
議会基本条例第25条第1項に基づく検証結果
令和元年７月１日 土浦市議会

検証事項検証事項検証事項検証事項 評価評価評価評価 選定選定選定選定したしたしたした主主主主なななな理由理由理由理由・・・・意見等意見等意見等意見等

第4条第4条第4条第4条
（（（（議会議会議会議会のののの活動原則活動原則活動原則活動原則））））

１１１１号号号号
　　　　市政市政市政市政におけるにおけるにおけるにおける意思決定機関意思決定機関意思決定機関意思決定機関であることからであることからであることからであることから，，，，公平公平公平公平
性性性性，，，，透明性及透明性及透明性及透明性及びびびび信頼性信頼性信頼性信頼性をををを確保確保確保確保しししし，，，，市民市民市民市民にににに開開開開かれたかれたかれたかれた議議議議
会運営会運営会運営会運営にににに努努努努めたかめたかめたかめたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会のののの開催開催開催開催などなどなどなど一定一定一定一定のののの前進前進前進前進をををを見見見見たたたた。。。。

２２２２号号号号
　　　　市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意見意見意見意見をををを市政市政市政市政にににに反映反映反映反映させるためさせるためさせるためさせるため，，，，市民市民市民市民
のののの意見意見意見意見をををを的確的確的確的確にににに把握把握把握把握しししし，，，，政策立案及政策立案及政策立案及政策立案及びびびび政策提言政策提言政策提言政策提言をををを積積積積
極的極的極的極的にににに行行行行ったかったかったかったか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会・・・・会派会派会派会派においてにおいてにおいてにおいて政策提言政策提言政策提言政策提言をををを行行行行っっっっ
たたたた。。。。

３３３３号号号号
　　　　議決責任議決責任議決責任議決責任をををを深深深深くくくく認識認識認識認識しししし，，，，市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして積極的積極的積極的積極的にににに情報情報情報情報
をををを提供提供提供提供するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，説明責任説明責任説明責任説明責任をををを果果果果たしたかたしたかたしたかたしたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会をををを開催開催開催開催しししし，，，，活動報告活動報告活動報告活動報告をしているをしているをしているをしている。。。。

４４４４号号号号
　　　　市民市民市民市民にににに分分分分かりやすくかりやすくかりやすくかりやすく，，，，傍聴及傍聴及傍聴及傍聴及びびびび視聴視聴視聴視聴のののの意欲意欲意欲意欲をををを高高高高めるめるめるめる
議会運営議会運営議会運営議会運営にににに努努努努めたかめたかめたかめたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

ケーブルテレビケーブルテレビケーブルテレビケーブルテレビ及及及及びホームページにてびホームページにてびホームページにてびホームページにて放映放映放映放映をしをしをしをし
ているているているている。。。。

５５５５号号号号
　　　　市長等市長等市長等市長等のののの市政運営状況市政運営状況市政運営状況市政運営状況をををを監視監視監視監視しししし，，，，及及及及びびびび評価評価評価評価するするするする機機機機
能能能能をををを果果果果たしたかたしたかたしたかたしたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

機能機能機能機能しているしているしているしている。。。。

６６６６号号号号
　　　　言論言論言論言論のののの府府府府であることをであることをであることをであることを認識認識認識認識しししし，，，，議員相互間議員相互間議員相互間議員相互間のののの討論討論討論討論をををを
中心中心中心中心としたとしたとしたとした議会運営議会運営議会運営議会運営にににに努努努努めたかめたかめたかめたか。。。。

今後努力今後努力今後努力今後努力をををを
要要要要するするするする

土浦市議会基本条例第土浦市議会基本条例第土浦市議会基本条例第土浦市議会基本条例第８８８８条条条条１１１１号号号号，，，，第第第第１７１７１７１７条条条条１１１１
項項項項にににに基基基基づくづくづくづく自由討議自由討議自由討議自由討議がされていないがされていないがされていないがされていない。。。。

今後本会議今後本会議今後本会議今後本会議でででで活発活発活発活発なななな議員相互間議員相互間議員相互間議員相互間のののの討論手法討論手法討論手法討論手法をををを検証検証検証検証すすすす
るるるる。。。。

７７７７号号号号 　　　　条例等条例等条例等条例等についてはについてはについてはについては，，，，不断不断不断不断にににに見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行ったかったかったかったか。。。。
今後努力今後努力今後努力今後努力をををを
要要要要するするするする

検討検討検討検討をををを行行行行ったったったった条例等条例等条例等条例等はあったがはあったがはあったがはあったが，，，，見直見直見直見直しまでしまでしまでしまで
はははは行行行行えなかったえなかったえなかったえなかった。。。。

関連法令関連法令関連法令関連法令のののの改正改正改正改正があればがあればがあればがあれば随時検証随時検証随時検証随時検証（（（（修正含修正含修正含修正含むむむむ））））するするするする。。。。

