
議員提出議案第１９号 

 

松戸市議会会議規則の一部を改正する規則 

 

松戸市議会会議規則（昭和４１年松戸市議会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

目次中「―第７６条」を「―第７７条」に、「第７６条の２―第７６条の８」

を「第７８条―第８４条」に、「第７７条―第７８条の２」を「第８５条―第

８９条」に、「第７９条―第８３条」を「第９０条―第９４条」に、「第８４

条―第１００条」を「第９５条―第１１１条」に、「第１０１条・第１０２条」

を「第１１２条・第１１３条」に、「第１０３条―第１１３条」を「第１１４

条―第１２５条」に、「第５節 表決（第１１４条―第１２３条 ）」 を 

「第５節 委員長及び副委員長の互選（第１２６条・第１２７条） 

第６節 表決（第１２８条―第１３８条）          」に、「第

１２４条―第１３０条」を「第１３９条―第１４５条」に、「第１３１条―第

１３５条」を「第１４６条―第１５０条」に、「第１３６条―第１４４条」を

「第１５１条―第１５９条」に、「第１４５条―第１５０条」を「第１６０条

―第１６５条」に、「第１５１条」を「第１６６条」に、「第１５２条」を

「第１６７条」に、「第１５３条」を「第１６８条」に改める。 

第３７条第１項中「第１２６条」を「第１４１条」に改める。 

第１５３条を第１６８条とし、第８章中第１５２条を第１６７条とし、第７

章中第１５１条を第１６６条とし、第６章中第１５０条を第１６５条とし、第

１４６条から第１４９条までを１５条ずつ繰り下げる。 

第１４５条第２項ただし書中「第１０２条」を「第１１３条」に改め、同条

を第１６０条とする。 

第５章中第１４４条を第１５９条とし、第１３６条から第１４３条までを１

５条ずつ繰り下げ、第４章中第１３５条を第１５０条とし、第１３１条から第

１３４条までを１５条ずつ繰り下げ、第３章中第１３０条を第１４５条とし、



第１２５条から第１２９条までを１５条ずつ繰り下げる。 

第１２４条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 請願書の提出は、平穏になされなければならない。 

