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     ○開会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  こんにちは。今日はどうもご苦労様です。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）  お諮りいたします。本特別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）  本日の特別委員会でございますが、事前に資料を配付させていた

だいております。白老町自治基本条例の分野別骨子案が提示されております。議会にかかる部分の

小委員会の中間報告と町民関係及び行政関係骨子案の説明をいただく予定となっております。以上

であります。 

○委員長（吉田和子君）  では調査事項に入りたいと思います。最初に白老町自治基本条例制定

に関する小委員会の斎藤征信小委員長から、これまでの小委員会の経過、活動経過について及び議

会関係に関する骨子案の 2 点について報告を願います。 

○委員（斉藤征信君）  長くなりますので座らせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 町自治基本条例制定特別委員会より選出されました5 名の小委員、谷内、近藤、鈴木、氏家、斎

藤各委員でありますが、それを代表しまして私の方から小委員会の審議経過と条例制定の考え方の

ポイントになる骨子案について概略報告させていただきます。なお、条文策定は2 月から 3 月にか

けて検討され、町民部会と行政部会を担当している部分と併せて審議して行くと、策定して行くと

いうことになりますのでまだ時間を要しますので今回はその考え方について一応まとまった形で報

告申し上げます。配付された資料に基づき、補足、修正、ご意見などがあればいただきたいと思い

ます。見ていただくのは今日お配りいただきました特別委員会の資料、それにもう一つ自治基本条

例の分野別骨子案という部分について。これを参考にしていただければというふうに思います。 

 報告に先立ちまして一言お礼申し上げます。私たち 5 名の小委員は自治基本条例策定という重要

な任務を与えられました。その責任の大きさを感じるとともに、今までかつて無かったほどの勉強

をさせていただく機会を持ちました。そのことに大変感謝申し上げます。今回まで5 回、長時間を

かけて真剣に検討してきたことをご報告申し上げたいと思います。その中で 3 つの論文、札幌大学

の福士先生、山梨学院大の江藤先生、道自治体学会の渡辺氏、この 3 つの論文を徹底的に学習し、

そしてまた条例としては札幌の条例案であります神原私案、あるいはニセコ議会の条例案、または

全国の十数箇所における条文を全部分析いたしまして、研究をいたしました。その上に立って、白

老町の状況を加味しながら何が必要なのかと議論してきたところであります。その間、経営企画グ

ループの岩城課長、高橋主査を中心とした担当者から大きな示唆をいただきましたことを併せて感

謝申し上げたいと思います。 
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 それでは経過報告について、そこに書かれているとおり報告いたしたいと思います。本委員会は

町が予定している自治基本条例制定に関する調査・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、主旨等の説明・確認

と他自治体の条例事案の説明や白老町における条例の考え方などを検討してきました。その後、条

例を主体分野ごとに検討する組織を設置し、議会条例については小委員会を設置して検討が行われ

て参りました。 

 第 1 回目は 10 月 6 日であります。今後の検討について話し合いが行われました。その結果、先進

条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

ねてまとめる方法、モデルを検討して、その中から何が必要なのか論点を整理し、そして骨子案と

してまとめていくとこういう方法を選択いたしました。 

 で、10 月 24 日第 2 回目です。「議会の役割と自治基本条例」福士先生のものですが、文章を検討

とそれから論点整理、そこに書かれているとおりを行うとともに「自治基本条例における議会条項

事例項目別一覧」を策定して、①議会の役割と責務、②議会の権限、③議会の運営、④議員の役割・

責務、この4 項目について検討いたしました。 

 第 3 回小委員会は 11 月 10 日に行われました。「協働時代の議会と住民」これは江藤先生のもの。

そして、「議会基本条例要綱研究会試案」これは自治体の渡辺氏による、この論文の基本的な考え方

の検討を行い、議会条項事例項目別一覧の⑤議会の情報公開制度、⑥議会の住民参加制度、⑦議会・

議員の自由討議、⑧議会の会期外活動、⑨議会の政策会議、⑩議会と市長等の関係、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いたしました。 

 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素案としてまとめる

ことにいたしました。 

 そして最後、12 月 8 日第 5 回目。これは前回までの骨子素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、①議会の活動が現状に留まらず、議会改革を支える内容をもった条例なのかど

うなのか。②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があったかどうか。③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できるような輝くものがそこに

含まれたかどうか。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ことが

条例内容の指針として確認されました。その後、12 月 16 日に議会関係条項骨子案が全議員に配付

され、年明けには他の分野骨子案も配付されました。 

 以上が経過報告でありますが、会議の内容の詳細につきましてはお手元の資料の12 ページから

24 ページまでの中で、その会議の内容、討議の内容を概略説明してありますので、掲載してありま

すのでそれをお読みいただければ内容はお分かりいただけると思います。内容について、どこまで

深く研究したかと、討議をしたかということがよくお分かりいただけると思いますのでぜひお読み

いただければと。今、説明をしている時間がございませんので、後ほどこれはご覧になっていただ
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ければというふうに思います。これが経過報告でございます。 

 そして、次に骨子案の説明に移ります。この分野別骨子案に基づきながら説明をしていきたいと

いうふうに思いますが。この骨子案につきましては、まず一つ、議会に関する原理原則の部分が3

項目。そして、議会の運営の基本事項として3 項目。そして、制度・仕組みとして7 項目。分けて

考え方を示しました。その一つ一つについて説明をしていきたいと思います。 

 議会に関する原則。その 1 つ目です。議会の理念。議会は、その権限や機能は替わる事はなく、

これまでと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づけから、そ

の使命はいかにして主権者である町民意思の反映を図ることができるかであり、町の発展と町民の

安全・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ました。この理念であります。この中では二元代表制、一翼を担いながら議会

制民主主義を基本にし、言論の府としての機能を活かした合議制による運営をするのだという、こ

の必要な基本的な言葉を全部含めながら考え方をまとめました。で、結局は、基本的には何を言い

たかったと言うと、町民を主人公とした、町民の意思が反映した運営、いわゆる町民主権のまちづ

くりをどう進めるか、それが大事であるということをここで訴えたものであります。 

 2 項目目に参ります。議会の権限。上記の理念を達成していくための議会活動における権限（権

利）を 3 つに整理いたしました。第一に、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。第二に、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を選択・決定する権限。第三に、行政などの執行機関に対する調査及

び監査請求等の監視を行う権限であります。これらの権限をいかに駆使して、よりよりまちづくり

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、ここでは文字どおり

立法権とそれから意思決定権、そして、チェック機能を活かした監視権、この 3 つが規定されてい

るわけであります。 

 3、議会の役割。議会の役割は、地方分権の進展に伴い、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、その責任は格段と重くなります。そ

れ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」と位置づけました。ただ

し、二元代表制に基づく町長の意思決定権限もありますが、ここでは議会の役割を重視いたしまし

た。ということで、町長の意思決定権とともに議会の責任を明確にしたものであります。 

 そして、その次のページへ参ります。議会の基本事項であります。3 項目に渡ってあります。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。委員会などの検討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る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。ということで、ここで問題に



 ５ 

したのは、自由討議ということなのですけどね。言論の府ということですので、一議員がその発言

を保障されているか。すごくこれは大事なことでありますけれども、自由討議という形になります

と一つの形式になりますので、ここではいろいろな論議の結果、活発な討議を尊重するという建前

で自由な討論を重視し、いかに自由討議を保障するという形で進めて行くかは今後の大きな課題に

なっていくかなというふうに押さえております。ここの中では開かれた議会ということで、全ての

会議を公開の原則にするということを謳っています。 

 5 番目、議会の責務についてです。議会の政治的責任は裁量の意思決定を行うことである。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・資料等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った判断や

活動が求められることから、創意工夫や制度・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。ここでは協働型議会と。協働のまちづくりという言葉を我々は使ってきま

したけれども、ここで協働型議会という言葉が出てきて、耳慣れない言葉ではございますけれども、

これは従来行われてきました監視型議会、それに対応する形とする町民参加型の議会をどう運営し

ていくかと。町民参加型の議会のことを言っているのだというふうに押さえていただきたいと思い

ます。で、それをどう進めて行くか、どう町民が参加していくかという方法論はまだ別途考えなけ

ればならないことだというふうに思います。大事なことはここで議会が不断の改革を常に進めて行

くのだと、その姿勢が大事なのだということでここは押さえていただきたいというふうに思います。 

 6 番、議員の責務。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する。そのために、議員の自己研鑽に努め、審議能力、政策調査能力や政策

