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　みなさん、こんにちは。

　わたしは、松阪市の小学校に通う６年生の女の子で
す。このごろ、自分の住む町の景色や様子が今までと
は少し違って見えてくるようになりました。

「学校の裏を流れる川はいつもきれいだけど、大雨の時、
あふれたりしないのかな？」

「お母さんと買い物に行くときに乗るバスは、あまり
利用されていないようだけど、なくなってしまわないか
な？」

「近所にある畑は、最近なにも作っていないみたいで草
が生

お
い茂

しげ
っているけど、このままでいいのかな？」

こんなふうに考えるようになったのです。

　そのきっかけは、何
な に げ

気なくお母さんと話をしたある
一つの話題でした。それ以来、わたしは社会のしくみ
や議会というものに興味を持ったのです。

　その時のお母さんと私の会話の様子を、みなさんに
ご紹介したいと思います。



2

弟・太郎
（４歳 保育園児）

タマ
（飼い猫）

花
（小学６年生）

わたし

（38 歳 会社員）
お母さん

（38 歳 会社員）
お父さん

【登場人物】
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　「お母さーん！　こっちこっち！」

　学校が終わってから、ブランコをこぎながら校庭でお母さ

んを待っていたわたしは、校門から小走りで入ってきたお母

さんを見つけ、大きな声で呼びました。お母さんの左の肩に

は、淡
あわ

い黄色がさわやかなキャンバス地のトートバックがか

けられています。マチがあってたくさんの書類が詰
つ

め込
こ

まれ

ていそうなそのバッグは、お母さんの足が地面を蹴
け

るたび

に上下に揺
ゆ

れています。

　わたしとお母さんは待ち合わせて、一緒に弟の太郎を近

くの保育園に迎えに行くことになっていました。

　二人で学校の校門を出て、横断歩道の前で車が通り過ぎ

るのを待っているとお母さんは、

　「保育園があるからとても助かるわ。」

と言いました。

　「もし保育園がなかったら、お母さんは会社にいって働く

ことができないのよ。太郎く

んをお家で一人にするわけに

はいかないからね。」

　わたしは少し心配になり、

　「保育園があるのは当たり

前のことじゃないの？」

と聞きました。
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　お母さんは、

　「そうね。近くに保育園のない町はたくさんあるわ。子ど

もの数が減ってしまったり、保育士さんに来てもらえなくなっ

たりして、なくなってしまうこともあるのよ。それに太郎くん

を預
あず

けている保育園はね、花の住んでいる松阪市がお金を

出してくれているから、市にお金がなくなると困ってしまうの

よ。」

と教えてくれました。

　横断歩道を渡ったわたしたちは、白いガードレールに守ら

れながら、保育園に続く見通しのいい道を歩いています。

　「わたしたちの市はたくさんお金を持っているんだね。」

　「税金よ。」

　「税金って何？」

と、わたしは聞き慣
な

れない言葉に疑問を持ちました。

　「いろいろな人が納
おさ

めているお金のことよ。お母さんやお

父さんも毎月のお給料から納め

ているし、花ちゃんも鉛筆やノー

ト、それにお菓子を買うときに

消費税という形で税金を納めて

いるのよ。」

　「そうなんだ！」
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税

　暮らしの中のさまざまなところに、市民のみなさんから
お預かりした税金が使われています。市議会では、その使い
道や金額が間違っていないかを議論し、決定しています。

税金をどこに使うかを決めるのって
大切なことだね～。

学校教育

ゴミ清掃

道路工事

市民病院

救急・消防

児童福祉

公園

図書館

高齢者福祉

松阪市
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と、税金として納めたお金が保育園に使われていることをは

じめて知ったわたしは、さらに聞きました。

　「それじゃ、他にどんなところに使われているの？」

わたしの左手に握
にぎ

られているお母さんの温かく細い右手は、

心地よい拍
ひょうし

子をとりながら前に振られ、後ろに振られ、小

さな弧
こ

を描
えが

いています。

　「例えば、花ちゃんが通っている小学校もそうだし、火事

の時にかけつけてくれる消防のお仕事や、毎週来てくれるご

みの収集のお仕事にも税金が使われているわ。」

とお母さん。わたしは、

　「いろいろな使い道があるんだね。」

といいながら、ふと新たな疑問が頭に浮かびました。

　「その使い道は誰が決めているの？」

　「いい質問ね！ 議会の議員よ。」

　その言葉は、わたしにはあま

りにも馴
な じ

染みのないものでした。

　「議員って誰
だれ

？」

　「みんなが選挙で選んだ市民

の代表よ。市民の代表として、

議会というところで税金の使い道

を決めているの。」
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選挙

　選挙で選ばれた後、議員として活動できる期間（任期）は
4年間で、4年たったらまた選挙を行います。
　議員の数は、市の条例※ で決められていて、松阪市の議
員定数は28人です。

