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◎開会の宣言 

○委員長（斉藤征信君） おはようございます。これから、白老町自治基本条例制定に関する

小委員会を開会いたします。本小委員会には傍聴を許可することをご異議ございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（斉藤征信君） 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

員長によって傍聴を許可いたします。 

 今日は第７回の検討会の後、企画グループの方から、文章を整理するという作業の中で、若

干の変更があって、それに議会事務局からの見解なんかを含めまして、前に小委員会で検討し

たものと若干文章の相違が出ておりますので、そこの部分、皆さんの許可をいただいて、今日、

小委員会でそこの部分を諮った上で特別委員会に報告したい。わずか１時間の予定でございま

すので、精力的にそこをやっていきたいというふうに思います。 

 今日は第８回目になるわけですけれども、第７回の小委員会の時に検討したものとの違い、

そこら辺を確認しながら進めていきたいというふうに思います。今、差し上げました資料につ

きましては、文章整理上、こういうふうにした方が良いのではないかという所で、そこから４

点ばかり出されております。その他に議会事務局の見解も交えて、若干の変更がございますの

で、そこら辺を確認していきます。条項の素案の方をご覧になってください。前の第７回の時

に検討した条文をお持ちであれば、それも一緒に持って出していただければありがたいと思い

ます。新しい条文をご覧になりながら進めていきたいと思います。違う部分言います。まず、

総括的に、前の時は何々することと、そういうような文体があったんですけれども、出来るだ

け分かり易くした方が良いだろうということで、何々しますという文体に変えるということで、

何々することとなってた所は全部、何々しますという形になっておりますので、ご了解願いた

いと思いますが、確認いたします。第２条の（１）、（２）、（３）。前の所では１、立法の権限、

（２）意思決定の権限、（３）は点検の権限と、こういうふうになってたんですけれども、（１）

権限を有します、（２）権限を有します、（３）監視の権限を有しますと点検の権限が、監視の

権限を有しますというふうに変わっているはずです。それから、第３条の（１）。自由な討論を

中心に行うこととなってました。それから（２）。会議の公開を推進しますと、自由な討論を中

心に行うことになってたのが、公開を推進しますと、こういうことばになってます。（２）会議

の公開を原則とするという所が、会議の公開を推進しますということばになってます。この文

章表現についてはまた後でここの所やります。（３）円滑に行うことが、行いますに変わってお

ります。それから、第４条。同じです。図ること、図ること、進めることとなっていたのが、

図ります、図ります、進めますと、こういう文体になってます。それから第５条。（１）努める

こと、努めること、それから（３）行うこととなってたのが、努めます、努めます、活動を行

いますという文体に変わってるという所です。その次、第８条です。第８条の（１）、努めるこ

とが、努めますになってます。それから（２）。これも努めることから努めますと。それから（３）。
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努めることが、努めますに変わっています。それから、もう一つ。第１１条。充実すること、

