
  1  

 

平成１７年 白老町自治基本条例制定に関する小委員会会議録 

平成１７年１１月２４日（木曜日）  

   開 会  午前１０時００分  

   閉 会  午後 ２時００分  

 

○議事日程 

第５回白老町自治基本条例制定に関する小委員会 

 

○会議に付した事件  

第５回白老町自治基本条例制定に関する小委員会 

 

○出席議員（５名）  

   委員長 斉 藤 征 信 君   副委員長 氏 家 裕 治 君 

    鈴 木 宏 征 君        近 藤   守 君  

谷 内   勉 君         

 

○職務のため出席した事務局職員  

       事 務 局 主 幹       中 村 英 二 君 

 

○説明のため出席した者の職氏名  

       経営企画課企画Ｇ主査        高 橋 裕 明 君 

       〃  企 画 Ｇ 主 任        冨 川 英 孝 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2  

 

◎開会の宣告 

〇委員長（斉藤征信君） これから、白老町自治基本条例の制定の小委員会を開催いた

します。 

本、小委員会に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） 本日の小委員会は、前回に引き続き、白老町自治基本条例の

議会に関する条項についての調査を行ないます。ここで骨子案が提出されました。この

提出の骨子案に基づき、やっていきたいと思います。あらかじめ、お願いしておきます。

最初の方は議事録に残すようにテープをとってまいります。途中から休憩を入れて自由

討論という形で、いろいろと話合いを進めてまいりたいと思います。それで最後の部分

で、議論がまとまった時点で、内容を確認するため、もう一度、議事録のためにテープ

を起こすという形式を取りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日は、

高橋主査と冨川主任に出席していただいておりますが、岩城課長は出張ということで、

今日は参加されないということになりますのでよろしくご了承願います。それで骨子案

につきまして、皆さんにお配りしてありますので、今日は、この骨子案につきまして調

査をするわけでありますが、最初に執行部の方から、骨子案につきまして、補足説明が

あると思いますので、その部分につきまして、町民部会の方の中の、それと行政側のも

のも含めまして、簡単に説明していただきたいと思いますが、特に議会関係の骨子案に

つきまして、よく聞いていただきたいと思います。それでは執行部の方、高橋主査お願

いします。 

〇企画Ｇ主査（高橋裕明君） おはようございます。それでは岩城課長が出張中につき、

私の方からご説明したいと思います。お手元の資料につきましては、先週、配布いたし

ましたので、今回、議会の関係部分だけでなく、町民検討部会、行政の方と合わせまし

て骨子案が、一応作成されました。他の部会の状況も見える形で資料を作成しましたの

で、それについて、簡単にご説明いたします。この議会の小委員会につきましては、こ

れまで３回、ほぼ一日かけまして３回やっておりまして、そこで出たご意見を踏まえま

して、整理させていただきました。町民検討部会と行政検討部会の骨子案につきまして

は、先週の１６日に、この骨子案に基づく会議を行なっております。それでまず、この

資料の１枚めくってもらいまして、Ａ３版の総括表をご覧願いたいと思います。この総
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括表につきましては、その３部会の骨子案が、項目として整理いたしましたが、全体の

