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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、議会報告会、一般会議、

まちなかカフェＤＥ議会、まちなかおじゃまＤＥ議会の開催、議会活性化展

示の開催、議案・会議録の公開、委員会案内・議案・会議録公開、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、ポケットティッシュち

らし、ホームページ、議会だよりの充実、議会のしおり作成、会議ポスター

の掲示、メルマガ、各事業でのアンケート調査の実施。 

 
     議会モニター（第３期） 

議会モニターの委嘱（平成２９年４月１３日委嘱状交付式＝２年任期） 
       菅谷 明さん、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、宮川カヅエさん、千葉 匠さん 
 
 

浦幌町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 
（４月１３日開催、議会運営委員及び正副議長出席）モニター８人 

 議会モニター委嘱状交付 
議会運営委員会委員及び議会モニター自己紹介 
議会制度及び議会モニター概要説明 
質疑応答 
意見交換 
議場等の見学 

 
 

第２回議会モニター会議（９月２１日開催、全議員出席）モニター８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町の防災体制 

⑦議員のなり手不足問題について 
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第３回議会モニター会議（２月１日開催、全議員出席）モニター６人 
       外部評価  議会の評価 議会モニターによる外部評価（新規） 

 
第４回議会モニター会議（２月１５日開催、全議員出席）モニター６人 

       外部評価  議会の評価 議会モニターによる外部評価（新規） 

 
議会モニター会議（２月１６日開催、全議員出席）モニター３人 

       外部評価  議会の評価 議会モニターによる外部評価（新規） 

      欠席者の対応及び評価作業 
 

第５回議会モニター会議（３月２２日開催、全議員出席）モニター７人 
       意見交換  ①議会の評価・議会モニターの外部評価について 

②定例会、臨時会を傍聴して 

③特別委員会、常任委員会を傍聴して 

④議会運営全般について 

⑤議会だよりについて 

⑥ホームページ及びメルマガの議会情報について 

             ⑦その他 

 

 
     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２９年度版に改正、４月から） 
       傍聴席に掲示（議会情報、チーム議会、議会報告会、ぷち通信） 

（平成２６年より：継続） 
 
      ①傍聴実績（定例会・臨時会） 

       ・第１回臨時会（５月１５日） 
         傍聴者６人（内記者２人、議会モニター４人、一般０人） 
       ・第２回定例会（６月１２日） 
         傍聴者４人（内記者１人、議会モニター３人、一般０人） 
       ・第２回定例会（６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） 

・第２回定例会（６月１９日） 
         傍聴者５人（内記者２人、議会モニター３人、一般０人） 

・第３回定例会（９月４日） 
         傍聴者６人（内記者２人、議会モニター４人、一般０人） 
       ・第３回定例会（９月８日） 
         傍聴者８人（内記者４人、議会モニター４人、一般０人） 
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       ・第３回定例会（９月１１日） 
         傍聴者６人（内記者２人、議会モニター４人、一般０人） 
       ・第３回定例会（９月１２日） 
         傍聴者４人（内記者１人、議会モニター３人、一般０人） 
       ・第３回定例会（９月１３日） 
         傍聴者４人（内記者０人、議会モニター４人、一般０人） 

・第２回臨時会（１０月２４日） 
         傍聴者５人（内記者２人、議会モニター３人、一般０人） 

・第３回臨時会（１１月２４日） 
         傍聴者５人（内記者２人、議会モニター３人、一般０人） 
       ・第４回定例会（１２月４日） 
         傍聴者６人（内記者２人、議会モニター４人、一般０人） 
       ・第４回定例会（１２月１０日） 
         傍聴者45人（内記者３人、議会モニター６人、一般36人） 

       ・第４回定例会（１２月１１日） 
         傍聴者６人（内記者１人、議会モニター３人、一般２人） 
       ・第１回定例会（３月５日） 
         傍聴者４人（内記者２人、議会モニター２人、一般０人） 
       ・第１回定例会（３月９日） 
         傍聴者16人（内記者２人、議会モニター６人、一般８人） 