第6条第6条第6条第6条
（（（（委員会委員会委員会委員会））））

１１１１項項項項

　　　　委員会委員会委員会委員会はははは，，，，多様多様多様多様なななな市政市政市政市政のののの課題課題課題課題にににに迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ的確的確的確的確にににに
対応対応対応対応するためするためするためするため，，，，機動的機動的機動的機動的にににに開催開催開催開催するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，委員会委員会委員会委員会のののの
専門性専門性専門性専門性とととと特性特性特性特性をををを活活活活かしかしかしかし，，，，そのそのそのその機能機能機能機能をををを発揮発揮発揮発揮するようするようするようするよう運営運営運営運営しししし
たかたかたかたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

政策立案等政策立案等政策立案等政策立案等にはにはにはには至至至至っていないがっていないがっていないがっていないが，，，，閉会中閉会中閉会中閉会中にににに
委員会委員会委員会委員会をををを開催開催開催開催しししし，，，，課題課題課題課題にににに対応対応対応対応しているしているしているしている。。。。

２２２２項項項項
　　　　委員会委員会委員会委員会でのでのでのでの審査審査審査審査にににに当当当当たってはたってはたってはたっては，，，，委員間討議委員間討議委員間討議委員間討議をををを重視重視重視重視
しししし，，，，資料等資料等資料等資料等をををを積極的積極的積極的積極的にににに提供提供提供提供しながらしながらしながらしながら，，，，市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして分分分分
かりやすいかりやすいかりやすいかりやすい議論議論議論議論にににに努努努努めたかめたかめたかめたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

行行行行っているっているっているっている。。。。

３３３３項項項項
　　　　委員会委員会委員会委員会はははは，，，，市民市民市民市民からのからのからのからの要請要請要請要請があるときはがあるときはがあるときはがあるときは，，，，審査審査審査審査のののの経経経経
過等過等過等過等をををを説明説明説明説明するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて意見意見意見意見をををを交換交換交換交換するするするする
場場場場をををを設設設設けるようけるようけるようけるよう務務務務めたかめたかめたかめたか。。。。

該当該当該当該当なしなしなしなし
市民市民市民市民からのからのからのからの要請要請要請要請がなくがなくがなくがなく，『，『，『，『議会議会議会議会だよりだよりだよりだより』』』』でででで市民市民市民市民
にににに呼呼呼呼びかけたがなかったびかけたがなかったびかけたがなかったびかけたがなかった。。。。

今回該当無今回該当無今回該当無今回該当無しとなったがしとなったがしとなったがしとなったが，『，『，『，『議会議会議会議会だよりだよりだよりだより』』』』へのへのへのへの掲載回数掲載回数掲載回数掲載回数やややや
議会議会議会議会ホームページホームページホームページホームページ掲載方法掲載方法掲載方法掲載方法のののの見直見直見直見直しをししをししをししをし，，，，意見意見意見意見をををを交換交換交換交換すすすす
るるるる場場場場をををを設設設設けるためのけるためのけるためのけるための検証検証検証検証をするをするをするをする。。。。

４４４４項項項項
　　　　委員会委員会委員会委員会でのでのでのでの審査経過審査経過審査経過審査経過とととと審査結果審査結果審査結果審査結果はははは，，，，委員長及委員長及委員長及委員長及びびびび
副委員長副委員長副委員長副委員長がががが責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめ，，，，委員長委員長委員長委員長はははは，，，，委員委員委員委員
長報告長報告長報告長報告のののの質疑質疑質疑質疑にににに対対対対してしてしてして責任責任責任責任をををを持持持持ってってってって答弁答弁答弁答弁をををを行行行行ったかったかったかったか。。。。

十分達成十分達成十分達成十分達成
できたできたできたできた

行行行行ったったったった。。。。

第7条第7条第7条第7条
（（（（危機管理危機管理危機管理危機管理））））

１１１１項項項項

　　　　議会議会議会議会はははは，，，，災害等災害等災害等災害等のののの不測不測不測不測のののの事態事態事態事態がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合，，，，市市市市
民民民民のののの生命生命生命生命，，，，身体及身体及身体及身体及びびびび財産財産財産財産をををを守守守守るためるためるためるため，，，，市民及市民及市民及市民及びびびび地域地域地域地域
のののの状況状況状況状況をををを的確的確的確的確にににに把握把握把握把握しししし，，，，市長等市長等市長等市長等にににに対対対対しししし速速速速やかにやかにやかにやかに必要必要必要必要
なななな要請要請要請要請をををを行行行行ったかったかったかったか。。。。

該当該当該当該当なしなしなしなし 大災害大災害大災害大災害がなかったがなかったがなかったがなかった。。。。 今後大災害今後大災害今後大災害今後大災害にににに備備備備ええええ検証検証検証検証するするするする。。。。

