������������ 65
議長・副議長…� 16・17・44～47・65

ケ

継続審査���������� 29
会期不継続の原則の例外措置のこと。
決議���������� 48～53
法の規定はないが、議会の意思を内外
に表明すること。
決算���������� 14・20
予算と実績とを対比するもの。また、
経営成績と財政状態とを明らかにする
もの。
検査権����������� 15

コ

交渉会派���������� 17
広報広聴会議������ 21・22

サ

採決���������� 24～26
議長（委員長）が起立・挙手などの方
法で賛成者の数を集計すること。
散会���������� 24・25
議事日程にある予定案件をすべて終了
して、その日の会議を終えること。

シ

市議会事務局������� 6・17
市議会情報コーナー���� 6・30
市議会だより�������� 30
市議会ホームページ��� 30・51

ア

案件���������� 24・25

イ

委員会（常任・議会運営・特別）
　������� 21・22・25・42
委員会付託��������� 25
意見書������� 14・26・29
地方自治法の規定に基づき、議会とし
ての意思を関係機関あてに意見として
まとめた文書のこと。
意見書提出権�������� 14
一事不再議の原則������ 23
一般質問�������� 24・25
市の仕事全般について、議場で市長な
どに考え方や説明を求めること。
インターネット中継
　������� 30・52・60・71

エ

延会������������ 24
予定案件を終了しないで、その日の会
議を終えること。

カ

開会���������� 24・25
定例会または臨時会を始めること。
会期���������� 20・21
　会期不継続の原則����� 23

開議���������� 24・26
議事日程に従ってその日の会議を開
くこと。会議時間は原則として午前…
10時から午後5時まで。
会議録��������� 6・7・30
会派�������� 17・38～41
神奈川県内広域水道企業団�� 16
神奈川県後期高齢者医療広域連合�� 16
過半数議決の原則������ 23
監査請求権��������� 15

キ

議員����16・38～41・62～65
　議員の義務�������� 31
　議員の権利�������� 31
　議員の紹介（請願の署名等）… � 29
　議会の解散と議員の解職�� 34
議員総会���������� 21
一般選挙後、最初の議会の進行につい
て協議又は調整を行うために設けてい
る会議のこと。
議員定数���� 12・48・51～53
４年に１回の市議会議員選挙で選ばれ
る議員の数。第１回の横須賀市会選挙
（明治40年）で選ばれた議員数は36
人であった。現在の横須賀市議会議員
定数は40人。
議員バッジ��������� 62
議会�������� 12・20・42
（本会議・委員会等の開会状況）
議会ICT化運営協議会…�� 21・22
議会運営委員会����� 21・22
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定例会����������� 20
定例議会�������� 20・24

ト

討論���������� 24～26
委員会や本会議で委員（議員）が賛成、
反対の意見を表明すること。
特別委員会������� 21・42

ヒ

表決���������� 24～26
議員（委員）が賛成・反対の意思を表
明すること。表決の方法には起立によ
るもの、投票によるもの、異議ない旨
を諮る簡易なものがある。
費用弁償���������� 31
議員の職務を行うためにかかる旅費な
どの費用を支払うこと、またはその金
銭をいう。

フ

付託���������� 24・25
部門別に詳しく審査するため、議長が
議案や請願を所管する委員会に送るこ
と。

ヘ

閉会������������ 26
定例会や臨時会を終了すること。
平和産業港湾都市������� 2

ホ

報酬（額）…����� 31・43・64
傍聴������� 6・10・28・42
本会議
　　��� 8・10・21・24～26・42
本会議中継������� 30・60

リ

臨時会��������� 31・42
臨時議会���������� 20

ヨ
横須賀市議会会議規則
　　������ 15・23・31・54
横須賀市議会基本条例
　　������ 15・23・54～58
横須賀市議会議員政治倫理条例
　　���������� 51・54
予算������ 12・14・18・20
横須賀市の一会計年度における歳入・
歳出の見積もり。一般会計予算、特別
会計予算、企業会計予算がある。