       ・第１回定例会（３月１２日） 
         傍聴者31人（内記者０人、議会モニター２人、一般29人） 

       ・第１回定例会（３月１３日） 
         傍聴者１人（内記者０人、議会モニター１人、一般０人） 
       ・第１回定例会（３月１４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） 

        
・合同常任委員会（７月２４日） 

         「安全・安心なまちづくりをめざす防災体制」 
         傍聴者４人（内記者１人、議会モニター３人、一般０人） 
 

・合同常任委員会（８月１０日） 
         「安全・安心なまちづくりをめざす防災体制」 
         傍聴者１人（内記者１人、議会モニター０人、一般０人） 
 

・産業建設常任委員会（９月５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） 
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・総務文教厚生常任委員会（１０月２５日） 
         「小中一貫教育コミュニティ・スクールの現状と課題」 
         傍聴者１人（内記者０人、議会モニター１人、一般０人） 
 

・産業建設常任委員会（２月１５日） 
         「町営住宅の空家対策と今後の公営住宅建設計画」 
         傍聴者４人（内記者２人、議会モニター０人、一般２人） 
 

・総務文教厚生常任委員会（３月９日） 
         「付託事件」 
         傍聴者０人（内記者０人、議会モニター０人、一般０人） 
 
 
 
     議会報告会（Ｈ３０年２月６日～７日） 
      ６日開催 
      厚内公民館  午前10時～12時      参加者１４人 

      ・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 

 
吉野公民館  午後２時～４時      参加者２８人 

      ・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 
 

７日開催 
上浦幌公民館 午後２時～４時      参加者１６人 

      ・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 
 

      中央公民館  午後６時30分～８時30分  参加者１２人 

      ・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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     一般会議の開催（１２月２７日、Ｈ３０年１月２３日） 
      一般会議（浦幌町農業協同組合役員）Ｈ２９年１２月２７日 
             役場３階 大会議室  参加者１６人 

①平成２９年度ＪＡうらほろ農畜産物取扱い状況について 

       ②ＴＭＲ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  

③産地化や特産品などブランド推進の取組について 

④議員のなり手不足解消について 

⑤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 

       ・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 

 
      一般会議（浦幌町商工会役員）Ｈ３０年１月２３日 
             浦幌町コスミックホール     参加者１３人 

①交流人口対策と観光振興対策について 

        ②小規模企業振興に関する条例について 

        ③議員のなり手不足解消について 

        ④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 

      ・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、田村議員 

 
 
     まちなかカフェＤＥ議会 

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８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 

 

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 

 

 

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 
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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（欠席１名）  訪問者５人 

 

 

     まちなかおじゃまＤＥ議会 

平成29年11月26日（日）【平成29年度】 

      午後２～４時    

      浦幌消防団第２分団 

浦幌消防署吉野分遣所 ３班全議員       参加者１２人 

 

 

     議会活性化展示 

      平成２９年度から議員のなり手不足解決策のひとつとして実施（継続） 
                           【２９年５月から実施】 

平成29年５月16日～20日【平成29年度】 

教育文化センター   閲覧者約１５０人 

      まちなかカフェＤＥ議会と同時開催平成29年５月20日（土） 

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） 

     町民からの要望により期間延長 
平成29年５月16日～６月８日 

 

平成29年９月２日～10月18日【平成29年度】 

教育文化センター   閲覧者約２００人 

      まちなかカフェＤＥ議会と同時開催平成29年10月７日（土） 

議会活性化展示コーナーの開催（議員のなり手不足対応策） 

 

 

     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。 
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     日曜議会（１２月１０日） 
      ・一般質問（阿部議員、杉江議員、福原議員の３人質問） 
        傍聴者45人（内記者３人、議会モニター６人、一般36人） 

      
 

ナイター議会（３月９日） 
      ・一般質問（澤口議員、河内議員、安藤議員の３人質問） 
        傍聴者16人（内記者２人、議会モニター６人、一般８人） 

 
 
     ぷち通信の発行 

      ・第１号～まちなかカフェＤＥ議会チラシ新聞折込用裏面に掲載 
      ・第２号～まちなかカフェＤＥ議会・展示チラシ新聞折込用裏面に掲載 
      ・第３号～議会活性化講演会チラシ新聞折込用裏面に掲載 
      ・第４号～議会報告会チラシ裏面に掲載 
      ・第５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 

