浦幌町議会基本条例
【前文】
浦幌町は、町を包む豊かな自然、きれいな水と
空気、積雪寒冷という自然環境のもと、多くの先
人の英知と努力、そして、郷土愛によって発展し
てきました。
住民に最も身近な政府である自治体の最大の責
務は、住民福祉の増進を図ることです。そのため、
自治・分権型社会の実現に向かう今日、私たちの
浦幌町は、町民、議会、町長その他の執行機関が、
それぞれの役割と責任を自覚し、より豊かなまち
づくりのため、新しい時代を拓いていくことが求
められています。
とりわけ議会議員と町長は、ともに町民の選挙
で選出されるがゆえに対等な関係に立つ二元代表
民主制の下で、合議制・独任制という、それぞれ
の特性を活かし、相互に緊張関係を保ちながら、
町民福祉の実現のために競い合うことが必要です。
今日、地方分権改革の推進によって自治体の自
主・自律がより一層求められ、それとともに町民の
代表機関として、議会が地域の発展と町民福祉の向
上のために果たすべき役割は、ますます大きくなり
ます。
そのため、普段の議会活動において、町民に開か
れ多様に交流・参加を深めることと、議員同士が活
発に議論することを基本にすえて、町政及び政策を
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【用語解説】
（地方）自治体
国の領土の一定地域を基
礎とし、その内部の住民を
構成員として、その地域に
おける政治・行政の権能を
持つことを国法で認められ
ている団体のことです。一
般には(地方)自治体 と 呼ば
れています。
分権型社会
国による中央集権型のま
ちづくりや行政運営から、
自治体が住民や企業と連
携・協力して、自らの選択
と責任により、個性あるま
ちづくり・政策づくりを行
うことです。
町長その他の執行機関
執行機関とは、行政の執
行権限を持ち、その管轄の
事務について自らの判断と
責任において執行する機関
のことで、町長、教育委員
会、選挙管理委員会、公平
委員会、監査委員、農業委
員会などがこれに当たりま
す。
二元代表民主制
自治体では、首長と議会
議員をともに住民が直接選
挙で選ぶ制度をとっていま
す。これを二元代表民主制
と言います。二元代表民主
制の特徴は、首長、議会が
ともに住民を代表するとこ
ろにあります。ともに住民
を代表する首長と議会が相
互の抑制と均衡によってあ
る種の緊張関係を保ちなが
ら、議会が首長と対等の機
関として、その自治体の運
営の基本的な方針を決定
（議決）し、その執行を監
視し、また積極的な政策提
案を通して政策形成の舞台
となることこそ、二元代表
民主制の本来のあり方であ
ると言えます。

めぐる論点・争点を明確に
にし、さらには議会の政策
形成能力を高めていく必要
要があります。
浦幌町議会は、議会に与
与えられた大きな権限と
役割を最大限に発揮するた
ため、ここに浦幌町議会
の運営に関する最高規範として、この条例を制定
します。

【趣旨】
前文は、浦幌町議会基本
本条例の制定に至った背
景や制定にあたっての決意
意を謳っています。

【解説】

地方分権時代における議
議会と議員の責務を認識
し、議会議員と町長が二元
元代表民主制の下、合議
制・独任制という、 それぞ
ぞれの特性を活かし、

【
【用語解説】
合議制
複数の
の人による協議によ
って事を
を決定し行うものを
合議制と
といいます。議会の
ほかに、 教育委員会、農業
委員会、 公平委員会等が合
議制です
す。
独任制
町長の
のように機関の組織
上、１人
人の者をもって構成
されるも
ものを独任制といい
ます。町
町長のほかに、監査
委員も独
独任制で、各委員が
独立して権限を行使しま
す。
地方分権
権
国の権
権限や財源を地方に
移し、住
住民に身近なことは
できるだ
だけ市町村や道が行
うことが
ができるよう国と地
方公共団
団体との役割を分担
すること
とです。

相互に緊張関係を保ちな
ながら、町民福祉の実現
のために競い合う ことが
が必要であります。
浦幌町議会は、町民の代
代表機関として、地域の
発展、町民の福祉の向上と
と豊かなまちづくりのた
めに、不断の努力を続ける
ることを決意し、議会及
び議員の活動原則等の基本
本的事項を定め、議会の
最高規範として本条例を制
制定することを宣言して
います。

第１章

総則

（目的）
第１条

この条例は、浦幌
幌町議会（以下「議会」

という。）の運営に関し、
、基本理念及び活動原
則を定めるとともに、浦幌
幌町議会議員（以下「議
員」という。）の職務及び
び責務等を明らかにす
ることにより、地方分権
権時代に対応した主体
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略称規
規定
浦幌町
町議会→「議会」
浦幌町
町議会議員→「議員」

的・機動的な議会活動を
を確立し、もって町民の
【
【用語解説】

負託に応え、町民の福祉
祉の向上及び浦幌町の持
続的で豊かなまちづくり
りの実現に寄与するこ
とを目的とする。

【趣旨】
開かれた議会づくりのた
ための議会基本条例の意
義と目的です。

【解説】

議会及び議員の基本理念
念と活動原則を定めるこ
とにより、議会の活性化を
を図り、町民の負託に応
え、「町民の福祉の向上」
」と「持続的で豊かなま
ちづくり」の実現に寄与す
することを最終的な目的
として規定しています。