整備すること、設置することになってたのが、充実します、整備します、設置しますと、こん

なふうに変わっております。以上の点が、語尾が変わったということなんですが、ここの点に

つきましていかがでしょうか。語尾の部分だけ、やさしくするということで、これは内容変わ

ってるわけではございません。了解いただきたいと思います。 

それでは、文がちょっと変わってる所について、申し上げたいと思います。第１条の３項で

ございます。新しいのと比べてみてください。議会はその使命に基づき、町民主権のまちづく

りを進め、町の発展と町民生活の向上に寄与しますというのが、新しく変わっています。議会

はその使命に基づき、町の発展と町民生活の向上に寄与する町民主権のまちづくりを進めます

と、文が前後しているわけです。ここの部分について、何かご意見がございましたら。変わっ

た所、全部申し上げますか。今の３項の所、印を付けておいてください。その次、第３条の２

項。前の時には、町民のため開かれた会議をするため。ここまでは同じですね。情報共有及び

町民参加を充実し、会議の公開を原則とすることとなってたんですよ。これは、先ほど差し上

げました説明の中にございます。情報共有及び町民参加につきましては、これは前の他所の部

分と重複するために、これはいらないのではないかと。削除した方が良いのでないかというこ

とで、この情報共有及び町民参加を充実しという所を、カットしてあります。前と後をくっ付

けました。町民のため開かれた議会とするため、会議の公開を原則としますというふうになる

んですけども、ここの新しいのでは、会議の公開を推進しますということばに変わってるんで

すよ。討議の時には公開を原則とするということで、了解をもらってたんですけども、公開を

推進しますという言い方、これで良いかどうか。ここら辺、考えていただきたいと、ご意見い

ただければというふうに思います。 

その次、第６条の２項でございます。議会は、議会運営並びに議員の政策立案及び調査活動

を補佐するため議会事務局を設置しますと。議会事務局の役割について書いてあるんですけど

も、新しいのでは、議会は議会運営並びに政策立案及び調査活動を補佐するため議会事務局を

設置しますということで、議員の政策立案という所は、議員ということばがカットされてます。

議会運営並びに次の議員がカットされるということで、このことが良いかどうか。議会の運営

の責任を持つんで、議員の政策立案までは含めないということでカットしてあります。次、第

７条の１項です。これは、議会は本会議の他、行政の調査、点検となってたのが、ここは行政

の調査、監視。点検が監視に変えてあります。これは、前に話した所であります。次、同じ７

条の４項。議会は会議における討議の充実を図るため、それに必要な時間を確保しますという

所を、新しく、議会は会議の充実を図るため、討論を十分に行うことができる会議の時間及び

会期を確保します。中身が具体的になってるという点が変更になっています。次、第９条の１

項です。古いのでは、会議は議会活動を活性化させ、町民の町政に対する関心を高めるため、

議会の情報を積極的に公開しますと、こうなっているんですが、新しいのでは、議会は町民に

意思決定に関する情報を伝えるため、議事録など議会の情報を公開しますというふうに、具体

的に出て来たということで、理由は提案の所に出てますから、そこで言いますが、２項目も議
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会における意思決定の内容を報告しという所が、議会における意思決定の内容を議会だよりな

どで報告しというふうに具体的になっているという所です。今日もらった資料の９条の所の理

由をご覧になってください。第１０条の議会の町民参加と同様に、具体的な内容を盛り込むこ

と及び第９条の１項と２項の内容の違いを明確にするため、１項では請求された文書の公開に

関する規定にした方が良いのではないかということで理由が書かれておりますけども。ここの

１項目、２項目、具体的になったということで押えておいてください。 

○事務局長（上坊寺博之君） 戻ってください。どっとみち直すんだったら、第9条議事録と

いうことばないですから、会議録ですので。法律上規定されてるのは会議録。直してください、

そこ。議事録というのはないです。会議録です。 

○委員長（斉藤征信君） 修正点、これでつかめたでしょうか。それじゃ。初めから戻ってい

きたいと思います。第１条の３項。文書の前後が入れ替わってるという。まちの発展と町民生

活の向上に寄与するとなってたんだけども、それを町民主権の説明に変えたわけですね。特に

ご意見ございませんか。３条の２項。会議の公開を原則とするとなってたのを。その前に、こ

こ二つの違いあるんですけども、情報共有及び町民参加を充実し、重複するんで、これはカッ

トするということで、これ無くても意味は通じます。そうすると、会議の公開を原則を推進し

ますということばに変わってるんですが、その説明。 

○事務局長（上坊寺博之君） これ、私が直してくださいと言ったんです。というのはこれ、

原則、例外規定はもう既に書いてあるんですよね、７条で。公開をしないこと。ちょっとこれ

もぼやけてるんですけど、傍聴規則を定めて公開しますと。但し、公開が不適当と認める場合

はその理由を公表して、非公開とすることが出来ますと。これは、法律の規定なんですけど。

ここに非原則書いてあるんで、ここでわざわざ原則と言わなくて良いんじゃないかと。ただ、

議会の姿勢としては、推進するという方向性でよろしいんではないかということで、私の方か

ら直したら良いんではないかというご指摘をしたということなんです。 

○委員長（斉藤征信君） そこで皆さんからのご意見いただきたいんですけども。私これ読ん

でて、原則ということばから、ぼやけてるという話があったけども。何かすきっとしないんじ

ゃないのかなという感じはしたんだけども、そんなことはございませんか。公開は今までもや

ってきてますから、大体わかるんですけども。これから、これが決まっていくといちいち議会

で傍聴を許可することを認めますかという、あの表現というのはいらなくなるわけですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 委員会条例を変えなきゃならないわけなんです。それは今、傍

