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 はじめに 

 

 

「地方公共団体の長」と

が定められています。この

議員をそれぞれ住民が直接

独立・対等の関係に立ち、相

任を有しています。 

住民の直接選挙により選

すが、長が独任制であるの

ります。したがって、議会

程において様々な意見を出

決定していくことが期待さ

地方分権の推進によって

議会の政策形成機能の充実

決議による議会意思の表明

も議会に与えられた権限で

会では、議員同士が大いに

これらの多様な意見を調整

る政策を形成することがで

二元代表制の一翼を担う

としての機能や執行機関を

うした機能を発揮していく

持ち寄りながら議論するこ

ことから、議会・議員とし

実践し、町民の負託にこた

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「議会の議員」については、住民が直接

ように地方自治体は、執行機関の長と議

選挙で選出する二元代表制をとっており

相互に緊張関係を保ちながら協力して自

出される長と議会は、両者とも住民を代

に対して、議会は複数の代表で構成され

は、その審議の場に多様な町民の意見を

し合い、課題や論点を明らかにしながら

れています。 

地方自治体の自主・自律がより一層求め

が重要になっており、議会は、議案の提

など政策決定における大きな権限を有し

あり、その行使には議決が必要でありま

議論することによって、地域の課題や民

しながら合意形成に至ることで、より多

きると考えます。 

存在である議会には、分権時代を迎え、

監視・評価する機能をより発揮していく

ためには、議会は広く町民の意見や要望

とにより、当該自治体の課題を明確にす

ての使命と責任を強く自覚し、主体的、

え、豊かなまちづくりのために不断の努

これを選挙すること

議事機関である議会の

、執行機関と議会は

治体運営にあたる責

表する機関でありま

れた合議制の機関であ

反映させ、審議の過

合意形成し、政策を

められることとなり、

提案・修正、意見書・

ていますが、いずれ

す。合議体である議

民意の確認がなされ、

くの町民が納得でき

団体意思の決定機関

ことが求められ、こ

を把握し、それらを

ることが必要である

機動的な議会活動を

努力を続けものであり



 
 
 
 
 
 
 
 
 
【諮問項目】 

１ 議会の監視機能の強化に関すること 

２ 調査、政策立案に関すること 

３ 議会運営のあり方に関すること 

４ 町民に開かれた議会、町民参加の議会に関すること  

５ 議員定数に関すること 

６ 議員報酬に関すること 

７ その他議会の活性化に関すること 

  ※諮問項目５～６は、別に協議を行う。 
 
 
 
 
 
№ 検  討  項  目 

１ ①町の各種審議会等の開催状況及び審議内容の情報提供 

２ ②地方自治法第９６条第２項に定める議決事件の追加 

３ ③町長における専決処分のあり方 

 
 
 
 
 
№ 検  討  項  目 

４ ①調査機関の設置 

５ ②審議会の設置 

６ ③議員の学習会・研修会の開催 

７ ④議会図書室及び議員控室の充実 

８ ⑤事務局の体制 

９ ⑥事務局職員の研修 

10 ⑦政務調査費のあり方 

 

議 会 の 活 性 化 検 討 項 目 

１ 議会の監視機能の強化に関すること 

２ 調査、政策立案に関すること 

５５項目の内容について、調査・研究・検討・協議 



 
 
 
 
 
№ 検  討  項  目 

11 ①一問一答方式の導入 

12 ②質問・答弁のあり方 

13 ③文書質問 

14 ④町長等の反問権 

15 ⑤議場への出席者・控え者（執行部）の範囲 

16 ⑥議席の決定方法 

17 ⑦正副議長選出の方法（所信表明）  

18 ⑧本会議の会議時間（休憩含む） 

19 ⑨休日･夜間の議会開催  

20 ⑩常任委員会・特別委員会のあり方  

21 ⑪常任委員会の任期  

22 ⑫常任委員会、特別委員会の機能充実  

23 ⑬常任委員会への複数加入  

24 ⑭予算・決算審査のあり方  

25 ⑮議会広報編集特別委員会の位置付け・あり方 

26 ⑯議会基本条例の制定  

27 ⑰行政報告に対する質疑の検討 

28 ⑱議会の招集告示日、議会の事前調査の充実  

29 ⑲政策等の形成過程の説明、説明資料の充実 

30 ⑳その他会議（組織）の設置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 議会運営のあり方に関すること 



 
 
 
 
 
№ 検  討  項  目 

31 ①傍聴者への質問内容の事前公開・資料配布 

32 ②議長交際費の公開 

33 ③一部事務組合議会への選出議員、各種委員会の状況報告 

34 ④議会だよりの充実（モニター含む） 

35 ⑤インターネット等を活用した情報公開（議会ネット中継、議会中継等） 

36 
⑥町議会ホームページの充実（議会の概要、委員会の審査状況、本会議･委員会

の議事録、行政視察の公表、議長行事日程、議員の会議出席状況） 

37 ⑦ホームページ、議会だよりなどへの広聴機能の導入 

38 ⑧議会における会議の公開（全員協議会、調査会等） 

39 ⑨傍聴規則の見直し・傍聴者等の写真・ビデオ撮影、録音等の許可 

40 ⑩要望書･陳情書の取り扱い及び情報提供 

41 ⑪議員による議会報告会の開催 

42 ⑫議会モニター制度について 

43 ⑬議案の賛否の公表、議会会議・研修等の出席状況の公表 

44 ⑭町民一般会議（懇談会）の設置 

45 ⑮傍聴者との懇談会 

 
 
 
 
 
 
