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【【【【    第第第第１１１１回中標津町回中標津町回中標津町回中標津町自治推進自治推進自治推進自治推進会議報告会議報告会議報告会議報告    】】】】     日時：平成２５年７月４日（木）１９：００～２０：３０ 場所：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 出席者：１９名（中標津町自治推進会議委員１０名、町長、ファシリテーター１名、                  アドバイザー２名、事務局５名） ＜＜＜＜会議次第会議次第会議次第会議次第＞＞＞＞    ※ 開催前に委嘱状交付 １ 開 会 ２ 町長挨拶 ３ 参加者自己紹介 ４ 議 題  （進行：東田ファシリテーター） （１） 中標津町自治推進会議の役割について （２） 会議のルール確認について （３） ワーキンググループについて （４） 今後のスケジュール （５） その他 ５ 閉会  ＜＜＜＜配布資料配布資料配布資料配布資料＞＞＞＞      資料１ 自治推進会議のルール   資料２ 中標津町自治推進会議規則   資料３ ワーキンググループってなに   資料４ 自治推進会議スケジュール   中標津町自治基本条例 解説書                                             ＜＜＜＜会議結果報告会議結果報告会議結果報告会議結果報告＞＞＞＞    ※委嘱状交付  １ 開会  ２ 挨拶： 小林町長    昨年度から引き続いて行う外部評価に加え、今年から    新たに始まる条例進行管理について活発な意見交換を    お願いする旨のあいさつがありました。  ３ 参加者自己紹介    委員の方から各自自己紹介が行われました。    事務局を部長より紹介しました。 

[委嘱状交付] 
 [町長挨拶] 
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ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰについて、部長より紹介し、 コメントをいただきました。  ４ 議題＜進行：東田ファシリテーター＞  （１）中標津町自治推進会議の役割について      ⇒ 加藤係長より説明（資料２ P6～7、解説書）    中標津町自治推進会議の役割についての説明が行なわれました。      （２）会議のルール確認について ⇒ 全員で読み上げ（資料１ P4～5） 自治推進会議のルールについて、全員で読み上げ、 確認しました。  （３）ワーキンググループについて ⇒ 東田さんより提案（資料３ P8）  東田さんより、ワーキンググループについての提案がありました。  ワーキンググループを結成することになり、本間さん、小柳さん、村上さん、東田さんの４名と事務局により進めることとなりました。   （４）今後のスケジュールについて ⇒ 東田さんより説明（資料４ P9） 資料４のとおりのスケジュールで進めることとなりました。              （５）その他 アドバイザーの先生方より講評をいただきました。 ○酒井先生 ・先進事例の洗い出しについて、参考になるところを  リストアップしてしぼってから見ること。 ・すぐれたところがあったら、次の会議で紹介するこ と。    ・キーワードをうまく使って検索すること。    ・中標津町と似た規模の町を調べること。    ○平岡先生    ・条文の一つ一つにとらわれずざっくりとわけて大き な視点で見ること。    ・評価のための評価にならないよう気をつけること。    ・たまには外に出かけて現場を見ることも必要。       

 

 

[会議風景] 

 

