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議会基本条例第２７条に規定する条例の目的達成の検証に係る実績詳細 
 

議会の活動原則（第５条関係） 

○第１項～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。 

 
     議会モニター 

議会モニターの委嘱（平成２７年４月１４日委嘱状交付式＝２年任期） 
       松井繁實さん、佐藤佑子さん、小島文博さん、廣瀬祐子さん、 

宮﨑一市さん、石田雅之さん 
      第１回議会モニター会議（４月１４日開催、正副議長、議会運営委員出席） 

議会制度及び議会モニター概要説明 

質疑応答 

意見交換 

 
第２回議会モニター会議（９月２５日開催、全議員出席）モニター６人 

       意見交換  ①定例会、臨時会を傍聴して 

②特別委員会、常任委員会を傍聴して 

③議会運営全般について 

④議会だよりについて 

⑤ホームページ及びメルマガの議会情報について 

⑥議員のなり手不足問題について 

       
第３回議会モニター会議（３月２２日開催、全議員出席）モニター６人 

       意見交換  ①定例会、臨時会を傍聴して 

②特別委員会、常任委員会を傍聴して 

③議会運営全般について 

④議会だよりについて 

⑤ホームページ及びメルマガの議会情報について 

⑥議会の活性化について 
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     議会傍聴の推進 

       定例会・臨時会・委員会等を議会モニターへ案内 
       日曜議会・ナイター議会の案内及び町民周知 
       議会のしおりを傍聴受付に配置（平成２５年１２月定例会より：継続） 

（平成２７年度版に改正、５月から） 
       傍聴席に掲示（議会情報、一般質問ポスター、議会報告会、） 

（平成２６年より：継続） 
 
      ①傍聴実績（定例会・臨時会） 

       ・第２回臨時会（５月８日） 
         傍聴者７人（内記者２人、議会モニター５人、一般０人） 
       ・第３回臨時会（５月２１日） 
         傍聴者２人（内記者０人、議会モニター２人、一般０人） 
       ・第２回定例会（６月８日） 
         傍聴者３人（内記者１人、議会モニター２人、一般０人） 
       ・第２回定例会（６月１２日） 
         傍聴者１４人（内記者１人、議会モニター４人、一般９人） 

・第２回定例会（６月１５日） 
         傍聴者２人（内記者２人、議会モニター０人、一般０人） 
       ・第３回定例会（９月７日） 
         傍聴者３人（内記者２人、議会モニター１人、一般０人） 
       ・第３回定例会（９月１１日） 
         傍聴者１０人（内記者５人、議会モニター０人、一般５人） 
       ・第３回定例会（９月８日） 
         傍聴者１人（内記者１人、議会モニター０人、一般０人） 
       ・第３回定例会（９月１４日） 
         傍聴者３人（内記者０人、議会モニター３人、一般０人） 
       ・第３回定例会（９月１５日） 
         傍聴者１人（内記者０人、議会モニター１人、一般０人） 
       ・第３回定例会（９月１６日） 
         傍聴者２人（内記者０人、議会モニター２人、一般０人） 
       ・第４回臨時会（１１月２５日） 
         傍聴者５人（内記者１人、議会モニター４人、一般０人） 
       ・第４回定例会（１２月７日） 
         傍聴者７人（内記者１人、議会モニター３人、一般０人） 
       ・第４回定例会（１２月１３日） 
         傍聴者２９人（内記者２人、議会モニター３人、一般２４人） 
       ・第４回定例会（１２月１４日） 
         傍聴者３人（内記者０人、議会モニター３人、一般０人） 
       ・第１回臨時会（２月１２日） 
         傍聴者３人（内記者１人、議会モニター１人、一般１人） 
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       ・第１回定例会（３月７日） 
         傍聴者６人（内記者２人、議会モニター３人、一般１人） 
       ・第１回定例会（３月１１日） 
         傍聴者１０人（内記者２人、議会モニター５人、一般３人） 
       ・第１回定例会（３月１４日） 
         傍聴者１１人（内記者１人、議会モニター１人、一般９人） 
       ・第１回定例会（３月１５日） 
         傍聴者２人（内記者０人、議会モニター２人、一般０人） 
       ・第１回定例会（３月１６日） 
         傍聴者４人（内記者２人、議会モニター２人、一般０人） 
 
      ②傍聴実績（委員会等） 

        
・産業建設常任委員会（９月２日） 

         「農作物の生育状況調査について」 
         傍聴者０人（内記者０人、議会モニター０人、一般０人） 

 
・第３期まちづくり計画審査特別常任委員会（１１月２５日） 

         「議案第７８号 第３期まちづくり計画の一部変更について」 
         傍聴者２人（内記者１人、議会モニター１人、一般０人） 
 

・総務文教厚生常任委員会（２月３日） 
         「番号法（マイナンバー法）施行に伴う個人情報の取扱い」 
         傍聴者２人（内記者０人、議会モニター２人、一般０人） 
 
 
     議会活性化講演会の開催（１０月２１日）参加者３６人 
       第１部 

講演 「どうして、立候補しないの？－町議会がなくなる！？－」 
           札幌大学 教授 浅野 一弘氏 
       第２部 「議員のなり手不足を考える」 
           浦幌町議会議員 
 