提案能力の向上を図ること。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

ていることを基本にしたというふうにしてあります。ここで大事なのは町民から信託を受けた者と

して資質・能力の向上に努めると。町民から信頼され、付託されている、その仕事をやるためには

私たち個々の、個人的な資質や能力をいかに高めなきゃならないかと。そういうところを自ら戒め

るところなっているわけであります。 

 それから、5 番と 6 番を併せて議会と議員の責務としてどちらも質の向上を図っていくかと、こ

れが大きな問題になるだろうと。議員個々の問題と、それから議会全体としての向上ということで

押さえていただければというふうに思います。 

 次に 3 つ目の議会活動の制度と仕組みということで7 項目ございます。7 番、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いたします。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関わり、議員の定数など改善の検討が必要であります。また、

議会運営、それから議員の政策立案や調査活動などを補佐する事務局を置き、その基本的な機能を

定めたものであります。ここでは定数問題に触れておりますけれども、この定数問題が財政から定

数がどうのこうのということになるのではなくて、町民に放出できる機能がどうやったら発揮でき

るかとそういうことを考えて定数というのは考慮されるべきだという考え方を示しております。そ
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して、それに対して事務局の役割を明確にいたしましたということであります。 

 8 番、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、それを充実されるために、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、回数条例は国が示す準則でつくら

れていることから、今後、現状に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ございま

す。ということで、ここでは会議の規則、それから条例など、町の実情に合わせて考えていかなけ

ればならない、これも大きな問題であるというふうに捉えています。 

 次のページへ行きます。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

を図る基本的な仕組みを定めます。第一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

めにかかる時間を十分に確保すること、議事の方法や執行機関との関わり、町長との関係などの仕

組みを定めました。さらに、さまざまな制度を活用して議会の政策提案など活動の充実を図ったり、

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にいたしました。という

ことで、ここについては問題になったのは自由討議。先ほどもちょっと話しましたが自由討議とい

うことで。これは討議の質を高めていくと。特に政策提言が出来る能力を高めていくために、その

討議を保障していく。時間的にも内容的にも保障していくということが大事であるということが一

つ。それから、もう一つは町長との緊張関係ということで、対等の立場から緊張関係をどうやって

維持するかと。これが議会の質に関わってくるわけですので、ここら辺は十分重要な部分だという

ふうに思っております。それともう一つ、行政の反問権ということが一番右側に書かれていますけ

れども、この反問権についてどうするかということをいろいろと論議したのですが、反問権は一つ

の形として理想ではないかということでぜひそういうところまで高めて行きたいというふうに考え

ますが、今ここでは小委員会として責任を持ってこれを提示が出来る範囲を超えているのではない

かということでこれからの議会の考え方、そして議運での論議、そういうものを重ねながらいかな

ければならないのではないかというふうに思っております。なお、先日、決定しましたニセコ町で

は議会の条文について提案されましたけども、その中には議長は説明のため本会議に出席させた者

に議員への質問及び意見を述べさせることができるという条文を入れたそうであります。ニセコ町

でこのようなものが書き加えられたということから言いますと、本町においてもやはりそこを目指

しながら、そうなって行かなければならないのではないかということが裏にあるかと思いますので、

後々、ご検討いただきたいというふうに思うところであります。 

 次、10 番、議会の情報公開。議会は、議決事項や検討経過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ました。また、その実効性を高めるため、報告会の開催や議会広報の発

行など具体的な方法を別に定めることといたしました。ということで、ここで問題にしたのは情報

の共有。その面からさまざまな努力を今までもされてきましたけれども、議会として議会報告会な

ど、そういう具体的なものを入れるかどうかということでも随分論議をいたしました。これも今後

の課題として残ることでありますけれども。まだ、ここの本議会としては、したくても、まだ出来

ない部分にありますので、そういうことも必要ではないかということを念頭に置いていただきたい
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ということであります。 

 11、議会の町民参加。議会は、町民の町政への意思反映など、議会と町民との連携（広聴）によ

る調整運営を進めるため、町民の意見を聴く機会や各制度の活用を図って町民参加の仕組みを定め

ます。また、その実効性を高めるため、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たと。ここで問題になりま

したのは、議会への町民参加というのはどんな形があるのだろうかということでいろいろと考えて

みました。その討議をしたわけですけども、町民参加の方法もさまざまな形があるであろうと。全

国の例を見ましても、傍聴者に発言させたりなんかというのもあるわけで、本町で取ってきた参加

の方法も加えて、さらにもっと深いものにしていく必要があるだろうというふうに考えております。 

 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

を図る必要な仕組みを定めます。具体的には、議員の能力を高める研修の充実、情報収集活動の充

実を図る資料の整理・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。ということなのですが、ここで問題にしたのは議員個々の能力向上、こ

れは言うまでもありませんけれども、先ほども申しましたが、議会全体としてどうやって高めて行

くかと、こんなことを十分考えて行きたいと。政策会議等の設置を義務付けるかどうか、ここら辺

がかなり大きな問題になりましたけれども、議会全体としてこういうことは絶対必要であると。個々

の能力に待つんじゃなくて、議会全体として政策を考える、そういう会議を開いていくことを大事

にしたいということをいろいろ考えた結果、ここでは設置するよう努めますという言葉で入れてあ

ります。 

 13 番、議会の運営・制度体系の整備。本条例の主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た。また、そのことによって議会

に関する個別条例や規則の制定を促進し体系的に整理していくことを定めました。ここで言ってい

るのは、ずっとやってくる中で、その随所、随所で規則や条例というのが必要だということが別に

定めるという形で出てきましたので、それを一括してここに書き込んで、そして、まとめて体系的

に整理する必要があるだろうということでこの1 項目を加えたわけであります。 

 以上、これが内容であります。ここで最後に申し上げておきたいのは、経過報告でも申し上げま

したけれども、私たち小委員会の最初と、そしてまた最後にも確認いたしましたけども、議会改革

を支える内容になるものかどうかということを大事にして参りました。それから、もう一つは議会

や議員の質を高める、支援するものになれるかどうか。こういう努力目標として存在できるものか

どうなのかということで検討しました。それから、もう一つは白老町だからこそ言えるんだという

ものがここの中に入って、そして、この条文がきらりと光るものになれるのかどうなのかと。この

3 点については十分みんなで確認した上で論議を進めてきたということをご報告しておきたいとい

うふうに思います。日程については、これから後、提案がございますが。もう一つ付け加えておき

たいことは、この後、条文が出来て、そして、最後に条例策定委員会というのが立ち上がって、町

民部会と行政部会と議会の部会が一緒になって審議をする場面を出てくるわけですが、それはこれ

からどういう形態になるか。共同提案になるのか、バラバラになるのか。いろいろな方法は、これ
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はお任せしなければならないことかと思いますけども、小委員会として検討した結果、やはり協働

で進められている条例ですから、その中に入って一緒になって考えて調整を取って行きたいという

ことで、出来れば、この特別委員会からも策定委員会に入って一緒に考えて行くという方法がいい

のではないかという考えに達しましたので、そのことだけ一応申し伝えておきまして、あとは特別

委員会の方にお任せしたいとこういうふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  ただ今、斎藤小委員長から報告がありました。各委員からの骨子案に

対する意見は町民関係及び行政関係の全体の説明が終わってから行います。小委員長報告の計画報

告及び議会に関する骨子案について特にお聞きしたいことがございましたらどうぞ。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  大変、議会に関する条例でいろいろご苦労されたと、心から敬意を表し

たいと思うのですが。ただ、私も何回か、今まで配付された資料を読ませてもらって自分なりに考

えるのですが、果たして、この基本条例に議会というものの条例が必要なのかどうかということね。

ちょっとあれになるのだけれども、17 年 8 月に配付された資料で基本条例論点比較表というのがあ

りますね。これを見ると、10 箇所の市町村の例が載っているのですが、この中で神原私案というの

は札幌市ですけれども、これには議会への条例は全部丸になって、ほとんど丸なのだけれども。他

はですね、ニセコ町から柏崎市まであまり議会とか議員関係の条例は載せていないのですね。後か

ら追加されたのかどうかはちょっと私は定かではないのですが。基本的に地方自治法に載っかって

いる議会というもののいろいろな制約がありますね。それとの関連はどのように議論されているの

かね、その辺りがちょっと。地方自治法で決められている議会というものの条例、それに対して白

老町独自の議会条例との兼ね合いはどういうものなのですか、これは。その辺りがね。最終的には

地方自治法の範ちゅうに入ったことしか、それをはみ出たような白老らしいものを作ってはまずい

わけでしょう。やはり、地方自治法の範ちゅうの中での白老らしさというものを出すと、こういう

ことになるかと思うのですけど、その辺りはどのような議論をされたのかですね。それをちょっと

伺いたいと思うのですが。 

○委員長（吉田和子君）  岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  ただ今のご質問でございます。この自治基本条例のお話に入る