№ 検  討  項  目 

46 ①政治倫理条例の検討 

47 ②子ども（町民）議会の検討 

48 ③議場等のバリアフリー化 

49 ④自治基本条例の検討    

50 ⑤議会活性化推進会議の検討 

51 ⑥住民投票制度の検討 

52 ⑦議員会のあり方 

53 ⑧議会の評価・議員の評価 

54 ⑨本会議後の問題点・課題等の検討 

55 ⑩会議規則、運営基準等の見直し 

４ 町民に開かれた議会 

  町民参加の議会に関すること 

７ その他議会の活性化に関すること 



 
 
 
 
 
 

ＮＯ１  

①町の各種審議会等の開催状況及び審議内容の情報提供 

 
【現状】 

条例の制定や改廃、各種計画等や執行機関の権限に関する事務について、審査ま

たは調査のため審議会等の設置【執行機関の附属機関＝地方自治法第138条の４】

されているが、開催状況や審議内容について、ホームページでの公開が平成23年度

より統一し掲載されている。 

【課題】 

審議会や所属所により資料の掲載等も含め、統一されていない部分もある。 

現在、ホームページのみであるが、公民館・支所・役場等での閲覧や審議会の傍

聴も検討が必要ではないか。 

  （後段については、自治基本条例で検討される内容でもある） 

 
ＮＯ２  

②地方自治法第９６条第２項に定める議決事件の追加 
 
【現状】 

議会の議決すべき事件に関する条例で「定住自立圏形成協定を締結し、若しくは

変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告することとする。」のみを規定してい

る。（平成24年１月13日現在） 

各種計画は、議員協議会で計画の策定後、説明されている。 

【課題】 

代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じ

く代表機関である町長の政策執行上の必要性を比較考量のうえ、議決事件として追

加していく必要性の検討。 

主な議決事件として、基本構想及び総合計画、過疎地域自立促進市町村計画、行

財政改革推進プラン、都市計画、地域防災計画、農業振興地域整備計画、森林整備

計画、地域福祉計画、住宅マスタープラン、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画、次世代育成支援行動計画などを追加している町村が多い。その他町民憲章の制

定又は改廃に関すること。姉妹・友好都市の提携なども規定している。 

議会基本条例の制定の際には、明文化する必要あり。 

議決事件の提案はあくまで議会側にある。特別なものを除いては議会提案。町か

らの提案の際の対応策を検討。（依頼→説明→提案） 

検 討 項 目 に 係 る 現 状 と 課 題 

１ 議会の監視機能の強化に関すること 



ＮＯ３  

③町長における専決処分のあり方 
 
【現状】 

専決処分事項の指定について【平成６年６月16日議決】 

１ 公営住宅及び改良住宅又は特定公共賃貸住宅の管理上必要な訴えの提起、和 

解及び調停に関すること。 

２ １件の金額が100万円以下の法律上町の権限又は義務に属する損害賠償の額

を定めること。 

３ 議会の議決を経た工事の請負契約について、当該議決に係る契約金額をその

１割を超えない範囲内で変更すること。ただし、その額が500万円を超えるも

のは除く。 

※議会の権限に属する議決事項を議会が認めたものに限り、町長がその権限内で

処理できる委任専決と呼ばれる。その範囲は「軽易な事項の範囲内」とされて

おり、議会自らが決定することとなる。しかし、一旦指定されれば報告は必要

となるが、議決は必要がなくなるため、指定に当たっては慎重を期さなければ

ならない。 

【課題】 

どこまで町に権限を任せるのか。提案にあっては、本町は過去町が提案している

状況であるが、近年、他市町村では、議会が提案している。その際の手続きの明確

化が必要。 

改選期ごとでの確認が必要では。私債権に係る専決について行政でも議論されて

いる。改正も含め互いに協議を進めていく必要があるのではないか。 

 
 
 
 
ＮＯ４  

①調査機関の設置 

 
【現状】 

調査機関は現在設置されていない。常任委員会では、参考人・公聴会制度を活用

し、調査できる制度はある。 

 
 

 

 

 

調査依頼の行使には、議会の議決が必要、報酬等は実費弁償等に基づく方法

等・・・平成24年度予算計上 

２ 調査、政策立案に関すること 

地方自治法第 100 条の２ 

普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査

のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。 



 