 
     議会報告会（Ｈ２８年２月９日～１０日） 
      ９日開催 

吉野公民館  午前10時～12時      参加者１２人 
      ・全議員 
      厚内公民館  午後３時～５時      参加者 ８人 

      ・全議員 
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１０日開催 
上浦幌公民館 午後２時～４時      参加者１４人 

      ・全議員（議長別用務） 
      中央公民館  午後６時30分～８時30分  参加者２０人 

      ・全議員（議長別用務） 
 
 
     一般会議の開催（Ｈ２７年１１月１３日、１２月１６日） 
      一般会議（浦幌町商工会役員）Ｈ２７年１１月１３日 
             浦幌町コスミックホール     参加者１０人 
        ①商工業を取巻く課題と創造について 

②議員のなり手不足について 
      ・差間議員、安藤議員、二瓶議員、福原議員、杉江議員、 

河内議員、阿部議員、森議員、田村議員 
 
 
      一般会議（浦幌町農業協同組合役職員）Ｈ２７年１２月１６日 
             役場３階大会議室 東部十勝農産加工農業協同組合連合会東部十勝 

澱粉工場包装機械設備現地視察  参加者 ９人 
①東部十勝農産加工農業協同組合連合会施設の現地視察 
②平成２８年度農業関係事業予算 
③農畜産物取扱状況について 

 ④ＴＰＰ大筋合意に係る農畜産物への影響について 
        ⑤その他 
      ・澤口議員、差間議員、安藤議員、二瓶議員、福原議員、 

杉江議員、河内議員、阿部議員、森議員、田村議員 
 
 
     定例会・臨時会・委員会議案の公開 

      平成２６年度から定例会等の議案をホームページに公開。（継続） 
                  【２６年第３回（９月）定例会から実施】 
       
 
     委員会会議録の公開 

      平成２５年度から委員会会議録の公開を開始。（継続） 
      ・会議録保管場所（議会図書室、浦幌町図書館） 
      ホームページに委員会会議録及び委員会報告を掲載。 
 
 
     日曜議会（１２月１３日） 
      ・一般質問（安藤議員、河内議員、福原議員、差間議員の４人質問） 
       傍聴者２９人（内記者２人、議会モニター３人、一般２４人） 



- 5 - 
 

     ナイター議会（３月１１日） 
      ・一般質問 
       傍聴者１０人（内記者２人、議会モニター５人、一般３人） 
 
 
     ぷち通信の発行 

      ・第１号～議会活性化講演会チラシ行政区回覧用裏面に掲載 
      ・第２号～議会活性化講演会チラシ新聞折込用裏面に掲載 
      ・第３号～議会報告会チラシ裏面に掲載 
      ・第４号～ナイター議会（一般質問）チラシ裏面に掲載 

※議会ホームページにぷち通信欄を設け、掲載開始。（継続） 
 
 
     チラシ折込 

      ・議会活性化講演会 
・日曜議会 

      ・議会報告会 
      ・ナイター議会 
 
 
     ホームページ・議会だよりの充実 

      ①ホームページ 
       ・委員会会議録の掲載（継続） 
       ・ぷち通信の掲載（継続） 
       ・議会等の日程の掲載（継続） 
       ・議会のしおり掲載（継続）平成２６年度版を更新 
       ・議会町民意見箱の入力フォーム作成（継続） 
       ・議会の活性化ページの充実 
        Ⅰ 議会の活性化の取組み（継続） 
        Ⅱ 議会基本条例・逐条解説（継続） 
        Ⅲ 一般会議（継続） 
        Ⅳ 議会モニター（継続） 
        Ⅴ 視察受入（継続） 
       ・請願・陳情について（継続） 
       ・定例会・臨時会・委員会等（提出議案の掲載）（継続） 
       ・議会のうごき（継続） 
       ・議会ページ（マニフェスト大賞追加）（新規） 
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      ②議会だよりの充実 
       ・会議等の出席状況を掲載（継続） 
       ・賛否の状況（継続） 

・ページの増加（継続） 
       ・議会の活性化特集記事を掲載（継続） 
       ・議会広報研修会の参加（継続） 
       ・議会町民意見箱の折込（継続） 
       ・ウラハとホロマのひとくちメモ（継続） 
       ・レイアウトの充実（継続） 
 
 

議会のしおりの作成 

       議会の仕組みなどをわかりやすくした「しおり」を作成し、傍聴受付時

に配布。ホームページにも掲載し、今後の議会活動に役立てる。 
２５年１２月実施（継続） 
平成２７年度版を掲載 

 
 

議会のパンフ(議会情報)作成 
       平成２６年１１月実施（継続） 
        議会お知らせ版、傍聴席に掲示 
 
 

議会の活性化取り組みチラシの作成 

       平成２６年１０月実施（継続） 
        議会お知らせ版、傍聴席に掲示 
 
 

会議ポスターの掲示 
      ・役場（３ヵ所）、役場支所、保健福祉センター、図書館、 

各公民館（中央、上浦幌、吉野、厚内）、町立診療所 
（各新聞社へＦＡＸ） 
スポーツセンター、パークゴルフ場、健康湯、留真温泉を追加（継続） 
ポスターのデザインを一新（平成２６年度から） 