どうやって選ぶの？
どんな人が議員になっているの？

　市議会議員は、松阪市に住んでいる18歳以上の人によ
る投票で選ばれます（これが「選挙」です）。
　また、松阪市に住んでいる25歳以上の人で条件を満た
していれば誰でも市議会議員に立候補できます。

市議会議員は、選挙で選ばれた
市民の代表者なんだ。

私たちのために働いてくれるんだね。

条例の解説はＰ31
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　「選挙って投票することだったっけ？　わたしはまだ行っ

たことがないわ。」

　「そうね、花ちゃんも18歳になったら選挙に行けるわ。

それまで我
が ま ん

慢ね。」

　思いがけずわたしは、これまで何となく心に思っていた気

持ちをお母さんに話してみたくなりました。

　「わたし、ずうっと考えていたことなんだけど、タマとかい

ろいろなペットがもっと大切にされる町になればいいなって

思っているの。」

　「そう! やさしいのね。そのためには花ちゃんの思いを実

現してくれるような議員を選挙で選ばなきゃいけないわね。」

　「それだけじゃないわ。おじいちゃんやおばあちゃんが元

気に暮らしていけるような町になってほしいし、たくさんの人

にこの町に来てもらって、にぎやかな町にもなってほしい！」

　いつの間にか保育園の門が目の前にあります。お母さん

は顔を少しだけ右に傾
かたむ

け、優しい眼
ま な ざ

差しをわたしに向けて

います。
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選ばれた市議会議員は
どんな活動をするの？

議員の
仕事

　福祉、生活環境、道路整備など、
地域のさまざまな問題について、
市に解決するよう求め、議会で質
問するなどの取り組みを行って
います。

地域の問題解決

　活動内容や市政に関する自分
の考えを市民に説明したり、議会
全体で報告会を実施したり、市民
に情報発信しています。

　　　　　　　議会活動報告

　市の仕事に対する市民の困り
ごとや要望など、さまざまな相談
に対応しています。

市民生活相談

　積極的に市民と意見交換会を
しています。また、さまざまな課
題について、調査研究や勉強会に
参加するなど、
解決に向けて
努めています。

意見交換会・研修参加　

広い市民の
意思をもとに、
市議会を
行います。

条例の制定や予算の決定など、
市の仕事の仕方を決めます。

正しく仕事ができているか
市政をチェックします。

市の仕事をチェック議決

市民
の代表である市
議会にとって、市民
と情報を共有すること
はとても大切です。市
民の声を聴くこと
に努めます。
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　「そうね。私たちの日常生活にはいろいろな問題があるわ

ね。だけど、お母さんも、それにお父さんだってそれらすべ

てを把
は あ く

握して考えて解決することは難
むずか

しいわ。それだけの

時間もないし、すべての分野の専門的な知識も十分に持っ

ていないしね。だからお母さんたちは、選挙でお母さんたち

の代表として議員を選んで、わたしたちに代わっていろいろ

と考えてもらっているのよ。」

と、お母さんが教えてくれました。わたしは議員を選ぶ選挙

がとても大切なものに思えてきました。

　「わたし、どの議員がどんなことを言っているのか気になっ

てきたわ。」

と、保育園の門をくぐりながら言うと、お母さんは、

　「お家に帰ってから一緒に調べてみようか。」

と言いました。

　「うん。調べてみる！」

　わたしは何だか少しだけ大人になったような気分になりま

した。
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　「お母さーん！ お姉ちゃーん！」

　ちょうどそのとき、園の教室から元気いっぱいの顔で太

郎がかけ出して来ました。わたしは太郎の小さくも力強く握

る手を引き、門を出て、お母さんと三人でお家へ続くゆるや

かな坂道を登っていきました。

　いつもと同じ帰り道に暖
あたた

かな初夏の風が三人の顔を通り

過ぎました。ふと見上げると、夕日が今日一日を名
な ご り お

残惜し

むように西の空をあかね色に染
そ

め、見慣れた遠くの山 を々

くっきりと描き出していました。

花ちゃんのお話は後半（P22）につづく…
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それぞれの
政策や思い
を実現する
ために、投票
で議員が選
ばれます。