（基本理念）
第２条

町民から選出され
れた議員で構成される議

事機関である議会は、町
町長その他の執行機関
（以下「町長等」という
う。）の活動を監視する
とともに、町民の意思及
及び意見（以下「町民意
見等」という。）を町政 に反映させるため、政
策の立案及び政策提言を
をする機関として、公平
かつ公正な議論をし、真
真の地方自治の実現に向
けて、不断に努力する。

【趣旨】
地方分権時代にふさわし
しい議会としての基本的
な姿勢・考え方を示してい
います。
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議事機関
関
条例の
の制定その他地方公
共団体の
の行政運営の基本的
事項につ
ついて審議し、決定
する権能
能を有する地方公共
団体の機
機関をいいます。
通常、 議会といわれてい
ます。憲
憲法では、地方公共
団体には
は議事機関として議
会を設置
置することとされて
おります
す。
なお、 議会基本条例では、
「意思決
決定」としての役割
を担って
ているとしています
が、議会
会は執行作用を行わ
ず議決作
作用を行うという意
味では 「議事機関」であり、
予算、条
条例等について議会
の意思決
決定により地方公共
団体の方
方向を位置付ける意
味での意
意思決定する議事機
関でもあ
あります。

略称規定
定
町長そ
その他の執行機関
↓
「町長等」
町民の
の意思及び意見
↓
「町民意見等」

【解説】

【用語解説】

町民から選挙で選出され
れた議員で構成する議事
機関である議会は、町長等
等の執行機関を監視、政
策立案・政策提言をし、ま
また、町民の意見等を反
映させながら、「真の地方
方自治」の実現に向けて
努力することを基本理念と
として規定しています。

（最高規範性）
第３条

この条例は、議会
会の運営に関する最高規範

であり、議会に関する他 の条例、規則、規程等（以
下「議会の条例等」とい う。）を制定し、又は改廃
するときは、この条例に
に定める事項との整合性を
図る。
２

議会は、議会に関する日本国憲法、法律、他の
法令等の条項を遵守し、 解釈・運用する場合にお
いても、この条例に定め
める理念・原則に照らして
判断する。

３

議会は、議員にこの条
条例の理念を浸透させるた
め、選挙を経た任期開始
始後、速やかにこの条例に
関する研修を行う。
【趣旨】
この条例が、議会におけ
ける最高規範であること
を示しています。
【解説】
①議会基本条例は、浦幌町
町議会の憲法と位置付ける
ものであり、これに違反
反する他の条例や規則など
を制定できないというこ
ことを規定しています。
②議会に関する憲法や法律
律などを解釈して運用す
る場合は、この議会基本
本条例の理念や原則に基づ
いて判断することを規定
定しています。
③議会基本条例は、議会の
の最高規範であることか
ら、選挙後は、必ず議会
会基本条例の研修を するこ

とを規定しています。
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略称規定
定
議会に関
関する他の条例、規
則、規程
程等
↓
「議
議会の条例等」

第２章

議会及び議
議員の活動原則
【用語解説】

(議会及び議員の責務)
第４条

議会及び議員は、
、この条例に定める理

念・原則、この条例に基
基づいて制定される議会
の条例等を遵守して議会
会を適正に運営し、町民
の代表機関として、町民
民に対する責任を果たす。

【趣旨】
議会と議員のあるべき姿
姿です。

【解説】

議会及び議員は、議会基
基本条例の理念・目的に
基づき、町民を代表する合
合議制の機関として、町
民に対する責任を果たすこ
ことを規定しています。

(議会の活動原則)
第５条

議会は、公開性、公正性、透明性、信頼

性を重んじて、町民に信
信頼される開かれた議会、
町民参加を推進する議会
会をめざして活動する。
２

議会は、町長等の町政
政運営に対する評価を通
して、監視機関としての
の役割を果たすとともに、
政策立案、政策提言機能
能の充実強化を図る。

３

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

４

議会は、傍聴者に議案
案の審議に用いる資料を
提供するなど、町民の理
理解及び参加の意欲を高
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議会町民
民意見箱
町民の
の方々の議会に対す
る意見 ・要望等をもとに、
二元代表
表制の一翼を担う議
会は、複
複数の代表で構成さ
れた合議
議制の機関として、
その審議
議の場に多様な町民
の意見を
を反映させ、審議の
過程にお
おいて様々な意見を
出し合い
い、課題や論点を明
らかにし
しながら合意形成し
政策を決
決定していき、豊か
なまちづ
づくりの実現に寄与
すること
とを目的として平成
２４年４
４月から開始したご
意見・ご
ご要望をいただく制
度のこと
とです。

める議会運営に努める。
５

議会は、地方分権の進
進展に的確に対応するた

【
【用語解説】

め、他の自治体議会との
の交流及び連携を行う。
６

議会は、議会が議員、町長等、町民等の交流
と自由な討論の場である との認識に立って、前
各項の規定を実現するた
ため、この条例に定める
もののほか、議会の条例
例等及び議会内での申合
せ事項等を継続的に見直
直す。

