
                 

条例制定までの経過

平成１９年

１２月１３日  第１回 町民会議   ・正副委員長の選出

                     ・町民会議の運営について

平成２０年

  ２月１８日  第２回 町民会議   ・ニセコ町まちづくり基本条例の概略について

                    ・今後の町民会議の進め方等について

  

４月 ８日  第３回 町民会議   ・自治基本条例のイメージづくり

（他自治体の自治基本条例の検討）

６月 ３日  第４回 町民会議   ・自治基本条例のイメージづくり

８月 ７日  第５回 町民会議   ・グループ討議

                    「こんなまちに住みたい」を地域でつくるには！

１０月 ７日  第６回 町民会議   ・グループ討議

                     「こんなまちに住みたい」を地域でつくるには！

１１月 ７日  第７回 町民会議   ・グループ討議 「前文」作成に向けて

１２月２２日  第８回 町民会議   ・グループ討議 「前文」作成に向けて

平成２１年

１０月 １日  第９回 町民会議   ・講演「町民会議の役割と自治基本条例づくりの注意点

                   ・今後の進め方について

１０月１５日  第10回 町民会議    ・美幌町の行財政運営について

                   ・条例の骨格について（協議）

                   ・講演：「総則」について

１０月２９日  第11回 町民会議   ・条例の総則について（協議）

                   ・講演：「情報共有」について

１０月３０日  第１回 起草部会   ・起草部会での作業の進め方について

                   ・今後の部会開催予定について

１１月 ９日  第２回 起草部会   ・たたき台作成作業（総則）

１１月１３日  第12回 町民会議   ・たたき台の検討（総則）

                   ・情報共有について（協議）

                   ・講演：「町民参加」について

１１月２４日  第３回 起草部会   ・たたき台作成作業（情報共有）

１１月２６日  第13回 町民会議   ・たたき台の検討（情報共有）

                   ・町民参加について（協議）

                   ・講演：「住民投票」について

１２月 ７日  第４回 起草部会   ・たたき台作成作業（町民参加）



                 

１２月１０日  第14回 町民会議   ・たたき台の検討（町民参加）

                   ・住民投票について（協議）

                   ・講演：「協働・コミュニティ」について

１２月２２日  第５回 起草部会   ・たたき台見直し作業（総則、情報共有）

１２月２５日  第15回 町民会議   ・コミュニティ・協働について（協議）

                   ・講演：「町民の権利・役割、町長・職員の責務」につ

いて

平成２２年

  １月１３日  第６回 起草部会   ・たたき台作成作業（コミュニティ・協働）

                    ・たたき台見直し作業（総則、情報共有）

  １月１８日  第16回 町民会議   ・たたき台の検討（協働・コミュニティ、総則、情報

共有）

                    ・町民の権利・役割、町長・職員の責務について（協議）

                    ・講演：「行財政運営」について

  １月２７日  第７回 起草部会   ・たたき台作成作業（町民の権利・役割、町長・職員

の責務）

                    ・たたき台見直し作業（総則、情報共有、協働・コミ

ュニティ）

  ２月 ８日  第17回 町民会議   ・たたき台の検討（町民の権利・役割、町長・職員の

責務、総則、情報共有、協働・コミュニティ）

                    ・行財政運営について（協議）

                    ・講演：「議会、議員の責務等」について

  ２月１７日  第８回 起草部会   ・たたき台作成作業（行財政運営）

  ２月２２日  第18回 町民会議   ・たたき台の検討（行財政運営）

                    ・議会、議員の役割・責務等について（協議）

                    ・講演：「条例の見直し、町民委員会」について

  ３月 ３日  第９回 起草部会   ・たたき台見直し作業（町民の権利・役割、町長・職

員の責務、行財政運営、協働・コミュニティ）

  ３月１５日  第19回 町民会議   ・たたき台の検討（町民の権利・役割、町長・職員の

責務、行財政運営、協働・コミュニティ）

                    ・行政について、議会、議員の役割・責務等について

（協議）

                    ・条例の見直し、実効性の担保について（協議）

                    ・講演：「最高規範など」について

  ３月２６日  第10回 起草部会   ・たたき台作成作業（議会、議員の役割・責務等、条

例の見直し、実効性担保）

  ３月３０日  第20回 町民会議   ・たたき台の検討（議会、議員の役割・責務等、条例

の見直し、実効性担保）



                 