聴規定の審議してる最中だと思いますけど、それが終わった後直そうかなと思ってますけど。 

○委員長（斉藤征信君） これが決まっていけば、自ずと変えなきゃならないですよね。その

時に、ここの町の会議は会議、委員会、全て原則公開だよということがあれば、いちいち断ら

なくてもいいわけですね。そういうことになると、原則ということばが必要ないのかなという。 

○事務局長（上坊寺博之君） そういう条文に原則というのは合わないんじゃないかと、法律

上は。原則ということばは曖昧で。ですから、あえて推進するという方向性で。原則というの

は、原則でない部分を列記しなければならないから。傍聴する理由が明確でないですよね。公
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開しないというあれがちょっと。 

○委員長（斉藤征信君） 傍聴制度を定め、これに細かい規則が出てくるのかなと思ったんだ

けども、どうでしょうこの辺。特別異議はございませんか。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（斉藤征信君） 次、６条へまいります。６条の２項。議会は議会運営並びに議員の

となってた、その議員のというのがカットされてます。皆さんの方にも入ってませんね。 

○事務局長（上坊寺博之君） これも議員を削ったのは、議会事務局の法的趣旨からいくと、

議員のための議会事務局じゃないんですよ。議長の事務を補佐するための議会事務局でありま

すから、それを明確にするために議員を外していただいた。当然そういう役割というものは、

含まさってるというか内在はしてるんですけど、法的にはそういうことじゃないということを

認識するためにあえて取ってもらったんです。 

○委員長（斉藤征信君） お分かりでしょうか。ということで、これはよろしいですね。次、

７条へ行きます。これは、点検が監視になってるだけでいいですね。その次、７条の４項。そ

れに必要な時間を確保しますとなっていたものが、討論が十分に行うことが出来る会議の時間

及び会期を確保しますと、具体的になったんです。これは如何でしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（斉藤征信君） よろしいですか。その次、９条いきます。情報を伝えるため、会議

録など議会の情報を公開しますと。それから、意思決定の内容を議会だよりなどで報告し、町

民との情報共有に努めます。具体的になったということで、これは資料の理由の所に書いてご

ざいます。第１０条の議会の町民参加と同様に具体的に盛り込んだ方が良く分かるのではない

かということです。ここは、如何でしょうか。 

○委員（近藤 守君） 情報の公開と共有について、この前言ったのだけれども、１項目で情

報を公開しますということは、聞かれたことは要するに言うけれども、全般的に共有というか

知らせないということなのか。公開というのは。 

○委員長（斉藤征信君） 高橋リーダー。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） 前の時もお話してるんですが、補足説明で書き入れ

ておりまして、補足説明の一番最後なんですけども、情報公開条例の考え方として、公開は請

求に応じてだと。そして、共有は積極的な提供ということで、その考え方から１項目を公開、

２項目を共有いうふうに分けて整理しました。 

○委員長（斉藤征信君） 公開と共有、違いをはっきりさせたということでございます。特に

ご意見ございませんか、ここは。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（斉藤征信君） ということで、全体見渡してきたんですけども、全体通してご意見

ございましたら。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今まで曖昧だった部分が、明確になってきてるという部分では、まと

まって見やすくなっていたんではないかと思います。こういった形の中で、まとめてもらった
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ことは、本当に良かったんではないかと思います。 

○委員長（斉藤征信君） その他、ございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（斉藤征信君） それじゃ、良いということで、これでいきたいと思いますが、これ

でまとめていきたいというふうに思いますので、企画課の方で何かございますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 会議録の部分、もしか間に合えば差し替えさせてもらったらど

