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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・争点を明確にし、さらには議会の政策
形成能力を高めていく必要があります。
浦幌町議会は、議会に与えられた大きな権限と役
割を最大限に発揮するため、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、浦幌町議会基本条例の制定に至った背
景や制定にあたっての決意を謳っています。

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

【解説】

地方分権時代における議会と議員の責務を認識
し、議会議員と町長が二元代表民主制の下、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 ことが必要であります。
浦幌町議会は、町民の代表機関として、地域の
発展、町民の福祉の向上と豊かなまちづくりのた
めに、不断の努力を続けることを決意し、議会及
び議員の活動原則等の基本的事項を定め、議会の
最高規範として本条例を制定することを宣言して
います。
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第１章

総則
【用語解説】

（目的）
第１条

この条例は、浦幌町議会（以下「議会」と

略称規定

いう。）の運営に関し、基本理念及び活動原則を

浦幌町議会→「議会」

定めるとともに、浦幌町議会議員（以下「議員」

浦幌町議会議員→「議員」

という。）の職務及び責務等を明らかにすること
により、地方分権時代に対応した主体的・機動的
な議会活動を確立し、もって町民の負託に応え、
町民の福祉の向上及び浦幌町の持続的で豊かな
まちづくりの実現に寄与することを目的とする。

【趣旨】
町民に身近で、開かれた議会・町民参加の議会
を目指した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と活動原則を定めるこ
とにより、議会の活性化を図り、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

町民から選出された議員で構成される議
略称規定

事機関である議会は、町長その他の執行機関（以
下「町長等」という。）の活動を監視するととも
に、町民の意思及び意見（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
び政策提言をする機関として、公平かつ公正な議
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町長その他の執行機関
↓
「町長等」
町民の意思及び意見
↓
「町民意見等」

論をし、真の地方自治の実現に向けて、不断に努
【用語解説】

力する。

【趣旨】
地方分権時代にふさわしい議会としての基本的
な姿勢・考え方を示しています。

【解説】

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

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

（最高規範性）
第３条

この条例は、議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

略称規定

下「議会の条例等」という。）を制定し、又は改廃

議会に関する他の条例、規
則、規程等
↓
「議会の条例等」

するときは、この条例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、この条例に定める理念・原則に照らして
判断する。

３

議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるた
め、選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に
関する研修を行う。
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【趣旨】

【用語解説】

この条例が、議会にお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、浦幌町議会の憲法と位置付
けるものであり、これに違反する他の条例や
規則などを制定できないということを規定し
ています。
②議会に関する憲法や法律などを解釈して運用
する場合は、この議会基本条例の理念や原則
に基づいて判断することを規定しています。
③議会基本条例は、議会の最高規範であること
から、選挙後は、必ず議会基本条例の研修を
することを規定しています。

第２章

議会及び議員の活動原則

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

【趣旨】
議会と議員のあるべき姿です。

【解説】

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

【用語解説】

を重んじて、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。
２

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

３

議会は、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。

４

議会は、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。

５

議会は、地方分権の進展に的確に対応するた
め、他の自治体議会と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め、この条例に定めるものの
ほか、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。

【趣旨】
議会としての原則を定め、活動します。
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議会町民意見箱
町民の方々の議会に対す
る意見・要望等をもとに、二
元代表制の一翼を担う議会
は、複数の代表で構成され
た合議制の機関として、そ
の審議の場に多様な町民の
意見を反映させ、審議の過
程において様々な意見を出
し合い、課題や論点を明ら
かにしながら合意形成し政
策を決定していき、豊かな
まちづくりの実現に寄与す
ることを目的として平成
24 年４月から開始したご
意見・ご要望をいただく制
度のことです。

【用語解説】

【解説】

議会の活動原則を、次のように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、町民の多様な意見を
把握し、それらの意見を町政に反映。
④傍聴者へ資料提供をし、町民の理解と参加意
欲の高揚。
⑤地方分権に対応するため、他の議会との交
流・連携。
⑥議会の活動原則を担保するため、継続した議
会の条例、規則等の見直し。

(議員の活動原則)
第６条

議員は、議会が言論の府であることを十分

に認識し、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。
２

議員は、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。

３

議員は、個別事案の解決だけでなく、町民全体
の福祉の向上を目指し、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。

