
平成２７年度

評価の分類：〇＝「概ね一定の水準にある」△＝「一部水準に達していない」▲＝「取り組みが必要」

内　　　容 実　　績 26年度評価 議会の評価 評価の具体的内容 課題及び改善策

第１項
町民に信頼される開かれた議会、町民
参加を推進する議会をめざして活動す
る。

議会モニター会議の開催、定例会・委員会等の
傍聴、議会活性化講演会、議会報告会、一般会
議の開催、議案の公開、委員会会議録公開・案
内、日曜議会・ナイター議会の開催、ぷち通信
の発行、チラシ折込、ホームページ・議会だより
の充実、議会のしおり作成、議会のパンフ(議会
情報)作成、議会の活性化取り組みチラシ、会議
ポスターの掲示、各事業でのアンケート調査の
実施、議会町民アンケート調査の実施。

○ ○

　平成26年度評価をもとに、開かれた議会・町民参加の議会を目指し
て進めている。
　開かれた議会を目指すには、情報公開や情報提供が必要で、議会
活動を町民に理解してもらうことが重要である。議会町民アンケート
調査結果からはまだまだ議会活動の認知度が低く、基本条例で規定
する各種施策を進める中で、情報発信や内容充実が必要である。町
民参加の推進については、議会モニター制度、日曜議会、ナイター議
会の開催に伴い推進されているものの、傍聴者や講演会・議会報告
会の参加者が少ないことから、議員が直接案内するなど、さらに周知
活動に力を入れていく必要がある。
　個々の施策の充実は必要であるが、開かれた議会、町民参加を推
進する議会をめざして活動するという点では、概ね一定の水準にあ
る。

■課題
　町民との対話機会の増加。議会活動及び活性化認知度の上昇。活
性化施策の内容充実と参加者の増加。情報提供。町民意見の反映。
■改善策
　新規「まちなかカフェDE議会」の定期的な開催と「まちなかおじゃま
DE議会」の新規開催。
　活性化施策の内容充実と参加者の増加を図り、議会活動の情報提
供により活性化認知度を高める。
　各種案内において、議会町民アンケート調査結果の対応策のとお
り、議員個々の取り組みとして直接町民と対話し啓蒙していく。
　議会だより、ぷち通信、議会のしおり、議会のパンフ、議会活性化の
取り組みチラシ、会議ポスター、ホームページの充実を図る。
　町民との対話を踏まえた町民意見の反映。

第２項
政策立案、政策提言機能の充実強化を
図る。

一般質問、質疑、所管事務調査の充実。また、
議会モニター会議、一般会議（懇談会）、議会報
告会、まちなかカフェＤＥ議会等の開催、議会町
民アンケート調査の実施。

△ △

　政策立案に至っていない。政策提言においては、一般質問や所管
事務調査で見られるが、まだまだ検討する必要がある。
　議会モニター制度、一般会議、議会報告会、まちなかカフェDE議会
などを通じて、町民の意見を反映した政策立案、政策提案へつなげる
必要があることから一部水準に達していない。

■課題
　議会全体としての政策提案・提言。町の現状把握、町民意見の把握
と現状分析。
■改善策
　活性化施策の充実を図り、町民との意見交換を踏まえた課題等の
抽出。
　質問・質疑・所管事務調査・独自研修などを通じ、問題解決や町の
発展へ寄与していくかを精査しながら取り組んで行く必要がある。
　議会運営委員会で「政策立案・政策提言」について、PTの設置も含
め継続して調査・研究していく。

第３項

町民に対し積極的に情報の発信をする
とともに、議会町民意見箱などによって
町民の多様な意見を的確に把握し、そ
れらの意見を町政に反映させるための
議会運営に努める。

議会だよりの発行、ホームページの充実、議会
町民意見箱の設置、まちなかカフェＤＥ議会の
実施、議会町民アンケート調査の実施。

○ ○

　平成26年度評価をもとに、議会だより、ホームページなどの充実は
してきているが、議会町民アンケート調査結果にもあるように、さらに
見てもらえる、理解してもらえるような情報発信にしていくことが必要
である。
　議会町民意見箱やアンケート調査の実施など、議会運営の体制は
整備されたことから、概ね一定の水準にある。ただし、多様な意見を
把握し、町政に反映するため、次のステップへつなげる必要がある。

