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     ○開会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  おはようございます。これより白老町自治基本条例制定に関する特別

委員会を開会いたします。 

                                          

○委員長（吉田和子君）  本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  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いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それでは今日の特別委員会でございますが、先月の 30 日に引き

続きまして担当課の方から自治基本条例の考え方をご説明受ける予定でございます。今日はお手元

の方に資料をお配りさせていただいてございますので、それに基づきまして進めさせていただきた

いと思います。よろしくお願いたします。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  それでは 8 月 30 日の特別委員会に引き続き、町側からの説明をお願い

いたします。岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  皆様おはようございます。今日、お手元の方にお配りさせてい

ただいておりますレジメと資料が付いた資料、これに基づきまして私どもの方からご説明させてい

ただきます。1 点から 7 点までございます。 

 まず、1 点目の今日どういう内容で進めるか。それについては私の方から説明したいと思います。

前回、8 月 30 日でございますが、策定スケジュール、それから策定体制、それから自治基本条例と

はどういったものか、こういったことを中心に説明させていただきました。本日におきましては2

点目、ニセコ町条例を例にした白老町の自治制度の現状ということで、全国で始めて制定されまし

てニセコ町の条例と白老町が現状としてどんな取り組みをしているかと、こういったものを対比し

た資料がございますので、それに基づいてご説明させていただきます。3 点目、自治基本条例の構

成と内容。これは条例の中の定義、目的、構成、内容といったものを説明させていただきます。そ

れから 4 点目、自治基本条例の事例ということで議会の役割あるいは責務といったものを盛り込ん

だニセコ町の新しい条例。これは議会入っている内容でございますがそれについての説明。さらに

はお隣の苫小牧市の基本条例、その他にも杉並区、そういった既に自治基本条例の制定に取り組ん

でいる、そういった内容の事例をご紹介いたします。そして、5 点目でございますが白老町自治基

本条例素案の構成というものでございます。これは簡単に言いますと構成イメージというふうに捉

えていただきたいと思いますが、じゃあこれから小委員会がどういったものを検討し、また私ども

行政サイドの方でどういったものを中心に進めて行くか、そのイメージになる部分、素案の部分を

5 番目でご説明したいと思います。ここで一旦、質疑を受けたいと思います。ここまでの説明時間

およそ 3、40 分かかるかなというふうに考えてございます。それから、6 番目になりまして自治基

本条例における議会条項の事例ということで各町の議会の条項だけを取り出しまして、どういう内

容になっているかというものをご説明させていただきたいと思います。これは議会の役割、責務と
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いう部分を盛り込んでいる条例だけを特にここでは説明したいというものでございます。6 番目に

ついてはおよそ20 分程度の説明というふうに考えてございます。6 番が終わった段階でまた質疑を

いただきたいというふうになっています。7 番目、その他ということになりますが、これはまた小

委員会の委員長様の方とまた日程の方は調整していきたいというふうに考えてございます。以上、

大きく 6 項目これからそれぞれグループリーダーの方から、又は担当の方から説明させたいと思い

ます。本日は一つよろしくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君）  それでは次の説明をお願いいたします。高橋主査。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君）  おはようございます。私の方からは今日、お配りして

います資料の次第 2 番目から 5 番目までを説明いたします。まず初めに2 番目のニセコ町条例を例

にした白老町の自治制度の現状ということでございますが、これによりましてニセコ町が一番最初

に基本条例というものを制定いたしましたが、それと白老町の取り組みの現状を見ながら基本条例

の内容も一緒に見て行きたいというふうに考えております。 

 3 ページからでございます。左側にニセコ町の条例があります。そして、右側に白老町の現状。

又は杉並区の例も載せてございます。基本条例の一番最初は大よそ前文を持つ条例の構成になって

おります。その前文の中ではそれまでのそれぞれの町の取り組みですとか、歴史、経緯などを表現

されております。 

 ニセコ町の場合は第1 章に目的がございまして、目的はまちづくりに関する基本的な事項を定め

て、町民の権利と責任を明らかにして自治の実現を図るという目標規定でございます。ここまでは

白老町との比較は特にございません。 

 第 2 章。まちづくりの基本原則につきましてニセコ町では情報共有というものを一番に挙げて、

それから説明責任、参加原則というものを基本原則として挙げております。一方、白老町では情報

共有という考え方についてどうなのかという点でございますが、白老町では平成12 年 1 月施行の情

報公開条例がございまして、その情報公開条例の中に情報共有の規定を持っております。白老町の

情報公開条例は当時、出来た段階で情報共有という規定を持って先進的だというふうに評価されて

おります。4 ページ目に行きますが、説明責任。これにつきましては白老町の条例規則等において

説明責任と規定されているものはございません。ただ、行政姿勢としては持ってございます。それ

から参加原則。参加につきましては特に条例規則持っておりません。ただ、元気まち研修会ですと

か、その他の検討で協働のまちづくりの推進指針案というものまでは整理されていて、これに対す

る条例試案というのも作られております。 

 第 3 章、情報共有の推進ということにつきましては、情報共有をどういうふうに進めるかという

具体的な内容がここで示されておりますが、白老町におきましては情報公開条例の中で広報広聴活

動、特に広報誌ですとか出前トーク、まちづくり懇談会などの仕組みというものを持つということ

が書かれております。次に情報の収集・管理につきましては、これはニセコ町でも同じですがファ

イリングシステムというものがこの中身になっておりますが、白老町でもファイリングシステムが

実施されているということでございます。ちょっと一つ戻りますが第 7 条関係で情報共有のための

制度ということで 4 項目ニセコ町に示されておりますが、1 号の町の仕事に関する町の情報を分か
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りやすく提供する制度というのは、白老町では具体的な制度は持っておりません。姿勢として持っ

ております。2 号の町の仕事に関する町の会議を公開する制度。これにつきましては情報公開条例

第 19 条に示されております。それから 3 号、町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開す

る制度。これも白老町の情報公開条例第6 条で規定しております。4 号の意見、提言等が反映され

る制度というのは白老町では具体的な規定は持っておりません。そして、第 9 条個人情報の保護に

つきましては、これも白老町では平成12 年 1 月施行の個人情報保護条例というものを持って施行し

ているということでございます。 

 次に第 4 章まちづくりへの参加の推進ということで、まちづくり参加というものの具体的な方法

などを規定している条項でございますが、白老町におきましては参加する権利とかそういうものは

規定する条例、規則は持っておりません。先ほどの指針案は出来ております。特にニセコ町ではこ

の中で満20 歳未満の町民の参加する権利とかそういうものを規定してございます。この辺が町民に

関わる部分としての中心部分になります。 

 第 5 章コミュニティ。コミュニティの規定につきましては、白老町においては条例規則等を持っ

ておりませんが、特に町内会等の規定も持ってございませんが、ただ、白老町の例規集の中では自

治振興補助金交付規則というものがございまして、ここで白老町の町内会の定義が唯一出てくる部

分でございます。そこには一定の地域の住民が協力して住みよい地域社会をつくり住民福祉の向上

のため自主的に活動する組織ということで白老町では町内会を定義しております。 

 第 6 章町の役割と責務。これは町長、執行機関それらの役割についての規定でございますが、白

老町においては町の役割とか責務の条例規則等は持ってございません。審議会の参加とかございま

すが、これについても具体的な規則は白老町では持ってございません。あと23 条関係で不利益救済

機関とかそういうものは白老町には設置しておりません。ただ、次の行政手続の法制化というのが

ございますが、これにつきましては白老町では平成11 年 9 月施行の行政手続き条例というものを持

って、行政手続については法制化してございます。 

 それでは第 7 章まちづくりの協働過程ということでございますが、これは特にニセコ町では総合

計画、計画等の参加、策定の原則、それから策定の手続というものを定めております。白老町では

計画の参加ですとか手続等の規定は持っておりませんが、昨年、策定されました総合計画の基本構

想の中で計画等の参加それとか原則、手続というものを明記しております。 

 続きまして第 8 章財政でございますが、ニセコ町ではここで予算の編成、執行、決算、財産管理、

それから公表ということがありますが、白老町におきまして予算の原則の規定は今のところありま

せん。ただ、執行上のシステムとしてニセコにも書かれておりますが事業別予算ですとかそういう

仕組みは持ってございます。それから予算執行につきましても、予算執行の単年度の事業計画予算

というものは白老町で持ってございます。決算につきましては事業別決算ということで主要施策の

成果説明書というものを他の町よりも詳しく作成しております。それから、財産管理につきまして

は財産管理計画というものは今のところ持っておりません。あと財政状況の公表につきましては白

老町独自の公表様式というものは規定しておりませんが、地方自治法の 243 条の 3 財政事情書とい

うものの作成・公表というものの条例は白老町で持っております。 
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 続きまして 9 章評価でございます。評価につきましてはニセコは一応、実施それから評価方法の

