
- 1 - 
 

調査・審議の活動経過（会議の開催及び協議内容）第２次議会の活性化全体 

 

開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

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について 

道内外視察に係る考え方について 

〃 
正副議長会議 

(議運委員長) 

第２次議会の活性化の視点について 

道内外視察に係る考え方について 

〃 

委員長会議 議会基本条例及び議会関係例規に係る研

修会の開催について 

各委員会の道内外視察研修について 

第２次議会の活性化について 

平成27年5月14日 執行機関協議 

(議会運営委員会) 

専決処分事項の指定確認及び専決処分に

ついて 

〃 

議会運営委員会 議会基本条例及び議会関係例規に係る研

修会の開催について 

道内外視察研修について 

第２次議会の活性化について 

今後のスケジュールについて 

平成27年５月21日 議員協議会 議会運営委員会の報告と資料説明 

・専決処分事項の指定確認及び専決処分

について 

・議会基本条例及び議会関係例規に係る

研修会の開催について 

・道内外視察研修について 

・第２次議会の活性化について 

・今後のスケジュールについて 

平成27年５月27日 初当選議員会議 議会制度及び予算等について 

平成27年６月１日 執行機関協議 

(議会運営委員会) 

道内外視察研修について 

〃 

議会運営委員会 道内外視察研修について 

第２次議会の活性化について 

全道議員研修会時の視察先について 

平成２７年度年間計画について 

平成27年６月４日 議員協議会 議会運営委員会の報告と資料説明 

・道内外視察研修について 

・第２次議会の活性化について 

・全道議員研修会時の視察先について 

・平成２７年度年間計画について 
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開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成27年６月４日 議員協議会 

 

議会基本条例及び議会関係例規に係る研

修会 

第２次議会の活性化について 

平成27年６月12日 議会運営委員会 全道議員研修会時の大学教授との意見交

換について 

道内外視察研修に係る執行機関協議につ

いて 

第２次議会の活性化について 

平成27年６月15日 議員協議会 

 

議会運営委員会の報告と資料説明 

・全道議員研修会時の大学教授との意見

交換について 

・道内外視察研修に係る執行機関協議に

ついて 

・第２次議会の活性化について 

〃 
執行機関協議 

(議会運営委員会) 

道外視察研修に係る執行機関協議につ

いて 

〃 
議員協議会 

 

第２次議会の活性化について 

〃 
議員協議会 

 

町の各種計画について 

第２次議会の活性化について 

平成27年７月３日 議会運営委員会 議員のなり手不足問題に係る大学教授と

の意見交換について 

第２次議会の活性化について 

平成27年7月8日 大学教授と意見

交換 

議員のなり手不足問題 

札幌大学浅野一弘教授 

平成27年７月15日 議会運営委員会 第２次議会の活性化について 

・進め方及びスケジュール等 

・アンケート調査について 

議員のなり手不足に係る問題点・課題及

び解決策について 

第２次議会の活性化検討項目 

〃 

議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

・進め方及びスケジュール等 

・アンケート調査について 

議員のなり手不足に係る問題点・課題及

び解決策について 

第２次議会の活性化検討項目 
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開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成27年７月30日 議会運営委員会 議会町民アンケート調査について 

執行機関協議について 

マニフェスト大賞について 

視察の受入れについて 

平成27年８月３日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 
議員のなり手不足に係る問題点・課題及

び解決策 

〃 

議会運営委員会 確認事項 

執行機関協議について 

第２次議会の活性化 

視察の受入れについて 

〃 
執行機関協議 

(議会運営委員会) 

道内視察研修について 

議会町民アンケート調査について 

平成27年８月24日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会町民アンケート調査について 

平成27年９月１日 議会運営委員会 議会町民アンケート調査について 

第２回議会モニター会議について 

第２次議会の活性化 

議員研修会及び議会活性化講演会につい

て 

平成27年９月２日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

議員のなり手不足に係る問題点・課題及

び解決策について 

平成27年９月８日 議会運営委員会 第２次議会の活性化 

議会町民アンケート調査について 

第２回議会モニター会議について 

議員研修会及び議会活性化講演会につい

て 

平成27年９月11日 議会運営委員会 議会町民アンケート調査について 

第２回議会モニター会議について 

〃 
議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

 

平成27年９月15日 議会運営委員会 第２次議会の活性化 

第２回議会モニター会議について 

議会町民アンケート調査について 

議員研修会及び議会活性化講演会につい

て 
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開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成27年９月16日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

