
内　　　容 実　　績 議会モニターの評価 課題及び改善策

第１項
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。

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Ｄ
Ｅ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。

■課題
　話し合いが大切。
　これまでどおり継続を。
　公開性等のコンプライアンスは確立されている。また、信頼性は各議員の個人属性に依
拠するところ大であるが、この点に関しては大いに評価できる。ただし、町民参加に関して
は依然として課題が残る。
■改善策
　定例会・委員会の全てにおいて一般参加がゼロであることは特に問題であるので、盲点
があるのではないか・・要研究。
　議員の思いがカラ廻りしていることに気づくべきである。

第２項
政策立案、政策提言機能の充実強化を
図る。

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」。

■課題
　「安全・安心なまちづくりを目指す防災体制」の政策提案について、町の考えには、時期尚
早・災害予想される地区で取り組めばよいとの意見ある。異論・反対意見はあって良いが、
町も政策提案前に意思統一されてはどうか。
　各議員がもう少し活発に行ってもらいたい。
　町行政への監視機能は諸会議設置数とは比例しない。政策提言に若干の実績は認める
が多岐に渉っていない。
■改善策
　町行政評価の具体的内容を広報すべきである。
　政策提言の数不足。町民意向の把握に努力要する。

第３項

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。

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。

■課題
　ＰＲが足りないように思える。
　情報発信の方法に有効なものはないか研究が必要。
■改善策
　町民意見箱の存在は、もっと周知する必要あり。
　文字情報中心は、高齢化社会に不適、工夫・研究すべき。

第４項
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。

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。
議案及び資料は、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。

■課題
　資料が配布されてもすぐに議会が始まり、よく理解しないうちに終了する。事前配布は？
　当該第４項そのものが永遠の課題性を有している。
■改善策
　行政側資料そのままでなく、更に簡潔にした資料が必要。
　当該項は条例改正の必要あり。「簡潔な資料」

第５項
他の自治体議会との交流及び連携を行
う。

視察（実績なし）
受入（21市町議会）
交流及び連携(清水町議会)

■課題
　今は受入が多いが、今後は少しでも行く方向に。
　地方分権の重要性を住民にわかりやすく説明、理解を求める。
■改善策
　国内交流に止まらず、分権先進国との積極的交流を図るべき。
　当該項は条例改正の必要あり。

第６項
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。

随時点検
議会基本条例の一部改正
議会会議規則の一部改正
議会傍聴規則の一部改正
議会運営基準の一部改正
議会モニター設置要綱の一部改正

■改善策
　前項に関しては、当該第６項の趣旨に則り、現行の条例を改正して進むべきと考える。改
正例として本項に続けて「この場合、議会モニター等の意見を参考にする」

議会基本条例

議会の活動
原則

第５条

議会モニターの外部評価シート

1 ページ



内　　　容 実　　績 議会モニターの評価 課題及び改善策議会基本条例

議会モニターの外部評価シート

第１項
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。

委員会で少しずつ取り組んでいる。 －
■改善策
　当該項は条例改正の必要あり。第６条１～３項に関しては字句の改訂・追加等を含めて現
行条例の改正を要すると考える。「討議と対話」

第２項

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。

議員個々の活動として、報告会などを開催。定
例会や委員会前には、事前資料等も含め研さ
ん。

－
■課題
　広く町民意見を聴くこと、要望を受けることに関してさらなる積極的・具体的取り組みに努
力を要する。

第３項
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。

一般質問、質疑、所管事務調査などで実施。 －
■課題
　｢公共の福祉」とすべきではないか。例えば、移住促進対策、コミュニティバス運行の実態
に関して把握しているか。予算のムダはないか調査を要するのでは。

議員の政治
倫理

第７条
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。

各議員がその行動について配慮する － ■課題
　この規定の存在により、議員の活動が消極的になりやすくなることはないのか。

第１項
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。

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。

■課題
　第５条１～３項と同様の改善策である。
■改善策
　説明責任が一部果たされていない面がある。特に情報の共有は重要であり、公開性・透
明性の確保と信頼性に疑問が生じる。

第２項

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。

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。

■課題
　町民参加が基本の地方自治をさらに推進するため、種々の努力・実績は評価できる。た
だし、定着はマンネリの始まりでもあることから銘記して普段の努力と工夫を要する。

第３項

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。

－

第４項
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。

提出時に聞き取りを行う。ホームページで、請
願・陳情の提出方法を掲載。 － ※請願・陳情については、むしろ議会（議員）側から積極的に促すことも必要。

第５項

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。

　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。

■課題
　多くの町民と広く範囲を広げた意見交換の必要性。
　町民との協働は実際には限定的である。
■改善策
　既存組織や限られた職域を越えた発想を要する。例えばモニター会議を発展的に活用し
拡大するなどして、これをサポーターと認識したうえで協働の実を挙げることが可能。