【趣旨】
議員としての原則を定め、活動します。
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議員相互間の自由な討議
現在、議会の審議は、主に
執行部に対し質疑を行うの
が一般的ですが、本来、議員
相互間の討議・討論により
審議を行い議会の意思を決
定すべきであることから、
議員相互間の自由な討議を
行うことを個々の議員が共
通に認識することで、議会
の審議の活発化を図るもの
です。

【解説】

【用語解説】

議員の活動原則を、次のように３項目規定して
います。
①議会は、言論の府として多数の議員による合
議を重視する組織であり、役割を果たすため
十分に議員間で討議をする。
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、自ら立候補して町民に
選ばれた議員としてふさわしい活動をする。
③個別事案の対応だけでなく、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、町民の代表者としての倫理性を常

に自覚し、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。

【趣旨】
議員は、町民に対して公平で中立な立場が求め
られます。その行動について配慮しなければなり
ません。

【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。
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第３章

町民と議会の関係

【用語解説】

（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。

７

議会は、多数の町民が傍聴参加できるよう、平
日の夜間、日曜日などに会議を開催するよう努め
る。
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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。

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案と位置付
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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【用語解説】
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。

- 11 -

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。
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。

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。

（町長による政策等の形成過程の説明）
第10条

町長は、議会に計画、政策、施策、事業等

【用語解説】
反問
町長その他の執行機関の
長、副町長及び教育長が、議
長の許可により議員の質
疑・質問に対して論点・争点
を明確にするため、反問す
ることができるものです。
議会が議論の場であるため
には、双方が質問できて当
たり前との考えから、執行
側に反問権を与えていま
す。
政策過程の説明責任を町
長側に課し、反問権を与え
ることにより筋書きのない
展開が生まれ、議員も質疑・
質問事項を十分精査した上
で政策論争に臨まなければ
なりません。

（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め、次に掲げる政策等の

略称規定

決定過程を説明するよう努める。
計画、政策、施策、事業等
↓
「政策等」

(１)

政策等の発生源

(２)

検討した他の政策案等の内容

(３)

他の自治体の類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)

関係ある法令及び条例等

(６)

政策等の実施に関わる財源措置

(７)

将来にわたる政策等のコスト計算

【趣旨】
重要な政策の計画や決定には、その根拠となる
資料が必要となります。資料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です。
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【用語解説】

【解説】

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

（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、予算案及び決算を議会に提出し、

議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準
じて、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。
【趣旨】
町の財政運営を明確にする予算･決算審査の資
料も重要であり、分かり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、審査及び認定に期すものです。

【解説】

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

（議決事件の拡大）
第12条

町民の直接選挙によって選ばれる町長と

議会議員によって構成される議会が、ともに町
政における重要な計画等の決定に公平に参画す

議決事件
議会の議決事件は、地方
自治法第９６条に規定され
ています。第１項では、①条
例を設け又は改廃するこ
と、②予算を定めること、③
決算を認定することなど、
１５項目が列挙されていま
す。
また、第２項では、議会の
議決すべきものを定めるこ
とができると規定されてい
ることから、議会基本条例
では、議決事件を追加し、議
会としての議決事件を拡大
するものです。
地方自治法第９６条第２項
〔議決事件〕
前項に定めるものを除く
ほか、普通地方公共団体は、
条例で普通地方公共団体に
関する事件（法定受託事務に
係るものにあっては、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
ものを除く。）につき議会の
議決すべきものを定めるこ
とができる。

る観点から、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第96条第２項に規定する議会の議決事件につい
て、次のとおり定める。
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略称規定
地方自治法→「法」

(１)

浦幌町における総合的かつ計画的な行政の

運営を図るための基本構想及び基本計画
(２)

浦幌町過疎地域自立促進市町村計画

(３)

定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変

更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告する
こと。
(４)

公営住宅買取事業に関する協定を締結する

こと。
【趣旨】

【用語解説】
基本構想及び基本計画
本町が進めるまちづくり
の基本方針として、町政運
営や施策の基本方向を掲げ
る具体性をもった１０年の
計画「浦幌町第３期まちづ
くり計画」を想定していま
す。
また、平成２３年の地方
自治法の改正により策定義
務付けが廃止された「総合
的かつ計画的な行政の運営
を図るための基本構想」の
概念も含まれます。

