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◎開会の宣告 

〇委員長（斉藤征信君） ただいまから、白老町自治基本条例の制定に関する小委員会を開催

いたします。 

本、小委員会については、傍聴を許可することにご異議ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（斉藤征信君） ご異議なしと認めます。よって委員会条例第１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可します。 

 

◎調査事項 

〇委員長（斉藤征信君） 今日の小委員会の中で、副委員長が体の調子が悪いので欠席をいた

します。今日の進め方について、ご説明いたします。前回に引き続きまして、前回は、福士教

授の資料について勉強しましたが、今日は、もうひとつの方の、山梨学院大学の江藤先生の論

文、協働時代の議会と住民という資料。 それから北海道自治体学会の渡辺さんの議会基本条

例要綱研究会の試案について、この概要を事務局の方から、まとめていただき、それを勉強し

たいと思います。その勉強がおわりましたらこの前に引き続き、各条項について、それぞれ論

議していただきます。この前のように、討議形式で、自由に意見を述べていただくことですの

で、会議形式にはあてはまらないと思いますので、その分議事録については省略したいという

ふうに思います。それでははじめたいと思います。それでは論文の方についてご説明をお願い

します。はい高橋主査。 

〇企画Ｇ主査（高橋裕明君） それでは私のほうから、ふたつの資料につきまして簡単にご説

明したいと思います。まず、前回、１０月２４日に行なわれました小委員会において議会の役

割、責務ですとか権限、運営などの基本的原則部分をご検討いただいたということで、その中

にも出ておりましたが、この白老町の特長といたしまして、協働というキーワードがあるんじ

ゃあないかと、いうことで、議会に関しましても、協働型議会の構想というご提案をなさって

いる江藤（山梨学院大学教授）さんという方がおりまして、その方の簡単にまとめた部分。 そ

れから北海道自治体学会の研究会の方で、議会の基本条例について検討してきた資料がござい

ますので、その２点について簡単にご説明いたします。なお、内容につきましては、先にお届

けしておりますので、お読みいただいているので、論点のみ、説明いたします。まず、協働時

代の議会と住民と、いう方につきまして簡単にご紹介いたします。この山梨学院大学の江藤教

授というのは、この地方議会関係について、結構研究されている方でして、昨年１２月に同じ

ような表題で、協働型の議会の構想という本をまとめておられますので、その要約版というこ

とになります。この江藤先生の主張の主な論点なのですが、ひとつは、従来の１ページ目の下

の方に書かれておりますが、住民と協働する議会を想定していると、協働型議会というのは、

監視ですとか、政策立法能力を高める議会というものがあって、それを総称して監視型議会と

いうふうに呼んでいると。これは住民から直接選挙で、選ばれた首長とチェックアンドバラン
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スという意味で、議会が住民と協働するという意味です。それに対して、議会が直接住民と討