検討ということで実際に評価システムを持って実地している段階にまでは至っておりませんが、白

老町につきましては導入、実施しております。ただし、評価制度についての条例規則というものは

今のところ持っておりません。あと組織とか運営の要綱は持っております。 

 それから、第10 章町民投票制度。これにつきましてはニセコ町では町民投票の実施、それから、

その投票の条例化という内容にとどめております。白老町では町民投票制度というものの条例とか

そういうものを持っておりませんが、通常どこの町も同じですが自治法の74 条の直接請求権、条例

の制定について50分の1以上の署名で発議出来るという法規則によって町民投票条例は制定出来る

ということで運用しているものでございます。 

 続きまして 8 ページになりますが11 章連携。これは町外との連携とか近隣自治体との連携、広域

連携、国際交流等の連携を定めておりますが、白老町におきましては特に連携についての条例規則

というものは持っておりません。近隣自治体との関係につきましては白老町は東胆振広域圏連絡協

議会というものに加盟して近隣自治体との連携を図っていると。国際交流につきましては姉妹都市

協会が中心になって連携を進めているという現状はございます。 

 12 章条例制定の手続ということでございますが、この条例制定の手続については白老町において

は特に規定を持っておりません。 

 それから 13 章まちづくり基本条例の位置付け等。これは当然、白老町で条例がありませんので無

いのですが、44 条の条例等の体系化というところがございますが、条例等の体系化の条例規則はあ

りませんがニセコ町条例で言っております各分野の基本条例の制定に努めて体系化を進めるという

部分につきましては、白老町におきましては分野別の基本条例というのは環境基本条例というもの

を持っております。あと考えられるのは教育ですとか環境福祉、産業などの基本条例、基本計画と

いうものを整備していくというのがこの条例の主旨でございます。  

 最後に 14 章この条例の検討及び見直しということで、ニセコ町では特に基本条例ですので年数を

経ますとなかなか議論する機会を逸するということがございますので、4 年を超えない期間で検討

をするという規定がございます。 

 ここのニセコ町条例のご紹介でございますが、前回ちょっとお話しました次に改定予定の議会部

分、それは現在のところ含んでおりませんので、それにつきましては後段の方で議会の条項という

ところで説明をさせていただきたいと思います。通して申しますと、ニセコ町の条例の内容につき

まして白老町でも大方既に取り組まれている内容であるということでございます。ただ、きちんと

した条例、規則というものでは持っていませんが既に進めている内容のものが大方でございます。

中身によりましては白老町の方が進んでいるという内容が見られるということでございます。ニセ

コ町の条例で若干説明いたしますと、先ほどちょっと申しました評価につきましてもまだ手続、制

度・仕組みというものは確定されておりませんし、不利益救済機関ということの設置を努めるとい

うこともありますが、そちらの方もまだニセコ町の方では整備されていないということでございま

す。大雑把でございますがニセコ町の条例を通して白老町の現状を見てみるということのご説明を

終わらせていただきます。 
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 次に 10 ページになりますが、資料2 自治基本条例の構成と内容ということでございます。いろい

ろな自治体で今、条例が制定されておりますが大方はそれぞれの町が地方分権等を受けまして自立

した町、さらには自立した政府体として確立できるということを目指すものでございまして、ここ

で書いております定義といたしましては白老町が自立したまちづくりを進める自治に関する基本を

表す条例であるということでございます。その目的は自治のまちづくりを進める制度的な最高規範、

いわゆる町の憲法という言い方をされますがそういうような位置付けで自治の基本理念や制度体系

を定めて自治を進める基本原則、自治のあり方、その担い手を役割を明らかにしてそれぞれが行う

運営、基本制度というものを示すことで白老町における自治を充実・実現することを目的としてい

るんだということでございます。そういうような定義・目的でございますが、それではそういうも

のをどういうふうに表して行くのかということでございますが、その構成につきましては理念・基

本原則から運営・制度までいろいろな内容が盛り込まれます。さらにそのことがそれぞれの担い手

ごとに分かりやすく表現するということが構成上の重要なポイントではないかというふうに考えて

おります。真ん中の図に示してございますが担い手というものがここでは4 つに区分されています

が、町民、議会・議員、町長、行政・職員というこれらの担い手が縦軸にございますが、それを条

例の規定内容、理念とか基本原則、運営・制度を横断的に運用されるような構成を目指すというこ

とが考えられます。そして、具体的な内容でございますが、今のニセコ町も若干こういうような内

容体系にはなってございますが自治基本条例では主に総則、全体の目的ですとか基本理念という部

分がまず頭にありまして、それから原則、自治とかまちづくりを進める基本原則というものを示し

まして、それから、それを進める担い手の役割ですとか、担い手の活動原則というものが示され、

そして、より具体的な基本事項として担い手とか組織がどのように運営するのか、活動の仕組みで

すとか活動の制度というものを示すような体系になってございます。そして点線がございますが、

その下が現状の条例規則ということになりますが個別の制度の条例、情報公開条例とか住民参加条

例こういうようなものが横断的な制度としてありますが、その下の個別の計画とか個別の条例によ

ってまちづくりというものを進めております。こういう個別の計画や制度の根拠、基本原則という

ものが自治基本条例になるということを示した図でございます。ですから、自治基本条例は個別の

計画の根拠、基本となる部分を示すもので総則、原則、役割、運営・制度というような構成になっ

ているのが一般でございます。 

 それでは次に資料3 でございますが、もう少し具体的に他の町の条例がどうなっているのかとい

うところを見てみたいと思います。ここに紹介しておりますのは、（新）ニセコ町というのは議会事

項も含んだ条例のことでございますが、これは先ほどらい申しておりますが基本条例の第1 号とい

うことでニセコ町の条例。それから杉並区の条例は、これも第 1 号になりますが最初に自治基本条

例という名称を付けた第 1 号でございます。ニセコ町はまちづくり基本条例という言い方でしたが、

杉並は自治基本条例という名称を付けまして、特に議会の部分を明確に盛り込んだ最初の条例でご

ざいます。ですから、自治基本条例という場合には住民、議会、行政というこの3 本柱がはっきり

規定されているものを自治基本条例というような流れがございます。それから、3 番目の吉川町に

つきましては、前回もご紹介いたしましたが議員提案による条例ということでご紹介いたします。
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次に苫小牧市案というのは、これはお隣の町ですので苫小牧の状況がどうなっているのかというこ