うかと。特別委員会の方で。 

○委員長（斉藤征信君） もう一回、確認します。今、会議の公開を原則として書いてある所

を、ポツの４つ目ですか、ここ書き換えるんですか。これ、条文説明だから、上と同じになっ

てしまいますね。内容的には原則として公開推進しますという説明だから、私もこれはこのま

まで良いかなと思うんですけども。ということで、内容的にはこれで良しということで確認し

たいと思いますが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（斉藤征信君） はい。 

○事務局長（上坊寺博之君） これからの小委員会の規定なんですが、一応８月３０日で特別

委員会の中で小委員会を設置して、議会関係に関わる部分の素案を委ねられたということにな

りますので、これより特別委員会を開いて、今、原文審議していただきましたので、斉藤委員

長の方からこういうふうに出来たよということで、特別委員会に戻すような形になります。そ

うしましたらその時点で、ここの小委員会の役割は終わりますので、特別委員会の委員長の方

から調査を終了して、小委員会を消滅するという形になりますので、特別委員会で報告された

以後は一応特別委員として戻ってもらって議論に加わるという流れになろうかなと思います。

以上です。 

○委員長（斉藤征信君） それで、今日私の方から概略、皆さんにお話をして、後は特別委員

会に引き継ぐということに、今のようになると思うんですが、私の方からこんなふうにご挨拶

したいなと思ってる部分で確認をしてみます。最初に特別委員会からの委託を受けてこの小委

員会検討してきたということで、無事出来たということで、あとは特別委員会に報告し引き継

ぎますという話を最初にやります。経過につきましては。 

○事務局長（上坊寺博之君） ７月２５日に臨時会で設置されて、８月３０日で第１回目の特

別委員会をやってるはずですんで、その時点で小委員会設置してると。 

○委員長（斉藤征信君） そのあと、１０月２回、１１月２回、その間に会派の検討会があっ

て、１２月１回、１月１回、そしてそのあと中間報告会２回やって、そして２月に２回と。合

わせて小委員会８回もってきたということで、やってきましたという報告をしたいと思います。

それから、この条文についてですが、こんなふうに出来ましたということで、皆さんにお配り

してありますということで。私達小委員会として特に問題としてきた部分、報告しておかなき

ゃならない部分として、検討するに当たって小委員会の基本的な構え、前にも中間報告にも申

し上げましたけども４点。町民主権のまちづくりの中でどんな役割を果たしてきたかというこ
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とを明確にすること。白老らしさを出すこと。議会改革の手助けになるような指針になるもの。

議会の質的向上目標になってつかめるもの。この４点、これを基本姿勢として今まで話をして

きましたと。そこで、この条文の中で特に小委員会としてもこれから揉んでほしいなと。更に

きちっと肉付けしてほしいと思ってる部分ついては、先ず一つは自由な討議についてという、

これについてもう少し具体的にどんなふうになっていけばいいのかということが、もっともっ

と論議する必要があるだろうということ。それからもう一つは反問権の部分については、理由

の所にいろいろと書いてありますんで、分かってもらえるだろうというふうに思いますけども、

これからのあり方として、中間報告の時にもそこら辺の質問何かが出ておりましたので、その

辺をもっと追求してみなければならないだろうということ。それから、町民参加のあり方。も

っともっとこれは検討していかなきゃならないだろうということ。それから、資質向上の面で

は政策研究会だとかそういう集団での研修だとか。そういうようなもののあり方なんかについ

て、もっと考えていかなきゃならないだろうと。その辺がこれからの課題として上げられるん

だとことを付け加えておきたいなと思っています。それから報告の最後に町民から個人的な提

案という形で、全体で条文が膨大すぎて、かえって分かりづらくなっているのではないかと。

基本理念部分を思い切って削って、４条位に縮めることが可能ではないかと、こういう提案を

いただいたと。それについて、小委員会として検討いたしましたけれども、理念条例ではなく

て、制度に関しても出来るだけ具体的に内容を入れた条例としてやってるんだから、条文の長

さではなくて、内容を重視して分かるようにしていきたいということ。ただ今後、ことばの重

複は避けて精査していくのは当然なんで、これから条文を作っていくにあたっては、そのこと

については十分考慮したいと、こういうふうな結論になったのだということを申し添えておき

たいというふうに思ってます。大体これだけ私の方で話をして、あと特別委員会に譲るという

ふうにしたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員（鈴木宏征君） 私達小委員会でこういう案で報告して、特別委員会で承認いただけれ

