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※１「議員による条例の提案」 
  条例案は、議員のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会が提出することができま
す。本号では、便宜上、これらの委員会の提案も含めて「議員による条例の提案」とします。 

※２「政策条例」 
  「議会や議員の身分等に関する条例以外の政策的な行政関係条例」とされています（地方分権
改革推進会議小委員会（内閣府・平成 16 年２月４日））。 

１ 条例の提案権    

(1) 提案権者 

地方自治法（以下「法」といいます。）では、条例の提案権を首長及び議員に認めてい
ます。 
議員による提案の場合（委員会による提案の場合を除く。）、議員定数の 12 分の１以

上の者の賛成が必要です。この場合、欠員の有無は問われず、また、計算上端数が生じ
た場合は、切り上げて計算されるため、本市会(定員 86 人)の場合 86×1/12＝7.16…と
なり、８人以上の議員の賛成者がいれば、条例案の提出が可能となります。（松本英昭.「逐条

地方自治法第９次改訂版」.学陽書房参照） 
※ 住民は直接提案することはできませんが、制定改廃の請求を行うことが可能です。詳細は平成

26年度発行法制レポート⑬「直接請求について」を御参照ください。 

市会ジャーナル特別編 

法制情報 第３号 

                                  

第３号テーマ 「議員提案による政策条例の制定」 
はじめに 

 地方自治体では、分権改革による条例制定権の拡大により、政策を実行する手段として条例

を用いることが一般的になりました。これを踏まえて、地域の実情に応じて様々な条例が制定

されています。 

 本市会においても、議員による条例の提案（※１）が活発化し、平成22年の横浜市中小企業振興

基本条例の制定から今日までに16の政策条例（※２）が、議員の提案により制定され、又は改正さ

れてきました。 

 政策調査課法制等担当では、これまでも議員による条例の提案をサポートするために、平成

23年度発行の法制レポート⑤「政策立案のポイント～政策づくりの過程と条例の意義～」と平

成25年度発行の法制レポート⑩「地方公共団体の条例制定権について」で御紹介してきました

が、昨今の社会経済情勢の大きな変化の中で、市民ニーズも多様化・複雑化が進み、課題解決

の手段としての条例の提案が今後も見込まれるため、改めて、条例の立案や制定までの流れ等

について御紹介いたします。 
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※条例の提案権の関係図 

（総務省「条例及び規則」） 

 
(2) 条例提案権の専属 

条例の提案権は、首長、議員双方にありますが、条例で規定しようとする内容によっ
ては、その一方にのみ提案権が専属するものがあると解されています。 

首長に専属するもの 議会に専属するもの 

〇 執行機関の組織、運営等について規定

する条例 

（例 支所又は出張所の設置（法第155条）、
行政機関の設置条例（法第 156 条）） 

〇 予算に密接な関連を有する条例 

（例 特別会計設置条例（法第 209 条）） 
 
※その他、執行機関の執行の前提要件・前提
手続として議決を経るべき事件の提案権
は、首長に専属すると解されています。 

（例 契約議案、指定管理者の指定議案等） 

〇 議会の組織、運営等について規定する

条例 

（例 常任、議会運営、特別委員会の設置条
例（法第 109 条）、議会事務局の設置条
例（法第 138 条）） 

〇地方自治法 

 （常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会） 

第 109条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置く

ことができる。 

６ 委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する

ものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。 

７ 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。 

 

 （議員の議案提出権） 

第 112条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出する

ことができる。但し、予算については、この限りでない。 

２ 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の 12 分の１以上の者の賛成がなけ

ればならない。 

３ 第１項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。 

※委員会を含む 

（法§109⑥） 
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＜Point!＞ 予算を伴う条例案 

 法第 112 条第１項ただし書の規定により、「予算」に関する議案の提出は、首長に専属
しますが、条例の提案権については、議員にも認められていることから「予算を伴う条例
案」について、その提案権の所在が問題となることがあります。 
この点について、法は特に規定を設けていませんが、一定の条件の下で提案は可能とさ

