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白老町自治基本条例制定に関する特別委員会 

平成１７年 ８月３０日(火曜日) 

   開 会  午前 １０時１４分 

   閉 会  午前 １１時５３分 

                                             

○議事日程 

―調査事項― 

第 １ 概要説明 

第 ２ 策定スケジュール予定 

第 ３ 策定体制と策定組織の役割 

第 ４ 議会項目に関する検討予定（素案） 

第 ５ 自治基本条例の概要 

（１） 自治基本条例の必要性 

（２） 策定自治体の動き 

（３） 自治基本条例の内容 

（４） 自治基本条例のめざすもの 

第 ６ その他 

                                            

○会議に付した事件 

―調査事項― 

第 １ 概要説明 

第 ２ 策定スケジュール予定 

第 ３ 策定体制と策定組織の役割 

第 ４ 議会項目に関する検討予定（素案） 

第 ５ 自治基本条例の概要 

（１） 自治基本条例の必要性 

（２） 策定自治体の動き 

（３）自治基本条例の内容 

（４）自治基本条例のめざすもの 

第 ６ その他 

                                             

○出席委員（２０名） 

委 員 長  吉 田 和 子         副 委員長  吉 田 正 利 

委   員  小 西 秀 延         委   員  熊 谷 雅 史 

委   員  山 本 浩 平         委   員  鈴 木 宏 征 

委   員  玉 井 昭 一         委   員  土 屋 かづよ 
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委   員  西 田 祐 子         委   員  近 藤  守 

委   員  宗 像  脩          委   員  氏 家 裕 治 

委   員  斎 藤 征 信         委   員  大 渕 紀 夫 

委   員  中 出  正          委   員  谷 内  勉 

委   員  及 川  保          委   員  加 藤 正 恭 

委   員  根 本 道 明         委   員  堀 部 登志男 

                                           

○欠席委員（０名） 

                                             

○説明の為に出席した者の職氏名 

  経 営 企 画 課  長    岩 城 達 己 

  経営企画課企 画Ｇ主 査    高 橋 裕 明 

  経営企画課企 画Ｇ主 任    冨 川 英 孝 

  経営企画課企 画Ｇ主 査    野 宮 淳 史 

  経営企画課広報公聴Ｇ主任    藤 沢 文 一 

                                            

○職務の為に出席した者の職氏名 

  事 務 局 長       上坊寺 博 之 

書     記       浦 木  学 
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◎開会の宣告 

○委員長（吉田和子君） 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いた

します。 

 次に本日の委員会の日程について事務局長から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。本日の特別委員会は事前に資料配付して

ございます。担当課である経営企画課より白老町自治基本条例の策定にあたって１番、策定過程

と体制・役割について、２番、自治基本条例の概要について、３番、自治基本条例の内容につい

て、４番、自治基本条例の論点についての４項目について説明を受けるものであります。本日の

特別委員会は、担当課の都合もありまして、午前中の開催時間を予定しております。以上であり

ます。 

○委員長（吉田和子君） 担当課から説明を受ける前に、白老町議会会議規則第７０条の規定

により、本特別委員会に小委員会を設置することについてお諮りいたします。白老町が策定しよ

うとしている白老町自治基本条例は、協働の町づくりをめざし、町づくりを推進する主体として、 

町民、議会、首長、行政の役割と責務とその仕組みを表す自治体の憲法といわれているものであ

ります。このうち議会にかかわる部分にあっては、議会が自ら策定しなければならないものであ

ります。ここで議会の役割と責務等について、本特別委員会に５名で構成する小委員会を設けて、

調査検討し、議会部分の条例案の素案作りを委ねたいと考えますが、ご異議ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 ご異議なしと認めます。よって本特別委員会に小委員会を設置することに決定いたしました。

次に小委員会の名称を白老町自治基本条例制定に関する小委員会といたしたいと考えますが、ご

異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 ご異議なしと認めます。よって小委員会の名称は、白老町自治基本条例制定に関する小委員会

とすることに決定いたしました。 

 次に小委員会の委員を委員長より指名いたします。白老町自治基本条例制定に関する小委員会

の委員に谷内勉委員、近藤守委員、鈴木宏征委員、斎藤征信委員、氏家裕治委員以上５名の委員

にあっては、調査検討方よろしくお願いいたします。 

 次に小委員会を開催し、小委員会の委員長、副委員長の互選をお願いいたします。この際暫時

休憩いたします。 

休  憩   午 前１０時１７分 

                                             

再  開   午 前１０時２１分 

○委員長（吉田和子君） 引き続き委員会を再開いたします。休憩中の小委員会において小委

員長、副小委員長の互選が行われ、その結果が委員長の手元に届いておりますので、報告いたし

ます。白老町自治基本条例制定に関する小委員会小委員長に斎藤征信委員、副小委員長に氏家裕



 4 

治委員。以上のとおり互選された旨の報告がありました。 

 次に皆さんの手元に事前に配付されております資料に基づき、それと次第も皆さんのところに

届いていると思いますが、これに基づきながら説明をしていただきたいと思います。 

 町側からの説明をお願いいたします。岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 皆さんおはようございます。第１回白老町自治基本条例制定

に関する特別委員会、このあと私のほうから今日の内容についてご説明させていただきます。今

日説明するメンバーを私のほうからご紹介させていただきます。経営企画課企画グループリーダ

ーであります高橋であります。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） よろしくお願いします。 

○経営企画課長（岩城達己君） その隣同じ企画グループの冨川主任です。 

○経営企画課企画Ｇ主任（冨川英孝君） よろしくお願いします。 

○経営企画課長（岩城達己君） その隣同じく企画グループの野宮主査です。それから後方で

ございますが、この策定事務にかかりまして策定事務局を設けております。それぞれ私どもから

お願いした職員,それから公募で入っていただいた職員もおります。今日は特に議会に関わる事

務局が２人いまして、その議会に関わる事務局の１人であります同じ経営企画課におります公聴

広報グループの藤沢主任です。 

○経営企画課広報公聴Ｇ主任（藤沢文一君） よろしくどうぞお願いします。 

○経営企画課長（岩城達己君） もう１人議会事務局の中村主幹も議会を担当する事務局員に

なってございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは早速でございますが、今日の主題に沿って説明させていただきますが、まず１点目、

概要説明ということで、お手元に資料配付させていただいておりますが、第１部というふうに書

いてある中で、ページが下に打ってあります１ページを開いていただきたいと思います。今日の

概要説明資料の１ぺージになります。白老町自治基本条例の制定に向けてというふうに一番上に

標題入ってございますが、これは広く町民の方々に対しても説明する資料ということで使わさせ

ていただいております。この条例を策定する背景でございますが、平成１２年の地方分権一括法

の施行により、国と地方自治体が対等、そして協力関係にあったこと、こういうことが１つ。そ

れからもう１つ自立した住民自治のため地域共通のルールが必要である、こういったものが挙げ

られております。これからの町づくりは町民の皆様や議会、そして行政の力の結集によって運営

されることが重要となっております。そのため議会や町民、行政という町づくりの主体による自

治運営のための共通ルールを作ることが必要となり、町民に関する規定は町民が、また、議会に

関する規定は議会が、そして行政に関する規定は行政がそれぞれの立場から検討し、策定してい

こうというものでございます。こういったことを踏まえまして本町では長年にわたる町づくり運

動など、町民が主体となった町づくりが行われてきました。これらのことは住民自治の町づくり、

あるいは協働の町づくりと呼ばれておりますが、このことを基本に白老町独自の自治の仕組みを

表すいわば町の憲法を作るというものでございます。例えば公園ですとか、あるいは公共施設整

備など行政の一方的な計画でなく、利用する町民も一緒になって計画から参加すると、こういっ
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たもののルールを作るというふうなことでございます。 