原則というところは、まだ整理されてございませんが、その次からの原則部分、それか

ら運営の基本事項、そして、制度仕組みと、いう３つの大きな構成に基づいて、整理を

行なっております。それで、それぞれ、原則部分には、それぞれの役割ですとか、運営

基本原則というところを整理しております。どういうまちづくりについて、それぞれの

主体がどのように、役割を担うのか、その基本的な考え方みたいなものを整理しており

ます。そして、２番目の運営の基本事項ということは、それぞれの組織や住民がどのよ

うな体制、責務又は権限ですとか、基本的な考え方、具体的な制度仕組みに、対する基

本的な事項ということを整理しております。そして３番目にその基本的な事項を踏まえ

て、どのような体制ですとか、仕組みで進めていくのかというような構成に整理してお

ります。住民につきましては、特筆したところだけご説明しますが、住民の役割として

は、まちづくりの担い手であるんですが、今回整理した中では、住民は、それぞれまち

づくりをよくしていく、改善する機能ですとか、行政を見ていく、議会を見ていく、そ

うした監視機能を持っているんだということで、住民自治の原則ということ、自分たち

のまちは、自分たちでつくると、いうような原則を掲げております。住民の権利につき

ましては、今回まちづくりに参加する権利とまちづくりの情報を知る権利という２点で

整理して、そのほかに、住民の責務ということは、そういうことで、自治を行なってい

くと、いうことなんですが、新しく提案されている内容につきましては、住民自身が、

主体となってまちづくりを進めていくに当たりまして、例えば、住民側からの情報の発

信といったことをどうするかということで、住民側の情報の通報制度ですとか提案制度、

報告制度というようなものを検討していきたいと、いうことでございます。さらに、ま

ちづくりを進めていく上で、住民自ら活動に参加したり自主的に活動を広げていくと、

いったような内容が主な内容であります。そして、行政の方は、行政の執行機関といた

しまして、その議会ですとか町長が決定された事務事業というものを執行していく役割

というもので、その運営の原則といたしましては、総合計画というものに基づいて、ま

ちづくりを進めていくんだと、いうことが基本原則ということで、掲げてございます。

そのほかに執行機関としての責務ですとか、町長、職員の責務というものをまとめて、

基本事項として、基本事項として、情報の公開、参加、政策の推進、組織体制、権利利

益の保護、他の市町村との連携ということが基本事項として示されて、その基本事項を

どのような体制と制度でやっていくかということが、３番目に、それぞれの制度という

ことで、若干、行政の方は、項目が多くなっていますが、これからの検討でどのように

整理されていくかということでございます。そして、議会の部分でございますが、真中

にありますが、議会の原則としまして、議会のそもそもの理念、そして役割、それから

議会運営の原則、というものを原則項目として、掲げそれから運営の基本事項として、
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議会の使命、権限、責務、議員の責務というものを基本事項として整理しました。そし