第8条第8条第8条第8条
（（（（議員議員議員議員のののの活動原則活動原則活動原則活動原則））））

１１１１号号号号
　　　　議会議会議会議会がががが言論言論言論言論のののの府府府府であることであることであることであること及及及及びびびび合議制機関合議制機関合議制機関合議制機関であるこであるこであるこであるこ
とをとをとをとを認識認識認識認識しししし，，，，議員間議員間議員間議員間のののの自由自由自由自由なななな討議討議討議討議をををを重重重重んじたかんじたかんじたかんじたか。。。。

今後努力今後努力今後努力今後努力をををを
要要要要するするするする

土浦市議会基本条例第土浦市議会基本条例第土浦市議会基本条例第土浦市議会基本条例第４４４４条条条条６６６６号号号号，，，，第第第第１７１７１７１７条条条条１１１１
項項項項にににに基基基基づくづくづくづく自由討議自由討議自由討議自由討議がされていないがされていないがされていないがされていない。。。。

今後本会議今後本会議今後本会議今後本会議にてにてにてにて活発活発活発活発なななな議員相互間議員相互間議員相互間議員相互間のののの討論手法討論手法討論手法討論手法をををを検証検証検証検証
するするするする。。。。

検証結果検証結果検証結果検証結果

1／4 ※平成27年５月より平成31年４月までの間，議員であった現議員20名によるアンケートの集計結果に基づいております。



議会基本条例第25条第1項に基づく検証結果
令和元年７月１日 土浦市議会

検証事項検証事項検証事項検証事項 評価評価評価評価 選定選定選定選定したしたしたした主主主主なななな理由理由理由理由・・・・意見等意見等意見等意見等 検証結果検証結果検証結果検証結果

第8条第8条第8条第8条
（（（（議員議員議員議員のののの活動原則活動原則活動原則活動原則））））

２２２２号号号号

　　　　議案議案議案議案にににに対対対対するするするする議決議決議決議決へのへのへのへの参加参加参加参加のみならずのみならずのみならずのみならず，，，，本市本市本市本市のののの政政政政
策策策策をををを自自自自らららら策定策定策定策定するためするためするためするため，，，，議案議案議案議案をををを提出提出提出提出することをすることをすることをすることを議員議員議員議員のののの
重要重要重要重要なななな役割役割役割役割とととと捉捉捉捉ええええ，，，，積極的積極的積極的積極的なななな調査研究活動調査研究活動調査研究活動調査研究活動をしたをしたをしたをした
かかかか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

資源資源資源資源ごみごみごみごみ持持持持ちちちち去去去去りりりり問題問題問題問題やややや，，，，空空空空きききき家対策等家対策等家対策等家対策等にににに
ついてついてついてついて調査研究調査研究調査研究調査研究をををを行行行行っているっているっているっている。。。。

３３３３号号号号
　　　　市政市政市政市政のののの課題全般課題全般課題全般課題全般についてについてについてについて市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを的確的確的確的確にににに把把把把
握握握握するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，自己自己自己自己のののの資質資質資質資質をををを高高高高めるめるめるめる不断不断不断不断のののの研研研研さんによさんによさんによさんによ
りりりり，，，，市民市民市民市民のののの代表代表代表代表としてとしてとしてとして，，，，ふさわしいふさわしいふさわしいふさわしい活動活動活動活動をしたかをしたかをしたかをしたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

活動活動活動活動をしているをしているをしているをしている。。。。

４４４４号号号号
　　　　特定特定特定特定のののの地域地域地域地域，，，，団体及団体及団体及団体及びびびび個人個人個人個人のののの事案解決事案解決事案解決事案解決だけでなだけでなだけでなだけでな
くくくく，，，，市民全体市民全体市民全体市民全体のののの代表代表代表代表としてとしてとしてとして，，，，そのそのそのその福祉福祉福祉福祉のののの向上向上向上向上をををを目指目指目指目指してしてしてして
活動活動活動活動したかしたかしたかしたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

一般質問一般質問一般質問一般質問のテーマをのテーマをのテーマをのテーマを見見見見ればればればれば，，，，市民全体市民全体市民全体市民全体のののの福福福福
祉祉祉祉のののの向上向上向上向上をををを目指目指目指目指したしたしたした活動活動活動活動となっているとなっているとなっているとなっている。。。。

５５５５号号号号
　　　　議会活動議会活動議会活動議会活動についてについてについてについて，，，，市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして説明責任説明責任説明責任説明責任をををを果果果果たしたしたしたし
たかたかたかたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

行行行行っているっているっているっている。。。。

第9条第9条第9条第9条
（（（（会派会派会派会派））））

３３３３項項項項
　　　　会派会派会派会派はははは，，，，政策政策政策政策のののの立案及立案及立案及立案及びびびび提言提言提言提言をををを行行行行うためのうためのうためのうための調査研調査研調査研調査研
究等究等究等究等をををを積極的積極的積極的積極的にににに行行行行うよううよううよううよう務務務務めたかめたかめたかめたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

公開勉強会公開勉強会公開勉強会公開勉強会をををを開催開催開催開催しししし，，，，市長市長市長市長にににに対対対対しししし提言書提言書提言書提言書をををを
渡渡渡渡したしたしたした。。。。