この１ページ目の中段でございます自治基本条例を制定するとどうなるかというふうに記載

してございますが、期待される効果としまして、行政の仕組みが明確となり、町民のための行政

活動が高まってくると、こういったことを含めた５項目がここに記してございますので、この朗

読については省略させていただきます。 

 それではどうやってこの条例を作っていくのかということでございます。下段側になってござ

います。条例制定までの大まかな流れでございますが、１点から６点ございます。この部分は朗

読させていただきますが、①として、自治基本条例制定事務局により、条例の骨子案を作成、提

案します。それから２点目としまして、町民組織、議会組織、行政組織のそれぞれの学習を重ね

ながら、条例案を検討します。３点目。町民フォーラム、学習会、説明会やアンケート調査を行

いながら、多くの方々から意見をいただき、条例案をまとめます。４点目。まとまった条例案を

公開し、皆さんから意見・提案を募り、最終案を作っていくと。５点目。最終案をまとめて、議

会に提案し、議事・検討後に条例を制定するものであります。最後６点目でございます。条例制

定後、地域に出向いてそれぞれ説明会を実施して、最終的に町民からの理解と合意を求めていこ

うと。これは大まかな６点の流れでございます。このあとそれぞれ担当リーダーそれから主任の

ほうからですね、今日の予定でございますが、スケジュール、それから体制、役割等、それから

議会に関する検討予定項目、そういったものの内容の説明、それから自治基本条例の概要といっ

たことをこれから順次担当のほうから説明させていただきます。それぞれ大きな項目で説明を終

えた段階で、質疑を頂戴したいと考えておりますので、この後ご審議の程よろしくお願いしたい

と思います。 

 早速でございますが、今日のレジメの２点目、策定スケジュールの予定というところから高橋

リーダーのほうから説明させたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君） 高橋リーダーどうぞ。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） 経営企画課企画グループのリーダーをしております

高橋でございます。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、本日お配りしております次第の２番、策定スケジュール予定、それから３番、

策定体制と策定組織の役割から４番、議事項目に関する検討予定ということで、３点についてご

説明いたします。 

 その前にですね、先日お配りいたしました説明資料にですね、本日のお配りしてます資料を追

加資料としてお配りしていますので、御確認したいのですが。 

 まず１枚もので、「白老町自治基本条例に関する特別委員会」の検討予定という１枚ものがあ

ると思います。それから２番目に札幌市の自治基本条例案（神原私案）というのがあると思いま

す。これにつきましては、先日お配りしました資料の中に脱落しているページがございました関

係で、再度お配りいたしました。３番目に、ニセコ町のまちづくり基本条例の新旧対照表という

ものがございまして、これはニセコ町で９月議会に提案予定になっております条例改正案です。

これによってニセコ町の町づくり条例の議会部分が追加されるというのが、大きな変更点になっ
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ておりますので、追加資料として配布しております。資料のほうはよろしいですね。 

 それでは策定スケジュール予定から説明いたします。先日お配りしておりました資料、今１ペ

ージ目課長のほうから説明ありましたが、２ページ目からでございます。２ページ目に策定過程

と体制・役割ということでございまして、（１）に策定スケジュール予定というのがあります。

まず簡単にですが、これまでの策定に関わる経過というのを先にご説明いたします。自治基本条

例というものにつきまして、関わって前提としての検討がすでに白老町で検討されてきておりま

す。と申しますのは、平成１１年、１２年ぐらいには市民、職員の研究会であります町づくり研

究会のほうで素案検討されまして、更に平成１３年、１４年には元気まち研修会というところで、

ルール作りということで検討されております。その研修会等の報告会も行って参っております。

このことにつきましては、特に住民参加とか、協働とかそういう部分の検討が過去にされてきた

経緯がございます。それから、総合計画が昨年策定されましたが、その中でもこの基本条例関係

について検討がありました。総合計画を作った後にこういう基本条例を作っていこうということ

で、内容につきましても若干の検討で。さらに、この議会におかれましても数年前から質疑の中

で基本条例に関する質疑がされてきているという、このような前段の検討経過がございました。 

そして実際の策定の方法につきまして説明に入りたいと思いますが、下の表に白老町でこれか

ら作っていくという策定方法が簡単に図表化されておりますが、特に全国の事例を見ますと、こ

れまでに全国では沢山の基本条例策定がされてきておりますが、多くの事例を見ますと、まず市

民会議などで原案を作って、行政として答申を受け、それからその答申に従って行政案を作って、

それから議会の審議調査に入るということで制定、多くは２,３年の期間をかけて作られている

例が多いようでございます。 

更に例としてニセコ町の場合はですね、これは全国で第１号の基本条例を作った時の例ですが、

まず専門の研究会において条例原案というものを作って、それをニセコ町の住民会議と行政検討

というのを経て議会に提案されていたというような経緯がございます。ただそのときは全国で事

例がないということで、議会のほうに対しましても修正案がかかりまして、議会部分の削除とい

うのがございまして、今回その議会部分が追加されるということがございます。ニセコ町の場合

は平成１３年の４月に施行しております。 

もう１つ少ない例ではございますけれど、新潟県の吉川町というところにおきましては、これ

は議会が主導して作った条例の例でございますけれど、議会の委員会を設置して専門家のアドバ

イス、ワークショップを議員の中で重ねながら委員長試案というのを提案して、変更を４回重ね

ながら行政の意見交換ですとか、住民懇談会、こういうのを９回程重ねておりまして、議会だよ

りも３回ほど出されながら、議会提案ということで基本条例を作った例もございます。 

そこで白老町の策定方法でございますが、下の図に書かれておりますように、また先程岩城課

長のほうからもお話ありましたが、この基本条例は大きな柱といたしまして、町民に関わる部分、

議会に関わる部分、それから行政に関わる部分ということで、大きな３本の要素を含んでいる条

例になります。特に議会に関して申しますと、議会に関する部分を行政が提案するというわけに

はいきませんので、それで多くの例は市民提案という形をとってきておりますが、ここ白老町に
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おいては町民部分は町民、議会部分は議会、行政部分は行政が原案、素案というものをそれぞれ

