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 チーム議会･････････････････････････････････････････････････････ ９ 

 議案の公開･････････････････････････････････････････････････････ ９ 
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 委任専決の確認･････････････････････････････････････････････････１１ 

 傍聴の推進･････････････････････････････････････････････････････１２ 
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 議会報告会（町民との意見交換会）･･･････････････････････････････１４ 
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議会の活性化 

 

 平成１２年の議会の活性化 

  平成11年から協議 平成12年第１回（３月）定例会で決定。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１次議会の活性化 

平成23年９月９日 議長が議会活性化について議会運営委員会に７項目を諮問。 

（第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 

   ①本会議、委員会の開催日周知 

   ②議案の閲覧 

   ③委員会の公開 

   ④傍聴規則の簡素化（気軽に傍聴） 

   ⑤傍聴者の休憩室確保と湯茶 

   ⑥会議録副本の図書館配備 

⑦日曜議会の開催 

   ⑧委員会会議録を簡易記録から全文記録へ（委員会機器購入） 

   ⑨一般質問の実施日と通告期限の決定 

   ⑩一般質問の一問一答方式導入（本来型ではない） 

   ⑪委員長報告を本会議で実施 

   ⑫発言要求（挙手）及び簡易採決（挙手）の導入 

   ⑬委員会室の禁煙 

   ⑭財政改革として任期中の東北方面の行政視察の廃止 

   ⑮７日以上議員活動ができない場合の届出 

   ⑯議員報酬の日割り計算 

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 
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平成24年１月13日 検討項目として55項目を設定。 

平成24年６月18日 平成24年第２回定例会  

議会の活性化中間報告（議会運営委員会） 
平成24年９月３日 平成24年第３回定例会  

議会の活性化第１次答申（議会運営委員会） 

平成24年12月９日 平成24年第４回定例会 議会基本条例提案 

全会一致で可決 

平成25年４月１日 議会基本条例施行 

平成26年３月10日 平成26年第１回定例会  

議会の活性化第最終答申（議会運営委員会） 

平成26年３月19日 平成26年第１回定例会 定数条例改正 

議員定数13人から11人に削減 

  

 

 

第２次議会の活性化 

平成27年５月11日 正副議長会議、委員長会議で協議 

平成27年６月15日 議員協議会で正式にすすめることを決定 

（第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年７月15日 視点５項目のうち２～５項目の詳細として24項目の検討項 

目を決定。視点１で議員のなり手不足を検証し、その詳細と 

して11の課題項目を掲げ検討することを決定。 

平成27年10月１日 議会町民アンケート調査実施。 

         町民2000人対象 

  平成27年12月   議会町民アンケート調査報告書完成 

  平成28年１月13日 チーム議会の発足  

平成28年１月25日 議会町民アンケート調査結果公表 

平成28年12月11日 第２次議会の活性化中間報告 

 

活性化の視点 

１ 地方議会の役割（議員定数・議員報酬） 

２ 監視・評価機能の強化 

３ 調査、研修、政策立案機能の充実 

４ 議会組織、議会運営のあり方 

５ 町民に身近な・開かれた・町民参加の議会 

 

議員のなり手不足を検証 
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平成29年１月16日 議員のなり手不足検証報告書(素案)パブリックコメント 

平成29年1月～2月 一般会議、議会報告会で意見交換 

平成29年３月６日 第２次議会の活性化最終報告 

平成29年３月15日 地方議会議員のなり手不足：意見書提出 
平成29年５月16日 議会初の議会活性化展示開催（至6/8） 
平成29年５月31日 全国町村議会議長・副議長研修会（東京都：田村議長講演） 
平成29年６月28日 総務省の来町ヒアリング 
平成29年７月31日 マニフェスト・サミット2017（東京都：事務局講演） 
平成29年８月２日 議員のなり手不足に係る国等への要望 
平成29年８月23日 参議院総務委員会調査室来町ヒアリング 
平成29年９月２日 議会活性化展示開催（至10/18） 
平成29年９月21日 議会の政策提案（町の防災体制に係る30項目の提案） 

平成29年10月23日 議会活性化講演会 

平成29年12月10日 議会活性化講演会（江藤教授） 

  平成30年２月１日 議会モニターの外部評価（２回目2/15） 

  平成30年３月14日 議会ＢＣＰ策定、議会基本条例・会議規則改正、 

           議会初の防災訓練 

平成30年４月26日 地方議会研修会in北海道・十勝（帯広市：田村議長講演） 
平成30年６月26日 議会活性化展示開催（至7/21） 
平成30年７月18日 議会活性化フォーラム（北川名誉教授） 

平成30年８月23日 議会ＢＣＰに基づく議会の防災訓練 

平成30年10月30日 議会活性化展示開催（至11/17） 
平成30年12月10日 第４回定例会で議員報酬の改正 
平成31年１月24日 総務省町村議会のあり方研究会報告書の検証 

  平成31年２月５日 議会モニターの外部評価（２回目2/12） 
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 議会の活性化総括 

 

浦幌町議会政策形成(監視機能・政策提案)マネジメントサイクル 

 

議会のガバナンスが重要であることから、議会基本条例に基づき実施している

議会報告会などの様々な取り組みを有効活用し、理論的かつ体系的に整理した結

果、これを「浦幌町議会政策形成マネジメントサイクル」として展開し、議会の

活性化を図り、住民福祉の増進へとつなげていくものとする。 

第１次議会の活性化、第２次議会の活性化の総まとめとして、浦幌町議会の活

性化イコール、「浦幌町議会政策形成マネジメントサイクル」による議会運営と

位置づける。 

今まで、点と点で取り組んでいた内容を「政策形成マネジメントサイクル」に

よる理論と体系化により線で結び、より充実した議会の活性化を進めることがで

きる。 
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議会活動年間計画サイクル 

 

第２次議会の活性化については、第１次議会の活性化をより強固なものとする

ため協議を進めてきた。 

浦幌町議会の活性化の総括として、理論的・体系的に、この第２次議会の活性

化で整理することとし、任期４年間の議会活動を視野に、単年の活動については、

「議会活動年間計画サイクル」に基づき、議会運営を進めることとします。 
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議会監視機能活性化サイクル 

 

監視機能をいかに発揮し、ＰＤＣＡサイクルを回していくかにより、大きく行

政運営は向上すると考える。 

このことから、定例会ごとの提出議案の審議、一般質問にとどめることなく、

年間を通じた視野で議会活動をするため、「議会監視機能活性化サイクル」を体

系化した。 

行政評価を参考に、常に行政運営を監視し、予算・決算審議の充実、さらに一

般質問、所管事務調査につなげるなど、議会権限を有効活用した議会運営をして

いく。 
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議会基本条例 

 ◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

平成24年９月26日～10月25日 パブリックコメント 

  平成24年10月17日      議会基本条例講演会 

平成24年第４回(12月)定例会 議員提案 全会一致で可決 

  平成25年４月１日      議会基本条例施行 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

平成30年３月14日      議会基本条例の一部改正 

              （議会ＢＣＰほか） 

 