前にいろいろな自治体が、全国で初めてはご承知のとおりニセコ町がまちづくり条例というのを作

りました。その時は当然、議会という部分は入っていなくてですね。で、まちづくり条例の中にも

住民をどんどんまちづくりに参加させようという住民参加条例という部分がそもそもスタートから

あったのですけども。ニセコ町はそういうところをきっかけに議論をしながら条例を作っていった

と。で、現在、ここ2 年から 3 年くらい前からもう、まちづくり条例よりさらに進歩しまして、議

会も関わりを持ってくるというようなことがどんどん全国の自治体で動きが変わってきて、近年は

もうどこの自治体も、苫小牧市さんも登別市さんもそうですけども議会の関わりという部分も明確

に入ってきてございます。そういう部分で例えば、前の論点整理の時に議会基本条例というような

ことであれば、これは全く議会として単独に作る条例という部分があるのですけども、今回はそこ

まで踏み込まないで議会の役割と言いましょうか、責務ということをきちんと自治基本条例という、

まちづくり条例に議会が関わったことによって自治基本条例というふうに変わってしまうのです。
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単に呼び方なのですけども。まちづくり条例ってよその町で作っているのは議会が入っていないと

いうのがほとんどなのです。議会がはいったことによって自治基本条例というふうに変わってきて

いるのですけども。昨年、町長公約にもございますように、自治基本条例を作って進めるんだとい

うようなこともございまして議会の方にご相談申し上げまして、今日に至って特別委員会を設けて

議会も関わってくるとこういうふうな流れになってきておりますので。当然、その辺はクリアして

ですね、これからまだ、条文が見えていませんから、今の説明だとまだちょっと大きな視点しか見

えていませんので、条文の案が出来ましたらね、また特別委員会の方にはその辺をちゃんとお諮り

してですね、その辺のこともきちんと議会の関わりは実はこうなんだというところも見えるように

して行きたいなというふうに考えています。今までの経過と議会という部分での関わりまでの説明

でございます。 

○事務局長（上坊寺博之君）  事務局からちょっとお話したいと思います。今、委員からの議会

の部分を設置する必要が今、改めてあるのかどうかというお伺いだったと思いますが、これにつき

ましては当初、特別委員会を設置する時に議会運営委員会でもお話しておりますとおり、議会の部

分を作るという条件のもとで特別委員会を設置したという考え方をしていますので。ですから、こ

れはもう今の部分としては・・・。 

○委員（加藤正恭君）  いや、それは分かるんだ。それはね、まだ議論していないうちだから、

そういうふうに決めたのはいいんだけど、いざ、いろいろと検討していった段階で地方自治法との

関連が出てくるものだからね。だから、地方自治法の範ちゅうでの基本条例になるのだろうという

ふうに思えばね、改めてそこで議会関係をやらなきゃならないのかなと。常識的には分かるんです

よ。分かるんだけれども、その辺りがちょっと。結局、白老らしさというものは地方自治法からは

み出たようなことには出来ないわけですよね。必ず、地方自治法何条の何項だとか、かんだとかと

いう問題、必ず条文作る時にはそういう問題が出てくることが想像されるものだから。改めてそう

いうふうにしなきゃならないのかなという単純な疑問が出てきたものだからね、今、そこを聞くん

ですよね。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  これは討論でも議論でも何でもないですから。ちょっと私の意見だけ述

べさせていただきのですけどいいですか。今、加藤委員言われたように上位法は当然、地方自治法

だと思うのです、それは。ただ、地方自治法の中で今、議論をされている中身で入っていない部分

がありますよね。例えば、反問権の問題。議会報告会の問題。それから、政策をどう議員の中で充

実されるか。こういう部分というのは自治法では決まっていないわけですよね。ですから、そうい

う範ちゅうの部分で白老町らしさを出すということは、私は十分出来ると思いますし、それが議会

全体を高め、文字どおり、町側と車の両輪になるという意味は、私は車の両輪という意味はそうい

う意味だというふうに理解していますので、そこでも地方自治法との矛盾はそういう形でない捉え

方でいいんじゃないかと私は思うのですけどね。これは全く私の私見ですけども。 

○委員長（吉田和子君）  事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  自治法の関係から言いますとですね、今、斎藤小委員長の方から
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ご報告があったとおり、主に重要視して考えられた 3 点という部分については自治法で規定されて

いる部分というのはほとんどない、ないと言ったらおかしいですけど、議会改革という部分の視点

からは当然自治法には組み入れられていませんし、議会運営という部分の視点から行けば、自治法

から一歩外れちゃうんですよね。標準会議規則というのは町村議会ですとか、審議会は持っていま

すけども、これはあくまでも標準でそこの自治体に合わせて組み替えていくことは、基本的な採決

とかそういう重要な部分はある程度ルールはございますけど、自由に組み替えていけるわけですよ。

そういう面からいくと、今、加藤委員が心配されているような部分は薄くなって来るのかなという

気が事務局としてはいたしております。以上であります。 

○委員長（吉田和子君）  18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  例えばね、3 ページのね、先ほど小委員長の説明があったのだけど、7

の議会の組織ですね。これは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いる

と。こういう項目があるのだけど、これは我々もよく分かっているのですが、1 議員は 1 委員会に

所属するよということは地方自治法で決められているわけですよね。それを改正していこうという

方向なんだけども。こういうことだって、やっぱりこういうふうに書かれるとね、まだ出来ている

わけじゃないからあれなのだけれども、我々もそういうふうに思っているのだけれども自治法では

1 議員は 1 つの常任委員会しか入れませんよとこういう制限になっているわけです。そういうもの

が所々に、あちこちに出てくるものだから。だから、白老らしさを例えば出すとしても、そういう

ものを超えて勝手なことは出来ないんじゃないのかなというふうに思うものだから。一つの具体的

な例を出すとすればですよ。そういうところが所々あるんですよ。その辺りはどうですか。 

○委員長（吉田和子君）  局長の方からお答えします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私の方からちょっとお答えしますが、当然、今、自治法で規定さ

れている部分については、当然、自治法が改正にならないといかなる条例案であっても、例え盛り

込んだとしても無効になりますので当然できないということになります。ですから、そういう部分

については委員長の方でもあったとおり、検討事項という部分が多いのかなと思います。当然、将

来的に条例に盛り込むかという部分の検討でよろしいかなと思います。盛り込むことは出来ないと

思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  今、加藤委員が言われたことはもっともだと思うし、地方自治法を超え

ることは出来ないわけだから、それはそうだと思うのです。ただ、例えば議会運営委員会が出来た

時、議会運営委員会は町村の場合は認められなかったですね。だけど、都道府県とかは認められて

いたと。その時に白老町は地方自治法に無いのだけれども議会運営委員会を作ったんですよ。これ

はだから、その時は特別委員会にするか、あるいは費用弁償と公務災害の関係で言うとなかなか大

変だったのですけれども。しかし、そういう形で地方自治法が認めていなかったにも関わらず、そ

ういう機能をさせたという経験は我々に、うちの議会なんかは町村としては全く議会運営委員会は

無い時に作りましたのでね。ですから、そういう意味で言えば、そういう懸念もあると同時に積極

的に運用することによって、何て言うのかな、それをうまく議会の側が使えば地方自治法の範囲外
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でもやれることが出るのではないのかなという、そういう逆の発想もまたなるのではないかという

ふうに僕は思うのですよ。だから、決して反論してとかそんなんじゃなくて、そういう形に考えれ

ばいいんじゃないのかなという気がちょっとするのだけれども。 

○委員長（吉田和子君）  18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  ただ、そういうことは分かるんだけども、うちらの方が先に条例化しち