の主体が自ら作ってみてはどうかということで進めております。そしてその各検討分野において

はそれぞれ学習会を開催し、この学習会と申しますのは、議会については今回、もう１度予定さ

れておりますが、その中で理解を深め、それからこの日程表については９月と書いてありますが、

議会につきましては１０月以降になろうかと思いますが、条例にそれぞれの分野においての条例

に盛り込むべき内容の検討を始めて、そして年内ぐらいに条例に盛り込むべき項目というものを

まとめた後、この３分野の項目を全部まとめて中間報告会というのを開催し、ここで更に町民の

意見ですとか、他の分野の方の意見ですとかそういうものをいただきながら、年明けから全体検

討に入って、条文、条例案というものを策定し、そしてその条例案ができた段階で全体検討会と

いうことで年度明け４月ぐらいになろうかと思いますが、全体検討し、更にその条例案ができま

したらパブリックコメントを実施いたしまして、最終の条例案を作っていこうという予定で考え

ております。 

そして特に各町民の検討部会ですとか、議会検討部会、行政検討部会についてはそれぞれ白紙

の状態でそれぞれ意見をまとめるということは時間もかかりますし、かなりの学習時間が要ると

いうことで、その原原案、たたき台を作るところが職員プロジェクトチーム、もしくは策定事務

局がなって、その条例検討の要綱をお出しするということで、これを９月１０月以降の具体的な

検討に使っていただくという形をとりたいというふうに考えております。 

更にこの経過につきましては、広く周知をするために、町広報ですとか独自でニュースレター

というものを発行しております。現在第３号まで発行しておりますけれども、それらをもっと広

げて発行し、策定過程の周知を図ってまいりたいというふうに考えております。 

現在のところまずこの策定スケジュールですとか、大まかな項目をまとめるにあたりまして、

今年の３月に事前の準備ワーキングというのを庁内で立ち上げておりまして、この準備ワーキン

グの中でスケジュールとか方向性を検討して、庁内の決裁を終えました。それから４月号の広報

誌におきまして、町民検討部会の公募を行ったところです。それで応募の結果この検討部会に２

名の応募がありまして、現在全部で１２名の委員で町民の検討部会を開催しているところでござ

います。行政内部につきましては、行政の庁舎職員プロジェクトという組織を設置いたしまして、

各課から１名程度出ていただきまして、１３名による検討を行っております。町民検討、行政検

討についてはそのような経過をたどっております。 

 それでは次のページの組織体制についてご説明いたします。今若干スケジュールの中でも触れ

ましたが、まず策定事務局というのが真ん中から下に書かれております。これが経営企画課の企

画グループと公募職員、先程申しました準備ワーキングに関わった職員で構成する事務局でござ

います。これが課長を含む１１名で今事務局体制を作っておりまして、これまでに１２回の会議

を開催しております。ここで原原案の下地作りということを行っております。その上に職員プロ

ジェクト、これがございまして、この職員プロジェクトで原原案を提案するまとめを行って、そ

の原原案を各検討部会に提出していくということになります。課長会議は行政内のそれらの取り

組みの調整を行う会議として位置づけております。そしてこの職員プロジェクトから出ました原
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原案を受けて原案として検討していただくために、町民検討部会、行政検討部会、そして議会検

討部会、ただいま決まりました小委員会になろうかと思いますけれども、そこで検討いただきた

いということでございます。この検討部会におきましては、先程スケジュールでお話しましたよ

うに、第１段階目はその条例の内容の項目、どういう内容を盛り込めばいいかという項目出しを

年内にしていただいて、そして年明けから内容、条文の検討を行うという２段階構えで進めてい

きたいと考えております。そして各検討部会から原案がまとめられた段階で、条例策定委員会に

はかって最終案をまとめていくということがございます。そして最初の左側に有識者レクチャー

勉強会と書いてありましたり、下のほうにフォーラム説明会の横に学識者サポートということが

ございますが、すでに６月８日に１度札幌大学の福士教授をお招きして講演会を開催しておりま

す。こういうような広い形で講演会、学習会を開催して、多くの皆さんの理解を得ながら、検討

を進めていく予定でございます。また有識者レクチャー勉強会には引き続いて札幌大学の福士教

授ですとか、北海学園大学の神原教授、更には全国的に自治基本条例の先駆者であるといわれて

おります今九州大学に行かれました木佐教授これらの方のアドバイスも受けながら進めていき

たいというような体制を考えております。 

 それで次４番目の議会項目に関する検討予定ということで本日お配りしている１枚のペーパ

ーでございますが、これは検討予定を事務局で素案としてまとめさせていただいたもので、ご検

討いただきたいというふうに考えておりますが、まず大項目というのが大きく４つに分けており

ますが、１つ目が学習会、これが９月中までという予定でございます。２番目が条例の項目検討

ということで１２月ぐらいまで、それから３番目が条文検討ということで３月中ぐらいまでとい

うことで、それから条例案の調査とか議決とかいう流れになっております。そして中程に回とい

うのが書いておりますが、それは想定されるこの会議の回数を示しております。学習会では１回、

２回ということが想定されておりますが、１回目は本日（１）の策定過程の役割と条例の概要と

いうのが１回目のスケジュールです。２回目次回に自治基本条例の内容とか論点というものを予

定しております。それから小委員会での検討になろうかと思いますが、議会の関係規定の内容で

すとか、基本原則、議会の役割と責務、議会活動の原則、議会運営と議会制度議会関係規定の項

目整理ということで、６回ほど予定しております。それから年明けて３番目の条文検討につきま

しては、３回ほど大きな原則、活動の原則、運営制度というもので条文を整理していきたいとい

うふうに考えておりますが、この点につきましてはこの後の質疑ご検討いただきたいと思います。

簡単ではございますが以上私のほうからの説明終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君） 今説明が終わりましたけれども、今までのところで質問のございま

す方どうぞ。 

 ４番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 最後の今後のスケジュールですか。それで１２月中旬までのこの６回

なのですが、うちは特別委員会の中に小委員会ができたのですが、これは特別委員会としてやる

のか小委員会としてやるのか、これはどういうふうに考えていますか。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 
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○経営企画課長（岩城達己君） ただいまご質問ありました１枚もの回数でいくと３回以降の

ことだと思います。これについては小委員会で議論する部分というふうにご了解いただきたいと

思います。 

○委員長（吉田和子君） ４番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 続きまして次の全体検討の１月中というのありますね。小委員会です

から小委員会で決めたものを今度特別委員会、全体の議会の中の特別委員会に報告をしてですね、

了解をもらわないとだめですよね。委員会としての中間報告が１月中にしないと駄目だと思うの

ですが、それはここの全体検討の中にそういうことが考えてよろしいのですか。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。ここで書いております全体検討というのは小委員会で

再度事務局ともいろいろ協議しながらこの辺で１回全体報告しようと、多分そういう話し合いは

何度かもたれると思います。そういういい時期を見計らって、また特別委員会のほうの開催のお

願いする形になろうかというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

 他に質問のございます方どうぞ。１１番氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ３ページ目のですね、策定体制と策定組織の役割の体制図なのですけ

ども、最初策定事務局がですね、こういった基本条例に対しての策定用例を話し合うなり作るな

りして、それから職員プロジェクトにかけ、そして課長会議にかけ、それからたぶんいろいろな

柱になる町民検討部会ですとかにですね、上がってくるという部分までは分かるのですね。例え

ばそこで話し合われたものが条例策定委員会に戻されてですね、それから町長のほうに行く。そ

の町長から町民だとか団体企業のそういった説明を受けてですね、そしてパブリックコメントま

で持っていくのだという流れだと僕は思うのですけれども、そうであればですね、町長から下に

流れている矢印といいますかね、これは両方に・・・矢印にこだわるわけではないですけれど・・・

この組織図からいくと条例策定委員会から町長の方への矢印があっていいのではないかと思う

のですが、その辺については僕の考え違いなのですか。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。今ご指摘のありましたとおり、行ったり来たりの部分

