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◎開会の宣告 

〇委員長（斉藤征信君） おはようございます。ただいまより、白老町自治基本条例の

制定について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）  それでは、本日の予定を事務局の方から説明いたします。  

〇事務局主幹（中村英二君）  皆さんおはようございます。本日の小委員会につきまし

ては、ご案内のとおり、前回に引き続き、自治基本条例制定に関する事項についての調

査でありますが、本日午後に予定しております特別委員会に経過等の報告、それから、

これまで討議してきました議会関係骨子案について、これらについて、まとめましたの

で、これについての内容についての確認の調査ということになっております。また、関

連がございますので、町民関係および行政関係骨子案についても執行部の方から説明を

受けることになっております。以上のとおりであります。  

〇委員長（斉藤征信君） それでは、今、報告がありましたように今日の特別委員会に

どのような形で報告をするかという、中間報告になるわけですけれども、その報告の形、

一応、ここでまとめて、それで報告をしたいということで、それにあわせて、経営企画

課の方からも、町民部会、それから行政部会の方も合わせて報告をしてもらうという形

で、それらについても一応、どんなふうに行うのかということで、確認をしておきたい

というふうに思っております。それでは私の方から、経過報告とそれから議会関係骨子

案についての報告をいたします。続きまして、執行部より説明をお願いしますという、

ということでいきたいと思います。  

 執行部の方にお聞きいたしますが、ここにまとめられたこの文章で今確認をいたしま

すが、その後、執行部の方から、その他の部分についての報告を受けると、あるいは、

この議会の部分についても説明を加えるというようなことがありましたら、それらにつ

きましても、付加してもらうということで行きたいと思いますが、それでよろしいです

か。 

〇経営企画課長（岩城達己君） 只今、委員長からご提案あったとおりの形で進めたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

〇委員長（斉藤征信君） はい、わかりました。それでは、経過報告と議会関係の骨子
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案について私の方で読み上げて、こんなふうに進めていうことでいきたいと思いますの