ゃって、議会の基本条例が出来ますわね。その後に自治法が改正されて、それがうまくないよとい

うことに例えばなった場合には、それをまた改正しなきゃならなくなるわけですから。合わせなき

ゃならなくなりますのでね。 

○委員長（吉田和子君）  この基本自治条例は 3 年ごとに見直すとか、不都合が出てきたら見直

すということにはなっているはずなのですよ、基本的には。だから、これはあくまでも議員定数に

関してはこういうこともあるので、そういうことも含めながら、ただ、こういうふうに改正すると

いう。一人が 1 委員会 1 つということではなくて、そういう改正も見えてきているものがあるので。

だから、変えるということでもないと思うのですよ。2 つ持つということでもないと思うのです、

この言っていることは。そういうことも見えているので議員定数に関してはそういうことを前提に

おいてというふうに言っていると思うのですけど。 

○委員（加藤正恭君）  いや、兼任の話ばかりじゃなくて、そういう事項がおそらく所々にね、

今度、条例化するとですよ、文書化するとそういう問題がおそらくあちこちで地方自治に引っ掛か

る、引っ掛かるという言葉は変だけれども、整合性が取れない部分が出てくるんじゃないのかなと。

そういう場合にどうなるのかなという一つの心配があるものだから。なってみなきゃ分からないで

すよ。作ってみなきゃわからないから、そういうことも考えられるのではないのかな。 

○委員長（吉田和子君）  斎藤小委員長。 

○委員（斉藤征信君）  小委員会からも一言だけ申し上げておきますけども。確かに条文がどん

なふうな形で出てくるかは分かりませんけども、その条文が出てくる時に上位法を超えた形で出て

くることはまずありえないということだと思うのですよね。ただ、私たちが狙ったものは議会改革

の一助になるものの考え方、そこの部分だけはきちんと押さえておきたいということで、今、国の

情勢や何かをきちんと捕まえておいてね、いい方向にそれを動かして行ってほしいと。その材料は

きちんと残して行きたいという考え方を提示しただけの話ですから。上位法を超えるかどうかとい

う問題はちょっと今のところは馴染まないかなというふうには思うのですがね。 

○委員長（吉田和子君）  意見は改めて、全部町と行政側の説明が終わった後に一括して意見を

受けます。今は説明に対しての何か質問があればということでしたので。じゃあ、よろしいでしょ

うか。 

 次に町民関係条項の骨子案について担当課から説明を願います。岩城経営企画課課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  今日、お配りいたしました資料のページ数でいきますと、6 ペ

ージと 7 ページになります。まず、6 ページにつきまして、自治基本条例の町民条項の骨子案の構

成図でございます。最初に町民条例の方から説明させていただきますが、先ほど斎藤委員長の方か

らも議会の関係でご説明ありましたけども、非常に期間がない中で朝の10 時から夕方5 時まで、全
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く白紙の状態から議論をいただいて骨子案というのをまとめさせていただきました。まずもって、

そのことのお礼を私の方からもさせていただきたいというふうに思います。で、ただ今、吉田委員

長からご指名ありましたけども町民条項から順に説明させていただきますが、それぞれ担当の方か

らまず説明させていただきたいというふうに思います。議会条項と同様に現在進行形でございまし

て、あくまでも骨子案という内容での整理に現在留めておりますので、今後まだ条文出た時にその

都度説明はさせていただきたいというふうに思います。では、町民条項につきましては経営企画課

企画グループの冨川主任の方から説明をさせます。 

○委員長（吉田和子君）  冨川主任お願いいたします。 

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

いします。それでは、私の方から骨子案の説明2 つ目になりますけれども、町民関係骨子案構成に

ついてということについてご説明させていただきます。 

 まず、検討にあたりましては、町民検討部会というものを組織し検討しております。この検討部

会の委員の選出につきましては、まず、広報の方で委員の公募を行いました。この広報の公募に対

しましては2 名の申し出がございまして、その他、まちづくりに関係が思われる団体等に対しまし

て個別に委員の選出の依頼を行ったところでございます。その結果、現在、公募の2 名を含めまし

て 12 名で町民検討部会というものを構成し、この骨子案の作成にあたってきたという形になってお

ります。 

 続きまして、検討の経過ということになりますけれども。この12 名の委員さんで 7 月に第 1 回の

町民検討部会というものを開催してございます。当初につきましては自治基本条例の必要性あるい

は概要といった部分につきまして勉強、学習会というような形式で進めて参りました。その検討の

中におきましては、過去に元気まち研修会というものが活動している中でまとめられた報告書を基

にですね、白老町協働のまちづくり推進指針案及び条例試案というものが答申にされているという

ものがございましたので、そちらを参考にしながら検討を行ってきたというところもございます。

こちらにつきまして、4 回目以降というような形になりますが、先ほどの推進指針案あるいは条例

試案に基づいてどのようなことが書かれているか、これまでどのような議論が行われているかとい

うようなことを含めまして、現状認識あるいは課題というものを認識しながら検討を行ってきたと

いうことになっております。その後、これらを踏まえて事務局の方で叩き台というようなものを作

りまして、町民検討部会の皆さんにご提示し、検討いただいたというような形になっております。

昨年末までに約 2 週間に 1 度のペースで開催いたしまして、昨年末までに11 回開催し、現在お手元

に配付させていただいております骨子案としてまとまってきたというような状況になっております。 

 それでは、改めまして 6 ページの白老町自治基本条例骨子案（町民条項）の構成図に基づきまし

て、ご説明させていただきたいと思います。町民に関する条項につきましても、先ほど斎藤小委員

長の方からもお話ございましたけれども、原則、運営の基本事項、そして、制度・仕組みという3

つの構成から検討を行ってきたという形になっております。町民の部分に関する原則といたしまし

ては、まず、町民の役割は何なんだというような議論の中で、自らまちづくりに取り組む担い手と

して役割があるのではないか」ということが大きなことで、そのために意見・提案だとか、あるい
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は行政、そして議会への関心を持っていくことも役割の一つではないかというような中で役割とし

てまとめさせていただいております。それから、原則につきましてはもう一つ、住民自治の原則と

いうことで、町民がまちづくりに取り組む担い手としてそれぞれ地域のことは自分たちでやると、

そういうような原則が必要だろうということで自主・自立的なまちづくりの推進、あるいはまちづ

くりの課題解決、向上による住民自治の拡充を行っていくことが必要であろうということで、そう

いう原則に基づいて行動して行こうということが規定に盛り込まれているという形になっておりま

す。 

 それから、続きまして運営の基本事項というところでございますが、こちらにつきましては、ま

ず町民の権利と町民の責務というものがございます。町民の役割あるいは原則部分で住民自治を進

めましょうというような中では町民にはどういう権利があるのか、あるいはどういった責務を有す

るのかというようなことが検討されてきたところでございます。まちづくりに取り組む権利、まち

づくり情報を知る権利という大きく 2 つの権利が町民の持つ権利ではないかということで規定がさ

れているところであります。ここで、まちづくりに取り組む権利。先ほど役割の中でもまちづくり

に取り組む担い手というような表現がありましたが、これまでの一般的な自治基本条例の多くはま

ちづくりに参加する権利というような形で規定されているところでありますけれども、この議論の

中では町民がまちづくりの主体であると、そういうような認識に立った時にまちづくりに参加する

というような権利だけを持つということでいいのかというような議論がございまして、この辺につ

きましてはまちづくりに取り組むというような表現にして規定しているということになっておりま

す。 

 それから、権利を行使する場合ということで町民の責務というものもあるだろうと。それは、自

治を拡充していくこと、あるいは自分が持っている能力や技術をまちづくりに対して発揮していく

ことだと。あるいはそういった発言と行動などに対して責任を持とうと。そういうようなことが検

討されてきたところでございます。この責務につきましては、一般的な皆さん、町民全員の方が必

ずしもこの責務を負うというような考え方ではなくて、あくまでもまちづくりに取り組む権利、あ

るいは知る権利といった権利を行使する際には、こういった責務も併せ持つというような認識の中

で検討が行われてきたということになっております。 

 それから、5 番目になりますが情報の共有。実際に行動に移す際には情報共有が必要だろうとい

うことで、まず、情報共有をしましょうということで5 番目に情報共有ということで。それを介し

ながら町民活動あるいは行政への参加。あらゆるところへ参加していきましょうという行動の基本

的な事項として規定しております。町民が自主的に活動する部分と、あるいは与えられる機会に対

して積極的に参加するというような背景からこのような規定が行われているというところになって

おります。 

 それから、制度・仕組み。これらを具体的にじゃあどうやって行動していくのか、制度としてい

くのかというようなことで制度・仕組みの方が検討されているところでありますけれども。8 番に

まちづくり活動制度ということで、そういう町民が活動すること、あるいは参加することに対して

制度的に保障しましょうと。保障については行政の部分で検討になってくるのですが、それぞれの
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活動において団体を設置するだとか、そういうようなことがここのまちづくり活動制度という部分