チーム議会 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

  議会町民アンケート調査結果を踏まえ新規事業 

  チーム議会として打ち出す。 

  平成28年１月ホームページ掲載。議会だよりＮＯ１７１号掲載。 

 

 

議案の公開 

 

平成11年から協議 平成12年第１回（３月）定例会で決定 

議案の閲覧（傍聴者にも同じもの） 

    

 ◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

定例会・臨時会・委員会等の議案の閲覧（傍聴者にも同じもの） 

    

平成26年第３回定例会から実施。（審議当日公開）、議案を配布可能とする。 

（予算書、決算書は閲覧のみ） 

    個人情報の取り扱い協議（住所・氏名・生年月日） 

 

平成27年第１回定例会から事前公開。通告書も。 
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会議録の公開 

 

議会図書室のみ配備 

平成11年から協議 平成12年第１回（３月）定例会で決定 

会議録副本の図書館配備 

    

平成17年度 町ホームページ作成により公開 

 ◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

個人情報の取り扱い（住所・氏名・生年月日読み上げない） 

 

 

委員会の公開 

 

平成11年から協議 平成12年第１回（３月）定例会で決定 

・委員会の公開 

 

 ◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う実施。 

   ・議案等の閲覧を可能。（平成25年度から実施） 

   ・定例会・臨時会・委員会等の議案（ＨＰ公開） 

    

平成26年第３回定例会から実施。（審議当日公開） 

 

平成27年第１回定例会から事前公開。通告書も。 
   ・委員会会議録（平成25年度から実施） 

 

 

委員会会議録の公開 

 

 ◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

平成25年度から実施。 

  ホームページ及び図書館 
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一般質問の一問一答 

 

 ◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う実施。 

  平成25年６月14日平成25年第２回定例会から実施。 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

「質疑・質問にあたっての留意事項」の作成（平成27年５月） 
「質疑・質問にあたっての留意事項」の研修会（平成27年５月） 

  一般質問研修会「龍谷大学土山教授：芽室町議会」（平成28年２月） 

一般質問作成プロセスマニュアル作成（平成28年８月） 

一般質問研修会「議会事務局」（平成28年９月） 
 

 

町長等の反問権付与 

 

 ◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う実施。 

平成25年６月14日平成25年第２回定例会から実施。 

 

平成27年第４回定例会で町長が初の反問権行使（初） 

   【平成27年議案第86号指定管理者の指定】 

平成29年第３回定例会で副町長が反問権行使（２回目） 

   【一般質問】 

 

委任専決の確認 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う実施。 

  改選後すぐに執行機関協議で確認する。４年に１回。 

  ①平成27年５月 基本条例制定後初 

  ②令和元年５月 
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傍聴の推進 

 ◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

  傍聴規則の全部改正 

   投函方式に変更（個人情報保護の観点）及び条文見直し 

  平成26年第１回（３月）定例会 浦幌中学校３年生の議会傍聴 

  平成27年第１回（３月）定例会 浦幌中学校３年生の議会傍聴 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

平成28年第１回（３月）定例会 上浦幌中央小学校５～６年生の議会傍聴 

  平成29年２月10日 上浦幌中央小学校児童との懇談（社会科授業）８名 

  平成30年第１回（３月）定例会 浦幌小学校６年生の議会傍聴 

  平成30年第２回（６月）定例会 厚内寿大学生の議会傍聴 

  平成31年第１回（３月）定例会 浦幌小学校６年生の議会傍聴 

 

日曜議会 

  平成12年第１回（３月）定例会時の議運で決定 

  ①平成12年12月17日（日）平成12年第４回 質問者９人、傍聴49人 定数18人 

②平成13年12月16日（日）平成13年第４回 質問者５人、傍聴25人 

③平成14年12月15日（日）平成14年第４回 質問者11人、傍聴22人 

④平成15年12月14日（日）平成15年第４回 質問者10人、傍聴29人 定数16人 

⑤平成16年12月12日（日）平成16年第４回 質問者５人、傍聴12人 

⑥平成17年12月11日（日）平成17年第４回 質問者６人、傍聴９人 

⑦平成18年12月10日（日）平成18年第４回 質問者６人、傍聴19人 

⑧平成19年12月９日（日）平成19年第４回 質問者６人、傍聴29人 定数13人 

⑨平成20年12月７日（日）平成20年第４回 質問者８人、傍聴38人 

⑩平成21年12月13日（日）平成21年第４回 質問者８人、傍聴22人 

⑪平成22年12月12日（日）平成22年第４回 質問者８人、傍聴24人 

⑫平成23年12月11日（日）平成23年第４回 質問者６人、傍聴31人 

⑬平成24年12月９日（日）平成24年第４回 質問者７人、傍聴25人 

⑭平成25年12月８日（日）平成25年第４回 質問者６人、傍聴32人 

⑮平成26年12月７日（日）平成26年第４回 質問者７人、傍聴30人 

⑯平成27年12月13日（日）平成27年第４回 質問者４人、傍聴29人 定数11人 

  ⑰平成28年12月11日（日）平成28年第４回 質問者３人、傍聴24人 

  ⑱平成29年12月10日（日）平成29年第４回 質問者３人、傍聴45人 

  ⑲平成30年12月９日（日）平成30年第４回 質問者３人、傍聴31人 
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ナイター議会 

 ◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

  ①平成24年３月12日（月）午後６時～９時  

平成24年第１回 【予算審議】 傍聴17人 

  ②平成25年３月15日（金）午後６時～８時  

平成25年第１回 【一般質問】 質問者５人、傍聴13人 

 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う正式実施。 

 ◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

  ③平成26年３月14日（金）午後６時～８時  

平成26年第１回 【一般質問】 質問者３人、傍聴９人 

④平成27年３月13日（金）午後６時～８時  

平成27年第１回 【一般質問】 質問者３人、傍聴13人 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

⑤平成28年３月11日（金）午後６時～８時  

平成28年第１回 【一般質問】 質問者２人、傍聴10人 

⑥平成29年３月10日（金）午後６時～８時  

平成29年第１回 【一般質問】 質問者３人、傍聴15人 

⑦平成30年３月９日（金）午後６時～７時  

平成30年第１回 【一般質問】 質問者３人、傍聴16人 

⑧平成31年３月８日（金）午後６時～７時  

平成31年第１回 【一般質問】 質問者３人、傍聴16人 
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議会報告会(町民との意見交換会) 