■課題
　読みやすく、わかりやすい情報発信。多様な意見の把握。意見反
映。
■改善策
　情報発信の方法について、随時、点検しながら、継続して調査・研
究していく。
　さらに読みやすく、わかりやすい議会だより、ぷち通信、ホームペー
ジなどの充実。
　各行事のアンケート調査結果、議会町民意見箱、まちなかカフェDE
議会などで多様な意見を把握し、意見の反映をしていく。
　議会だよりは、編集内容の刷新を検討。

第４項
傍聴者に議案の審議に用いる資料を提
供するなど、町民の理解及び参加の意
欲を高める議会運営に努める。

定例会・臨時会は議案の閲覧及び配布。委員
会は議案及び資料配布。ホームページにも掲
載。【ホームページ掲載は審議前に改善】

○ ○

　過去の評価・改善策において、ホームページに議案、一般質問通告
書などの掲載を開始した。
　26年度評価で検討事項であった議案の事前公開を実施した。傍聴
者に対して、定例会・臨時会・常任委員会ではすべて議案の閲覧及
び配布を可能としていることから、概ね一定の水準にある。
　今後も、他の議会の動向も注視しながら充実した資料提供は継続し
ていく。

■課題
　わかりやすい資料提供の検討
■改善策
　充実した資料提供はできているため、今後も議会モニターなどの意
見も伺いながら改善点がある場合は協議・検討していく。

第５項
他の自治体議会との交流及び連携を行
う。

視察（広尾町、上士幌町）
受入（３町） ○ ○

　視察及び視察の受入れにより他の自治体議会との交流はできた。
　今後は、交流にとどまらず議会の活性化なども含めた連携について
検討が必要。

■課題
　具体的に目的を設定した交流及び連携
■改善策
　議会改革、議会運営、所管事務調査などにおいて、他の議会との
交流や連携について検討する。

第６項
議会の条例等及び議会内での申合せ事
項等を継続的に見直す。

随時点検
議会運営基準の一部改正
行政視察に関する基準の制定
質疑・質問にあたっての留意点作成

○ ○

　関係例規については法律等の改正に伴う一部改正と議会運営向上
のための行政視察に関する基準及び質疑・質問にあたっての留意点
の作成を行った。
　現状維持にとどまらず、見直すべきものは改正しているため、概ね
一定の水準に達している。
　常に改正すべきものではないが、随時点検しながら見直すものであ
る。

　必ず見直しをしなければならないものではない。
　議会運営上、必要に応じ見直しをするものであるから、常に法律等
の改正を踏まえることと、毎年、評価作業を行うことは必要であるか
ら、その中で確実に点検をしていく。
　現在、第２次議会の活性化で検討項目を審議しているため、必要に
応じて点検していく。

議会基本条例の目的達成に係る評価

議会基本条例

議会の活動
原則

第５条
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平成２７年度

評価の分類：〇＝「概ね一定の水準にある」△＝「一部水準に達していない」▲＝「取り組みが必要」

内　　　容 実　　績 26年度評価 議会の評価 評価の具体的内容 課題及び改善策

議会基本条例の目的達成に係る評価

議会基本条例

第１項
議員相互の自由な討議の推進を重んじ
なければならない。

委員会で少しずつ取り組んでいる。 － －
　第６条は、議員個人の活動原則を謳っているため、全体としての評
価はしないものとする。
　ただし、議員は、基本条例の趣旨に基づき継続的に取り組むことと
する。

　再度、自由討議がどのようなものか、どのように活用すべきかを検
証していく必要がある。多くの議会で取り入れているが、なかなか活
用されていない部分もあるため、先進的に取り組んでいる市町村など
を参考にしていく必要がある。

第２項

町政の課題について、分野別・地域別
等の町民の意見を的確に把握し、自己
の能力を高める不断の研さんに努め、
町民に選ばれた者としてふさわしい活動
をしなければならない。