議し、住民とともに活動する議会というのが想定できる。それがアクティブ型議会というふう

に呼びたいということで、この監視型議会とアクティブ型議会と定義なさっております。監視

型議会というのは、従来も行なわれた形式でありますが、特にアクティブ型議会というのが新

しい最近の行政の運営の面でも、表れていますように、住民をいかに討議の場に近づけるか、

住民をいかにかかわって、白老町ですと町政というものにいかに関心と意欲を持たせて、まち

づくりを進めるかと、いうような観点で述べられております。その中で２枚目にまいりますと

若干の事例も入っておりますが、住民との関係につきましては、特に２段目以降に書いてある

ように、二元代表制といわれるもの、それから地方議会についての国との違いで、一院制をひ

いていると、いうところが地方自治という、直接民主主義というものが、かなりあるという点

で国との違いですとか、地方のあり方が考えられていくのではないか、というようなことでご

ざいます。この３段目以降ですが、協働時代だからこそ、輝く議会の役割ということで、地方

議会というのは住民の代表機関であると、住民の意向を踏まえて執行機関に、提言、監視する

ということが、まず基本的な原則であるということであり、その中で全体的、長期的、視点と

いうものから、地域をデザインするという、そういう機能を発揮することが、議会の存在価値

であろうと、いうようなことを言っております。ですから住民からの提案を全体的、長期的な

視点から、調整したり、加工したりしながら運営していくのを協働型議会というようにいって、

その議会では新しい提案を行なうこともあるでしょうし、討論に基づいた妥協の必要性もある

でしょうし、いずれにしても討論によって議員とか住民の意見が変化する可能性もありますが、

それを調整まとめていくということが重要であろうと、いうふうに言っております。また現状

の議会の運営上の問題点というのを指摘されておりまして、特に議員同士が討議をしない議会

運営というものは、多分、期日が短いですとか、そういうことが、日数が限られていることで、

そういう増加が必要であろうとか、議会に必ず執行機関が参加しなければならないということ

はなくて、議員同士の会議というもの、ありうるだろうと、その中で、四日市市の議会では全

議員の参加による市政活動活性化推進等議会懇談会ですとか、富山県議会でやっているように、

政策検討委員会というようなものも、ありますよということです。この協働型議会を構築して

いくためには、住民の役割も重要であろうと、いうことで、この地域政治に住民参加を前提と

していると。住民の役割というものは重要であって、議会というのは、住民が参加し、活動す

る場を提供するということと、情報を提供するということが必要で、地方議会というのは選挙

によって、そのまちの唯一の合議体として存在していると役割が大きいだろうと、いうことが

述べられておりまして、特にその住民との関係、執行側との関係、そういうものをさらに充実

しながら、この協働型議会というものを構想してはどうかと、いう内容でございます。そうい

うような視点から、また、この条例をつくり上げていく時に、どのような協働というものを取

り入れていくかということが参考になると思います。 

次に、北海道自治体学会の渡辺さんの方の文章でありますが、これも詳細にわたって、これ

は議会の基本条例ということで、自治基本条例の議会部会よりは、かなり細かく内容を示され
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ておりますが、特にこの議会基本条例の試案にあたっては、この資料でいつ、３ページからで