※平成21年「町民との対話集会」議員有志数名で開催。 
①平成22年５月29日【平成22年度】 

町民と議員との対話集会（実行委員会方式）  

コスミックホール 参加者26人 

 

  ②平成24年２月21日【平成23年度】 

   議会報告会（議会運営委員会中心） 

昼の部、夜の部 

コスミックホール 参加者延べ24人 

 

  ③平成25年２月15日【平成24年度】 

   議会報告会（議会運営委員会中心） 

コスミックホール 参加者27人 

 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う正式実施。 

④平成26年２月10日【平成25年度】 

   議会報告会    ２班２会場 

中央公民館    参加者21人 

新養老コミセン  参加者12人       合計33人 

 

⑤平成27年２月９～10日【平成26年度】 

   議会報告会    ２班４会場 

厚内公民館    参加者11人 

中央公民館    参加者25人 

上浦幌公民館   参加者16人 

吉野公民館    参加者29人    合計81人 

 

⑥平成28年２月９～10日【平成27年度】 

初のワールドカフェ方式で開催 

   議会報告会    全議員４会場 

吉野公民館    参加者12人 

厚内公民館    参加者８人 

上浦幌公民館   参加者14人 

中央公民館    参加者20人    合計54人 
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⑦平成29年２月９～10日【平成28年度】 

   議会報告会    全議員４会場 

吉野公民館    参加者12人 

厚内公民館    参加者９人 

上浦幌公民館   参加者10人 

中央公民館    参加者19人    合計50人 

 

⑧平成30年２月６～７日【平成29年度】 

   議会報告会    全議員４会場 

吉野公民館    参加者28人 

厚内公民館    参加者14人 

上浦幌公民館   参加者16人 

中央公民館    参加者12人    合計70人 

 

⑨平成31年２月７～８日【平成30年度】 

   議会報告会    全議員４会場 

厚内公民館    参加者２人 

吉野公民館    参加者15人 

上浦幌公民館   参加者10人 

中央公民館    参加者８人    合計35人 
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一般会議 

 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う正式実施。 

 ◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

①平成26年11月25日 コスミックホール 

浦幌町商工会役員 
「小規模企業振興基本法、小規模支援法制定に伴う小規模企業振興について」

②平成26年12月24日 農協西町事務所 
浦幌町農業協同組合役職員 
「第８次農業振興計画５カ年に係る平成25年度事業報告、27年度事業の取組、 

27年度農業関係事業予算」 

③平成27年11月13日 コスミックホール 
浦幌町商工会役員 
「商工業を取巻く課題と展望」「議員のなり手不足」 

④平成27年12月16日 浦幌町役場３階大会議室 
浦幌町農業協同組合役職員 
「東工連視察」 
「農畜産物取り扱い状況」「ＴＰＰ大筋合意に係る影響」 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

⑤平成29年１月24日 コスミックホール 
浦幌町商工会役員 

   「人口減少と商店街の活性化について」 
「議員のなり手不足検証報告書（素案）及び防災体制について」 

⑥平成29年２月３日 農協西町事務所 
浦幌町農業協同組合役員 
「ジャガイモシストセンチュウ蔓延防止に向けた取り組みについて」 
・土砂移動防止対策に係る施設視察（西町施設） 
・取り組みの経過と今後の取り進めについて 

「鳥獣被害防止対策としての鹿防御柵の公共性と平成28年台風による被害状 

況並びに今後の取り進めについて 

「平成28年天候不良及び台風の影響による自給飼料の品質劣化に係る支援対 

策について」 

   「議員のなり手不足検証報告書（素案）及び防災体制について」 
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⑦平成29年12月27日 浦幌町役場３階大会議室 
浦幌町農業協同組合役員 
「平成２９年度ＪＡうらほろ農畜産物取扱い状況について」 

「ＴＭＲセンター及びバイオマスプラントの必要性並びに事業概要について」 

「産地化や特産品などブランド推進の取組について」 

「議員のなり手不足解消について」 

「安全・安心なまちづくりを目指す防災体制に関する政策提案について」 

 
⑧平成30年１月23日 コスミックホール 
浦幌町商工会役員 
「交流人口対策と観光振興対策について」 

「小規模企業振興に関する条例について」 

   「議員のなり手不足解消について」 

   「安全・安心なまちづくりを目指す防災体制に関する政策提案」 

 

⑨平成30年11月22日 浦幌町役場３階大会議室 
浦幌町農業協同組合役員 
「平成３０年度ＪＡうらほろ農畜産物取扱い状況について」 
「平成３０年北海道胆振東部地震による被害状況と今後の対策」 
「ＪＡうらほろ上浦幌支所の移転・改築(案)について」 
「㈱浦幌デーリィファームの状況と見通しについて」 

 

⑩平成31年１月28日 コスミックホール 
浦幌町商工会役員 
「小規模企業振興に関する条例について」 

   「今期４年の議会活動について」 
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議会モニター制度 

 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う正式実施。 

 ◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

第１期 モニター５名 

①平成25年４月18日 委嘱状交付式・第１回モニター会議 

②平成25年９月17日 第２回モニター会議 
③平成26年３月26日 第３回モニター会議（懇親会含む） 
④平成26年９月16日 第４回モニター会議 
⑤平成27年３月24日 第５回モニター会議（懇親会含む） 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

第２期 モニター６名 

①平成27年４月14日 委嘱状交付式・第１回モニター会議 

②平成27年９月25日 第２回モニター会議 
初のワールドカフェ方式で開催 

③平成28年３月22日 第３回モニター会議（懇親会含む） 

ワールドカフェ方式で開催 

議員のなり手不足で意見交換 

④平成28年９月21日 第４回モニター会議 

ワールドカフェ方式で開催 

議員のなり手不足で意見交換 

⑤平成29年３月22日 第５回モニター会議（懇親会含む） 

ワールドカフェ方式で開催 

   

議会モニターの声を議会だより172号（平成28年7月）から掲載 

   議会だより172号 ２議会モニター 

   議会だより173号 ２議会モニター 

   議会だより174号 ２議会モニター 
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◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

第３期 モニター８名 

①平成29年４月13日 委嘱状交付式・第１回モニター会議 

②平成29年９月21日 第２回モニター会議 

ワールドカフェ方式で開催 

町の防災体制・議員のなり手不足で意見交換 

  ③平成30年２月１日 第３回モニター会議  モニターの外部評価 

  ④平成30年２月15日 第４回モニター会議  モニターの外部評価 

   平成30年２月16日 モニターの外部評価（欠席者対応） 

⑤平成30年３月22日 第５回モニター会議（懇親会含む） 

ワールドカフェ方式で開催 

議会の評価・モニターの外部評価等で意見交換 

  【平成29年度から議会モニターによる外部評価を導入】 

  ⑥平成30年９月28日 第６回モニター会議   

ワールドカフェ方式で開催 

議会の評価・モニターの外部評価等で意見交換 

  ⑦平成31年２月５日 第７回モニター会議  モニターの外部評価 

  ⑧平成31年２月12日 第８回モニター会議  モニターの外部評価 

⑨平成31年３月22日 第９回モニター会議（懇親会含む） 

ワールドカフェ方式で開催 

議会の評価・モニターの外部評価等で意見交換 

 