【趣旨】
議会としての原則を定め
め、活動します。

【解説】

議会の活動原則を、次の
のように６項目規定して
います。
①町民に開かれた議会、町民参加を推進する議
会。
②評価、監視の役割を果
果たすとともに政策立案、
政策提言機能の充実。
③町民意見箱などにより
り、町民の多様な意見を
把握し、それらの意見
見を町政に反映。
④傍聴者へ資料提供をし
し、町民の理解と参加意
欲の高揚。
⑤地方分権に対応するた
ため、他の議会との交
流・連携。
⑥議会の活動原則を担保
保するため、継続した議
会の条例、規則等の見
見直し。

(議員の活動原則)
第６条

議員は、議会が言
言論の府であることを十

分に認識し、議員相互の
の自由な討議の推進を重
んじなければならない。
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議員相互
互間の自由な討議
現在、 議会の審議は、主
に執行部
部に対し質疑を行う
のが一般
般的ですが、本来、
議員相互
互間の討議・討論に
より審議
議を行い議会の意思
を決定す
すべきであることか
ら、議員
員相互間の自由な討
議を行う
うことを個々の議員
が共通に
に認識することで、
議会の審
審議の活発化を図る
ものです
す。

２

議員は、町政の課題に
について、分野別・地域
【
【用語解説】

別等の町民の意見を的確
確に把握し、自己の能力
を高める不断の研さんに
に努め、町民に選ばれた
者としてふさわしい活動
動をしなければならな
い。
３

議員は、個別事案の解
解決だけでなく、町民全
体の福祉の向上を目指し
し、町政を総合的な見地
から捉えた活動をしなけ
ければならない。

【趣旨】
議員としての原則を定め
め、活動します。

【解説】

議員の活動原則を、次の
のように３項目規定して
います。
して多数の議員による合
①議会は、言論の府とし
議を重視する組織であ
あり、役割を果たすため
十分に議員間で討議を
をする。
②町政の課題について、町民の意見等を把握し、
資質向上に努め、自ら
ら立候補して町民に選ば
れた議員としてふさわ
わしい活動をする。
③個別事案の対応だけで
でなく、町政を総合的に
捉えた活動をする。

（議員の政治倫理）
第７条

議員は、町民の代
代表者としての倫理性を

常に自覚し、自己の地位
位に基づく影響力を不正
に行使して、町民の疑惑
惑を招いてはならない。
【趣旨】
議員は、町民に対して公
公平で中立な立場が求め
られます。その行動につい
いて配慮しなければなり
ません。
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【解説】

議員の活動は多様であり、政治倫理の判断は単
純でないものの、議員の地位を悪用した不正な口
利きなどをしないことを規定しています。

第３章

町民と議会の関係

（町民参加及び町民との連携）
第８条

議会は、議会に関する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。
２

議会は、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。

３

議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等の
運営に当たり、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。

４

議会は、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。

５

議会は、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。

６

議会は、町民に対し、議案等に対する各議員の
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。
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【用語解説】
本会議
定例会や臨時会におい
て、議員全員で構成する会
議のことをいいます。本会
議では、議案などの審議や
議会としての最終意思の決
定(議決)などを行います｡
常任委員会
議会が、町の事務に関す
る調査や議案などの審査を
行うために、常に設置され
ている委員会で、条例で定
められています。議員は、
必ずいずれかの常任委員会
に属しています。本町議会
では、総務文教厚生常任委
員会と産業建設常任委員会
が設置されています。
特別委員会
常任委員会に対し、必要
がある場合や特定のことを
審査するために設置される
委員会のことです。
参考人制度
本会議や委員会などの審
査の参考とするために、そ
の案件に対しある程度利害
関係がある人や学識経験者
等の第三者の意見を聴くこ
とができる制度です。
公聴会制度
審査の際に、その案件に
対し利害関係がある人や学
識経験者等から意見を聴く
ことができる制度です。
学識経験者等
個人だけでなく、法人、
法人格のない団体・組織等
も対象となるものであり、
大学、調査研究機関、コン
サルタント会社等も含まれ
ます。
なお、地方自治法第１０
０条の専門的知見の活用で
は、当該地方公共団体の議
員や執行機関の職員をして
調査させることは想定して
いません。

７

議会は、多数の町民が傍聴参加できるよう、平
【用語解説】

日の夜間、日曜日などに会議を開催するよう努め
る。
８

議会は、町民の参加と連携を推進する基礎的な
方策として、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。
【趣旨】
政策の計画や決定、実施には町民の参加が必要
であり、町民と議会が連携して活動する必要があ
ります。