すが、この策定にあたってのポイントということで、①から⑭まで項目がございます。この点

につきましては、実際にこの自治基本条例の議会部分との検討にあたっては、参考となろうか

なと、いうことで資料として出しておりますが、その１４項目というのは、ひとつは、その自

治体議会の位置付けというのが、どういうふうに考えるかということで、単純にいいますと、

行政側というのは、補助機関である。職員機構というのは市民の代行機構にしかすぎないと、

そして自治体機構こそが市民の代表機構であるというような点、それから②の議会基本条例制

定に向け、どのようなスタンスで取り組むかということで、ここではとりあえず現在、存在す

る法律というものに反しない限りで整理して、条例化をはかるということ。その運用の問題、

運用については、任意に制度化して、運用の活性化をはかっていく、という趣旨で考えている

という点でございます。３点目に議会基本条例制定にあたって、どの程度の規模の自治体を想

定して、議案をつくるかという点でありますけれども、これは、特に大都市ですとか、小規模

自治体というものは、想定しないで、ある程度大きくても小さくても、普遍性のある制度構成

で考えていこう、ということで作られたものです。④からが、具体的にその内容とのかかわり

になってきますけれども、④は議会の活動の範囲、理念、原則というものをどのようにとらえ

るかと、いうことでございます。これは活動範囲、これは会期中の活動と閉会中の活動と、い

うものがありますけれども、この基本条例をつくるにあたって、従来あった会議規則というも

のですとか、それから傍聴規則というものを整理していく必要があろうということであります。

⑤に議員の活動原則というのをどういうふうにするかということですけれども、そもそも議会

というものは、言論の府であって、自由討論ということが、一番根本にあることですから、そ

れを重視し、それから⑥に市民の活動原則というのをどうするかということですが、市民も議

員の活動に対して常に関心を持ち続ける、というようなしかけが必要であろうと、それで議会

ウォッチングだとか、いろいろな手法があるのではないかと、いうことでございます。⑦に議

会への市民参加、市民と議会というものの連携をどう考えるかということですけれども、これ

は先に申しましたように、議会は市民の代表機関、市民の信託を受けているということで、そ

の連携に際しては、いろいろな仕組みが考えられると。議会活動の公開ですとか、市民の意見

をくみとるようなシステム。会議の行ない方、運営というものをやると、で市民の意見をきく

ということについては、参考人制度であるとか、公聴会とか、そういうものがあろうと、さら

には議会の会議開催にあたっては、夜間ですとか、土・日曜。市民の意見ということでは、請

願、陳情というものでありますが、一括市民提案という言い方をしてはいかがと。そのほか直

接、請求とかのあり方、それと会派、議員、市民との直接的な連携のあり方、というものがあ

ろうと。さらには、ここで考えられているのは、議案による議員それぞれの採決態度、採決を

どういうふうにしたかと、いうことも含めて、広報で公表しては、どうですかと、いうような

詳細にわたった提案が書かれております。⑧市長などの執行機関と議員、議会との関係をどう

するかと。これは一般関係と政策的な関係というものがありますが、例えば、一問一答方式に

するですとか、質問文を代筆することを禁止するですとか、議員の入札とか、そういうものの
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介入の防止ですとか、いろんな点があります。それから、政策的な部分での関係としましては、

行政は、きちっと、政策の、その形成過程というものを示した上で、議会がその政策に対する

議論を行なって、政治的責任というものを十分行使するような、役割ということで、行政執行

機関と議会の機構というものが、均衡、緊張、競争関係を保つことが必要であると、いうこと

が関わっております。⑨には、議会における自由な討議ということで、これは議会が最終的な

判断を行なうにあたっては、徹底的な議会の自立性を保つためにも、その議会が合議制機関と

いうことについても、この討議というものをまず重視していく必要があると、その経過を市民

に伝えることで、市民も納得するであろうと、で首長に対する議会の自立性というものも高ま

るであろうと、いうことでございます。それから⑩に、会派というものをどういうふうに、捉

えるべきか、ということですが、自由討議というものを踏まえると、会派の必要論、不要論と

いうものもありますけれども、個々の議員の公約との整合ですとか、そういうものがあれば、

やはり、個々の議員の意見というものを討論で出す必要があるであろう、ということがありま

す。⑪に議会及び議会事務局というものの体制についてであります。特に事務局の体制につき

ましては、職員の問題ですとか、情報とか、そういうものの整理、それから図書の整理、議員

の研修の充実、議会広報の充実。というものが必要だ、ということが書かれています。⑫議員

の身分、待遇。政治倫理ということにつきまして、これにつきましては、白老町でも、条例つ

くられていますけれども、議員の倫理規範というものを定めるということと、あとは、報酬と

か、定数についても、それぞれ、町政、民主主義と議会の位置付けというものについて、妥当

なものを選択していく必要があるのではないか、ということでございます。⑬に個別の条例、

規則との関係ということですが、議会基本条例、若しくは、自治基本条例というものが制定さ

れますと、それが、いわゆる個別条例、規則の根拠規定となりますので、基本的な考え方を条

例で示し、具体的な個別の条例規則というものを整理して、全体のその機構としての体系化を

はかる必要がある、というようなことでございます。そして、最後⑭、この議会基本条例とい

うものが、つくられましたら議会運営としての最高規範ということで、位置付けることが出来

る、ということで、さらに例えば、議員の改選が行なわれた場合には、4 年に一度見直しと、

いうものも考えられるのではないか、といったような内容でございます。一応、雑ぱくですが､

その他の具体的な条文の要綱、条例要綱試案なんかが、うしろに載っていますが、このような

考え方をもとにしてつくったものだということでご理解をいただきたいと思います。このよう

な､今、ご説明した１４項目ありましたが、そのようなことも踏まえながら、本日の具体的な条

例項目の検討の参考にしていただきたいと思います。以上でございます。 

〇委員長（斉藤征信君） はい、ありがとうございました。今、ふたつの論文について、まと

めていただいたわけで、ありますけれども、ここまでのところで、なお、聞いておきたいこと

がございましたら出してください。 

〇委員（鈴木宏征君） 江藤先生の部分ですが、私も議員になりまして、白老町が協働のまち

づくりということで、いろんな計画をつくるときに、なかなか議会がどうかかわっていいのか、

ということが、非常にこれでいいのかという、疑問をずっともっております。今、議員となり
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ましてどうしても、この文章のように町民の出した結論を議員が、それをとやかくいえるのか、