れています。（地方自治制度研究会.「地方自治法質疑応答集」.第一法規.1953頁参照） 
まず、首長が予算を伴う条例の制定・改正を行う際は、法第 222 条により、制限が設け

られています。 
（予算を伴う条例、規則等についての制限） 

第 222 条 普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴う

こととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの

間は、これを議会に提出してはならない。 

２ 普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、その権限に属

する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を伴うこととなるものである

ときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改

正してはならない。 

では、議員は「予算を伴う条例案」の提案ができるのか、また、その場合に、この制限
の適用はあるのでしょうか。 
これについては、次のような行政実例があります。 

〇 予算を伴う条例の議会の提案又は修正 

（昭和 32年９月 25日 栃木県総務部長宛 行政課長回答） 

問１ 

議会が予算を伴う条例の提案又は修正を

行い、それを議決することは、 

１  違法であるかどうか。 

２  違法でないとすれば、不当であるかど 

うか。 

 

 

（問２省略） 

 

 

答 1 

議会が予算を伴うような条例その他の案

件を提出する場合においても、地方自治法

第 239条の４（現行法では第 222 条）第１

項の規定の趣旨に則って、予め長との連絡

を図って財源の見透等意見の調整をする

ことが適当である。 

 

（答２省略） 

このように、議員が予算を伴う条例案を提出する場合においても、「必要な予算上の措
置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない」
として首長の予算を伴う条例の制定・改正を制限した法第 222 条の趣旨は尊重すべきで
あり、財政負担を伴う条例を議員提案する場合には、財政状況を考慮して、関係部署の意
見を十分に聴き、財政上の見通しを得ることが適当とされています。 
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２ 政策条例制定までの流れ   

 

 

 

          条例案の検討プロセスへ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 政策課題の発見と調査  

条例を制定していくためには、まず「何が問題なのか」を的確に把握し、次にその問
題を生じさせている原因を探るため調査研究等を進めていきます。その上で、現行の法
律や条例等で対応できないか、あるいは条例以外の手法(執行機関への政策提言など)で
の解決が図れないかの確認を行うなど、課題解決のために様々な手段を検討します。  
条例以外に解決の方法がない場合は、次に条例案作成のプロセスに移行します。 
 

(2) 立法目的と立法事実の確認  

（牧瀬稔.「「型」からスラスラ書ける あなたのまちの政策条例」 第一法規.57－64頁参照） 

ア  立法目的の確認 

立法目的とは、端的には「何のためにある条例か」ということです。条例の中に反
映され、前文や目的規定をはじめ、基本理念や各主体の責務等の規定に活かされるこ
とになります。条例を作る動機となる目的を確定せずに曖昧にすると、政策作りの過

(1) 政策課題の発見と調査 

(7)条例の公布、施行 
調整状況に応じて、案文を適宜修正しながら、

条例案を議会に提出します。 

ここでは、議員（会派）による提案について

御紹介します。委員会提案の場合は、委員会運

営として協議がなされるため、必ずしも、この

チャートは当てはまりません。 

(2) 立法目的と立法事実の確認 

(3) 案文の作成 

(4) 関係部署等との調整 

(5) 市民からの意見募集 

(6) 議会での審議、議決 
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程で根本的な考え方がぶれる可能性や、検討の方向性が定まらなくなる可能性が生じ
るおそれがあります。 

  

イ 立法事実の確認 

立法事実とは「立法の基礎となりそれを支える一般的事実、すなわち法律や条例を
制定する際の社会的、経済的、政治的、科学的な事実のこと」と定義されます。（兼子仁・

北村喜宣・出石稔.「政策法務事典」.ぎょうせい） 

この立法事実の確認を行うことによって、条例の必要性や正当性を根拠付けること
で、市民などに対し、条例の制定の意義を説明することができます。 
特に、市民の権利に対して、一定の制限などを設ける「規制条例」の場合は、内容