では規定されてきているところでございます。 

 それから、情報共有のための情報制度。町民が、自分たちが持っている情報を行政あるいは議会

に対して知らしめる制度というものが規定出来ないかということが検討されまして、現在、ここで

通報あるいは提案、報告といったものが制度として展望されているところでございます。 

 それから、それぞれまちづくりの活動をそれぞれの中で拡大していく手立てとして、その中には

町外の人々との交流と。地域に留まらず、町外の人々とも積極的に交流をしようと。その中で町外

の人々との交流を図るための協定、あるいはそういった協議会というものを設置したり参加したり

することが出来るのではないかということがございます。 

 それから、11 番目。最後の規定ということになりますけれども、住民投票制度というものを規定

しております。このことにつきましては、住民の直接意思表明の手立て、手段として、これこそ地

方自治法の関係でもございますけれども、住民の投票制度、自らの意思を表明出来るような形の制

度として盛り込んでいるというような形になっております。 

 それで全体を通しましてですが、基本的には町民に関しましては、行政あるいは議会に関して参

加の機会を得て、それに対して積極的に自分たちでまちづくりを行っていくという活動を起こす。

まちづくり活動をしたいと考えている人たちがなるべく使いやすい条例に規定していきたいという

ような視点の中で検討されております。この構成図の中にも自治の拡充ですとか、自治の充実とい

うような言葉が見受けられますけれども、将来的に町民が主体となったまちづくりによって、そう

いう町民の自治という部分が拡充していくような、その手段となるような条例を展望して検討が行

われてきたというような形になっております。以上で簡単ではございますけれども、町民に関する

ご説明とさせていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  意見等については後ほど伺いたいと思います。今、担当課から説明が

ありましたけれども、不明な点でお聞きしたいことがあれば。無ければ、次は行政の関係になるの

ですが、ここで暫時、休憩をいたしたいと思います。3 時 10 分開会いたしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

休  憩      午 後  3 時 00 分 

                                           

再  開      午 後  3 時 11 分 

○委員長（吉田和子君）  引き続き、会議を開催いたします。次に行政関係条項の骨子案につい

て担当課から説明を願います。野宮主査、よろしくお願いいたします。 

○経営企画課企画Ｇ主査（野宮淳史君）  野宮でございます。よろしくお願いいたします。私の

方では自治基本条例行政関係条項骨子案の構成について、説明させていただきます。 

 白老町自治基本条例の行政分野の条項の策定でありますけれども、各課代表の 13 名の職員により

職員プロジェクト会議メンバーで検討にあたっております。7 月 19 日に第一回のプロジェクト会議

を立ち上げまして、自治基本条例の必要性、位置付け及び先進条例の事例研究など、自治基本条例

の内容等について 4 回程度学習会を開催しております。また、行政分野に関する原則、運営基本事
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項、各制度・仕組みに盛り込む内容を6 回の会議を開催しまして、比較・検討及び議論をしながら

12 月 19 日の第 10 回目の職員プロジェクト会議において、職員プロジェクト会議としての行政分野

の骨子案をとりあえずまとめております。なお、現在、職員プロジェクト会議でまとめた条項骨子

案を各課に下ろしまして、内容等について意見を求めております。で、意見集約した骨子案を 2 月

上旬の課長会議に諮りまして、自治基本条例に盛り込む最終的な行政分野の条項骨子案として作成

したいと思っております。 

 それでは、7 ページをおめくりください。こちらは行政条項の構成図ですけれども、議会と町民

と同じように原則、運営の基本事項、制度・仕組みの3 構成となっております。一応、原則といた

しましては、町は議会の議決及び法令等に基づく事務を執行する役割という執行の役割と、町は総

合計画に基づきまちづくりを進めますという行政運営の原則の2 つの原則を掲げております。 

 あと、運営の基本事項ですけれども、町は職務を管理し執行する、町政を効果的、効率的に執行

する、執行機関の責務。または、町長は町政の責任者として自治体を統括し代表する、補助機関で

ある職員を指揮・監督する、まちづくりの推進に努めると、3 つの町長の責務を掲げております。 

続きまして、職員は全体の奉仕者であることを認識いたしまして、企画立案能力・職務能力の向

上に努める、公正・誠実に職務を遂行するという職員の責務を掲げております。 

続きまして、町は適切な公文書の公開を行う、情報の積極的な提供を行う、町民に分かりやすく

説明責任を果たすという情報公開を 6 番として掲げております。 

続きまして、町は政策の各段階への町民の参加を図る、町民参加の手法に努める、町はまちづく

り等に町民が参加出来ないことにより不利益を受けることのないよう配慮するという 3 つの基本原

則で町民参加ということで基本事項を掲げております。 

続きまして、町は政策推進のための制度・体制を整備するということで、政策の推進ということ

で掲げております。 

続きまして、9 番で町は執行機関の役割に基づき、柔軟かつ専門性の高い組織体制を組織すると

いうことで執行組織の体制ということを掲げております。10 番ですけれども、町民の権利と利益の

侵害を保護するということで、行政手続きの徹底、意見・苦情への対応、個人情報の保護というこ

とで町民に対する権利利益保護を基本事項として掲げております。 

また、町は執行機関の責務を執行するために他市町村、国、道、または公共団体的団体、民間的

団体ということで、そちらの関係機関との連携を図るということで基本原則を掲げております。で、

執行機関の責務から関係機関との連携ということで 9 つの運営の基本事項を掲げております。 

 で、9 番の執行組織の体制ですけれども、そちらから執行体制の整備、行政の意思決定、職員政

策等、組織整備。法務体制、法令順守ということで法務制度。ということで 2 つの制度を体系化し

ております。 

 続きまして、6 番の情報公開から21 番情報共有、22 番説明責任、23 番意見提案等の取扱い、24

番情報の収集及び管理、個人情報の保護と 5 つの項目を立てまして、情報公開制度を体系化してお

ります。 

 続きまして、7 番の町民参加に伴う制度ですけれども、2 つの制度を掲げておりまして、町民参加
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の保障、住民投票制度、住民投票の請求及び発議ということで町民の参加制度。または町民活動団

体等への支援ということでコミュニティ制度ということで 2 つの制度を町民参加に掲げております。 

 続きまして、8 番の政策の推進の制度の体系ですけれども、計画制度、財政制度、評価制度、法

務制度の 4 つの制度を一応、体系化しているのですけれども。計画制度につきましては、町政運営

を図るため総合計画の策定ということを項目で計画制度を掲げてあります。また、中期的な財政計

画を策定し、健全な財政運営に努めるという財政運営を項目立てました財政制度も掲げております。

あと、行政改革と行政評価ということで評価制度を政策の推進では掲げております。 

 続きまして、10 番の権利利益の保護に対する制度ですけれども。30 番町民の権利利益保護、苦情

の処理と 2 つの項目立てをしまして権利保護制度を掲げております。 

 最後になりますけれども、関係機関との連携の制度化ということで広域連携、他自治体との連携、

国際交流、人材交流、4 つの項目立てて広域制度を体系化しております。 

 で、一応、制度・仕組みですけれども、制度としては組織制度から広域制度まで10 制度及び24

項目の条例に盛り込む項目を立てております。以上のとおり、行政条項の骨子案としていましては

2 原則、9 運営の基本事項、10 制度・仕組みを持って体系することとして、今後、条例案を作成す

ることで考えております。以上を持ちまして、簡単ではありますけれども説明を終わらせていただ

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した。ただ今、経営企画から説明がありましたけ

れども、不明な点で特にお聞きしたいことがありましたら、どうぞ。無ければ、次へ進みます。次

に白老町自治基本条例の条文構成の基となる町民関係、行政関係及び議会関係の全般の骨子案につ

いて、各委員の意見をいただきたいと思います。意見のございます方、どうぞ。3 番山本委員。 

○委員（山本浩平君）  単純な質問をさせていただきたいと思います。この骨子案によりますと、

町民関係、議会関係、行政関係というものが3 分野に渡っておりますけれども、私はですね、この

議会関係に関しまして個人的な意見として述べさせていただきたいと思いますけれども。基本自治

条例に入れるということに関しては時期尚早じゃないのかなという意見を初めから終始、私は思っ

ているものでございます。どうしてかと申しますと、先ほどの加藤委員さんの質問の時にも出てい

ましたけれども、地方自治法との矛盾が生じた場合、いろいろな不都合が出来てくるのではないの

かなということが 1 点ですね。もう 1 点は議長の諮問で議会改革をいろいろ試行錯誤しながら、今、

進めておりまして、現在、研究段階。先だっても議運で議会報告会についての研修ということで他

の市町村の議会を訪問したばかりでございますし、この議会報告会についてもいろいろ賛否両論が

あります。こういった中で今すぐ基本自治条例の中に議会も載せるかどうかというような議論がで

すね、小委員会の中で本来であれば出たのではないのかなと思うのですけれども。初めから在りき

で何かいっているような気がするのです。先進地のニセコにおきましても、他の事例を見ても議会

を入れるかどうかについては非常に慎重だった例があると思うのですよ。そういった中で、そうい

った意見が小委員会で出なかったのかどうなのか、まず、お聞きしたいなと思います。 

○委員長（吉田和子君）  斎藤小委員長。 

○委員（斉藤征信君）  小委員会の中ではあらゆる資料を参考にしまして、こういう事例がある、
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こういう事を取り組む必要があるということをずっと検討を加えていきました。もちろん、私たち

