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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～議会モニターの委嘱、議会モニター会議の開催、定例会・委員会等の傍聴、

定数・報酬講演会、議会報告会、委員会会議録公開・案内、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、ホームページ・議会だより

の充実、議会のしおり作成、アンケート調査の実施。 

 
     議会モニター 

議会モニターの委嘱（４月１８日委嘱状交付式） 
       小島文博さん、廣瀬祐子さん、山田義廣さん、石田雅之さん、 

北村昌俊さん 
      第１回議会モニター会議（４月１８日開催、正副議長、議会運営委員出席） 
        議会制度及び議会モニター概要説明 

        質疑応答 

        意見交換 

      第２回議会モニター会議（９月１７日開催、全議員出席）モニター４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その他 

      第３回議会モニター会議（３月２６日開催、全議員出席）モニター５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（１２月定例会より：新規） 
      ①傍聴実績（定例会・臨時会） 

       ・第３回臨時会（５月９日） 
         傍聴者２人（内記者２人、議会モニター０人、一般０人） 
       ・第２回定例会（６月１０日） 
         傍聴者４人（内記者２人、議会モニター２人、一般０人） 
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       ・第２回定例会（６月１４日） 
         傍聴者８人（内記者２人、議会モニター３人、一般３人） 
       ・第２回定例会（６月１７日） 
         傍聴者２人（内記者２人、議会モニター０人、一般０人） 
       ・第４回臨時会（７月８日） 
         傍聴者４人（内記者２人、議会モニター２人、一般０人） 
       ・第３回定例会（９月２日） 
         傍聴者２人（内記者２人、議会モニター０人、一般０人） 
       ・第３回定例会（９月６日） 
         傍聴者６人（内記者２人、議会モニター３人、一般１人） 
       ・第３回定例会（９月９日） 
         傍聴者０人（内記者０人、議会モニター０人、一般０人） 
       ・第３回定例会（９月１０日） 
         傍聴者１人（内記者０人、議会モニター１人、一般０人） 
       ・第３回定例会（９月１１日） 
         傍聴者１人（内記者１人、議会モニター０人、一般０人） 
       ・第４回定例会（１２月２日） 
         傍聴者３人（内記者２人、議会モニター０人、一般１人） 
       ・第４回定例会（１２月８日） 
         傍聴者３２人（内記者２人、議会モニター２人、一般２８人） 
       ・第４回定例会（１２月９日） 
         傍聴者３人（内記者２人、議会モニター１人、一般０人） 
       ・第１回定例会（３月１０日） 
         傍聴者４４人（内記者２人、議会モニター１人、一般４１人） 
       ・第１回定例会（３月１４日） 
         傍聴者９人（内記者２人、議会モニター４人、一般３人） 
       ・第１回定例会（３月１７日） 
         傍聴者３人（内記者２人、議会モニター１人、一般０人） 
       ・第１回定例会（３月１８日） 
         傍聴者３人（内記者２人、議会モニター０人、一般１人） 
       ・第１回定例会（３月１９日） 
         傍聴者３人（内記者２人、議会モニター０人、一般１人） 
 
 
 
      ②傍聴実績（委員会等） 

       ・総務文教厚生常任委員会（５月２８日） 
         「浦幌町地域防災計画について」 
         傍聴者３人（内記者２人、議会モニター１人、一般０人） 
       ・総務文教厚生常任委員会（７月２９日） 
         「遊休施設の今後の活用について」 
         傍聴者３人（内記者２人、議会モニター１人、一般０人） 
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       ・総務文教厚生常任委員会（１０月２２日） 
         「各種公共施設使用料の収納状況と利用実績について」 
         傍聴者２人（内記者０人、議会モニター２人、一般０人） 
       ・総務文教厚生常任委員会（１月２８日） 
         「社会教育の現状」 
         傍聴者３人（内記者１人、議会モニター２人、一般０人） 
        

・産業建設常任委員会（４月２２日） 
         「模範牧場の運営状況について」 
         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３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） 

・産業建設常任委員会（１０月９日） 
         「公営住宅の入居状況と長寿命化計画の進捗状況について」 
         傍聴者１人（内記者０人、議会モニター１人、一般０人） 
 