第１２４条を第１３９条とする。 

第２章第５節中第１２３条を第１３８条とし、第１２０条から第１２２条ま

でを１５条ずつ繰り下げ、第１１９条の２を第１３４条とし、第１１９条を第

１３３条とし、第１１４条から第１１８条までを１４条ずつ繰り下げ、同節を

同章第６節とし、同節の前に次の１条及び１節を加える。 

（答弁書の配布） 

第１２５条 市長その他関係機関が、質疑に対し、直ちに答弁し難い場合にお

いて答弁書を提出したときは、委員長は、その写しを委員に配布する。ただ

し、やむを得ないときは、朗読をもつて配布に代えることができる。 

第５節 委員長及び副委員長の互選 

（互選の方法） 

第１２６条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。 

２ 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、

くじで定める。 

３ 前項の当選人は、有効投票の総数の４分の１以上の得票がなければならな

い。 

４ 第１項の投票を行う場合には、委員長の職務を行つている者も、投票する

ことができる。 

５ 委員会は、委員のうちに異議を有する者がいないときは、第１項の互選に

つき、指名推選の方法を用いることができる。 

６ 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて、当選人と定

めるべきかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があつた者をもつて、

当選人とする。 

（選挙規定の準用） 

第１２７条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法につ



いては、前章第４節の規定を準用する。 

第２章第４節中第１１３条を第１２４条とし、第１０３条から第１１２条ま

でを１１条ずつ繰り下げ、同章第３節中第１０２条を第１１３条とし、第１０

１条を第１１２条とし、同章第２節中第１００条を第１１１条とし、第８４条

から第９９条までを１１条ずつ繰り下げ、同章第１節中第８３条を第９４条と

し、第７９条から第８２条までを１１条ずつ繰り下げる。 

第７８条の２を削り、第７８条を第８８条とし、第１章第１０節中同条の次

に次の１条を加える。 

（会議録の保存年限） 

第８９条 会議録の保存年限は、永年とする。 

第７７条を第８５条とし、同条の次に次の２条を加える。 

（会議録の配布） 

第８６条 会議録は、議長の定める者に配布（会議録が電磁的記録をもつて作

成されている場合にあつては、電磁的方法による提供を含む 。） する。 

（会議録の公表） 

第８７条 会議録は、印刷物等の方法により公表する。 

２ 前項の会議録には、秘密会の議事、法第１２９条第１項の規定により議長

が取消しを命じた発言及び第６５条（発言の取消し又は訂正）第１項の規定

により議員が取り消した発言は掲載しない。ただし、会議録原本については、

この限りでない。 

第７６条の８第２項中「第７６条の５」を「第８１条」に、「第７６条の６」

を「第８２条」に改め、第１章第９節中同条を第８４条とし、第７６条の７を

第８３条とし、第７６条の６を第８２条とし、第７６条の５を第８１条とし、

第７６条の４を第８０条とし、第７６条の３を第７９条とし、第７６条の２を

第７８条とし、同章第８節中第７６条を第７７条とし、第７３条から第７５条

までを１条ずつ繰り下げ、第７２条の２を第７３条とする。 

別表中 「（ 第１５１条関係 ）」 を 「（ 第１６６条関係 ）」 に改める。 

附 則 



この規則は、公布の日から施行する。 

 

平成２８年１２月６日 



 

議員提出議案第１９号参考資料 

 

松戸市議会会議規則の一部を改正する規則案新旧対照条文 

 

（下線部分は改正部分） 

現   行 改 正 案 

目次 目次 

第１章 会議 第１章 会議 

第１節～第７節 （略） 第１節～第７節 （略） 

第８節 表決（第６７条―第７６条） 第８節 表決（第６７条―第７７条） 

第９節 公聴会・参考人（第７６条の２―第７

６条の８） 

第９節 公聴会・参考人（第７８条―第８４条） 

第１０節 会議録（第７７条―第７８条の２） 第１０節 会議録（第８５条―第８９条） 

第２章 委員会 第２章 委員会 

第１節 総則（第７９条―第８３条） 第１節 総則（第９０条―第９４条） 

第２節 審査（第８４条―第１００条） 第２節 審査（第９５条―第１１１条） 

第３節 秘密会（第１０１条・第１０２条） 第３節 秘密会（第１１２条・第１１３条） 

第４節 発言（第１０３条―第１１３条） 第４節 発言（第１１４条―第１２５条） 

 第５節 委員長及び副委員長の互選（第１２６

条・第１２７条） 

第５節 表決（第１１４条―第１２３条） 第６節 表決（第１２８条―第１３８条） 

第３章 請願（第１２４条―第１３０条） 第３章 請願（第１３９条―第１４５条） 

第４章 辞職及び資格の決定（第１３１条―第１

３５条） 

第４章 辞職及び資格の決定（第１４６条―第１

５０条） 

第５章 規律（第１３６条―第１４４条） 第５章 規律（第１５１条―第１５９条） 

第６章 懲罰（第１４５条―第１５０条） 第６章 懲罰（第１６０条―第１６５条） 

第７章 協議又は調整を行うための場（第１５１

条） 

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１５２条） 第８章 議員の派遣（第１６７条） 

第９章 補則（第１５３条） 第９章 補則（第１６８条） 

附則 附則 

  

第１章 会議 第１章 会議 

第５節 議事 第５節 議事 

（議案等の説明、質疑及び委員会付託） （議案等の説明、質疑及び委員会付託） 



 

第３７条 会議に付する事件は、第１２６条（請願

の委員会付託）に規定する場合を除き、会議にお

いて提出者の説明を聴き、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運

営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る

事件は、議会の議決で特別委員会に付託すること

ができる。 

第３７条 会議に付する事件は、第１４１条（請願

の委員会付託）に規定する場合を除き、会議にお

いて提出者の説明を聴き、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運

営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る

事件は、議会の議決で特別委員会に付託すること

ができる。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

第８節 表決 第８節 表決 

第７２条の２ （略） 第７３条 （略） 

  

第７３条～第７６条 （略） 第７４条～第７７条 （略） 

  

第９節 公聴会・参考人 第９節 公聴会・参考人 

第７６条の２～第７６条の７ （略）  第７８条～第８３条 （略）  

  

（参考人） （参考人） 

第７６条の８ （略） 第８４条 （略） 

２ 参考人については、第７６条の５（公述人の発

言）、第７６条の６（議員と公述人の質疑）及び

前条（代理人又は文書による意見の陳述）の規定

を準用する。 

２ 参考人については、第８１条（公述人の発言）、

第８２条（議員と公述人の質疑）及び前条（代理

人又は文書による意見の陳述）の規定を準用する。 

  

第１０節 会議録 第１０節 会議録 

第７７条 （略） 第８５条 （略） 

  

 （会議録の配布） 

 第８６条 会議録は、議長の定める者に配布（会議

録が電磁的記録をもつて作成されている場合にあ

つては、電磁的方法による提供を含む。）する。 

  