議会モニターの声を議会だより179号（平成30年4月）から掲載 

   議会だより179号 ２議会モニター 

   議会だより180号 ２議会モニター 

   議会だより181号 ２議会モニター 

   議会だより182号 ２議会モニター 

 

第４期 モニター10名 

①平成31年４月９日 委嘱状交付式・第１回モニター会議 
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議会活性化講演会 

 

①平成23年11月21日 
自治基本条例講演会（町と共催） 
北海学園大学教授 神原 勝氏 講演 
 

②平成24年10月17日  参加者49人 

議会基本条例講演会 
第１部 議会基本条例の意義と課題 

北海学園大学教授 神原 勝氏 
第２部 議会基本条例素案の説明と今後の議会活動 

浦幌町議会議員 
 

③平成25年10月30日  参加者19人 
議員定数・議員報酬講演会 

第１部 「あるべき議員・議会像から定数と報酬を考える」 

北海道大学名誉教授  神原 勝氏  講演 

第２部 意見交換「浦幌町の議員定数と議員報酬について」 

浦幌町議会議員 
 

④平成26年７月16日  参加者46人 
議会活性化講演会（議会基本条例制定１周年記念） 

北海道町村議会議長会参与  勢簱 了三氏  講演 

 

⑤平成27年10月21日  参加者36人 
議会活性化講演会「議員のなり手不足を考える」 

第１部 「どうして、立候補しないの？ －町議会がなくなる!?－」 

札幌大学法学部教授  浅野一弘氏  講演 

第２部 意見交換「議員のなり手不足を考える」 

浦幌町議会議員 
 

⑥平成29年10月23日  参加者25人 
議会活性化講演会「議員のなり手不足を考える」 

第１部 山梨学院法学部教授  江藤俊昭氏  講演 台風により講演は取止め 

    町村総会・なり手不足ＮＨＫ映像の放送 

第２部 情報提供：意見交換「議員のなり手不足を考える」 

浦幌町議会議員 
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  ⑦平成29年12月10日  参加者45人 
   議会活性化講演会「住民福祉の向上を実現する議会・議員のあり方(役割) 

－議会改革から議員のなり手不足・町村総会を考える」 
山梨学院大学法学部教授 江藤 俊昭氏 

  ⑧平成30年７月18日  参加者108人 
   議会活性化フォーラム「地方議会のあり方と議員のなり手不足」 
            第１部 議会活性化講演 

「地方議会から日本を変える」 
講 師 早稲田大学名誉教授・マニフェスト研究所顧問 

                （元三重県知事） 北川 正恭氏 
            第２部 パネルディスカッション 
                「議会のあり方と議員のなり手不足を考える」 
            パネリスト 

商工会青年部長   木下 真利氏 

                農協青年部長   山岸 大介氏 

                子育てサークルにじいろスイッチ 

代表 北村 嗣未氏 

                うらほろスタイルサポート 

事務局長 中村 陸二氏 

  町議会モニター  廣瀬 祐子氏 
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まちなかカフェＤＥ議会 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

   議会町民アンケート調査結果を踏まえ新規事業 

   チーム議会初の新施策 

①平成28年３月６日（日）【平成27年度】 

    うらほろ女性あいフェスティ共催 

    午前９時30分～12時 中央公民館 ２班全議員  訪問者１０人 

              

②平成28年５月14日（土）【平成28年度】 

    午前10時～12時 午後１時～３時   

    フクハラ浦幌店  ２班全議員   訪問者１０人 

 

③平成28年８月６日（土）【平成28年度】 

    午前10時～12時 午後１時～３時   

    フクハラ浦幌店  ２班全議員（１人欠席）   訪問者１８人 

 

④平成28年11月５日（土）【平成28年度】 

    正午～18時    

    教育文化センター  ３班全議員（２人欠席）  訪問者１０人 

 

⑤平成29年３月５日（日）【平成28年度】 

    うらほろ女性あいフェスティ共催 

    午前９時30分～12時 中央公民館 ２班全議員  訪問者２０人 

 

⑥平成29年５月20日（土）【平成29年度】 

    午前10時～16時    

    教育文化センター  ３班全議員（ＮＨＫ取材） 訪問者１１人 

    議会活性化展示コーナー初の開催（議員のなり手不足対応策） 

                         閲覧者約１５０人 

 

⑦平成29年８月５日（土）【平成29年度】 

    午前10時～16時    

    フクハラ浦幌店  ３班全議員（ＨＢＣ取材） 訪問者４０人 

    防災アンケート実施 
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⑧平成29年10月７日（土）【平成29年度】 

    午前10時～16時    

    教育文化センター  ３班全議員 訪問者２０人 

    議会活性化展示コーナー２回目の開催（議員のなり手不足対応策） 

                         閲覧者約１５０人 

 

⑨平成30年３月４日（日）【平成29年度】 

    うらほろ女性あいフェスティ共催 

    午前９時30分～12時 中央公民館 全議員  訪問者５人 

 

⑩平成30年５月19日（土）【平成30年度】 

    午前10時～16時    

    フクハラ浦幌店  ３班全議員  訪問者５０人 

    議員のなり手不足アンケート実施 

 

⑪平成30年７月21日（土）【平成29年度】 

    午前10時～16時    

    教育文化センター  ３班（欠席２名） 訪問者１０人 

    議会活性化展示コーナー１回目の開催 

                         閲覧者約２００人 

 

⑫平成30年11月17日（土）【平成30年度】 

    午前10時～16時    

    教育文化センター  ３班       訪問者 ７人 

    議会活性化パネル展示 ２回目の開催 

                         閲覧者約２００人 

 

⑬平成31年３月３日（日）【平成30年度】 

    うらほろ女性あいフェスティ共催 

    午前９時30分～12時 中央公民館 全議員  訪問者１５人 
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まちなかおじゃまＤＥ議会 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

   議会町民アンケート調査結果を踏まえ新規事業 

   チーム議会初の新施策 

 