議員個々の活動として、報告会などを開催。定
例会や委員会前には、事前資料等も含め研さ
ん。

－ －
　第６条は、議員個人の活動原則を謳っているため、全体としての評
価はしないものとする。
　ただし、議員は、基本条例の趣旨に基づき継続的に取り組むことと
する。

　議会全体の活動として議会報告会などでの意見を一般質問や所管
事務調査につなげていくような活動はある。
　議員個々の活動については、議会町民アンケート調査結果の対応
策で協議したように、議員個々の活動の充実を図る。
　定例会前の議員協議会で研鑚した内容を出し合ったり、委員会の
所管事務調査前に研鑚し、どのような調査をしていくかなど、協議の
充実を図る必要がある。

第３項
町政を総合的な見地から捉えた活動を
しなければならない。

一般質問、質疑、所管事務調査などで実施。 － －
　第６条は、議員個人の活動原則を謳っているため、全体としての評
価はしないものとする。
　ただし、議員は、基本条例の趣旨に基づき継続的に取り組むことと
する。

　議会町民アンケート調査結果を参考に議員個々の活動においてこ
の条文をもとに活動していくことが求められる。

議員の政治
倫理

第７条
自己の地位に基づく影響力を不正に行
使して、町民の疑惑を招いてはならな
い。

各議員がその行動について配慮する － －
　第７条は、議員個人の政治倫理を謳っているため、全体としての評
価はしないものとする。
　ただし、議員は、基本条例の趣旨に基づき継続的に取り組むことと
する。

　事例があった場合には、当然、懲罰の対象となりうることから、その
際には、議会の手続きにより進めることとなる。
　政治倫理条例などを制定し取り組んでいる議会もあるので、条例の
制定有無は別として、引き続き政治倫理については、情報収集や研
鑚に努めることとする。
　第２次議会の活性化検討項目で協議する事項でもあるため、協議
を進めていく。

第１項
情報公開を徹底して町民と共有するとと
もに、町民に対する説明責任を十分に
果たすよう努める。

広報の充実、ホームページの充実、定例会・臨
時会議案の閲覧及び配布、ぷち通信の発行、チ
ラシ折込、議会のしおり作成、議会のパンフ(議
会情報)作成、議会の活性化取り組みチラシ、会
議ポスターの掲示、講演会の開催、議会報告会
の開催、一般会議の開催。

△ ○
　平成26年度評価をもとに改善してきている。
  さらに広報活動や議会報告会、一般会議、議会モニター会議の充
実を図っていく必要があるが、概ね一定の水準に達していると判断す
る。

■課題
　情報の共有及び説明責任
■改善策
　議会町民アンケート調査結果から、情報の共有や説明責任とまで
はいっていないため、現状に満足することなく、活性化の施策を実行
する上で、議会報告会、一般会議、まちなかカフェDE議会などの内容
充実と意見交換しながら検討していく。

第２項

本会議、常任委員会及び特別委員会の
会議を原則公開するとともに、町民が議
会の活動に関心を持ち、いつでも参加で
きるよう運営する。

公開を制限しての会議はなし。公共施設へのポ
スター掲示、ホームページでの開催案内、メー
ルマガジンでの案内、議会モニターへの案内、
議会パンフ(議会情報)の作成などを実施。

○ ○
　平成25年度評価以降、公共施設へのポスター掲示場所の追加、ポ
スターデザインの刷新、議会情報の提供など改善を図ってきた。
　更に充実が必要であるが、概ね一定の水準に達している。

■課題
　周知方法については、充実してきているが、実際に傍聴してもらえ
るような議会運営や議会としての取り組みが必要である。
■改善策
　活性化の施策を実行する上で情報提供し、傍聴を呼びかけていく。

第３項

参考人制度・公聴会制度を十分に活用
して、町民や学識経験者等の専門的・政
策的識見等を議会の討議に反映させ
る。

－ －
　実績はなかった。提案される議案に対して、随時、議会運営委員会
において検討し、参考人制度や公聴会制度の活用が必要な場合に
は対応することとしており、実績がないからといって、「取り組みが必
要」と評価するものではないことから、評価はしないものとする。