【課題】 

参考人・公聴会制度は、議会の審議によって意見を聴取できるにとどまり、一定

の調査研究を踏まえた意見の報告には十分ではない。 

そのことから第28次地方制度調査会答申を受け、平成18年地方自治法改正で行わ

れた議会制度の見直しの一つ。 

議会は個人だけではなく、法人に対しても調査させることができる。【地方自治

法第100条の２】 

重要な計画や条例審査等にあたり、第三者を含め、専門的知見の活用が必要とな

ってくる。 

 
ＮＯ５  

②審議会の設置 

 
【現状】 

審議会等の設置はされていない。 
法第138条の４第３項では、執行機関に附属機関を置くことができるとされてい

る。これに対し、議会については、附属機関を設置することができないとの反対解

釈が通説となっているところである。第28次地方制度調査会の答申を受け専門的知

見の活用として地方議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する

調査のために必要な専門的事項に係る調査を、学識経験を有する者等にさせること

ができるものとすることが法第100条の２として盛り込まれた。 
しかしながら、この専門的知見の活用の制度については、あくまで案件毎に専門

的事項についての調査を依頼するのみであり、主に都道府県議長会、町村議長会の

報告書で提言する附属機関的役割（審査や諮問等）を行えるものではないと考えら

れる。このためその提言の中で、一定の所掌の下に、審査、諮問等を行い、意見を

表明する機関を議会に設けることができるよう、議会への附属機関の設置を可能と

すべきとしているのではないだろうか。 
議会基本条例のなかで附属機関の設置について明記している三重県の事例が挙

げられる。注目すべきは「地方自治法は議会への附属機関設置を明記していないが、

これを当然には否定していない」との解釈を根拠にして、本件条例に附属機関を設

置できる旨の上記規定を設けているところである。地方制度調査会でも現在検討中。 
【課題】 

議会の活性化及び基本条例の制定の中でも、町民参加が必須となる。執行機関に

おいては、執行機関の考えだけではなく、町民から声を聞き、政策提案や制度改正

をしている。 
議事機関である議会においても、町民参加を図りながら、議決する側としても町

民の声を参考に議決していくことが、議会改革の流れとなってきている。 
議会として、附属機関を設置する仕組みや位置付けが必要となるのか。 



どの場で意見聴取するのかなど、設置ありきではなく、既存の常任委員会等の制

度も含めながら検討していく必要がある。 
 
ＮＯ６  

③議員の学習会・研修会の開催 

 
【現状】 

十勝町村議会議員研修会 

   北海道町村議会議員研修会 

Ｈ23年度 大学教授による議会活性化研修会 

議会広報研修会 

新任議員研修会 

個人研修については、政務調査費を導入していないため、議員個人が自費にて受

ける。各常任委員会では、４年に１度、行政視察研修を予算化し開催。 

議会全体としての取組みは実施していない。 

【課題】 

個人研修において、市町村アカデミーや全国市町村国際文化研究所で開催してい

る議員研修会への参加の可否。 

基本条例制定後も自治法の改正も含め、随時、議会の活性化にかかる識見者等に

よる学習会・研修会については、計画的に実施する必要性があるのではないか。（帯

広市議会、芽室町議会が実施） 

他町においては、議員の自己研さんは、自費ですべきという町もあるため、公費

投入の是非、研修条例の制定も踏まえた研修のあり方についても検討する必要性が

ある。（個人研修・団体研修） 

 
ＮＯ７  

④議会図書室及び議員控室の充実 

 
【現状】 

議会図書室には、蔵書３０９冊が備えられている。図書購入は、毎年３万円の予

算により購入している。 

また、平成25年度、必要な資料の調査や収集等のために議員控室にパソコン２台

を設置する予定。 

【課題】 

地方自治法では、第100条第18項で議会図書室の附置について義務付けている。

また、同条第19項で一般に利用させることができるとしている。 

議会図書室を議員のみの使用とせず、町民や町職員の利用に供することについて

検討する。（周知も含め） 

図書の充実には図書購入費の増額について検討が必要。 

 



ＮＯ８  

⑤事務局の体制 

 
【現状】 

局長、議事係長、議事係の３人体制。 

議会の運営は、法令に基づいて行うが主人公は議員であり、それを支えるのが議

会事務局である。 
 議会の活性化にあたり議員自身の責務として体質改善していくために、議会事務

局職員は議会と議員の唯一最大の補助者としての役割、使命がある。 

【課題】 

分権時代における調査対応力の充実や法務等専門的な職員の配置など、議会事務

局の体制強化が求められている。 

定員管理に基づき、町職員の減少、地方分権による職務の増加も踏まえ、人員の

確保、職員体制のあり方、人事について検討が必要。 

政策立案等においては、総務課等の法務担当者の兼務発令、あるいは、道議長会

での法務支援室の設置、議会対応にかかる書記の兼務発令等の検討。（町において

も法務担当経験者が少ない現状、事務局のみならず町職員の人材育成についても触

れていくべきではないか） 

事務局の充実として、①議会情報発信機能、②住民情報収集機能、③住民の窓口

などの強化も検討される。 

議員がすべき事項と事務局がサポートすべき事項を精査しながら、議会の活性化

を推進し、本来果たすべき議会運営をしていく必要がある。 

 
ＮＯ９  

⑥事務局職員の研修 

 
【現状】 

北海道町村議会議長会主催による事務研修会、事務局長研修会、事務局長初任者

研修等に参加している。 

また、東部４町の事務局職員の研修会や十勝町村議会事務局長会が行う研修会等

に参加している。 

平成22年度市町村アカデミー【議会事務】専門研修に参加 

【課題】 

議会及び議員の政策形成・立案能力を高めるため、議会事務局の調査・法務機能

の強化について検討する。 
人事異動ごとに市町村アカデミーや全国市町村国際文化研究所における議会事

務専門研修の受講等を検討（町職員研修との兼ね合い） 
  （予算及び研修参加体制含む） 
 
 



ＮＯ１０  

⑦政務調査費のあり方 

 
【現状】 

政務調査費は、支出していない。 
地方分権一括法の施行等により地方議会やその議員の活動がより重要となった

ことから、平成12年の地方自治法改正により制度化された。この改正に伴い、平成

13年以降、各自治体の条例により導入が進んでいる（制度が導入されていない自治

体もある）。 具体的には地方自治法第100条第14～15項に規定されている。 
【課題】 

地方分権が進展し、地方公共団体の自己決定・自己責任が拡大する中で地方議会

が担う役割はますます重要となっている。このような中で、地方議会の活性化を図

るためには、その審議能力を強化していくことが不可欠であり、地方議員の調査活

動基盤の充実を図る観点から導入されており、また、議員報酬も少ない中での議員

活動であるため、政務調査費についての調査・研究、導入の是非について検討が必

要である。 

 
 
 
 
 
ＮＯ１１  

①一問一答方式の導入 

 
【現状】 

導入していない。これまでの一括質疑方式では、質問者が取り上げた数項目の質

疑事項を一括して質疑を行い、答弁を聞き、その答弁のうちの何点かに理解できな

いものがあった場合、それらについて再質問をする。再質問に対する答弁がさらに

要領を得ず納得できない場合、３回目の質問（再々質問）をしているが、それぞれ

の案件に対する焦点が不明瞭なまま質疑を終えることがある。一問一答方式は、案

件に対する疑問点をひとつずつ取り上げ、納得いくまで質疑、答弁を繰り返す方法。

この方法による質疑は、微に入り細にわたるので、議案の審議を十分深めることが

可能となる。 
【課題】 

議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員の質疑応答について、広く

町政上の論点や争点を明確にするため、一問一答方式の導入について検討する。 
根本として、町民に分かりやすい質疑応答が求められる。 
一般質問及び一般議案等に導入するのか検討。 
時間制限、それに伴う備品、予鈴などのルールの検討。 