４４４４項項項項
　　　　会派会派会派会派はははは，，，，政策立案政策立案政策立案政策立案，，，，政策提言政策提言政策提言政策提言，，，，政策決定等政策決定等政策決定等政策決定等にににに関関関関
しししし，，，，必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて他他他他のののの会派会派会派会派とととと合意形成合意形成合意形成合意形成にににに努努努努めたかめたかめたかめたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

行行行行っているっているっているっている。。。。

第10条第10条第10条第10条
（（（（議員議員議員議員のののの政治倫理政治倫理政治倫理政治倫理））））

１１１１項項項項
　　　　議員議員議員議員はははは，，，，市民全体市民全体市民全体市民全体のののの代表者代表者代表者代表者としてとしてとしてとして，，，，そのそのそのその負託負託負託負託にににに応応応応ええええ
るためるためるためるため，，，，高高高高いいいい倫理性倫理性倫理性倫理性がががが求求求求められていることをめられていることをめられていることをめられていることを常常常常にににに自覚自覚自覚自覚
しししし，，，，品位品位品位品位をもってをもってをもってをもって行動行動行動行動したかしたかしたかしたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

行動行動行動行動しているしているしているしている。。。。

第11条第11条第11条第11条
（（（（市民参加市民参加市民参加市民参加））））

１１１１項項項項
　　　　議会議会議会議会はははは，，，，市民市民市民市民にににに対対対対しししし，，，，積極的積極的積極的積極的にそのにそのにそのにその有有有有するするするする情報情報情報情報をををを発発発発
信信信信しししし，，，，説明責任説明責任説明責任説明責任をををを果果果果たしたかたしたかたしたかたしたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

『『『『議会議会議会議会だよりだよりだよりだより』』』』・ホームページを・ホームページを・ホームページを・ホームページを含含含含めめめめ行行行行っていっていっていってい
るるるる。。。。

２２２２項項項項

　　　　議会議会議会議会はははは，，，，請願及請願及請願及請願及びびびび陳情陳情陳情陳情をををを市民市民市民市民によるによるによるによる政策提言政策提言政策提言政策提言とととと位位位位
置付置付置付置付けけけけ，，，，そのそのそのその調査及調査及調査及調査及びびびび審議審議審議審議においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，これらのこれらのこれらのこれらの提案提案提案提案
者者者者のののの求求求求めにめにめにめに応応応応じじじじ，，，，又又又又はははは議会自議会自議会自議会自らららら，，，，意見意見意見意見をををを聴聴聴聴くくくく機会機会機会機会をををを設設設設
けたかけたかけたかけたか。。。。

十分達成十分達成十分達成十分達成
できたできたできたできた

積極的積極的積極的積極的にににに行行行行っているっているっているっている。。。。

３３３３項項項項
　　　　議会議会議会議会はははは，，，，公聴会制度及公聴会制度及公聴会制度及公聴会制度及びびびび参考人制度参考人制度参考人制度参考人制度をををを活用活用活用活用してしてしてして，，，，
市民市民市民市民のののの専門的又専門的又専門的又専門的又はははは政策的識見等政策的識見等政策的識見等政策的識見等をををを議会議会議会議会のののの討議討議討議討議にににに反反反反
映映映映させるようさせるようさせるようさせるよう努努努努めたかめたかめたかめたか。。。。

今後努力今後努力今後努力今後努力をををを
要要要要するするするする

両方両方両方両方のののの制度制度制度制度をををを活用活用活用活用していないしていないしていないしていない。。。。 今後今後今後今後，，，，両制度両制度両制度両制度のののの活用方法活用方法活用方法活用方法についてについてについてについて検証検証検証検証するするするする。。。。

４４４４項項項項
　　　　議会議会議会議会はははは，，，，議会報等議会報等議会報等議会報等のののの多様多様多様多様なななな手段手段手段手段をををを活用活用活用活用することによすることによすることによすることによ
りりりり，，，，多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民がががが議会及議会及議会及議会及びびびび市政市政市政市政にににに関心関心関心関心をををを持持持持つようつようつようつよう広報広報広報広報
活動活動活動活動にににに努努努努めたかめたかめたかめたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

議会議会議会議会だよりのだよりのだよりのだよりの編集編集編集編集にににに工夫工夫工夫工夫をするなどをするなどをするなどをするなど一定一定一定一定のののの前前前前
進進進進はしているはしているはしているはしている。。。。

今後今後今後今後，，，，広報活動広報活動広報活動広報活動についてについてについてについて，，，，他市他市他市他市をををを参考参考参考参考にににに検証検証検証検証するするするする。。。。