で、資料をご欄ください。これを読み上げるだけでなく、その前に一応、ご挨拶をしな

ければとならないかと思います。実際にこの５人の小委員会でいままで精力的にやって

きたということで、報告をしたいと思います。そのあと議員の皆さんから補足、或いは

修正がありましたらそれを受けるという形になるということだろうと思います。その後、

これが提起されて骨子案ですから、その後、条文を作成していかなければならない、そ

れらの日程についても２月、３月にかかっていくという許可を議会の方に求めておきた

いと思います。 

 それでは読み上げていきます。経過報告。本委員会は町が予定している自治基本条例

策定に関する調査、検討を目的として平成１７年７月２５日に設置され、８月３０日と

９月１２日の２回にわたり、条例制定に向けた日程、組織体制、趣旨等の説明、確認と

他自治体の条例事例の説明や白老町における条例の考え方などを検討した。その後条例

の主体分野ごとに検討する組織を設置し、議会条項については、小委員会を設置して検

討が行われてきました。第１回の小委員会は１０月６日です。今後の検討方法について

話し合われました。その結果、先進事例を項目ごとに検討し、それぞれの論点整理を行

い、それに基づく骨子素案を作成して議論を重ねてまいりました。まとめる方法、モデ

ルを検討し、論点を整理し、そのあと骨子案を作成するという方法を選択しました。１

０月２４日第２回目の小委員会を行い、議会の役割と自治基本条例、これは福士先生に

よるものです、による検討と論点整理。そこにカッコにあるようなものを行うとともに、

自治基本条例における議会条項、事例項目別一覧を作成して、１つ、議会の役割、責務。

２つ、議会の権限。３つ、議会の運営。４つ、議員の役割、責務の４項目について検討

を加えました。１１月１０日第３回目は、協働の時代の議会と住民。これは江藤先生の、

と議会基本条例要綱研究会試案、渡辺氏による。よって基本的な考え方の検討を行い、

議会条項、事例項目別一覧の５つ目になります、議会の情報公開制度。６つ、議会の住

民参加制度。７つ、議会議員の自由討議。８つ、議会の会期外活動。９つ、議会の政策

会議。１０、議会と首長等の関係。１１、議員の研修等。１２、議会の組織。１３、議

会事務局体制。１４、議会基本条例等の各項目について、検討を加えてまいりました。

１１月２４日第４回目は、これまでの検討に基づいて作成した議会条項骨子素案につい

て検討修正を行い、原則、基本事項、制度仕組みの３構成、１３項目で整理を行いまし

た。その後、本骨子素案について、各会派で検討を行い、次回までに意見を集約して議

会関係条項骨子案としてまとめることにしました。第５回目、１2 月８日に行われた小

委員会では、前回までの骨子案について各会派ごとに検討した結果を報告し、修正を行

いながら、骨子案として整理を行いました。また、自治基本条例に対する議会としての

視点として、ひとつ、議会の活動が現状にとどまらず、議会改革をささえる内容をもっ
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た条例なのか、条例になったか。２つ目、議会や議員の質を高める観点が明確で、努力

目標に迫るものになったかどうか。３つ、白老町ならではの独自方策、町民などに広く

発信し、合意を得ることが出来るような輝くものが盛り込まれたか、など、先進性、実

効性、独自性、合意性の高い条例になることを期待する条例内容の指針として確認され

ました。その後、１２月１６日に、議会関係骨子案が全議員に配布され、年明けには、

他の分野、骨子案も配布されました。以上が経過報告でございます。骨子案ついては、

別資料で差し上げておりますので、それと合わせ、ご覧いただければ幸いでございます。

ここで確認なんですが、ご存知のように１項目から１３項目までずっと、それぞれまと

めてその中心になる部分をまとめてここで述べております。これだけ読んだだけで、討

議の内容、ポイントが浮き彫りになるか、どうかという点では、ちょっとまとまりすぎ

ちゃって、これを聞いただけで、後は、意見はありませんか、と、言ったってなかなか

難しいかなということで、読み上げながら、どこがポイントになったかと言うことを一

言ずつ、付け加えていった方がいいかなと、考えておりますので、後でご検討願いたい

と思います。骨子案の説明に入ります。骨子案の構成。議会条項に関する骨子案は、１ 、

議会に関する原則、２、議会運営の基本事項、３、議会活動の制度と仕組み、の３つで

構成しております。これは自治基本条例が、自主自立のまちづくりを進めるために自治

体における自治の基本理念を定め、それぞれの主体が、その役割を明らかにした上で運

営の基本体制や責任などの基本事項を定め、それに基づく、基本的な制度仕組みを示す

ことにより、まちづくりの制度的、最高規範となるよう、上記、３項目で構成しました。  

しかし、条文においては、骨子案の構成がそのままの順序で表現されるとは、限らず

構成にそった形で、必要な項目、論点として整理したものが骨子案であります。という

ことで、１項目から１３項目まで、それぞれ説明をいたします。まず議会に関する原則

という部分でこの理念と議会の権限、議会の役割を取り上げました。そのひとつ議会の

理念から申し上げます。議会は、その権限や機能が変わることなく、これまでどおり、

活動することを基本とするが、その原理原則の再確認や強化すべき機能、時代に合わせ

た改善などを進めることも重要な視点であります。議会は地方自治制度における二元代

表制の一翼を担い選挙によって選ばれた議員で構成する町民の代表機関としての位置付

けから、その使命は、いかにして主権者である町民意思の反映をはかることが出来るか

であり、その発展と町民の安全と安心を守り、町民生活の向上に寄与することが基本理

念であります。議会の組織としては議会制民主主義に基づく言論の府としての機能とそ

の政治責任を合議制によって決定する議事機関であることを整理したものであります。

今、報告いたしましたこの理念につきましては、二元代表制の一翼を担って議会制民主

主義を貫いて、言論の府としての機能を発揮し、それを生かして合議制によって運営さ

れるものであるといくことを全部、必要な項目が、ここに入っているわけであります。
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特にここでいいたかったことは、基本は、町民を主人公として、町民の意思が反映した