声は
届きません

選挙に
行かない

老後の暮ら
しが心配ね

地域の道をきれ
いにしたいな

駅前に活気が
　　ほしいな

動物たちにも
優しいまちに

したいわ

家の近くから乗れる
バスがあれば便利　

　なのに

子どもたちの学校を
もっと良くしたいな

議 会

投票

ちゃんと選挙に行って
自分の思いを実現してくれる
議員を選ばなくちゃね。

　市民のみなさんが、直接選挙で、市長と市議会議員を選
び、市民のみなさんに代わって、住みよいまちづくりを進
めていくための方策や課題について話し合います。その大
切な話し合いが行われる場が、市議会です。
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主権：政治のあり方を
　　　最終的に決定する権利

市民の代表として、投票によって市
民に選ばれた者が議会を作り、市の
まちづくりを決定していきます。

市長と市役所は
議会の決定を
元に仕事を
することが
できます。

議会の流れ
はＰ18、19

市の仕事の方向性を
話し合って決めます。

介護
道路 バス

教育

動物
愛護

主権を持つ市民から選ばれた代表で構成する議会を中心
に行われる民主政治。

議会制民主主義

議会制
民主
主義

議員は
全市民の
代表として、
議 会 を 作 り
ます

市民の思いを
実現するため

議 会
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正副議長室
 議長や議会の毎月の活動を掲
載しています。

市議会だより（P29 に掲載）

議会日程
 提出議案※

 代表質問
 一般質問　など　
 本会議や委員会の日程や内容
がわかります。

議会改革（P32 に掲載）
 日常的に取り組んでいます。

傍聴（P23 に掲載）

 会議録の検索
（P23 に掲載）

請願と陳情
市政等に要望があるとき、市議会
に直接、文書で伝えることができ
ます。その方法がわかります。

　市議会ホームページでは、議会
の活動状況や議員の紹介（会派※

別・委員会別名簿など）、政務活
動費収支報告など、さまざまな情
報を掲載しています。また、過去
の会議録を調べたり、本会議の中
継を見ることもできます。

松阪市ホームページから市議
会のページをご覧ください。

QRコードからも市
議会のページをご
覧いただけます。

松阪市議会

市議会について、いろいろ調べたの～
初めて松阪市のホームページも見たわ。
松阪市議会の情報を知るには？　
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市議会の様子が見られます。
本会議の審議の様子を、ケーブルテレビや市ホームページから、
生中継や録画放送で見ることができます。（P19 に掲載）
また、市役所１階ロビーのモニターでも生中継しています。

調べて
みよう

スマホでも見られるんだね。
慣れたらわかりやすいね～。

新着情報　
会議の日程や結果、議会報告会

（P25に掲載）など、新しい情報
がわかります。

会派・提出議案の解説はP31
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　市議会は、市民のみなさんが明るく住みよい暮らしができ
るように、市民のみなさんから出された要望や意見を聞き、
市の仕事の内容とそれに必要なお金の使い方（予算）を決め
たり、市の決まり（条例）をつくったりするところです。市の仕
事は市議会と市長がお互いに意見を出し合い、協力して進め
ています。

市民

市長・市

《議決機関》 《執行機関》

市民の声を
聴きます

選挙をして
議員を選びます

話し合ってほしい
ことを要望します

議会の
ことを

お知らせ
します

（広報）

市民のための
仕事をします

（行政サービス）

選挙をして
市長を

選びます

賛成・反対を決めて
市長に伝えます

お金の使い方や
きまりなどを提案します

市議会

市議会って何をするところ？
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議会の
役割

市民が納めた税金や国、県などからく
るお金を、市民のためにどう使うか、
その使い道と使う金額を計画したも
のが予算です。市長が予算案をつく
り、市議会で話し合い、決定します。

予算を
決めます …

…

…

…

…

…

…

新しく市のきまり（条例）を決めたり、
すでにできている条例の内容を変え
たりします。

条例を
決めます

市の仕事が市民のために正しく行わ
れているか、検査や調査をします。

市の事務
をチェック
します

決められた予算の使い方が正しかっ
たかどうかを調べ、認めるか、認めな
いかを決定します。

決算等を
認定します

市民からの意見や要望を「意見書」とい
う文書にして、国や県などに伝えます。

意見書を
だします

副市長や教育長など、市の重要な役割
を担う人の選任について同意します。

人事等を
同意します

市民から要望などを文書にして提出
された「請願」や「陳情」について、そ
の内容を調べ、どうするか決めます。

請願や
陳情を
審議します

市民の代表として
市議会はどんなことをしているの？
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本会議 委員会