[アドバイザー講評] 
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  ５ 閉会挨拶：西根会長   ６ 閉  会  次回の自治推進会議の日程は、下記のとおり予定しております。  ○ 第２回 平成２５年８月２日（金） 役場 301 号会議室     
[会長挨拶] 
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「自治推進会議のルール」 前文 中標津町自治基本条例（平成 24 年条例第 1 号）に基づき、幅広く町民の意思を反映させるため、中標津町の町民が集い、基本理念や基本原則に関する想いや願いを語りあう意見、提言の場として、中標津町自治推進会議（以下「会議」という。）を設置します。 会議においては、自由闊達な発言や新たな発想を最大限に尊重し、それぞれの立場を保障するために、次のとおり「自治推進会議のルール」を定めます。 
 １．活動のルール （１－１）会議は、委員の主体的な参加と自主的な運営により実施する。 （１－２）会議においては、お互いの職務・肩書きなどを離れて、自由な活動と発言を行なう。 （１－３）会議では、委員それぞれが立場を越えて「中標津町自治基本条例」について考え、議論する場とし、その結果を町長に提言する。 （１－４）会議においては、政治・宗教・営利活動等を一切行わない。 （１－５）会議は、概ね年に４回開催することとし、必要に応じて会議回数を増やすことができる。又、いくつかのグループに分かれて討議を行なうことができる。 （１－６）会議に欠席又は遅刻する場合、会議開催日の前日までに、事務局へ連絡する。  ２．発言のルール （２－１）会議の開催にあたっては、議題を明示し、発言が偏らないよう公平な運営に配慮する。 （２－２）発言は、簡潔に、わかりやすく発言し、他の発言者の話を遮るような発言は慎み、円滑な会議進行に努める。 （２－３）発言は、属する特定の地域、団体や組織の利害に関する発言などに偏らないようにする。 （２－４）発言は、特定の人や団体を誹謗中傷するようなことはしない。 （２－５）発言において、属する団体や組織としての責任を負うことはない。 （２－６）欠席者は、文書で発言することができる（事務局へ提出）。 
 ３．意見集約のルール （３－１）会議での合意形成は、出席メンバー全員一致を原則とする。やむを得ない場合は、出席メンバーの半数以上の賛成でその結論とすることができる。また、必要な場合は、少数意見を併記する。 （３－２）意見を集約するだけでなく、結論に至る経緯や過程を重視するとともに、少数意見を尊重し、参考意見を添付することができる。 ４．会議公開のルール （４－１）会議は公開を原則とする。 

資料１ 
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（４－２）会議の日程は、決まり次第、町ホームページ、まちづくり情報コーナー、総合文化会館、計根別支所で公表する。 （４－３）傍聴の許可は、会場の都合等を考慮して行うとともに、個人情報の保護の観点から許可しないこともできる。 （４－４）傍聴人は、傍聴人名簿に記載する。 （４－５）傍聴人は、会議において発言することができない。 （４－６）会議の写真及びビデオ撮影、録音については事務局の許可を必要とする。 （４－７）会議概要の閲覧は、町ホームページ、まちづくり情報コーナー、総合文化会館、計根別支所、企画課で行うことができる。 
 ５．行政・関連機関との調整のルール （５－１）会議の協議に必要となる資料の提示や説明、又は関連機関へ調査等を依頼す る場合には、事務局に依頼する。 
 ６．個人情報の保護のルール （６－１）会議の参加者（委員、傍聴人、ファシリテーター、中標津町の職員、その他の参加者）は、個人情報の保護の重要性を十分認識し、他人の利益を害することがないように努めなければならない。 
 ７．ファシリテーター、座長の設置 （７－１）ファシリテーターは、会議の場では公平な立場に立ち、発言の促進や話の流れの整理を行なうなど、会議の合意形成や相互理解を支援する。 （７－２）座長は、グループに分かれて行なう会議の場合、その都度任命し、その運営を、円滑に進めるよう努める。 
 ８．その他 （８－１）「自治推進会議のルール」は、委員総員の２／３以上の賛成をもって改正することができる。 （８－２）「自治推進会議のルール」に定めのない事項は、会議において協議して定めるものとする。 （８－３）「自治推進会議」の内容について、所属する組織、団体等に情報提供することは、拒まないものとする。 
 会議を傍聴される方へ 会議を傍聴される方につきましても、上記のルールをお守りいただきますので、よろしくご協力の程お願いいたします。 
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○中標津町自治推進会議規則 平成24年５月30日規則第18号 中標津町自治推進会議規則 （趣旨） 第１条 この規則は、中標津町自治基本条例（平成24年条例第１号）第38条第４項の規定に基づき、中標津町自治推進会議（以下「推進会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 （委員） 第２条 推進会議の委員は、15名以内とし、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。 (１) 公募に応じた者 (２) 町内会及び町民活動団体が推薦する者 (３) その他町長が適当と認める者 ２ 前項第１号の委員の数は、６名以内とする。 （任期） 第３条 委員の任期は、５年とする。ただし、再任は、妨げない。 ２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 （会長及び副会長） 第４条 推進会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。 ２ 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 （会議） 第５条 推進会議の会議は、会長が招集する。ただし、この規則の施行後、最初に招集される会議は、町長が招集する。 ２ 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 ３ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。 ４ 推進会議の会議は、公開する。 （部会） 第６条 推進会議は、必要があるときは、部会を置くことができる。 ２ 部会は、会長の指名する委員をもって構成する。 ３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。 ４ 前条の規定は、部会の会議について準用する。 （関係者の出席等） 第７条 推進会議は、必要があるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて意見や説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 （諮問事項等の公表） 第８条 推進会議は、町長の諮問に対する答申又は町長へ意見の申出をしたときは、その内容を公表する。 （庶務） 