て制度仕組みの方では、議会の組織、それから議会の会派、それから情報公開と、町民

参加、それから議会の運営とさらには議員の研修等という、この項目で整理しておりま

す。若干、議会の方を内容説明しますと、６ページから、白老町自治基本条例骨子案で、

議会の関係条項ということで、まず、大項目、原則の部分でございますが、小項目、１

項目目、理念、キーワードということで、ここが要旨というところで、この辺をまず、

今回整理をして、それを補足するように、若干わかりやすくするように、概要ですが、

検討事項というものをつけてございます。理念のキーワードとしては、町民の代表機関

であるということでございます。その中身につきましては、二元代表制ですとか、議事

機関という内容でございます。それから２番目が、住民自治のまちづくりを進めるとい

う自治基本条例の根本を担うということと、これは検討意見の中で出てございましたが、

この基本条例に、そって議会の制度とか、法体系も整備し、目的を達成していくと、い

うようなことが、理念として掲げてございます。要旨の方は、あとで細かく見ていきた

いと思います。それから、２番目に議会の役割といたしまして、まず、町の意思を決定

する役割というのが、ひとつです。その中身としては、政策形成にかかわる部分と行政

執行のコントロールということが含められるということでございます。そして、３点目

の運営の原則というものにつきましては、自由討議というものを中心に運営していくと

いう原則と公開を原則とするという運営方法、それから十分な審議と円滑な運営につと

めるという、この３点が運営の原則として整理いたしました。次、７ページからは、議

会の運営の基本事項ということで、整理いたしました。項目番号ということで、整理い

たしました。項目番号でいいますと４番目、議会の使命ということでございますが、こ

れは最良の政策形成、政策選択を行なうということが、議会の使命としてあると。５番

目に、議会の権限といたしまして、これは参考資料等から整理されたものでございます

が、立法権限、行政的意思決定権限、それから行政監視権限というものを有するという

ことでございます。この３つにつきましては、立法権限につきましては、政策レベルで、

首長を法的に権利していくというような、そのような立法機関、それから行政的意思決

定権限につきましては、町政の重要事項にかかわる決定機能。それから３点目の行政監

視権限は、首長の政策、立法、実施の功績、合理性を担保する監視、調査といった機能

でございます。小項目６番目の議会の責務につきましては、まず、情報公開、情報共有

を行っていくという責務を有しますということ、それから、２点目に、町民参加を進め

ていくという責務を有しますと。それから３点目に、討論を重視して、権限の発揮、充

実をはかっていきますと、それから議会改革を進めるということと、協働のまちづくり

につとめる、という責務をおきました。７項目目の議員の責務につきましては、議員は

公益の実現につとめる責務、自己研さんにつとめる責務、それから、倫理規範を別に定
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めて、明確化していくと、という責務を３点おきました。次に、大項目の３番目ですが、

制度仕組みということにつきましては、これは、別に条例、規則を定めるというような

内容が多くなってございますが、一応、８番目、議会の組織につきましては、組織、定

数を定める。それから事務局は、補佐すると、事務局を設置するという組織について。

それから会議につきましては、討論を基本とするということと、それぞれの会議は、条

例、規則で定めると、議会の情報公開につきましては、議会としては、説明する責務を

有するということと、情報公開の仕方というものを別に定めていきますよと、これは、

検討中でございますが、議会報告会というようなことも含めていくかという、具体的な

ことがございます。それから１１番目、議会の町民参加ということにつきましては、町

民参加の充実に努めるということについて、さらに具体的な参加の方法を定めるという、

公聴会制度とか、参考人制度、それから町民の提案、請願、陳情などをどのように、扱

っていくか、充実させていくかといった内容でございます。１２番目に議会の運営とい

うことで、１番目に議員間の討論の促進、それから政策提案の増大、それから会期外の

活動というような内容で、議会運営を充実させていくと、ことでございます。それから

５点目に、次のページになりますが、９ページ、町長との緊張関係を保つということと、

政治的責任を行使していく内容でございます。１３番目につきましては、前回の議論で

は、項目立てをするかどうかという、ご意見もございましたが、一応、項目立てをして

議員の研修等ということで、研修体制の充実という、ことと情報資料を整理するという

ことと、政策会議、若しくは、政策研究会議というものを設置できる、というような、

項目で整理いたしました。今日は、この点について、ご検討いただくとともに、会派会

議とかございますので、その点について、ご審議よろしくお願い申し上げます。  

〇委員長（斉藤征信君） 只今より、各項目についての自由討議を開始いたします。こ

こで暫時休憩に入ります。 

〇委員長（斉藤征信君） 休憩を閉じて、再開いたします。今日の討議を経まして、ま

とまったことを、これを会派に持ち帰ると、いうことになります。そこで、また論議し

てもらうことになりますが、それが早い機会にとなりますね、それが今月の１１月の何

日になるかは、これちょっと事務方の作業の都合によることになると思いますが、それ

を受けて、会派で検討し、次の１２月８日、会派からの意見をまとめて、また、さらに、

条文をつくる作業に、ではないんですね。この中身をもう一回整理をするということに

なりますね。それで、次の１２月２０日、１０時から、議会の特別委員会を開催しても

らって、そこに中間報告として提示するということです。あくまでも、今日やった考え

方を掲示する。そして、町民部会と行政部会の考え方も一緒に出してもらって、特別委

員会の中で、全体で考えてもらうと、いうことになります。そこで話し合った、その結

果を受けて、今度は、年明けに条文づくりに入るということを確認したいと思います。
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そして、２月には、大体、全体にもう一回かけると、いうふうに流れるようにしたいと