・役場庁舎耐震・防災改修調査特別委員会（７月８日） 
         傍聴者４人（内記者２人、議会モニター２人、一般０人） 

・役場庁舎耐震・防災改修調査特別委員会（８月２９日） 
         傍聴者２人（内記者１人、議会モニター１人、一般０人） 
 
 
     議員定数・議員報酬講演会の開催（１０月３０日）参加者１９人 
       第１部 講演 「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 
       第２部 意見交換「浦幌町の議員定数と議員報酬について」 
 
 
     議会報告会（Ｈ２６年２月１０日） 
      新養老コミュニティセンター 参加者１２人 
      ・関井議員、差間議員、森議員、杉江議員、阿部議員、野村議員 
      中央公民館  参加者２１人 
      ・安藤議員、二瓶議員、福原議員、河内議員、髙橋議員、田村議員 
 
 
     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。 
      ・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８日） 
      ・一般質問（河内議員、二瓶議員、杉江議員、福原議員、安藤議員、 

差間議員の６人質問） 
       傍聴者３２人（内記者２人、議会モニター２人、一般２８人） 
 
     ナイター議会（３月１４日） 
      ・一般質問 
       傍聴者９人（内記者２人、議会モニター４人、一般３人） 
 
     ぷち通信の発行 

      ・第１号～議員定数・議員報酬講演会チラシ裏面に掲載 
      ・第２号～日曜議会チラシ裏面に掲載 
      ・第３号～議会報告会チラシ裏面に掲載 
      ・第４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。 
 
     チラシ折込 

      ・議員定数・議員報酬講演会（議員会事業、議員会経費） 
・日曜議会 

      ・議会報告会 
      ・ナイター議会 
 
     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（新規） 
       ・ぷち通信の掲載（新規） 
       ・議会等の日程の掲載（新規） 
       ・議会のしおり掲載（新規） 
       ・議会町民意見箱の入力フォーム作成（新規） 
       ・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（新規） 
        Ⅲ 一般会議（新規） 
        Ⅳ 議会モニター（新規） 
        Ⅴ 視察受入（新規） 
 
      ②議会だよりの充実 
       ・会議等の出席状況を掲載（新規） 
       ・ページの増加（新規） 
       ・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） 
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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（新規） 

 
     アンケート調査の実施 

       ・議員定数・議員報酬講演会 
       ・日曜議会 
       ・団体との懇談会 
       ・議会報告会 
       ・ナイター議会 
 
 
○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。 

 
     一般質問 

      平成２５年第２回定例会（ ６月１４日） ５人 
      平成２５年第３回定例会（ ９月 ６日） ２人 
      平成２５年第４回定例会（１２月 ８日） ６人 
      平成２６年第１回定例会（ ３月１４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 

       ・総務文教厚生常任委員会（５月２８日） 
         「浦幌町地域防災計画について」 
       ・総務文教厚生常任委員会（７月２９日） 
         「遊休施設の今後の活用について」 
       ・総務文教厚生常任委員会（１０月２２日） 
         「各種公共施設使用料の収納状況と利用実績について」 
       ・総務文教厚生常任委員会（１月２８日） 
         「社会教育の現状」 
        

・産業建設常任委員会（４月２２日） 
         「模範牧場の運営状況について」 

・産業建設常任委員会（９月３日） 
         「農作物の生育状況調査について」 

・産業建設常任委員会（１０月９日） 
         「公営住宅の入居状況と長寿命化計画の進捗状況について」 
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     議会モニター会議 

       第１回議会モニター会議（４月１８日） 
       第２回議会モニター会議（９月１７日） 
       第３回議会モニター会議（３月２６日） 
 
     議会報告会（Ｈ２６年２月１０日） 
      新養老コミュニティセンター 参加者１２人 
      ・関井議員、差間議員、森議員、杉江議員、阿部議員、野村議員 
      中央公民館  参加者２１人 
      ・安藤議員、二瓶議員、福原議員、河内議員、髙橋議員、田村議員 
 
○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 

       議会だよりの充実 
       ・会議等の出席状況を掲載（新規） 
       ・ページの増加（新規） 
       ・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） 
        №１５９（Ｈ２５年 ４月２５日） 
        №１６０（Ｈ２５年 ７月２５日） 
        №１６１（Ｈ２５年１０月２５日） 
        №１６２（Ｈ２６年 １月２７日） 
 

ホームページの充実 

       ・委員会会議録の掲載（新規） 
       ・ぷち通信の掲載（新規） 
       ・議会等の日程の掲載（新規） 
       ・議会のしおり掲載（新規） 
       ・議会町民意見箱の入力フォーム作成（新規） 
       ・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（新規） 
        Ⅲ 一般会議（新規） 
        Ⅳ 議会モニター（新規） 
        Ⅴ 視察受入（新規） 
 