運営、町民主権のまちづくりと、いうことを謳ったものであります。という説明をちょ

っと加えておきたいかなというふうに思います。ふたつめ、議会の権限。上記の理念を

達成していくための議会活動の権限、権利を３つに整理しました。第１に町独自の法令

としての条例の制定、改廃など、まちづくりを法的に統制していく立法を定める権限。

第２に町の予算、決算、財産や政策執行など、町政の重要事項にかかわる行政活動、選

択、決定する権限。第３に行政などの執行機関に関する調査及び監査、請求等の監視を

行う権限である。これらの権限をいかに駆使し、よりよいまちづくりとその環境体制づ

くりを進めていくのかが重要であります。ということで、この権限につきましては、文

字どおり立法権、意思決定権、チェック機能の監視権と謳ったものとご理解願います。

３、議会の役割、議会の役割は、地方分権の発展に伴い、自主自立のまちづくりを進め

ていくための自治責任や条例制定権などが、範囲拡大されていくことから、その責任は

格段、重くなります。それからのことを総合的に判断し、議会の役割を町の意思を決定

する役割と位置付けました。ただし二元代表制に基づく町長の意思決定権もあるが、こ

こでは議会の役割を重視しました。ここでは町長の意思決定権とともに議会責任を謳っ

たもの、ということになります。では次のページ、議会運営の基本的事項につきまして

は、運営の原則、議会の責務という形でまとめてあります。４、運営の原則。議会運営

は言論の府とする合議制機関であることから、自由な討論を中心とした自立的な運営を

行わなければなりません。委員会などの討議結果を踏まえた円滑な議会運営は大切であ

りますが、本会議等での町民に見える場面において調整された結果のみを導くことでな

く、その検討過程や選択理由なども明らかになるような運営を進めていくことを基本と

します。また、議会は町民に開かれた議会とするため、会議の公開を原則として運営い

たします。ここで問題になりましたのは、この自由討議と言論の府の中で、議員として

その発言が保障されているか、どうか。ということがひとつの大きな問題になります。

運営の中では、この最大限、尊重されていかなければならない、ということが大事にな

りますけれども、この運営していく中では、基本的な発言ルールに基づくのは当然であ

りますが、それら発言を規制している内容なんかについては、これからどういうふうに、

改善していかなければならないか、などは今後の検討に、待つことになるだろと、押さ

えております。特にここでは、開かれた議会、公開の原則ということを建前にする、と

いうことを謳ってあると。ということの説明を加えたいと思います。５、議会の責務議

会の政治的責任は、最良の意思決定を行うことであります。そのために、町民との情報

共有や参加が運営の基本事項として重要であり、同時に、政策選択のための情報資料の

収集を図るなど、議会制民主主義を充実するための町民との協働型議会の運営に努める

必要もあります。さらに、その責務を果たすため、将来展望を持った総合的な視野に立
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った判断や活動が求められることが、創意工夫や整備仕組みの改善を図る、不断の議会