 

３ 議会運営のあり方に関すること 



ＮＯ１２  

②質問・答弁のあり方 

 
【現状】 

一般質問は、議場での対面方式を採用し、議員は質問終了まで、対面する質問席

で質問している。理事者側は、1回目の答弁は、演壇で行うが２回目以降は自席で

答弁している。 

質疑の回数は、会議規則第55条の規定により同一議員につき、同一の議題につい

て３回を超えることができない。 

意見や賛否等を表明、あるいは個人の特定できる内容や私的な質問等の発言が見

られる場合もある。 

   一般質問の答弁書は、質問議員及び説明員に答弁書を配布。 

【課題】 

質問及び答弁のあり方については、町民がよりわかりやすくなるような一定のル

ールを定める必要がある。一問一答方式の採用など、行政と議会ではなく、地方分

権に即した町民と議会の立場から、議会に対する町民の関心と期待を高めていこう

とする方策です。 
意見や賛否等を表明するためのものではない。 
質問・答弁は、原稿を読み上げており、工夫が必要との指摘もある。 
また、説明員に答弁書の配布がされており、町長の答弁中、一斉に原稿をめくる

など、異様な雰囲気を感じる町民もいる。「この答弁書に・・・」の発言等、確認

事項として再度話し合う必要がある。ネット中継や会議録も視野に入れた質問・答

弁のあり方を協議。 
 
ＮＯ１３  

③文書質問 

 
【現状】 

実施していない。 
【課題】 

「文書質問」・・・議員は、議会閉会中においても主体的・機動的な議員活動に

資するため、議長を経由して町長等に対し、文書により質問を行い、文書による回

答を求めることができることとする。 
制度導入について検討する。（会期中も含んでいる町村あり） 

 
ＮＯ１４  

④町長等の反問権 

 
【現状】 

与えていない。 



【課題】 

「反問権」・・・議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請さ

れた町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することがで

きる。反問されることにより、筋書きのない展開が生まれ、議員も質問事項を十分

に精査した上で政策論争に臨まなければならない。 
制度導入について検討する。（説明員を含むか） 

 
ＮＯ１５  

⑤議場への出席者・控え者（執行部）の範囲 

 
【現状】 

本会議においては通常、町長、教育委員長、農業委員会会長、代表監査委員から

委嘱を受けた職員が説明員として出席している。 
本会議、委員会などは、議長から出席要求をし、町長等が出席者を判断する。町

長等から委任、嘱託されたものも含む。 
【課題】 

議案によっては、出席者について最小限にとどめることの検討。 

運営基準54「原則としてこれらの者から委任又は嘱託を受けた課長職以上の者

（その他特に必要と認める職員を含む）とし、議長に通知のあった者とする。」と

規定しているが、課長職以上の範囲、議長に通知のあった者としているが、現在、

運用されていない状況も再度検討する必要がある。 

 
ＮＯ１６  

⑥議席の決定方法 

 

【現状】 

改選後の初議会における仮議席については、運営基準により当選期別の若い順序

に、当選同期については年齢の若い順序に臨時議長が指定することとしているが、

本議席についても慣例により同様の指定を議長が行っている。なお、議長は最終番、

副議長は最終２番としている。 
【課題】 

決定方法について、くじにより指定している町村も増加傾向にあるため、議会の

あり方として検討する必要がある。 
各常任委員会も含める。 

 
ＮＯ１７  

⑦正副議長選出の方法（所信表明） 

 
【現状】 

正副議長の選出については、本会議で、選挙により決定している。所信表明はし



ていない。 
【課題】 

町民に正副議長の選出の過程を明らかにするため、それぞれの職を志望する者に

対して所信を表明する機会を設け、議会活動の方向性を明確にし、議会の透明性を

確保することで町民にわかりやすい正副議長の選出を行うため、所信表明の導入に

ついて検討する。 
ただし、選挙においては、所信表明をしない者も候補者となる。 

（公職選挙法の準用との関連も含め調査・研究） 
 
ＮＯ１８ 

⑧本会議の会議時間（休憩含む） 

 
【現状】 

会議規則第９条により午前10時から午後５時までとしている。 

   休憩は、議長の状況判断により対応している。 

【課題】 
会議時間及び休憩の取り方について検討する。 

   開議時間については、それぞれのやり方において、工夫されている。 
休憩の取り方については、傍聴人等にわかりやすく、理由を説明した上で、休憩

をとるなど、議会の規律も含め実施している町村もあることから、検討が必要であ

る。 
 
ＮＯ１９ 

⑨休日・夜間の議会開催 

 
【現状】 

会議規則第９条第２項及び第10条第３項により、議長が必要と認めるときは会議

時間の変更並びに休会の日でも会議を開くことができるとして、日曜議会を開催し、

またナイター議会の開催を予定している。開催にあたっては、議長から町長等に休

日・夜間の議会開催について申し入れをし、了解をいただき開催している。あくま

でも町長に申し入れをして開催している。 

【課題】 
日曜議会を開催し、また、本年度、ナイター議会を開催する。 
町民にとって傍聴しやすい環境整備のため、内容や傍聴の形態など詳細に検討し

ていくことが必要である。 
また、周知方法などについても、予算計上も含めて検討が必要である。 

 
ＮＯ２０ 

⑩常任委員会・特別委員会のあり方 

 