提案される議案に対し、随時、判断していく。

第４項
請願・陳情を町民による政策提案と位置
付けるとともに、提案者の意見を聴く機
会を設ける。

提出時に聞き取りを行う。ホームページで、請
願・陳情の提出方法を掲載。 － －

　意見書の提出に係る要請はあったが、請願、陳情に関しては実績
がなかった。
　実績がないからといって、「取り組みが必要」と評価するものではな
いことから、評価はしないものとする。

提出があった際には、対応していく。

第５項

町民、町民団体、ＮＰＯ等との意見交換
の場を多様に設けることによって、議会
及び議員の政策能力を強化し、町民と
議会の協働による政策提案の拡大を図
る。

議会モニター会議、議会報告会、一般会議(各
種団体との意見交換)、まちなかカフェＤＥ議会
を実施。

△ △

　議会モニター会議、議会活性化講演会、議会報告会、一般会議な
どでの意見交換を実施。
　平成25年度議会の評価以降、２団体と一般会議で意見交換を実施
した。
　質疑や質問につなげることはあったが、協働による政策提案までに
は至っていないことから一部水準に達していない。

■課題
　協働による政策提案にいたっていない。他団体との一般会議の実
施。多様な意見交換の場。内容充実。
■改善策
　議会からも積極的に意見交換の場を呼びかけが必要である。
　計画を立てながら、各団体と開催し内容充実を図る。
　まちなかカフェDE議会、まちなかおじゃまDE議会等の開催。

町民参加及
び町民との
連携

第８条

議員の活動
原則

第６条
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平成２７年度

評価の分類：〇＝「概ね一定の水準にある」△＝「一部水準に達していない」▲＝「取り組みが必要」

内　　　容 実　　績 26年度評価 議会の評価 評価の具体的内容 課題及び改善策

議会基本条例の目的達成に係る評価

議会基本条例

第６項

各議員の採決態度及び会議等の出席
状況を議会広報で公表する等、議員の
活動を的確に評価ができる情報を提供
する。

平成25年７月25日発行の議会だより160号から
完全実施。 ○ ○

　採決態度の公表は従前から実施していたが、議会基本条例施行後
として、議会だより160号からは、採決態度及び出席状況の公表を完
全実施したことから、概ね一定の水準にある。

■課題
　現在の公表方法がいいか随時点検。
■改善策
　議会だよりの掲載では、各１ページを要する。掲載方法について
は、随時、他市町村の方法も参考にしながら情報収集を図る。

第７項
平日の夜間、日曜日などに会議を開催
するよう努める。

12月に日曜議会、3月にナイター議会を開催。 ○ ○ 　日曜議会、夜間議会を実施したことから、概ね一定の水準にある。
　内容については随時反省をしながら進めている。

■課題
　ナイター議会の傍聴者が少ない。時期や時間帯の点検。周知方法
及び内容充実の確認。
■改善策
　基本条例施行３年でもあることから、全体的な基本条例見直しの中
で検討していく。

第８項

全議員の取組のもと、町民に対し説明
責任を果たす議会報告会を年１回以上
開催し、広く町民の意見を聴取して議会
活動に反映させる。

２月に４会場全議員（３班編成）で実施。 ○ ○
　２月に４会場で実施できたことから、概ね一定の水準にある。
　ワールドカフェの採用により、よりよい雰囲気の中で意見交換がで
きた。内容充実を図られた。

■課題
　参加者を増やすための工夫をしていくことが望まれる。各地での開
催を継続し、随時、内容等の検討。
■改善策
　報告会の反省をもとに参加者増と内容充実などの協議・検討を重
ねる。

第１項

それぞれの特性を活かし、相互の緊張
関係を保ちながら、政策をめぐる論点・
争点を明確にする議論を深め、よりよい
意思決定を導くように努める。

一般質問、質疑・答弁。 △ △
　改選後、質疑・質問に関する留意点を作成し、議会関係例規等を含
め研鑚した。
　さらに論点・争点を明確にする議論を深めることは必要であることか
ら、一部水準に達していない。