改革に取り組む責務がある、といたしました。ここで問題になるかは協働型議会という

言葉。これは耳慣れないようでありますが、従来の監視型議会に対応する言葉として、

町民参加型の議会運営であるということを押さえていただきます、ということで、その

町民参加をどうするということは、この方法論につきましては、別途、また検討を加え

ていかなければならない事柄だろうというふうに思います。特に、ここで大切なことは、

不断に議会改革を断行していくこと、それが絶対条件であるということでおさえておき

たい、と思います。６つめ、議会の責務であります。議員の一人ひとりが議会の一員で

あることを自覚し、地域や町民の公益実現のための活動を原則とします。そのために、

議員の自己研鑽につとめ、審議能力、政策調査能力や政策提言の能力の向上をはかるこ

と、さらに議員は公職者として政治倫理規範に基づいた行動が求められることを基本と

いたしました。ここで大事なことは町民から信託を受けたものとして、資質能力の向上

に務めるということと、もうひとつは、議会とともにこの５番、６番の両方にかかわる

ことですけれども、議会の質、それから、議員の質の向上をどうするか、これが同時に

大きな議題になってくるということで、それぞれ議員と議会の質の向上ということで、

ここに謳っております。  

 次、議員活動の制度と仕組みということで、７から１３までの項目で、おさえてあり

ます。７、議会の組織。議会の組織としての各種会議や議員の定数は、まちづくりにお

ける議会の役割を十分考慮して定めることを基本的な仕組みとします。常任委員会等の

兼務制限なども廃止の方向で、法改正が議論されており、今後、各種会議のあり方やか

かわり、議員の定数など改善の検討が必要であります。また、議会の運営、議員の政策

立案や調査活動などを補佐する議会事務局を置き、その基本的な機能を定めました。こ

こで定数の問題、組織としてこの定数の問題でありますけれども、この定数の問題は、

財政面から云々ということではなくて、町民に奉仕出来る機能を発揮出来るということ

を最大限考慮しなければならないのではないか、ということ、そして、事務局の役割を

ここでは謳いました。８、議会の会議。議会活動の重要な仕組みとして、会議があり、

その基本に本会議があります。しかし、それを充実させるために行政の調査や監視、適

切な政策形成を行うための仕組みとして各種会議を定めます。現状の会議規則、招集規

則、委員会条例等は全国的な標準でつくられていることから、今後、現状と合わせた個

別条例や規則の改正等も視野に入れる必要があります、と。ここでは会議規則、条例な

どの町の実情と合わせて検討していく必要がある、ということを言っております。  

９番、議会活動の充実。議会運営の基本事項を受けて、議会活動の充実をはかる基本的

な仕組みを定めます。第１に、議会の討論を促進するための仕組みとして、審議するた

めの時間を十分に確保すること、議事の方法や執行機関とのかかわり、町長との関係な
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どの仕組みを定めます。さらに様々な制度を活用して議会の政策提言など活動の充実を