【現状】 

町議会委員会条例第２条第１号及び第２号の規定により総務文教厚生常任委員

会と産業建設常任委員会がある。任期は４年間。また、特別委員会は同条例第４条

の規定により特定の事件を審査するため必要がある場合において議会の議決によ

り置いており、議会の運営に関する基準 114の先例１により議会広報編集特別委員

会を設置している。 

委員は、各常任委員会委員をもって充て、正副委員長は各常任委員長があたる。

任期は２年交代としている。 

【課題】 
現行の形で良いか検討する。 

   所管の構成、委員会報告の自己作成など検討が必要である。 
 
ＮＯ２１ 

⑪常任委員会の任期 

 
【現状】 

町議会委員会条例第３条第１項で任期を４年と定めている。 
常任委員会の性質から、委員会は専門的にも調査研究していくことが望まれるた

め、任期中の４年を任期とする考えが原則としてある。 
近年は、２年任期にする町村も増えている。 

【課題】 
現行の４年任期で良いか検討する。 
例えば、２年交代により総務文教厚生常任委員会委員と産業建設常任委員会委員

がそれぞれ入れ替わる。希望者のみが入れ替わるなどの検討が必要である。 
 
ＮＯ２２ 

⑫常任委員会、特別委員会の機能充実 

 
【現状】 

改選前に、議会運営に関する検討事項として協議した。 
決定事項 
１ 調査の充実 

調査は、年間計画を立て、議決事項の問題点や実績の追跡調査と予想される

事柄について、先を見た調査を行います。 
２ 審査の充実 

     詳細な審議を行うため付託事件を多くします。 
３ 研修の充実 

     他町村の取組みを研修し、本町の委員会運営に役立てます。 
４ 閉会中にも委員会活動が常にできるよう体制を整えます。 
※常任委員会・議会運営委員会の任期は、現状の４年とする。 



地方自治法第 109 条第２項 

議員は、少なくとも一の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会にお

いて選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。 

【課題】 
改選前に検討事項として協議し決定した事項であるが、進んでいない状況である。 
所管事務調査においては、説明を受け、議員間討議がないまま、報告書の作成を

委員長に一任している。説明後の審議において、委員会としての方向性や調査結果

がまとめられていないため、委員会報告が単なる説明を受けた内容の記載にとどま

り、今後は、さらに充実を図る必要がある。 
特別委員会の設置については、町民参加による条例制定に向けた取り組みも執行

機関で実施しており、今後、こうした条例提案や政策提案が増加することも予想さ

れる。その対応として、常任委員会への付託なのか特別委員会への付託などの検討

をし、委員会活動の充実を図る必要がある。 
委員会の出前講座を開催し、町民が傍聴できるような環境も取り入れるか検討が

必要。 
 
ＮＯ２３ 

⑬常任委員会への複数加入 

 
【現状】 

複数加入はしていない。 

平成19年４月１日、地方自治法の改正により議員の複数常任委員会への所属制限

が廃止となった。 

 

 

 

 

 

【課題】 
委員会機能の充実とともに、委員会として審議する上での最少人数の検討が必要

である。そうした場合、複数加入も視野に入れながら検討が必要となる。ただし、

一部の議員が複数加入も想定されることから、辞任等もあり得る。 
最終的には、委員会の複数加入も含めた委員会の人数が、議員定数を議論する上

で、重要な位置付けとなるため、定数も視野に入れた検討が必要である。 
 
ＮＯ２４ 

⑭予算・決算審査のあり方 

 

【現状】 

議会運営基準114の先例２のただし書きにより、議長が特別委員会設置によらず、

本会議において科目の細分化方式により会議規則第55条（本会議での質疑回数を３

回までとする。）の規定を適用しないで審査することを会議に諮って実施している。 

   説明資料の配布 



【課題】 
現行の審査方法について検討する。 
先例では特別委員会の設置を例とし、ただし書きで本会議方式を採用している。 
本会議方式で進んでいる現在において、運営基準の先例を変更すべきか検討する

必要がある。 
予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、説明資料の充

実の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう

努めるものとするとし、執行機関への依頼をしていくなど検討が必要である。 
 
ＮＯ２５ 

⑮議会広報編集特別委員会の位置付け・あり方 

 

【現状】 

町議会委員会条例第４条の規定により、特別委員会として設置されている。 

運営に関する基準114先例１により、議会広報編集特別委員会を設置し、議会活

動を周知するとともに、議事公開の原則の趣旨に則り「議会だより」を発行するの

を例とする。議会広報編集特別委員会の委員は、各常任委員会委員をもって充て、

議長が会議に諮って指名する。正副委員長は各常任委員会の正副委員長がその職務

にあたる。なお、任期は２年交代としている。 

【課題】 
改選前での協議もされている。常任委員会化も進んでいるが、常任委員会や特別

委員会でもない全員協議会等を規定する条（法第100条第12項）で広報委員会を設

置している町村もある。これらも踏まえた調査・研究が必要である。 

 
ＮＯ２６ 

⑯議会基本条例の制定 

 

【現状】 

なし。 
【課題】 

議会基本条例の制定に向け、平成24年12月、第４回町議会定例会で提案予定。 

   検討項目を盛り込んだ条例の制定が必要。 

【処理結果】 

   平成24年第４回（12月）定例会をめどに条例提案していく。 

 
ＮＯ２７ 

⑰行政報告に対する質疑の検討 

 