      ※定例会、定例会一般質問、臨時会、各常任委員会、特別委員会 
 
 
     アンケート調査の実施 

       ・議会活性化講演会 
       ・日曜議会 
       ・議会報告会 
       ・ナイター議会 
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     議会町民アンケート調査の実施 

       ・18 歳以上の町民 2000 人を対象 614 通回答 30.9％ 

       ・議会運営、議員のなり手不足に係る調査 

 
 
 
○第２項～一般質問、質疑、所管事務調査の充実、議会モニター会議、一般会議（懇談

会）、議会報告会等の開催、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。 

 
     一般質問 

      平成２７年第２回定例会（ ６月１２日） ４人 
      平成２７年第３回定例会（ ９月１１日） ４人 
      平成２７年第４回定例会（１２月１３日） ４人 
      平成２８年第１回定例会（ ３月１１日） ２人 
 
 
     質疑 

      予算、決算質疑及び一般議案質疑 
 
 
     所管事務調査 

・産業建設常任委員会（９月２日） 
         「農作物の生育状況調査について」 
         傍聴者０人（内記者０人、議会モニター０人、一般０人） 
 

・総務文教厚生常任委員会（２月３日） 
         「番号法（マイナンバー法）施行に伴う個人情報の取扱い」 
         傍聴者２人（内記者０人、議会モニター２人、一般０人） 

 

・総務文教厚生常任委員会（１０月２６日） 
「自主防災組織と防災体制」広尾町議会視察 

 
・産業建設常任委員会（１１月１０日） 

「飼料の効率・安定的な供給などの酪農振興」上士幌町議会視察 
 
     議会モニター会議 

       第１回議会モニター会議（４月１４日） 
       第２回議会モニター会議（９月２５日） 
       第３回議会モニター会議（３月２２日） 
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     一般会議の開催（Ｈ２７年１１月１３日、１２月１６日） 
      一般会議（浦幌町商工会役員）Ｈ２７年１１月１３日 
             浦幌町コスミックホール     参加者１０人 
        ①商工業を取巻く課題と創造について 

②議員のなり手不足について 
      ・差間議員、安藤議員、二瓶議員、福原議員、杉江議員、 

河内議員、阿部議員、森議員、田村議員 
 
      一般会議（浦幌町農業協同組合役職員）Ｈ２７年１２月１６日 
             役場３階大会議室 東部十勝農産加工農業協同組合連合会東部十勝 

澱粉工場包装機械設備現地視察  参加者 ９人 
①東部十勝農産加工農業協同組合連合会施設の現地視察 
②平成２８年度農業関係事業予算 
③農畜産物取扱状況について 

 ④ＴＰＰ大筋合意に係る農畜産物への影響について 
        ⑤その他 
      ・澤口議員、差間議員、安藤議員、二瓶議員、福原議員、 

杉江議員、河内議員、阿部議員、森議員、田村議員 
 
 
     議会報告会（Ｈ２８年２月９日～１０日） 
      ９日開催 

吉野公民館  午前10時～12時      参加者１２人 
      ・全議員 
      厚内公民館  午後３時～５時      参加者 ８人 

      ・全議員 
      １０日開催 

上浦幌公民館 午後２時～４時      参加者１４人 

      ・全議員（議長別用務） 
      中央公民館  午後６時30分～８時30分  参加者２０人 

      ・全議員（議長別用務） 
 

 

     まちなかカフェＤＥ議会 

      中央公民館  あいフェスティ       

      ・全議員 
 

 

     議会町民アンケート調査の実施 

       ・18 歳以上の町民 2000 人を対象 614 通回答 30.9％ 

       ・議会運営、議員のなり手不足に係る調査 
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○第３項～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。 

     議会だよりの発行、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。 

       議会だよりの充実 
       ・会議等の出席状況を掲載（継続） 
       ・賛否の状況（継続） 
       ・ページの増加（継続） 
       ・議会の活性化特集記事を掲載（継続） 
       ・議会広報研修会の参加（継続） 
       ・議会町民意見箱の折込（継続） 
       ・ウラハとホロマのひとくちメモ（継続） 
       ・レイアウトの充実（継続） 
 
        №１６７（Ｈ２７年 ４月２７日） 
        №１６８（Ｈ２７年 ７月２７日） 
        №１６９（Ｈ２７年１０月２６日） 
        №１７０（Ｈ２８年 １月２５日） 
 
 

ホームページの充実 

       ・委員会会議録の掲載（継続） 
       ・ぷち通信の掲載（継続） 
       ・議会等の日程の掲載（継続） 
       ・議会のしおり掲載（継続）平成２７年度版を更新 
       ・議会町民意見箱の入力フォーム作成（継続） 
       ・議会の活性化ページの充実 
        Ⅰ 議会の活性化の取組み（継続） 
        Ⅱ 議会基本条例・逐条解説（継続） 
        Ⅲ 一般会議（継続） 
        Ⅳ 議会モニター（継続） 
        Ⅴ 視察受入（継続） 
       ・請願・陳情について（継続） 
       ・定例会・臨時会・委員会等（提出議案の掲載）（継続） 
       ・議会のうごき（継続） 
       ・議会ページ（マニフェスト大賞追加）（新規） 
 