はかったり、会期外活動についても定め、具体的な仕組みづくりに反映させていくこと

とします。ということで、ここで問題になりましたのは、自由討議。先ほども申しまし

たけれども、この自由討議をどうやって行うのか、そして、質の向上をどのように求め

ていくか、政策提言能力を求めると、高めるということで、この自由討議というのは、

原則的に取り入れなければならないけれども、その仕組みとして、今後、検討を待たな

ければならない。もうひとつは、町長との緊張関係ということをどう維持していくか、

ということ。これは議会の質にかかわってくるものというふうに、捉えています。もう

ひとつは、行政の反問権をどうするか、ということでありますけれども、この行政側の

反問権。これがあるということは、理想としながらも、小委員会としても、そこまで責

任を持てる範囲でございませんので、今回、これらについて、なお、検討を加えていく

ということに押さえてあります。１０番、議会の情報公開。議会の議決事項や検討過程

が町民生活に影響を与えることから、町民との情報共有を推進して説明責任を果たすた

め議会の活動報告会や議決事項の内容などの情報公開を進める仕組みを定めた。また、

その実行性を高めるため報告会の開催や議会広報の発行などを別に定めることといたし

ます。ここでは情報を共有するという側面から議会報告会などのあり方などが、今後の

課題にはなっていくであろうということで、ここではしなければならないとは、しませ

んけれども、そういうことも検討を加えていく、筋道があるのではないかと、おさえて

おります。１１番、議会の町民参加。議会は、町民の行政への意思反映などの議会と町

民との連携による行政運営を進めるため町民の意見を聞く機会や各制度の活用をはかっ

て、町民参加の仕組みを定める。また、その実行（効）性を高めるため、意見交換会や

町民提案制度など、具体的な仕組みと、公聴会制度や参考人制度などの各制度を活用す

る方法などを別に定めることにしました。ということで、このように町民が議会に参加

するか、町民の議会参加ということが、どんな形なのかということを様々な論議をして

きたところであります。その方法については、今述べたように、様々な形がありますけ

れども、これは別途考え、ただ町民が議会に参加していくという点、その道を開いてお

くことは、大事であろうと、いうふうにおさえております。１２番、議員の研修等。議

会は議員の責務に定めた基本事項を達成するため、議員等の能力向上をはかる必要な仕

組みを定めます。基本的には議員の能力を高める、研修の充実、情報収集活動の充実を

はかる資料の整理、提供、まちづくりに関する政策を調査、研究し、提案を充実させる

政策会議の設置などを定めました。ここでは、議員個々の能力向上は言うまでもなく、

議会全体として高まっていくと、いうことを考えていきたい。ということを論議しまし

た。その結果として政策会議等の設置をどう義務付けるか、どうか、ということの検討

をいたしましたが、これは、設置につとめるということであります。あくまでも議会全
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体の質を高めていくという方向で今後検討を加えていただきたい、というところでおさ

えてあります。１３番、議会の運営制度、体系の整備。本条例の趣旨や基本事項に基づ

き、それに関連する議会に関する制度と運営の仕組み、方法などを整備していくことを

定めました。また、そのことにより、議会に関する個別条例や規則の制定を促進し体系

的に整備していくことを定めました。ここは、論議をしてきた結果、条例だとか規程の

必要が随所にあるために、一括して、ここでまとめて整理しておいたものであります。

検討事項のところに、様々な条例、規則、その他の規程などが書いてありますが、これ

らに続いて、一つひとつ整理していかなければならない。体系的に整えなければならな

い、ということで謳ってあります。ということで説明を終わらせていただきます。ここ

に、中間報告するというところまで、こぎつけたということで、委員皆さんのご協力に

も感謝を申し上げたいと思います。ここまでまとめてこられました、経営企画課企画グ

ループの皆さん方、あるいは議会事務局に感謝を申し上げながら、この報告をするとい

うことで、小委員会として報告を終わらせたい、というふうに思っております。あとご

意見がありましたら、続いて執行部からの説明の前にありましたらどうぞ。  

〇委員長（斉藤征信君） それでは、執行部からの説明の前に、進め方について、どう

か、意見をお聞きいたします。進め方、これでよろしいですか。  

〇委員（谷内 勉君） よろしいと思います。  

〇委員長（斉藤征信君） それともうひとつは、ずっと読まれてきたと思いますが、内

容的にどうか、ということでは、何かございませんでしょうか。また、何かありました

ら、あとでどうぞ、ということで考えておいてください。それでは、経営企画課の方に、

必要な説明をお願いします。  

〇経営企画課長（岩城達己君） それでは、今日の特別委員会の執行側の骨子案の部分

で②の町民関係骨子案の構成についてと③の行政関係骨子案の構成について、というと

ころを私どもの方から説明させていただきます。ページ数につきましては、６ページ、

それから７ページというように、なります。６ページの方が町民条項にかかわる部分、

それから７ページが行政にかかわる、ということになります。町民それから行政、それ

ぞれ、１０分程度の報告内容となりますので、それぞれ担当の方から説明させたいと思

います。まず、町民条項につきましては、冨川主任、それから行政条項につきましては、

野宮主査の方から、それぞれ説明させていだきます。  

〇委員長（斉藤征信君）  はい冨川主任、どうぞ。 

〇企画Ｇ主任（冨川英孝君） それでは、私の方から町民関係骨子案構成についてとい

うことで、説明させていただきます。～略～  

〇委員長（斉藤征信君）  はいご苦労様でした。はい野宮主査どうぞ。  

〇企画Ｇ主任（野宮淳史君）  それでは、私の方で自治基本条例行政条項骨子案の構成
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について、説明させていただきます。～略～  