第13条第13条第13条第13条
（（（（議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会））））

１１１１項項項項

　　　　議会議会議会議会はははは，，，，説明責任説明責任説明責任説明責任をををを果果果果たしたしたしたし，，，，またまたまたまた，，，，市民市民市民市民のののの多様多様多様多様なななな意意意意
見見見見をををを把握把握把握把握しししし，，，，市政市政市政市政のののの諸課題諸課題諸課題諸課題にににに柔軟柔軟柔軟柔軟にににに対処対処対処対処するためするためするためするため，，，，
議員及議員及議員及議員及びびびび市民市民市民市民がががが情報及情報及情報及情報及びびびび意見意見意見意見をををを交換交換交換交換するするするする議会報告議会報告議会報告議会報告
会会会会をををを行行行行ったかったかったかったか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

議会報告会議会報告会議会報告会議会報告会をををを年年年年１１１１回以上開催回以上開催回以上開催回以上開催したしたしたした。。。。 来場者来場者来場者来場者をををを増増増増やすためのやすためのやすためのやすための告知方法等告知方法等告知方法等告知方法等をををを検証検証検証検証するするするする。。。。

第14条第14条第14条第14条
（（（（市長等市長等市長等市長等とのとのとのとの関係関係関係関係））））

１１１１項項項項
　　　　議会議会議会議会はははは，，，，二元代表制二元代表制二元代表制二元代表制のののの下下下下，，，，そのそのそのその役割役割役割役割をををを果果果果たすためたすためたすためたすため，，，，
市長等市長等市長等市長等とのとのとのとの健全健全健全健全なななな緊張関係緊張関係緊張関係緊張関係のののの保持保持保持保持にににに努努努努めたかめたかめたかめたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

努努努努めためためためた。。。。

2／4 ※平成27年５月より平成31年４月までの間，議員であった現議員20名によるアンケートの集計結果に基づいております。



議会基本条例第25条第1項に基づく検証結果
令和元年７月１日 土浦市議会

検証事項検証事項検証事項検証事項 評価評価評価評価 選定選定選定選定したしたしたした主主主主なななな理由理由理由理由・・・・意見等意見等意見等意見等 検証結果検証結果検証結果検証結果

第14条第14条第14条第14条
（（（（市長等市長等市長等市長等とのとのとのとの関係関係関係関係））））

２２２２項項項項
　　　　本会議本会議本会議本会議におけるにおけるにおけるにおける一般質問一般質問一般質問一般質問はははは，，，，一括質問一括質問一括質問一括質問・・・・一括答弁一括答弁一括答弁一括答弁
方式方式方式方式でででで行行行行うほかうほかうほかうほか，，，，市政上市政上市政上市政上のののの論点論点論点論点をををを明確明確明確明確にするためにするためにするためにするため，，，，一一一一
問一答問一答問一答問一答のののの方式方式方式方式でででで行行行行うことができたかうことができたかうことができたかうことができたか。。。。

今後努力今後努力今後努力今後努力をををを
要要要要するするするする

一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式のののの制度制度制度制度ができたができたができたができた事事事事はよかったはよかったはよかったはよかった
がががが，，，，選択選択選択選択するするするする人数人数人数人数がががが増増増増えていないえていないえていないえていない。。。。

一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式のののの手法等手法等手法等手法等をををを検証検証検証検証するするするする。。。。

３３３３項項項項
　　　　議長議長議長議長からからからから本会議及本会議及本会議及本会議及びびびび委員会委員会委員会委員会へのへのへのへの出席出席出席出席をををを要請要請要請要請されたされたされたされた
市長等市長等市長等市長等はははは，，，，議長又議長又議長又議長又はははは委員長委員長委員長委員長のののの許可許可許可許可をををを得得得得てててて，，，，議員議員議員議員のののの質質質質
問問問問にににに対対対対してしてしてして反問反問反問反問することができたかすることができたかすることができたかすることができたか。。。。

該当該当該当該当なしなしなしなし 反問反問反問反問はなかったはなかったはなかったはなかった。。。。

第15条第15条第15条第15条
（（（（議員議員議員議員のののの文書文書文書文書によるによるによるによる質質質質
問等問等問等問等））））

１１１１項項項項
　　　　議員議員議員議員はははは，，，，重要重要重要重要かつかつかつかつ緊急緊急緊急緊急なものについてなものについてなものについてなものについて，，，，閉会中閉会中閉会中閉会中にににに議議議議
長長長長をををを通通通通してしてしてして市長等市長等市長等市長等にににに対対対対しししし文書文書文書文書によるによるによるによる質問質問質問質問をををを行行行行いいいい，，，，文書文書文書文書
によるによるによるによる回答回答回答回答をををを求求求求めることができたかめることができたかめることができたかめることができたか。。。。

該当該当該当該当なしなしなしなし 実施実施実施実施したしたしたした者者者者はいないはいないはいないはいない。。。。 運用手法等運用手法等運用手法等運用手法等についてについてについてについて検証検証検証検証するするするする。。。。

２２２２項項項項
　　　　質問及質問及質問及質問及びびびび回答回答回答回答のののの内容内容内容内容についてはについてはについてはについては，，，，全議員全議員全議員全議員にににに通知通知通知通知すすすす
るとともにるとともにるとともにるとともに，，，，市民市民市民市民にににに公表公表公表公表したかしたかしたかしたか。。。。