議員のなり手不足に係る問題点・課題及

び解決策について 

平成27年９月25日 議会運営委員会 第２回議会モニター会議について 

議会町民アンケート調査について 

議員研修会及び議会活性化講演会につい

て 

執行機関協議について 

平成27年９月25日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

 

〃 
第２回議会モニ

ター会議 

第２回議会モニター会議 

・意見交換（初のグループ討議方式） 

平成27年10月１日 議会町民アンケ

ート調査実施 

10月１日～16日 

町民2000人を対象 

平成27年10月１日 2015第10回マニ

フ ェ ス ト 大 賞

「優秀成果賞」

受賞決定 

2015第10回マニフェスト大賞発表 

 

平成27年10月14日 議会運営委員会 執行機関協議について 

第２回議会モニター会議について 

議員研修会及び議会活性化講演会につい

て 

〃 
議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

 

〃 
執行機関協議 

(議会運営委員会) 

道外視察研修について 

日曜議会について 

平成27年10月21日 議会運営委員会 議員研修会及び議会活性化講演会につい

て 

議会町民アンケート調査について 

一般会議について 

〃 
議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

 

〃 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 
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開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成27年11月２日 議会運営委員会 一般会議について 

議員研修会及び議会活性化講演会の反省 

〃 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

議員のなり手不足に係る問題点・課題及

び解決策について 

平成27年11月５日 2015第10回マニ

フェスト大賞プ

レゼン研修大会 

2015第10回マニフェスト大賞プレゼン研

修大会 

早稲田大学日本橋キャンパス 

平成27年11月６日 2015第10回マニ

フェスト大賞授

賞式 

2015第10回マニフェスト大賞授賞式 

六本木アカデミーヒルズ 

平成27年11月13日 
一般会議 

(商工会役員) 

商工業を取巻く課題と創造について 
議員のなり手不足を考える 

平成27年11月17日 議会運営委員会 第２回議会モニター会議の反省・意見対

応 

議員研修会及び議会活性化講演会の反省 

一般会議の反省 

第10回マニフェスト大賞について 

第２次議会の活性化について 

〃 
議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

 

平成27年11月25日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会町民意見箱について 

平成27年11月30日 議会運営委員会 議員研修会及び議会活性化講演会の反省 

一般会議の反省 

平成28年度予算について 

議会報告会について 

議会町民アンケート調査速報結果と今後

の取り扱いについて 

平成27年12月３日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

議会報告会について 

議会町民アンケート調査速報結果と今後

の取り扱いについて 

平成27年12月８日 議会運営委員会 第２次議会の活性化について 

 

 

 

 



- 6 - 
 

 

開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成27年12月11日 議会運営委員会 一般会議について 

議員研修会及び議会活性化講演会の反省 

一般会議の反省 

第２次議会の活性化について 

議会町民アンケート調査について 

〃 

議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

第２次議会の活性化について 

議会町民アンケート調査について 

平成27年12月13日 議会運営委員会 議会町民アンケート調査について 

平成27年12月14日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

議会町民アンケート調査について 

平成27年12月14日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

第４回定例会の反省 

第２次議会の活性化について 

議会町民アンケート調査について 

平成27年12月16日 議会運営委員会 日曜議会のアンケート調査結果について 

議会町民アンケート調査について 

〃 

一般会議 

(農協役職員) 

東部十勝農産加工農業協同組合連合会施

設の現地視察 
平成２８年度農業関係事業予算 
農畜産物取扱状況について 
ＴＰＰ大筋合意に係る農畜産物への影響

について 
平成28年１月13日 議会運営委員会 議会報告会について 

道外視察研修について 
一般会議の反省について 
議会の評価について 

平成２８年議会の年間計画について 

今後の第２次議会の活性化の進め方につ

いて 

〃 

議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

今後の第２次議会の活性化の進め方につ

いて 

①議員のなり手不足 

②議会町民アンケート調査 

③活性化検討項目 

 

 



- 7 - 
 

開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成28年１月13日 チーム議会始動 議会町民アンケート調査の対応を協議。

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。 

 