                    ・連携・協力、最高規範性、前文について（協議）

                    ・講演：「住民投票」について

  ４月 ７日  第11回 起草部会   ・たたき台作成作業（連携・協力、最高規範性、前文）

                    ・たたき台見直し作業（議会、議員の役割・責務等、

条例の見直し、実効性担保）

  ４月１３日  第21回 町民会議   ・たたき台の検討（議会、議員の役割・責務等、条例

の見直し、実効性担保、連携・協力、最高規範性、

前文）

                    ・住民投票について（協議）

  ４月１９日  第12回 起草部会   ・たたき台見直し作業（議会、議員の役割・責務等、

条例の見直し、実効性担保、連携・協力、最高規範

性、前文）

  ４月２７日  第22回 町民会議   ・たたき台の検討（議会、議員の役割・責務等、条例

の見直し、実効性担保、連携・協力、最高規範性、

前文）

                    ・住民投票について（協議）

                    ・たたき台全体の整理について

  ５月 ７日  第13回 起草部会   ・たたき台作成作業（住民投票）

                    ・たたき台見直し作業（条例の見直し、実効性担保、

連携・協力）

  ５月１３日  第23回 町民会議   ・たたき台の検討（条例の見直し、実効性担保、連携・

協力、住民投票）

                    ・たたき台全体の整理について

  ５月２０日  第14回 起草部会   ・たたき台見直し作業（住民投票）

                    ・町民参加について（協議）

  ５月２７日  第24回 町民会議   ・たたき台の検討（住民投票）

                    ・町民参加について（協議）

                    ・たたき台全体の整理について

  ６月 ４日  第15回 起草部会   ・たたき台見直し作業（住民投票、町民参加）

  ６月１０日  第25回 町民会議   ・たたき台の検討（住民投票、町民参加）

                    ・たたき台全体の整理について

  

６月１６日  第16回 起草部会   ・たたき台見直し作業（町民参加）

  ６月２２日  第26回 町民会議   ・たたき台の検討（町民参加）

                    ・たたき台全体の整理について

  ６月２９日  第１回庁内検討委員会 ・これまでの町民会議での検討経過、今後のスケジュ

ール等



                 

                    ・今後の進め方について

  ７月 ２日  第17回 起草部会   ・たたき台見直し作業（町民参加）

  ７月 ８日  第27回 町民会議   ・たたき台の検討（町民参加）

                    ・たたき台全体の整理について

                    

  ７月１２日  第２回庁内検討委員会 ・たたき台の前文、総則 の検討

  ７月１４日  第３回庁内検討委員会 ・総則、情報共有、町民参加の検討

  ７月１５日  第18回 起草部会   ・たたき台見直し作業（町民参加）

    〃    第４回庁内検討委員会 ・住民投票、町民、協働・コミュニティ の検討

  ７月２０日  第５回庁内検討委員会 ・議会の検討

  ７月２１日  第６回庁内検討委員会 ・行政、行財政運営の検討

  ７月２２日  第28回 町民会議   ・議会、行政からのたたき台に対する質問等への対応

                    ・たたき台の検討（町民参加）

  ７月２６日  第７回庁内検討委員会 ・行財政運営、連携・協力、条例の見直しの検討

  ７月２７日  第８回庁内検討委員会 ・条例の見直し、最高規範の検討

  ７月３０日  第19回 起草部会      ・たたき台全般の見直し作業

  ８月 ５日  第29回 町民会議   ・たたき台全体の整理について

  ８月１７日  第20回 起草部会   ・庁内検討委員会からの修正案の検討

  ８月１８日  第21回 起草部会   ・庁内検討委員会からの修正案の検討

  ８月２３日  第30回 町民会議   ・たたき台全体の整理について

  ９月 ７日  第31回 町民会議   ・たたき台全体の整理について

  ９月２１日  第32回 町民会議   ・たたき台全体の整理について

１０月 ７日  第33回 町民会議   ・たたき台全体の整理について

１０月２１日  第34回 町民会議   ・たたき台全体の整理について

１１月 １日  第22回 起草部会   ・中間報告書の内容の最終確認について

１１月 ２日  第23回 起草部会   ・中間報告書の内容の最終確認について

１１月 ９日  第24回起草部会    ・中間報告会開催準備



                 

１１月１１日  中間報告会開催    ・議員向け(午後)、町民向け(1回目)(夜)

１１月１５日  中間報告会開催    ・町民向け(2回目)

１１月１９日  中間報告会開催    ・町民向け(3回目)(午後)、(4回目)(夜)

１１月２２日  中間報告会開催    ・職員向け(1回目)

１１月２４日  中間報告会開催    ・職員向け(2回目)

※１１月１１日～２６日まで、中間報告書に対する意見を募集

１１月３０日  第25回起草部会    ・中間報告会で出された意見の検討

１２月 ２日  第35回町民会議    ・中間報告会で出された意見の検討

１２月 ６日  第26回起草部会    ・中間報告会で出された意見の検討

１２月 ９日  第36回町民会議    ・中間報告会で出された意見の検討

１２月２９日  自治基本条例（素案）に対するパブリックコメント手続開始

平成２３年

  １月２７日  パブリックコメント手続終了

  ２月 ２日  第37回町民会議    ・パブリックコメント実施結果報告

                    ・自治基本条例（素案）の了承

                    ・自治推進委員会条例（素案）の了承

  ２月１８日  第２回美幌町議会臨時会に条例案を提案

３月１８日  第３回美幌町議会定例会において一部修正のうえ可決