議会町民意見箱の設置 
       定例会・臨時会毎に設置。ホームページは常設。議会だよりに折込。 
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     まちなかカフェＤＥ議会 

      中央公民館  あいフェスティ       

      ・全議員 
 
 
     議会町民アンケート調査の実施 

       ・18 歳以上の町民 2000 人を対象 614 通回答 30.9％ 

       ・議会運営、議員のなり手不足に係る調査 

 

 

 

○第４項～定例会・臨時会は議案の閲覧及び配布。委員会は、議案・資料配布。 

 
     定例会・臨時会議案の閲覧及び配布 

      議案書は、配布可能とし、ホームページにも掲載（継続） 

      ホームページ掲載は審議前掲載とした（新規：平成２７年３月実施） 

説明資料も配布可能（新規：平成２７年３月実施） 

予算書・決算書は閲覧のみ 

      議案１０部を閲覧可能にしている。ただし、日曜議会、ナイター議会は多

めに準備している。（町提出議案・議会提出議案） 
     委員会 

      委員会については、議案及び資料を配布している。 
 

 

 

○第５項～視察及び視察受入。 

 
     視察 

広尾町議会視察 

（１０月２６日、正副議長、総務文教厚生常任委員会委員出席） 

「自主防災組織と防災体制」 

 

上士幌町議会視察（１１月１０日、産業建設常任委員会委員出席） 

「飼料の効率・安定的な供給などの酪農振興」 

     視察受入 

由仁町議会経済文教常任委員会（８月６日） 
「移住体験住宅及び定住促進」 
（議員４人、事務局１人：委員会） 
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大空町議会議会運営任委員会（８月２５日） 
       「住民懇談会・議会報告会の実施状況、議会モニター制度」 

（正副議長含む議員７人、事務局１人：委員会） 
 
美瑛町議会総務文教常任委員会（１１月２６日） 

       「コミュニティスクール」 
（議長含む議員８人、事務局１人：委員会） 

 
 
 
○第６項～随時点検。 

     議会運営基準の一部改正（農委選出）。法律改正に伴う変更。 

     行政視察に関する基準の制定（新規） 

（平成２７年６月１日議会運営委員会決定、６月４日議員協議会了承） 

     質疑・質問にあたっての留意点作成（新規） 
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町民参加及び町民との連携（第８条関係） 

○第１項～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。 

     議会だより、ホームページを充実することにより、情報公開し、説明責任を

果たしていく。講演会や議会報告会では、議決内容、審議内容、一般質問内

容、所管事務調査事項、議会の活性化の審議内容等を報告し、情報を町民と

共有する。 
 
     議会だよりの発行 

       議会だよりの充実 
       ・会議等の出席状況を掲載（継続） 
       ・賛否の状況（継続） 
       ・ページの増加（継続） 
       ・議会の活性化特集記事を掲載（継続） 
       ・議会広報研修会の参加（継続） 
       ・議会町民意見箱の折込（継続） 
       ・ウラハとホロマのひとくちメモ（継続） 
       ・レイアウトの充実（継続） 
        №１６７（Ｈ２７年４月２７日）、№１６８（Ｈ２７年７月２７日） 
        №１６９（Ｈ２７年１０月２６日）、№１７０（Ｈ２８年１月２５日） 

 

 

ホームページの充実 

       ・委員会会議録の掲載（継続） 
       ・ぷち通信の掲載（継続） 
       ・議会等の日程の掲載（継続） 
       ・議会のしおり掲載（継続）平成２７年度版を更新 
       ・議会町民意見箱の入力フォーム作成（継続） 
       ・議会の活性化ページの充実 
        Ⅰ 議会の活性化の取組み（継続） 
        Ⅱ 議会基本条例・逐条解説（継続） 
        Ⅲ 一般会議（継続） 
        Ⅳ 議会モニター（継続） 
        Ⅴ 視察受入（継続） 
       ・請願・陳情について（継続） 
       ・定例会・臨時会・委員会等（提出議案の掲載）（継続） 
       ・議会のうごき（継続） 
       ・議会ページ（マニフェスト大賞追加）（新規） 
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     定例会・臨時会議案の閲覧及び配布 

      議案書は、配布可能とし、ホームページにも掲載（継続） 

      説明資料も配布可能（新規平成２７年３月実施） 

予算書・決算書は閲覧のみ 

      議案１０部を閲覧可能にしている。ただし、日曜議会、ナイター議会は多

めに準備している。（町提出議案・議会提出議案） 
     委員会 

      委員会については、議案及び資料を配布している。 
 
 
     ぷち通信の発行 

      ・第１号～議会活性化講演会チラシ行政区回覧用裏面に掲載 
      ・第２号～議会活性化講演会チラシ新聞折込用裏面に掲載 
      ・第３号～議会報告会チラシ裏面に掲載 
      ・第４号～ナイター議会（一般質問）チラシ裏面に掲載 

※議会ホームページにぷち通信欄を設け、掲載開始。（継続） 
 
 
     チラシ折込 

      ・議会活性化講演会 
・日曜議会 

      ・議会報告会 
      ・ナイター議会 
 
 

議会のしおりの作成 

       議会の仕組みなどをわかりやすくした「しおり」を作成し、傍聴受付時

に配布。ホームページにも掲載し、今後の議会活動に役立てる。 
２５年１２月実施（継続） 
平成２７年度版を掲載 

 
 