平成28年２月５日 議会運営委員会 一般会議の反省について 

議会町民アンケート調査結果に係る対応

策等について 

議会報告会について 

まちなかカフェＤＥ議会について 

議会運営委員会の平成２８年議会の年間

計画について 

道外視察研修について 

議会の評価について 

〃 

議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

①議会町民アンケート調査結果に係る対

応策等について 

②まちなかカフェＤＥ議会について 

③議会の評価について 

④第２次議会の活性化について 

平成28年２月９日 議会報告会 議会報告会の開催 10:00  

吉野公民館 

〃 
議会報告会 議会報告会の開催 15:00 

厚内公民館 

平成28年２月10日 議会報告会 議会報告会の開催 14:00  

上浦幌公民館 

〃 
議会報告会 議会報告会の開催 18:30 

中央公民館 

平成28年２月12日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会報告会の反省について 

まちなかカフェＤＥ議会について 

議会の評価について 

第２次議会の活性化について 

〃 
各委員会協議会 平成２８年度行事年間計画について 

道外視察研修について 

平成28年２月23日 議会運営委員会 まちなかカフェＤＥ議会について 

議会報告会の提出意見及びアンケート調

査結果について 
議会の評価について 
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開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成28年２月23日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

①議会の評価について 
②第２次議会の活性化について 

平成28年２月29日 議会運営委員会 議会報告会の提出意見、アンケート調査

結果及び反省について 
平成２８年度年間計画について 

道外視察研修について 
第３回議会モニター会議について 

議会の評価について 

議会運営委員会審議計画について 

平成28年３月３日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 
①第３回議会モニター会議について 

②議会報告会の提出意見、アンケート調

査結果及び反省について 

③議会の評価について 

〃 各委員会協議会 平成２８年度行事年間計画について 

〃 
まちなかカフェ

ＤＥ議会 

まちなかカフェＤＥ議会 

あいフェスティ同時開催(中央公民館) 

平成28年３月８日 議会運営委員会 議会の評価について 

執行機関協議について 

議会の評価に伴う議会運営委員会審議内

容について 

第２次議会の活性化について 

平成28年３月11日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

①第２次議会の活性化について 

平成28年３月15日 議会運営委員会 

 

議会町民意見箱に係る町民意見等処理状

況報告書について 

平成28年３月16日 議員協議会 

 

議会運営委員会の報告と資料説明 

第２次議会の活性化について 

平成28年３月22日 議会運営委員会 

 

ナイター議会のアンケート結果について 

第３回議会モニター会議について 

執行機関協議内容の確認 

〃 

議会の活性化に係

る執行機関協議 

(議会運営委員会) 

 

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 
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開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成28年３月22日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

〃 

第３回議会モニ

ター会議 

第３回議会モニター会議 

・意見交換 

・平成２８年度議会の年間計画について 

平成28年３月29日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

第２次議会の活性化について 

平成28年３月31日 議会の評価 平成２７年度議会の評価公表 

平成28年４月13日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

第２次議会の活性化について 

平成28年４月13日 議会運営委員会 

 

第３回議会モニター会議について 

まちなかカフェＤＥ議会について 

第２次議会の活性化について 

平成28年４月13日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

第２次議会の活性化について 

平成28年５月14日 まちなかカフェ

ＤＥ議会 

まちなかカフェＤＥ議会 

フクハラ浦幌店 

平成28年５月18日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

第２次議会の活性化について 

平成28年６月６日 議会運営委員会 

 

まちなかカフェＤＥ議会の反省について 
第２次議会の活性化について 

平成28年６月８日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

第２次議会の活性化について 

平成28年６月14日 議会運営委員会 

 

議会の評価等に伴う審議事項について 

第２次議会の活性化について 

平成28年６月17日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

第２次議会の活性化について 

平成28年６月20日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

第２回定例会の反省 

第２次議会の活性化について 

平成28年６月27日 議会運営委員会 

 

第２次議会の活性化について 

平成28年７月13日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

第２次議会の活性化について 

平成28年７月19日 議会運営委員会 

 

第２次議会の活性化について 

まちなかカフェＤＥ議会について 
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開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成28年７月19日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

第２次議会の活性化について 

平成28年７月26日 議会運営委員会 

 

町民との懇談について 

第２次議会の活性化について 

〃 
議員協議会 

(活性化全体協議) 

第２次議会の活性化について 
検討項目（議会だよりプレゼン） 

平成28年８月６日 まちなかカフェ

ＤＥ議会 

まちなかカフェＤＥ議会 

フクハラ浦幌店 

平成28年８月19日 議会運営委員会 

 

第２次議会の活性化について 

・中間報告について 

・政策提案・提言について 

・議員間討議・自由討議の検証 

・一般質問【質疑・質問】 

〃 
議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 
第２次議会の活性化について 

平成28年８月29日 議会運営委員会 

 

第４回議会モニター会議について 

まちなかカフェＤＥ議会について 

議会の評価等に伴う審議事項について 

①議会報告会の開催内容、手法の検討 

②議会の評価 

一般会議、まちなかおじゃまＤＥ議会に

ついて 

第２次議会の活性化について 

①第２次議会の活性化検討項目の整理に

ついて 

②執行機関協議について 

第２次議会の活性化継続協議事項につい

て 

①議会図書室などの充実 

政策提案・政策提言について 

平成 29 年度予算（図書含む） 

〃 
議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 
第２次議会の活性化について 
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開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成28年９月６日 議会運営委員会 