議員の活動
原則

第６条

町民参加及
び町民との
連携

第８条
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内　　　容 実　　績 議会モニターの評価 課題及び改善策議会基本条例

議会モニターの外部評価シート

第６項

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。

平成25年７月25日発行の議会だより160号から
完全実施。

■課題
　この項について限定的公開に終始している。
■改善策
　例えば質問回数に関する議員情報も加えられるべきだ。

第７項
平日の夜間、日曜日などに会議を開催
するよう努める。

12月に日曜議会、3月にナイター議会を開催。
■改善策
　特に委員会については、ほとんど午前中開催であることから、これを一部夜間開催を希望
する。

第８項

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。

２月に４会場全議員（３班編成）で実施。

■改善策
　町民の参加者を増やす努力が必要と思われる。
　議会は一生懸命であることは認めるが、意欲の空廻りで参加町民が固定化の傾向にある
のでこれを拡大すべく工夫を要する。

第１項

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。

一般質問、質疑・答弁。

■課題
　行政側の答弁に対する反対質問が弱い。
　現在、空き家1083万戸。2033年2166万戸。継続して一般質問で取り上げてくれている。他
町村にアピールできる。町の解決策に期待。
■改善策
　臨時会で車輌購入の補正予算審議過程で職員の事故によるものにもかかわらず、この事
故に関した質問も追求もなかったことは、町民サイドに立った場合に誠に不満足なもので
あった。予算額から判断して、全損事故の可能性は想定されるが、これに対して運転職員
に違反・過失の有無、対物・対人事故の有無、職員の傷害の程度等に言及すべきであった
のではないか。

第２項

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。

平成25年６月から実施。
■課題
　一般質問者が少ない。議員の質問、町側の答弁もわかりやすいものに。
　質問回数が少ない。

第３項
議長又は委員長の許可を得て反問する
ことができる。

平成２７年第４回定例会議案第８６号で初の反
問権行使。
平成２９年第３回定例会一般質問で反問権行
使。

－ 　反問権はいいのだが、使ってもいいのだろうかと疑問に思う。その前に何かすることがあ
ると思う。権利があるからといって、そうするものかなと思ってしまう。

町長による
政策等の形
成過程の説
明

第１０条
政策等の決定過程を説明するよう努め
る。

執行機関協議を経て、条例に基づく説明資料に
改正。

■課題
　傍聴者向けに簡略な資料作成の可能性如何。

町長等と議
会及び議員
の関係

第９条
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内　　　容 実　　績 議会モニターの評価 課題及び改善策議会基本条例

議会モニターの外部評価シート

予算及び決
算における
政策説明資
料の作成

第１１条
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。

執行機関協議を経て、条例に基づく説明資料に
改正。

■改善策
　部厚く小さな文字・数字でビッシリな資料を渡されても議事説明に合わせてめくるだけでも
大変である。考慮要する。

議決事件の
拡大

第１２条 議決事件の拡大 －

自由討議に
よる合意形
成

第１３条
第１項～
第３項

議員相互間の討議を中心に運営
第６条第１項と同様
委員会で少しずつ取り組んでいる。

■課題
　議論、ディスカッションの方法論を研修の要あり。
　議員がそう思っている傾向になっていないか注意が必要と感じる。
　一般質問で複数回提出されている。先住民文化、空家問題は議員間で深耕してもらいた
い。
■改善策
　討議内容に関して差支えない範囲で情報開示すべきと思う。少しずつでなく、大胆に取り
組んでほしい。

第１項

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。

議案等の審査では、空家等の適正管理に関す
る条例の制定及び介護保険条例の一部改正を
総務文教厚生常任委員会に付託して審査した。
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。

■課題
　一般質問の標題事項の決定過程はどのように決めているのか。また、委員会における討
論テーマ等も同様、決定過程を公開すべきである。

第２項

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。

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。

■課題
　議会の機動力を高めて活動してほしい。
　議論のミスリード（者）に要注意。議会は「言論の府」と位置付けされ、その存在価値が認
められていることに鑑み、さらなる取組み要する。議論の本質を理解し、コトバで勝負の世
界で深く認識すべき。コトバを尽くすこと。
■改善策
　各議員間の議論と対話の充実がさらなる努力・研さん必要。

開かれた活
動的な議会
の推進

第１５条
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。

総務・産建・議運・議員協議会の連携、合同常
任委員会の開催

■課題
　会議を公開できる規定を要する（議長判断で）。議員協議会は非公開であることから、差
支えのない範囲で公開、広報すべきでないか。
■改善策
　当該項は条例改正の必要あり。

一般会議の
設置

第１６条
議員及び町民が自由に情報及び意見を
交換する一般会議を設置する。

２回の一般会議を実施。
　・浦幌町商工会役員
　・浦幌町農業協同組合役職員

■課題
　他団体との一般会議の実施の必要性。
　もっと広くお願いしたい。
　議長判断で他の会議開催を可能にすべき。
　漁・林業者はどうか。海の汚染、（大型畜産事業、災害、流木、マイクロチップ、温暖化）、
倒木、漁業と林業の課題と連携の一般会議の開催は？
　第８条５項と同様。
■改善策
　一般会議に限定することなく、他の会議を模索すべき。
　当該条文の改正の必要あり。