■課題
　定例会前の議員協議会での勉強会の充実を図り、議案の本質から
議会全体としての論点・争点を明確にしていく。そこからどのように意
思決定へ導き出すのかなどの議論の必要性。
■改善策
　引き続き一般質問、質疑、所管事務調査がどうあるべきか、どのよ
うな角度から監視機能や評価機能を発揮させるかを検討していく必
要がある。
　議員協議会(勉強会・反省会)内容の充実・強化。
　質疑・質問事項のその後の状況把握と年間(予算・決算)を通じた議
論への展開。

第２項

一般質問において一問一答方式を実施
することによって、論点・争点を明確に
し、町民に分かりやすい質問となるよう
努める。

平成25年６月から実施。 ○ ○
　一問一答を実施していることでは、概ね一定の水準にある。
　ただし、論点・争点を明確にし分りやすい質問という点では、随時点
検が必要である。

■課題
　一問になっていないこともある。論点・争点を明確にし、分かりやす
い質問をすることが求められる。
■改善策
　質疑・質問にあたっての留意点の周知徹底。
　質問の組み立て、最終結論への道筋など、質を高めていくことが必
要である。
　個々のレベルアップが必要で議会全体の意識として改善していく。
　定例会の反省事項を確認し、次につなげていく。

第３項
議長又は委員長の許可を得て反問する
ことができる。

平成２７年第４回定例会議案第８６号で初の反
問権行使。 － －

　平成27年第４回定例会で初の反問があった。
　町長等に対して付与したものであることから、実績の有無にかかわ
らず評価はしないものとする。

　常に反問があっても対応できる質疑、質問内容であることを踏ま
え、事前の下調べなども含め研鑚を続けることが必要である。

町長による
政策等の形
成過程の説
明

第１０条
政策等の決定過程を説明するよう努め
る。

執行機関協議を経て、条例に基づく説明資料に
改正。 △ △ 　平成25年度評価をもとに、執行機関協議を重ね、条例に基づく説明

資料を提出されることとなった。(平成25年度評価以降も継続)
今後も継続して内容の精査をしていく。

予算及び決
算における
政策説明資
料の作成

第１１条
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。

執行機関協議を経て、条例に基づく説明資料に
改正。 △ △ 　平成25年度評価をもとに、執行機関協議を重ね、条例に基づく説明

資料を提出されることとなった。(平成25年度評価以降も継続)
今後も継続して内容の精査をしていく。

町長等と議
会及び議員
の関係

第９条
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議会基本条例の目的達成に係る評価

議会基本条例

議決事件の
拡大

第１２条 議決事件の拡大
第２回（６月）、第４回（12月）定例会、第４回臨時
会において、第１２条第１号、２号、４号により定
めた議案が提案がされ議決した。

－ －
　議決事件の追加により、第２回（６月）定例会において、第１２条第４
号により定めた議案が提案がされたことは、評価できる。この条文を
もっての評価はしないものとする。

■課題
　議決事件としなかった各種計画の説明について、年度当初の執行
機関協議で計画説明時期を確認しているが、計画策定が遅れている
ものもある。
■改善策
　議決事件の追加については、継続的に追加するものがないか随時
点検が必要である。
　各種計画説明については、まちの重要な計画であることから、町及
び議会で改正時期などを確認して進めている経過を踏まえると、再
度、執行機関協議においても確認していく。

自由討議に
よる合意形
成

第１３条
第１項～
第３項

議員相互間の討議を中心に運営
第６条第１項と同様
委員会で少しずつ取り組んでいる。 △ △

　委員会報告にあたって、マニュアルを作成し、議事進行の中で正式
に自由討議としての運営をしたが、継続的に制度運用が必要である
ため一部水準に達していない。

■課題
　自由討議の検証にいたっていない。
■改善策
　委員会の進めかたとしてマニュアルにより運用は図っているが、な
かなか活用されていない部分もあるため、先進的に取り組んでいる
市町村などを参考にしていく必要がある。

第１項

議案等の審査及びその所管に属する事
務調査の充実を図り、それぞれの設置
目的に応じた役割を果たすよう活動を行
う。

議案等の審査では、まちづくり計画の一部変更
について、特別委員会を設置し付託して審査し
た。所管事務調査は年間計画策定実施。視察
の際には、事前・事後研修を行いながら調査の
充実を図った。