とをご紹介いたします。それから、次に多摩市というのがございますが、これは市民主導で作って

きた事例でございます。市民の基本条例を作る会というものが中心になって検討を進めまして、特

に市とのパートナーシップ協定というものを結んで提案することを協定された事例でございます。

それから、次の伊賀市につきましては、これは合併によって伊賀市というのが誕生しております。

平成 16 年 11 月に合併いたしましたが、合併協議会の中で検討を始めて合併市としての基本条例と

いうものを作った例でございます。そして、次に神原私案でございますが、これは全国の自治基本

条例をめぐる中で神原教授が札幌市の例を取って作ったモデル案ということでございます。 

まず、12 ページの（新）ニセコ町のまちづくり基本条例の構成というところでございますが、今、

条例の中身を見て参りましたので簡潔に構成だけをご紹介いたします。ニセコ町の場合は目的、ま

ちづくりの基本原則。特にまちづくりの基本原則は情報共有・参加というものを基本原則としてい

ると。町民に関する規定の部分はまちづくりの参加の推進とコミュニティというこの 2 項目で町民

関係を表しています。そして、今度新しく追加になる議会の部分。それから、町の役割と責務とい

うところでは町長と執行機関の責務等を規定しております。それから、まちづくりの協働過程以下

につきましては計画ですとか政策、財政、評価それらの運営制度というものを表しており、最後に

手続きですとか位置付け等で構成されております。 

 13 ページ杉並区の例でございますが、杉並区は最初から区議会というものを明確に条例の中に盛

り込みました。基本理念、区民の権利・義務、それから特徴的なのは事業者の権利・責務というの

も盛り込んでおります。それから、区の責務。それから、区議会。それから、執行機関。それから、

区政運営というところで具体的な運営仕組みを盛り込んでおります。最後に国及び地方団体との協

力と条例の位置付けということの構成になっております。 

 14 ページ吉川町ですが、これが議員提案のあった基本条例でございますが、最初に総則、目的が

ございまして、基本理念・基本目標を掲げ、まちづくりの基本原則。吉川町の場合は男女共同参画

の原則、情報共有の原則、協働の原則という 3 つの原則を掲げております。それから、住民の権利、

責務。議会の役割、責務。町長と執行機関の役割、責務ということでまちづくりの計画策定から情

報、評価、財政までが町の運営制度ということで、最後に住民投票ということが構成されておりま

す。 

 続きまして 15 ページ苫小牧市。これは第1 次素案の構成でございますが、市民の懇話会の 1 次素

案でございます。苫小牧市の場合は基本原則に市民自治、協働、情報共有、説明責任という4 点を

掲げていると。それから、特に情報の共有、市民参加、住民投票、コミュニティというものが市民

関連の部分でございます。そのあとに行政運営ということで、これは市長の責務、市職員の責務と

総合計画以下行政制度のやつが一緒に盛り込まれている例でございます。そして、次に議会。議会

についても議会の役割から運営まで一緒に入っている例でございます。そして、市民の責務という

のがあります。そして、市民自治委員会という市民組織の規定を盛り込んでいるのが特徴的でござ

います。 

 次に 16 ページ。多摩市の例でございます。多摩市は先ほど申しましたように市民協定で市民が中
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心になって作った例でございますが、内容を見ますと目的、基本原則。基本原則の次に市民の役割、

市議会の役割、市長の役割、市の執行体制という役割の規定がありまして、そのあとに情報の共有

と参画・協働という大枠で定めた条例でございまして、全体を通して運営の制度・仕組みを示して

おりません。どちらかと言うと理念的な条例という形になってございます。 

 続きまして 17 ページ、伊賀市の自治基本条例の構成でございます。伊賀市も基本理念、自治の基

本原則、条例の体系化というところが総則部分で示しておりまして、次に情報の共有、市民の参加

から住民自治のしくみ。どちらかと言うと住民自治のしくみに重きを置いた条例の構成になってお

ります。そのあとに議会の役割・責務、行政の役割・責務ということがございますが具体的な制度

とか運営方法などを示すところには至ってございません。 

 そして、最後に札幌市の自治基本条例の神原私案ということでございます。この神原私案の構成

につきましては最初の総則に市政の基本理念ということで、この基本理念の中に7 項目を提示して

おります。その 7 項目が次に情報公開の共有から公正と信頼の確保までの7 項目でございます。で

すから基本理念に 7 項目を示して、その7 項目を一つずつ解説していくというような構成をとって

おります。そして、最後に市民、市長、議員、職員の責務・役割というものを載せている構成にな

っております。 

 以上、このように他市町村の事例を概観して参りましたが、次に19 ページ白老町のじゃあどうい

うような構成を考えているのかというところでございますが、これは20 ページ、21 ページに説明

しておりますが現段階での参考資料ということで事務局11 人で検討しておりますが、これまでに

14 回の会議を開いておりますが、その中でだいたい整理されつつあるという内容でございます。今

後どんどん改善、変更されていくものを思いますのでその点をご了承ください。白老町の素案の構

成でございますが、先ほどらい説明しておりますが大きくは理念、原則、役割、運営・制度という

4 つの構成で整理したらどうかということでございます。理念部分につきましては目的、それから

基本理念、制度体系ということで白老町における自治のあり方ですとか、自治によるまちづくりを

どう進めるのかというような理念部分をまず示して、それから原則として、自治の基本原則として

まちづくりの権利ですとか、自治の仕組み、町民・議会・行政の存在原則、それから、まちづくり

の主体といたしましては、主体は町民であると。その協働主体としての議会、町長、行政というも

のが構成されるということ。それから、まちづくりの原則としては情報共有と参加というようなこ

とが中心になろうかと思います。それから、まちづくり体系としては政策・制度のあり方というも

のを示そうと。それから、3 番目の役割につきましては町民活動の原則と町民の権利と役割という

ことで、2 点目が議会活動の原則と議会・議員の役割と。3 点目に行政活動の原則と町長及び行政・

職員の役割ということで、役割・責務等をここで定め、最後に運営・制度ということで町民活動の

運営、特に参加機会の保障ですとか町民活動の促進、まちづくり運動とかそういうものを定め、そ

れから、議会活動の運営としては会議運営とか会期外活動とかそういうものが考えられるのではな

いかと。行政活動の運営としては計画、人事・組織、財政、法務、評価こういうようなものを中心

に考えております。それから、この 3 つを共通して運営するための制度として情報公開・共有制度、

参加・協働制度、活動促進制度、コミュニティ制度、町民投票制度、研修制度、倫理制度、会議制
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度、権利利益保護制度、危機管理制度、広域行政制度これらのものが今のところ想定されていると

いうことでございます。 

 21 ページには町民、議会、行政という主体別に一応項目別にまとめた表になってございます。今

後、検討によってはどのように変わるかまだはっきりしておりませんが、たたき台の素案段階とし

てこういうように事務局の方では一度最初に整理したということでございます。以上、私からの説

明は終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  ただ今、説明がありましたけれども、今までの点について質疑があり

ましたら受けたいと思います。質疑のございます方どうぞ。2 番熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  2 番熊谷です。今、説明を受けてですね、非常に担当課はご努力をされ

ていると思います。ちょっと1 点だけ。こういう体系、各自治体の構成を見させていただいている

のですが、確かにうちの町についてはまちづくりが進んでいるということで評価も受ける部分があ

るとは思うのですけれども。各自治体にはやっぱり、例えば市民憲章、うちの町にもありますよね、

噛み砕いた言葉が。そういうものというのはやっぱりこの中の位置づけの中にはどういうふうに表

現されるのかなというのがちょっと疑問なのだけれども、どういうふうに考えていらっしゃいます

か。 

○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）  今、ご質問のありました憲章の関係でございますが、

憲章というのは1970 年代に多く全国に広がって作られていった時期がございます。白老町にもあり

ます。憲章と基本条例との考え方ですとか、違いというところなのですが、よく言われますのは憲

章というのは例えばきれいな町を作りましょうですとか、そういうような目指す目標とみんなのい

わゆる約束事、そういうものを分かりやすく提示していっているものでございます。それを総合計

画に置き換えますといわゆる政策の姿、きれいな町とかそういうものの表現でございます。で、こ

の自治基本条例につきましてはそういうものをどのような制度とか仕組みでやっていくのかという

ようなところを規定すると。いわゆる制度的な規範というものになっていくのが、この自治基本条

例の役割というふうに考えておりますので、政策目標とか計画的なものと、それを補完する制度と

いう役割の違いがあるんじゃないかなというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  整理をするとそういうことなのですよね。たた、やっぱりもっと高い次

元でこういうことを考えなくちゃいけないとは僕も思うのだけれども、やはり作るわけですから、

町民にやっぱり分かりやすい部分のところという、変な話ですけどキャッチコピーと言ったら悪い

のだけれども、そういうものもやっぱりきちんと項目別に出すべきではないかなというふうに思う

のです。その辺のところはどういうふうに考えていらっしゃいますか。 

○委員長（吉田和子君）  岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  例えば白老町の町民憲章第5 章までございますが、今ちょっと