議会のパンフ(議会情報)作成 
       平成２６年１１月実施（継続） 
        議会お知らせ版、傍聴席に掲示 
 
 

議会の活性化取り組みチラシの作成 

       平成２６年１０月実施（継続） 
        議会お知らせ版、傍聴席に掲示 
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会議ポスターの掲示 
      ・役場（３ヵ所）、役場支所、保健福祉センター、図書館、 

各公民館（中央、上浦幌、吉野、厚内）、町立診療所 
（各新聞社へＦＡＸ） 
スポーツセンター、パークゴルフ場、健康湯、留真温泉を追加（継続） 
ポスターのデザインを一新（平成２６年度から） 

      ※定例会、定例会一般質問、臨時会、各常任委員会、特別委員会 
 
 
     議会活性化講演会の開催（１０月２１日）参加者３６人 
       第１部 

講演 「どうして、立候補しないの？－町議会がなくなる！？－」 
           札幌大学 教授 浅野 一弘氏 
       第２部 「議員のなり手不足を考える」 
           浦幌町議会議員 
 
     議会報告会（Ｈ２８年２月９日～１０日） 
      ９日開催 

吉野公民館  午前10時～12時      参加者１２人 
      ・全議員 
      厚内公民館  午後３時～５時      参加者 ８人 

      ・全議員 
      １０日開催 

上浦幌公民館 午後２時～４時      参加者１４人 

      ・全議員（議長別用務） 
      中央公民館  午後６時30分～８時30分  参加者２０人 

      ・全議員（議長別用務） 
 
 
     一般会議の開催（Ｈ２７年１１月１３日、１２月１６日） 
      一般会議（浦幌町商工会役員）Ｈ２７年１１月１３日 
             浦幌町コスミックホール     参加者１０人 
        ①商工業を取巻く課題と創造について 

②議員のなり手不足について 
      ・差間議員、安藤議員、二瓶議員、福原議員、杉江議員、 

河内議員、阿部議員、森議員、田村議員 
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      一般会議（浦幌町農業協同組合役職員）Ｈ２７年１２月１６日 
             役場３階大会議室 東部十勝農産加工農業協同組合連合会東部十勝 

澱粉工場包装機械設備現地視察  参加者 ９人 
①東部十勝農産加工農業協同組合連合会施設の現地視察 
②平成２８年度農業関係事業予算 
③農畜産物取扱状況について 

 ④ＴＰＰ大筋合意に係る農畜産物への影響について 
        ⑤その他 
      ・澤口議員、差間議員、安藤議員、二瓶議員、福原議員、 

杉江議員、河内議員、阿部議員、森議員、田村議員 
 
 
 

○第２項～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。 

     本会議、常任委員会、特別委員会の会議は、すべて公開。制限しての会議実

績はなし。傍聴できるよう周知に努める。ポスターについては、見やすいよ

うに充実に努める。 
 

公共施設へのポスター掲示 
      ・役場（３ヵ所）、役場支所、保健福祉センター、図書館、 

各公民館（中央、上浦幌、吉野、厚内）、町立診療所 
（各新聞社へＦＡＸ） 
スポーツセンター、パークゴルフ場、健康湯、留真温泉を追加（継続） 
ポスターのデザインを一新（平成２６年度から） 

      ※定例会、定例会一般質問、臨時会、各常任委員会、特別委員会 
 

ホームページ掲載 
ポスターのデザインを一新（平成２６年度から） 

※定例会、定例会一般質問、臨時会、特別委員会、各常任委員会（継続） 
 

メールマガジンで案内 
※定例会、定例会一般質問、臨時会、特別委員会、各常任委員会 

 
議会モニターへ案内 
※定例会、臨時会、特別委員会、各常任委員会 

 
議会のパンフ(議会情報)作成 

       平成２６年１１月実施（継続） 
        議会お知らせ版、傍聴席に掲示 
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○第４項～ホームページで請願・陳情の提出方法を掲載。記載例を含む。 

     提出時の聞き取り。 
     ホームページで請願・陳情の提出方法を掲載。記載例を含む。（継続） 

     （平成２６年度から） 
 
 
 
○第５項～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。 

     ただし、町民との協働による政策提案の拡大までには至っていない。 
 
     議会モニター会議 

       第１回議会モニター会議（４月１４日） 
       第２回議会モニター会議（９月２５日） 
       第３回議会モニター会議（３月２２日） 
 
 
     議会報告会（Ｈ２８年２月９日～１０日） 
      ９日開催 

吉野公民館  午前10時～12時      参加者１２人 
      ・全議員 
      厚内公民館  午後３時～５時      参加者 ８人 

      ・全議員 
      １０日開催 

上浦幌公民館 午後２時～４時      参加者１４人 

      ・全議員（議長別用務） 
      中央公民館  午後６時30分～８時30分  参加者２０人 

      ・全議員（議長別用務） 
 
 
     一般会議の開催（Ｈ２７年１１月１３日、１２月１６日） 
      一般会議（浦幌町商工会役員）Ｈ２７年１１月１３日 
             浦幌町コスミックホール     参加者１０人 
        ①商工業を取巻く課題と創造について 