資料資料資料資料２２２２    
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第９条 推進会議の庶務は、総務部企画課において処理する。 （委任） 第10条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮り定める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 



ワーキンググループワーキンググループワーキンググループワーキンググループってなにってなにってなにってなに
資料　３１　ワーキンググループの役割　自治推進会議の委員のみなさんが、条例に対する意見を出すためのたたき台を作ること。　※たたき台を作るって？「条例のこの項目では実際にこんな取組をしています」とか「ここは取組がありません」ということを洗い出す作業。いきなり条例だけを見て意見を出してといわれても難しいので、意見を出すためのヒントを提供するというイメージ。２　ワーキンググループの構成　２～３名。インターネット、Eメール等を駆使して調べものや打合せをします。３　ワーキンググループの動き①　調査　はじめに、他の市町村では自治基本条例の進行管理をどのように行っているかをインターネット等で調べます。②　洗い出し　①で調べた他のまちのやり方を参考にしながら、中標津町での取組を条項ごとに洗い出していきます。時には担当部署へ電話をかけたり直接出向いたりしながら調べます。③　まとめ　ワーキンググループのメンバーそれぞれが調べたものを事務局に提出し、ひとつの資料にまとめます。４　スケジュール7月 ８月4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2　結成 ①他市町村の取組調査　　②中標津町の実態洗い出し 事務局に提出

自治推進会議③事務局で資料作成
資料事前送付 各委員資料を確認
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資料　４自治推進会議スケジュール年度 平成25年度月 4 5 6 7 8 9 10 11 12
４名

　７月 ８月 ９月 10月１４名 　4日（木） 2日（金）　　　　　　　　　　　　　23日(金） 20日頃まで 　4日（金）　　　　　25日（金）

　　　　　　　8月 10月　　　　　　　　　12日、13日、（14日） 下旬■→条例進行管理に関すること◆→外部評価に関すること

◆◆◆◆資料作成資料作成資料作成資料作成、、、、送付送付送付送付

　事務局（企画課）推進会議メンバー
　事務局（企画課）

　行革推進本部会議

■■■■条例進行管理条例進行管理条例進行管理条例進行管理　　　自治推進会議 　　委嘱状交付 　　会議の進め方説明
　　ワーキンググループ結成

◆◆◆◆外部評価外部評価外部評価外部評価

ワーキングG 課題整理

　　グループワーク
　　まとめ

■■■■資料作成送付資料作成送付資料作成送付資料作成送付ワーキンググループ成果まとめ

　　会議の進め方説明

評価調書作成依頼
（一次評価）町民アンケート

行革推進本部会議
（二次評価）

質問・意見集約シート
（宿題） 質問・意見集約シート

（提出） グループワーク
（部長職参加） 　　まとめ

◆◆◆◆資料作成資料作成資料作成資料作成質問・意見集約シート
（取りまとめ）

行革推進本部会議
（総合評価）

◆議員へ評価調書配布

　　　　　　　　　　　　◆◆◆◆外外外外部部部部評評評評価価価価結結結結果果果果公公公公表表表表1111回回回回目目目目 ２２２２回回回回目目目目 ３３３３回回回回目目目目 ４４４４回回回回目目目目 ５５５５回回回回目目目目
■◆■◆■◆■◆委員公募委員公募委員公募委員公募 事務事業評価締切

（7月1日） 施策評価締切（7月8日） 総合施策評価締切
（7月16日）
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