【解説】

町民の参加と連携の取り組みを、次のように８
項目規定しています。
①町民に対し議会の活動を徹底して公開し、説
明責任を果たすとともに、互いに情報を共有。
②議会の会議は、基本的にすべて公開して、町
民が参加できる議会運営。
③議会の調査や審査等においては、参考人・公
聴会制度の活用や町民の専門家や学識経験者
などの意見等を踏まえた運営。
④請願や陳情を町民からの政策提言と位置付
け、その内容を聴く機会の設定。
⑤議会は、町民や町民の団体などと意見交換を
行い、政策能力を高め町民と議会が協働して
政策を提案。
⑥議会は、議員の採決態度や会議の出席状況を
公表し、町民に議員の活動を評価できる情報
を提供。
⑦議会に多数の町民が参加できるように、夜間
や休日等に会議を開催。
⑧町民の参加と連携を高めるため、少なくても
１年に１回以上議会報告会を開催して、意見
を聴き、議会活動に反映。
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請願
国民をはじめ広く人々
が、国や地方公共団体に意
見や要望を述べることをい
います。町議会に請願する
場合は、１名以上の町議会
議員の紹介が必要となりま
すが、提出された請願書は
常任委員会などで審査した
上で、本会議で採択か不採
択かを決定し、その結果を
請願者に通知します。
陳情
地方公共団体の議会に対
して、その実情を述べ、適
当な措置を要望することで
す。陳情は、実質的には請
願と同じですが、請願と異
なり法律上の根拠がなく議
員の紹介も必要ありませ
ん。
審議
議会の会議で付議事件に
ついて、提案者の説明を聞
き、質疑し、討論し、表決
するといった一連の過程の
ことです。
議案
条例、予算、決算認定の
議案をはじめ、副町長の選
任などの人事同意、町長の
専決処分の承認などの議会
の議決を必要とする案件の
ことです。議案を議会に提
出する権限は、原則として
町長、議員又は委員会にあ
ります。
採決
議長が本会議で表決（議
員が議案などに対して賛成
または反対の意思表示をす
ること）をとる行為のこと
をいいます。委員会の場合
は委員長が表決をとる行為
のことをいいます。なお、
採決の結果、議会の意思を
決定することを議決といい
ます。

第４章

町長等と議会の関係
【用語解説】

（町長等と議会及び議員の関係）
第９条

議会と町長は、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。
２

議会及び議員は、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。

３

議長から本会議、常任委員会及び特別委員会等
への出席を要請された町長その他の執行機関の長
並びに副町長及び教育長は、議員の質疑及び質問
に対して、議長又は委員長の許可を得て反問する

議会報告会
議会報告会とは、議会基
本条例の規定に基づき、議
会が主催して開催するもの
で、議会の活動状況(主な議
案の審議の経過)、新年度予
算の主な事業、町政の重要
課題などについて、町議会
議員が直接、町民の皆さん
に説明し、意見交換を行う
ものです。
一問一答方式
質問において、納得いく
まで質問、答弁を繰り返す
方法です。この方法による
質問は、微に入り細にわた
るので、議案の審議を十分
深めることができます。ま
た、傍聴している方にも質
問の論点、争点が分かりや
すい方法でもあります。

ことができる。
【趣旨】
議会と町長は、緊張関係を保ち、論点・争点を
明確にするため、一般質問で一問一答方式を採用
し、更に、町長等に反問権を付与することによっ
て、よりよい意思決定を導きます。
【解説】

町長・執行機関と議会・議員の関係、いわゆる二元
代表制を充実して、真の目的である「持続的で豊かな
まちづくり」を実現するための規定を次のように３項
目規定しています。
①町長と議員は互いに町民から選挙されますが、町
長の独任制と議会の合議制の特性を活かして、緊
張関係を保ちながら、議論を深め、よりよいまち
づくりを目指して取組むことを規定しています。
②一般質問では、質問回数の制限をしない一問一答
の方式を採用し、町民に分かりやすい質問になる
よう規定しています。
③議会の会議の中で、町長その他の執行機関の長、
副町長及び教育長は、議員の質疑・質問に対して
論点や争点が見いだせない場合など、議論を深め
両者が切磋琢磨するために反問をすることができ
ます。議員が反問にしっかり対応できるよう、研
さんに努める事の意味も込められています。
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質疑
質疑とは、議員がすでに
議題となっている議案など
に対してその発案者などに
対して、口頭で疑問や不明
確なことを明らかにするた
めに説明を求めることで
す。
質問
質問とは、行政一般につ
いて町に事実または所信を
問いただすことで、原則と
して文書で行い、かつ議長
の承認が必要となります。
ただし、緊急を要するとき
は議決により口頭で「質問」
することもできます。
例としては、一般質問が
あります。

（町長による政策等の形
形成過程の説明）
【用語解説】

第10条

町長は、議会に計
計画、政策、施策、事業等

（以下「政策等」という 。）を提案するときは、
政策等の水準を高めるた
ため、次に掲げる政策等の
決定過程を説明するよう 努める。
(１)

政策等の発生源

(２)

検討した他の政策
策案等の内容

(３)

他の自治体の類似
似する政策との比較検討

(４)

基本計画における根拠又は位置付け

(５)

関係ある法令及び
び条例等

(６)

政策等の実施に関
関わる財源措置

(７)

将来にわたる政策
策等のコスト計算

【趣旨】
重要な政策の計画や決定
定には、その根拠となる資
料が必要となります。資料の
の充実により説明責任を
課すとともに、議会としても内容を十分把握し、よ
りよい意思決定を導くもの
のです。

【解説】

町長に対して、議員が政
が政策の適否を適正に判断
できる資料の提供を７項
項目規定しています。
政策等の検討段階から
ら、これらの事項を含め検
討されることが重要であ
あり、議員がしっかりと理
解し決定するためのもの
のとなります。