あると思います。ですからこの矢印は上にも向きますし、下にも向くと、こういう位置づけで整

理したいと思います。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

他に質問のございます方どうぞ。７番西田委員。 

○委員（西田祐子君） ７番西田ですけれども、２ページ目のですね、検討メンバーの募集と

いうことで公募が２名ありましたということ今お伺いしたのですけれども、２名が多いのか少な

いのかは意見の分かれるところだと思うのですけれども、このままの人数の体制のほうがいいと

いうふうにお考えでこれで２名の応募だけで終わらせたということなのでしょうか。その辺ご説
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明お願いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。ただいま町民部会のところ現在１２名体制で２名の方

が公募でございました。これにつきましては機会あるごとに町内会長会議があったりとか、ある

いは当然広報でも周知して募集かけた中ではさっき委員がおっしゃるとおり多い少ないかとい

う議論はあろうかと思うのですが、２名の方から公募という中で入っていただいたということで

ございます。できるだけ多くの方に参加していただきたいということもありまして、機会がある

毎に周知をしてきたところではございますが、結果として２名の参加であったということでござ

います。現在 12 名体制でこういうことは進めていっておりますが、公募でなかった部分より以

上に地域に行って説明しなければならないという部分やはりこれからは大事だというふうに考

えていますので、できるだけ情報をたくさん発信していきたいというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

他に質疑のございます方どうぞ。３番山本委員。 

○委員（山本浩平君） このスケジュールですか、自治基本条例に関する特別委員会の検討予

定素案、この中に２番目の議会関係のこと内容検討ということで①から⑥までいろいろ載ってお

りますけれども、議会に関しての基本自治条例の中でしばりを入れるかどうかという基本的なと

ころのまず検討というものも私は必要かなというふうに個人的に思っているのであります。この

第２部と書いてある基本自治条例の内容説明資料の一番最後のページですね、これを見ると、ニ

セコを初めとしてほとんどのところがこの議会についての項目がみんなバッテンが付いている

ところが多いと思うのですね。神原私案というのはみんなほとんど丸ですけれども、ニセコ辺り

は全部議会に関しては縛りを入れていないと。私はやはり町民の方々に選挙で選ばれてそれなり

というよりも独立した形の中で議会活動、議員活動やっていると思うのですよ。そういった意味

でニセコの資料も事前にいただきました。ニセコがどうしてこの議会に関しての項目に関して入

れていないのかもし分かれば教えていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 高橋主査。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） それでは私のほうからニセコ町の状況につきまして

若干ご説明いたします。その前にですね、今最初にご説明ありました論点比較票の話なのですが、

これは自治基本条例の策定団体の結果なのですが、最近の動向を見ますと、今白老町がやろうと

しているように住民部分、行政部分、更に議会部分というのを明確に入れていこうという動きは

そういう流れにはなっているかというふうに考えております。それから当時ニセコ町で議会部分

が盛り込まれなかったという点につきましてはですね、今回先程いいましたように今日の参考資

料にお配りしてますが、ニセコ町の町づくり基本条例の第６章に議会の役割と責務というのがや

っと盛り込まれるということになっておりまして、ニセコ町もこれで住民部分、行政部分、議会

部分というこの３つの３点セットが成立するという動きでございます。 

なぜ当時議会部分というのが盛り込まれなかったかと言いますと、私の聞いている範囲ではで

すね、事前の検討が十分ではなかったということが大きな要因かと思います。原原案が札幌の研
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究会を中心にした原原案を受け取って、それを市民説明したり、市民討議を重ねていったのです

が、議会の部分に関する議会の検討というのがまだ成熟しておりませんで、提案された時に議会

部分としてはまだ未成熟と時期尚早という形で盛り込まなかったというふうにお聞きしており

ます。今回提案される議会の部分につきましては、議会が自ら検討して練り上げたものと聞いて

おります。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

 他に質疑のございます方どうぞ。９番吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 課長ですね、すでに進んでいるのですけれども、この町民部会の一般

市民部会の組織の内容なのですが、私どもも昨年各市町村まわってみまして検討している課題で

気の付いているところが沢山あるのですけれども、例えば岸和田市の場合は市民部会からは学識

経験者とかあるいはその他のいろいろな方面から論文募集しましたり、その他の意見を募集しま

して、その市民の構成の段階までの期間を相当取っているわけでございますけれども、当町の場

合はまだこの基本条例のスタートラインとして町民部会の組織がですね、ここまで進んでいると

思わなかったのですけれども、この点についてどうなのでしょうか、２名より応募がなかったと

いうことなのですが、その経過について私重要なのはこの基本条例が住民にどの程度浸透するか

しないかのスタートラインだと思うのでございます。それでこの２名より公募になかったという

ことなのですが、この公募する経過について町民にＰＲする経過についてですね、ちょっと不足

しているのではないかと思うのですが、この点については経過としていかがなのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。今町民部会の組織の内容のことかと思います。私ども

公募枠何名とも限ったわけではなく、やはり多くの方に参加してもらいたいということで、先程

他の委員さんからもご質問あったとおりいろいろなことで私どもも周知したいと、機会ある毎に

このことはお話しました。結果的に２人の公募ということもあったわけでございますが、先程さ

っき質問の中に触れましたいろいろな町づくりに関わっている団体といいましょうか、そういっ

た部分で私どもからお願いする団体はそういう部分で全体のバランス、例えば青年活動されてい

る団体ですとか、それから福祉関係団体ですとか、それから子育てに関わっている団体さんです

とか、どなたがということではなくて、そういう団体のほうに是非こういうことで参加してお願

いしたいという部分でそれぞれ入っていただいたという部分がございます。 

それから更に公募の部分も当然そうなのですが、その前に先程高橋リーダーのほうから説明し

ましたが、過去平成１３年から元気まち研修会の中で、これ公募で町民の方が参加されてこの町

づくりのルールを作ろうということを２年間にわたって、この報告という部分をまとめていって

おります。それが今日のある程度ベースになっているという部分もございますから、まったく町

民の声が入ってないということではなくて、すでに何年間の年月をかけて町民がたたき台という

ものを元気まち研修会という手法の中で素案を練ってきているという部分もございます。そのこ

ともやはり私どもは大事にしていかなくてはならないなということもありまして、そこで出され

た報告書もこの町民部会の中で議論していっているという経過もございますので、今公募の経過
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ということのご質問ではございますが、そういう機会の中でやってきたということは事実であり

ますし、更にそういう過去の研究会、元気まち研修会の中では町民が入った組織の中でそういう

素案というものができてきているのだということで、そのことも大事にしてこの部会の中で進め

ていっているというこういう状況でございます。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

 他に質疑のございます方どうぞ。１８番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １８番加藤ですが、今の課長のさっきからの説明で、この基本条例は

他の市町村では２年から３年をかけて検討してきているという話、それから白老の場合はＣＩだ

とか町民参加、今説明あった元気町研修会、それから総合計画とか町民参加で機は熟していると

いうふうな判断をしてある程度成案化してきているのだと。ところがこの条例ということになる

と、先程も言われているように町の憲法であると。町の憲法であるとすればですね、この基本条

例の成案というものは機運と今までの経過と条例とはまたこれ別なものだと僕は思うのですよ

ね。気持ちはそうふうに高まっているだろうと、町民参加ということである程度成熟はしてきて

いるだろうけれども、はたして基本条例ということになると成文化するわけですからね。それま

たちょっと違ってくる。ただ幸いか幸いでないかは別にしても先進地の条例があるからそれを元

にしてある程度条例はできるとしても、白老町の憲法という位置づけからすれば、目的だとか考

え方だとかという線は別にしても、白老らしさを出すということになるともう少し、今度予定を

見ると１７年の５月から来年の６月の議会まで提案したいということであってね、果たしてそれ

だけ町民の意識、我々議会議員としてもそれまで成熟しているかどうかということを考えると、

私自信がないのだけれども、その辺りは経営企画課としてはもう相当成熟しているという判断に

基づいてこういうふうにしてきたのかどうかね、そのあたりはどのように考えておられますか。

どうでしょう。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。成熟しているかしていないかというどちらかの問いう