　市長が提案した市の計画や予算
などを説明し、議員の質疑※に答え
ます。また、市政全般について、議員
が質問や提案をします。（一般質問）

　議員が何人かのグループに分
かれ、市長が提案した内容につい
て専門的に調べたり、質問や話し
合ったりします。（委員会付託※）

委員会の詳細はＰ20

市長から提案された議案について、
議員が質問したり、

話し合ったりするんだね。

　松阪市議会では、定期的に開催する年4回（2月・6月・9
月・11月）の定例会と、必要に応じてそのつど開催する臨
時会があります。

議 案 請願・陳情
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本会議

　委員会での話し合いの結果を
報告し、もう一度議員全員で話し
合います。（討論※）そして、提案さ
れた案件ごとに賛成か反対かを
決めます。（議決）

　議会で決定されたことをも
とに、市長は住みよい暮らし
ができる松阪市をつくるため
の仕事を進めます。

本会議・委員会はどなたでも傍聴できます。

議会の
流れ

議会中継のご案内

123chケーブルテレビ 　一般質問など、本会議の模
様は、行政チャンネル（ケーブ
ルテレビ123ch）やインター
ネット（松阪市議会本会議中
継）生中継の他、録画でも放
送しています。
　詳しくは、松阪市議会の
ページをご覧ください。

※録画放送は、会議の日の約１週
　間後から視聴できます。

賛成!

反対!

本会議はテレビやネットで
中継がみられるんだって。

質疑、委員会付託、討論の解説はＰ31
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議会運営委員会

総務企画常任委員会

文教経済常任委員会 建設水道常任委員会

環境福祉常任委員会

広報広聴委員会

　4つの常任委員会では、本会議で付託された議案を審査するだけではなく、所管
事務の調査研究や市の仕事のチェックなど、活発な委員会活動を行っています。

市の基本計画、財政、税、防災、消
防、広報などに関係する事項を担
当しています。

農林水産・商工業、文化、スポー
ツ、教育、学校などに関係する事項
を担当しています。

議会を円滑に運営するため
の決まり事や、定例会や臨
時会の進め方などを話し合
い決定する委員会です。

市議会だよりの編集・発行や議
会報告会、市民との意見交換会
などを行い、市議会の情報発信
と市民の声を聴く委員会です。

お年寄り、障がい者、保健衛生、保育
園、子育て、交通安全、病院、ごみ、環境
などに関係する事項を担当しています。

都市計画、道路、河川、住宅、公園、
上下水道などに関係する事項を担
当しています。

委員会では、議案や課題について、
さらにくわしく調べたり
話し合ったりするんだね。

歳入歳出
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委員会

これまでにつくられた特別委員会

ごみ処理施設建設
特別委員会

議会改革
特別委員会

決算調査
特別委員会

図書館改革調査
特別委員会

地域医療と
市民病院のあり方
調査特別委員会

平成24年に新しいごみ処理
施設の建設にあたり設置。
専門的知見を生かし、技術
面やコストの節約など大き
な役割を果たしました。

平成22年、議会基本条例をつ
くるときに、全議員が委員とな
り設置しました。委員会では、
作業部会を置き、恒常的に議会
改革に取り組んでいます。

毎年9月の決算議会で、議長と議会
選出の監査委員を除く全員で構成
します。各常任委員会ごとの分科会
を設け決算の詳細を審議します。

図書館改修にPFI導入を反対
し、平成27年に設置。図書館
改革について継続的に論議を
進め、新しい図書館が平成30
年4月にオープンしました。

松阪区域地域医療構想をふま
え、将来の地域の医療提供体制
のあり方や市民病院の今後の
運営形態等を検証するために、
平成30年3月に設置しました。

必要に応じて特別委員会が
つくられるんだって。
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…お話のつづき