質疑���������� 24～26
本会議や委員会で議題となっているこ
とについて、疑問点をただすこと。
執行機関�������� 12・13
趣旨了承���������� 29
陳情の審査結果で趣旨に賛成するこ
と。その他に、趣旨不了承、審査終了
がある。
招集議会���������� 20
上程���������� 24～26
常任委員会���� 9・21・22・42
　総務常任委員会���� 21・22
　生活環境常任委員会�� 21・22
　教育福祉常任委員会�� 21・22
　都市整備常任委員会�� 21・22
　予算決算常任委員会�� 21・22
所管事務調査�������� 35
自律権����������� 15
審議���������� 12・20
本会議で説明を聞き、質疑し、討論を
行い、表決するといった一連の過程の
こと。
審査������� 9・12・21・25
委員会において議案等について論議
し、委員会としての結論を出す一連の
過程のこと。

セ
請願・陳情の受理…������ 15
請願・陳情の提出…������ 29
政策検討会議������ 21・22
政務活動費（交付額）…�� 43・64
全員協議会��������� 21
重要な案件について協議するために設
けている会議のこと。

選挙������ 14・32・62・65
　議員選挙������� 32・62
　議員の寄附の禁止����� 33
　議会の解散と議員の解職�� 34
　基本原則��������� 32
　選挙運動��������� 33
　選挙権・被選挙権のない人
　　　　　��������� 32
選挙権（市議会の権限）…��� 14

ソ

送付（陳情）…�������� 29
審査のため、議長が陳情を所管する委
員会に送ること。

タ

代表質問���������� 24

チ

地方自治法��������� 14
中核市�������� 3・12・13
調査権����������� 14

ツ

通年議会���������� 20

テ

提案説明���������� 25
議会に提出した案件の提出理由と内容
を提出者が説明すること。
定足数の原則�������� 23
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横須賀今昔物語
昭和40年代の市議会
　昭和40年代の議会に遡ります。
　昭和40年の国勢調査で横須賀市の人口が30万人
を超え、昭和42年の横須賀市議会選挙では、議員定数
が４人増えて48人となって行われました。このとき
の投票率は70.33％でした。
　各年の動きを見ていきますと、昭和43年には市役
所新庁舎（２号館）が竣工し、昭和44年には住宅施策
として、森崎団地に公営住宅149戸を建設する予算が
計上されました。
　昭和45年は、教育施策としては市立博物館が完成
し、三浦半島縦貫高速道路建設の具体的計画について
代表質問で取り上げられました。
　昭和46年は、市立武山病院が廃止され、同年４月に
市立市民病院として生まれ変わりました。また、横須
賀新港の整備が進められた年でした。
　昭和47年は、市立横須賀高校が完成しました。
　昭和48年は、都市計画の基本構想が議会で質問さ
れ始め、また教育環境の整備も盛んで、小学校の新設
等の経費が計上されたり、老人医療費無料化の年齢制
限を68歳以上とすることなどが実施されました。緑
を保護し、豊かな人間性の教育を図ろうとする施策と
して、緑地整備基金が新たに設定された年でした。
　昭和49年は、台風８号による集中豪雨の被害が発
生し、ペリー祭などの公式行事もすべて中止にして全
市を挙げて災害復旧に取り組み、今後の災害対策につ
いても話し合われました。
　高度成長期の昭和40年代、横須賀市の人口は増え、
税収入は増加し、活気ある時代でした。また、ミッドウ
エー入港に伴い、基地問題についても多く議論された
時代でした。

議会基本条例
　横須賀市議会では、地方分権時代にふさわし
い議会のあり方などを明らかにし、市民の負託
（市政に対する期待）に的確に応え、市政の発展
に寄与することを目的とする議会基本条例を、
平成22年6月22日の本会議において全会一致
で可決し、制定しました。