②議員のなり手不足について 
      ・差間議員、安藤議員、二瓶議員、福原議員、杉江議員、 

河内議員、阿部議員、森議員、田村議員 
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      一般会議（浦幌町農業協同組合役職員）Ｈ２７年１２月１６日 
             役場３階大会議室 東部十勝農産加工農業協同組合連合会東部十勝 

澱粉工場包装機械設備現地視察  参加者 ９人 
①東部十勝農産加工農業協同組合連合会施設の現地視察 
②平成２８年度農業関係事業予算 
③農畜産物取扱状況について 

 ④ＴＰＰ大筋合意に係る農畜産物への影響について 
        ⑤その他 
      ・澤口議員、差間議員、安藤議員、二瓶議員、福原議員、 

杉江議員、河内議員、阿部議員、森議員、田村議員 
 
 
     まちなかカフェＤＥ議会 

      中央公民館  あいフェスティ       

      ・全議員 
 
 
○第６項～平成２５年７月２５日発行の議会だより１６０号から完全実施。 

     議会だよりの発行 

        №１６７（Ｈ２７年 ４月２７日）賛否及び出席状況の完全実施 
        №１６８（Ｈ２７年 ７月２７日）賛否及び出席状況の完全実施 
        №１６９（Ｈ２７年１０月２６日）賛否及び出席状況の完全実施 
        №１７０（Ｈ２８年 １月２５日）賛否及び出席状況の完全実施 
 
 
 
○第７項～１２月に日曜議会、３月にナイター議会を開催。 

 
     日曜議会（１２月１３日） 
      ・一般質問 
       傍聴者２９人（内記者２人、議会モニター３人、一般２４人） 
 
 
     ナイター議会 

       ・第１回定例会（３月１１日） 
         傍聴者１０人（内記者２人、議会モニター５人、一般３人） 
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○第８項～２月に４会場全員（３班編成）で実施。 

 
     議会報告会（Ｈ２８年２月９日～１０日） 
      ９日開催 

吉野公民館  午前10時～12時      参加者１２人 
      ・全議員 
      厚内公民館  午後３時～５時      参加者 ８人 

      ・全議員 
      １０日開催 

上浦幌公民館 午後２時～４時      参加者１４人 

      ・全議員（議長別用務） 
      中央公民館  午後６時30分～８時30分  参加者２０人 

      ・全議員（議長別用務） 
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町長等と議会及び議員の関係（第９条関係） 

○第１項～一般質問、質疑・答弁。 

     今後も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。 
 
 
○第２項～平成２５年６月から実施。 

 
     一般質問 

      平成２７年第２回定例会（ ６月１２日） ４人 
      平成２７年第３回定例会（ ９月１１日） ４人 
      平成２７年第４回定例会（１２月１３日） ４人 
      平成２８年第１回定例会（ ３月１１日） ２人 
 

     議員研修会の実施 

      一般質問・質疑の留意事項の冊子作成及び研修会を実施（新規） 

      説明 議会事務局 ６月４日 

 

 

○第３項～平成２７年第４回定例会議案第８６号で初の反問権行使。 

 

 

町長による政策等の形成過程の説明（第１０条関係） 

○条例に基づく項目による説明資料となる。 

 平成２６年度に４回の執行機関協議を重ね新規事業については、基本条例に沿った説

明資料を提出（継続） 

 
 

予算及び決算における政策説明資料の作成（第１１条関係） 

○条例に基づく項目による説明資料となる。 

 平成２６年度に４回の執行機関協議を重ね新規事業については、基本条例に沿った説

明資料を提出（継続） 

 
 

自由討議による合意形成（第１３条関係） 

○第１項－第３項～委員会で取り組んでいる。 

     常任委員会で実施（継続） 
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委員会の活動（第１４条関係） 

○第１項～議案等の審査では、第３期まちづくり計画の一部変更について、特別委員会

に付託し審査した。所管事務調査は年間計画策定実施。 
     「議案第７８号 浦幌町第３期まちづくり計画の一部変更について」を付託 
 
 
○第２項～所管事務調査の委員会報告のまとめの際に取り組んだ。 

     常任委員会で実施（継続）委員会の進め方を整理した。 

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。 

 

開かれた活動的な議会の推進（第１５条関係） 

○総務・産建・議運・議員協議会の連携 
     議会の活性化において、議会運営委員会と議員協議会が連携し協議。 
     農作物の生育状況調査では、産業建設常任委員会の所管であるが、総務文教

厚生常任委員会も同行した。 
 
 

一般会議の設置（第１６条関係） 

○一般会議を実施。 

      
     一般会議の開催（Ｈ２７年１１月１３日、１２月１６日） 
      一般会議（浦幌町商工会役員）Ｈ２７年１１月１３日 
             浦幌町コスミックホール     参加者１０人 
        ①商工業を取巻く課題と創造について 

②議員のなり手不足について 
      ・差間議員、安藤議員、二瓶議員、福原議員、杉江議員、 

河内議員、阿部議員、森議員、田村議員 
 
      一般会議（浦幌町農業協同組合役職員）Ｈ２７年１２月１６日 
             役場３階大会議室 東部十勝農産加工農業協同組合連合会東部十勝 

澱粉工場包装機械設備現地視察  参加者 ９人 
①東部十勝農産加工農業協同組合連合会施設の現地視察 
②平成２８年度農業関係事業予算 
③農畜産物取扱状況について 