①平成28年11月20日（日）【平成28年度】 

    10～12時    

    浦幌消防団第一分団 

浦幌消防署  ３班全議員（１人欠席）  参加者１５人 

②平成29年２月10日（金）【平成28年度】 

    13～13時45分    

    上浦幌小学校児童 

第５・６学年社会科学習 

「町の政治の仕組みを知る～町議会議員さんから聞こう」 

「議員と上浦幌中央小学校児童との懇談会」 

上浦幌公民館  全議員（１人欠席）   参加者８人 

③平成29年11月26日（日）【平成29年度】 

    14～16時    

    浦幌消防団第二分団 

浦幌消防署  ３班全議員        参加者１２人 

④平成30年７月25日（水）【平成30年度】 

    午後７時30分～８時30分    

    浦幌町女性団体連絡協議会 

中央公民館 ３班全議員         参加者１１人 

⑤平成30年８月27日（月）【平成30年度】 

    午後５～７時    

    NPO法人オーディナリーサーヴァンツ 

喫茶 全議員              参加者 ２人 

⑥平成30年10月31日（水）【平成30年度】 

    午後５～６時30分    

    浦幌消防団第４分団 

上浦幌公民館 ３班全議員        参加者２４人 

⑦平成30年11月29日（木）【平成30年度】 

    午後７～９時   

    うらほろスタイル「浦幌部」 

うらほろスタイル事務所 ３班全議員 参加者１２人（高校生８、事４） 
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議会の評価 

 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う正式実施。 

◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

①平成26年３月31日公表【平成25年度】 

②平成27年３月31日公表【平成26年度】 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

③平成28年３月31日公表【平成27年度】 

④平成29年３月31日公表【平成28年度】 

平成29年度から外部評価導入を決定。外部評価として議会モニターを活用。 

⑤平成30年３月30日公表【平成29年度】（議会の評価・議会モニターの評価） 

⑥平成31年３月29日公表【平成30年度】（議会の評価・議会モニターの評価） 

議会基本条例の改正に伴い評価方法の変更(条文ごとから項目ごとに) 

 

各種計画説明 

 

◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う実施。 

   議決事件としなかった各種計画の説明を実施。 

   毎年３月の執行機関協議で、１年間の計画の制定・変更、説明時期を提示。 

定例会毎に説明時期を調整し実施。 

 

 

議会の年間計画策定 

 

◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う実施。 

毎年３月の執行機関協議で定例会日程の予定を決定。 

１月～３月にかけて委員会、議運等で内部協議。 

   理事者に提案。３月決定。 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

議会活動年間計画サイクルを位置づけし議会運営することで決定 
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定例会毎の勉強会 

 

◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

平成25年第２回定例会から実施。 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う実施。 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

   開催内容の充実（事前学習し、議案に対する意見交換）平成28年９月から実施 

※各議員が事前に議案内容の研鑽を図り、問題の提起や情報共有を図るなど

の議員協議会の運営とする。（資料要求、委員会付託、議会全体としての審議

の検討） 
 

 

定例会毎の反省会 

 

◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

平成25年第２回定例会から実施。 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う実施。 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

反省内容で協議が必要なものは議会運営委員会協議とすることを決定 

平成28年９月から実施 

 

 

 

議会基本条例研修会 

 

◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う実施。 

   改選後すぐに実施する。４年に１回。 

   その他議会関係例規に係る研修会 

①平成27年６月 基本条例制定後初 
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行政視察研修 

    

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

浦幌町議会の行政視察に関する基準を規定 
平成27年６月１日議会運営委員会決定 
平成27年６月４日議員協議会了承 

    平成28年５月道外視察研修実施（10数年ぶりに復活） 

    岩手県洋野町、宮城県石巻市、長野県下條村 

 

 

議会だより 

 

特別委員会を設置し実施。 

昭和49年（1974年）３月議会広報編集特別委員会（５名）を設置し、 

６月第１号を発行。 

平成13年６月13日 第21回北海道広報コンクール入選 

 

◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】で先行して実施。 

平成23年（2011）５月、各常任委員会（総務文教厚生・産業建設）が、 

２年交代により担当。特別委員会として設置。 

議会だよりＮＯ１５２号（平成23年７月25日発行）から実施。 

議会だよりＮＯ１５５号（平成24年４月25日発行）から字体の変更（みやすく）。 

平成25年３月15日告示、４月１日施行の議会運営基準に規定。 

あわせて議会だより編集方針及び基準の制定。 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

   議会モニターの声を議会だより172号（平成28年7月）から掲載 

   平成29年２月８日 第31回町村議会広報全国コンクール【言語・文章部門】 

奨励賞受賞 議会だより170号 

           【平成28年１月25日発行の議会だより170号】 

   平成30年６月12日 北海道町村議会議長会平成30年度議会広報コンクール 

「特選」の最高賞受賞 

           【平成29年４月25日発行の議会だより175号】 
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採決態度の公表 

 

議会だよりＮＯ１５２号（平成23年７月25日発行）から公表開始。 

第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】で先行して実施。 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う正式実施。 

 

 

出席状況の公表 

 

◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

議会だよりＮＯ１６０号（平成25年７月25日発行）から公表開始。 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う実施。 

         

 

ホームページ 

 

平成17年から町のホームページ作成より開始。 

  当初の掲載内容 

   ①議会の沿革 

   ②議員名簿 

    平成25年度からリニューアル（写真等掲載） 

   ③議会構成表 

    ・各委員会、歴代議長副議長、歴代委員長 

   ④議決結果一覧 

   ⑤会議録（定例会・臨時会） 

   ⑥議会だより 

   ⑦意見書の送付状況 

             

  追加事項 

   ⑧定例会・臨時会・委員会等の議案 

    平成26年第３回定例会から実施。（審議当日公開） 

平成27年第１回定例会から事前公開。通告書も。 

   ⑨委員会会議録 

    平成25年度から実施。 
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   ⑩議会ぷち通信 

    平成25年度から実施。 

   ⑪請願・陳情について 

    平成25年度から実施。 

   ⑫議会の日程 

    平成25年度から実施。 

   ⑬議会のしおり 

    平成26年度から実施。 

   ⑭議会のうごき 

    平成25年度から実施。 

   ⑮議会町民意見箱 

    平成24年度から実施。 

    平成26年度からホームページに直接入力可。 

⑯議会の活性化 

    活性化の取組 

     平成26年度から実施。（第１次議会の活性化分） 

     平成27年度から実施。（第２次議会の活性化） 

     基本条例（平成25年度から） 

議会年間計画を基準にした議会活動（平成27年度から） 

チーム議会（平成27年度から） 

議会の評価（平成25年度から） 

マニフェスト大賞（平成27年度から） 

一般会議（平成26年度から） 

議会モニター会議（平成26年度から） 

     視察案内（平成24年度から） 

     表彰関係(平成28年度からマニフェスト大賞を統括) 