　夕飯の手伝いをしていると、いつもならわたしが布
ふ と ん

団にも

ぐりこもうとする時間にならないと仕事から帰って来ないお父

さんが、その日はめずらしく早く帰ってきました。目
め じ り

尻に少し

しわを作り、柔
やわ

らかな微
ほ ほ え

笑みをわたしたちに向けながら、

　「ただいま。」とお父さん。

　「お父さん、お帰りなさい！」

と、太郎とわたしが思いがけない時間にお父さんのいつも

の大きな姿を見ることになった驚
おどろ

きとうれしさに胸を躍
おど

らせ

ながら言いました。お母さんは、

　「今日は早かったのね。」

と、ピーラーでじゃがいもの皮をむく手を少し緩
ゆる

め、顔を半

分だけ後ろに振り向けました。

　「いやー今日は随
ずいぶん

分、気分のいい日でね。市が立ち上げ

たパパママ応援プロジェクトにお父さんの会社も参加できる

ことになってね。明

日からまた忙しくなる

から、今日くらいは早

く帰ろうということに

なったんだ。」

というお父さんの顔は

うれしそうでした。
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会議の
傍聴・検索

カンターン !

会議の内容は
いろいろ検索
できるのね。

　インターネットから自由に検索、閲覧することが可能です。
検索対象は平成12年以降の本会議の会議録と全員協議会、平成24年度以降
の委員会の会議録データです。ぜひ、ご覧ください。

会議録を閲覧する

今度、議会の傍聴に行きたいな…
誰でも傍聴できるんだって。

　本会議を傍聴したいときには、市役所１階正面エレベーターで
３階に上がり、案内看板に沿って、傍聴者控室（受付）へお越しく
ださい。係員が傍聴席までご案内します。
　委員会の傍聴は、２階の議会事務局で受付をお願いします。

パソコン・スマホから
検索できます。
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　休日にお父さんが作ってくれた野菜のたくさん入ったコンソ

メスープを温めていたわたしは、お父さんの話を聞きながら

　「はっ」と思いました。

これまでのわたしなら「お父さんよかったね。」と返すくらい

の何気ない言葉の中に、私の未
みじゅく

熟なアンテナが敏
びんかん

感に反

応するところがあったのです。

　「市が立ち上げたプロジェクトということは、市の税金が

使われているということでしょ。それにその使われ方が良い

のか悪いのかは、議会が決めるんだよね。」

と、ちょうど今日お母さんと話をしていて、はじめて市がどう

いう“しくみ”で動いているのかを知ったわたしは、ちょっと

得意になって言いました。

　「さっきまでホーム

ページで調べていたん

だけど、ちょうどその

プロジェクトのことも

載
の

っていたわ。」
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議会
報告会

▲平成30年4月開催の様子

議会報告会は
年2回行われているんだね。

　例年、春と秋の年２回、市内各地で議会報告会を実施し
ています。どなたでも、どの会場へもご参加いただけます。
また、市民のみなさんとの意見交換会もおこなっていますの
で、ぜひお越しください。
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　お父さんは麻
あさこん

混の涼
すず

しげな上着をハンガーに掛
か

け、

　「ほほー、よく調べたね。こんどのプロジェクトも議会で

議員の人たちが盛んに意見を出し合って手直ししながら、最

終的に『これで良し！』と決めたらしいからね。」

と教えてくれました。

　「夕飯が済んだら、もっと市や議会のことを調べてみようっ

ていうことになったのよね。」

というお母さんは、まな板の上でリズムよく刻
きざ

んでいる玉ね

ぎに目をしばたかせています。わたしが、

　「ねえ。お父さんもあとで一緒に調べてみようよ。ホーム

ページにはいろいろなことが載っていて驚いたわ。」

というと、ブロックで遊んでいた太郎は手を止めて、わたし

たちの方に顔を向けながら、

　「ボクも！」

と目をパッチリと開けて訴えかけるように快
かいかつ

活な声を上げま

した。



27

市民の声を具体的な政策に
つなげるよう市長に伝えます

市全体の政策と整合を図り
ながら計画を作り、議会に提
出します。「希望するパパマ
マの家に応援隊を派遣する」
事業案

市長からの事業案に対して意見を
出し合い、審議します。「臨機応変
に対応できる体制を作るには、民
間の力を借りた方が良いのでは
…」など。

最終的にその事業案
を認めることを決め
ます。（政策の決定）
→税金の使い道を
　決める

パパママ応援
プロジェクト

として実現！

例えば
…

子育て中の共働き夫婦を
応援してくれる制度があれば

とても助かります!

市民

議会 市長

市長 企業

議会報告会などでの意見

+

賛成!

反対!