は議会の皆さん方の決定を飛び越したり、それから議運で論議をしていないものをどんどん具体的

に入れるということはまかりならんと。これは小委員会のやる仕事ではないけれども、あくまでも

そういう前例があって、どこかで取り組んでいる、それを目指して、我が議会もそれを目がけて向

上していこうとそういう意味では、その主旨をきちんと捉えて、それがすぐ条文として載っかって

いくかどうか。今すぐ取り組むかどうかということにはならないけれども、でも、将来的にそこを

目指して行けるという、そういう道は開いておくべきじゃないかと。こういうことでね、考え方を

押さえているわけです。 

○委員長（吉田和子君）  3 番山本委員。 

○委員（山本浩平君）  その中で私の意見のように時期尚早ではないかという意見は小委員会の

中では出ませんでしたでしょうか。単純な質問なのですが。 

○委員長（吉田和子君）  斎藤小委員長。 

○委員（斉藤征信君）  どの部分ですか。議会報告会ですか。議会の全部ですか。私たちは、条

文を作るための考え方を作るということを任務として与えられたわけですから、そこへ来て、時期

が早いと、やめようということにはならなかったということ、それだけは報告できます。 

○委員長（吉田和子君）  3 番山本委員。 

○委員（山本浩平君）  ということであれば、この議会に関して盛り込むかどうか、賛成か反対

かということに関しては、今、この特別委員会の中で意見として述べても構わないということです

よね。 

○委員長（吉田和子君）  事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  これは先ほども加藤委員にお話しましたとおり、これは議運の中

でこの条例を作るか作らないかというのを諮って、作るということになって特別委員会をどういう

ふうに設置するかということで特別委員会を設置したわけですよ。その中で賛否両論はあったかも

しれませんけど。議会の意思としては作るというところで今は向いているわけですよ。ですから、

どのような意見もあるかもしれませんけど、そこに戻るということは特別委員会本来の設置意味が

無くなってしまって、特別委員会を解散するか、そういう措置になってしまうということをご理解

いただきたいと。 

○委員長（吉田和子君）  堀部議長。 

○議長（堀部登志男君）  今、局長が言いましたけどもね、要するに自治基本条例を作るという

中で少なくても議会の条文を入れようということで皆さん決定してですね、そして、特別委員会を

作り、さらに特別委員会全体でやるより小委員会を作って具体案をまとめて行こうという形で今ま

でやっていただいたのですよね。それを、小委員会でせっかく5 回も 6 回も会議を開いて、真摯的

にこういう具合に条文化と言うのですか、示唆しているような項目を出してくれているのに、今さ

ら入れるとか入れないとかいうそういう議論をするということは誠にもってちょっと理解に苦しむ

のですよね。皆さん、そういう考えでいるのでしたら・・・。個人的な意見ということで出ました

から、それは分かるのですけれども。そういう具合になると議会の決定が何だったということにな
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りますのでね。その辺は十分ひとつ経過も考えて発言していただかなければ、委員会にも何もなら

なくなっちゃうのではないかなとそういう気がするのですけども。委員長、その辺きちんと進めて

いただきたいなと思います。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  もう 1 点。これは特別委員会を作る時のご意見ですよね、今の意見は。

もう審議している最中の意見じゃないですよ。同時に各会派で検討しているんです、この小委員会

の中身も。その時に新風さんの中でそういう意見がきちんと出て、それが小委員会で反映されてい

るのですか。小委員長にその点をお尋ねします。会派できちんと議論をして、持ち上げたというこ

とはここに記載されておりますけれども、会派でどのような議論をされて、会派の代表の方はどの

ように小委員会の中で発言をされたか。そこはそういうふうになっているのですか。なっていなけ

れば、その前段の問題と後段の問題、2 つの問題になると思います。特別委員会が必要ないのであ

れば、特別委員会を作る時に発言をしなければ、そういうふうにはならないと思うのですよ。この

条例が必要無ければ、その時点で発言すべき中身のものでしょう。はっきりしていると思います、

そこは。そこできちんとしていただきたいと思います。整理してください。 

○委員長（吉田和子君）  はい。特別委員会を設置して、そして、特別委員会の中では条文を揉

んでいくということは厳しいということで小委員会を設けたはずなのですね。ですから、議運の中

では特別委員会はこういう形で設けるということはその前に議論されています。そして、何回か小

委員会をされて、その中で各会派にきちんとその意見を持ち帰っております。で、その中でその骨

子案について議論をして各会派ごとに持ち寄っているはずなのですね。今日はその報告を受けて、

特別委員会として今後どういうふうにしていくかという委員会なのです。ですから、最初の意見も

そうでしたけれども、前の方に引き戻らされているような感じがするのですけれども。その辺で今、

大渕委員の方から、各会派で話し合った時にどうだったのかという、その意見の持ち込みをどうい

うふうにされたのかということがちょっと出ていますので、もし、答弁することがあれば小委員長

お願いします。 

○委員（斉藤征信君）  会派に持ち帰って、第 5 回目になろうかと思いますけども、それらの意

見を十分に踏まえた上でさらに論議を加えたという経過がございますが。資料の 39 ページに一応ま

とめとして会派の意見を書いてあります。その時に、具体的な名前を言うと鈴木委員が会派をまと

めて話をしたのですが、その内容について書かれております。積極的に論議を進めていこうという

観点での話はありましたけども、時期尚早だからやめた方がいいのではないかという発言は一切私

の記憶にはございませんので無かったと心得ています。 

○委員長（吉田和子君）  代表の方はよろしいですか。確認しますけれども、会派の話しあいの

中ではそういった意見は無かったということで。鈴木委員、会派を代表してお願いいたします。 

○委員（鈴木宏征君）  今、小委員長がおっしゃったようにですね、もう特別委員会が設置した

ということは、そこに向って作業を進めるということ、そこではもう決めたというふうなことです

から。議論の中の説明はしましたけども、やめるとかやめないとかという、そういう論点はもっと

前段の特別委員会を設置することの会派の話の中では山本委員からそういうお話は出たと思います。
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それは会派の中の一人の意見。全体の意見としてはまとめて、特別委員会を作るという方向で会派

の方では代表の方から話があって、最終的には特別委員会を設置して、その中で小委員会という話

で。小委員会で揉んだ事項を持ち帰って、その説明をして、うちらの会派の意見を取りまとめてこ

ういう形で報告しましたので、もうそういう論議の場所ではないわけですよ。これをやめるか、や

めないかの論議じゃなくて、小委員会としてはこういう方向で今、まとめていますと。で、これに

対して何かご意見があったら会派の意見として小委員会の中でお話しますという、そういう流れで

お話しましたので、その中ではそういう議論の場ではなかったというふうに思います。こういう意

見は出ましたので、そういう意見を委員長に報告したということです。 

○委員長（吉田和子君）  どうでしょうか、山本委員。特別委員会を設ける時点での時期尚早と

いうことは意見としては出ていなかったような気がするのですけれども。今は個人的な意見として

おっしゃったのですけれども。ここまで来て、今はもう中間報告的なものまで、骨子案の報告まで

来ていますのでね。そういった点では今の意見というのはちょっと馴染まないというか、今、出さ

れてもという思いになるのですけれども。3 番山本委員。 

○委員（山本浩平君）  町側から一番最初に説明があった時に私は疑義を申し上げたことは覚え

ています。特別委員会の時にはもしかしたら、お話していなかったかもしれません。ちょっとはっ

きり覚えていませんので申し訳ないのですけれども。今までの皆さんのご意見、または斎藤小委員

長、うちの会派の鈴木委員のお話を聞けばですね、この経緯の中で今、私が申し上げたことは筋が

通らないというようなことと認識いたしましたので撤回と申し上げるか、私の意見としてはそうな

のですけども、経緯の中では理解いたしました。 

○委員長（吉田和子君）  他にご意見のございます方、どうぞ。無ければ、次へ進みたいと思い

ます。次に白老町自治基本条例の策定について、今後の日程等について担当課より説明を願います。

岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  それでは今後の日程等につきまして、ご説明申し上げます。今