【現状】 

議会運営基準では、行政報告に対する質疑はしないこととしている。 



【課題】 
議題となるような報告があることから、行政報告に対する質疑の導入について検

討する。 
 
ＮＯ２８ 

⑱議会の招集告示日、議会の事前調査の充実 

 
【現状】 

運営に関する基準により、開会の日前10日に告示、また開会の日前３日に議案の

事前調査のため議員協議会を開催している。 

改選前に協議し決定した内容である。 

【課題】 
改選後に定例会前に開催しているが、開催の手法、議論すべき内容、進め方など

の検討が必要である。 

議員個々に議案に対する質疑等もあるが、合議体である議会として議案に対し、

監視機能や詳細な審議も必要であることから、問題点の洗い出し、論点なども議論

が必要となってくるのではないか。 

以前は、定例会は２週間前、臨時会は１週間前の告示としていたが、10日前を採

用してみて、変更すべきか議論も必要である。 

 
ＮＯ２９ 

⑲政策等の形成過程の説明、説明資料の充実 

 
【現状】 

町長等からの説明及び説明資料の提出による。 
【課題】 

町長に対し、内容をより明確にするため次に掲げる形成過程の資料を提出させる。 
①政策等の発生源、②検討した他の政策等の内容、③他の自治体の類似する政策

等との比較検討、④総合計画等における根拠又は位置付け、⑤関係ある法令及び条

例等、⑥政策等の実施にかかわる財源措置、⑦将来にわたる政策等のコスト計算な

どを議会基本条例に規定している町村が増加。本町についても検討が必要。 
具体的な例も踏まえて、どのような場合に提出させるか検討。 
説明資料については、説明が不十分なケースもあることから、依頼事項も踏まえ

て、記載するべき事項を整理する必要がある。 
ただし、説明資料については、執行機関の判断もあることから、それらも踏まえ、

議会基本条例との関係も視野に検討が必要である。 
 
ＮＯ３０ 

⑳その他会議（組織）の設置 

 



【現状】 

浦幌町議会常任委員長会規程があるが運用されていない。 
法第100条第12項（協議又は調整を行うための場）を活用して、会議規則におい

て、様々な会議を規定している町村が増加している。 
【課題】 

常任委員長会規程の廃止が必要である。 
その他、委員長会議等議論をする場として、他の会議（組織）の設置を規定して

いく必要がある。 
議会の活性化を図るための協議をする場を設けることにより、縦横の連携を聞か

るための協議の場の設置の検討。 
選挙後の初の臨時会の招集については、事務局長でかまわないが、議員協議会は

あくまで、議長である。事務局長通知にするための検討が必要である。 
 
 
 
 
ＮＯ３１ 

①傍聴者への質問内容の事前公開・資料配布 

 
【現状】 

事前公開はしていない。 

議案・説明資料は、傍聴席入口に10部備え付け。閲覧のみ。 

議会提出議案は、備え付けはしていない。 

【課題】 
公開内容の充実と迅速化を図るため、会議・委員会の議案・資料を開催日の前に

ＨＰで公開するか検討。 
議案・説明資料については、町側として公開するのか、議会に提案されたことを

もって議会側として公開するのか検討が必要。 
人事案件や個人情報の関係についても議論が必要。 
ＨＰ公開の場合、傍聴者へは閲覧ではなく、配布とするか。 

 
ＮＯ３２ 

②議長交際費の公開 

 
【現状】 

公開していない。 

町長は公開（総務課受付カウンターに備え付け） 

【課題】 
公正性や透明性の観点に加え、その支出根拠が議会の議決を要する予算であるこ

とから、広く町民等に公開する。 

４ 町民に開かれた議会、町民参加の議会に関すること 



制度導入について検討する。 
公開の方法も含めて検討。 

 
ＮＯ３３ 

③一部事務組合議会への選出議員、各種委員会の状況報告 

 
【現状】 

議会の運営に関する基準159の規定により、その経過及び結果について議長（議

員協議会）に報告している。 

【課題】 
一部事務組合、東十勝事務組合の報告は、定例会前の議員協議会で議長が報告し

ているが、その報告の手法、また、都市計画審議会・民生委員推薦会の議会選出議

員からの報告などを受ける体制づくりなどの検討。 
 
ＮＯ３４ 

④議会だよりの充実（モニター含む） 

 
【現状】 

議会だよりは、定例会ごとに年４回発行している。来年度より、町民からの意見

等聴取のため、返信用封筒様式の折り込みを年１回、４月発行の議会だよりに入れ

る。 

議会モニター制度の導入はしていない。 

編集においては、一般質問、委員会、まちの声、編集後記は議員が担当。それ以

外は割り付けも含め事務局。 

【課題】 
町民からの要望、提言その他の意見を広く聴取し、議会の運営等に反映させ、円

滑かつ民主的な運営を推進するため議会モニター制度の導入について検討する。 
議会広報は、町民への唯一の広報である。何を伝えるか、伝えたいかなど、編集

に当たっての構成を議論していく必要がある。 
議会改革の一環として、議会だよりの編集を外部委託している町村も増えている

ことから、調査研究も必要と思われる。 
近年、議会改革が進み、その一環として、町民参加が基本条例においても規定さ

れている。議会だよりモニターや編集作業に町民参加の手法を取り入れるなど検討

が必要である。 
議会だより編集方針・基準等の規定も検討。 

 
ＮＯ３５ 

⑤インターネット等を活用した情報公開（議会ネット中継、議会中継等） 

 
 



【現状】 

実施していない。 

管内では、７町導入 

【課題】 
中継に係る施設整備に、多額の予算が必要となる。 
議会単独でなく、町としてインターネット等を活用した情報公開についての議論

が必要と思われる。 
実際に導入した場合も想定し、議会運営のあり方、個人情報も含めた議案審議の

あり方、中継にかかる運営基準の規定など検討する必要がある。 
導入にあたり、導入してから運用を考えているところもあり、多額の予算を計上

しつつも、中継がどうあるべきか、町民の立場に立った議論がないまま導入してい

いのか、議会が予算計上のプロセスを崩してはいけない。 
本町としては、これらも踏まえ、どのようにするかを議論しながら財政計画や町

づくり計画への登載も含め検討していく。 
 
ＮＯ３６ 

⑥町議会ホームページの充実（議会の概要、委員会の審査状況、本会議・委員会の議

事録、行政視察の公表、議長行事日程、議員の会議出席状況） 

 
【現状】 

町のホームページに「町の組織とその仕事」の中の「議会事務局」として、議会

の概要、委員会の審査状況、本会議・委員会の議事録等のアップをしている。 

【課題】 
今後、アップする内容について検討が必要（行政視察の公表、議長行事日程、議

員の会議出席状況、議会活性化等について） 
議会の情報発信のあり方について、検討が必要である。 
会議録については、会議録検索システムを導入し、見やすい会議録の掲載が必要