 ④ＴＰＰ大筋合意に係る農畜産物への影響について 
        ⑤その他 
      ・澤口議員、差間議員、安藤議員、二瓶議員、福原議員、 

杉江議員、河内議員、阿部議員、森議員、田村議員 
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議会モニターの設置（第１７条関係） 

○平成２７年４月に委嘱し、今年度３回の議会モニター会議を開催した。 

 （第２期目） 
     議会モニター 

議会モニターの委嘱（平成２７年４月１４日委嘱状交付式＝２年任期） 
       松井繁實さん、佐藤佑子さん、小島文博さん、廣瀬祐子さん、 

宮﨑一市さん、石田雅之さん 
      第１回議会モニター会議（４月１４日開催、正副議長、議会運営委員出席） 

議会制度及び議会モニター概要説明 

質疑応答 

意見交換 

 
第２回議会モニター会議（９月２５日開催、全議員出席）モニター６人 

       意見交換  ①定例会、臨時会を傍聴して 

②特別委員会、常任委員会を傍聴して 

③議会運営全般について 

④議会だよりについて 

⑤ホームページ及びメルマガの議会情報について 

⑥議員のなり手不足問題について 

       
第３回議会モニター会議（３月２２日開催、全議員出席）モニター６人 

       意見交換  ①定例会、臨時会を傍聴して 

②特別委員会、常任委員会を傍聴して 

③議会運営全般について 

④議会だよりについて 

⑤ホームページ及びメルマガの議会情報について 

⑥議会の活性化について 
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適正な議会費の確立（第１８条関係） 

○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。 

 
 

議員定数（第１９条関係） 

○平成２６年３月に結論を出した。 

議員定数１３人を１１人に削減（削減後初の選挙） 

     第２次議会の活性化で「議員のなり手不足」の検証を進める。 
 
 

議員報酬（第２０条関係） 

○平成２６年３月に結論を出した。 

     上げることが妥当と結論。 
     平成２７年３月条例改正（町長提案）特別職報酬等審議会に諮問 
     第２次議会の活性化で「議員のなり手不足」の検証を進める。 
 
 

議員研修の充実強化（第２２条関係） 

○第１項～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。 

 
北海道町村議会議員研修会（７月７日～８日全議員出席） 
十勝町村議会議員研修会（１０月２３日、９議員出席、１議員欠席） 
議会広報研修会（８月１８日～１９日、全委員出席） 
芽室町議会研修会（２月２３日、９議員出席、１議員欠席） 

 
○第２項～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 

 
     議員研修会（ ７月８日）全議員  札幌大学訪問 
           札幌大学 教授 浅野 一弘氏 
     議員研修会（１０月２１日）全議員 
           札幌大学 教授 浅野 一弘氏 

芽室町議会研修会（２月２３日、９議員出席、１議員欠席） 
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     議会活性化講演会の開催（１０月２１日）参加者３６人 
       第１部 

講演 「どうして、立候補しないの？－町議会がなくなる！？－」 
           札幌大学 教授 浅野 一弘氏 
       第２部 「議員のなり手不足を考える」 
           浦幌町議会議員 
 

議会広報の充実（第２３条関係） 

○第１項～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。 

 
     議会だよりの発行 

       議会だよりの充実 
       ・会議等の出席状況を掲載（継続） 
       ・賛否の状況（継続） 
       ・ページの増加（継続） 
       ・議会の活性化特集記事を掲載（継続） 
       ・議会広報研修会の参加（継続） 
       ・議会町民意見箱の折込（継続） 
       ・ウラハとホロマのひとくちメモ（継続） 
       ・レイアウトの充実（継続） 
        №１６７（Ｈ２７年４月２７日）、№１６８（Ｈ２７年７月２７日） 
        №１６９（Ｈ２７年１０月２６日）、№１７０（Ｈ２８年１月２５日） 

 

ホームページの充実 

       ・委員会会議録の掲載（継続） 
       ・ぷち通信の掲載（継続） 
       ・議会等の日程の掲載（継続） 
       ・議会のしおり掲載（継続）平成２７年度版を更新 
       ・議会町民意見箱の入力フォーム作成（継続） 
       ・議会の活性化ページの充実 
        Ⅰ 議会の活性化の取組み（継続） 
        Ⅱ 議会基本条例・逐条解説（継続） 
        Ⅲ 一般会議（継続） 
        Ⅳ 議会モニター（継続） 
        Ⅴ 視察受入（継続） 
       ・請願・陳情について（継続） 
       ・定例会・臨時会・委員会等（提出議案の掲載）（継続） 
       ・議会のうごき（継続） 
       ・議会ページ（マニフェスト大賞追加）（新規） 
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     定例会・臨時会議案の閲覧及び配布 

      議案書は、配布可能とし、ホームページにも掲載（継続） 

      説明資料も配布可能（新規平成２７年３月実施） 

予算書・決算書は閲覧のみ 

      議案１０部を閲覧可能にしている。ただし、日曜議会、ナイター議会は多

めに準備している。（町提出議案・議会提出議案） 
     委員会 

      委員会については、議案及び資料を配布している。 
 
 
     ぷち通信の発行 

      ・第１号～議会活性化講演会チラシ行政区回覧用裏面に掲載 
      ・第２号～議会活性化講演会チラシ新聞折込用裏面に掲載 
      ・第３号～議会報告会チラシ裏面に掲載 
      ・第４号～ナイター議会（一般質問）チラシ裏面に掲載 