該当該当該当該当なしなしなしなし 実施実施実施実施なしなしなしなし。。。。 運用手法等運用手法等運用手法等運用手法等についてについてについてについて検証検証検証検証するするするする。。。。

３３３３項項項項

　　　　議会議会議会議会はははは，，，，市長等市長等市長等市長等とのとのとのとの関係関係関係関係のののの透明性透明性透明性透明性をををを図図図図るためるためるためるため，，，，議員議員議員議員
からからからから市長等市長等市長等市長等にににに口頭口頭口頭口頭によるによるによるによる要請等要請等要請等要請等があったときはがあったときはがあったときはがあったときは，，，，当該当該当該当該
要請等要請等要請等要請等にににに係係係係るるるる内容及内容及内容及内容及びびびび対応対応対応対応，，，，経過等経過等経過等経過等をををを記録記録記録記録したしたしたした文書文書文書文書
をををを作成作成作成作成するようするようするようするよう市長等市長等市長等市長等にににに求求求求めたかめたかめたかめたか。。。。

今後努力今後努力今後努力今後努力をををを
要要要要するするするする

議会議会議会議会がががが市長市長市長市長にににに求求求求めたことはないめたことはないめたことはないめたことはない。。。。 市長等市長等市長等市長等へへへへ求求求求めるめるめるめる事事事事をををを検証検証検証検証するするするする。。。。

第16条第16条第16条第16条
（（（（市長市長市長市長のののの提案説明提案説明提案説明提案説明））））

１１１１項項項項

　　　　議会議会議会議会はははは，，，，市長市長市長市長がががが提案提案提案提案するするするする重要重要重要重要なななな政策政策政策政策についてについてについてについて，，，，政政政政
策水準策水準策水準策水準をををを高高高高めることにめることにめることにめることに資資資資するためするためするためするため，，，，市長市長市長市長にににに対対対対しししし，，，，①①①①政政政政
策等策等策等策等のののの提案提案提案提案にににに至至至至ったったったった背景背景背景背景，，，，②②②②他他他他のののの自治体自治体自治体自治体のののの類似類似類似類似するするするする
政策政策政策政策とのとのとのとの比較検討比較検討比較検討比較検討，，，，③③③③総合計画総合計画総合計画総合計画とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性，，，，④④④④関関関関
係法令及係法令及係法令及係法令及びびびび条例等条例等条例等条例等，，，，⑤⑤⑤⑤市民参加市民参加市民参加市民参加のののの実施実施実施実施のののの有無有無有無有無とそとそとそとそ
のののの内容内容内容内容，，，，⑥⑥⑥⑥財源措置財源措置財源措置財源措置，，，，⑦⑦⑦⑦将来将来将来将来にわたるコストにわたるコストにわたるコストにわたるコスト計算計算計算計算，，，，にににに
ついてついてついてついて明明明明らかにするようらかにするようらかにするようらかにするよう求求求求めたかめたかめたかめたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

行行行行っているっているっているっている。。。。
今後今後今後今後においてもにおいてもにおいてもにおいても，，，，政策執行後政策執行後政策執行後政策執行後，，，，高評価高評価高評価高評価にににに繋繋繋繋がるようがるようがるようがるよう努努努努めめめめ
るるるる。。。。

２２２２項項項項
　　　　議会議会議会議会はははは，，，，政策政策政策政策のののの提案提案提案提案をををを審議審議審議審議するにするにするにするに当当当当たってはたってはたってはたっては，，，，立立立立
案案案案，，，，執行執行執行執行におけるにおけるにおけるにおける論点論点論点論点をををを明明明明らかにするとともにらかにするとともにらかにするとともにらかにするとともに，，，，執行後執行後執行後執行後
におけるにおけるにおけるにおける政策評価政策評価政策評価政策評価のののの視点視点視点視点もももも踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた審議審議審議審議にににに努努努努めたかめたかめたかめたか。。。。

概概概概ねねねね達成達成達成達成
できたできたできたできた

本項本項本項本項のののの趣旨趣旨趣旨趣旨にににに沿沿沿沿ったったったった議論議論議論議論はははは一定一定一定一定してしてしてして行行行行われわれわれわれ
てきたてきたてきたてきた。。。。

第17条第17条第17条第17条
（（（（議員相互議員相互議員相互議員相互のののの自由討自由討自由討自由討
議議議議によるによるによるによる合意形成合意形成合意形成合意形成））））

１１１１項項項項

　　　　議会議会議会議会はははは，，，，合議制合議制合議制合議制のののの機関機関機関機関であることをであることをであることをであることを認識認識認識認識しししし，，，，本会本会本会本会
議議議議，，，，委員会等委員会等委員会等委員会等においてにおいてにおいてにおいて議案等議案等議案等議案等のののの審議又審議又審議又審議又はははは審査審査審査審査をするをするをするをする
にににに当当当当たってはたってはたってはたっては，，，，合意形成合意形成合意形成合意形成にににに向向向向けたけたけたけた自由討議自由討議自由討議自由討議をををを通通通通じてじてじてじて議議議議
員相互員相互員相互員相互のののの議論議論議論議論をををを尽尽尽尽くすようくすようくすようくすよう務務務務めめめめ，，，，意思決定意思決定意思決定意思決定したかしたかしたかしたか。。。。