ことであれば、私はかなり元気まち運動というこういう過去の１６年間にわたってきた運動の経

過を踏まえると、そのことはもうかなり熟しているのではないかなというふうに思います。つま

りどういうことかというと、条例化という、確かに委員がおっしゃる非常に町の憲法という重要

さは私ども十分認識しておりますが、住民がどれだけ参加して町づくりを行っていくかという部

分は、これは本当に熟しているところにあると思うのです。そのことをきちっとルール化しまし

ょうと。その時代時代でいつ何時この元気まち運動といいましょうか、住民参加を辞めようと、

そんなこともあってはならないと思うのですけれども、そのことをきちっとルールを作る、要す

るに条例できちっとそのことは保障していきましょうと。そういうことを展開すればいい。 

先程来ニセコ町の事例をお話しましたが、当時逢坂町長になりましょうか、ある公演の席で、

ニセコ町はこういう町づくり参加条例を作ってこれから住民をどんどん引き込んで、町づくりに

参加させていくと。ところが道内であれば白老町が先進的にすでに住民が町づくりに参加してお

りますと。ですからあの町はいつでも条例できるのではないですかと、こんなこともお話された
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ことを記憶にしておりますが、今までやはりこういう元気まち運動等のいろいろな展開から、住

民参加している部分というのは非常に熟しているというふうに判断しておりますので、そういう

部分ではこれからおよそ１年かけての議論になります。それが２年がいいか３年がいいかという

ことはそういう議論とはまた違って、闇雲に年月を沢山とればいいということにはならないかな

と。一定のルールであります中間報告ですとか、それからパブリックコメントこういうことも展

開していきますし、ましてやこのたび議会のほうからも参加いただけるという部分では、この１

年間でより内容を濃くしてですね、展開していきたいなというふうに考えておりますので、今後

ですね、小委員会できました。これで決定ということで６月をがんじがらめにするのではなくて、

もし小委員会で議論するなり町民部会で議論するなりで、もう少しあと３ヶ月ほしいねと、その

ようなこともあればですね、今日ここでのご説明は６月で決定だというふうにして動いていない

部分ありますから、その辺はまた議会の皆さんとも相談して、最終提案の時期はもうちょっと先

に決定してもいいかなというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） １８番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １８番加藤ですが、ニセコ町が逆に白老町が町民参加しているよと、

いつでも基本条例は出きるような状態にあると。ところがね、過去にいろいろな町民参加でもっ

て注目されていた白老町ではあるけれども、基本条例ということになるとこれまた別の問題なん

ですね。従っていざ格式でという言葉変だけれども、憲法を作ろうじゃないかと、それにあった

やつを整理しようじゃないかということになると、公募しても町民が２人しか参加者がいなかっ

たという実態を見てもね、少なくてもそういう考え方が成熟しているのであれば２０人なり３０

人なり公募してその中から逆にね、選ぶと、セレクションするというくらいのね、公募があった

のならば、なるほどなと思うのだけれども、何回も公募しても２人程度しかいないということは、

町民がいざとなったら基本条例というそういう難しい問題についての法は自由には参加できる

のだけれども、そういう問題だけに絞られるとちょっと我々が参加できないなと、それだけ能力

ないなというふうに考えたのではないかなと想像するのだけれどもね。それが成熟度のバロメー

タになるかならないかは別です。それはまた別段にしても、そういうものがまだあるのではなか

ろうかというふうな気がしてならないのだけれども。そのあたりはどのように考えますか。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。今回その２名という部分でなぜ２名かということも課

の中でちょっと議論したこともございますけれども、今委員おっしゃるとおり法を作るというこ

とになると、専門用語、特に難しい言葉が沢山入ってきます。そういうこともちょっと懸念して

やはり専門の方がという意識もあったかと思います。ここで大事なことは現実として今２名とい

うことですから、委員が今一番お考えとして言いたいところは、やっぱりそれだけもっと住民に

憲法作るというものをきちっと理解して、情報発信をきちっとして持っていかないと駄目よとい

うところかと思うのです。現実今２名ですから、それで動いていっています。今後まだどうこう

という部会は今のままで進めますけれども、やはり大事なことは、いかにその住民に町づくりの

憲法がどういうものかということを知っていただいて、そのことを使って、町がどういう効果が
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あるかということを先程触れましたけれども、こういうふうに変わっていくのですということを

やはりきちっとやはり説明して理解を求めると、そういうことが大事じゃないかなというふうに

考えておりますので、期間のことも先程ご質問ございましたけれども、その辺のこともどういう

理解を、どういうことをやると理解を求められるかと、そういうこともですね、この後で工夫し

ていきたいというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時２０分といたしたいと思います。 

休  憩   午 前１１時１０分 

                                             

再  開   午 前１１時２０分 

○委員長（吉田和子君） 引き続き会議を開きます。先程のことで質疑のございます方どうぞ。  

 ありませんか。 

 では次１基本条例の概要について説明を受けます。冨川主任。 

○経営企画課企画Ｇ主任（冨川英孝君） 改めまして経営企画課企画グループの冨川と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。 