（予算及び決算における 政策説明資料の作成）
第11条

町長は、予算案及
及び決算を議会に提出し、

議会の審議に付すに当た
たっては、前条の規定に準
じて、分かりやすい施策
策別又は事業別の政策説明
資料を作成するよう努め
める。
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反問
町長そ
その他の執行機関の
長、副町
町長及び教育長が、
議長の許
許可により議員の質
疑・質問
問に対して論点・争
点を明確
確にするため、反問
することができるもので
す。議会
会が議論の場である
ためには
は、双方が質問でき
て当たり
り前との考えから、
執行側に
に反問権を与えてい
ます。
政策過程
程の説明責任を町長
側に課 し、反問権を与える
ことによ
より筋書きのない展
開が生ま
まれ、議員も質疑・
質問事項
項を十分精査した上
で政策論
論争に臨まなければ
なりませ
せん。
略称規定
定
計画、政
政策、施策、事業等
↓
「政策等」

【趣旨】
町の財政運営を明確にす
する予算･決算審査の資
料も重要であり、分かりや
やすい政策説明資料の作
成を町長に課すとともに、 議会としても内容を十
分把握し、審査及び認定に
に期すものです。

【解説】

町長は、第10条の政策
策等の提案と同様に、予算
や決算の提案についても政
政策等の説明資料を提出
することを規定しています
す。

（議決事件の拡大）
第12条

おける重要な計画等の決
決定に公平に参画する観点
から、地方自治法(昭和222年法律第67号)第96条第
２項に規定する議会の議
議決事件について、次のと
おり定める。
浦幌町における総
総合的かつ計画的な行政の

運営を図るための基本
本構想及び基本計画
(２)
(３)

地方自治法第９６条第２項
〔議決事
事件〕
前項に定めるものを除く
ほか、普
普通地方公共団体は、
条例で普通地方公共団体に
関する事
事件（法定受託事務に
係るもの
のにあっては、国の安
全に関することその他の事
由により議会の議決すべき
ものとすることが適当でな
いものとして政令で定める
ものを除
除く。）につき議会の
議決すべきものを定めるこ
とができ
きる。

浦幌町過疎地域自立促進市町村計画
定住自立圏形成協
協定を締結し、若しくは変

更し、又は同協定の廃
廃止を求める旨を通告する
こと。
(４)

議決事件
件
議会の
の議決事件は、地方
自治法第
第９６条に規定され
ています
す。第１項では、①
条例を設
設け又は改廃するこ
と、②予
予算を定めること、
③決算を認定することな
ど、１５
５項目が列挙されて
います。
また、
、第２項では、議会
の議決す
すべきものを定める
ことがで
できると規定されて
いること
とから、議会基本条
例では、 議決事件を追加し、
議会とし
しての議決事件を拡
大するも
ものです。

町民の直接選挙に
によって選ばれる町長と議

会議員によって構成され
れる議会が、ともに町政に

(１)

【用語解説】

公営住宅買取事業
業に関する協定を締結する

こと。
【趣旨】
町の重要な基本構想や基
基本計画など、議会が関
与することにより、議会と
としての応分の責任を負
い、その計画の重要性につ
ついて認識を深めます。
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基本構想
想及び基本計画
本町が
が進めるまちづくり
の基本方
方針として、町政運
営や施策
策の基本方向を掲げ
る具体性
性をもった１０年の
計画「浦
浦幌町第３期まちづ
くり計画
画」を想定していま
す。
また、
、平成２３年の地方
自治法の
の改正により策定義
務付けが
が廃止された「総合
的かつ計
計画的な行政の運営
を図るた
ための基本構想」の
概念も含
含まれます。

【解説】

【用語解説】

地方自治法の第96条第
第１項では、議会で最低限
決めなければ（議決）なら
らない事項を、第２項で
は、それら以外に重要なも
ものは条例により決める
ことができるという規定に
になっています。
このことから、地方自治
治体経営の根幹をなす基
本構想と基本計画など議決
決事件として４項目を規
定しています。

第５章

会議の運営

形成）
（自由討議による合意形
第13条

議会は、議員による討論の場であることを

十分に認識し、議員相互
互間の討議を中心に運営す
る。
２

議会は、本会議、常任
任委員会、特別委員会等に
おいて、議員提出議案、 町長提出議案及び町民提
案等に関して審議し結論
論を出す場合、議員相互間
の自由討議により議論を
を尽くして合意形成に努め
る。

３

議員は、前２項による議員相互間の自由討議を
拡大し、政策、条例、意
意見等の議案の提出を積極
的に行うよう努める。

【趣旨】
議員としての考えや意見
見をしっかりと持ち、お互
いの意見を尊重し、合意の
の形成が必要となります。

‑ 13 ‑

議員相互
互間の自由な討議
現在、 議会の審議は、主
に執行部
部に対し質疑を行う
のが一般
般的ですが、本来、
議員相互
互間の討議・討論に
より審議
議を行い議会の意思
を決定す
すべきであることか
ら、議員
員相互間の自由な討
議を行う
うことを議員個々が
共通に認
認識することで、議
会の審議
議の活発化を図るも
のです。

【解説】

①議会は、合議制の役割
割を十分に認識し、議員相
互間の討議を中心に運
運営することを規定して
います。
において、議案を審議し、
②議会は、議会の会議に
結論を出す場合、議員 相互間の自由討議により
議論を尽くし合意形成
成に努め、説明責任を果た
すことを規定していま
ます。
③第１項～２項の目的を
を達成するため、議員それ
ぞれの役割として自由
由討議の拡大と議員によ
る議案提出を積極的に
に行うことを規定してい
ます。