浦幌町議会の活性化「マネジメントサイクルによる議会運営」 

※議会年間計画を基準にした議会活動の欄を変更（平成29年度から） 

     議会図書室の充実（平成29年度から） 

議会の活性化等で受賞した賞（平成29年度から表彰関係を統括） 

⑰議会の政策提案（平成29年度から） 
   ⑱議会のＢＣＰ（平成29年度から） 

   ⑲総務省「町村議会のあり方研究会報告書」の検証（平成30年度から） 
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ポスター掲示 

 

平成11年から協議 平成12年第１回（３月）定例会で決定 

本会議、委員会の開催日周知 

掲示場所（役場3、役場支所、各公民館4、図書館、診療所、保健福祉Ｃ） 

   平成25年度 開催案内の拡大 

    ＰＧ場、スポーツセンター、健康湯、留真温泉の追加 

   平成26年度 ポスターのレイアウトの工夫 
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議会ぷち通信 

第１次・第２次議会の活性化【平成23年５月～平成31年４月】 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う実施。 

日曜議会、ナイター議会、報告会等のチラシ裏面に掲載。 

ホームページ、議会掲示板に掲載。 

①平成25年10月28日 【平成25年度第１号】 

②平成25年12月５日 【平成25年度第２号】 

③平成26年２月６日 【平成25年度第３号】 

④平成26年３月12日 【平成25年度第４号】 

 

   ①平成26年６月   【平成26年度第１号】 

②平成26年12月   【平成26年度第２号】 

③平成27年１月   【平成26年度第３号】 

④平成27年３月   【平成26年度第４号】 

 

   ①平成27年10月   【平成27年度第１号】 

   ②平成27年10月   【平成27年度第２号】 

   ③平成27年12月   【平成27年度第３号】 

   ④平成27年３月   【平成27年度第４号】 

 

   ①平成28年４月27日 【平成28年度第１号】 

   ②平成28年11月２日 【平成28年度第２号】 

   ③平成28年12月８日 【平成28年度第３号】 

   ④平成29年２月１日 【平成28年度第４号】 

   ⑤平成29年３月８日 【平成28年度第５号】 

 

   ①平成29年５月11日 【平成29年度第１号】 

   ②平成29年10月２日 【平成29年度第２号】 

   ③平成29年10月18日 【平成29年度第３号】 

   ④平成30年２月１日 【平成29年度第４号】 

   ⑤平成30年３月７日 【平成29年度第５号】 

 

   ①平成30年５月14日 【平成30年度第１号】 

   ②平成30年７月13日 【平成30年度第２号】 

   ③平成30年12月４日 【平成30年度第３号】 

④平成31年２月１日 【平成30年度第４号】 

   ⑤平成31年３月６日 【平成30年度第５号】 
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議会のしおり 

 

他町村のものを参考にした。 

   議会活性化協議の中で決定。 

   平成26年度から実施。 

   一般傍聴、小中学生の傍聴、議会モニター、視察資料などに活用。 

ホームページに掲載。毎年度更新。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会のうごき(ホームページ) 

 

◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う実施。 

検討項目ではないが、情報提供、町民との情報共有の観点から議会運営委員会 

で決定し実施。 
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ポケットティッシュチラシ 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

   ４回目のまちなかカフェＤＥ議会から開始。（平成28年10月） 

   公共施設・金融機関等に配置し、行事案内。 

   ①平成28年10月 まちなかカフェＤＥ議会【平成28年度第１回】 

   ②平成29年１月 議会報告会【平成28年度第２回】 

   ③平成29年２月 ナイター議会【平成28年度第３回】 

①平成29年５月 まちなかカフェＤＥ議会【平成29年度第１回】 

②平成29年８月 まちなかカフェＤＥ議会【平成29年度第２回】 

③平成29年10月 まちなかカフェＤＥ議会【平成29年度第３回】 

④平成29年10月 議会活性化講演会【平成29年度第４回】 

   ⑤平成29年12月 議会活性化講演会・日曜議会【平成29年度第５回】 

   ⑥平成30年１月 議会報告会【平成29年度第６回】 

   ⑦平成30年２月 ナイター議会【平成29年度第７回】 

①平成30年５月 まちなかカフェＤＥ議会【平成30年度第１回】 

②平成30年６月 まちなかカフェＤＥ議会・活性化展示【平成30年度第２回】 

③平成30年７月 議会活性化フォーラム【平成30年度第３回】 

④平成30年10月 まちなかカフェＤＥ議会・活性化展示【平成30年度第４回】 

   ⑤平成31年１月 議会報告会【平成30年度第５回】 

   ⑥平成31年２月 ナイター議会【平成30年度第６回】 
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議会町民意見箱 

 

平成24年2月21日 議会町民意見箱実施要綱告示 

第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】で先行して実施。 

議会だよりＮＯ１５５から折込開始 

  議会だより４月、１０月発行分に折込 
  ホームページに掲載（Ｈ26年度からは直接入力可） 
  ＦＡＸ、メール常時受付 
  議会事務局・上浦幌支所に意見箱を常設。 

特に定例会・臨時会時傍聴席入口に意見箱を設置。 
  議会基本条例の平成25年４月１日施行に伴う正式実施。 

第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

①平成24年度 ２件 

②平成25年度 ０件 

③平成26年度 １件 

④平成27年度 １件 

⑤平成28年度 ０件 

⑥平成29年度 ０件 

⑦平成30年度 １件 

 

アンケート調査 

 

◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

   議会報告会、日曜議会、ナイター議会、活性化講演会などで随時アンケート 

調査を実施。 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

   行事ごとに継続してアンケート調査の実施。 

   議会町民アンケート調査  

    平成27年10月１日～16日 町民2000人 

    614人回答 10名あて先不明 30.9％回収率 

    議会・議員・事務局の立場で改善点探る。 

報告書の作成 

    議会だよりＮＯ１７０号で結果公表 

    ホームページ掲載 

    チーム議会の発足 平成28年１月13日 
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   議会防災アンケート調査の実施 

    平成29年７月下旬～８月31日 

    議会だより176号に折込、まちなかカフェＤＥ議会、議員個々聞き取り 

    124人回答 

    議会政策提案につなげる 

報告書の作成 

    議会だよりＮＯ１７７号で結果公表 

    ホームページ掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会図書室 

    

◆第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】 

図書購入予算の増加（３万円から５万円） 

   図書の有効活用 

 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

   購入図書のお知らせ及び有効活用（議員協議会）(平成28年10月初) 

   議会図書室利用促進周知（町民）～議会だより第173号掲載（平成28年10月） 

   議会図書室利用促進周知（職員）～グループウェア掲載（平成28年10月） 

浦幌町議会図書室資料収集方針及び図書資料選定・除籍・保存基準・活用制定 

（平成29年４月運用） 
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議会改革度調査 

 