町の重要な基本構想や基本計画など、議会が関
与することにより、議会としての応分の責任を負
い、その計画の重要性について認識を深めます。

【解説】

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

第５章

会議の運営

（自由討議による合意形成）
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、議員相互間の討議を中心に運営す
る。
２

議会は、本会議、常任委員会、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を出す場合、議員相互間
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議員相互間の自由な討議
現在、議会の審議は、主に
執行部に対し質疑を行うの
が一般的ですが、本来、議員
相互間の討議・討論により
審議を行い議会の意思を決
定すべきであることから、
議員相互間の自由な討議を
行うことを議員個々が共通
に認識することで、議会の
審議の活発化を図るもので
す。

の自由討議により議論を尽くして合意形成に努
【用語解説】

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をしっかりと持ち、お
互いの意見を尊重し、合意の形成が必要となりま
す。

【解説】

①議会は、合議制の役割を十分に認識し、議員
相互間の討議を中心に運営することを規定し
ています。
②議会は、議会の会議において、議案を審議
し、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に努め、説明責
任を果たすことを規定しています。
③第１項～２項の目的を達成するため、議員そ
れぞれの役割として自由討議の拡大と議員に
よる議案提出を積極的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、委員会の運営に当たって、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。
２

委員長は、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。
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委員会
本会議に提案された議案
などを、少人数の議員で専
門的・能率的に審査するた
めの機関で、常任委員会（常
設の委員会）、議会運営委員
会及び特別委員会がありま
す。
審査
委員会において議会の議
決の対象となる議案など特
定の事件について、議論し、
結論を出す一連の過程のこ
とです。
質疑
会議の議題となっている
案件について提出者に対し
て疑義をただすことで、議
題となっている案件の範囲
を越えたり、自己の意見を
述べることはできません。

【趣旨】

【用語解説】

委員会活動の公開･公表が重要であり、委員長
は責任を持った運営をする必要があります。

【解説】

①議会は、委員会の運営にあたって、議案等の
審査や所管事務調査の充実を図り、委員会の
機能を発揮することを規定しています。
②委員長は、議員等の自由討議による合意形成
に努め、議論を尽く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弁を行うことを規定し
ています。

(開かれた活動的な議会の推進)
第15条

議会は、町政の諸課題に柔軟かつ迅速に対

応するため、常任委員会、特別委員会等の適正な
運営と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。

【趣旨】
積極的な委員会活動と適正な運営、また、機動力を
もって町民への速やかな情報を提供する活動が必要で
す。

【解説】

社会経済情勢等によって新たに生じる行政課題
等について、適切・迅速に対応するため、議会の
全ての会議等の連携により機動力を高め、開かれ
た活動的な議会の推進を規定しています。
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(一般会議等の設置)
第16条

【用語解説】

議会は、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
情報及び意見を交換する一般会議、まちなかカフ
ェＤＥ議会、まちなかおじゃまＤＥ議会（以下「一
般会議等」という。）を設置する。

【趣旨】
町民と議員が自由に情報や意見を交換する一般会
議、カフェＤＥ議会、おじゃまＤＥ議会を設置いたします。

【解説】

柔軟に町政の課題に対応するため、町民と議員
が自由に情報や意見を交換できる場として、「一
般会議、まちなかカフェＤＥ議会、まちなかおじ
ゃまＤＥ議会」の設置を規定しています。

（議会モニターの設置）
第17条

議会は、町民参加と町民意見等の反映を図

り、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。
２

前項の議会モニター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反映を図り、開かれた
議会運営を推進するための議会モニターを設置し
ます。
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略称規定
一般会議、まちなかカフェ
ＤＥ議会、まちなかおじゃ
まＤＥ議会
↓
「一般会議等」
一般会議
一般会議とは、浦幌町議
会基本条例の規定に基づ
き、私たち町議会議員と町
内で活動している各種団体
の皆さんなどが、町政に関
すること、議会活動への意
見・要望、町政や議会への提
言などについて、幅広く、テ
ーマを決めて意見交換を行
う場です。（会議録の公表：
有）
まちなかカフェＤＥ議会
まちなかカフェＤＥ議会
とは、公共施設やスーパー
などで議員と気軽にお茶な
どを飲みながら懇談できる
場で、町民の皆さんが個人
でも気軽に意見交換できる
ものです。
まちなかおじゃまＤＥ議会
まちなかおじゃまＤＥ議
会とは、一般会議とは別に
各グループなどの方々と特
にテーマを決めず、気軽に
懇談できるものです。（会議
録の公表：無）
議会モニター
町民参加の議会を進める
ため、議会に関する町民の
皆さんの声をお寄せいただ
き、今後の議会活動に反映
させていくモニター制度で
す。
議会モニターは、浦幌町
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、議会だよりに対す
るご意見をいただくなどの
活動をしていただきます。