●議会基本条例とは
　議会の運営をどのように行うかなどの基本原
則を定めた条例です。議会に関する取り決めの
最高規範として議会や議員の活動原則、市民と
議会の関係、議会と市長等との関係など議会の
基本的な考え方や姿勢を定めた条例です。

●条例制定の背景と趣旨
　横須賀市議会は、以前から「開かれた議会」
「市民に親しまれる議会」を目指して、議会の制
度改革及び活性化に努めてきました。とりわけ、
平成14年に議会法体系を整備のうえ制定した
横須賀市議会会議条例は、今日の議会基本条
例の先駆けとも言われています。
　横須賀市議会基本条例の制定に当たり、その
横須賀市議会会議条例を発展的な形で基本条
例に吸収し、より市民の皆さんにわかりやすい条
例としました。
　横須賀市議会は、今後も、さらに市民に開か
れた信頼される議会を創造し、積極的な政策立
案・政策提言を行うことのできる政策形成能力
の向上を図っていくことを使命と考えています。
　このような認識のもと、分権と自治の時代にふ
さわしい市政の確立に向け不断の努力を重ねる
ことを誓うとともに、議員各自が議員としての自
覚と見識を持って市民の負託に応える決意を示
すために、この条例を制定しました。

●議会基本条例検討委員会
　議会運営委員会において伊賀市議会の議会
基本条例の視察を行ったことをきっかけに、平

成21年2月26日の同委員会で、横須賀市議会
基本条例の制定に向けて、議会内に議長の諮問
機関として議会基本条例検討委員会を設置す
ることを決定しました。
　これを受け、検討委員会は翌27日から平成
22年6月10日までの間、延べ23回にわたって精
力的に検討を進め、条例の最終案を決定しまし
た。
　この間、全議員を対象とした研修会を2回開
催するとともに、検討委員会において専門家の
意見を聴取したり、議会基本条例の素案に対し
市民の皆さんの意見を伺うパブリック・コメント
手続を行いました。
　検討委員会は、議会基本条例制定後も、一問
一答方式や議会報告会の運用方法について、引
き続き延べ6回にわたって会議を開き、検討を進
めました。特に、議会報告会については、所沢市
議会報告会を視察するとともに、平成23年1月
27日に議会基本条例をテーマとして議会報告
会を、検討委員会の議員が中心となって開催し、
今後の議会報告会の手本を示しました。

●条例の主な内容
【議会及び議員の責務】
　議会に関する条例や規則等を遵守して議会を
運営し、市民の負託に応えることを議会及び議
員の責務とします。
【議会の活動原則】
　市民によって直接選挙された議員で構成され
る議事機関として、「公正性及び透明性を確保す
るとともに、市民に開かれた議会であること」な
ど、議会の運営のために必要な5つの活動原則
を定めています。
【議員の活動原則】
　「議会が言論の場であること及び合議制の機
関であることを認識し、議員間の自由な討議を
重んじること」など、議員個人として必要な3つの
活動原則を定めています。

議会が提出した主な条例議会が提出した主な条例

　市内に点在する空き家等が放置され、管理の
行き届かない状態となることを防止することによ
り、生活環境の保全や良好な住環境の維持、安
全安心のまちづくりの推進を目的とする条例で、
平成24年10月１日から施行されています。
　なお、国においては、平成26年11月27日に
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公
布され、平成27年５月26日に施行されました。

横須賀市空き家等の適正管理に関する条例

【市長との関係】
　議会は、市長と常に緊張ある関係を構築し、
事務の執行の監視及び評価を行うなど、市長と
ともに、市政の発展に努めなければならないこと
などを定めています。
【政策等の監視及び評価】
　市長等が重要な政策等を議会に提案する場
合には、議員が十分な情報に基づいて審査でき
るよう、必要な情報を提供しなければならないこ
となどを定めています。
【議員の文書による質問】
　議員は、閉会中又は休会中、市長等に対し文
書で質問を行い、文書による回答を求めること
ができるとしています。この文書による質問及び
回答は、全議員に通知するとともに市民に公表
するものとしています。