早稲田大学マニフェスト研究所 

①２０１２議会改革度ランキング 

    全国６１８位 全道不明 

②２０１３議会改革度ランキング 

    全国１１２位 全道６位 

③２０１４議会改革度ランキング（平成27年公表） 

    全国１３７位 全道７位 

④２０１５議会改革度ランキング（平成28年公表） 

    全国１６０位 全道８位 

⑤２０１６議会改革度ランキング（平成29年公表） 

    全国 ９７位 全道５位 

⑥２０１７議会改革度ランキング（平成30年公表） 

    全国 ８４位 全道４位 
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議会の政策提案 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

   平成２９年９月２１日（初の政策提案） 

 

これまで所管事務調査や宮城県石巻市の行政視察を行うとともに合同委員会協

議会及び各委員会協議会において研さんする中で、本町の防災体制に活かせない

か調査・研究をしてきた。また、29 年７月に町が策定した地域防災計画をもとに

総務文教厚生常任委員会と産業建設常任委員会による合同常任委員会所管事務調

査で課題・問題点を洗い出し、その後、町民アンケート調査も踏まえながら、議

会の創意として、町に政策提案をすることを決定した。 

 

「安全・安心なまちづくりを目指す防災体制」 

政策提案事項 
１ 自主防災組織の育成等 
（１）自主防災組織設置の推進 
（２）防災資機材等の整備 
（３）避難行動要支援者の救助活動 
２ 防災訓練 
（１）訓練の推進とマニュアルの充実 

    ３ 防災知識の普及・啓発 
    （１）普及方法及び普及事項 
    ４ 避難行動要支援者対策 
    （１）安全対策・援助活動 
    ５ 職員・庁内体制 

（１）職員初動体制の充実 
    （２）町職員に対する防災知識の普及・啓発 

（３）庁内体制の充実 
    ６ 被災建築物の応急危険度判定 
    （１）応急危険度判定士の養成 
    ７ 耐震改修促進計画の推進 
    （１）耐震化に向けた事業の推進 
    ８ 災害情報等の収集・伝達 

（１）連絡体制・通報手段の確保・通信施設の整備 
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９ 避難対策 
   （１）避難路・避難経路 
   （２）避難所・避難場所 
   （３）防疫対策 
   10 水防計画 

   （１）水防危険区域の指定・水防活動・水防訓練 
   11 その他 

 
   防災基本条例（議会案）を示す。 
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議会ＢＣＰの策定 

◆第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

   平成３０年３月１４日 

浦幌町議会では、このたび、災害時などに行うべき議会・議員の役割や行動

指針を定めた「議会ＢＣＰ（業務継続計画）」を策定しました。今後は、大規

模災害時などにおいても、初期対応の高度化が図られ、災害情報の収集や議

員の参集、議会としての協議や審査に備え、自治体としての町民ニーズを的

確に反映した復旧・復興に早期に取り組むことが可能となりました。 

   平成３１年１月１６日 

平成３０年９月に発生した北海道胆振東部地震の影響により北海道全域が

ブラックアウト・大規模停電になったことから、議員間の安否確認や参集等

の見直しを行った。 
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議会防災訓練 

  平成３０年３月１４日 

３月14日第１回定例会最終日に町が実施した防災行政無線などを用いた情報伝達

訓練にあわせて、議会防災訓練を実施しました。この訓練はＪアラートによる訓練で、

放送された後、議員・説明員・傍聴者は、窓ガラスなどの飛散による被害を防ぐため、

議事堂から３階廊下へと避難しました。 
  平成３０年８月２３日 

   議会議員研修会及び議会ＢＣＰに基づく防災訓練 
   ・一般救命講習、心肺蘇生法・ＡＥＤの取扱い 
   ・防災（避難訓練）～煙道体験 
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議員のなり手不足解消に向けた取り組み 

平成27年４月 町議会議員選挙で欠員 定数11人で欠員１人 

 ※定数13人から11人に減らしての初の選挙 

   統一地方選挙の町村議会議員選挙372町村のうち89町村が無投票うち４町村が

定数割れとなり、その一つが浦幌町 

平成27年５月11日 正副議長会議  第２次議会の活性化の視点等を協議 

         委員長会議 

平成27年５月14日 議会運営委員会 第２次議会の活性化の視点等を協議 

平成27年５月21日 議員協議会   第２次議会の活性化の視点等を協議 

平成27年６月１日 議会運営委員会 第２次議会の活性化の視点等を協議 

平成27年６月４日 議員協議会   第２次議会の活性化の視点等を協議 

 平成27年６月12日 議会運営委員会 第２次議会の活性化の視点等を協議 

 平成27年６月15日 議員協議会   第２次議会の活性化の視点等を協議 

          議員のなり手不足及び第２次議会の活性化スタート 

          内外ともに報道を含め基本方針公表 

平成27年７月３日 議会運営委員会 第２次議会の活性化の視点等を協議 

大学教授との意見交換協議 

 平成27年７月８日 大学教授との意見交換 札幌大学浅野教授 

 平成27年９月   町民アンケート調査に係る補正予算計上 

平成27年10月１日 議会町民アンケート調査実施 

調査期間10月１日～16日 町民2000人を対象 

平成27年10月21日 議員研修会 札幌大学浅野一弘教授 講演 

議会活性化講演会 札幌大学浅野一弘教授 講演 

平成27年11月13日 一般会議(商工会役員) 「議員のなり手不足を考える」 

平成27年12月16日 一般会議(農協役職員)  「議員のなり手不足を考える」 

平成28年１月13日 議会運営委員会  議会町民アンケート調査の対応を協議 

議員協議会    議会町民アンケート調査の対応を協議 

          チーム議会始動   

今後の活動をチーム議会として位置づけし、議会活性化を図る。 

          ・まちなかカフェDE議会、まちなかおじゃまDE議会誕生 

 平成28年２月９日 議会報告会(吉野・厚内) 議員のなり手不足 

平成28年２月10日 議会報告会(上浦幌・市街) 議員のなり手不足 

平成28年３月３日 まちなかカフェＤＥ議会 

平成28年10月27日 議員のなり手不足検証結果報告書素案の精査 

平成28年12月11日 第４回定例会(日曜議会)第２次議会の活性化中間報告 

平成29年１月16日 議員のなり手不足検証報告書（素案）のパブリックコメント 

開始（～２月14日まで） 
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平成29年２月３日 一般会議(農協役員) 【議員のなり手不足検証報告書（素案） 
及び防災体制】 