主査の方からも説明しましたが、どういう町にしていくか、やっぱり目指す目標というのが憲章に

あって、そのことを今度具体的に実践していくにあたって条例の中に制度として、仕組みと言いま
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しょうか、それを盛り込んでいくことになるのですが。今そういうふうにお伺いしたと。そのこと

をさらに分かりやすく盛り込むべきじゃないかとこういうご意見だと思います。それにつきまして

は今後ですね、町民検討部会もございますし、やはり小委員会ともその辺は詰めましてね、どうい

う形でこの部分を実は町民憲章あるいは総合計画といったものがどこにどう関わってきたかという

ことも議論しながらこの辺は検討して参りたいというふうに思います。 

○委員（熊谷雅史君）  よろしくお願いします。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  15、16 ページ。苫小牧は懇話会方式。多摩は市民のパートナー協定とい

うようなお話がございましたけれども。私はやっぱり、これを作っていく主体がどこにあるかとい

う基本的な部分、考え方ね、そこが大切だと思うのですよ。ですから、そういう意味で言えば確か

に町民は分権や財政も含めて考えなくちゃいけないのだけれども、そこが前面に出ると町民主体じ

ゃなくて行政主導になりやすいんですよね、現実的に。で、この条例を作る時にどう町民が主体的

に作っていくかというところが、僕はやっぱり最大の関心事でもあり、最大のポイントだと思って

いるんですよ。言いたいのは苫小牧の懇話会や多摩のパートナーシップですか、そういうものと白

老との違いがあるのかどうか。これと同じような形、形式で進むのかどうか。前回聞いた時も僕が

思ったのは、確かに実際に分権だとか財政はあるんだけど、そこがちょっと前面に出ているのかな

という気がちょっとしたものですからね。そうでなくて、町民が主体というところが前面に出るべ

きではないかと思うんだけどそこら辺どうですか。 

○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）  最初に私の方から答えさせていただきます。私どもの

考えは今、お話にありましたように実際に関わるとかやっていく主体というものを大切にしていき

たいというのがまず根底にございます。苫小牧市ですとか多摩の場合を見ますと、市民が主体に素

案を作っていったという経緯がございます。そういうものを見た時にそれをまず答申案として行政

が受けて、そして行政でまた調整するわけなのですが、そこでのやっぱり難しさ。町民が考えたも

のと行政が考えたもの、さらには議会が考えるものというものの調整の難しさがどこの町でもおっ

しゃっているんですね。それで、白老町の場合は住民の皆さんで検討されていた部分はご紹介して

いますけども、協働のまちづくり推進指針案の時に 3 年、4 年ということで検討してきていると。

それと参考にしながら今回また作るということで主体的に関わっていらっしゃる住民の方多いので

すが、さらに行政の部分、議会の部分というそれぞれの主体がやっぱり最初に中心的に関わって検

討した方がいいんじゃないかということで今回、議会の部分ですとか行政の部分というのをそれぞ

れで素案を出そうという検討体制にしました。これは全国で始めてのやり方なんです。これは今ま

での事例を見ますと市民が検討したものを行政がどうこう言う、議会がどうこう言うという形より

もそれぞれがやっぱり検討して、それぞれを持ち寄って全体で検討するのがより望ましいんじゃな

いかという考え方からでございますので、白老町ではそのように進めて参りたいという考えでござ

います。 

○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）  1 点ほどちょっと補足させていただきますが。今、リーダーの

方から話がありましたが、それぞれ町民、議会、行政といったそういう柱で動いていくと。そうい

う形で取り組んで行くということが、一つでは白老町の特色であると。策定にかかっての特色にな

ります。そして、今、議員がおっしゃるように町民がいかに主体的になるかという部分は、じゃあ

町民は町民だけを作ればそれでいいのかではなくて、それぞれ集まったものをさらに策定委員会と

いう中に町民が入って、そこで議論してまとめて行く形になりますのでそういう部分でもきちんと

その部分の主体という部分は活かされるかなとこういうふうに考えておりますので。やはり、これ

から今スタートして今日ちょっと本当に素案という柱の部分をお示ししましたが、このことについ

てもまた本当に 1 からスタートですので今、職員側のプロジェクトで作ったばかりですからこれを

また町民に投げかけて、もっとこうすべきじゃないかとそういったことも議論しながら、もっとも

っとその辺は前面に出して策定して行きたいとこのように考えております。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  理論的にはよく分かります。三頭立てで行くということの意味だと思う

んです。そこはよく分かります。ただ、住民が主体だという意味ね。それは何も全部僕は任せると

かそんなことを言っているんじゃないんですよ。町がこういうたがはめてね、例えば分権です、財

政が厳しいですというたがをはめてやってしまうと主体が薄れるんですよ、町民の方の主体が。僕

が危惧をしているのはそこなんです、一つは。で、もし、そうだとしたらやっぱり協働のまちづく

り推進指針案ですか、こういうものを作った人たちがそこに実際にかなり入ったり作業をやってい

る人がいるならいいんですけどね。一つはそこの部分。 

 もう一つはやっぱりね、議会としてもやっぱりそこの3 年間、4 年間の経過をきちんと学びたい

と思うのですよ、逆に言うと。それが一つの白老の大元の元になっている部分があるわけでしょ。

そうすると、そういうことも私たちはきちんと学びながら行かないと。主体が町民になる、それは

くどいようですけど任せるとかという意味じゃないですよ、全然。議会には議会の考え方あります

から。それはもう、当然ぶつかるのは当たり前なんですよ。僕はぶつかってしかるべきだと思うん

です。議会が否定する場合はあると思うのです。そういうことの議論の積み重ねがないとですね、

主体性が町民にあるというふうになりづらいのではないかなという危惧が非常にするんです。今ま

でいろいろなもの作るんだけど、どうしてもやっぱり行政が投げかけて行政が主体に。町民主体だ

と言うんだけど、作った結果はやっぱり行政主体に見えちゃうんですよ。そこら辺をよほど今回は

工夫しないと。だから、基本構想の時にね、町民の方々が作ったから我々言えないとそういう意見

もあったよね。僕は全然違うと思うのですよ。駄目なものは、違うものは違うって議会ははっきり

言って、そういう役割を議会が果たさなくちゃいけないんだから。そういうところではあまり心配

しないで議論をきちんと戦わせる。しかし、主体は町民にあるんだということが鮮明に、明確に出

るような作り方を僕はしてほしいなと思うのですけど。もう一度。 

○委員長（吉田和子君）  岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  意味ということがよく分かりました。住民が参加して作るから

それでいいということじゃなくて、このことがやっぱり魂入って、条例がこれを活用して動いてい
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かなきゃならないわけですから、そういう意味では今度は住民がやっぱり自分たちもそれだけ責任

を負うということを皆さんにやっぱりちゃんと理解してもらわなきゃならない。で、先ほどちょっ

とお話ありました素案を作ったメンバーが今の町民部会の中に入っていただいております。ですか

ら、自分達が2 年、3 年かけて素案作ってきたという部分の意思、それから意見、考え方も今プロ

ジェクトの中ではどんどん意見を言っていただいているということがあります。ですから、今お話

あったとおり工夫という部分、前回 8 月 30 日の本当にこの期間でいいのかということもございまし

た。これから、やはり地域に行ってきちんと説明するのも町民が主体となった説明ということも一

つは大事じゃないかということもありますので町民の方がそういうふうな形で展開していくことも

一つの方法かなと考えますので、今日いただいたご意見をまたプロジェクトの方で持ち帰って、こ

ういった意味という部分をどう活かしていくかということは検討させていただきたいというふうに

思います。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  最後に委員長にちょっとお願いしたいんですけどね。協働のまちづくり