 それでは私のほうから自治基本条例の概要ということにつきまして、簡単ではございますが、

ご説明させていただきたいと思います。 

 初めに自治基本条例の必要性についてでございます。自治基本条例が近年制定されるようにな

ってきたその背景というものは、こちらに５つほど列記しておりますけれども、地方分権改革あ

るいは逼迫する財政状況、またはＮＰＯ団体を初め住民参加の町づくり白老町もやってきており

ますけれども、そういった方々の町づくり活動の活発化というもの、あるいは自治体改革の確認、

検証、このことは例えば行政評価であったり、情報公開条例であったりというようなもの、白老

町が先行して今現在実施しているもの、そういうようなものがあったり、それと多様な主体によ

る町づくり、協働の一層の拡充ということで、これは３つ目の町づくり活動の活発化ということ

と重複するようなところがあろうかと思いますけれども、ＮＰＯですとか住民の皆さんの活動の

活発化というような中で、町づくりの担い手、これまで役場が公共サービスというものを担って

きた部分をですね、町民の方ですとか、そういうＮＰＯの団体の方ですとか、町を構成する皆さ

んの中でやっていきましょうというような事が背景にはあろうかなと思います。 

特にやはりですね、この自治基本条例が制定されるようになってきた１番の背景というのはや

はり地方分権改革、２０００年の地方分権改革によってですね、国と地方というこれまでのいっ

てみれば主従関係にあったような関係がですね、対等協力という関係の変化がありました。これ

に基づいてですね、これまで行政では国の言うこと道の言うことに対してその自治事務をこなす

ということが非常に多かったわけですけれども、下の図にありますように地域のことは地域で決

めると、白老町において何をするかということはあくまでも自己決定、自己責任という部分が大

きくなってきているということがございます。 

それともう１つ大きな要因として、逼迫する財政状況というものがあります。今までですと財



 15 

政状況が右肩上がりの経済成長というものがございましたので、いろいろな要望だとかがあった

場合には今はできないけれども時間が経てば順番を待っていればもしかしたらできたかもしれ

ない、そういうような状況があったかと思うのですが、そういうような現在厳しい財政状況とか

なってきていますので、そういうようなものではなく、より一層政策の選択、集中というもので

すね、４ページのレジメ中ですね、政策の選択、集中など句読点が１点抜けておりますけれども、

そういった中でスクラップアンドビルドと。これをやるためには何かを止めなければならないと

か、そういうような政策の選択が必要になってきたということがあろうかと思います。 

そういった中でですね、地域の自己決定、自己責任という中で町づくりを進めていくために何

が必要か、そういうことで地域共通のルールである自治基本条例の制定というものが全国各地に

制定に対しての動きが広がってきているというような現状にあろうと思います。 

それから先程来ずっと出ておりますけれども、白老町の経緯という事です。平成２年にＣＩ運

動というものを本格的に導入して以降ですね、元気まち運動という形で住民参加あるいは協働と

いうような形でまちづくりを行ってきた経緯がございます。それから元気まち研修会の活動とい

うことで平成７年以降にはですね、協働のまちづくりをテーマに元気まち研修会でさまざまなこ

とを取り組みとしてされております。そういった活動の経過を経てですね、平成１３年度には協

働のまちづくりの仕組みを作ろうと、今ここにある自治基本条例制定への前段の取り組みという

ような経緯がございます。この２年間かけて報告書がまとめられてですね、それを受けて協働の

まちづくりルール起草委員会というもので条例試案までがまとめられているような状況になっ

ております。 

報告書の中ではですね、下の図になりますけれども、報告書における協働の３つの柱というこ

とで、町民と行政の情報を共有すること、２つ目に行政活動への町民参加を促進すること、３つ

目に町民活動を促進することというような３つの柱を報告されている形になっておりますので、

これから自治基本条例の検討に入るにあたっては、こういうようなものも基本として考えていく

必要があると考えております。 

 それでは５ページにまいりますが、自治基本条例の制定意義というようなことでご説明させて

いただきたいと思います。背景の部分ですとかと多少重複するような形があろうかと思いますけ

れども、ご容赦いただきたいと思います。制定委員といたしましてはこれまで国や道、ここでは

県と書いてありますけれども、道に従属して行ってきた全国どこ見ても同じような行政というよ

うなやり方からですね、地域の実情にあった自立した新しい自治体行政を展開する、そういった

原則となることが求められていると。また法律では特段の定めのない住民自治ということについ

てこの自治基本条例の中で明確にしていくと、自分たちのことは自分たちでやると、そういうよ

うな住民が自ら役割と責任を持って行動していくという規定ですね、まちづくりに対しての規定

をしていくということも１つ大きな意義であろうと思います。 

それからよりよい町づくりのための基本的な理念、原則、役割分担、仕組みを条例として明文

化することで、継続性が保障されるということ。継続性というのが実際にはこの自治基本条例に

おいて非常に大きな問題であろうと考えておりますが、今これまでやってきた住民参加ですとか、
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協働のまちづくり、そういった町づくりの仕組みですとか、取り組みを将来にわたって継続させ

ていく、そういうような行動規範になるための自治基本条例であるのかなという部分があります。 

それと、これまで縦割りであった個別の条例や要項がこの自治基本条例に基づいて再編成、総

合化されるということですね。各役場にある条例につきましても、各セクションといいますか、

所管のほうで実際にそれぞれに応じた中で条例だとかがこれまで制定してきたというような経

緯があろうと思いますけれども、これらについてもあくまでも自治基本条例の理念や制度という

ようなものにのっとった中で、今後体系化されていくというようなことが意義として求められて

いるというような形になります。 

下の枠の中に入っていきますが、ではどういったメリットがあるのだろうかというようなこと

になろうかと思います。全体を通して共通というような部分がありますが、自治運営の仕組みの

明確化、役割・責任の明確化というようなものがあります。これからまちづくりをどうやってや

っていくのか、そのために自分たちはどうしていくのかというような部分をですね、明確にして

いって、それぞれの役割責任というものを強く自覚していただけるという部分もこの条例の中に

はメリットというような形でありますけれども、何をすべきかというのが明確になるということ

ですね。 

それと町民についてはですね、継続的にまちづくりへ参加できると、議会や行政の評価基準の

設定というのが一般的には言われているのですけれども、何よりも例えば自分はこういうことに

参加したかった、政策決定の過程にあってこういうことに参加したかったのだけれども、参加で

きないだとか、そういうようなことがないように、あるいはこれまではそういうような住民参加

の取り組みが行われてきたのに、これからは一切住民参加しませんと、そういうようなことが無

くなると。あくまでも住民はまちづくりに参加できると、そういうような制度として保障される

という部分あります。 

それから議会につきましては議会のチェック基準ですとか議会運営の改善ですとかいうよう

なことがありますが、このことについてははっきりとあれなのですけど、一般的にはそういった

行政がこういうような行動でやるといっているのにそれをしていないのではないかだとか、とい

うようなことがそういった評価基準になるだろうというようなことがいわれております。 

それと町長という部分では、自治体運営のあり方を実現できると、求心力のある自治体運営と

いうのが実現できると。このことについては透明性の高い、どういうふうな、一定のルールに従

ってまちづくり、職員が活動している、行動しているというものが定められるわけですから、町

長が１人１人の職員を監視だとか見るだとかなくても、職員はみんなこういうような中でやって

いるのだというような形でですね、そして情報共有というのがありますので、どういうまちづく

りをしていくのだというそういう情報の共有だとか共通理解の中で、まちづくりが行われるので

はないかということがあります。 

それと職員につきましては仕事のやり方やルール、それと自分の仕事の位置づけの明確化にな

るでしょうと。例えば昨年の総合計画策定のときにパブリックコメントというものを初めて実施

したわけですけれども、その住民参加の手法であるパブリックコメント、この私の今の仕事でし
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なければいけないのか、そういうような部分がですね、こういう条例に位置づけられることによ