      ・まちなかカフェＤＥ議会 
      ・議会活性化講演会 

・日曜議会・議会活性化講演会 
      ・議会報告会 
      ・ナイター議会 
 
 
     ポケットティッシュちらし 

      ・まちなかカフェＤＥ議会・議会活性化展示 
      ・議会活性化講演会（１回目） 
      ・議会活性化講演会（２回目） 
      ・議会報告会 
      ・ナイター議会（カフェＤＥ議会時） 
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     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）（継続） 
       ・第２次議会の活性化中間報告（継続）・・変更 
       ・第２次議会の活性化の取り組み（新規） 
       ・議会政策形成マネジメントサイクル（新規） 
       ・議会の政策提案（新規） 

・議会図書室の充実（新規） 
       ・行政視察受入（更新） 
 
 
 
      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） 
       ・委員会の動きレイアウト変更（継続） 
       ・議会モニターの声（継続） 
       ・議会制度の特集（継続） 
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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２９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 

       ・町の防災体制（カフェＤＥ議会） 
・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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○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議会の開催、まちなかおじ

ゃまＤＥ議会の開催。質問・質疑及び町民意見を反映し、政策提案につなげ

る。初の政策提案「安全・安心なまちづくりを目指す防災体制」。 

 
     一般質問 

      平成２９年第２回定例会（ ６月１６日） ３人 
      平成２９年第３回定例会（ ９月 ８日） ２人 
      平成２９年第４回定例会（１２月１０日） ３人 
      平成３０年第１回定例会（ ３月 ９日） ３人 
 
 
     質疑 

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

・合同常任委員会（７月２４日） 
         「安全・安心なまちづくりをめざす防災体制」 
         傍聴者４人（内記者１人、議会モニター３人、一般０人） 
 

・合同常任委員会（８月１０日） 
         「安全・安心なまちづくりをめざす防災体制」 
         傍聴者１人（内記者１人、議会モニター０人、一般０人） 
 

・産業建設常任委員会（９月５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（１０月２５日） 
         「小中一貫教育コミュニティ・スクールの現状と課題」 
         傍聴者１人（内記者０人、議会モニター１人、一般０人） 
 
 
     議会モニター会議 

       第１回議会モニター会議（４月１３日） 
       第２回議会モニター会議（９月２１日） 
       第３回議会モニター会議（２月 １日） 

第４回議会モニター会議（２月１５日） 
第５回議会モニター会議（３月２２日） 
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     一般会議の開催（１２月２７日、Ｈ３０年１月２３日） 
      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
 
     議会報告会（Ｈ３０年２月６日～７日） 
      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 

 

     まちなかカフェＤＥ議会 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 

 

     まちなかおじゃまＤＥ議会 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 

 

     政策提案（９月２１日） 

      「安全・安心なまちづくりをめざす防災体制」 
      ３０項目にわたる提案 
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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議会の開催、まちなかおじゃまＤＥ

議会の開催。議会活性化展示の開催。 

 

     議会だよりの充実 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
        №１７５（Ｈ２９年 ４月２５日） 
        №１７６（Ｈ２９年 ７月２５日） 
        №１７７（Ｈ２９年１０月２５日） 
        №１７８（Ｈ３０年 １月２５日） 
 
 

ホームページの充実 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
 

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。 
 

 

     まちなかカフェＤＥ議会 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 

 

     まちなかおじゃまＤＥ議会(初開催) 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 

 

     議会活性化展示 

      平成２９年度から議員のなり手不足解決策のひとつとして実施（継続） 
                           【２９年５月から実施】 

平成29年５月16日～20日【平成29年度】 

教育文化センター   閲覧者約１５０人 

      まちなかカフェＤＥ議会と同時開催平成29年５月20日（土） 

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） 

     町民からの要望により期間延長 
平成29年５月16日～６月８日 

 

平成29年９月２日～10月18日【平成29年度】 

教育文化センター   閲覧者約２００人 

      まちなかカフェＤＥ議会と同時開催平成29年10月７日（土） 

議会活性化展示コーナーの開催（議員のなり手不足対応策） 
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○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。 