〇委員長（斉藤征信君） はいありがとうございました。今、町民関係部会と行政部会

の方からの報告ということで、聞いただけで、何かお聞きするといっても、ちょっと大

変かもしれませんが、今、富川主任と野宮主査の報告に基づきまして何か質問がござい

ましたらどうぞ。はい、近藤委員。  

〇委員（近藤 守君） 税金というものは国民の義務であるということですが、例えば、

保育料であるとか水道料であるとか、町独自でやっている、そういう払わなければなら

ない部分が、非常に、不能欠損であるとか、いろんな形でね問題になっているんですけ

れども、そういう部分について、町民に対して、やらなければ駄目ですよと、そういう

項目としては、あげる必要があるのか、ないのか聞きたいのですが。  

〇委員長（斉藤征信君）  はい岩城課長。 

〇経営企画課長（岩城達己君）  今、個別的な部分で、具体例が出たんですが、今、お

っしゃっていることは、もっと大局的に、要するに町民の責務として、当然それは、納

税は国民の義務と同様に、町が独自にやっている使用料、手数料という部分だと思うの

ですが、その辺については、町民の責務といいましょうかね、そういう大きな中で、当

然、権利というのは出てくるんですが、その個別または、まだ踏み込んではいない、と

いうことなんですね。条例案が出来たときは、そこまで盛り込むかどうかは、また、町

民部会で、その辺は議論しなければならない。ちょっと個別までは入るかどうかは、そ

うとう議論しなければならないと思います。  

〇委員長（斉藤征信君） はい、よろしいですか。はい、その他ございますか。はい、

氏家委員。 

〇副委員長（氏家裕治君）  今回は、議会関係それから行政関係、町民関係のこの骨子

案というのは、すごくよくまとめられているな、と思うんです。ただ、一番大事なこと

は、こういったものをまとめるだけでなくて、これが実際に、皆さんにどう周知されて

いくのか、とかですね、行政また議会、それから町民ですか、ひとつ今、行政の部分の

というか全体部分で、原則は、皆さん、理念だとか、役割、という部分にしっかり、捉

えていると思うんですが、例えば、議会にしても、町民にしても、行政にしても、この

責務という部分でいくと、一番いい、端的な部分があるんですが、行政の部分では、職

員の責務という部分がありますよね、これは、特に戻ります議会、議員の責務もある、

ひとつとってみれば、職員は全体の奉仕者である。それから、職員は町民との信頼関係

を深めるという部分があります。そして、こういった部分は文字で終わってしまうんで

はなくて、また議会、町民、そして、行政が本当にこういった部分をどうやったら、信

頼関係の中で、こういう条例がうまく運用されていくのか、という周知ということが、

一番大事なことだと思うんです。ですから、こうしてしっかりまとまった部分をどう、
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議会が反映し、また、町民が反映し、そして行政が、これをどう運営、運用していくか