(委員会の活動)
第14条

議会は、委員会の
の運営に当たって、議案等

の審査及びその所管に属
属する事務調査の充実を図
り、それぞれの設置目的
的に応じた役割を果たすよ
う活動を行う。
２

委員長は、自由討議に
による合意形成に努め、委
員会で議論を尽くす中で
で報告書を作成し、報告に
当たっては、論点・争点
点等を明確にして、質疑に
対する答弁を行う。
【趣旨】
委員会活動の公開･公表
表が重要であり、委員長は
責任を持った運営をする必
必要があります。
【解説】

①議会は、委員会の運営
営にあたって、議案等の
審査や所管事務調査の
の充実を図り、委員会の
機能を発揮することを
を規定しています。
②委員長は、議員等の自
自由討議による合意形成
に努め、議論を尽くす
す中で自ら報告書を作成
し、報告については、論点や争点などを明確
にして質疑に対する答
答弁を行うことを規定し
ています。
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【用語解説】

委員会
本会議
議に提案された議案
などを、
、少人数の議員で専
門的・能
能率的に審査するた
めの機関
関で、常任委員会（常
設の委員
員会）、議会運営委員
会及び特
特別委員会がありま
す。
審査
委員会
会において議会の議
決の対象
象となる議案など特
定の事件
件について、議論し、
結論を出
出す一連の過程のこ
とです。

(開かれた活動的な議会
会の推進)
第15条

議会は、町政の諸課題に柔軟かつ迅速に対

【
【用語解説】

応するため、常任委員会
会、特別委員会等の適正な
運営と全ての議会の会議
議等の連携により機動力
を高め、開かれた活動的
的な議会を推進する。
【趣旨】
積極的な委員会活動と適
適正な運営、また、機動力を
もって町民への速やかな情報を
を提供する活動が必要で
す。

【解説】

社会経済情勢等によって
て新たに生じる行政課題
等について、適切・迅速に
に対応するため、議会の
全ての会議等の連携により
り機動力を高め、開かれ
た活動的な議会の推進を規
規定しています。

(一般会議の設置)
第16条

議会は、地方自治
治法に基づく常任委員会、

特別委員会等とは別に、町政の諸課題に柔軟に対
処するため、町政全般に わたって、議員及び町民
が自由に情報及び意見を
を交換する一般会議を設
置する。
【趣旨】
町民と議員が自由に情報や
や意見を交換する一般会
議を設置いたします。

【解説】

法律により活動制限があ
ある委員会などの制約を
超えて、柔軟に町政の課題
題に対応するため、町民
と議員が自由に情報や意見
見を交換できる場とし
て、「一般会議」を設置す
することを規定していま
す。
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一般会議
議
一般会
会議とは、浦幌町議
会基本条例の規定に基づ
き、私た
たち町議会議員と町
内で活動
動している各種団体
の皆さん
んなどが、町政に関
すること
と、議会活動への意
見・要望
望、町政や議会への
提言など
どについて、幅広く、
自由に意
意見交換を行う場で
す。
議会の
の活性化の一つとし
て、新た
たな取り組みとして
開催する
るものです。

（議会モニターの設置）
【
【用語解説】

第17条

議会は、町民参加
加と町民意見等の反映を図

り、開かれた議会及び民
民主的な議会運営等を推進
するため、議会モニター
ーを設置する。
２

前項の議会モニターに
に関し必要な事項は、議長
が別に定める。
【趣旨】
町民参加と町民意見等の
の反映を図り、開かれた
議会運営を推進するための
の議会モニターを設置し
ます。

【解説】

町民参加の議会を進める
るため、議会に関する町
民の皆さんの声をお寄せい
いただき、今後の議会活
動に反映させていくモニタ
ター制度を規定していま
す。
議会モニターは、浦幌町
町議会の定例会や臨時会
の本会議や委員会を傍聴、アンケート調査、モニ
ター会議の出席、議会だよ
よりに対するご意見をい
ただくなどの活動をしてい
いただきます。

第６章

適正な議会機
機能

(適正な議会費の確立)
第18条

議会は、議会と町
町長による二元代表制を

円滑に運営する観点から 、町長と協議し、適正
かつ継続的な議会費の確
確立をめざす。
【趣旨】
議員活動に係る経費はどう
うあるべきか、その決定には
十分な協議･検討が必要とな
なります。
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議会モニ
ニター
町民参
参加の議会を進める
ため、議
議会に関する町民の
皆さんの
の声をお寄せいただ
き、今後
後の議会活動に反映
させてい
いくモニター制度で
す。
議会モ
モニターは、浦幌町
議会の定
定例会や臨時会の本
会議や委
委員会を傍聴、アン
ケート調
調査、モニター会議
の出席、 議会だよりに対す
るご意見
見をいただくなどの
活動をし
していただきます。

【解説】

【用語解説】

すべての経費は安価な方
方が良いのは当然のこと
ですが、町は財政健全化を
を打ち出し、使用料や負
担金などを改正、また、地
地方交付税の減額などに
より、現在、町では引き続
続き、財政の健全化を重
点とした施策を展開してい
いますが、期待される適
切な議会活動をする費用は
はどのくらいが妥当なの
かを協議・検討しながら適
適正な議会費の確立を目
指すことを規定しています
す。