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。 
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○第４項～定例会・臨時会は議案の閲覧。委員会は、議案・資料配布。 

 
     定例会・臨時会議案の閲覧 

      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 

      豊頃町議会視察（５月３０日、正副議長、議会運営委員出席） 
「議員定数の変遷、議会運営及び委員会においての議員数との関係」 

      更別村議会視察（５月３０日、正副議長、議会運営委員出席） 
「議員定数の変遷、議会運営及び委員会においての議員数との関係」 

 
     視察受入 

釧路町議会広報編集特別委員会（７月３日） 
「議会広報の作業内容」（議員６人、事務局１人：委員会） 

秋田県由利本荘市議会（７月１１日） 
       「行政視察（新産業創造等事業）」（議長含む議員６人：会派） 

千葉県袖ケ浦市議会（７月２４日） 
       「議会改革の取り込み、議会基本条例」（議長を含む議員６人：会派） 

徳島県北島町議会（７月２５日） 
       「議会モニター、うらほろスタイル」 

（議長を含む議員１１人、町長、事務局２人） 
福島県新地町議会（７月３１日） 

       「行政視察（定住・移住政策）」 
（議長を含む議員７人、職員１人：委員会） 

茨城県土浦市議会（７月３１日） 
       「議会の活性化、議会基本条例」（議員５人：会派） 
 
 
○第６項～随時点検。 

     衆参院規則の改正に伴う会議規則の一部改正。 
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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、ぷち通信の発行、講演会の開催、議会報

告会の開催。 

     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。講演会や議会報告会では、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 

       議会だよりの充実 
       ・会議等の出席状況を掲載（新規） 
       ・ページの増加（新規） 
       ・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） 
        №１５９（Ｈ２５年４月２５日）、№１６０（Ｈ２５年７月２５日） 
        №１６１（Ｈ２５年１０月２５日）、№１６２（Ｈ２６年１月２７日） 

 

ホームページの充実 

       ・委員会会議録の掲載（新規） 
       ・ぷち通信の掲載（新規） 
       ・議会等の日程の掲載（新規） 
       ・議会のしおり掲載（新規） 
       ・議会町民意見箱の入力フォーム作成（新規） 
       ・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（新規） 
        Ⅲ 一般会議（新規） 
        Ⅳ 議会モニター（新規） 
        Ⅴ 視察受入（新規） 
 
 
     ぷち通信の発行 

      ・第１号～議員定数・議員報酬講演会チラシ裏面に掲載 
      ・第２号～日曜議会チラシ裏面に掲載 
      ・第３号～議会報告会チラシ裏面に掲載 
      ・第４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。 
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     議員定数・議員報酬講演会の開催（１０月３０日）参加者１９人 
       第１部 講演 「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 
       第２部 意見交換「浦幌町の議員定数と議員報酬について」 
 
     議会報告会（Ｈ２６年２月１０日） 
      新養老コミュニティセンター 参加者１２人 
      ・関井議員、差間議員、森議員、杉江議員、阿部議員、野村議員 
      中央公民館  参加者２１人 
      ・安藤議員、二瓶議員、福原議員、河内議員、髙橋議員、田村議員 
 
 
○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） 

      ※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 
※定例会、定例会一般質問、臨時会、特別委員会、各常任委員会（新規） 

 
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（新規） 
※定例会、臨時会、特別委員会、各常任委員会 

 
 
 
○第５項～議会モニター会議、各種団体との意見交換を実施。 

     ただし、町民との協働による政策提案の拡大までには至っていない。 
 
     議会モニター会議 

       第１回議会モニター会議（４月１８日） 
       第２回議会モニター会議（９月１７日） 
       第３回議会モニター会議（３月２６日） 
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     議会報告会（Ｈ２６年２月１０日） 
      新養老コミュニティセンター 参加者１２人 
      ・関井議員、差間議員、森議員、杉江議員、阿部議員、野村議員 
      中央公民館  参加者２１人 
      ・安藤議員、二瓶議員、福原議員、河内議員、髙橋議員、田村議員 
 
     商工会役員との懇談会 
     農協役員との懇談会 
     消費者協会との懇談会 
 
 
 