委員会は議案及び資料配布。ホームページにも掲載。通告書についてもホー

ムページに掲載。 

 

     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 

      特に実施なし 

      

視察受入 

長野県小布施町議会（６月２９日） 
「議会の改革・議員のなり手不足」 
（議員１３人、事務局１人、町職員２名：全議員） 
 

宮城県加美町議会（７月１２日） 
       「議会基本条例の運用・議会活性化等について」 

（議員８人、事務局１人、町職員１名：委員会） 
 
今金町議会（７月１２日） 

       「議会改革の取り組みについて」 
（議員１２人、事務局２人：全議員） 

 
      新十津川町議会（７月１４日） 

「議会活動活性化に向けた取り組み」 
（議員１１人、事務局２人、副町長：全議員） 

 
      鳥取県湯梨浜町議会（７月２０日） 

「議会改革について」 
（議員７人：事務局１名：委員会） 
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      神奈川県町村議会議長会（７月２０日） 
「議会活性化への取り組み 」 
「議員のなり手不足問題の解消への取り組み」 
（町村議会議長１２人、事務局３人） 

 
      赤井川村議会（７月２６日） 

「定住住宅取得補助」や「移住・交流コンシェルジュ」等の 
移住・定住関連施策に関すること 

（議員６人、事務局１人、村職員４名：全議員） 
 
      苫小牧市議会（８月２３日） 

「小中一貫コミュニティ・スクールについて」 
（議員４人：会派） 

 
      新潟県刈羽村議会（１０月２日） 

「議会の活性化、議員のなり手不足の解消」 
（議員８人：会派） 

 
      新潟県聖籠町議会（１０月３日） 

「議会改革および活性化について」 
「議会基本条例の制定について」  
「議会主催の住民懇談会・議会報告会の実施状況」  
「議員のなり手不足の検証について」 
（議員７人、事務局１人：委員会） 

 
      別海町議会（１０月５日） 

「議会の活性化、議員のなり手不足の解消」 
（議員６人、事務局２人：委員会） 

 
福島県浪江町議会（１０月１２日）  

「議会の活性化、議員のなり手不足の解消」 
（議員８人、事務局２人：委員会） 

 
和歌山県九度山町議会（１０月１２日）  

「議会の活性化ほか」 
（議員７人、事務局２人：委員会） 

 
大阪府岬町議会（１０月１７日）  

「議会の活性化、議員のなり手不足の解消」 
（議員９人、事務局１人：議員） 
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当別町議会（１０月１７日）  
「議会の活性化、議員のなり手不足の解消」 
（議員８人、事務局２人：委員会） 

 
神奈川県開成町議会（１０月１９日）  

「議会の活性化、議員のなり手不足の解消」 
（議員１１人、事務局２人：全議員） 

 
栗山町議会（１０月２５日）  

「議会の活性化」 
（議員７人：委員会） 

 
上富良野町議会（１月２２日） 

「議会の活性化」 
「議員のなり手不足の解消」 
「所管事務調査の進め方」 
（議員８人、事務局２人：委員会） 

 
幕別町議会（２月２日） 

「議会と町民の関わりについて」 
（議員１７人、事務局３人：全議員） 

 
東川町議会（２月８日） 

「議会活性化の取組みについて」 
「財政健全化の取組みについて」 
（議員１２人、事務局２人：全議員） 

 
千葉県袖ケ浦市議会（２月１３日） 

「議会活性化について」 
（議員５人：会派） 

 
青森中央学院大学准教授（３月３０日） 

「議会活性化について」 
（准教授１人：大学研究視察） 
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○第６項～随時点検。 

議会基本条例の一部改正 
 「議会ＢＣＰ及び全体見直しに係る改正」 

議会会議規則の一部改正 
 「議会ＢＣＰ及び全体見直しに係る改正」 

議会傍聴規則の一部改正 
 「議場の入場緩和に係る改正」 

議会運営基準の一部改正 
 「議会ＢＣＰ及び全体見直しに係る改正」 

議会モニター設置要綱の一部改正 

 「議会の外部評価を職務に追加」 

議会公文書管理規程の一部改正 

 「議会のＢＣＰに関連する文書分類表の改正」 
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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、議会報告会の開催、