思いますが、日程的にこれでよろしいでしょうか。よろしいですね。それじゃあ、あと

今日討議した要点について、もう一回、上から確認だけしていきますので、骨子案の頭

から見てください。ひとつずつ、今日討議してきたことを確認しておきたいと思います。

まず、原則の理念の１、それと町民と住民という言葉の使い方、これは概念をはっきり

させて、使い方の区別を明確にするということがありましたね。今度は２の中で、町の

重要事項を町民協働により審議しようという、ところがあったんですけれども、これを

より、町民の意見を反映するとし、というような、やさしい言葉で、書き改めるような

必要性があるのではないかと、いう指摘がありました。もうひとつ、コントロール機関

というのを、これを別な言葉で表現出来ないか、ということだろうと思います。その次

の今度は、３、自由討議という、言葉が出てきたわけですけれども、活発な討論を中心

に、これでいいんだけれども、この自由討議は、いろいろ仕組みの関係もあり、検討課

題として、これは一応残しておくけれども、これから、なお、検討を要するということ

です。それから次、３のところ、別に定めるということ、一連のこの言葉について、こ

れは、まずひとつは、原則部分では削除するということで確認しました。そのあとの部

分については、町民部会や行政部会との関連の中で、考えて適当に整理するというふう

にしたいと、ことであります。次、２番目、運営の基本事項についてであります。運営

の基本事項につきまして、６、責務を有するという文字がたくさん出てくるわれですけ

れども、条文に副題をつけて、省略出来るのではないかと、いうことで検討しました。

それから、６の３．活発な討論を重んじということで、これは、こういうふうに同じ言

葉が、ダブっていないだろうかと、もっと整理する必要があるのではないかと。それか

ら町民との協働につとめなければなりませんとある。この協働につきましては、協働の

まちづくりという観点で、原則の部分で、これをこの言葉を採用して、理念、原則のと

ころで、これは、表現するということでございます。７、倫理条例につきましては、こ

れは、あいまいでなくて、言い切る形が望ましいと、いうことで協議しておきます。そ

の次、カッコ３、制度仕組みの項では、キーワードの中で、事務局が補佐するという部

分については、これはキーワードから、はずして文面の中で、２項と３項をひとつにま

とめて、やると、いうことで話し合いました。それから、１０、報告会のことですが、

これは、説明する責務を有するということが、説明しなければならないとか、説明に努

めなければならない、という言葉で、置き換えていいのではないか。それから、あとは

必要な事項を定めますという。言葉が出てくるわけでありますけれども、これは実行計

画は別に定めるという、そのことについては、全体でも整合性の中で、考えると、いう

ことです。それから、１１、町民参加の拡充。これが参画ということが、いいのではな

いかと、あと、拡充という言葉というのが、もっとやさしい、言い方にならないか、そ
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れと同じように、その次の１２の増大という、提案の増大と、この言葉。拡充だとか提