日、お配りしました資料は 8 ページになります。8 ページ、条例案の検討スケジュール及び方法に

ついてということで、ここにスケジュール案がございます。黒枠で囲っている部分が議会に関わる

部分です。左側の方に行政と町民とそれぞれの部会がございますが、議会におきましては今日、1

月 17 日、やや中段くらいですが午前中に小委員会を経まして、現在特別委員会で条例骨子案の検討

ということでございます。この後、2 月上旬に小委員会を開催していただきまして、今度は条文に

関わる条例案に基づく検討を行いたいと考えております。で、それを踏まえまして2 月下旬に特別

委員会、これは条例案の条文の部分でございますが説明・検討しまして、3 月下旬に再度、特別委

員会を開いていただきまして、全体のまとめを3 月中に行いたいとこういうスケジュールになって

ございます。以下、町民、行政部会もともに目標としましては3 月いっぱいまでにまとめたいとこ

ういうスケジュールでございます。なお、2 月 13 日に中段でございます、網かけで中間報告会とい

うことでございますが、これは検討の経緯・骨子案ということで、今日、議会に関わる部分の骨子

案、ただ今の斎藤小委員長の方から説明いただきましたけども、議会の骨子案、それから、町民、

行政の部分の骨子案を中間報告会として行いたいと。で、これについて町民の方からご意見をいた
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だいて、条例案の方にまた、このことを盛りこんでいきたいというふうに考えてございます。この

後の議事の中でひとつ、この中間報告会に議会としての出席をお願いしたいという部分の思いがひ

とつございます。それから、その後の策定委員会の関係もそうでございますが、後ほど高橋リーダ

ーの方から詳細を説明させますが、3 月までに条例案がまとまりますと 4 月、5 月に条例の策定委員

会を設置しまして、その中で条文の内容をさらに策定委員会としてまとめて行くということを予定

してございます。そういう意味から、今日の特別委員会で議論ということも一つ方法ございますが、

4 月までに議会との関わりをどうするかという方向性を出していただければ私どもとしては大変あ

りがたいというふうに考えてございます。大きく 2 つ、中間報告会の開催の内容と、それから、条

例策定委員会の参加についてという部分をもう少し掘り下げて高橋リーダーの方から説明させます。 

○委員長（吉田和子君）  高橋グループリーダーお願いします。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君）  それでは、私の方から 2 番目の中間報告会と3 番目の

条例策定委員会の関係につきましてご説明いたします。まず、中間報告会ですが、今、岩城課長が

説明しましたように2 月 13 日の月曜日になりますが、いきいき4・6 におきまして昼1 時 30 分～と

夜の 18 時～、2 回に渡って同じ内容で開催する予定でおります。これにつきましては、今回、骨子

案がまとまったということで、より多くの皆様のご参加をいただきたいという思いから、夜、出掛

けられないという方もいらっしゃると思いますので昼の部と、あと夜なら出席できるという方のた

めに 2 回報告会を開催したいということでございます。この報告会につきましては、これまでの検

討経過と、それから、それぞれこれまでに町民、議会、行政、それぞれの骨子案の内容をご説明し

て、より多くの方に理解をいただき、また、その時点でのご意見ですとかそういうものを収集して

行きたいという考えでございます。あと、内容につきましては一応、今の事務局の案でございます

けれども、進行・説明につきましては執行部側で行うという現在の予定を立てております。あと、

この中間報告会のご案内につきましては2 月号の町広報、それから町内会回覧、それから町民活動

団体等へのダイレクトメールによって周知を行いたいというふうに考えております。ぜひ、議会の

議員の皆様方につきましても、ご協力をお願いしたいと思います。  

 続きまして、10 ページでございますが、条例策定委員会につきまして、今、スケジュールの説明

でございましたように3 月を目途にいたしまして、いわゆる条例案、答申をいただいた後に実際の

条例成案というものを作っていくための条例策定委員会を組織する予定でございます。この自治基

本条例につきましては他にあまり例のない条例の内容でございます。町民のこと、行政のこと、議

会のこと、全て含まれた一つの条例でございますので、従来の条例の提案・制定方法とはちょっと

いろいろな方法が考えられます。今、3 つの方法をお示ししております。 

 1 番目は従来よく見られる条例の策定方法でございますが、答申をいただいたものに対しまして

行政で策定委員会を組織して、条例提案して、議会特別委員会にかけて議決をいただくという形で

ございます。 

 2 番目は、この条例の性質上、現在の素案検討も議会、町民、行政と行っておりますが、それぞ

れの素案を策定委員会にそれぞれのメンバーが参加いただいた共同型の提案方法ということで、策

定委員会には町議会、町民、行政という構成で組織し、その内容をそれぞれ議会と行政、議会と町
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民、行政と町民という、そういう関係もそれぞれ調整しながら成案にもって行きたいという案でご

ざいます。 

 3 番目は策定委員会に町民だけ入っていただいて条例提案していくという方法が考えられます。 

 事務局といたしましては、この条例の性質上もありますが、前例の無いような形になろうかと思

いますが、2 番目の共同提案型の形で行きたいということが当初の構想でございましたが、特別委

員会において、その方法を示していただければというふうに考えております。以上で終わります。 

○委員長（吉田和子君）  ただ今、経営企画課より今後の説明がございました。今後の日程にお

ける、まず、第 1 点目は中間報告の件でありますけれども、自治基本条例の主旨から条例骨子案の

パブリックコメントとして中間報告を行うということなのですが、そして、議会関係の部分につい

ても条例全体として同時に実施したいという今のお話がありましたけれども、各委員の方でお考え

がありましたら意見を伺いたいと思います。7 番西田委員。 

○委員（西田祐子君）  すみませんけれども、私は委員会にも入っていませんし、会派にも入っ

ていないものですからどういうような立場でしたら発言の機会があるのでしょうか。意見を言える

場。 

○委員長（吉田和子君）  この場で意見を聞いているのですけども。特別委員会は全体でやるこ

とになっていまして、小委員会は骨子を作るために小委員会を設けていただきましたけれども、そ

れを今、報告を受けて意見をそれぞれ聞いているのですけども。それをさっき、3 点について、行

政と町民と議会の報告の度にまとめて意見を聞きましたよね。そういうところで述べていいのです

けれども。さっき山本委員もおっしゃいましたけども。そこで意見を聞いたのですけども。 

○委員（西田祐子君）  今までの経過の中を見ていても、あまりよく分からないものですから、

いつ意見を言っていいのかなとちょっと分からなかったもので。以前に文書で出してくださいと言

ったきりだったものですから。これから先も質問できる機会というのは、じゃあ今回で終わりとい

うことですか。 

○委員長（吉田和子君）  骨子案の説明が今回しましたから、骨子案については今回で。この分

野別の骨子案はもらっていますよね。前もってもらっていますよね。皆さんもいただいていますか

ら、これを読んで来ていただいて、今日の中でいろいろな意見があれば述べていただくということ

になったと思うのですけど。 

○委員（西田祐子君）  いや、今後です。今後はもう無いということですね。 

○委員長（吉田和子君）  いえ。今後はまた特別委員会は存続しますから。今、中間報告、もう

今度は条例案に入っていくわけですから、条例案を作っていく中で中間報告をしてということでパ

ブリックコメント、町民の方々の意見も全部集まった中で説明をして、また、そこの中で意見を言

っていくということで、議会からも参加をしていただきたいという話もあったと思うのですが。 

○委員（西田祐子君）  分かりました。 

○事務局長（上坊寺博之君）  スケジュールの 8 ページを見てください。特別委員会は全員で設

置していますので、全員が委員さんですから、当然、意見を言える立場にあるということなのです。 

○委員長（吉田和子君）  たまたま骨子案作る時は各会派から出ていただきましたから。でも、
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その流れ的なもので、こういう中間的な書類等は配付されていたと思うのですけども。それで今日

は、その報告会を兼ねて皆さんの意見を聞くという場なのです。14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  中間報告については、全く我々が意見を挟むものでもございませんので、