【解説】

【用語解説】

町民参加の議会を進めるため、議会に関する町
民の皆さんの声をお寄せいただき、今後の議会活
動に反映させていくモニター制度を規定していま
す。
議会モニターは、浦幌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、議会だよりに対するご意見をい
ただくなどの活動をしていただきます。

第６章

適正な議会機能

(適正な議会費の確立)
第18条

議会は、議会と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立をめざす。

【趣旨】
議員活動に係る経費はどうあるべきか、その決
定には十分な協議･検討が必要となります。

【解説】

すべての経費は安価な方が良いのは当然のこと
ですが、町は財政健全化を打ち出し、使用料や負
担金などを改正、また、地方交付税の減額などに
より、現在、町では引き続き、財政の健全化を重
点とした施策を展開していますが、期待される適
切な議会活動をする費用はどのくらいが妥当なの
かを協議・検討しながら適正な議会費の確立を目
指すことを規定しています。
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（議員定数）
第19条
２

議員定数は、別に条例で定める。

議員定数の改正に当たっては、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、地域民主主義の確立、町政の現状と課題、将
来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議
員・議会活動の評価等に関して町民意見等を聴取
し、適正な議員定数の確立を期す。

３

議員定数の条例改正案は、地方自治法第74条第
１項の規定による町民の直接請求があった場合
及び町長が提出する場合を除き、改正理由の説明

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

を付して委員会又は議員が提案する。

【趣旨】
適正な議員定数の確立を目指します。

【解説】

①議員の定数は、「浦幌町議会議員の定数を定
める条例」で定めることを規定しています。
②定数を改正するにあたっては、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、地域民主主義の確立、町政の現状
と課題、将来の予測と展望を十分に考慮し、
適正な議員定数を決めていくことを規定して
います。
③議員定数の条例改正をする場合は、しっかり
と協議・検討し、説明理由を付して、委員会
や議員が責任をもって提案することを規定し
ています。
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※地方自治法第７４条 〔条
例の制定又は改廃の請求と
その処置〕
普通地方公共団体の議会
の議員及び長の選挙権を有
する者（以下本編において
「選挙権を有する者」とい
う。）は、政令の定めるとこ
ろにより、その総数の５０分
の１以上の者の連署をもつ
て、その代表者から、普通地
方公共団体の長に対し、条例
（地方税の賦課徴収並びに
分担金、使用料及び手数料の
徴収に関するものを除く。）
の制定又は改廃の請求をす
ることができる。

（議員報酬）
第20条
２

議員報酬は、別に条例で定める。

議員報酬の改正に当たっては、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、地域民主主義の確立、町政の現状と課題、将
来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議
員・議会活動の評価等に関して議員報酬の標準率
又は議員報酬額を示し、町民意見等を参考に適正
な議員報酬の確立を期す。

３

議員報酬の条例改正案は、地方自治法第74条第
１項の規定による町民の直接請求があった場合
及び町長が提出する場合を除き、改正理由の説明
を付して委員会又は議員が提案する。
【趣旨】
適正な議員報酬の確立を目指します。

【解説】

①議員報酬は、「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」で定めることを
規定しています。
②議員報酬を改正するにあたっては、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、地域民主主義の確立、町政の
現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮
し、議員報酬の標準率又は議員報酬額を

示した上で適正な議員報酬を決めていくこ
とを規定しています。
③議員報酬の条例改正する場合は、しっかりと
協議・検討し、説明理由を付して、委員会や
議員が責任をもって提案することを規定して
います。
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【用語解説】
議員報酬
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。

第７章

議会機能の強化と体制整備
【用語解説】

（議会活性化の推進）
第21条

議会は、社会環境、経済情勢等の変化によ

り新たに生じる町政の諸課題に対応するため、継
続的な議会の活性化に努める。
２

議会は、政策形成マネジメントサイクルによる
議会運営をするとともに、議会活動の実行目標、
工程及び期間等を定めた議会活性化計画（議会活
性化サイクル等をいう。）を策定し、議会の活性
化に努める。