ば、議会の案として作成委員会に持って行きますよね。そこで全体の調整をして最終的には出

来るんですが、そこにはこの形で出来るかどうかというのは未だ分かりませんよね。案として

持ってきますので。そこの中の遣り取りというんですか、変わった部分についての修正だとか、

そういうものは全部今度特別委員会がするという、そういうことになりますよね。もし、作成

委員会で何かそういうことが起きた時は必ず特別委員会を開催して、そこで議論をして、また

作成委員会に持って行くという、そういう流れになっていくんじゃないかと思うんですよ。そ

ういう流れは良いんですが、その度に何かあった時に全体の特別委員会を招集して、そこで議

論してまた持って行くという、そういうことが大変じゃないかと、逆に思って。小委員会とい

うのは、ある程度作成委員会が全部終わって、特別委員会が無くなるまでずっとあって、そう

いう所の調整の一つの役割というのも持っても良いんじゃないかと思ったんですよ。ところが

今回作成して終わりというんで、今後調整するのに非常に大変だなという所が感じたもんです

から。それと、今度作成委員会に吉田委員長と斉藤委員という立場で、小委員長という立場で
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はなくて、それはたまたま小委員長になってそこまで携わってきたから、議会から持って行っ

た案の中身を良く知ってるという、そういう立場の中で特別委員会の委員として今度出席する

わけですよね。そういう立場で考えていいのか、小委員会の委員長という立場で作成委員会の

中に入ってるのかと思ってたんで、そうしますと小委員会無くなると、ただ特別委員会の委員

という立場で、そういう認識でいいのかどうかということだけ確認させていただいて。 

○委員長（斉藤征信君） これ、誰に答えてもらえばいいのか。それと、私も一言。今の話に

もう一つ付け加えると、ここへ経過してくるまでに、条文の案を作った、これが町民部会と行

政部会との条文との付け合せというか、そういうものがこの小委員会の中で一切しなかったわ

けですよ。そのことが今度特別委員会に全部委ねられてしまうと、かなり細かい部分だとかな

んかの話は出てくることは確かなんですよ。私そこの所、今まで一回もそれをやらなかった。

付け合せというのを一回もやらなかったことを、これで良かったかどうかというのを心配はし

てるんですよ。そういうことも含めてこれから先のあり方についてちょっと。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ず、小委員会の関係なんですが、この特別委員会を設置する