によっては、憲法上の権利を制約するとして、裁判所の違憲審査が提起される可能性
もあり、これまでも違憲性を争われた事例があります。そのため条例立案に際しての
立法事実は、合理性や適法性についての説得的な説明ができるものが求められます。 
 

(3) 案文の作成  

ア 関係部署からのヒアリング 

制定したいと考える条例について、現状の施策の状況を所管部署からヒアリング等
を実施することで、条例化の必要性を把握することができ、条例で規定すべきことを
明確化することができます。 
条例が実効性のあるものとするためには、事業所管局と事前の協議・調整を行うこ

とで、条例制定後、速やかに事業の実施に移ることができます。そのため関係する部
局が多くなるほど、調整には多くの時間を要することとなります。 
 

イ 対象・規制しようとする事項を明確に表現すること 

条例の対象となる主体、客体及び規制内容を明確に規定し、目的達成手段として妥
当な内容となっているかを確認します。 

 

 ウ 案文の法的な確認 

条例は「法令の範囲内」において制定ができるため、憲法や法律に違反することは
できず、また、条例により規定できる範囲は、「地方公共団体の事務」に限られます。
本市においては、これらに疑義がある場合、法制等担当で助言させていただいた上で、
最終的には提案者に弁護士相談等を含めて確認していただくこととしています。 
 

(4) 関係部署等との調整 

条文案の検討が進んだ段階で、検討している条例を成案とするために、所属会派内は
もとより、他会派等との調整を行います。 
また、実効性確保のためには、前述のとおり、予算措置や事業の速やかな推進のため
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に、条文案の詳細についても、関係部署との協議・調整が望まれます。場合によっては、
条例の制定に伴い、市長部局で条例施行に当たっての規則等の制定や改正が必要となる
こともあるため、この段階での協議・調整を行っておくことが望まれます。なお、罰則（刑
罰）を定める場合は、検察庁との協議が必要となり、数か月の期間を要します。 
そのほか、規定の内容によっては、関係する機関や団体等への説明を行うことによって、

条例制定への理解を得ることで、条例制定後の実効性の確保につながります。 
 

(5) 市民からの意見募集 

市長部局では、市民に義務を課し、権利を制限する条例の制定などの過程において、案
の段階で広く公表し、市民からの御意見又は御提案を求め、提出された御意見等に対す
る実施機関の考え方を明らかにし、それらを考慮して実施機関としての意思決定を行う
ために市民意見募集を行っています（募集期間は原則として 1 か月程度）。議員提案によ
る条例制定や改正の場合には、特に定めはありませんが、市長部局に準じて提案者によ
る意見募集を行っています。 
 

(6) 議会での審議、議決 

    市民意見募集を経て、条例案が確定してからの流れは次のとおりです。 
条例案確定  

○他会派への説明、提案者となるか確認    ＜議案発送日の１週間前まで＞ 

○他会派への説明が終了後、議長宛てに条例案を提出 

＜議案発送日の３日前（休庁日を除く）まで＞  

     ○運営委員会で議案の取扱い協議 

     ○議案発送 

     ○上程 ・本会議において条例案の提案理由を説明 

・質疑・答弁・委員会付託 

 ○委員会審査 ・提案理由説明・質疑・答弁・採決 

採   決 ○本会議 ・委員会報告・討論 

 

ア 提案理由説明等の準備 

議会に上程された条例案は、条例案の提案者が本会議で提案理由説明を行い、それ
に対して質疑がなされた場合は、提案者が答弁を行います。 

 

イ 常任委員会での説明等の準備 

本会議で提案理由説明等を行った後は、条例案は常任委員会に付託され、委員会審
査を受けることになります。委員会でも本会議と同様に条例案の説明・質疑対応があ
ります。 
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＜Point!＞条例制定権の限界 

（大塚康男. 「議会人が知っておきたい危機管理術 改訂版」.ぎょうせい.121－123頁参照） 

 条例の制定に当たっては、憲法その他の法令に抵触しないこと、地方公共団体の事務に
関するものであることといった制限があり、その制限に反した条例については、裁判所の
判断により、違憲・違法とされる場合もあります。 
条例の法的限界 