（議員定数）
第19条
２

に条例で定める。
議員定数は、別に

議員定数の改正に当た
たっては、行財政改革の視
点だけでなく、分権時代
代における議会の役割の増
大、地域民主主義の確立
立、町政の現状と課題、将
来の予測と展望を十分に
に考慮するとともに、議
員・議会活動の評価等に
に関して町民意見等を聴取
し、適正な議員定数の確
確立を期す。

３

議員定数
数
市町村
村の議会の議員の定
数は、条
条例で定めると法に
規定され、本町議会では、
「浦幌町
町議会議員の定数を
定める条
条例」で定めており
ます。
直接請求
求
町政に
に対し異議がある場
合には有
有権者の一定の署名
をもって
て、議会の解散や議
員の解職
職を請求することが
できます
す。このほかに、条
例の制定
定・改廃や町長など
の解職、 事務の監査などを
請求する
ることができます。

議員定数の条例改正案
案は、地方自治法第74条第
１項の規定による町民の
の直接請求があった場合を
除き、改正理由の説明を
を付して必ず議員が提案す
る。

【趣旨】
適正な議員定数の確立を
を目指します。
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※地方自
自治法第７４条 〔条例の
制定又は改
は改廃の請求とその処置〕
普通地方
方公共団体の議会の
議員及び
び長の選挙権を有す
る者（以
以下本編において「選
挙権を有
有する者」という。）
は、政令
令の定めるところによ
り、その
の総数の５０分の１以
上の者の
の連署をもつて、その
代表者か
から、普通地方公共団
体の長に
に対し、条例（地方税
の賦課徴
徴収並びに分担金、使
用料及び
び手数料の徴収に関
するもの
のを除く。）の制定又
は改廃の
の請求をすることが
できる。

【用語解説】

【解説】

①議員の定数は、「浦幌
幌町議会議員の定数を定
める条例」で定めるこ
ことを規定しています。
②定数を改正するにあた
たっては、行財政改革の
視点だけでなく、分権
権時代における議会の役
割の増大、地域民主主
主義の確立、町政の現状
と課題、将来の予測と
と展望を十分に考慮し、
適正な議員定数を決め
めていくことを規定して
います。
③議員定数の条例改正に
にあたっては、しっかり
とした協議・検討によ
より、議員自らが責任を
もって提案することを
を規定しています。

（議員報酬）
第20条
２

に条例で定める。
議員報酬は、別に

議員報酬の改正に当た
たっては、行財政改革の視点
だけでなく、分権時代に
における議会の役割の増大、
地域民主主義の確立、町
町政の現状と課題、将来の予
測と展望を十分に考慮す
するとともに、議員・議会活
動の評価等に関して町民
民意見等を聴取し、適正な議
員報酬の確立を期す。

３

議員報酬の条例改正案
案は、地方自治法第74条第１
項の規定による町民の直
直接請求があった場合を除き、
改正理由の説明を付して
て必ず議員が提案する。

【趣旨】
適正な議員報酬の確立を
を目指します。
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議員報
報酬
議 員報酬とは、地方公共
団体 の議会議員の議員活動
への 対価として支給されま
す。 議員は非常勤の特別職
であ るため給料ではなく、
報酬 が支給されます。本町
議会で
では、「浦幌町議会議員
の議 員報酬及び費用弁償等
に関 する条例」で規定して
います
す。

【解説】

【用語解説】

①議員報酬は、「浦幌町
町議会議員の議員報酬及
び費用弁償等に関する
る条例」で定めることを
規定しています。
②議員報酬を改正するに
にあたっては、行財政改
革の視点だけでなく、分権時代における議会
の役割の増大、地域民
民主主義の確立、町政の
現状と課題、将来の予
予測と展望を十分に考慮
し、適正な議員報酬を
を決めていくことを規定
しています。
③議員報酬の条例改正に
にあたっては、しっかり
とした協議・検討によ
より、議員自らが責任を
もって提案することを
を規定しています。

第７章

議会機能の
の強化と体制整備

（専門的知見の活用及び
び調査機関の設置）
第21条

議会は、町政の重
重要課題に的確に対応する

ため、地方自治法第100条
条の２の規定により、専門
的な知識及び経験を有す
する者等の積極的な活用を
図る。
２

議会は、前項に規定す
する専門的知見の活用に当
たって、必要があると認め
めるときは、議決により、

専門的知
知見
専門的
的知見の活用とは、
議案の審
審査や町の事務等に
関し、学
学識経験者等に専門
的事項に
に係る調査を求め、
それを議
議会が活用すること
をいいま
ます。

※地方自
自治法第１００条の
２ 〔専
専門的事項に係る調
査〕
普通地
地方公共団体の議会
は、議案
案の審査又は当該普
通地方公
公共団体の事務に関
する調査
査のために必要な専
門的事項
項に係る調査を学識
経験を有
有する者等にさせる
ことがで
できる。

専門的な知識及び経験を
を有する者等で構成する調
査機関を設置することが
ができる。
３

議会は、前項の調査機
機関に議員を構成員として
加えることができる。

４

第２項の調査機関に関
関し必要な事項は、議長が
別に定める。
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調査機関
関
町政の
の課題に関する調査
を行い議
議会審議に専門的知
見を活用
用するために、学識
経験者等
等により構成する専
門的な調
調査機関を設置し、
より専門
門的な審査を行おう
とするも
もので、必要に応じ
て設置を
をすることから議決
により設
設置するものです。