って、やり方というのがはっきりしてくるのかなというような形になると考えています。 

それから自治基本条例制定の効果ということになりますけれども、カッコ内だけを読ませてい

ただきますけれども、縦割りの解消につながるのではないかということと、情報共有という部分

が促進されるのではないかということですね。それから先程も町民検討部会で公募というの行い

ましたけれども、必ずそういった審議会あるいは委員会に対して公募だとかそういうような町民

が参加できるような制度というのを確立できるのではないかということと、それからパブリック

コメントですとかそういった住民参加の制度というものがこの条例にのっとって、制度が導入さ

れたり促進されたりということがあろうかと思います。 

それから透明性継続性の向上、情報共有ですとかということで透明性が高まり、住民参加だと

か一定のルールが決まるわけですから、そのルールにのっとった中で継続的なまちづくりが進め

られるということがあると思います。 

それと自治制度の確立ということで、行政自治を行っていくにはどういう制度があるのかとい

うのを明確にして、それにのっとって活動、行動していけるというような形になっているという

ことになっています。 

大変早口で申し訳ありませんが、④他自治体の自治基本条例への取り組みということで、自治

基本条例は先程来ニセコ町のお話が何度か出ておりますけれども、２０００年の１２月にニセコ

町で全国で初めてといわれておりますが、ニセコ町まちづくり基本条例が制定されております。

それ以降ですね、全国各地の自治体でこういった条例への取り組みが進められておりまして、現

在では３０以上の市町村で制定され、１００以上の市町村で検討されているというふうに言われ

ております。このことにつきましてはページをめくっていただきまして、６ページ、７ページと

いうところになろうと思いますが、１番というところで北海道ニセコ町のまちづくり基本条例が

制定ということです。施行日は１３年の４月１日ということになっておりますが、これが全国で

初めてということになっております。 

それから先程高橋リーダーのほうからも少しご紹介ありましたけれども、１３番には吉川町ま

ちづくり基本条例というものが、それが議員提案というような形で制定されているというような

ことになっております。但し今吉川町につきましては上越市との合併の影響ありまして、吉川町

というのは無くなってはいるのですが、上越市においてもこの自治基本条例の制定への取り組み

が行われているような状況になります。 

それと７ページのほうになりますけれども、自治基本条例を検討している自治体ということで、

右側のほうに５６番と５７番というところで、隣の登別市あるいは苫小牧市というところも検討

しているという状況にあります。先程質問の中で議会が入るかどうかという検討のお話もありま

したが、今現在回答の中でもありましたけれども、議会を含めた中で自治基本条例として制定さ

れるというのが大半の動きというかですね、にはなっておりますので、苫小牧市登別市において

も今現在は議会を含めた中で検討が行われているというような状況になっております。続きまし

て８ページにまいりたいと思います。 
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 ８ページでは自治基本条例としてどういうような内容が盛り込まれているのかというような

ことについて記載させていただいております。自治基本条例の内容についてはですね、一概にこ

うですよというような形はなかなか難しい部分がありまして、これがそれぞれの自治体で制定さ

れるという由縁でもあろうかなと思うのですが、それぞれの自治体のまちづくりのシステムです

とか、そういった土台ですとか、そういうものに基づいて盛り込まれる内容についてはいろいろ

と変わってくるということがあります。ただ一般的に言われているものとして構成としてはです

ね、左手の四角で囲んでいるものがありますが、理念というものが１つあって、原則というのが

あって、町民ですとか職員ですとかという役割という部分があります。それと、それぞれの町に

おいて今現在どういうことが行われているか、そういった制度についての規定も盛り込まれてい

るというような内容になっています。 

内容について少しお話させていただきますと、例えば理念の中の前文というところがあります

が、これはそれぞれの自治体に応じた内容となることが非常に多くなっています。例えば白老町

で言えば、ＣＩ運動から始まるそういった住民参加の取り組みの歴史ですとか、そういった文化、

風土というものがそういった前文の中で盛り込まれてくる可能性があるのかなと考えておりま

す。 

それと制度のほうにつきましては、１１番で情報公開というような部分がありますけれども、

これにつきましては平成１１年に白老町のほうでも情報公開条例というのが制定されています。

今ある制度をこの自治基本条例の中に明確に位置づけるというような形、あるいは現在そういっ

た位置づけがはっきりしていないものとして行政評価として白老町の取り組みとしてございま

すが、１５番に行政評価というのがありますけれども、そういったものも自治基本条例の中に位

置づけることによって、今後においても行政評価というものが必ず行われていくと、そういうよ

うな位置づけをするという中で、そういうような内容として自治基本条例が構成されているとい

うような形になっております。 

それから下の図のほうにまいりますけれども、政策と条例の関係というような形でですね、上

段に自治基本条例、下段にですね、昨年ご審議いただきました総合計画というものがございます

が、それぞれ左と右のほうに太い矢印が出ております。左のほうは自治基本条例がどういった役

割を果たすのか、右のほうは総合計画がどういった役割を果たすのかというような形でご覧いた

だければと考えておりますが、自治基本条例については大きくありますように、制度に対して定

めたものであると。一方総合計画につきましては計画あるいは予算についてその指針となるよう

な形で定められております。ですから個別の政策執行につきましては、総合計画に基づいた中で

行われていると。但しその執行にあたってですね、どういうような制度、ルールにのっとってや

っていくかということになりますと、自治基本条例に基づいてその政策執行がされることになる

というような形になっております。 

６月８日に福士先生をお招きしてですね、講演会やったというようなお話前段でありましたけ

れども、その中でも総合計画と自治基本条例についてお話がありまして、まず自治基本条例は全

体の制度としてやっていくのですよと。ただし、そういう自治基本条例の中に総合計画をしっか
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り定めて、それに基づいて予算あるいは執行評価というような部分をからめていくことで、効率

的な行政運営につながっていくのだと、そういうようなお話もあったかと思います。そういう中

で政策と制度という２つの大きな指針になるものというような形で自治基本条例と総合計画が

関係しているという形になっております。 

９ページの中ほどの最後のものになりますけれども、これがその関連についてですね、少し分

かりやすいかなということで掲載させていただいておりますけれども、総合計画はそれぞれ縦に

ですね、個別の計画執行として出ておりますが、自治基本条例がそれらの横断的な共通のルール

としてそれにのっとった中で総合計画、あるいは政策というのが執行されていくのですよという

ような形でご説明できるかなと思いまして、この図面といいますか、挿絵を入れさせていただい

ております。 

それで自治基本条例を制定することによって白老町は何を目指すのかというようなお話にな

りますけれども、９ページの上段で、これも総合計画の中でうたわれておりますが、白老町のま

ちづくりの理念としては、しあわせを感じる町というのがございます。誰もがしあわせを実感で

き、心の豊かさと優しさに満ちた元気で魅力あふれるまちということが究極のまちづくりの理念

ということになっております。白老町のこれまで培ってきた住民参加ですとか、行政評価ですと

か、いろいろな部分での白老の自治のシステムというものをですね、自治基本条例によって明確

にして、継続性を持ってですね、その中で白老らしい自治の実現、最終的にはしあわせを感じる

まちというものを実現するために、この白老町の共通のルールとして自治基本条例というものを

制定してまいりたいというふうに考えております。雑駁ではありますけれども、以上で私のほう

からの説明とさせていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） ただいま自治基本条例の概要についての説明がありましたが、ここ

で質疑を受けたいと思います。質疑のございます方どうぞ。 

 １８番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １８番加藤ですが、先程の質問ともちょっと関係あるのだけれども、

こういう基本条例の流れというのは２０００年の地方分権改革による国と地方との関係の変化

からもたらされてきているものだと、こういうような説明があって、主従から対等だということ

なのだけれども、問題は分権は地方に確かにいろいろと、どのくらい来ているかはこれ別な問題

としてあると思うのだけれども、問題はですね、分権改革と同時に財源の移譲なのですよね。財

源の移譲がね、十分に進んでいないのですよ。去年と今年で４兆円くらいが移譲されているよう

ですが、総務省と、国会の話は別として、総務省と財務省とですね、非常にかたっぽは欲しい,

かたっぽは出さないというようなね、綱引きをやっているのだけれども、ようはこの基本条令は

今の説明でいくと制度の条例であると、だけど総合計画は政策条例であると。だけどこの絡みは

縦糸と横糸のような関係にあるのだというような説明なのだけれども、バックグラウンドとして

やっぱり私は財源がね、果たしてどういうふうになるかということがある程度見通しが立たなけ

れば、いろいろ条例作ってもですね、果たしてそれにいろいろな面で幸せを感じるまちを作ると

いうのが総合計画の理念であるとはいってもですね、しあわせのまちづくりをするためにはお金
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がなければなかなかできるものではないのですね。ですからその財源との絡みはどのような考え