○第６項～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 

        №１５９（Ｈ２５年 ４月２５日）賛否のみ 
        №１６０（Ｈ２５年 ７月２５日）賛否及び出席状況の完全実施 
        №１６１（Ｈ２５年１０月２５日）賛否及び出席状況の完全実施 
        №１６２（Ｈ２６年 １月２７日）賛否及び出席状況の完全実施 
 
 
○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 

       ・第４回定例会（１２月 ８日） 
         傍聴者３２人（内記者２人、議会モニター２人、一般２８人） 
 
     ナイター議会 
       ・第１回定例会（３月１４日） 
         傍聴者９人（内記者２人、議会モニター４人、一般３人） 
 
○第８項～２月に２会場で実施。 

 
     議会報告会（Ｈ２６年２月１０日） 
      新養老コミュニティセンター 参加者１２人 
      ・関井議員、差間議員、森議員、杉江議員、阿部議員、野村議員 
      中央公民館  参加者２１人 
      ・安藤議員、二瓶議員、福原議員、河内議員、髙橋議員、田村議員 
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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～６月から実施。 

 
     一般質問 

      平成２５年第２回定例会（ ６月１４日） ５人 
      平成２５年第３回定例会（ ９月 ６日） ２人 
      平成２５年第４回定例会（１２月 ８日） ６人 
      平成２６年第１回定例会（ ３月１４日） ３人 
 

 

 

町長による政策等の形成過程の説明（第１０条関係） 

○従前の説明資料による。【執行機関による対応】 

 

予算及び決算における政策説明資料の作成（第１１条関係） 

○従前の説明資料による。【執行機関による対応】 

 
 

自由討議による合意形成（第１３条関係） 

○第１項－第３項～委員会で少しずつ取り組んでいる。 

     本会議での実施はない。 

     所管事務調査の委員会報告のまとめの際に「正式な討議」としてではないが、

各議員の意見を発言している。 

 
 

委員会の活動（第１４条関係） 

○第１項～議案等の審査で常任委員会の付託はなし。所管事務調査は年間計画策定実施。

役場庁舎耐震・防災改修については特別委員会を設置。 
 
○第２項～所管事務調査の委員会報告のまとめの際に「正式な討議」としてではないが、

各議員の意見を発言している。 
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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 
     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。 
 
 
 

一般会議の設置（第１６条関係） 

○実績なし 

     ただし、各団体主催による類似した会議は実施。 
     商工会役員との懇談会 
     農協役員との懇談会 
     消費者協会との懇談会 
 
 

議会モニターの設置（第１７条関係） 

○４月に委嘱し、３回の議会モニター会議を開催した。 

 
     議会モニター 

議会モニターの委嘱（４月１８日委嘱状交付式） 
       小島文博さん、廣瀬祐子さん、山田義廣さん、石田雅之さん、 

北村昌俊さん 
      第１回議会モニター会議（４月１８日開催、正副議長、議会運営委員出席） 
        議会制度及び議会モニター概要説明 

        質疑応答 

        意見交換 

      第２回議会モニター会議（９月１７日開催、全議員出席）モニター４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その他 
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      第３回議会モニター会議（３月２６日開催、全議員出席）モニター５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） 

○議会運営委員会が議長の諮問を受け審議。議員定数・議員報酬講演会の開催。 

 
     議員定数・議員報酬講演会の開催（１０月３０日）参加者１９人 
       第１部 講演 「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 
       第２部 意見交換「浦幌町の議員定数と議員報酬について」 
 
     講演会、日曜議会、議会報告会などでアンケート調査。 
 
     議会報告会（Ｈ２６年２月１０日） 
      新養老コミュニティセンター 参加者１２人 
      ・関井議員、差間議員、森議員、杉江議員、阿部議員、野村議員 
      中央公民館  参加者２１人 
      ・安藤議員、二瓶議員、福原議員、河内議員、髙橋議員、田村議員 
 

議員報酬（第２０条関係） 

○議会運営委員会が議長の諮問を受け審議。議員定数・議員報酬講演会の開催。 

 
     議員定数・議員報酬講演会の開催（１０月３０日）参加者１９人 
       第１部 講演 「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 
       第２部 意見交換「浦幌町の議員定数と議員報酬について」 
 
     講演会、日曜議会、議会報告会などでアンケート調査。 
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     議会報告会（Ｈ２６年２月１０日） 
      新養老コミュニティセンター 参加者１２人 
      ・関井議員、差間議員、森議員、杉江議員、阿部議員、野村議員 
      中央公民館  参加者２１人 
      ・安藤議員、二瓶議員、福原議員、河内議員、髙橋議員、田村議員 
 