今後努力今後努力今後努力今後努力をををを
要要要要するするするする

議員相互議員相互議員相互議員相互のののの議論議論議論議論をををを尽尽尽尽くしていないくしていないくしていないくしていない。。。。 本会議本会議本会議本会議におけるにおけるにおけるにおける議員相互議員相互議員相互議員相互のののの議論議論議論議論をををを尽尽尽尽くすようくすようくすようくすよう努努努努めるめるめるめる。。。。

第18条第18条第18条第18条
（（（（議決事件議決事件議決事件議決事件のののの追加追加追加追加））））

１１１１項項項項
　　　　議会議会議会議会はははは，，，，議事機関議事機関議事機関議事機関としてとしてとしてとして機能強化機能強化機能強化機能強化のためのためのためのため，，，，第96条第96条第96条第96条
第2項第2項第2項第2項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく議会議会議会議会のののの議決議決議決議決すべきすべきすべきすべき事件事件事件事件のののの追加追加追加追加
についてについてについてについて積極的積極的積極的積極的にににに検討検討検討検討したかしたかしたかしたか。。。。

今後努力今後努力今後努力今後努力をををを
要要要要するするするする

行行行行っていないっていないっていないっていない。。。。 追加追加追加追加すべきすべきすべきすべき事件事件事件事件があればがあればがあればがあれば随時検証随時検証随時検証随時検証するするするする。。。。

3／4 ※平成27年５月より平成31年４月までの間，議員であった現議員20名によるアンケートの集計結果に基づいております。



議会基本条例第25条第1項に基づく検証結果
令和元年７月１日 土浦市議会

検証事項検証事項検証事項検証事項 評価評価評価評価 選定選定選定選定したしたしたした主主主主なななな理由理由理由理由・・・・意見等意見等意見等意見等 検証結果検証結果検証結果検証結果

第19条第19条第19条第19条
（（（（政策討論会政策討論会政策討論会政策討論会））））

１１１１項項項項
　　　　議会議会議会議会はははは，，，，市政市政市政市政にににに関関関関するするするする重要重要重要重要なななな政策及政策及政策及政策及びびびび課題課題課題課題へのへのへのへの認認認認
識識識識をををを共有共有共有共有しししし，，，，議論議論議論議論をををを深深深深めるためめるためめるためめるため，，，，必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて政策討政策討政策討政策討
論会論会論会論会をををを行行行行いいいい，，，，政策提言政策提言政策提言政策提言にににに努努努努めたかめたかめたかめたか。。。。

今後努力今後努力今後努力今後努力をををを
要要要要するするするする

政策討論会政策討論会政策討論会政策討論会はははは行行行行われていないわれていないわれていないわれていない。。。。 今後検討今後検討今後検討今後検討をををを要要要要するするするする。。。。

第20条第20条第20条第20条
（（（（議員研修議員研修議員研修議員研修））））

１１１１項項項項
　　　　議会議会議会議会はははは，，，，議員議員議員議員にこのにこのにこのにこの条例条例条例条例のののの理念理念理念理念をををを浸透浸透浸透浸透させるためさせるためさせるためさせるため，，，，
一般選挙一般選挙一般選挙一般選挙をををを経経経経たたたた任期開始後速任期開始後速任期開始後速任期開始後速やかにやかにやかにやかに，，，，議員研修議員研修議員研修議員研修をををを
行行行行ったかったかったかったか。。。。

十分達成十分達成十分達成十分達成
できたできたできたできた

改選後速改選後速改選後速改選後速やかにやかにやかにやかに行行行行ったったったった。。。。

２２２２項項項項
　　　　議会議会議会議会はははは，，，，議員議員議員議員のののの政策形成及政策形成及政策形成及政策形成及びびびび立案立案立案立案のののの能力能力能力能力のののの向上向上向上向上をををを
図図図図るためるためるためるため，，，，議員研修議員研修議員研修議員研修のののの充実強化充実強化充実強化充実強化にににに努努努努めたかめたかめたかめたか。。。。

今後努力今後努力今後努力今後努力をををを
要要要要するするするする

議会全体議会全体議会全体議会全体としてのとしてのとしてのとしての研修研修研修研修はははは不十分不十分不十分不十分。。。。 さらなるさらなるさらなるさらなる充実充実充実充実をををを図図図図るためるためるためるため検証検証検証検証するするするする。。。。

３３３３項項項項
　　　　議会議会議会議会はははは，，，，議員研修議員研修議員研修議員研修のののの充実及充実及充実及充実及びびびび強化強化強化強化にににに当当当当たりたりたりたり，，，，広広広広くくくく各各各各
分野分野分野分野からからからから専門的知識専門的知識専門的知識専門的知識をををを取取取取りりりり入入入入れるようれるようれるようれるよう務務務務めたかめたかめたかめたか。。。。