 

まちなかカフェＤＥ議会について 

議会の評価について 

第２次議会の活性化について 

①執行機関協議内容について 

平成28年９月７日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

平成28年９月13日 議会運営委員会 

 

第２次議会の活性化について 

第４回議会モニター会議について 

平成28年９月14日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

第３回定例会の反省 

第２次議会の活性化について 

第４回議会モニター会議について 
一般質問【質疑・質問】 

平成28年９月21日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

第２次議会の活性化について 

第４回議会モニター会議について 

〃 
第４回議会モニ

ター会議 

第４回議会モニター会議 

・意見交換 

平成28年10月５日 議会運営委員会 

 

第２次議会の活性化について 

行政視察の受入について 

平成28年10月６日 議会運営委員会 

 

第２次議会の活性化について 

 

平成28年10月19日 執行機関協議 

(議会運営委員会) 

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 

〃 

議会運営委員会 

 

第２次議会の活性化について 

・執行機関協議後の協議・調整について 

まちなかカフェＤＥ議会について 

行政視察の受入について 

アンケート調査結果に係る意見について 

町村議会表彰について 
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開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成28年10月27日 議会運営委員会 

 

第２次議会の活性化について 

・議員のなり手不足検証結果報告書素案

の精査について 

・活性化検討項目の執行機関協議後の協

議・調整について 

・検討項目の最終調整 

・議会基本条例の見直し 

・第２次議会の活性化最終報告後の行動

（実施）計画について 

・他の議会の取り組みについて 

平成 29 年度予算について 

他の議会の議員研修会について 

〃 

議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

第２次議会の活性化について 

議会図書の紹介について 
平成28年11月５日 まちなかカフェ

ＤＥ議会 

まちなかカフェＤＥ議会 

教育文化センター 

平成28年11月11日 執行機関協議 

 

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18日 議会運営委員会 

 

第２次議会の活性化について 

・中間報告全体確認について 

・活性化検討項目の執行機関協議後の協

議・調整について 

・検討項目の調整 

・第２次議会の活性化最終報告後の行動

（実施）計画について 

・議会の評価に伴う審議計画検討事項の

精査について 

①議会基本条例の見直し 

②自由討議の調査研究 

③議会の評価 

④議会報告会の開催内容、手法の検討 

⑤予算提案権のあり方の調査・研究 

・第４回定例会の日曜議会について 

・議会報告会の日程について 

〃 
議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

 



- 13 - 
 

開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成28年11月28日 議会運営委員会 

 

第２次議会の活性化について 

・活性化最終報告後の行動（実施）計画

について 

・議員のなり手不足検証報告書に係るパ

ブリックコメントについて 

・議会の評価に伴う審議計画検討事項の

精査について 

①自由討議（議員間討議）の調査研究 

・議会報告会について 

・一般会議（農協役職員及び商工会役員）

について 

・平成２９年度予算について 

・まちなかおじゃまＤＥ議会の意見対応

及び反省について 

常任委員会合同所管事務調査について 

平成28年12月１日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

第２次議会の活性化に係る議会運営委員

会の中間報告について 
議員のなり手不足検証報告書に係るパブ

リックコメントについて 

議会報告会について 

まちなかおじゃまＤＥ議会の意見対応及

び反省について 

常任委員会合同所管事務調査について 

平成28年12月６日 議会運営委員会 

 

第２次議会の活性化について 

・第２次議会の活性化に係る議会運営委

員会の中間報告について 

・議員のなり手不足検証報告書に係るパ

ブリックコメントについて 

・日曜議会時の議会報告会のポスター・

ポケットチラシについて 

まちなかカフェＤＥ議会について 

第４回定例会（12 月）の反省について 
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開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成28年12月９日 議会運営委員会 

 

第２次議会の活性化に係る議会運営委員

会中間報告について 
議会の評価について 
活性化最終報告後の行動計画について 
議会モニターの募集について 
議会報告会について 

芽室町議会との交流及び連携について 

〃 

議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

議会の評価について 
活性化最終報告後の行動計画について 
議会報告会について 
芽室町議会との交流及び連携について 

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 

第２次議会の活性化中間報告 

〃 

議会運営委員会 

 

確認事項 

①議会の評価について 

②議会報告会について 

③議員のなり手不足検証報告書（素案）

パブリックコメントについて 

④議会モニターの募集 

平成28年12月12日 
議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

 