委員会の活
動

第１４条
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議会モニ
ターの設置

第１７条
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。

平成２９年４月に委嘱（第３期）し、今年度５回の
議会モニター会議を開催した。外部評価を実
施。

■課題
　モニターは、議会に関する勉強が必要だ。
　大いに評価できる。特にモニターによる外部評価制は画期的だ。
■改善策
　出席者はその職責を果たすためにも活発に発言すべきだ。
　設置要綱の改正を求める。「議長に開催を求めることができる」規定の追加。

適正な議会
費の確立

第１８条
町長と協議し、適正かつ継続的な議会
費の確立をめざす。

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。

■課題
　議会費予算の提出権は議会にあるのか。また、年度途中において補正は可能か。地方
交付税の確定する時期は何月か。

議員定数 第１９条 議員定数
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。
現在の定数を維持する。

－ ※選挙より以前の問題として、当面は定員の充足に努力要する。そのうえで選挙が云々さ
れるべき（浦幌町自治の防波堤）

議員報酬 第２０条 議員報酬
第２次議会の活性化・議員のなり手不足の検証
で協議を進めてきた。

■課題
　なり手不足で誰が困るのか考えてみたことはあるか。情報の共有が徹底されていない。
報酬改訂と併せて「議員の働き方改革」を研究すべきと考える。例えば、議員にも「非常勤」
と「常勤」の別があってもいいのではないか。各々報酬も異なって良い。
■改善策
　浦幌方式を取り入れた次の選挙でよい結果が出れば、再度、全国的話題になると思う。
　第20条に第４項を加え「議員の働き方に関し不断の改革と研究により、その成果を期する
よう努める。

第１項
専門的な知識及び経験を有する者等の
積極的な活用

実績なし －

第２項～
第４項

調査機関を設置 実績なし －

第１項

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。

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。

■改善策
　このたびの「基本条例の一部改正」（素案）にある第25条２項の内容は大いに納得できる
ものとして評価する。地方分権先進国に学ぶべきこと多いと認識すべき。

第２項
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。

認知症サポーター養成講座、議員研修会、公会
計制度研修会、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

■改善策
　第５条５項の改善策と同様な位置付けを要する。
　交流し研修先は国内同規模町村に限定すべきでない。さらなる広い視野が必要。"目から
ウロコの落ちる体験"必要。

専門的知見
の活用及び
調査機関の
設置

第２１条

議員研修の
充実強化

第２２条
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内　　　容 実　　績 議会モニターの評価 課題及び改善策議会基本条例

議会モニターの外部評価シート

第１項
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

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。

■課題
　広報に民間の視点も導入すべきである。内容が硬いので町民にもっと親しめるような工夫
要する。
■改善策
　文字情報はなかなか読んでもらえないので、例えば議員活動に関する「コラム」や「活動
日記」「活動動静」等々、多彩な親しみやすいものにしてほしい。

第２項

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。

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。

■課題
　一口にＩＴ情報云々というが、町民の高齢化と世帯分離による現実を知るべき。
■改善策
　地域ＦＭラジオ局の開設可否について検討するのも一策。（４町合同設置もある）

議会図書室
の充実

第２４条
第１項～
第２項

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。

図書購入及び活用

■課題
　どのような使用し、使いこなすのか。
■改善策
　年５万円では少なすぎる予算と思う。また、一般への開放も周知の必要あり。海外資料の
入手も必要。

議会事務局
の体制整備

第２５条
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

十勝町村議会事務局長会、東部４町事務局職
員研修に参加。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。マニフェ
ストフォーラムの講演及び研鑽。ＩＣＴ研修及び
事務局職員研修に参加。

■改善策
　議会事務局員３名にもかかわらず、よく勉強し精励されていると思う。大いに評価する。さ
らに局員１名が充足されるなら、なおベター。

継続的な検
討

第２６条
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。

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。

■改善策
　基本条例は地方自治の根幹。分権時代にあって分権先進国の情報も取り入れてたゆま
ざる。

見直し手続
き

第２７条
第１項
～第３

項
目的が達成されているかどうかの検証 検証、評価、改善へ向け実施。

■課題
　実現に向けて、もう少し掘り下げてみてはいかがか。
　基本条例の前文の語句の統一性。「住民福祉の増進、住民福祉の実現、住民福祉の向
上」。使い分ける理由は何か。統一すべき。条例中は「向上」であり、議長発言も「向上」。
■改善策
　　改善・改良に取り組むことを必要とする。過去のワーストワンを脱却し、今や全国的に知
られる存在となった浦幌町議会改革はベストワンを目指すべき。
　当該条文の改正の必要あり。

議会広報の
充実

第２３条
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