 
 

議員研修の充実強化（第２２条関係） 

○第１項～視察研修（議運）、北海道町村議会議員研修会、十勝町村議会議員研修会、

議会広報研修会に参加。 

 
視察研修（議運） 

      豊頃町議会視察（５月３０日、正副議長、議会運営委員出席） 
「議員定数の変遷、議会運営及び委員会においての議員数との関係」 

      更別村議会視察（５月３０日、正副議長、議会運営委員出席） 
「議員定数の変遷、議会運営及び委員会においての議員数との関係」 

 
北海道町村議会議員研修会（６月２７日～２８日全議員出席） 
十勝町村議会議員研修会（１１月８日、１１議員出席、１議員欠席） 
議会広報研修会（８月１９日～２０日、全委員出席） 

 
 
○第２項～議員定数・議員報酬講演会を開催。 

 
     議員定数・議員報酬講演会の開催（１０月３０日）参加者１９人 
       第１部 講演 「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 
       第２部 意見交換「浦幌町の議員定数と議員報酬について」 
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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、ぷち通信の発行。 

 
     議会だよりの発行 

       議会だよりの充実 
       ・会議等の出席状況を掲載（新規） 
       ・ページの増加（新規） 
       ・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） 
        №１５９（Ｈ２５年 ４月２５日） 
        №１６０（Ｈ２５年 ７月２５日） 
        №１６１（Ｈ２５年１０月２５日） 
        №１６２（Ｈ２６年 １月２７日） 
 

ホームページの充実 

       ・委員会会議録の掲載（新規） 
       ・ぷち通信の掲載（新規） 
       ・議会等の日程の掲載（新規） 
       ・議会のしおり掲載（新規） 
       ・議会町民意見箱の入力フォーム作成（新規） 
       ・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（新規） 
        Ⅲ 一般会議（新規） 
        Ⅳ 議会モニター（新規） 
        Ⅴ 視察受入（新規） 
 
     ぷち通信の発行 

      ・第１号～議員定数・議員報酬講演会チラシ裏面に掲載 
      ・第２号～日曜議会チラシ裏面に掲載 
      ・第３号～議会報告会チラシ裏面に掲載 
      ・第４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。 
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○第２項～ホームページの充実、メールマガジンでの案内。 

 
ホームページの充実 

       ・委員会会議録の掲載（新規） 
       ・ぷち通信の掲載（新規） 
       ・議会等の日程の掲載（新規） 
       ・議会のしおり掲載（新規） 
       ・議会町民意見箱の入力フォーム作成（新規） 
       ・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（新規） 
        Ⅲ 一般会議（新規） 
        Ⅳ 議会モニター（新規） 
        Ⅴ 視察受入（新規） 
 

ホームページ掲載 
定例会、定例会一般質問、臨時会、特別委員会、各常任委員会（新規） 

 
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～Ｑ＆Ａ議会人の危機管理（台本購入）【新規】 
          地方議会先例集（台本購入）【新規】 
          １００条調査の実務【新規】 
          議員力検定マスター問題集【新規】 
          議会人が知っておきたい危機管理術【新規】 

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】 
          注釈地方議会先例集（追録加除）【継続】 
          現行地方自治六法（追録加除）【継続】 
     ※常時、貸出含め活用できる環境整備 
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議会事務局の体制整備（第２５条関係） 

○全国事務局職員研修、北海道事務局職員研修、東部４町事務局職員に参加。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さん。 

 
     参加研修等 

十勝町村議会事務局長定例会・事務研究会（４月１２日） 

町村議会実態調査事務担当者会議（５月２１日） 

全国事務局職員研修（７月９日～１０日） 

      東部４町事務局長会議（７月２６日） 

北海道事務局職員研修（８月７日～８日） 

十勝町村議会事務局長定例会（９月３０日） 

      北海道町村議会事務研究会（１０月１７日～１８日） 
      東部４町事務局職員研修会（１１月１日） 

 
     同行研修 

北海道町村議会議員研修会（６月２７日～２８日） 

十勝町村議会議員研修会（１１月８日） 

議会広報研修会（８月１９日～２０日） 

 
 

継続的な検討（第２６条関係） 

○議会運営委員会が議長の諮問を受け審議中。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。 
     議会のしおりの作成、ぷち通信の発行など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。 
 
 

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。 
 
 