〃 
議員協議会 

(活性化全体協議) 

第４回定例会の反省 

今後の日程について 

平成28年12月26日 議会運営委員会 

 

町民意見対応について 

〃 

議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会の評価について 

議員のなり手不足検証報告書（素案）パ

ブリックコメントについて 

芽室町議会との交流及び連携について 

〃 
芽室町議会との

交流及び連携 

議員間討議について 

両町議会の取り組み 
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開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成29年１月16日 パブリックコメ

ント開始 

 

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） 

平成29年１月18日 議会運営委員会 

 

日曜議会のアンケート調査結果について 
議会報告会について 
議会の評価について 
一般会議について 
第２次議会の活性化について 

芽室町議会との交流及び連携について 

平成２９年議会の年間計画について 

〃 

議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

議会の評価について 
 

平成29年１月24日 一般会議 

(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 

平成29年２月３日 議会運営委員会 

 

議員と小学生との懇談会について 
一般会議について 

〃 
議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

 

〃 

一般会議 

(農協役員) 

（１）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 
 ①土砂移動防止対策に係る施設視察

（西町施設） 
②取り組みの経過と今後の取り進めに

ついて 
（２）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 

（３）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 

（４）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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開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成29年２月８日 平成28年度全国

町村議会議長会

特別表彰授賞式 

平成28年度全国町村議会議特別表彰・第

31回町村議会広報全国コンクール奨励賞

（言語・文章部門）授賞 

全国町村議会議長会第68回定期総会席上 

全国町村議員会館 

平成29年２月９日 議会報告会 議会報告会の開催 10:00  

吉野公民館 

〃 
議会報告会 議会報告会の開催 15:00 

厚内公民館 

平成29年２月10日 議会報告会 議会報告会の開催 14:00  

上浦幌公民館 

〃 
議会報告会 議会報告会の開催 18:30 

中央公民館 

平成29年２月15日 議会運営委員会 

 

議会報告会について 
一般会議について 
議会の政策提案・政策提言について 
平成２９年議会の年間計画について 
議会の評価について 
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について 
第２次議会の活性化について 

まちなかカフェＤＥ議会について 

執行機関協議について 

〃 

議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

議会報告会について 
一般会議について 
議会の政策提案・政策提言について 
議会の評価について 
第２次議会の活性化について 

まちなかカフェＤＥ議会について 

執行機関協議について 

平成29年２月27日 議会運営委員会 

 

議会の政策提案・政策提言について 
平成２９年議会の年間計画について 
議会の評価について 
第２次議会の活性化について 

まちなかカフェＤＥ議会について 

執行機関協議について 

第５回議会モニター会議について 



- 17 - 
 

 

開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成29年２月27日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

議会の政策提案・政策提言について 
議会の評価について 
第２次議会の活性化について 

まちなかカフェＤＥ議会について 

執行機関協議について 

第５回議会モニター会議について 

平成29年３月２日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会政策形成マネジメントサイクル及び

議会監視機能活性化サイクルの始動及び

確認について 

議会モニターの応募状況について 

議会の評価について 
議会の政策提案・政策提言について 
第２次議会の活性化について 

平成29年３月７日 議会運営委員会 

 

議会の評価について 

執行機関協議内容について 

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について 

第２次議会の活性化について 

平成29年３月10日 議会運営委員会 

 

活性化最終報告後の行動計画について 
議会モニターの募集について 

〃 

議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

第２次議会の活性化について 

活性化最終報告後の行動計画について 
議会モニターの募集について 

平成29年３月14日 議会運営委員会 

 

議会町民意見箱に係る町民意見等処理状

況報告書について 
ナイター議会のアンケート調査結果につ

いて 

平成29年３月15日 議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

第１回定例会の反省 

第５回議会モニター会議について 

今後の日程について 
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開催・実施年月日 会議名等  内容及び協議内容  

平成29年３月22日 議会運営委員会 

 

第５回議会モニター会議について 
執行機関協議内容の確認 

議会モニターの決定について 

議会モニター委嘱状交付式及び第１回議

会モニター会議について 

議会の評価について 

議会の政策提案・政策提言について 

今後の日程について 

〃 

議会の活性化に

係る執行機関協

議 

 

平成２９年度町各種計画調査表について 
議会の活性化及び議会の評価等に係る協

議・依頼等 
その他 

〃 
議員協議会 

(活性化全体協議) 

議会運営委員会の報告と資料説明 

今後の日程について 

 

 

 

 

 

 

 

 