 （会議録の公表） 

 第８７条 会議録は、印刷物等の方法により公表す

る。 

 ２ 前項の会議録には、秘密会の議事、法第１２９

条第１項の規定により議長が取消しを命じた発言



 

及び第６５条（発言の取消し又は訂正）第１項の

規定により議員が取り消した発言は掲載しない。

ただし、会議録原本については、この限りでない。 

  

第７８条 （略） 第８８条 （略） 

  

 （会議録の保存年限） 

 第８９条 会議録の保存年限は、永年とする。 

  

（会議録の公表）  

第７８条の２ 会議録は、印刷物等の方法により公

表する。 

（削除） 

２ 前項の会議録には、秘密会の議事、法第１２９

条第１項の規定により議長が取消しを命じた発言

及び第６５条第１項の規定により議員が取り消し

た発言は掲載しない。ただし、会議録原本につい

てはこの限りでない。 

 

  

第２章 委員会 第２章 委員会 

第１節 総則 第１節 総則 

第７９条～第８３条 （略） 第９０条～第９４条 （略） 

  

第２節 審査 第２節 審査 

第８４条～第１００条 （略） 第９５条～第１１１条 （略） 

  

第３節 秘密会 第３節 秘密会 

第１０１条・第１０２条 （略） 第１１２条・第１１３条 （略） 

  

第４節 発言 第４節 発言 

第１０３条～第１１３条 （略） 第１１４条～第１２４条 （略） 

  

 （答弁書の配布） 

第１２５条 市長その他関係機関が、質疑に対し、

直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出した

ときは、委員長は、その写しを委員に配布する。

ただし、やむを得ないときは、朗読をもつて配布

に代えることができる。 

 



 

  

 第５節 委員長及び副委員長の互選 

 （互選の方法） 

 第１２６条 委員長及び副委員長の互選は、それぞ

れ単記無記名投票で行う。 

 ２ 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。た

だし、得票数が同じときは、くじで定める。 

 ３ 前項の当選人は、有効投票の総数の４分の１以

上の得票がなければならない。 

 ４ 第１項の投票を行う場合には、委員長の職務を

行つている者も、投票することができる。 

 ５ 委員会は、委員のうちに異議を有する者がいな

いときは、第１項の互選につき、指名推選の方法

を用いることができる。 

 ６ 指名推選の方法を用いる場合においては、被指

名人をもつて、当選人と定めるべきかどうかを委

員会に諮り、委員の全員の同意があつた者をもつ

て、当選人とする。 

  

 （選挙規定の準用） 

 第１２７条 前条に定めるもののほか、委員長及び

副委員長の互選の方法については、前章第４節の

規定を準用する。 

  

第５節 表決 第６節 表決 

第１１４条～第１１９条 （略） 第１２８条～第１３３条 （略） 

  

第１１９条の２ （略） 第１３４条 （略） 

  

第１２０条～第１２３条 （略） 第１３５条～第１３８条 （略） 

  

第３章 請願 第３章 請願 

（請願書の記載事項等） （請願書の記載事項等） 

第１２４条 （略） 第１３９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 請願書の提出は、平穏になされなければならな

い。 



 

３ （略） ４ （略） 

  

第１２５条～第１３０条 （略） 第１４０条～第１４５条 （略） 

  

第４章 辞職及び資格の決定 第４章 辞職及び資格の決定 

第１３１条～第１３５条 （略） 第１４６条～第１５０条 （略） 

  

第５章 規律 第５章 規律 

第１３６条～第１４４条 （略） 第１５１条～第１５９条 （略） 

  

第６章 懲罰 第６章 懲罰 

（懲罰動議の提出） （懲罰動議の提出） 

第１４５条 （略） 第１６０条 （略） 

２ 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算し

て３日以内に提出しなければならない。ただし、

第４９条（秘密の保持）第２項又は第１０２条（秘

密の保持）第２項の規定の違反に係るものについ

ては、この限りでない。 

２ 前項の動議は、懲罰事犯があつた日から起算し

て３日以内に提出しなければならない。ただし、

第４９条（秘密の保持）第２項又は第１１３条（秘

密の保持）第２項の規定の違反に係るものについ

ては、この限りでない。 

  

第１４６条～第１５０条 （略） 第１６１条～第１６５条 （略） 

  

第７章 協議又は調整を行うための場 第７章 協議又は調整を行うための場 

第１５１条 （略） 第１６６条 （略） 

  

第８章 議員の派遣 第８章 議員の派遣 

第１５２条 （略） 第１６７条 （略） 

  

第９章 補則 第９章 補則 

第１５３条 （略） 第１６８条 （略） 

  

別表（第１５１条関係） 別表（第１６６条関係） 

（表略） （表略） 
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