一般会議の開催。議会活性化展示の開催。 

 

     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。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 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
        №１７５（Ｈ２９年 ４月２５日） 
        №１７６（Ｈ２９年 ７月２５日） 
        №１７７（Ｈ２９年１０月２５日） 
        №１７８（Ｈ３０年 １月２５日） 

 

 

ホームページの充実 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 

 

     定例会・臨時会議案の閲覧及び配布 

      【第５条第４項の実績と同様：記載のとおり】 
 
 
     委員会 

      【第５条第４項の実績と同様：記載のとおり】 
 
 
     ぷち通信の発行 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
 
     チラシ折込 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
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議会のしおりの作成 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
 

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 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
 

会議ポスターの掲示 
      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
 
     議会報告会（Ｈ３０年２月６日～７日） 
      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
 
     一般会議の開催（１２月２７日、Ｈ３０年１月２３日） 
      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
 
     議会活性化展示 

      【第５条第３項の実績と同様：記載のとおり】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 
 

○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 
 
 
 
○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） 
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○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、まちなかおじゃまＤＥ議会を実施。 

 

まちなかカフェＤＥ議会やアンケート調査などを踏まえ、町の防災体制で初

の政策提案を行った。 
 
     議会モニター会議 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 

     議会報告会（Ｈ３０年２月６日～７日） 
      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
       
     一般会議の開催（１２月２７日、Ｈ３０年１月２３日） 
      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
     まちなかカフェＤＥ議会 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
     まちなかおじゃまＤＥ議会(初開催) 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 

     政策提案（９月２１日） 

      「安全・安心なまちづくりをめざす防災体制」 
      ３０項目にわたる提案 

 
 
 
 
○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 

        №１７５（Ｈ２９年 ４月２５日）賛否及び出席状況の完全実施 
        №１７６（Ｈ２９年 ７月２５日）賛否及び出席状況の完全実施 
        №１７７（Ｈ２９年１０月２５日）賛否及び出席状況の完全実施 
        №１７８（Ｈ３０年 １月２５日）賛否及び出席状況の完全実施 
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○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１０日） 
      ・一般質問 
        傍聴者45人（内記者３人、議会モニター６人、一般36人） 

 
     ナイター議会 

       ・第１回定例会（３月１０日） 
        傍聴者16人（内記者２人、議会モニター６人、一般８人） 

 
 
 
○第８項～２月に４会場全員（３班編成）で実施。ワールドカフェ方式。 

 
     議会報告会（Ｈ３０年２月６日～７日） 
      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
 
 

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２９年第２回定例会（ ６月１６日） ３人 
      平成２９年第３回定例会（ ９月 ８日） ２人 
      平成２９年第４回定例会（１２月１０日） ３人 
      平成３０年第１回定例会（ ３月 ９日） ３人 
 

     議員研修会の実施 

      一般質問・質疑の留意事項の研修会を実施（継続） 

      説明 議会事務局  

      議会監視機能活性化サイクルの研修会を実施 

      説明 議会事務局  
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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） 

     議員協議会で実施（継続） 

 
 

委員会の活動（第１４条関係） 

○第１項～議案等の審査では付託して審査したものはなかった。所管事務調査は年間計

画策定実施。視察の際には、事前・事後研修を行いながら調査の充実を図っ

た。合同常任委員会を開催し、政策提案につなげた。 
 

・合同常任委員会（７月２４日） 
         「安全・安心なまちづくりをめざす防災体制」 
         傍聴者４人（内記者１人、議会モニター３人、一般０人） 
 

・合同常任委員会（８月１０日） 
         「安全・安心なまちづくりをめざす防災体制」 
         傍聴者１人（内記者１人、議会モニター０人、一般０人） 
 
 
○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。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。 

     常任委員会で実施（継続）委員会の進め方を整理した。 

所管事務調査の際には、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。 
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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、合同常任委員会の開催 
     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。 
     合同常任委員会を開催し、町の防災体制について調査し連携を図った。 
 
 
 
 