【議員相互間の自由討議】
　これまでの委員会等の審査は、市の部課長等
との質疑・答弁を中心に行ってきました。今回の
議会基本条例では、議員相互間の自由討議を推
進する場を新たに設け、活発な議論を尽くして
合意形式に努め、市民の皆さんに対する説明責
任を果たすこととしています。
【調査研究機関の設置】
　地方自治法には、議会は議案の審査などの調
査のために学識経験のある専門家を活用できる
と定めています。
　本条例では、複数の専門家による調査研究機
関を設置することができ、また、その調査機関に
議員が構成員として加わることができるとしてい
ます。

　日本初の観光マップがつくられるなど歴史が
ある横須賀には、豊かな自然と先人たちが残し
てくれた価値ある歴史や色とりどりの郷土文化
があり、市全体が観光資源の宝庫となっていま
す。その観光資源を有効に活用しながら、魅力あ
る観光地をつくり、国内外を問わず多くの観光
客に愛される観光立市を実現することにより、本
市の経済の発展や市民生活の向上、国際相互
理解の増進を目的とする条例で、平成27年４月
１日から施行されています。

横須賀市観光立市推進条例
管理が行き届かず荒れた空き家

日本で最初と言われる横須賀製鉄所が描かれた観光マップ

本会議場での手話通訳
　横須賀市議会では、平成19年第２回定例会
から、本会議での手話通訳を開始しました。この
当時は、議員が市長に対して質問を行う本会議
のみが対象でしたが、平成27年第２回定例会か
ら、すべての定例議会の本会議で手話通訳を行
っています。
　インターネットによる生中継や録画放送でも
手話通訳付きの本会議を見ることができます。

議場見学
　議会を身近なものとして感じていただくため、議場見学を受け付けています。
本会議場や委員会室などの議会施設を、議会事務局職員の説明で見学してみてはいかがでしょうか。

議会シンボルマーク
　　移転前の横須賀市議会の議事堂は、現在の
北口駐車場の場所に独立した建物としてありま
したが、昭和59(1984)年12月、老朽化に伴う
市役所の建て替えに合わせ、市役所本庁舎9～
11階部分に移転しました。この議事堂移転20
周年を記念して、「開かれた議会」「市民に親しま
れる身近な議会」をイメージするような横須賀市
議会のシンボルマークを募集し、議会や公募委
員などによる２度の選考を経て決定しました。
　市民に親しまれる身近な議会を、市民の一票

をくわえた波間を飛ぶカモメに象徴さ
せ、横須賀の頭文字Ｙの形にまとめ、「開かれた
議会」「市民に親しまれる身近な議会」を表現し
ています。青と空色は横須賀の海と議会の透明
性をあらわしています。

【 対 象 者 】
【見学時間】
【見学場所】
【見学可能日】

【申し込み】

どなたでも見学できます
30分から60分程度
本会議場や委員会室などの議会施設
議会開会中を除く平日（月～金曜日）
午前９時～午後４時
事前に市議会事務局総務課（直通046-822-8460）
へご連絡ください

7170



　  　　◎嘉山淳平／○本石篤志／井坂直／大貫次郎／工藤昭四郎／
　  　　小林伸行／小室卓重／西郷宗範／関沢敏行／堀りょういち／
　  　　渡辺光一
　  　　(◎＝委員長、○＝副委員長 )
製  作：文明堂印刷株式会社

「議会でゲンキ！」は26,000部製作し、１部当たりの印刷経費は105.6円です。

令和元年(2019年)12月／第６版／横須賀市議会
編  集：広報広聴会議

046-822-9394

pd-ccs@city.yokosuka.kanagawa.jp

横須賀市議会 検索