推進指針案、これを作った経過・経緯含めて、どこかで我々も説明をもらっているのかもしれませ

んけれども、そういう資料か何かがあれば議会の方に出して、何年かかけて町民の方が努力された

ことがわかるような形が取れればなと。資料って出ていましたっけ。そういうものがあれば出して

ほしいなと思うのです、わかりやすいものを。それは後で結構ですけど。 

○委員長（吉田和子君）  じゃあ担当課とやりとりしまして資料があれば出してもらうというこ

とでよろしいでしょうか。 

○委員（大渕紀夫君）  はい。 

○委員長（吉田和子君）  他に質問のございます方どうぞ。9 番吉田委員。 

○副委員長（吉田正利君）  課長ですね、こういうふうに進めるというのは分かるんだけれども、

具体的にその場に直面した時の考え方なのですが。例えば、岸和田市の場合は市の原案と策定委員

会の原案と、そして、それを持ち合わせて協議して調整原案が出来て、またというふうなやり方を

しているのですが。今までの説明を見ると素案そのものはあくまでも町民なら町民の具体的な協議

の中で原案を作っていくという意味なんですね、今、説明しているのは。岸和田市の場合は市の原

案と、それから町民の原案と、それから委員会の原案が3 つ出てきて、「どこが違うのか」「これは

こう修正しよう」と決定していっているわけですよね。僕はそういうふうなやり方に非常に対比が

あって、対象ができて分かりやすいと思うのだけれども具体的にはそのような進め方ではないんで

すね、今、説明しているのは。 

○委員長（吉田和子君）  岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  原原案という、本当に部会ごとに議論してもらう原原案という

のは私ども事務局で作ります。それをさらに今度は今、お話したそれぞれの町民ですとか、議会で

すとかそういった部会ごとにそれを議論します。で、どういうものがいいかという案をまとめたも

のをそれぞれ持ち寄って、今度、策定委員会というのを今後立ち上げるんですが、そこの中でさら

に協議、議論していくとこういう形になります。ですから、その中では今おっしゃるように、ちょ
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っとこの部分が対象違うという部分が、それぞれの部会にまた持ち帰ることもあります。ですから、

ここは何度も行ったり来たりというキャッチボールがあると思います。ですから、今、お話あった

ような岸和田の例なんかもこの策定委員会の中でそういった部分は網羅できるとそういうふうに考

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）  先ほどの大渕委員の質問にちょっと関連もあるんだろうけれども、説明

があったのかどうかちょっと聞き漏らしたんだけど。ニセコ町のまちづくり基本条例と一応白老町

の現状比較表がさっき説明があった。ニセコ町のまちづくり基本条例を一番先に作ったということ

で平成 13 年から施行されているんだけども。これは発想的にはどういうところから。町民の意思で

こういうふうに出てきたものか。逢坂さんがリーダーとしてやったものか。その辺りはどういうふ

うな、例えば説明をできるんですか。例えば、議員提案だとかってあったね。それから、市民が主

体性でやったとか、協議会みたいのを作ってやったとかいろいろあるんだけど。ニセコ町のまちづ

くりの場合はどういう経過でこういうものが出来たと認識していますか。 

○委員長（吉田和子君）  岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  ニセコ町の場合は逢坂町長の強いリーダーシップと言いましょ

うか、やっぱりこれからのまちづくりは町民が主体になる、その部分でいかに町民が行政、まちづ

くりに参加させるかということを町長がおっしゃって、このまちづくり条例を作って行ったという

部分がございます。内容のもう少しポイントを、詳しい部分は今リーダーの方から説明させますが、

私どもが知り得ている部分、また逢坂町長がいろいろなところで講演されていると、そういう中で

はこれからニセコ町はこの条例を基に町民参加をどんどんさせて、まちづくりをどんどん進めて行

くとこういう流れになっているというふうに理解しております。 

○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）  大きな流れは今ご説明したとおりなのですが、ここに

資料がございますがニセコ町の条例につきましては区分的に申しますと行政提案という区分になり

ます。それでニセコ町では1994 年逢坂町長が誕生してからなのですが、情報の共有化とか住民自治

によるまちづくりというのを実践してきたと。その過程で町民の間においてもこのような住民自治

の取り組みを評価されてきたのですが、それが将来にわたって住民参加が保障されたものではない

というような考えが出てきまして、そういうことを危惧する住民の声というものが多くなってきた

と。そういうような意見を受けて、まずニセコ町では広報広聴検討会議というものが、これは木佐

教授が座長をやっている会議なのですが、そこで検討を始めたと。で、まちづくりの基本的な事項

を定める条例が必要ではないかというようなことから検討を開始したのが1998 年なのです。それで

町民が素案を作ったとか行政が素案を作ったということが無くて、まずは木佐教授の持っている研

究会を中心にして基本条例を策定するプロジェクトを作って、その研究会が20 回程度研究を重ねて

出来た素案をニセコ町のたたき台にしていったということで。ただし、ニセコ町でもワーキンググ

ループ会議とかというのが町内の検討会議としてありまして、そこで 35 回ほど開催しておりますし、

町民講座というものを使って町民の説明をしたり、町議会の方にも 3 回説明会を行っております。
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管理職会議というのも6 回程度やっていると。そういう説明と意見交換というものは重ねながら策

定していったというふうに聞いております。 

○委員長（吉田和子君）  18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  だいたい、そういうふうに行政提案で町民にいろいろ議論してもらった、

議会もそのとおりと。そういうようなことで進めていったのだろうなと。強力なリーダーシップを

発揮したのだろうなということは想像に難くないわけですけれどもね。それで、いろいろな歪みが

やっている内に出てきたというような話もちょっとあるんだけど。一応、13 年 4 月 1 日から施行さ

れているわけですね。そして、第 14 章では施行後4 年を越えない期間ごとにこの条例がニセコ町に

相応しいかどうかを検討するんだとこういうような項目があるんだけれども、丁度、今 5 年目に入

っているんですかね、とすればおそらくそういう矛盾しているもの、ぎくしゃくしたものをいろい

ろと検討していると思うのですがその辺りの情報は入っていませんか。どうですか。 

○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）  1 回目の時にお配りしておりますニセコ町の基本条例

の新旧対照表というもので今の検討内容が出ているのですが、先ほどらい申し上げています議会の

部分、それとか新しいところでは法令関係とか政策法務関係そういうものを追加するという状況で

ございます。それで、本当は3 月に改正提案する予定でしたが議会が自ら検討するのにまだ検討が

足りないということで6 月とか 9 月に延ばしておりまして、今回まとまった案を入手したのをお配

りしておりますが。そして、今度、町長選が入りまして 9 月提案出来なくて12 月提案というふうに

結局5 年ぐらい経ってしまうのですが、検討はもう4年目から始めていたということでございます。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方。7 番西田委員。 

○委員（西田祐子君）  今回の白老町の20 ページ、21 ページのところを見せていただきました

ら、もうきちんとした形が出来ていて、さすが白老町はまちづくり条例について早くから検討され

ていて素晴らしい内容になっているなと思いましたけれども、反対にこれを見まして住民が「もう、

ここまで出来ているんだったら、そっちでやってよ」と関心を示さないんじゃないかという懸念を

抱いたんですよね。というのは、この間広報でも載っていましたけども、あれをちょっと読ませて

いただきまして、家族にも読んでもらったんですけども「理解出来ない」と、「難しすぎる」と、「何

をやりたいのかよく分からない」と。その他、町民の方にも何人かに聞いてみたんです。そうしま

したら結局まちづくり条例というのを作るのはわかるのだけども、あまりにもたくさん書いてあっ

て言葉の意味一つひとつさえも難しくて理解出来ないという声をちょっと聞いたんですよね。そう

した時にやはり先ほど大渕さんとかの意見の中にもありましたけども、いかに住民を巻き込むかと

いうことが大切だということを前回も私申し上げたと思うのですけれども、ちょっとこのやり方だ

ったら。やはり例えば今、委員会を作ってもそこの中でこれを出されてしまったら、もうこれでい

いよという感じで受身の態勢になっちゃうんじゃないかなと。そういうのを非常に考えちゃったん

ですよね。で、白老町は協働のまちづくりの推進条例試案とかいろいろ考えていますけれども、や

はりこれを出す前に町民の方々から意見を出してもらって何かするというのに対してなかなか行政

の方と意見が合わないとかって言いましたけど、やはり私も住民と行政が苦労して納得していただ



 １５ 

けるまで時間をすごくかけてもいいからやるべきだと思うんですよね。そこら辺を結局大変だから

と言って、ある程度簡単にしてしまうということにしてしまうと結局住民に関心持たれないまま出

来てしまうんじゃないかなと。たぶん、これ出来上がったら素晴らしいものが出来るだろうと私は

思います。でも、それが果たして住民にとって猫に小判とか豚に真珠、そんなふうになってしまっ

たらもったいないなという思いがしております。いかがでしょうか、その辺。 

○委員長（吉田和子君）  岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  今のご意見と言いましょうか、ご提案いただいた部分でござい