ということが、一番大事な部分だと思うんです。その辺をやっぱり企画行政としてので

すね、企画といいますか、この町民に対してのしかけですとか、そういった部分が大き

な役割をするのではないかと思うのですが、その辺をどう捉えていますか。  

〇委員長（斉藤征信君）  はい岩城課長。 

〇経営企画課長（岩城達己君） 只今、委員のおっしゃるとおりでございまして、せっ

かくいいものが出来まして、魂が入って、それが実践されて生かされなければならない、

という部分、今後、策定後、私どもの本当の使命であるかなと思っております。今、一

例として、職員の責務という部分が出てきましたが、職員はもとより、町民においても、

やはりこう変わったんだと。単にそのまちづくりに、かかわって、もの申すばかりでな

く、そのことを実践していくということが大事であると捉えまして、この条例が出来た

あかつきには、やはり地域での説明会というものも開催しながら、こう変わったんだよ

ということをきちっと、理解を求めたいと思っています。どういう形になるかは、これ

からの検討になりますが、今まで、例えば協働という部分が、もしも否定されて変わる

ということがないように、やはりきちっと皆さんに理解してもらわなければならないと

部分が大事でありますので、そういったことも含めまして、そういう部分の言葉が適切

でないと思いますが、そのＰＲといいますか、そういうことはきちっとしていきたいと

考えております。 

〇委員長（斉藤征信君）  はい氏家委員。 

〇副委員長（氏家裕治君）  最後に、今、課長がいわれたとおりですね、その町民だか

ら、行政だから、議会だからと、この一つひとつを見てやるんではなくて、ひとつのま

ちづくりという大きなテーマにそった、ＰＲといいますか、信頼関係を築いていくこと

が、やはり大事なことだと思いますので、その辺の別に言葉を飾る必要はないと思いま

すが、本当にそのＰＲのしかたで、町民が動く、動かない。また、ここまでやっている

んだから、という気持ちにならなかったり、じゃあ、こちらだけが、こういうことをや

ればいいんだ、ではなく、本当にひとつになってやっていけるような、そういった仕組

みづくり、というか、しかけ、ＰＲのしかたを考えていただきたいなと思います。  

〇委員長（斉藤征信君）  答えはいいですか。  

（氏家）はい。 

〇委員長（斉藤征信君） そのほか。よろしゅうございますか。それでは、一応、まだ

あれば、後で出してもらうことにして、高橋主査、議会関係の方で、何か以前と変わっ

ている部分だとか、この辺は配慮しただとか、というものがありましたら追加して、あ

りましたらどうぞ。はい主査。  

〇企画Ｇ主査（高橋裕明君）  今、委員長いわれたように、特段の事項はございません
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が、やはり、今まで検討してきた趣旨が、この機会に伝わるように、ということで、整

理いたしました。要するに今の課長がお答えしましたけれども、この信頼関係だとかが、

基本事項に出ていると、いうところを、どういうふうに、実現化していくんだというこ

とが、基本的な制度仕組みに、つながる部分ですから、そこを例えば町民の声が反映さ

せるための、情報共有制度だとか、参加制度だとか、そういうところの実効性にかかわ

るというところの基本事項と、制度仕組みのつながり、というところをもう少しうまく、

私どもがうったえられなかったかなと、今、思ったので、その点につきまして、例えば

議会でも基本的な理念として、町民の意思を議会に反映していくんだと、いうために、

議会としても情報公開をして、その説明会ですとか、意見を聞く機会だとか、そういう

ことにつなげていきたいという、ところが明確になれば、よいのかなと、ちょっと思い

ました。 

〇委員長（斉藤征信君） だいたい、この今日、特別委員会の中に提示する内容につい

ては一応おわかりいただいたと思いますので、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、会議を再開いたします。今後の日程について、

確認をし、お諮りをしたいと思います。本日の特別委員会に、先ほどの内容について報

告をし、それの了解をもらったうえで、日程についても、いろいろ検討を加えていただ

くとしてありますけれども、まず、日程につきましては、２月上旬、だいたい２月８日

になるかと思いますが、２月８日に小委員会で条文、条例の策定を開始することになる

と思います。その後、日程の関係で議会もあり、中間報告会もあり、いつ開けるかは、

わかりませんので、随時、その都度、考えながら検討を加えるように日程を考えていき

たいと思います。それから、中間報告会の開催についてですが、ここで確認しなければ

ならないのは、議会の提案、一応、ここは、高橋主査の方で説明を加えてくれるという

ふうになっておりますが、場合によっては、小委員会として、報告をすると、いう形に

なるかもしれないと、いうことでおさえておきたい。これは、町全体の流れの中で決ま

ることだと思いますので、そのようにおさえておきたい、というふうに思います。  

 続いて、条例案が出来たあとの条例策定委員会の加入の問題ですけれども、一応、町

として、共同提案型にしたいということでは、小委員会としては、条例策定委員会に加

入すべきでないかと、いう方向でこれから提案をして、仕上げていきたいと思います。

これはあくまでも、町議会、あるいは、特別委員会の責任になりますので、それらの決

定を待ちたいと思います。以上、日程、それから組織について、これからの動きにつき

まして、ここで確認をしたいと思いますが、それでよろしゅうございますか。 

〔「よろしい」の声あり〕  

〇委員長（斉藤征信君） 異議ないものとして、ここは通過いたします。それでは、あ

と時間残り少なくなりましたけれども、今回の報告、小委員会として特別委員会に報告
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する内容をもう一度、確認だけしておきたいと思います。先ほど読み上げましたまとめ、