△ ○

　まちづくり計画の変更では特別委員会を設置し審査。他の議案では
付託はしていない。審査にあたっては、委員会協議会を活用し、事前
の協議・調整を重ねるなど、対応した。
　所管事務調査は、年間計画を策定し実施した。
　今後、常に議案審査も踏まえ、対応できるよう委員会運営について
充実を図る必要があるが、概ね一定の水準に達している。

■課題
　委員会付託案件にすべき内容かどうか随時提出議案に対して確認
が今後も継続して必要となる。所管事務調査の内容とその効果も精
査し、調査前や聞き取り後の委員会の運営も充実させる必要がある。
委員会のあり方について、随時、継続して検討することが必要であ
る。
■改善策
　随時、付託案件にすべき内容か確認していく。
　所管事務調査の内容、回数等も精査し、充実した調査内容となるよ
う検討する。
　委員会のあり方等については、委員会協議会を活用しながら協議
検討していく。

第２項

自由討議による合意形成に努め、委員
会で議論を尽くす中で報告書を作成し、
報告に当たっては、論点・争点等を明確
にして、質疑に対する答弁を行う。

所管事務調査の委員会報告のまとめの際に取
り組んだ。視察の際には、事前・事後研修の中
で自由討議を活用しながら委員会の充実を図っ
た。

△ △
　委員会報告にあたって、マニュアルを作成し、議事進行の中で正式
に自由討議としての運営をしたが、継続的に制度運用が必要である
ため一部水準に達していない。

■課題
　自由討議の検証にいたっていない。充実した自由討議による合意
形成。
■改善策
　委員会の進めかたとしてマニュアルにより運用は図っているが、な
かなか活用されていない部分もあるため、先進的に取り組んでいる
市町村などを参考にしていく必要がある。
　委員会の進めかたとしてマニュアルを活用した委員会運営。

開かれた活
動的な議会
の推進

第１５条
全ての議会の会議等の連携により機動
力を高め、開かれた活動的な議会を推
進する。

総務・産建・議運・議員協議会の連携 △ △
　常任委員会、議会運営委員会、議員協議会、委員会協議会などの
連携はできている。さらに充実させていくことを踏まえると、一部水準
に達していない。

■課題
　各種会議との連携後のガバナンスの強化。機動力強化。内容充
実。
■改善策
　議会運営委員会を中心に、随時、協議する場を設けるなど、引き続
き協議・検討していくことが必要。
　委員長会議等の開催により機動力・連携・内容充実を諮る。

一般会議の
設置

第１６条
議員及び町民が自由に情報及び意見を
交換する一般会議を設置する。

２回の一般会議を実施。
　・浦幌町商工会役員
　・浦幌町農業協同組合役職員

△ △ 　２回の一般会議を実施した。内容等の充実が必要であるため、一部
水準に達していない。

■課題
　議論する内容の精査と公開方法の検討。他団体との一般会議の実
施。多様な意見交換の場。内容充実。
■改善策
　議会からも積極的に意見交換の場を呼びかけが必要である。
　計画を立てながら、各団体と開催し内容充実を図る。
　まちなかカフェDE議会、まちなかおじゃまDE議会等の開催。
　一般会議のあり方を精査していく必要がある。

委員会の活
動

第１４条
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議会基本条例の目的達成に係る評価

議会基本条例

議会モニ
ターの設置

第１７条
開かれた議会及び民主的な議会運営等
を推進するため、議会モニターを設置す
る。

平成２７年４月に委嘱（第２期）し、今年度３回の
議会モニター会議を開催した。 ○ ○

　議会モニターの方は、積極的に傍聴され、会期中全日程傍聴される
こともある。初のグループ討議で意見交換もできたため、概ね一定の
水準に達している。

■課題
　改選時に増員を図ることとしていたが6名にとどまった。
　幅広い年代からのなり手が必要。
■改善策
　グループ討議(ワールド・カフェ)の充実による意見交換。
　改選時に幅広い年代も含め増員を図る。