ますが、今日、皆様、議員にお配りしました20 ページ、21 ページというのは町民部会の方にもま

だこの内容はお示しはしておりません。というのは議会の小委員会で今後これらを詰めて行くこと

になりますが、今日、特別委員会という場でじゃあ小委員会がどういうことを進めて、どういう柱

になっているか、全議員さんが知らない中で小委員会が進めるということはやはり失礼にあたると

いうこともありまして、今日初めて議員の皆さんに一応今の原原案と言いましょうか、私ども事務

局で詰めている部分はこういう内容になっておりますと。これについて、さらに今度は小委員会で

進めて行くという部分の位置付けで今日ご説明させていただきました。で、今いただいたご意見で

ございますが、前回もありましたようにやはり町民の方々に理解いただくための時間という部分、

スケジュールの部分でございますが、これにつきましても前回検討させていただきたいというふう

にお話しました。確かに皆さんに理解いただく部分で一応目標として 2 年、3 年先でもいいという

ことではなくて、一応来年 6 月を目標にということでスケジュールを立てさせていただきましたが、

今後こういった小委員会あるいはそれぞれの部会を進めて行って、時間かけるものはちゃんと時間

をかけて説明して行きたいというふうに考えておりますので、今いただいた内容も十分踏まえて町

民に理解出来るような、分かりやすい内容で組み立てていきたいとこういうふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君）  7 番西田委員。 

○委員（西田祐子君）  ありがとうございます。それでですね、やっぱり住民を教育するという

ことも大事だと思うのです。やはり、なぜ、まちづくり条例が大切なのかということは話はだいた

い皆さんぼんやり分かってはいらっしゃると思うのですけれども、そこの中で自分たち町民がどの

ような責任を負わなきゃいけないのか、またはどういう権利を持たなきゃいけないのかということ

もですね。そういう意識と言うんですか、やはり教育を進めることがこの条例が本当に町民にとっ

て素晴らしいものになっていくんじゃないかなと思っていますのでその辺も含めてぜひお願いした

いと思います。 

○委員長（吉田和子君）  私の方から 1 点伺いたいのですけどよろしいでしょうか。何点かの自

治体の条例の説明がありましたけれども、事業主の責務と権利というのが載っているところと載っ

ていないところがあるのですが、白老町は載せていませんけれども。この自治基本条例というのは

全ての条例の上を行くと言うか、最高条例として取り扱っていくということになりますと男女共同

参画推進条例だとか、それから環境基本条例とかというものの全ての含んだ上の条例となっていく

ということであれば、かなり事業主の責務みたいなものが出てくるような気がするのですが、白老

町はその辺をどういうふうに考えて入っていないのかどうなのか、その辺ちょっと説明していただ
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きたいと思います。高橋主査。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君）  今、ご指摘のありました点なのですが一応今後事業主

関係と町民とを分けるという議論も当然出てくる可能性はございます。今のところの考え方としま

しては、一応町民の中に含めて考えるということでございますが今後の検討によりまして事業者と

いうのを明確に分けた方がいいという議論になった場合には当然分けて考えて行く必要があると思

っております。特に杉並区では事業者の部分を明確に分けて書いておりますが、これもやはり今言

われたように事業者の具体的な責務だとか役割とかというのが必要な地域性があるということがあ

ります。大都市において住民という役割も重要ですけども、そういう会社組織とか事業者というの

が大きな役割を占める土地柄があるというようなことが自治基本条例の構成を変える原因となって

いるというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君）  わかりました。他に質疑のございます方。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  先ほどの質問に関連して。ニセコ町でこれを見直したと。それで議会の

役割と責務というのが第 6 章で新設されたわけですね。その部分だけは分かるのですが、全体とし

てその他にこの部分は改正とか検討とかじゃなくて新たに入れただけのことのようですから、その

他に全体の基本条例としての何か見直しというものの情報は入っていないかどうか。その辺りはど

うですか。分からなければ分からないで結構です。 

○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）  今、持っている資料の中身でちょっとお答えしますが、

まず 1 点目が計画進行状況の公表ということで、総合計画の手続きとかそういうものを定めており

ましたが計画の進行状況もきちんと公表しようという点がまず1 点ございます。それから、評価方

法の関係では町民参加の評価を行なうように努めるというようなことも修正で入ってございます。

今の手持ちの資料で大きいところはその2 点の変更があります。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。ここで暫時、休憩いたしますので、また、あともう

1 点説明があります。その後にまた質疑も受けますのでその時にでも質疑があればお願いしたいと

思います。暫時、休憩いたします。開会を11 時 25 分といたします。 

休   憩      午前 11 時 16 分 

                                         

再   開      午前 11 時 26 分 

○委員長（吉田和子君）  委員会を再開いたします。次の説明をしたいと思います。冨川主任。 

○経営企画課企画Ｇ主任（冨川英孝君）  経営企画課の冨川と申します。どうぞよろしくお願い

します。私の方から6 番の自治基本条例における議会条項の事例についてご説明申し上げたいと思

います。ページといたしましては22 ページをお開きいただきたいと思います。資料5 ということで

なっておりますけれども、こちらの方でニセコ町と吉川町、杉並区、神原私案ということについて

ご説明したいと思います。下の苫小牧市あるいは多摩市、伊賀市につきましてはＡ3 判のものなっ

ておりますが一応参考資料というような形で添付させていただきたいというような形で考えており

ます。 
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 それではページをめくりまして23 ページ、ニセコ町のまちづくり基本条例についてでございます。

先ほど高橋リーダーの方からもご説明ありましたけれども、このニセコ町まちづくり基本条例につ

きましては町長選の関係で12 月の議会に上程されて規定されるというような予定になっておりま

す。主な項目といたしましては議会の役割、議会の責務、議会の組織等、議会の会議、会議の公開、

議会活動に参加する権利、議会の会期外活動、政策会議の設置、議員の役割及び責務ということに

なっておりますが、ニセコ町のものにつきましては後段の方で改めてご説明させていただきたいと

思います。 

 続いて 24 ページ。吉川町のまちづくり基本条例についてでございます。1 回目の特別委員会にも

説明ありましたけれども吉川町につきましては議員の皆さんで作られた条例となっております。こ

ちらの方で盛り込まれているものにつきましては議会の役割と責務といたしまして、第 12 条に「議

会は町の議決機関としての責任を認識し、行政の監視機能を高めるとともに住民の生活水準の向上

に努めます。」「2.議会は議会改革に努め、情報公開と住民の参加を推進します。」それから、議員の

責務といたしまして第13 条で「議員は住民の代表者として議事に参加していることを自覚し、審議

能力及び政策提案能力の向上に努めます。」というような形になっております。 

 続いてですね、25 ページの杉並区自治基本条例について読み上げたいと思います。杉並区につい

ては、区議会に関する基本的事項、第八条「区議会は地方自治法で定めるところにより、区民の直

接選挙により選ばれた代表者である議員によって構成される意思決定機関であるとともに、執行機

関の区政運営を監視し、及び牽制する機能を果たすものとする。」「2.区議会は地方自治法で定める

ところにより、条例の制定改廃、予算、決算の認定等を議決する権限並びに執行機関に対する検査

及び監査の請求等の権限を有する。」「3．区議会は前二項に規定する機能等を果たすため、効率的な

議会運営に努めるものとする。」区議会の情報の公開及び提供、第九条「区議会は別に条例で定める

ところにより、区議会が保有する情報を公開するとともに、会議の公開及び情報提供の充実により、

区民等との情報の共有を図り、開かれた議会運営に努めなければならない。」区議会議員の責務、第

十条「区議会議員は区民の信託にこたえ、区議会が前二条に規定する機能等を果たせるよう、誠実

に職務遂行に努めなければならない。」というような形になっております。 

 この吉川町と杉並区につきましては、これまで自治基本条例が制定されている中で議会に関する

規定が入っているものについての一般的なものという形が考えられると思います。多くの自治基本

条例での議会に関する規定につきましてはこういった議会の役割、責務ということと、それととも

に議員に関する責務というようなことが盛り込まれるような状況にあります。その中で情報共有で

すとか住民参加というようなことが併せて盛り込まれているというような形になっているかという

ことが言えると思います。で、杉並区の自治基本条例につきましては第八条の 3 項と第十条の部分

についてですね、これは区議会の方から検討して盛り込むようにという形で加筆された条文になっ

ております。 

 続きまして 26 ページ。札幌市自治基本条例案（神原私案）とありますが、こちらは現在、北海学

園大学に居られますが以前北海道大学の時代に神原教授が検討された内容になっております。かな

り具体的で詳細な規定になっておりまして、究極的な、理想的な条例の、議会に関する規定として
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はこれ以上無いような形にはなっているかと思われます。どういったことが盛り込まれているかと