※議会ホームページにぷち通信欄を設け、掲載開始。（継続） 
 
 
     チラシ折込 

      ・議会活性化講演会 
・日曜議会 

      ・議会報告会 
      ・ナイター議会 
 
 

議会のしおりの作成 

       議会の仕組みなどをわかりやすくした「しおり」を作成し、傍聴受付時

に配布。ホームページにも掲載し、今後の議会活動に役立てる。 
２５年１２月実施（継続） 
平成２７年度版を掲載 

 
議会のパンフ(議会情報)作成 

       平成２６年１１月実施（継続） 
        議会お知らせ版、傍聴席に掲示 
 
 

議会の活性化取り組みチラシの作成 

       平成２６年１０月実施（継続） 
        議会お知らせ版、傍聴席に掲示 
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会議ポスターの掲示 

      ・役場（３ヵ所）、役場支所、保健福祉センター、図書館、 
各公民館（中央、上浦幌、吉野、厚内）、町立診療所 
（各新聞社へＦＡＸ） 
スポーツセンター、パークゴルフ場、健康湯、留真温泉を追加（継続） 
ポスターのデザインを一新（平成２６年度から） 

      ※定例会、定例会一般質問、臨時会、各常任委員会、特別委員会 
 
 
○第２項～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。 

 
ホームページの充実 

       ・委員会会議録の掲載（継続） 
       ・ぷち通信の掲載（継続） 
       ・議会等の日程の掲載（継続） 
       ・議会のしおり掲載（継続）平成２７年度版を更新 
       ・議会町民意見箱の入力フォーム作成（継続） 
       ・議会の活性化ページの充実 
        Ⅰ 議会の活性化の取組み（継続） 
        Ⅱ 議会基本条例・逐条解説（継続） 
        Ⅲ 一般会議（継続） 
        Ⅳ 議会モニター（継続） 
        Ⅴ 視察受入（継続） 
       ・請願・陳情について（継続） 
       ・定例会・臨時会・委員会等（提出議案の掲載）（継続） 
       ・議会のうごき（継続） 
       ・議会ページ（マニフェスト大賞追加）（新規） 
 
 

ホームページ掲載 
ポスターのデザインを一新（平成２６年度から） 

※定例会、定例会一般質問、臨時会、特別委員会、各常任委員会（継続） 
 

メールマガジンで案内 
※定例会、定例会一般質問、臨時会、特別委員会、各常任委員会 

 
     議会ネット中継の検討 

       第２次議会の活性化で検討中。 
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議会図書室の充実（第２４条関係） 

○第１項－第２項～図書購入及び活用。 

 
     図書購入～改訂Ｑ＆Ａ公文書管理法【新規】 
          指定管理者制度運用のツボ【新規】 
          自治体の個人情報保護と共有の実務【新規】 
          選挙関係実例判例集【新規】 
          政策条例のつくりかた【新規】 

          議会人が知っておきたい危機管理術改訂版【新規】 

          自治体の議会事務局職員になったら読む本【新規】 

議会運営質疑応答集【新規】 
地方議会人（毎月発行）【継続】 

          地方財務実務提要（追録加除）【継続】 
          地方議会事務提要（追録加除）【継続】 
          質疑応答議会運営実務提要（追録加除）【継続】 
          地方議会運営の実務（追録加除）【継続】 
          地方議会議員活動データファイル（追録加除）【継続】 
          注解地方議会先例集（追録加除）【継続】 
          現行地方自治六法（追録加除）【継続】 
          注釈地方自治法（追録加除）【継続】 
     ※常時、貸出含め活用できる環境整備 
 
 

議会事務局の体制整備（第２５条関係） 

○議会法務実務研究セミナー、東部４町事務局職員に参加。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。 

 
     参加研修等 

十勝町村議会事務局長定例会（４月１７日） 

      東部４町事務局長会議（７月１７日） 

十勝町村議会事務局長定例会・事務研究会（７月２７日） 

十勝町村議会事務局長定例会（１０月５日） 

      東部４町事務局職員研修会（１０月２日） 

      議会法務実務研究セミナー（１０月２７日～２９日） 
 
     同行研修 

北海道町村議会議員研修会（７月７日～８日） 

議会広報研修会（８月１８日～１９日） 

十勝町村議会議員研修会（１０月２３日） 

芽室町議会研修会（２月２３日） 
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継続的な検討（第２６条関係） 

○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。 

 
     議会運営委員会での協議。 
     全体協議は、議員協議会で協議。 
     評価を行い、改善点に対する取り組みや新規に取り組むものなどを随時協議

し、活性化の取り組みを実施。 
    （執行機関協議～５月１４日、６月１日、６月１５日、８月３日、３月２２日） 

 
 

見直し手続き（第２７条関係） 

○検証、評価、改善へ向け実施。 

 
     評価及び課題・改善策を議論・公表し、次年度の取り組みへつなげる。 
 
 