 平成29年２月９日 議会報告会(吉野・厚内) 議員のなり手不足 

平成29年２月10日 議会報告会(上浦幌・市街) 議員のなり手不足 

平成29年３月６日 第１回定例会第２次議会の活性化最終報告 

          【議員のなり手不足検証報告書公表】 

平成29年３月15日 第１回定例会  

地方議会議員のなり手不足を解消するための環境整備を求め 

る意見書の提案及び可決。国へ提出。 

平成29年５月９日 議会運営委員会 

議員のなり手不足問題に係る実施・協議項目 

平成29年５月16日 議会活性化展示 教育文化センター（6/8まで） 

 平成29年６月28日 総務省来町 議員のなり手不足に係るヒアリング 

平成29年７月12日 議員のなり手不足に係る地元国会議員への要望 

平成29年７月31日 マニフェストサミット2017 

浦幌町議会の「議員のなり手不足解消のための取り組み」紹介 

【東京都衆議院第一議員会館多目的ホール】 

平成29年８月２日 議員のなり手不足に係る国等への要望 

議員のなり手不足解消に向けた国等への要望（10 項目） 
総務省、厚生労働省、自由民主党等 

平成29年８月23日 参議院総務委員会調査室来町 

議員のなり手不足に係るヒアリング 

平成29年10月23日 議会活性化講演会 

山梨学院大学江藤教授 悪天候により来町できず講演中止 

意見交換---議員のなり手不足を考える 町議会議員 

平成29年12月10日 議会活性化講演会 

山梨学院大学江藤教授  

「住民福祉の向上を実現する議会・議員のあり方(役割)― 

議会改革から議員のなり手不足・町村総会を考える」 
 平成30年２月６日 議会報告会(吉野・厚内) 議員のなり手不足 

平成30年２月７日 議会報告会(上浦幌・市街) 議員のなり手不足 

平成30年７月18日 議員研修会及び意見交換  
「地方議会のあり方と議員のなり手不足」 
講 師 早稲田大学名誉教授・マニフェスト研究所顧問 
（元三重県知事） 北川 正恭 氏 

議会活性化講演会 

第１部 議会活性化講演会 
「地方議会から日本を変える」北川 正恭 氏 
第２部 パネルディスカッション 
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議会としての検証 

平成29年３月６日 

 議員のなり手不足の検証報告書を公表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総務省「町村議会のあり方に関する研究会報告書」の検証 
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執行機関協議 

 

第１次議会の活性化【平成23年５月～平成27年４月】の中で、随時協議 

してきた。 

   活性化については、理事者と協議しながら進める。 

   毎年、３月には執行機関協議することを決定。 

 

平成24年８月３日 議会の活性化に係る検討項目について、 
議会基本条例素案について 

平成24年８月６日 議会の活性化に係る検討項目について、 

議会基本条例素案について 

平成24年８月８日 議会の活性化に係る検討項目について、 

議会基本条例素案について 

平成25年３月４日 (1)申入れ事項について 

(2)一般質問一問一答方式について 

(3)質問・答弁のあり方について 

(4)町長等の反問権について 

(5)平成25年度議会の年間計画 

平成26年４月21日 議会の評価をもとに 
(1)議案・資料等の提供 

(2)公共施設へのポスター掲示場所の精査と議場の整備 

(3)政策過程の説明、予算等に係る分かりやすい説明資料 

(4)議員研修の充実強化 

(5)議会広報の充実 

(6)町の各種審議会等の開催状況及び審議内容の情報提供 

(7)地方自治法第96条第２項に定める議決事件の追加 

(8)自治基本条例の検討 

平成26年５月２日  ４月21日と同様の内容 
平成26年５月９日  (5)（7）（8）の継続協議 
平成26年６月13日  (1)～（8）の最終確認 
平成27年３月24日  議会ネット中継について 

議員の道内外研修について 

まちづくり計画の実施計画 
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第２次議会の活性化【平成27年５月～平成31年４月】 

平成27年５月14日  専決処分事項の指定確認及び専決処分について 

平成27年６月１日  道内外視察について 
平成27年６月15日  道内外視察について 

平成27年８月３日  道内視察研修について 

議会町民アンケート調査 

平成27年10月14日    道外視察研修について 

日曜議会について 

平成28年３月22日    平成28年度各種計画説明について 

各種計画の策定時期について 

議会ネット中継について 

その他 

平成28年10月19日    第２次議会の活性化検討項目について 

             議員のなり手不足について 

平成28年11月11日    第２次議会の活性化検討項目について 

             議員のなり手不足について 

             【正副議長・委員長のみ】 

平成29年３月22日    平成29年度各種計画説明について 

各種計画の策定時期について 

第２次議会の活性化について 

その他 

平成30年３月22日    平成30年度各種計画説明について 

第２次議会の活性化等について 

その他 

             【正副議長・委員長のみ】 

平成31年３月19日    平成31年度各種計画説明について 

第２次議会の活性化等について 

その他 

             【正副議長・委員長のみ】 
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受賞・報道暦 

 

  受賞 

   第１０回マニフェスト大賞受賞 

    平成27年11月授賞式 優秀成果賞 

   平成２８年度全国町村議会議長会「町村議会特別表彰」全国２議会 

   第31回議会広報全国コンクール「言語・文章部門」奨励賞（平成28年度） 

   第１２回マニフェスト大賞受賞 

    平成29年11月授賞式 最優秀成果賞 

   平成３０年度北海道町村議会議長会広報コンクール特選 

   北海道町村議会議長会広報コンクール「特選」（平成30年度） 

   第１３回マニフェスト大賞 成果賞ノミネート 
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  報道 

・月刊ガバナンス（ぎょうせい）平成28年２月号№178 

・日経グローカル（日本経済新聞社産業地域研究所）平成28年1/18号№284 

・月刊地方議会人（中央文化社）平成29年３月号第47巻第10号 

・月刊地方議会人（中央文化社）平成29年４月号第47巻第11号 

・月刊ガバナンス（ぎょうせい）平成29年６月号№194 

・月刊ガバナンス（ぎょうせい）平成29年７月号№195 

・月刊地方議会人（中央文化社）平成29年７月号第48巻第２号 

・日経グローカル（日本経済新聞社産業地域研究所）平成29年6/19号№318 

・月刊ガバナンス（ぎょうせい）平成29年９月号№197 

  ・地方行政（時事通信社）平成29年８月28日 №10745号 

・月刊ガバナンス（ぎょうせい）平成30年１月号№201 

・月刊ガバナンス（ぎょうせい）平成30年５月号№205 

  ・議員ＮＡＶＩ（第一法規）  平成30年５月 

  ・自治体法務研究（ぎょうせい）平成30年５月№53 2018夏号 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  講演 

  ・平成２９年度全国町村議会議長・副議長研修会    平成29年５月31日 

  ・マニフェスト・サミット2017（議事係長）      平成29年７月31日 

  ・第１２回マニフェスト大賞プレゼン大会       平成29年11月１日 

  ・地方議会研修会in北海道・十勝           平成30年４月26日 

  ・北海道議会技術研究会オータムフォーラム（議事係長）平成30年９月29日 

 

 

 

 

 

 

 

 