今後努力今後努力今後努力今後努力をををを
要要要要するするするする

２２２２年年年年にににに１１１１回実施回実施回実施回実施したがしたがしたがしたが不足不足不足不足しているしているしているしている。。。。 さらなるさらなるさらなるさらなる充実充実充実充実をををを図図図図るためるためるためるため検証検証検証検証するするするする。。。。

第21条第21条第21条第21条
（（（（議会事務局議会事務局議会事務局議会事務局のののの体制体制体制体制
整備整備整備整備））））

１１１１項項項項
　　　　議会議会議会議会はははは，，，，政策形成政策形成政策形成政策形成・・・・立案立案立案立案をををを補助補助補助補助するするするする組織組織組織組織としてとしてとしてとして，，，，議議議議
会事務局会事務局会事務局会事務局のののの調査機能及調査機能及調査機能及調査機能及びびびび法務機能法務機能法務機能法務機能のののの充実強化充実強化充実強化充実強化をををを図図図図
るためるためるためるため，，，，専門的能力専門的能力専門的能力専門的能力のののの養成養成養成養成にににに努努努努めたかめたかめたかめたか。。。。

今後努力今後努力今後努力今後努力をををを
要要要要するするするする

議会議会議会議会からからからから専門的能力専門的能力専門的能力専門的能力のののの養成養成養成養成をををを求求求求めることをしめることをしめることをしめることをし
ていないていないていないていない。。。。

執行部側執行部側執行部側執行部側とのとのとのとの調整調整調整調整がががが必要必要必要必要でありでありでありであり，，，，今後検証今後検証今後検証今後検証するするするする。。。。

第22条第22条第22条第22条
（（（（議会図書室議会図書室議会図書室議会図書室））））

１１１１項項項項
　　　　議会議会議会議会はははは，，，，議員議員議員議員のののの調査調査調査調査・・・・研究及研究及研究及研究及びびびび政策形成政策形成政策形成政策形成・・・・立案立案立案立案のののの
能力能力能力能力のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため，，，，議会図書室議会図書室議会図書室議会図書室のののの充実充実充実充実にににに努努努努めるめるめるめる
とともにとともにとともにとともに，，，，適正適正適正適正にににに管理管理管理管理しししし，，，，及及及及びびびび運営運営運営運営したかしたかしたかしたか。。。。

今後努力今後努力今後努力今後努力をををを
要要要要するするするする

調査等調査等調査等調査等にににに利用利用利用利用するするするする事事事事はははは出来出来出来出来たがたがたがたが，，，，運営運営運営運営はははは事事事事
務局務局務局務局まかせとなってしまったまかせとなってしまったまかせとなってしまったまかせとなってしまった。。。。

議員議員議員議員のののの積極的積極的積極的積極的なななな活用活用活用活用をををを促促促促すすすす。。。。

第23条第23条第23条第23条
（（（（議員定数議員定数議員定数議員定数））））

２２２２項項項項
　　　　議員定数議員定数議員定数議員定数のののの改正改正改正改正にににに当当当当たってはたってはたってはたっては，，，，他市他市他市他市とのとのとのとの比較比較比較比較だけでだけでだけでだけで
なくなくなくなく，，，，市政市政市政市政のののの現状及現状及現状及現状及びびびび課題並課題並課題並課題並びにびにびにびに将来将来将来将来のののの展望展望展望展望をををを考慮考慮考慮考慮
するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを参考参考参考参考としとしとしとし，，，，検討検討検討検討したかしたかしたかしたか。。。。

十分達成十分達成十分達成十分達成
できたできたできたできた

議会自議会自議会自議会自らららら定数定数定数定数をををを４４４４削減削減削減削減したしたしたした。。。。

第24条第24条第24条第24条
（（（（議員報酬等議員報酬等議員報酬等議員報酬等））））

２２２２項項項項
　　　　議員報酬議員報酬議員報酬議員報酬のののの改正改正改正改正にににに当当当当たってはたってはたってはたっては，，，，行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの視視視視
点点点点，，，，市政市政市政市政のののの現状及現状及現状及現状及びびびび課題並課題並課題並課題並びにびにびにびに将来将来将来将来のののの展望展望展望展望をををを考慮考慮考慮考慮しししし
たたたた上上上上でででで，，，，検討検討検討検討したかしたかしたかしたか。。。。

今後努力今後努力今後努力今後努力をををを
要要要要するするするする

これまでこれまでこれまでこれまで検討検討検討検討したしたしたした事事事事がないがないがないがない。。。。 市市市市のののの状況状況状況状況・・・・社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢をををを勘案勘案勘案勘案しししし検証検証検証検証するするするする。。。。

4／4 ※平成27年５月より平成31年４月までの間，議員であった現議員20名によるアンケートの集計結果に基づいております。