我々が参加するかどうかということだと思うのですけれども。策定委員会の件につきましてはね、4

月、5 月なものですから人数の関係、または参加するかどうかということは今日ここで結論を出さ

ないというふうにしていただいた方がいいのではないかと。しかるべき全体の会議の中でも、この

特別委員会の中でも構いませんので、次の会議の中でご議論願った方がいいんじゃないでしょうか

ね。 

○委員長（吉田和子君）  説明がちょっと不足だったかもしれませんが、今、皆さんからご意見

を伺ったのは中間報告について何か考えがあればということで。策定委員会については、また、そ

の後で申し上げようと思ったのですが。どうでしょうか。中間報告は皆さんに、町民の方々、それ

から各団体の代表の方々にも出ていただいて、骨子案は議会で揉んだものでありますし、そういう

意見をこちら側から報告をして町民の方々の意見を聞くという場でありますのでね、この中間報告

に関しては、先ほどもいろいろな意見ありましたけれども、きちんと採決をして中間報告するかど

うかというのを皆さんにお諮りしたいと思っているのです。その前に何か意見があれば、伺いたい

と思ったのですが。よろしいでしょうか。意見ありませんか。採決してよろしいでしょうか。じゃ

あ採決をしたいと思います。議会関係骨子案について、中間報告に参加することについて賛成の方

は挙手を願いたいと思います。強制的にと言うか、議会として参加するべきことかどうかというこ

とで採決をしております。それは個人の意見ですから、賛成多数ということになりますので。何か

意見があれば。 

○委員（大渕紀夫君）  あのね、中間報告の開催についてと書かれていますけど、議会は企画グ

ループの高橋リーダーがなされるわけですよね。ですから、今、斎藤小委員長が報告をコンパクト

にして高橋リーダーが20 分議会の中身についてはこういうことだということを報告するというこ

とでの、それを中間報告していいかどうかという議決でしょ、今。 

○委員長（吉田和子君）  局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ちょっと私から。先日、議長とお話させてもらいまして、中間報

告会に議会が参加するかどうかということをちょっとお話させていただいたところですね、議長の

考え方としてはやっぱり議会が関わって作って中間報告する以上は議会として関わらなければなら

ないというお話をいただいていますので。まだこれ、企画とは調整取っておりません。ですから、

ここ高橋リーダーになっていますけど、ここはやっぱり議会としてきちんと報告すべきだなという

議長からのご意見は伺っていたのですよ。ですから、その部分については皆さんにお諮りして、参

加するということであればですね、その方法等について、また別途、委員長に一任していただくか、

企画の方と協議させていただくことになるのではないかなと思っております。 

○委員長（吉田和子君）  5 番玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  もちろん、これは今、議会も三者共同でやると、僕はそういうふうにし

たいと思うのだけれども。できるだけだよ。ただね、第1 部、第 2 部と 2 回やるしね、2 回とも出
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席しないとならないのか。1 回ずつ、都合のいい時に出席すればいいんだよとかね。そういうこと

をもう少し決めていかないと出てこないでしょう。今、どうするのって。賛成か反対かと言ったっ

てさ。 

○委員長（吉田和子君）  今の企画の方の説明は、この骨子案について中間報告をするというこ

となのです。議会が出てほしいというのは、その場に参加してほしいということは言っていました

けれども、この骨子案を中間報告、そして、議会の部分は議会がやってきましたよね。それを町民

の皆さん方の意見を聞くために中間報告をしていいかどうかということなのです。議会は議会で別

にずっと最後までやるのか、それとも町民に全部諮る時に議会側で作ってきたものも中間報告とし

て出して町民の意見を聞くのかどうなのかということでお諮りしているのです。その中間報告の会

場に議員が参加する、参加しないは自由なのです。議員の自由と言ったらおかしいですけど。それ

に書いて説明したはずなのです、今。皆さん、ちゃんと聞いていていただきたいと思うので。私の

説明が悪いのかもしれませんけれども。中間報告をしていいかどうかということを議会が今までや

ってきましたから、その部分で最後まで議会でやって、ずっと条例もやってしまうのかどうなのか。

それから、中間報告として 1 回、そういう町民の場に出してやっていただくのかどうなのかという

ことをお諮りしたいのです。よろしいでしょうか。じゃあ、もう一度お諮りしたいと思います。採

決したいと思います。分かっていただけましたでしょうか。小委員長どうぞ。 

○委員（斉藤征信君）  三者で同時に進んでいるものについて、町民部会、それから行政部会が

報告する。それに議会が参加するということは、これは当然、町民からの知る権利という形では望

ましい方向だなということで、するかどうかと今、採決するのはいいんだけど。もう一つ。リーダ

ーの方で説明するのかね、議会の方で今までやってきたものを説明するのか、その辺りもはっきり

させた上でやらないと誰が報告するのか曖昧なままね。だから、提案のまま高橋リーダーが全部や

るという形で今、採決してしまうのかね。その辺りをもう少しはっきりさせていただきたいと。 

○委員長（吉田和子君）  まず、報告するかどうかということを決めないと。報告するというこ

とになった時点で初めて誰がするのかという議論になると思うのですよ。報告しなくていいのに誰

がやるか決めてから、報告しますか、どうですかということにはちょっとならないと思うのですよ。

だから、議会として今まで議会が別にやってきましたので、行政と町民の報告がある時に議会のや

ってきた部分も報告しますかと言わないと、報告するかどうかわからない内に誰が説明するかとい

うことは、報告するということが決まってから誰が出て説明するのか、どういう形でするのかとい

うことは、できれば特別委員会の正副委員長と小委員会の正副委員長に議論にさせていただければ

というふうにちょっと思っているのですけれども。そういうふうに進めて行きたいというふうに考

えておりますけれども。14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  それはよく分かります。それは分かるんだけど、こういうものがもう出

ているわけよ。そうしたら事前にしないと、これで採決すると普通思うんですよ、それは。そうい

う議事の仕方は僕はまずいと思うの。だから、こういうものが出ているわけだから。だって、これ

を見たらさ、これで採決するんだよ。そうしたら普通は、高橋リーダーがやるというふうに思って

普通だと。僕は常識的に言えばそういうことですよ。ですから、そういうことであれば、事前に報
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告についてはこうこう、こういう形でやりたいのだけれども、局長が言ったように議長と相談して

こうだったし、今、委員長言われたように四者なら四者で報告者を決めたいと。で、その上に立っ

て採決するのでなければ、やっぱり僕は逆だと思いますよ、それは。こういう形で出ちゃっている

わけだから。文書で出ているのですよ。やっぱり、そうだと、事前にきちんとそういうことをして、

そして、採決すべき中身だろうと。だから、これを出さないでやるんだったら僕は構わないですよ。

だけど、こういうものが出ているわけだから。それは町が作ろうと、議会が見ているわけですから。

そういうことはやっぱりね、議場の場ではきちんとすべきだと私は思うのですよ。それは、やって

からやるものじゃなくて、事前にきちんとした上でやるべき中身のものだと私はそう思いますよ。

そこはきっちり今後して行かなくちゃいけない部分だと思いますから。だから、話は分かりました

から、そういう形でやるということを言って採決してください。 

○委員長（吉田和子君）  今、中間報告会の行政側からの説明がありました。で、この中で議会

の部分については高橋リーダーが説明するということになっていますけれども、この部分の説明者

を取り除いて、今後、議会としてどうするかということも含めて採決していきたいというふうに思

うのですが、それでよろしいでしょうか。それでは、採決いたしたいと思います。議会関係骨子案

について中間報告にまず参加することに賛成の方は挙手を願います。ありがとうございます。賛成

多数。よって、中間報告については参加することに決定をいたしました。なお、先ほどお話があり

ましたように、中間報告の参加の方法等については、お諮りしたいと思うのですが、特別委員会の

正副委員長及び小委員会の正副委員長に方法、報告者に対しては一任していただきたいと思います

けれども、よろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  では、ご異議なしと認めます。中間報告の参加方法については特別委

員会正副委員長及び小委員会正副委員長で協議し、後日、各委員へ通知をさせていただきたいと思

います。 

 次に策定委員会の議会の関与についてであります。町民関係及び行政関係と並行して進めて、議

会関係の部分でありますから、全体の条文策定についても議会が関わりが持っていただきたいとい

うことで先ほど説明を受けました。このことについては後日、議案として提出のある、条文策定に

議会が関わることとなることから、慎重に検討し、決定しなければならないというふうに考えてお

ります。お諮りしたいと思います。策定委員会の参加については本日の特別委員会では決定せず、4

月までの特別委員会において決定することとし、各委員にあってはそれまで十分検討するというこ

とにいたしたいと考えますがよろしいでしょうか。 

［「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。策定委員会への参加については、策定委員会

が組織される4 月までに参加の有無を決定することといたします。本日はこの程度に留め、特別委

員会を延会したいと思いますがよろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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      ○閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  では、以上を持ちまして特別委員会を終了いたします。ご苦労様でし

た。 

 

（閉会 午後 3 時 58 分） 

 

 

 