である。 
会議録等については、個人情報の取り扱いを含め、議案作成、説明、審議、会議

録等の流れに沿い、検討が必要である。 
 
ＮＯ３７ 

⑦ホームページ、議会だよりなどへの広聴機能の導入 

 
【現状】 

導入していないが、来年度より、年１回、４月発行の議会だよりに返信用封筒様

式を折り込み、郵送により町民の意見を取り入れる。 

【課題】 
ホームページから直接議会へメールにより意見等の投稿ができるようにするな

どの検討が必要。 



意見等に対する回答など、運用にあたってのルール作りが必要。 
 
ＮＯ３８ 

⑧議会における会議の公開（全員協議会、調査会等） 

 
【現状】 

議会運営委員会は、制限公開としているが、他の常任委員会や特別委員会につい

ては、公開している。 

全員協議会、調査会等については、公開していない。 

【課題】 
すべての会議を公開とするか検討。 
単に公開とするだけではなく、傍聴体制のあり方なども含めて検討が必要。 

 
ＮＯ３９ 

⑨傍聴規則の見直し・傍聴者等の写真・ビデオ撮影、録音等の許可 

 

【現状】 

傍聴規則は、議員を守る観点から標準的に制定されてきた。 

傍聴する町民の立場に立った規則の改正が、議会改革で進められ、様々な町村で

改正されている。 

傍聴者等の写真・ビデオ撮影、録音等については、議長の許可により行わせてい

る。 

【課題】 
傍聴規則の条文内容について、町民の立場なども考えながら改正する必要がある。 
議場内の写真撮影を許可する。また、許可制を届出制に改めるなどについて検討

する。 
許可後の利用についても、制限等も含めながら検討する必要がある。 

 
ＮＯ４０ 

⑩要望書・陳情書の取り扱い及び情報提供 

 
【現状】 

議会の運営に関する基準133、運用方針１～６の規定により、議会運営委員会に

諮って、委員会付託、議員配布、本会議付託としている。 

町民持参のものは、原則本会議での付託案件として審査している。議会開会前の

議会運営委員会までに受理したもの以外は当該定例会で扱わないが、緊急を要する

ものは議長判断により議会運営委員会に諮り取り扱いを審議する。 

【課題】 
本会議に提案し、委員会付託とする方法の検討と決定過程が町民に分かるように

ホームページに掲載して情報提供することなどの検討が必要。 



要望書・意見書等は、町民の政策提言という位置付けをしながら取り扱いしてい

る町村が増加にある。取り扱い方法や参考人招致も含めて、検討する必要がある。 
意見書の取り扱いにおいて、内容の変更、文言修正等の取り扱い、本会議での提

案方法、朗読方法なども含めて検討が必要である。 
 
ＮＯ４１ 

⑪議員による議会報告会の開催 

 
【現状】 

平成22年５月、町民と議会との対話集会を実施し、町政への要望や議会活動につ

いて、意見交換した。 

平成24年２月、議会報告会を昼・夜２回開催し、議会活性化の取り組みについて

報告する予定。 

【課題】 
市街地区１か所で１日のみの開催であるが、開催日数や回数及び開催場所などに

ついて検討が必要。 
予算や周知方法、議会報告会実施要綱の制定も含め検討が必要。 

 
ＮＯ４２ 

⑫議会モニター制度について 

 
【現状】 

制度なし 

【課題】 
町民からの要望、提言その他の意見を広く聴取し、議会の運営等に反映させ、円

滑かつ民主的な運営を推進するため議会モニター制度の導入について検討する。 
 
ＮＯ４３ 

⑬議案の賛否の公表、議会会議・研修等の出席状況の公表 

 
【現状】 

現在、議会だよりに議案に対する議員個々の賛否の意思表示について掲載し、町

民に議決に至る結果を公表している。 

議会会議及び議員研修等の出席状況については、公表していない。 

【課題】 
現在、議会だよりに掲載しているが、あくまで試行であり、根拠がない。議会基

本条例に規定することも含めて検討が必要。 
議員の活動状況が町民に見えるように、１年ごとに、議員の議会会議及び議員研

修等の出席状況について公表することも検討する。 



反対に対する対応（討論）や採決方法は異にしていることも確認しながら検討す

ることが必要。 
 
ＮＯ４４ 

⑭町民一般会議（懇談会）の設置 

 
【現状】 

設置していない。 

【課題】 
活動が制限されている常任委員会や特別委員会だけでは対処することができな

い諸課題に対し、議員と町民（団体等）が自由に意見交換することができる町民一

般会議（懇談会）の設置について検討する。 
栗山町においては、執行機関との一般会議も開催しているが、事前審査や議員協

議会のあり方も含めながら、町民と執行機関の区分けもしながら検討が必要。 
 
ＮＯ４５ 

⑮傍聴者との懇談会 

 
【現状】 

実施していない。 

【課題】 
例えば、音更町議会が行っている「議場でひとこと」のように、本会議終了後、

議事堂を開放して、傍聴者は議員席に座っていただき、議員は説明員席に座り、傍

聴者と議員との意見交換を行うことで議会を身近に感じてもらうとともに直接意

見等を聞いて、議会の活性化につなげていく。 
日曜議会、ナイター議会終了後、会議の内容の感想、質疑等のやり取りなどの情

報交換や懇談を図るなどの検討。 
 
 
 