時に議会運営委員会の中で揉んだのは、普通でしたら特別委員会の７名構成で作るんです、普

通の特別委員会。この中で全員加わった特別委員会というのは少ないんですよ。基本的には７

名位ですから。何故、これを全員で作るようになった経過といいますのは、要するにこれは議

員全員が理解した中で作成されるものだという認識の中から、全員で設置しましょうというと

いうことで、特別委員会出来たんです。基本的な全員でもんでく機関なんです。ただ、全員で

下地は作れないだろうということで小委員会を設置したんです。素案づくりを小委員会に委ね

られたということでありますから、経過としては小委員会で素案は作れたら、そこで基本的に

は報告した時点で無くなるんですよ、役目が終わるということで。ですから、今鈴木委員が言

われたように、全員でもむことがかなり大変だと思います。いろんな意見が出て来て、調整が

図られなかったりという部分はあるかなという気はしますけど、出だしがやっぱり全員が十分

理解した中で作られなきゃならないというような特別委員会でしたから、これは全員でもんで

くしかないのかなと思ってます。ですから、流れとしては小委員会から報告受けたら、多分１

条、１条全員で、これはどう考える、どうするという部分でもんでいかれるかなという気がし

ます。策定委員会も議会が関わるということで、会派入ってる議運でもう決定されましたから、

それは吉田委員長と今度は委員という立場で斉藤委員入るような。これは二人だけしか当然策

定委員会に関わりませんから、そこで何かあったり修正の要請があったら当然、特別委員会全

員の所にバックしてきて、一回もんでから戻らなきゃならない、これ企画の方ちょっと大変に

なるんですけど、企画の方にはお忙しくなりますけど、そういうとこもサポートいただきたい

という流れの中で進もうかなとは思ってます。ですから、せっかくここで作って、上手く持っ

て行けるのかなと、調整図れるのかなと、ちょっと不安なとこもあろうかなと思いますけど、

設置の趣旨がそういうことである以上、全員でもまなきゃならないのかなと。 

○委員（近藤 守君） だけど、そんなに心配しなきゃならないの。我々がこれだけ何回も何

回も打ち合わせして企画の方も入ってやって、素案が委員会に持ってた時に、他の人からがん
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がん言われるようなあれは無いというようなのは持ってる。 

○委員（鈴木宏征君） 何条っていう、みんな足したら何十条ってなるから、少し集約しよう

とか、そういう話が出てくるんではないかと思うんです。そうすると、今の１２条あるやつが、

じゃ、これが１０条位か６条位に出来ないのかという話が出てきた時に、今度条文変わってき

ますよね。それを今度いちいち特別委員会開いて、全部でもんでやらないと駄目だという部分

が出て来ると思ってたんです。それは無いかもしれない。 

○委員長（斉藤征信君） 途中で小委員会、復活なんていうのはあるんだろうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の時点では、議論委ねたのはそこまでですから、今の時点で

は考えは。ただ、特別委員会の中で必要があればまた設置するという部分も出てくるかもしれ

ません。今度、役割が違う部分で担う。 

○委員長（斉藤征信君） ということを、確認しておきまして、また１０時から会議をします

ので、終わりにします。岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 今日の特別委員会の流れなんですけど、今委員長からお話あ

ったとおり、今まで最終案の条文のまとめということが、委員長から報告されたその後なんで

すが、１条ずつ説明していきます。朗読する形で条文説明を進めて、その役割は事務局の方で。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、特別委員会の委員長の方から、小委員会の消滅の承認と

りますから、小委員会無くなるということは、素案だけいただいて、関わってもらった企画の

方で説明していただくという流れになろうかと思います。 

○経営企画課長（岩城達己君） そこだけ確認させていただいて。それでよろしければ。せっ

かく小委員会でここまでまとめたものですから、最後条文内容までいくのが本当かなと思った

りもしたんですが、小委員会は解散するということですから、私共でやるというのは一向に構

わないんですけど、そこだけきちっと整理したいと思いました。 

○委員長（斉藤征信君） お任せしていいですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） あと、それ朗読して、一緒に作り上げて、解釈上の部分聞くだ

けですから、あと良い悪いというのは、それぞれ議員さんの方から意見出てきますから。一応

今日は全部の条文をチェックしようと思ってるんですよ。その中で意見出しだけさせてもらっ

て、それを今度条文毎にどういう意見で出来たかというのを整理しないと、どんな意見だった

かというのは見えませんので、それ一回全部１２条まで出してもらって、それは３月定例会以

後、もう一回特別委員会やりますので、それまで整理して、また改めて、事前に配付していお

て、見てもらって、まとめていくという方法取りたいと思います。委員の皆さんもそれこそ、

特別委員会の委員の皆さんも小委員会の皆さんがこれだけ回数やって来て作って来てもらって

るもんだと思ってますので、それはそれなりに各会派から代表として出てますので、尊重され

るのではないかと私は思ってます。ただ、特別な部分、さっき言った反問権の部分だとか、い

ろいろな部分については出てくるかもしれませんけど、基本的にはこれベースでいくのではな

いかなと私は思ってるんですけど。そうでないと小委員会の役割というのはないですから。と

思っております。 
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○委員長（斉藤征信君）それでは、条文検討の方、今一つよろしくお願いいたします。それじ

ゃ、これで終わります。ご苦労さまでした。 

（午前 ９時５０分） 