適正な議会
費の確立

第１８条
町長と協議し、適正かつ継続的な議会
費の確立をめざす。

議会運営委員会、各常任委員会、広報編集特
別委員会、議員協議会で議会費予算を議論。 △ ○

　議会費については、常任委員会、議会運営委員会、広報委員会で
協議し、特別な部分については、議会運営委員会を中心にしながら、
理事者とも協議している。
　執行機関協議において継続協議中の道外視察研修は、行政視察
に関する基準を制定し、今後、任期ごとに視察を実施することで決定
した。
　さらに精査していく必要性もあるが、概ね一定の水準に達している。

■課題
　常に町予算全体から見た議会費の割合なども考慮し、議会としても
協議・検討が必要。
　全国議長会で議決した議会費の予算提案権の要望事項の内容把
握と考え方の整理。
■改善策
　各委員会及び全体で、随時、議会費のあり方について精査する。
　議会の予算提案権の内容把握と考え方の整理を議会運営委員会
及び議員協議会で行ってていく。

議員定数 第１９条 議員定数
第２次議会の活性化・議員のなり手不足の検証
で現在審議中 － － 【常に審議する内容でないことから、審議しない期間は評価しない】

議員報酬 第２０条 議員報酬
第２次議会の活性化・議員のなり手不足の検証
で現在審議中 － － 【常に審議する内容でないことから、審議しない期間は評価しない】

第１項
専門的な知識及び経験を有する者等の
積極的な活用

実績なし － －
専門的知見の活用をするような事項がないと判断し実績はなし。実績
がないからといって、「取り組みが必要」と評価するものではないこと
から、評価はしないものとする。

提案議案により、随時、専門的知見の活用が必要かどうかを見極め
ていく必要がある。

第２項～
第４項

調査機関を設置 実績なし － －
上記のことから、調査機関の設置はなし。実績がないからといって、
「取り組みが必要」と評価するものではないことから、評価はしないも
のとする。

上記のことから、同様に、調査機関の設置の必要性について、随時、
見極めていく。

第１項

議員の政策形成及び立案能力の向上
等を図るため、議員研修の充実強化を
図り、この条例の理念を議員に浸透させ
るよう努める。

北海道町村議会議員研修会、十勝町村議会議
員研修会、議会広報研修会、芽室町議会研修
会に参加。

△ ○

　予算のこともあるが、通常実施している研修に参加。
　独自研修として、改選期でもあり、条例の理念、議会例規等の研修
及び新任研修を実施。また、大学教授を講師に研修会を行った。
　政策形成及び立案に係る研修なども必要である。
　さらに充実させて行く必要性はあるが、概ね一定の水準に達してい
る。

■課題
　研修の充実・強化について引き続き検討する必要がある。
■改善策
　他の議会で実施している研修会への参加、議員個々での研修会の
参加も視野に入れていく。
　全体研修については、研修の充実・強化について引き続き検討する

第２項
広く各分野の専門家、町民各層等との
議員研修会を積極的に開催する。

町議会議員研修会、議会活性化講演会を開
催。芽室町議会研修会に参加。 △ △

　議会の活性化の関係から、議員研修会、活性化講演会を開催。芽
室町議会研修会に参加。町民各層との研修はできていないことから、
一部水準に達していない。

■課題
　研修の充実・強化について引き続き検討する必要がある。
　町民各層との研修会の検討。
■改善策
　毎年、独自に研修を開催していく。その内容については、年間計画
策定時に議論し、充実したものとなるよう検討していく。その他、現
在、各市町村議会で実施している議員研修会の案内があるため、活
用していくことが必要である。
　町民各層との研修会については、具体的な内容、テーマなども含め
検討。

専門的知見
の活用及び
調査機関の
設置

第２１条

議員研修の
充実強化

第２２条
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議会基本条例の目的達成に係る評価

議会基本条例

第１項
重要な情報を議会独自の視点から、常
に町民に対して周知する

広報の充実、ホームページの充実、定例会・臨
時会議案の閲覧及び配布、ぷち通信の発行、チ
ラシ折込、議会のしおり作成、議会のパンフ(議
会情報)作成、議会の活性化取り組みチラシ、会
議ポスターの掲示。

△ ○

　議会だより、ホームページの充実を進めてきた。また、議会パンフ、
議会活性化取り組みチラシの作成。特にホームページでは随時更新
を図ってきた。
　現状に満足することなく、さらに議会だよりの充実を図り、町民に読
んでもらえる紙面づくりが必要であるが、概ね一定の水準に達してい
る。