いうことになりますが、議会の情報公開ですとか、議会の市民参加、あるいは議会の自由討議、そ

れと議会と市長等との関係というようなことと、議員の研修体制等と議会基本条例等というような

形になっています。この第30 条で議会基本条例等というのがございますが、これは自治基本条例に

よって別に定めるところによりというような規定をしてですね、委任規定を設けて、別に議会とし

ての議会基本条例を定めるというような規定になっておりますが、実際、現在のところ、ほとんど

こういうような形で条例に盛り込まれているというものはありません。ただ、昨年、議会の皆さん

で視察に行かれました岸和田市につきましては「別に条例で定めるところにより自らの権能と責務

に関する基本的な条令を定め、市民に対し議会の役割を明確にするよう努める」というような形で

条例として盛り込まれております。ただし、具体性というような部分に関しましては解説の中でも

あるのですけれども、議会基本条例についてはまだまだ議論の余地があり、期が熟した時に定める

ことになりますと。実際、今すぐの条例制定ということを意味しているものではないというような

形になっております。 

 それで、先ほど前段で申し上げましたが最後にＡ3 判の両面で資料で付いておりますが、今、少

し説明いたしました札幌市の神原私案と苫小牧市、多摩市、伊賀市というような3 自治体の議会に

関する規定がどういうことが盛り込まれているかというような形のものを比較表というような形で

提示させていただいております。 

 それで 23 ページのニセコ町のまちづくり基本条例について少しご説明させていただきたいと思

います。ニセコ町につきましては17 条、18 条で議会の役割と責務ということで規定されておりま

す。このことについては、まず議会の皆さんが町民の代表で構成されて、議会を構成していると。

それは意思決定機関でありますというような形の、まず前段で規定があります。17 条の 2 項で議会

は議決機関であるというような形でありますが、これは私たちが知っている範囲では検討段階では

議事機関というような規定があったようですが、17 条の第 1 項で意思決定機関ということをはっき

り述べたことに対して議決機関というような形で規定したのかなと考えております。それからです

ね、検討段階ではチェック機能だとかそういうようなことについてはあまり触れられていなかった

ような状況だったようなのですが、現在示されている内容については第2 項で町の政策の意思決定

及び行政活動の監視並びに条例を制定する権利という、議会の役割として大きくこの 3 点を盛り込

んでいるような状況になっております。それから、議会の責務ということで17 条の第 2 項と併せて

議決機関としての役割、それに対しての責務という形で規定が入っております。3 項では意思決定

の内容及びその経過を説明責務を有するということで、議会と住民の意思疎通の重要性、情報共有

という部分の重要性を基本に規定されたものと考えております。 

 第19 条の議会の組織等ということについてでございます、「第19 条議会の組織及び議員の定数は、

まちづくりにおける議会の役割を十分考慮して定めなければならない」と。これも検討段階では議

員の定数は法律の範囲内でまちづくりにおけるというような、法律の範囲内というような言葉が入

っていたのですが、今回の改正内容を見ますと法律で規定されているものについて改めてここの表

面上法律で規定されるだとかそういう部分は排除されているような形になっております。ここの議
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論といたしましては組織ということですので、議会の組織としてどういうことが考えられるかとい

うことで柔軟性というものを考慮して検討されたいというような形の規定になっておりますが、こ

の検討段階でも定数以外に柔軟性を発揮できる点がどこにあるのか、何なのだろうかというような

議論がされたようなのですが、このことについては今回の改正案を見る限りでは結果が出なかった

と言うか、結論が出なかったような形になるのかなと考えております。 

 続きまして第20 条議会の会議ということで、「議会の会議は討議を基本とする。」「議長は説明の

ため会議に出席された者に議員への質疑をさせることができる。」とありますが、このことは先ほど

17 条でも触れましたが当初は議事機関というような形で検討が進められていたという部分があり

ますが、このことについて条項として改めて立てて議会については議論を中心とした議会をおこな

っていただきたいと。あるいは透明性の確保という部分を視野に入れてこの条例が盛り込まれたと

いうような形で考えております。 

 第 21 条です。会議の公開についてでありますが、「議会の会議及び委員会等の会議は公開とする、

ただし、非公開とすることが適当と認められる場合はこの限りではない。」2 項で「前項ただし書き

により非公開とした場合は、その理由を公表しなければならない。」併せてですね、議会活動に参加

する権利ということで第22 条。「わたしたち町民は、議会の活動に参加する権利を有する。」ここの

2 条がニセコ町のまちづくり基本条例の基本原則であります「情報共有」と「住民参加」という部

分を強く表している条項ではないかと考えております。21 条の会議の公開については議会と住民の

情報共有の視点から検討されたものであると。ここで重要なのは議会から積極的な情報発信される、

そういった姿勢であるとか、やはり議論の透明性の確保することであるというような形がこの背景

にはあるというような形で考えております。それから、議会活動に参加する権利につきましては町

民が議会に対して意見を表明できる権利だとか、そういったものが無いのかということで具体的に

規定することが必要なのかというような形で検討されていたようなのですが、当初は「町民は議会

の会議を傍聴し、意見等を表明する権利を有する」というような形で検討されていたようなのです

が、会議の傍聴ですとか意見等を表明というような形ではなくて大きく議会の活動に参加できると

いうような形で規定をされるような結果になったのかなと考えております。 

 それから、特色というような形になると思うのですが、続いての議会の会期外活動というような

形で第 23 条に「議会は閉会中においても、町政への町民の意思の反映を図るため、まちづくりに関

する調査及び検討等に努める。」それと第2 項で「前項の活動は議会の自主性及び自立性に基づいて

行われなければならない。」というような形があります。このことにつきましては議会は会期だけが

議会としての役割ではなくて会議外活動が非常に重要なのではないかというような形ですね。会期

外という部分で町民との情報共有ですとか、町民参加を積極的に行っていく方がいいんじゃないか

というような形の内容でこういうような条項が盛り込まれていると考えております。 

 それから、政策会議の設置ということで第24 条「議会は本会議のほか、まちづくりに関する政策

を議論するため、政策会議を設置することができる。」2 項「前項の会議は議長が招集し、議事運営

にあたるものとする。」というようなことで、このことは地方自治法の第10 条において「地方自治

体の議会は条例で特別委員会を設置することができる」というような条例を受けて、こういうよう
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な形で政策会議を設けたというふうに伺っております。ただし、その内容あるいは議題については

議会で当然そういうような形で行われるという形で考えております。 

 それから、最後になりますが改めて議員役割及び責務ということになります。第 25 条「議員は町

民から選ばれた公職者として自ら研さんに勤めるとともに、公益のために行動しなければならな

い。」第 2 項「議員は基本的人権の擁護と公共の福祉の実現のため、政策提言及び立法活動に努めな

ければならない。」というような形になっております。このことで目的にしているものについては、

前段 17 条、18 条で議会の役割、そして、議会の責務というような形が規定されておりますれども、

その議会を構成する町民の代表者である議員の皆さんの役割、責務をここで最後にもう一度どうい

うような形で議員活動を行っていくというような形のものを規定したというような内容になってお

ります。雑駁ではありますけれども以上で自治基本条例における議会条項の事例というような形で

のご紹介とさせていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございます。説明が終わりましたの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。13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  今の説明を聞きながら見たのですが神原私案というものをかなり興味深