案の増大というのを、わかりやすい言葉に置き換えたら、いいのではないかと、いうの

がありました。それから、１１の１項目。もっと要領よく、簡単にまとめることが出来

るのではないか。言葉がダブリ過ぎているということ。それから、１２の１番１項目。

それから、１２の６項目の指摘で、もう少し重点を要約して、もう少し簡潔にまとめる

ことが出来るのではないかという、指摘がありました。大体皆さんから出てきた所はそ

んな所。最後のところで、政策研究会議等がいるか、いらないか。そこの部分も含めて

考えてください。という、大体、今日、指摘した主な議論、討議した主な部分は、以上

だと私は、押さえていたんですが、どうでうすか、皆さん、抜けていませんか。付け足

しがありましたらどうぞ。はい、鈴木委員。 

〇委員（鈴木宏征君）  今まで議論した中で、１９ページにある、１４、議会基本条例

等というのがあるんです。ここの文章の中とは、まとめていないんですが、これを見る

と、この条例を実施していくのに、いろんな規則とかあるんです。それを見直していく

とか、議会は自らの機能として、事務に関する基本的な条例を定め、町民に対して、議

会の役割を明確にすることに、努めるとか、こう書いているわけです。そういう項目を

１項目入れることによって、さっきのまとめが出来るのではないかと思うので、ここ、

たまたま、まとめてもらったこの部分の中には、１４番が入っていないんですが、議会

の基本条例等というところが、これはどこまでまとめたのかなと思うんですが、この文

章を見ますと、これが出来てこの条例が、議会に関して、原則に基づいて、別に議会の。

これは、基本条例になっておりますけれども、これに基づく条例を制定して、議会に関

する制度等、仕組みを総合的、かつ、体系的に整備しなければならないと、この場合、

なんとかと書いているわけですけれども、こういうものを１項目入れることによって、

全体の今のところが、何かいちいち、そこで説明する必要がないのではないか、という

こともあるのに、これは、どうなのかなと思いました。そのことが、たまたま、今いた

だいた、この中に載っていないんですよね。これを入れておくこと、何かこれを受けて、

議会としては、この条例を、全文も条例を受けて、こういうものを見直したり、つくっ

ていくという姿勢があるんだなと、いうことがわかるのではないかと思うのですが。こ

れをひとつ、付け加えておきます。  

〇委員長（斉藤征信君） これは、議会基本条例というのは、まちの基本条例とは、ま

た別な形でつくったときのもの、なんでしょうか。  

〇委員（鈴木宏征君）  これは、たまたま基本条例になっておりますが、本町は、会議

規則だとか、既につくったのがあります。これを、出来た条例に合わせていかなければ

ならない部分もありますし、これに基づいて見直しをするという部分もあるわけです。

そういうものがあれば、こういう見直しによって、やっていきますよと、いう基本条例
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そのもの、議会基本条例は必要ないんですよ。本当はつくれば一番いいんですが、つく

らなくても。今ある規則だとか、申し合わせとか、そういうものを見直しすることで、

全文の条例に対するですね、議会の姿勢というものが、ここで、伝わってくるいのでは

ないかなとおもうんですが。  

〇委員長（斉藤征信君） 今の意見は、先ほどの議論の続きで、どこに、後ろに置くか、

どこかで断らなきゃあならない部分をもう一項目、増やして、そこの部分できちんと書

いた方が、そういう方法があるんでないか、そういう提案だと思いますので、もしそれ

でその方が、わかりやすいのであれば、そんなふうに取り扱っていくと、先ほど、ほか

の部分とのからみで、といったんですけれども、こういう取り扱いも出来るということ

で、それも一緒に検討して、もし必要であれば、その方がわかりやすいのであれば、も

う１項目増やすと、いうようなことで、これは考えてもらえばと。はいそのほかござい

ませんか。それでは、高橋主査の方で、まとめて、どういうことになるか、ご意見があ

れば。 

〇企画Ｇ主査（高橋裕明君）  まず、最初に、今、いただいた意見なんですが、今回、

それを受けて、前回そういう意見も出されていましたので、受けて、理念の３番目に、

一応おいたんですが、位置関係の話でよいでしょうか、それとも、３項目 目をもう少し

膨らます、という話なのか、どちら。その議会条項の一番後に、定義した方が良いとい

うご意見なのか。 

〇委員（鈴木宏征君）  一番最初に私が言ったのは、これがあるから、いらないのでは

ないかという、話をしました。その話しの中で、皆さんは、そういういろんな話しがで

たんで、それだったら、この３というのを最後の項目に、きちんと上げておけば、もっ

とわかりやすい。ここに入ってしまうので、わかりづらいのかなと。ここに謳っている

んだから、体制とか、整理しますといっているんだから、全部いらないのでないかとお

話しをしたんですが、ずっとその話しになったんで、それだったら、最後に別立てで、

そういうものを入れていった方が、わかりやすいかなと、いうことです。  

〇企画Ｇ主査（高橋裕明君）  今、ご意見いただいた分、整理します。それで１１月２

８日に全員集まる機会があると、いうことで、２８日までにお渡し出来るように、整理

してそこで、皆さんのお手元に届くようにして、各会派の検討に日程調整というものを

されていただきたいな、というふうに思いますので、それでよろしいでしょうか。  

〇委員長（斉藤征信君） それでは、１１月２８日の臨時議会のときに、今回の整理し

たものを渡せると。あと、そのあとは、１０日間ぐらいあるわけでね。１２月８日まで

の間に検討出来ると、そのぐらいでよろしいですね。はいそれでは、そのようにお願い

したいと思います。あとよろしいですか。ということで今日の予定していた全日程は終

わったわけでうけれども、これで終了してよろしいですか。それでは以上をもちまして、
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白老町自治基本条例制定に関する小委員会、閉会いたします。ご苦労さまでした。  

 

（閉会 午後２時００分） 

 