というところが、ずっと自分の中にありまして。ここまで出来たらいくら議会で言っても、町

民が出した結論に、なんだ議員、というような風潮というのか、気持ちがいろんなところから

も、伝わってくるところもありました。あまり議員が言うと、私達がやったことなんだから、

やらしてください、みたいな。そういうようなところがあって、どうやって議会がかかわって

いくのかな、ということをずっと思っておりますが、今、これを読んでみて、ああ、やり方が

あるんだなということで、少し勉強になりました。それで、白老としても、総合計画の時に、

昔は議員さんが、いろんな作成の中に入っていて、いろんな議論というのを議会としてもして

いたと、今、全くなく、議会としては中間報告だとか、そういう時点でしか、ものが上がって

こないので、その時になったら議員と、そこでやっていた人たちとのレベルというのは、こん

なに違っていて、そこに議員がついていくとなると、なかなか理解しがたい。議会が中間報告

でポンと出されても、それに対する意見とか、そういうものというのは、なかなか出せるよう

な状況ではないような気がするんですよ。だからやっぱり大きなものをつくるときには、議会

側もその条例策定委員会というんですか、やっぱり、こういうものをもって、同じレベルで勉

強していって、ポイント、ポイントで議会の意見というものも、そちらに反映してもらえるよ

うな、仕組みをつくって、もらわないと、まずいんではないかと思っていたんですが、この辺、

大事だと思うのですが、議長いかがですか。 

〇議長（堀部登志雄君） 鈴木委員から言われた経緯なんですけれども、これ以前の町総合計

画は、議員全員が入って、つくったという経過があったんですけれども、反面、そこに入って

しまうと決めてきたことに、議会でその、云々するというのは、いかがと、いう考えが強くな

って、それで、前回から、議会は一切入らない。審議会なんかも、そういった面もあって、皆、

引き上げた形になったんだけれども、それが、どっちがいいのかという経緯があった。 

〇委員（鈴木宏征君） いや、経緯はわかりますが、議会が、そういう状況になったんだから、

じゅあ、今みたいな状況の中で、かかわり方が、それでいいのかと、中間報告ですよとポンと

みせられて、議会として意見を求められてくると、その経過（議論）としては、全く議会とし

てはみていない中で、なかなかその時点で議員の意見といわれても、出せない状況だと思うん

ですよ。そういう大きなことは、議会も大事なことですから、それから、町民の代表なんです

から、そんなかかわり方でいいんだろうかという議論なんですよ。かかわり方が薄いというか、

それでいいのか、議会として、政策会議だとか、別な形でやっていかなくていいのか、議会、

議員の意見てなんだったんだと、何もないのではないかと思います。 

〇議長（堀部登志雄君） その辺が今、この江藤先生が言っている協働型議会というものに入

ってくるのではないかと。やはり、議員という立場の中で、そういうレベルで、議員同士が自

由に議論しあって、議会として、どうかかわっていくかと、その辺が我々に欠けている部分で

はないかと思うんですが、一方である程度決められて、住民が参加して、いろいろつくったと。

議会議員として、ただ受身で、みていると、そして出たものに対して、何か、この意見を加え

るだけの勉強もしていないから議員全体が、個々の議員もやはり、今の体制ですと、ただ自分
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のそれに対する意見を加えている程度ですから、これから我々議会に求められている、ひとつ