でこの基本条例を考えておられるのかね、その絡み、そのあたりについてはどのように現時点で

は考えておられましょうかね。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 私のほうからも冒頭に地方分権が進んでいるからこういうま

ちづくりのルールを作らなければならないということは私のほうからも説明させていただいた

ところなのでございますけども、今まで中央が北は北海道から南は九州沖縄まで画一的なまちづ

くりが決め手で、そういうルールの下で進めてきたのですけれども、これからは地域のことは地

域が考えてやっていかなければならない。委員がおっしゃるとおりで、そこには地域がやるので

あれば、当然それに伴うお金がなければ国からそういう財源があってもしかりじゃないかという

ことのご意見でございます。まさしくそのとおりでございまして、地域が汗を流す分やはりそれ

なりの財源がということが当然必要なことで、私ども認識しているのですが、残念ながらそれに

見合う分のお金が本当に着ているかというと、やはりクエッションで、それなりの財源はまだ来

てない状況にあります。ただその国がいろんなことでいう部分ではいろいろ制度改革しながら、

今までの補助制度、そういうものを改革して、やっぱり交付税に変えていくだとか、いろんなや

り方でいわゆる三位一体の改革の中では進めていますよという部分がありますから、私どもその

辺の財源という部分は今後もですね、今以上に国や北海道に対して、財源の確保は、このことは

きちっと申し上げていかなきゃならないなというふうに思います。ここでですね、今まちづくり

条例を作る中で、国からの財源制度までも一緒にですね、この中に入れて位置づけするかという

のは今後の議論になろうかというふうに思います。今のスタートからその部分を明確にしてとい

う部分はまだ難しい部分もございますので、それをどういう形にしていくかということは、また

小委員会の中でもですね、別な角度でちょっと御意見をいただきたいなというふうに思いますの

で。今日この第１回目としてですね、委員からご意見としていただいたという部分で私ども捕ら

えて、次の検討項目の中には考えていきたいなというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

 他に。５番玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） ５番玉井です。今加藤委員も言われたのだけれども、それと似ている

のだけれどもね、この財源がもちろんだんだん少なくなってくると合併問題も出てくるわけでし

ょ、当然。これは自立はしていかれなくなればこれ基本的に意味ないのですよね、このこといく

ら作ってもね。このことも平行して今の加藤委員が言われたことと平行してね、自立を例えば２

０年はするのだというような意気込みでやっていかなければ意味ないのだよね。このへんも重要

なことだと思うのです。今言われたことと平行して取り上げていただきたいなと、こんなふうに

思います。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい、ご意見として頂戴したいと思います。ただこの条例作

っていく中でこれからいろいろ審議等出てきますけれども、これで固まっちゃって、これから１

０年後このまんまいくのだというふうには私ども事務局は捉えておりません。やはり生き物とい
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うふうに考えていますから、何年か後に見直しをできる、そういうこともこの条例のなかでは考

えていきたいなというふうに思ってございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑がございます方どうぞ。 

 １３番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 斎藤です。今出されている意見はね、この条文が出来上がったときに

本当にみんながきちっとそれに沿ってやっていける、みんな作って良かったなと思えるようなふ

うになるかどうかということなのだけれども。結局この条例を作るということの本当の意味とい

うのは町民の民意を向上させるということにあるわけですよね。とすれば私心配するのは、それ

を作っていく形成過程の中で民意を向上させていく部分という、これ大事な部分なのだろうと思

うのだけれども、それから条文が出来上がってしまってから条文にこう書いてある、これに合わ

せてどういうふうに考えなければならないかというようなそういう部分というのがあるのだろ

うと思うのですよね。今大事にしなければならないのは、作っていく形成過程の中で町民をどう

参加させてね、それが本当に今の町としてやっていけるのかどうなのかという検討をやっぱりし

ていくことが、させていくことが、すごく大事なことで、それが十分でないとすれば、この出来

上がってしまってからなんだか上から押し付けられたというような感じになってしまうわけで

ね。だからその形成過程というのをすごく大事にしてほしいというふうな思いが強いわけですね。

それが十分なのかどうかということなのですけれども。例えば町民参加のまちづくりというこの

理念というのは、誰も否定しない。協働のまちづくり、みんなで力を合わせていこうということ

は今誰も反対しないだろうと思うのだけれども、実際に今までやってきたことも協働のまちづく

りといいながらこれが協働のまちづくりか、うそじゃないかというようなね、そういう声だって

あるわけですよね。やっぱり具体化になるといろいろなこういう意見の違いというのが出てくる

わけでね。その人によってはみんな違うわけで、これをどう合わせるかという。ですからその過

程が本当に十分なのか、パブリックコメントや何かね、この手法というのが、本当にこの沢山の

人から、一部から聞いたのではなくてみんなから聞いてね,煮詰められたものだというふうに評

価していいかどうかというね、そこのところをもう少し大事にするとすれば今までの協働のまち

づくりはあったとしても、この１年の中で全部まとめてしまうという状況、条文にまとめてしま

うということがね、期間が短くないかということを心配するのですよ。だから今計画だからここ

までに打ち上げようというのはいいのだけれども、この期間がもう少し自由に延び縮みしながら、

ゆとりを持ってね、そこへ行くのだという、そしてその過程の中で形成過程を大事にしていくの

だというね、その姿勢が是非あってほしいと、そういう余裕を持ちながら進んでほしいなという

気がするのですけれども、どうなのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。スケジュールといいましょうか、これから条例を作っ

ていく過程という部分を特に大事にすべきだと、こういうご意見をいただきました。私ども先程

他の委員さんからもご意見ありましたとおり、一応目標といいましょうか、いつまで作ろうかと

いう部分で、事務レベルでこの時期にこういうことをやったり中間報告をやったりそういう部分
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で考えていったときに、一応来年の６月を目標値という形でスケジュール組みまして、その点に

ついては先程ご説明させていただいたところなのですが、今日同様のご意見ございまして、その

期間という部分をこの１年間が本当にいいかという部分もございましたので、この点につきまし

ては策定事務局で再度検討したいと、揉んでみたいと思いますし、それぞれもう立ち上がってい

ます職員プロジェクトあるいは町民部会のほうにもですね、これから地域説明していくという部

分でも、やはり誰もがわかりやすくて理解できる条例を目指すわけですから、そういう部分で多

くの方にやっぱりその辺、本当にこのまちの憲法作っていくのだと、こういうことの理解をいた

だく期間、そういう部分もやはり大事じゃないかということも踏まえて、日程のほうはですね、

再度小委員会のほうとも含めて、いろいろ調整させていただいて、日程のほうは最終的にまとめ

たいと、こういうふうに考えます。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

 他に質疑のございます方どうぞ。 

 お諮りいたします。本日の特別委員会はこの程度にとどめ、本日開催通知をしておりますよう

に９月１２日月曜日１０時から白老町自治基本条例制定に関する特別委員会を開きたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 それではこれをもって本日の特別委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

（午前１１時５３分） 