① 憲法との関係 

  憲法は、我が国の最高法規であり、法体系の頂点にあるものなので、条例が憲法に

抵触してはならないのはいうまでもありませんが、特に、憲法の保障する基本的人権

（職業選択の自由、表現の自由等）を条例によって制約しようとする場合には特に留

意する必要があります。憲法の保障する基本的人権を、公共の福祉を超えて制約する

ような規定を設けることはできません。 

② 法令及び都道府県条例との関係 

  条例は、法令に違反することはできない（法第 14条第１項）上、市町村の条例は、

都道府県の条例に違反することもできません（法第２条第 16項及び第 17項）。 

憲法や法令、都道府県条例の規定に違反する条例は、その限度において、無効となりま
す。 
当該事項を特に規制する国の法令がない場合（未規制領域）は、条例の規制は可能です。

ただし、その「未規制領域」が、国民の権利や自由を保障するために、これらを制限する
ような規定を「設けてはならない」という考え方によるものであれば、一切の法的規制が
認められないという趣旨なので、条例の制定は当然できないとされています。 
条例の事項的限界 

① 地方公共団体の事務 

  地方公共団体は、法第２条第２項の事務（地域における事務及びその他の事務で法

律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの）に関し、条例を制定する

ことができますが、逆にいえば、地方公共団体の事務でないものについては、条例で

規定することはできません。これを「条例の事項的限界」といいます。具体的な事務

が「地方公共団体の事務」に該当するかは、個別に判断することになります。 

② 長その他の執行機関等の専属的所管事項 

地方公共団体の事務であっても、長その他の執行機関等の専属的権限とされている

事項については、条例で規定することはできません。具体的には、議会の会議規則（法

第 120 条）などがあります。 

 上記のような条例制定権の限界については、裁判所の判断により、違憲・違法とされる
事例と併せて、平成 25 年度発行の法制レポート⑩「地方公共団体の条例制定権について」
で詳細に解説をしていますので、ぜひ御参照ください。 
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・ 『新訂 ワークブック法制執務』法制執務研究会 編 （ぎょうせい） 
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・ 『議員NAVI』（第一法規） 

・ 『つくろう議員提案の政策条例 自治の共同経営者を目指して』松下啓一・今野照美・

飯村恵子 著 (萌書房) 

・ 『地方分権改革推進会議小委員会 参考資料』（内閣府） 

・ 『条例及び規則』（総務省） 

 
 
 
 

＜コラム＞「前文とは」 

 日本国憲法には、第１条の前に「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者
を通じて行動し…」という文章があります。これは、単なる憲法の説明ではなく、憲法
制定の由来と憲法の理念が述べられています。これを「前文」といいます。 
憲法だけでなく、法律・条例に置かれることもあります。前文は、法令の各条の前に

置かれ、その法令の制定の趣旨、目的、基本原則等を述べた文章であり、具体的な法規
を定めたものではありませんので、その意味では、前文の内容から直接法的効果が生ず
るものではありませんが、各本条とともに、その法令の一部を構成するものであり、各
条項の解釈の基準を示す意義・効力があります。法令の第１条には、目的規定や趣旨規
定を置くものが多く、わざわざ前文を置かなくても、法令の制定の目的等を知ることが
できますが、基本理念や政策意図を強調したい場合に前文が置かれることがあります。 
 上記のとおり、前文は、法令の一部を構成するものであり、各条項の解釈の基準を示
す意義・効力があるものですから、前文を改正したい場合は、憲法であれば憲法改正の
手続を、その他の法令であれば所定の改正手続を経る必要があります。 

（法制執務研究会. 「新訂 ワークブック法制執務」.ぎょうせい.168頁参照） 

 「法制情報」は、「市会ジャーナル」の特別編として、議会活動を法制面でも積極

的にサポートすることを目的として、議会局政策調査課（法制等担当）が編集・発

行しているものです。 

 