の大きな課題みたいなものと私は思います。鈴木委員が言うように、今は反論するようなレベ

ルにないように思う。やはり議会として、政策研究会とか、議論する場がないですから、今後、

つくっていかなければ真の協働した議会と住民というかな、そういうあれにはならない。行政

と町民の方が先にどんどん行って、それをただチェックしている、といったって、そのチェッ

クするだけの我々議員としての、そこまでの能力というか、勉強というのか、ないという現状

だと、それが本当の協働した形にしなければ、研究しなければならない。 

〇委員長（斉藤征信君） 今、論議されているところは、皆が等しく思っているところではな

いかと、審議途中の話しがわからないという、その部分をどういう形で埋めるかという、これ

がひとつ政策会議などが提起されていて、それがつくれるかどうかというのが、これからの課

題となっていくだろうと思いますが、なお、その部分でもう少し言いたい方がございますか。 

〇委員（谷内 勉君） これら、見た資料というのは、ベストな状態の内容で、全て書かれて

おります。これからみると、私の感じるところは、自由討議とか多く出てきます。今言った協

働型議会とか、そういう考えというのは、住民の意見、それを吸収しながら議会に反映すると

いう、これを一番言いたいのかなと考えており、今、鈴木委員が言われたように、議員と住民

と行政の関係、これらをどう明記していくかが、一番課題でないかなと、この中には、たくさ

ん良いことが書かれていますので、全部入れるわけにはいかないと思うんです。これ、ポイン

トをつかんでここだけは入れたいというところを、そういうところの討議を進めていくという

ような私は、考えをもって臨んでおります。 

〇委員（近藤 守君） 私は、今言った皆さんとは反対の立場なんです。私も６年目になりま

すが、議長言ったように、いろんな審議会等に議員が入っていて、やはり、ある程度の弊害が

あったということはいがめないです。そういうことで、引き上げようと、聞いております。そ

れで、いずれにしたって、全部が全部、町民、行政が決めたことが、そのまますんなり、通っ

ているわけではない。やはり議会としてチェック機能があるので、最初から入らなくても、中

間であれ、最後であろうと、議論して、訂正、修正していけば、この問題については、解決す

るんだと思うし、少ない人数で、全てのものに、議員がかかわっていくというのは、非常に問

題があるのではないかと思います。私は、今までのやり方で、いいのかなと思います。 

〇委員長（斉藤征信君） これから先々の議会改革をどんな方向で進めていくかと、この問題

にかかわってくる。住民参加の政治と、いうことを基本に置きながら、ものを考えていくと、

議会もそれなりに、なおしていくと、住民となんでも一緒になって、と、ではなくて、どのよ

うにかかわっていくのか機能的なのかと、このあたりの議会改革は、これから進められて、い

くことだろうと思います。議会がチェックをしていくときの議員の質が問われていくと、どこ

まで研修し、どこまで付いていくかと、その行政や町民が考えていくことに、それを広い視点

で、チェックをしていくということは、かなりの能力を持たなければならない。そこの課題を

どうするかということが、かかわってくるだろうと思います。町の方で何が政策形成の中で、

どう議会がかかわっていけばいいのか、というようなことは、何かご意見があれば、お聞かせ
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ください。 