■課題
　議会だより編集の充実及び強化。
　議会だよりの刷新(活性化検討項目で協議)
　広報活動の充実及び強化。
■改善策
　議会だよりの編集については、活性化検討項目で協議。
　議会町民アンケート調査結果を踏まえ、広報活動について、詳細な
議論を繰り返しながら、充実していくことが望まれる。

第２項

情報通信技術の発達を踏まえた多様な
広報手段を活用することにより、多くの
町民が議会と町政に関心を持つよう議
会広報活動に努める。

ホームページの充実、メールマガジンでの案
内。議会ネット中継の検討。 △ △

　ホームページ、メールマガジンの活用により充実してきた。
　ネット中継は継続協議としているが、さまざまな調査・研究が必要な
ことから、一部水準に達していない。

■課題
　ホームページ、メルマガの充実。ネット中継の議論。
■改善策
　みやすいホームページの作成。更新の検討。
　ネット中継について、導入後の運営、予算などを踏まえ、どのように
対応すべきかしっかりと議論していくことが必要である。予算や議事
堂の改修も必要となることから、議会運営も踏まえ、協議していくこと
が望まれる。

議会図書室
の充実

第２４条
第１項～
第２項

議員の調査研究及び政策形成並びに立
案能力の向上を図るため、議会図書室
の充実に努める。

図書購入及び活用 △ △ 　予算計上し、随時、議会関係の書籍を購入している。ただし、活用
方法なども検討する必要はあることから、一部水準に達していない。

■課題
　貸出の減少。活用方法の検討。
■改善策
　議員協議会で周知する。
　活用方法の協議・検討。予算時の各委員会等からの聞き取り。

議会事務局
の体制整備

第２５条
議会事務局の調査及び法務に関わる機
能を積極的に強化する

十勝町村議会事務局長会、議会法務実務研究
セミナー、東部４町事務局職員研修に参加。北
海道議会議員研修会、十勝町村議会議員研修
会に同行し研さん。

△ ○
　研修会を通じて研さんに努めている。調査としては、執行機関の情
報や状況を随時把握しながら、議会運営に係る助言につながるよう
に強化していく必要がある。研修成果の還元が重要である。法務に
係る部分については、随時、研さんに努めることが必要である。

■課題
　全国的な議会改革の状況把握。議会運営の研鑚。職員研修会の参
加。
　議会事務局、事務局職員間の情報交換・交流・連携強化。法務機
能強化。
■改善策
　全国的な議会改革の状況把握機会の増加。研修への参加。
　議会事務局、事務局職員間の情報交換・交流・連携強化のための
検討。
　北海道町村議会議長会などとの連携した法務機能向上の検討。
　随時、事務局専門研修に派遣するなどの対応検討。

継続的な検
討

第２６条
議会の活性化について継続的に議会運
営委員会において検討する。

議会運営委員会が平成26年度評価をもとに、随
時、活性化を協議。 ○ ○

　随時、評価をもとに改善するとともに、各種制度については、反省も
しながら進めている。第2次議会の活性化をスタートさせた。
　概ね一定の水準に達している。

　評価をしていくのと同時に、新たなものについては、議会の活性化と
いう点から、随時、検討項目として追加し、協議していくことが望まれ
る。

見直し手続
き

第２７条
第１項
～第３

項
目的が達成されているかどうかの検証 検証、評価、改善へ向け実施。 ○ ○ 　今年度も継続して、評価一覧を作成し実施。

　概ね一定の水準に達している。

■課題
　基本条例制定後の見直しとして、評価方法の見直し。
　基本条例条文の見直しの検討(見直し時期も含む)。
■改善策
　評価方法の手法はさまざまにあるため、随時、内容を精査しながら
充実させ、課題や問題点を確実に次年度以降に解決・改善していく方
向に力を入れていくことが必要である。
　基本条例の条文の見直しについては、評価結果も参考にしながら、
社会情勢、議会運営上の変更なども踏まえ、調査・研究。
　いずれも議会運営委員会を中心に継続的に調査・研究。

議会広報の
充実

第２３条
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