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（１２月２７日、Ｈ３０年１月２３日） 
      一般会議（浦幌町農業協同組合役員）Ｈ２９年１２月２７日 
             役場３階 大会議室  参加者１６人 

①平成２９年度ＪＡうらほろ農畜産物取扱い状況について 

       ②ＴＭＲ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  

③産地化や特産品などブランド推進の取組について 

④議員のなり手不足解消について 

⑤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 

       ・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 

 
      一般会議（浦幌町商工会役員）Ｈ３０年１月２３日 
             浦幌町コスミックホール     参加者１３人 

①交流人口対策と観光振興対策について 

        ②小規模企業振興に関する条例について 

        ③議員のなり手不足解消について 

        ④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 

      ・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、田村議員 
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議会モニターの設置（第１７条関係） 

○平成２９年４月に委嘱し、今年度５回の議会モニター会議を開催した。外部評価の実

施。 

 （第３期目） 
   議会モニター 

議会モニターの委嘱（平成２９年４月１３日委嘱状交付式＝２年任期） 
       菅谷 明さん、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、宮川カヅエさん、千葉 匠さん 
 

浦幌町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 
（４月１３日開催、議会運営委員及び正副議長出席）モニター８人 

 議会モニター委嘱状交付 
議会運営委員会委員及び議会モニター自己紹介 
議会制度及び議会モニター概要説明 
質疑応答 
意見交換 
議場等の見学 

 
第２回議会モニター会議（９月２１日開催、全議員出席）モニター８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町の防災体制 

⑦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（２月１日開催、全議員出席）モニター６人 
       外部評価  議会の評価 議会モニターによる外部評価（新規） 

 
第４回議会モニター会議（２月１５日開催、全議員出席）モニター６人 

       外部評価  議会の評価 議会モニターによる外部評価（新規） 

 
議会モニター会議（２月１６日開催、全議員出席）モニター３人 

       外部評価  議会の評価 議会モニターによる外部評価（新規） 

      欠席者の対応及び評価作業 
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第５回議会モニター会議（３月２２日開催、全議員出席）モニター７人 
       意見交換  ①議会の評価・議会モニターの外部評価について 

②定例会、臨時会を傍聴して 

③特別委員会、常任委員会を傍聴して 

④議会運営全般について 

⑤議会だよりについて 

⑥ホームページ及びメルマガの議会情報について 

             ⑦その他 

 

 

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。 
第２次議会の活性化で中間報告（平成２８年１２月第４回定例会） 

○平成２８年１２月に中間報告し、２９年３月の最終報告で結論を出した。 

議員定数１１人を維持する。 

 
 

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 
○平成２９年３月に最終報告（議員のなり手不足問題で詳細協議継続） 

     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。 
第２次議会の活性化で中間報告（平成２８年１２月第４回定例会） 
第２次議会の活性化で最終報告（平成２９年３月第１回定例会） 
・議員報酬の算定基礎として「浦幌方式」を策定。 

     ２９年度においても継続して協議中。講演会・報告会・カフェＤＥ議会等を

活用している。 
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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、清

水町との交流及び連携に参加。 

 
北海道町村議会議員研修会（７月４日～５日 ９議員出席、１名欠席） 
十勝町村議会議員研修会（１１月７日、全議員出席） 
議会広報研修会（８月２１日～２２日、全委員出席） 
清水町議会との交流及び連携（１１月１０日、全議員出席） 

 
 
○第２項～認知症サポーター養成講座、議員研修会、議会活性化講演会を開催。清水町

との交流及び連携に参加 

 
     議員研修会 「認知症サポーター養成講座」（４月２６日）全議員   
       説明 町職員、社会福祉協議会・はまなす園職員 
     議員研修会 「議会ＢＣＰについて」（６月８日） 全議員 
       説明 議会事務局 

清水町議会との交流及び連携（１１月１０日、全議員出席） 

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」 
     議員研修会 「議会監視機能活性化サイクルの研修会」 

（１月２３日、全議員出席） 

       説明 議会事務局  

     議員研修会 「新公会計制度」 

（１月２９日、全議員出席） 

       説明 総務課職員 

     議員研修会 「一般質問・質疑の留意事項の研修会」 

（１月３１日、全議員出席） 
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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、ポケットティッシュちらし、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。議会活性化展示の開催。 