経過報告については間違いございませんね。よろしいですね。 

〔「はい」の声あり〕  

 では、経過報告については、このように進めていきたいと思います。それから骨子案

の条項につきまして、先ほど、まだ、一つひとつ、確認はしておりませんが、最終的に

は、これを確認をした方がいいかなと思いますので、一番の議会の理念からいきたいと

思います。議会の理念、ここの部分何か気になることはございませんか。このままでよ

ろしゅうございますか。特によろしいですか。  

 〔「はい」の声あり〕 

では、２番の議会の権限。いいですね。３番、議会の役割。いいですね。じゃあ４番、

基本事項の中の運営の原則。はい、５番議会の責務。はい協働型議会という、そんなこ

とが、ここにも書いてあるけれども、一応、報告書の中で、お断りだけしたいなと思い

ます。６番、議員の責務。いいですね。７番、議会の組織。８番、議会の会議。９番、

議会の活動。ここで問題にしたいのは、自由討議の問題ですね、それから、町長との関

係。それから反問権、なんかをちょっといっておきたいなと思います。１０番、議会の

情報公開。いいですね。１１番、議会の町民参加。１２番、議会の研修等。１３番、議

会の運営制度体系の整備。はい、ということで、以上に論議した焦点の部分なんかを一

言ぐらい付け加えて進める、ということでご理解していただきたいと思います。はいど

うぞ。 

〇委員（鈴木宏征君）  この今日の説明の文章の１２ページからですね、報告書という

ことで、非常にその小委員会にあった中身ですか。その都度の中身が、資料です、時間

があれば、全部ではないんですが、委員長の説明の中で、今、一番最初、第１回小委員

会とか言います時に、その中で、その１２ページを見ていただくと、第１回目の小委員

会の報告の文章があります、その中で主なもの言っていただくと、見ている人もわかり

やすいかなと思います。これ両方をうまく活用すれば、非常に、論議したポイントとい

うのがわかるかと思います。  

〇委員長（斉藤征信君） わかりました。ということも考えなかったわけではないので

すが、時間の関係で、それ全部を２項目ごとに、ここが問題になったよということを報

告するだけでも、大分時間オーバーするかなと思ったものですから、そこの中身まで、

入れるかどうか不安だったんです。自信がなかったものですから、そこまでは考えなか

ったんです。ただ、挨拶の前後に、それをまとめて、このように頑張りましたと、いう

ことだけは、入れなきゃあ駄目かなというふうには思っていたんですが。  

〇委員（鈴木宏征君） 全部は無理かと思うのですが、非常に詳しく書いてあるもので、

論議をした中身というのが、わかりやすいので、これに詳しく書いてありますので、き
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ちんとよく読んでもらいますとわかりますと補足しておけばですね。  

〇委員長（斉藤征信君） それくらいしか、言える時間がないと思います。あとよろし

いですか。これで大体、今日の予定した内容につきましては、全部終わりますけれども、

これで終わりにしてもよろしいでしょうか。執行部の方で何か付け加えることはないで

すか、最後にございませんか。  

〇経営企画課長（岩城達己君）  特にありません。 

〇委員長（斉藤征信君） そうですか。それでは、午後２時からの特別委員会で報告を

させていただきます。ということで、確認をしまして、これで小委員会を終わりといた

します。ご苦労さまでした。  

 

（閉会 午前１１時５５分）  

 