〇経営企画課長（岩城達己君） 大変難しいとこだと思います。今、各委員さんのご意見を伺

うと、ふたつの意見があると思いますが、今回の条例をつくるにあたっては、たぶん、議会の

かかわりがなかったら、全く議会には、こういった情報はなくて、進んでいたんではないかと

思います。議会の取り組みがあるということで、議員さん全員による特別委員会があって、勉

強会を何回かやって、こういう小委員会ということで、展開してきたという部分では、先ほど

鈴木委員がおっしゃるような、何かをつくろうとするときの、議員さんの情報というか、一緒

に討議する場があったらいいのではないかということは、今回のこの条例に関しては網羅され

ているのかなと思います。また一方、近藤委員がおっしゃったとおり、この小委員会で議会部

分だけ、かかわっていますけれども、それ以外の部分は、それぞれ、町民部分とか、また、特

別委員会とか、また、本会議に提案されていくと思いますので、その中で議会としての立場で、

議論されるんではないかと思います。今回のこの取り組みによって、今後、条例のあり方をど

うするかということも、今日議論されたことを視野に入れながら、まとめていくということが

大事ではないかと思います。 

〇委員長（斉藤征信君） はい、高橋主査。 

〇企画Ｇ主査（高橋裕明君） 私の方から、いろんな江藤教授をはじめ、他の方が言われてい

ることを紹介しますが、鈴木委員がおっしゃったようなことは、各地起こっている状況であり

まして、例えば、白老町のように審議会とかに、議員が入らないケースについては、実際の政

策形成の現場に参加しないということでありまして、議会、議員としましては中間報告とかが、

出ましたときにそれまでの作成過程についてのチェックを入れるという形で、例えば、総合計

画をつくったと、そして中間報告が上がってきたと、で議会、議員として町民からの声を聞い

たり、日頃から聞いていると思いますので、そのようなことから、出てきた案につきまして、

実際にこういう議論が多かったんですが、財政との関係をもう少し明確にした。計画とした方

がいいのですとか、子どもについての計画案を重視すべきだとか、そういうような、つくって

いく過程での意見ではなくて、ほかから、いろんな町民からとか、議会として、開かなく言え

ば注文をつけるだとか、課題を出すというか、そういうような機能を発揮してその政策形成の

質が高まるような機能が働くような関係になればいいなと主張する方もあります。ですから議

会として、この計画の中で、こうすべきだと代替案を示すのではなく、もっとそれをよくする

ための意見を出していくと、その中に入ってではなく、議会として出していくというような形

をとるのが、いいんではないかと、いう方もいらっしゃいますので、それには、さっき言った

ように、中間報告を受けて議会として、そういう会議をして、検討してまとめていくとか、そ

ういうことは可能かと思います。 

〇委員長（斉藤征信君） はい、これは、今、結論が出るところではありませんので、また、

ゆくゆく考えていきたいと思います。その他の点でありましたら。 

〇委員（近藤 守君） この先生、二人の中、見ますと、市という形の中で、町村という部分

の資料少ない。やっぱり、市と町村じゃあ、いろんなことで違うと思うのですよ。これだと我々
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にすれば、かなり高度な分野に入ってくるのかなという気がするんで、もう少し、具体的に、

あれが必要なのかなという気がするんです。これだったら１０万人位の人口のそれ以上のこと

言っているような気がしてならないです。下の方（町村の）資料が欲しいなという気がします。  

〇委員長（斉藤征信君） そのあたりどうなんでしょうね。それほど大きく違いがあるんでし

ょうかね。はい高橋主査。 

〇企画Ｇ主査（高橋裕明君） いろいろ大きさによっても専門性とか、機構も違うと思います。

ただ、私はこう思っているんです。議論するときに、ある程度、網羅された題材、ですとか、

高度な題材をみたとしても、やはり自分達で使っていくのは、自分達の身の丈にあったもので、

やっていくと、それには、この程度はやってレベルが上がるんだとか、良くなるんだとかいう

ものを選択していく材料として、受け止めていただければ、これを全部やるんだというわけで

はないように思います。 

〇委員長（斉藤征信君） はい、そのほかに、もうございませんか。なければ一応、これは考

え方のもとにしながら、いってみれば、その議会が監視、政策形成の機能を持ちながら、その

理由になるのが、住民をどう参加させるのか、住民とともに、どう歩いていくかということを

まず基本にしなければならないということだと思います。それが協働のまち、しらおいの状態

でもありますので、そこの部分をきちっと、踏まえた上で、進めていきたいと思います。 

 ※自由討議※ 

〇委員長（斉藤征信君） はい、それでは、もう一回、確認をいたします。１１月２４日、小

委員会で素案を検討します。そして、そのあと、各会派に持ち帰り、内容を検討してもらいま

す。そして意見を上げてもらって、１２月８日、小委員会を開きます。そして、そこで出来上

がったものを１２月２０日の特別委員会に提案をいたします。そして、その翌日、町側へ成案

（議会関係骨子案）を渡すという形になると思います。以上でよろしいでしょうか。はい岩城

課長どうぞ。 

〇経営企画課長（岩城達己君） １２月２０日は、成案ということではなく、あくまでも中間

のまとめということで受け止めていただきたいと思います。 

〇委員長（斉藤征信君） そのあとのことですが、町側に１２月２１日位に渡して、そして戻

ってきた段階で、もう一回、小委員会を開いて検討すると、それは、１月の段階になるであろ

うと。日程はまた、あとで検討したいと思います。以上で今日の予定をすべて終りましたので、

委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後３時１０分） 

 