【趣旨】
議会のガバナンスを重要視し、理論的・体系的
に議会の活性化に努めます。

【解説】

①常に社会環境、経済情勢等の変化により新た
に生じる町政の諸課題に対応し、選挙ごとに
議員構成が変わっても継続的に議会の活性化
を進めることを規定しています。
②議会のガバナンスが重要であることから、第
２次議会の活性化で、議会基本条例に基づき
実施している様々な取り組みを体系的・理論
的に整理し「政策形成マネンジメントサイク
ル」による議会運営を進めることとしました。
また、議会活動年間計画サイクルと議会監視
機能活性化サイクルの議会活性化計画を策
定し、議会の活性化を進めることを規定して
います。
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議会活性化の推進
議会基本条例に則り実施
していくことが議会の活性
化でありますが、選挙ごと
に議員構成が変わっても継
続的に活性化を進めること
が重要であります。

政策形成マネジメントサイ
クル
議会のガバナンスが重要
であることから、第２次議
会の活性化で、議会基本条
例に基づき実施している
様々な取り組みを体系的・
理論的に整理したもの。
議会の活性化＝政策形成
マネジメントによる議会運
営となります。
議会活性化計画
①議会活動年間計画サイク
ル
議会では、任期４年を視
野に活動し、単年の活動は
「議会活動年間計画サイク
ル」に基づき議会運営を進
めることとしています。
②議会監視機能活性化サイ
クル
議会では、まちづくり計
画、予算、決算等の状況を確
認し、年間を通じて監視機
能を発揮したＰＤＣＡサイ
クルを回しています。

（議会の評価）
第22条

議会は、町民に対し、議会の活動内容を公表

し、情報を共有することにより、議会の活性化を図
る。
２

議会は、議会の活性化に終えんがないことを常
に認識し、議会としての評価を１年ごとに適正に
行い、評価の結果を町民に公表する。

３

議会の評価
議会基本条例のとおりに
議会の活性化が進められて
いるかを評価し、ＰＤＣＡ
サイクルを回しながら議会
運営に努めます。
まず、議員個人が評価を
提出し、議会全体への評価
につなげていきます。
評価は毎年行います。

議会は、前項の議会の評価と合わせて、議会モニ
ターによる外部評価を行い、町民に公表する。

４

【用語解説】

議会の評価に関し必要な事項は、議長が別に定
める。

【趣旨】
議会基本条例の目的が達成できているかの評価
を毎年行います。議会モニターによる外部評価も
実施します。

【解説】

①町民に対して情報を提供するところから議会
の活性化としての評価の第一歩を進めます。
②議会の評価として、毎年、評価を実施し、町
民に公表することを規定しています。
③議会の傍聴や議員と懇談している議会モニタ
ーによる外部評価を行い、町民に公表するこ
とを規定しています。
④議会の評価の方法については、別に議長が定
めて行うことを規定しています。
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議会モニターの外部評価
議会の自己評価にとどま
らず、常に議会を傍聴し、議
員と懇談している議会モニ
ターによる評価を実施し、
よりよい改善に努めます。

（災害時の対応）
第23条

議会は、町民の生命又は生活に直接影響を

及ぼす災害等が発生した場合は、町民及び地域の
状況を的確に把握するとともに、議会機能を的確
に維持しなければならない。
２

前項に規定する災害等が発生した場合における
議会の対応については、浦幌町議会業務継続計画
（議会ＢＣＰという。）で定める。
【趣旨】
議会として、災害時に対応業務を実施する態勢
を確保するとともに、議会ＢＣＰを策定し、議会
機能を維持していきます。

【解説】

①議員として町民や地域の状況を把握し、議会
機能の維持に努めます。
②災害が発生した際の備えとして、議会ＢＣＰ
を策定し、災害対応は、議会ＢＣＰに基づき
対応していきます。