【趣旨】

【
【用語解説】

重要な課題に対応するた
ための専門的知見の活用
と調査機関の設置ができま
ます。

【解説】

①議会は、直面する重要
要課題に対応するため、
地方自治法第100条 の２の規定により、大学
等の研究機関や専門的
的な知識や経験を持つ方
の活用を図ることがで
できることを規定してい
ます。
②議会は、専門的知見の
の活用し調査するときは、
議決により調査機関を
を設置することができる
ことを規定しています
す。
③議会は、調査機関に議
議員を構成員として加え
ることができることを
を規定しています。

（議員研修の充実強化）
第22条

議会は、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
研修の充実強化を図り、こ
の条例の理念を議員に浸
浸透させるよう努める。
２

議会は、議員研修の充
充実強化に当たり、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。
【趣旨】
議員の資質の向上を図る
る研修が必要となりま
す。
【解説】

①議会は、議員の政策形
形成や立案能力等の資質
向上を図るため、議員
員の研修を実施すること
を規定しています。
②議員研修の充実強化と
と専門家や町民から情報
を得て、積極的に研修
修会を開催することを規
定しています。
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（議会広報の充実）
第23条

議会は、町政に係る重要な情報を議会独自

【
【用語解説】

の視点から、常に町民に 対して周知するよう努め
る。
２

議会は、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。
【趣旨】
議会広報等により、速やか
かに議会や議員の活動を周
知する必要があります。

【解説】

①議会は、町政全般にわ
わたる論点や争点を、独
自の視点で町民に対し
して周知することを規定
しています。
②第１項の情報をインタ
ターネット等の多様な手
段により、より多くの
の町民が町政に関心を持
つような議会の広報活
活動に努めることを規定
しています。

（議会図書室の充実)
第24条

議会は、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。
２

議会図書室の管理につ
ついては、浦幌町議会図書
室規程（平成12年議会規
規程第３号）によるものと
する。
【趣旨】
議会図書室の充実をします
す。
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議会図書
書室
議会は、地方自治法第
100 条第
第 17 項の規定によ
り議員の
の調査研究のため議
会図書室
室を設置することと
されてい
います。

【解説】

【用語解説】

①議会は、地方自治法第
第100条第17項に規定し
ている「議会図書室の
の設置」とその保管書類
の義務は当然でありま
ますが、それ以外に議
会・議員活動に資する
るため、町の重要な資料
等を保管し、充実に努
努めることを規定してい
ます。
②議会図書室の管理につ
ついては、「浦幌町議会
図書室規程」により行
行いますが、議員だけで
なく、町民や職員の利
利用が可能です。

（議会事務局の体制整備
備）
第25条

議会は、議会及び
び議員の政策形成及び立案

機能を高めるため、議会
会事務局の調査及び法務に

議会事務
務局
議会に関する事務や議
長、議員
員の職務を補助する
組織のこ
ことです。

関わる機能を積極的に強
強化するよう努める。
【趣旨】
事務局の体制強化と行政
政機関と分離した専門機
関としての位置付けの検討
討が必要となります。

【解説】

議会や議員の活動を支え
えるため、議会事務局の
調査や法務機能などの資質
質等の向上を強化するこ
とを規定しています。事務
務局職員の研修などの充
実も必要となります。

第８章

継続的な検
検討と見直し手続

（継続的な検討）
第26条

議会は、法律等の
の改正等も踏まえながら、

町民意見等や社会情勢の
の変化等を勘案し、議会の
活性化について継続的に
に議会運営委員会において
検討する。
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議会運営
営委員会
円滑な
な議会運営を行うた
め、議会
会運営全般について
協議し、
、意見調整を図る場
として設
設置される委員会の
ことです
す。

【趣旨】

【
【用語解説】

自治法等の改正に速やか
かに対応する必要があり
ます。

【解説】

議会は、常に法律等の改
改正を踏まえ、町民意見
等や社会情勢を勘案し、議
議会の活性化について、
議会運営委員会を中心に検
検討することを規定して
います。

（見直し手続）
第27条

議会は、常に、この条例の目的が達成さ

れているかどうかの検証
証を議会運営委員会に
おいて行う。
２

議会は、前項の検証の
の結果、制度の改善が必
要な場合は、全ての議員
員の参加と討論による合
意形成に努め、この条例
例の改正を含む適切な措
置を講ずる。

３

議会は、この条例を改
改正するに当たっては、
その改正理由及び背景に
について、詳しく説明し
なければならない。

【趣旨】
最高規範である議会基本
本条例の目的が達成され
ているか検証する必要があ
あります。
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【解説】

【
【用語解説】

①議会は、常に目的や具
具体的な取り組みがなさ
れているのかを議会運
運営委員会を中心に検証
することを規定してい
います。
②議会は、検証の結果、制度の改善が必要な場
合は、しっかりと議論
論をし、全議員の合意形
成に努め、条例の改正
正等の措置を講ずること
を規定しています。
③議会は、条例を改正す
する場合は、改正理由や
背景を詳しく説明する
ることを規定していま
す。

附

則

（施行期日）
１

４月１日から施行する。
この条例は、平成25年４
（議会の議決すべき事件
件に関する条例の廃止）

２

議会の議決すべき事件
件に関する条例（平成23年
浦幌町条例第７号）は、 廃止する。

浦 幌 町 議 会
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