たとえば、
パパママ応援プロジェクトの協議も
こんなふうに行われたのかな…
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　「わかった。わかった。みんなで一緒に調べてみようね。

自治会などで配られている“市議会だより”もきっと役に立

つと思うよ。そこには年に２回ほど開かれている議会報告会

の内容も書かれているはずだしね。」

というお父さんは、もう冷蔵庫から出してきた缶ビールをあ

けています。一気に飲み干したお父さんは太郎を呼び、一

緒にお箸
はし

やスプーンや取り皿をテーブルに並べています。お

父さんは太郎に話しかけました。

　「ブロックで何を作っていたんだい？」

　「動物たちの公園だよ。ゼイキンが使われているんだよ。」

　その夜、わたしは、毎週欠かさず観ているテレビのアニメ

番組のことを危
あや

うく忘れそうになるくらい夢中になりながら、

知らないことを知る楽しさをあらためて感じていました。

　すっかり暗くなった窓の外では、夏の訪れを祝うかのよう

に蛙
かえる

たちが楽しそうに喜びの歌を合唱しています。
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松阪工業高校の生徒さんに表紙のイラストを描いていただい
ています。毎号、楽しみにしてくださいね。

議会
だより

予算や決算などの概
要や、各議員による一
般質問など、どのよう
な議論を行い、どのよ
うな結論となったか、
ありのままに記載し
ています。

市議会だより「みてんか」
表紙がおもしろいね～。

　まつさか市議会だより「みてんか」は、議会での議論の中
身や、議員それぞれの賛成反対の意思、質問内容などをまと
めて年間５回発行しています。市の広報と一緒に届けていた
だきますので、ぜひご覧ください。
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ここが
議会棟です！

議場

議場見学

松阪市役所

議会ってどこにあるのかなぁ？
行ったことないなぁ～。
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条例 ※7ページ

地方公共団体が国の法律
とは別に定める自主法の
こと。議会の出席議員の
過半数で決定されます。

提出議案 ※14ページ

議会において議決すべき具
体的な提案のこと。市長が提
出する場合と議員から提出
する場合の2種類があります。

質疑 ※18ページ

議題となっている案件につ
いて疑義をただすこと。一
般質問は市政全般について
見解を求めます。

討論 ※19ページ

議決の前に、議題となってい
る案件に対して賛成か反対
かの自己の意見を表明するこ
と。自分の考えについて賛同
を得るよう理由を述べます。

会派 ※14ページ

政策を共有する3人以上の
所属議員の団体のこと。自
分たちの政策を実現してい
くために合意形成に努めま
す。

委員会付託 ※18ページ

議会に提出された案件を、本
会議を経て所管の常任委員
会等に審査を託すこと。常任
委員会への付託は議長の権
限で行われます。

用語
説明

わかりにくい言葉の解説
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議会改革の取り組みは、「松阪市議会のあるべき姿」を実現するための手
段で、議会基本条例の策定時からさらなるステージにステップアップする
ため、

①市民意見交換会の実施（広報広聴機能の充実）
②専門的知見の活用（議会力・議員力の強化）
③常任委員会の活動の充実（議員間討議の実践）
④政策立案・政策提言や条例制定の実践　
に向けて、積極的に活動していきます。

　私たちが暮らす松阪市の未来を考えていくために、市議
会で話し合われる市の課題などについて知っていただくこと
はとても大切です。
　市議会の情報を市民のみなさんにお知らせし、一緒に考
えていくこと、議会活動を活発にしていくことが求められて
います。市議会では、議会基本条例をもとに議会改革をさら
に進め、より開かれた議会を目指し、市民のみなさんの負託
に応えられる議会となるよう努力していきます。

これから
の

市議会

高校生との意見交換会さまざまな団体との
意見交換会
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―最後に―
初めてつくった市議会の案内書です。松阪市議会や市政に、
少しでも関心をもっていただけたら幸いです。

基本理念
　二元代表制の下、市民の代表として、その負託と信頼に応
え、大局的な視点から意思決定し、行動する議会を目指す

基本方針
　　開かれた議会
　　公平、公正、透明な議会運営
　　適切な行政の監視、評価
　　市民本位の政策立案、提言
　　議会力、議員力の強化
　　継続的な議会改革の推進

＊松阪市議会基本条例

二元代表制
市民が直接選挙で市長と議員を別々に選ぶ制度。市長は予算や
条例などの議案を議会に提出したり、人事を決定したりする権限
を持ち、議会は議案の議決などで市長の行政運営を監視する。
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