く眺めて、今までの議論とかみ合わせてみたのですけどね。憲法なのだから理念が先行ということ

で理念をきちんと並べただけでは、これが「何だ、これが当たり前じゃないか」ということにしか

ならない。その時にやっぱり生きて働くためにこの基本条例がどうなればいいかというと、先ほど

からも話が出ているのだけれども、「こんなふうに変わって行くんだな」「まちづくりがこんなふう

になって行くんだな」ということがよく分かるということが、その中でも見えてくるものが必要な

のではないのかなという気がするんですよね。だとすれば、理念を並べることによって、それをさ

らに基本的な部分で具体化するというね。その作業があって初めて先が見えてくるんじゃないのか

と思うのです。そうするとどうなるかというと、白老町の先々、議会の先々、これから何年か後先

が見えてくるのにはどうすればいいかというと、今、進めている改革というものね、自分達が良く

するためにまだ出来ないけどもこういうふうに直して行こうとしている、そこの部分の基本的な理

念が描かれなきゃならない。そういう意味ではこの神原私案というのは何でここまで具体的に書く

のかなというふうに見たのだけども。やはり、理念の中のさらに大事な部分の基本というのは具体

化してこうしなければならないということを謳っているために、こういうふうに変わって行くんだ

なということが見えるのではないのかなという気がして読んでいたのですよ。とすれば、そんなこ

とを具体化すればするほど、我々議論は尽くさなきゃならないし、異論が出てくることは間違いな

いのだけども、そして、それをやれば我々自身課題を背負ったり、責任を背負ったりしていくわけ

だけども、やっぱりそのくらいの覚悟があってこんなふうに変わって行くんだよということが見え

るようにすることがこの中では大事じゃないかと。基本条例とは言いながら、こういうふうに変わ

って行きますという展望が見えるというふうな書き方というのが必要じゃないかと。これが全体に

通してそういうことが言えるのではないかなと思いながら見ていたのですけども。そういう見方と

いうのは無理があるのでしょうか。その辺りお聞かせください。 

○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）  神原私案を通してのご意見というふうに捉えたところですけど

も。確かにいろいろな事例がございまして、それをどういった項目がどこの町の条例に盛られてい

るかという一覧を作ってみますとですね、神原私案というのはほとんどの項目に該当するという、

捉え方によっては全てが網羅されている私案かなというふうに位置付けされるかなというふうに思

います。まだ、そこまで至っている自治体はありませんので、白老町もじゃあそこまで目指そうか

というのは今の段階ではまだそこまでは考えとしては提起していないところなのですが。今、議員

おっしゃるとおり、この条例が出来て、理念と言いましょうかね、町がどう変わって行くかという

ことがやはり分かるのが一番いいんじゃないかとこういうご意見だというふうに思うのですけども。

一つにはですね、前回の学習会の中でもご説明させていただいたのですが、やはり今、総合計画と

いうきちんと認められたものがございます。その中にやはり誰もが幸せを感じる町を作っていくん

だということを理念に掲げて総合計画というのはスタートしていっているわけでございます。一方

でそれをどういう仕組みで幸せを感じる町にしていくんだという部分がやはり条例という部分の過

程と言いましょうかね、関わり方、ルールというものになってくるというふうに捉えておりますの

で、今後の当然、検討課題でございます。そういった理念、町がどうなるかということが例えば前

文のところでこういう町なんだよというのをすごい理解しやすいように盛り込んで行こうとこうい

うことも必要だと思います。今日、いただいたご意見もさらにまた各部会なり小委員会の中でもま

た議論していきたいというふうに考えます。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。じゃあ、他にございませんか。7 番西田委員。 

○委員（西田祐子君）  神原私案の方を見させていただきましてですね、ちょっと一つ思ったの

ですけども。予算づけは白老町としてはここまでやっちゃうと出来るのかなという思いがいたしま

した。やはり議員の研修体制とかそういうことを読ませていただくと、正直言って市議会議員でし

たら可能でしょうけれども議会の体制なんかも含めまして、これは予算づけが無ければ出来ない話

しですよね。その辺はどのように捉えていらっしゃるのかしら。それともニセコ町ぐらいにして、

その辺のところはやっぱり避けた方がいいかなというふうに思っていらっしゃるのかしらと思って。 

○委員長（吉田和子君）  岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  今日のここでいろいろな事例という部分で紹介させていただき

ました。今日の資料の5 という部分は今、新しくニセコ町がどう変えようかという中の一つとして、

神原私案というのも実はこういうものもありますということで紹介させていただきましたので。確

かに内容が非常に多項目、たくさん盛られていますのでこのことがイコール白老町もこういう部分

で進むんだということではございませんので。いろいろな事例を紹介させていただいたということ

でのご認識というふうに捉えていただきたいというふうに思います。ですから、例えば神原私案の

第 29 条、議員の研修体制等というのもございます。議員おっしゃるとおり、こういうことを全部進

めるとなれば、それなりの財政負担というのは出てきますから、これは神原私案としてこういうこ

とを進めるという一つの事例としてありますので、白老町がじゃあこのことをやる時に本当に予算

等云々ということは、そこはもっともっと協議検討しなきゃならない部分だ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。他にございませんか。13 番斎藤委員。 
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○委員（斉藤征信君）  今の答弁に関わらせていただきますけども、この神原私案が具体的だと

言っても、これが全部必要だと、これでいいんだということにはならないということは分かるんで

すよね。大事なのは神原私案が出来た、その精神じゃないのかなと。何でここまで具体化したのか

なということがね。ただ、「住民は参加しなければなりません」とか、「資質を向上させるよう努め

ます」だとかという紋切り型のそういう言葉でなくて、じゃあそれをどういう方法でそれに努める

んだということが一歩突っ込んでいなかったらその精神が生きてこないわけですよ。よその基本条

例を見てもね、「何々しますと」いう形でバサッと切れている部分というのがかなりあるのだけども、

それだけで出されると「何だ、こんなこと当然じゃないか」というような論が返ってくるわけです

よね。だけども、白老として今の情勢の反映を受けて、こうやりますというね、その改革の先端だ

ろうと思うのですけども、そういうふうになればね。そういうところをこういうふうに努めますと

いう具体的な一言がイメージをグッと膨らませてくれるんじゃないかと。そういうものを町民が待

っているんじゃないかということ。その精神を受け取る必要があるんじゃないかというふうに読む

んですけどもいかがですか。 

○委員長（吉田和子君）  岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  今、神原私案という中でのご意見、その精神論と言いましょう

か、ここまで行き続いていくためにやはり何かがあって、こういうふうに項目が多くにあたったん

じゃないかということがあったと思います。今年 6 月に自治基本条例にあたってのフォーラムがコ

ミセンの方でありまして、福士先生の方からこの神原私案という部分のお話もいただいて、議員の

出席いただいた中でのことかと思うのですけども。その時にはやはり条例にあたって神原先生がど

ういう形で必要性という部分がお話にもあったということと、その資料もいただいておりますので。

そのこと全てがこれからの白老町の条例の中にきちんと網羅出来るかというそういう議論は別とし

て、こういう部分が項目がこれだけ出るという必要性、意味、その部分はやはりちゃんと理解しな

きゃならないというふうに思っております。そのことをじゃあイコール白老町で入れるんだという、

その議論はまた別だと思います。そういうふうなコンセプトがきちんとあって私案が出来たわけで

すから、その部分もやはり私どもで何がこういうふうになって来たかということを白老町に当ては

めて、やはりそれを分かりやすく町民にも発信することも必要であるというふうに捉えていますの

で、今後これから町民に説明していく部分でも今のご意見を大事に説明会を開いていきたいとこう

考えております。 

○委員長（吉田和子君）  他に質問のございます方どうぞ。ありませんか。よろしいですか。本

日はこれまでといたしたいと思います。なお、今後の特別委員会につきましては先般、設置いたし

ました小委員会での議論が中心となり必要に応じながら全体の特別委員会を招集したいと考えてお

りますのでご承知おきください。 

                                         

      ○閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君）   これをもって本日の特別委員会を終了いたします。 

（閉会 午前 11 時 55 分） 