 
ＮＯ４６ 

①政治倫理条例の検討 

 
【現状】 

条例なし 

【課題】 
町民の代表者である議員のモラル向上のため、議員の政治倫理について定めるこ

とにより、議員が政治倫理の高揚に努め、町民に信頼される議会づくりを進め、も

って町政の健全な発展に寄与することを目的に条例制定の是非について検討する。 

７ その他議会の活性化に関すること 



ＮＯ４７ 

②子ども（町民）議会の検討 

 

【現状】 

実施していない。 

【課題】 
議会を身近に感じていただくため、町民による模擬議会や子ども議会を開催し、

議事堂の積極的な開放について検討する。 
高齢者大学や女性団体などとも協議していくことも必要と考える。 

 
ＮＯ４８ 

③議場等のバリアフリー化 

 
【現状】 

バリアフリー化はされていない。 

【課題】 
歩行に支障のある方や車いすで来られた傍聴者のため、議場のバリアフリー化に

ついて検討する。 
傍聴者席数の増加も検討。 
議会中継も視野に入れると書記席の移動も伴うことから、説明員席も含め検討。 

 
ＮＯ４９ 

④自治基本条例の検討 

 
【現状】 

なし。 
【課題】 

自治の基本原則、町民の権利、町民や議会、町長、町職員等の役割や責務、行政

運営の基本原則、参加や協働のための原則等を定めた自治体の「最高規範」として

の自治基本条例制定について、議会側としては、議会基本条例の制定に向けた検討

を進めるにあたり、並行した形で検討されることが望ましい。 
議決事件において、自治法第２条第４項の基本構想が義務付けの廃止となり、そ

のことも踏まえ、自治基本条例での規定も検討。 
 
ＮＯ５０ 

⑤議会活性化推進会議の検討 

 
【現状】 

設置していない。 
 



【課題】 
議員の中の数名により期間を定めて議会の活性化を進める検討組織。例えば、議

長の臨時的な諮問機関として設置しているところもある。 
議会基本条例制定後も随時、活性化について議論が必要なことから、こうした組

織を立ち上げるのか、議会運営委員会を中心に議論していくべきか検討する必要が

ある。 
 
ＮＯ５１ 

⑥住民投票制度の検討 

 
【現状】 

制度なし。 

【課題】 
町民参加を進めるためには、情報公開、議論のプロセス重視、合意形成などの努

力と工夫を尽くす必要がある。町民参加の方法・手段のひとつである「住民投票」

制度の導入について検討する。  
なお、多数の町民の意思で物事を決定ないし意思表明するという点では、制度設

計には、それだけの慎重さと濫用への注意が必要。 
あくまで、補完するものであり、住民投票の結果がすべてではない。 
現在、地方制度改革の中でも議論されている事項。 

 
ＮＯ５２ 

⑦議員会のあり方 

 
【現状】 

会員相互の親睦と融和を図るとともに、議員の研修及び町行政の調査研究を行い、

町政の円滑なる運営発展に寄与することを目的としている。 
【課題】 

議員会が主催する研修会や勉強会の開催について検討する。 

また、議員会の会計処理を事務局職員が担当していることについて、検討が必要

と思われる。 

 
ＮＯ５３ 

⑧議会の評価・議員の評価 

 
【現状】 

行っていない。 
【課題】 

議会は、議会の活性化に終焉
しゅうえん

のないことを常に認識し、議会評価を、また、議員

は、複数の町民の代表者を擁する議会の一員をなしていることから、多様な議員活



動の評価を自己評価として、１年ごとに町民に公表する。制度導入について検討す

る。 

 
ＮＯ５４ 

⑨本会議後の問題点・課題等の検討 

 
【現状】 

行っていない。 
【課題】 

本会議における議員の発言や質疑等に関し、適正を欠いた部分がなかったか、ま

た、課題等について検証する機会を設ける。 

導入について検討する。 

 
ＮＯ５５ 

⑩会議規則、運営基準の見直し 

 
【現状】 

 
【課題】 

継続審議となっている件について、再協議が必要。 

    ・地方自治法第180条の委任専決の指定内容検討 → 検討する。（ＮＯ３） 

    ・議員報酬 → 議員定数と併せて別に検討する。 

    ・通年議会の検討 → 検討する。 

今回の検討項目の審議後、議会関係の規則等について、整合性を図るため、改正

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

浦幌町議会の活性化の視点 

 

平成12年４月１日に地方分権一括法が施行され、これまでは、議会の審議の対象と

ならなかった行政事務の40％以上を占める機関委任事務制度が廃止され、地方議会の

果たす役割は大きく広がり、その責任はさらに増すことになった。 

また、今後の地方自治体は、厳しい財政状況下において自主・自律の道を歩んで行く

中で、町民が地方公共団体の長及び議会の議員を直接選挙するという『二元代表制』の

下、町民の意思を代弁する合議制機関として、独任制機関として異なる特性を持つ町長

と緊張ある関係を保ち、独立・対等の立場において、自らの創意工夫によって町民との

協調、議会の公正性・透明性を確保することが求められており、町民に開かれた議会、

町民参加を推進する議会を目指し、議会に与えられた大きな権限と役割を最大限に発揮

することが必要である。 

この状況を踏まえ、議会がいかに町民に理解・支持される活動を展開したらよいか、

また、いかに信頼を勝ち得るかをテーマに、議会と町民が今日的な町政における課題や

それに対応する政策の形成・決定の過程の情報を公開・共有し、議員は、町民に対し説

明責任を果たすことに着目し、単に新しい議会改革の取組みを導入するのではなく、質

疑や質問、議員間討議、委員会・所管事務調査のあり方、定数、報酬など、議会制度や

法令の原点・趣旨を今一度学び、「議会本来の機能や役割」に視点を置き検討を行う。 

 

 

 

 