 
     議会だよりの発行 

       議会だよりの充実 
      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
        №１７５（Ｈ２９年 ４月２５日） 
        №１７６（Ｈ２９年 ７月２５日） 
        №１７７（Ｈ２９年１０月２５日） 
        №１７８（Ｈ３０年 １月２５日） 

 

ホームページの充実 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
     定例会・臨時会議案の閲覧及び配布 

      【第５条第４項の実績と同様：記載のとおり】 
 
     委員会 

      【第５条第４項の実績と同様：記載のとおり】 
 
     ぷち通信の発行 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
     チラシ折込 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
     ポケットティッシュちらし 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 

議会のしおりの作成 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 

議会のパンフ(議会情報)作成 
      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 

議会の活性化取り組みチラシの作成 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
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会議ポスターの掲示 
      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 
     議会活性化展示 

      【第５条第３項の実績と同様：記載のとおり】 
 
 
 
○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し、

今期は導入しないこととした。 

 
ホームページの充実 

      【第５条第１項の実績と同様：記載のとおり】 
 

ホームページ掲載 
      【第８条第２項の実績と同様：記載のとおり】 
 

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し、今期は導入しないことを決定した。 
       ただし、行政チャンネル等も含めて調査・研究は継続する。 
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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～議会改革白書 2016 版【新規】 

          Q&A 地方議会改革の最前線【新規】 

          片山善博の自治体自立塾【新規】 

          総合計画理論と実務【新規】 

          二元代表制に惹かれて【新規】 

          地方議会その現実と「改革」の方向【新規】 

          自治・議会基本条例論【新規】 

地方創生の最前線【新規】 

福島町の議会改革【新規】 

質問力からはじまる自治体議会改革【新規】 

対話と議論で(つなぎ・ひきだす)ファシリテート【新規】 

能力育成ハンドブック【新規】 

地方議会議員あいさつ例文集【新規】 

成功する公共施設マネジメント【新規】 

地方選挙実践マニュアル改訂版【新規】 

議会事務局のシゴト【新規】 

地方議会議員ハンドブック改訂版【新規】 

地方議会議員のための役所を動かす質問のしかた【新規】 

月刊ガバナンス（毎月発行）【継続】 
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】 

議会運営質疑応答集（追録加除）【継続】 
      

※常時、貸出含め活用できる環境整備 
      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 
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議会事務局の体制整備（第２５条関係） 

○十勝町村議会事務局長会、東部４町事務局職員、議会事務研究会に参加。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鑚。 

 
     参加研修等 

十勝町村議会事務局長定例会（４月１４日） 

      東部４町事務局長会議（７月１９日） 

十勝町村議会事務局長定例会・事務研究会（７月２５日） 

十勝町村議会事務局長定例会（１０月４日） 

      議会事務研究会（１０月１６日～１７日） 
      東部４町事務局職員研修会（１０月１０日） 

      マニフェストフォーラム 2017 講演依頼による派遣 

      議会ＩＣＴ研修会：東京都（１月２５日） 

      議会事務局職員研修会：東京都（１月２６日） 
 
     同行研修 

北海道町村議会議員研修会（７月４日～５日） 

議会広報研修会（８月２１日～２２日） 

      マニフェスト大賞プレゼン研修大会（１１月１日） 

十勝町村議会議員研修会（１１月７日） 

清水町議会との交流及び連携（１１月１０日） 

 

 

 

継続的な検討（第２６条関係） 

○議会運営委員会が平成２８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～１１月２４日、３月２２日） 

議会政策形成（監視機能・政策提案）マネジメントサイクルと議会監視機能

活性化サイクルによる議会活性化ガバナンスのあり方を決定。 
 
     ２０１７第１２回マニフェスト大賞最優秀成果賞授賞 
 
 
 
 



- 31 - 
 

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。 

評価基準の変更を実施。今回の評価かに導入することで改善を図った。 
     平成２９年度から議会モニターによる外部評価を導入。 
     議会基本条例、議会会議規則、議会傍聴規則、議会運営基準、議会モニター

設置要綱、議会公文書管理規程の改正。 