（専門的知見の活用及び調査機関の設置）
第24条

議会は、町政の重要課題に的確に対応する

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

議会は、前項に規定する専門的知見の活用に当
たって、必要があると認めるときは、議決により、
専門的な知識及び経験を有する者等で構成する調
査機関を設置することができる。
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【用語解説】
災害時の対応
議会は、平常時、非常時を
問わず、議事・議決機関とし
て予算、条例、重要な契約な
どについて、町の団体意思
を決定するとともに、執行
機関の事務執行をチェック
し、また、町の重要な政策形
成において地域特性や多様
な町民ニーズを反映するな
どの重要な役割を担ってい
ます。
議会は、大規模災害が発
生した非常時においても、
機能を停止することなく、
定足数に足りる有効な議決
ができる会議を開催する中
で、この機能を維持しなけ
ればなりません。そのため
にさまざまな災害を想定
し、それに対応する体制を
整えなければならず、加え
て復旧・復興においては、住
民代表機関として大きな責
務と役割を担うものであり
ます。

議会業務継続計画（議会Ｂ
ＣＰ）
Ｂ Ｃ Ｐ （ ＝ Business
Continuity Plan：業務継続
計画）とは、議会災害対応業
務を実施する態勢を確保す
るために、事前に必要な資
源の確保・配分や必要な対
策を定めることにより、災
害発生後の業務立上げ時間
の短縮や発災直後の業務レ
ベルの向上を図る計画（Ｂ
ＣＰという）です。

３

議会は、前項の調査機関に議員を構成員として

【用語解説】

加えることができる。
４

第２項の調査機関に関し必要な事項は、議長が
別に定める。

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

【解説】

①議会は、直面する重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な知識や経験を持つ
方の活用を図ることができることを規定して
います。
②議会は、専門的知見を活用し調査するとき
は、議決により調査機関を設置することがで
きることを規定しています。
③議会は、調査機関に議員を構成員として加え
ることができることを規定しています。

（議員研修の充実強化）
第25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。
２

議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各
分野の専門家、町民各層等から情報を得て議員活
動に活用する議員研修会及び研究会などを積極
的に開催する。
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専門的知見
専門的知見の活用とは、
議案の審査や町の事務等に
関し、学識経験者等に専門
的事項に係る調査を求め、
それを議会が活用すること
をいいます。

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

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

【趣旨】

【用語解説】

議員の資質の向上を図る研修が必要となりま
す。

【解説】

①議会は、議員の政策形成や立案能力等の資質
向上を図るため、議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専門家や町民から情報
を得て、積極的に研修会や研究会を開催する
ことを規定しています。

（議会広報の充実）
第26条

議会は、町政に係る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、町政全般にわたる論点や争点を、独
自の視点で町民に対して周知することを規定
しています。
②第１項の情報をインターネット等の多様な手
段により、より多くの町民が町政に関心を持
つような議会の広報活動に努めることを規定
しています。
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（議会図書室の充実)
第27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いては、浦幌町議会図書

【用語解説】
議会図書室
議会は、地方自治法第
100 条 第 17 項 の 規 定 に よ
り議員の調査研究のため議
会図書室を設置することと
されています。

室規程（平成12年議会規程第３号）によるものと
する。
【趣旨】
議会図書室の充実をします。

【解説】

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

（議会事務局の体制整備）
第28条

議会は、議会及び議員の政策形成及び立案

機能を高めるため、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よう努める。
【趣旨】
事務局の体制強化と行政機関と分離した専門機
関としての位置付けの検討が必要となります。
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議会事務局
議会に関する事務や議
長、議員の職務を補助する
組織のことです。

【用語解説】

【解説】

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

第８章

継続的な検討と見直し手続

（継続的な検討）
第29条

議会は、法律等の改正等も踏まえながら、

町民意見等や社会情勢の変化等を勘案し、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。

【趣旨】
自治法等の改正に速やかに対応する必要があり
ます。

【解説】

議会は、常に法律等の改正を踏まえ、町民意見
等や社会情勢を勘案し、議会の活性化について、
議会運営委員会を中心に検討することを規定して
います。
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議会運営委員会
円滑な議会運営を行うた
め、議会運営全般について
協議し、意見調整を図る場
として設置される委員会の
ことです。

（見直し手続）
第30条

【用語解説】

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を議会運営委員会におい
て行う。
２

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

３

議会は、この条例を改正するに当たっては、そ
の改正理由及び背景について、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条例の目的が達成され
ているか検証する必要があります。
【解説】

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

附 則
（施行期日）
１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。
（議会の議決すべき事件に関する条例の廃止）
２ 議会の議決すべき事件に関する条例（平成23
年浦幌町条例第７号）は、廃止する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改
正後の第22条の規定は平成30年４月１日から施行す
る。
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浦 幌 町 議 会
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