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平成１８年白老町自治基本条例制定に関する特別委員会 
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経  営  企  画  課  長      岩 城 達 己 君 
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 事   務   局   長          上坊寺 博 之 君 
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◎開会の宣言 

○委員長（吉田和子君） 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催いたし

ます。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。 

〔「はいと」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。 

 次に本委員会の日程について、事務局長から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。本日の特別委員会の調査でございますが、

小委員会に委ねておりました、白老町自治基本条例の議会関係条項の素案が示されております

ので、小委員会報告を受ける予定になってございます。一応、午後までかかる予定で今おりま

す。以上であります。 

○委員長（吉田和子君） それでは、調査に入りたいと思います。白老町自治基本条例制定に

関する小委員会から、議会関係の条項に関する素案が示されておりますので、その報告を受け

たいと思います。斉藤征信小委員長。 

○小委員長（斉藤征信君） おはようございます。今朝、９時からこの特別委員会に先立ちま

して、第８回目の小委員会を開きまして、条文の素案が出来たと、それを報告申し上げたいと

いうふうに思います。小委員会５名を代表しまして、ご報告申し上げたいと思います。報告に

先立ちまして、私の方から概略だけ報告し、後は執行部の方に委ねたいというふうには思いま

すが、先般１月の１７日当特別委員会において骨子案の中間報告をし、ご意見をいただいた所

であります。その後、２月１３日の町民に対する中間報告を経て、今日、条例文の素案を皆様

に提示し、小委員会の役目をここで終えることになりました。この間、まちづくりや議会の憲

法となる自治基本条例の策定にあたり、その責任の重さを感じると共に、皆様の応援を受けな

がら多くの勉強をさせていただきましたことを、心から感謝申し上げたいと思います。 

今日、提示する議会に関わる条例文、素案については、まだまだ不備な点を残していると考

えていますが、かなり多くの部分を企画グループの担当職員あるいは議会事務局の力を借りな

がら、今日ここに特別委員会に報告し、引き継ぐことが出来ましたことを嬉しく思っておりま

す。それでは小委員会として、最後のご報告をしたいと思います。先ず、小委員会の討議経過

についてでありますが、８月３０日特別委員会から委託されて小委員会を構成して以来、１０

月に二回、１１月に二回。その後に会派で検討する機会を持って、１２月一回、１月一回。そ

の後、中間報告をこの委員会と町民に対する中間報告二回を挟んで、その後２月二回。合計小

委員会だけでも八回の討議を重ねて参りました。 

内容につきましては、中間報告でも報告してありますし、討議の様子はテープに取って保存

してあり、概略テープを解いて皆様にも資料として届いているはずでありますので、ここでは
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省略したいと思います。さて、次に条文案についてですが、今日、お手元にお配りしてありま

すように、町議会関連条文として基本原則、基本事項、基本制度の３章１２条から成り立って

おります。先の骨子案の考え方を整理し、条文化してあります。この後、条文の検討につきま

しては、特別委員会の中で更に充実したものにしていただくよう、お願い申し上げたいと思い

ます。 

次に、小委員会で特に問題になった部分のみ、幾つか申し述べておきたいと思います。先ず、

先にも申し上げましたけども、検討するにあたって基本的な構えを４点考えておきました。第

一に議会として、町民主体で協働のまちづくりのために果たすべき役割を明確にすること、こ

れが第一点。第二点に、従来の次回運営の実積に照らしながら、白老らしさの出るものにする

こと。第三点目に、日常的な不断の議会改革に手助けの指針になるようなものであるべきこと。

四つ目に、議員個々の資質向上と共に、議会全体がレベルアップ出来るその目標になるように

すること。この四点を視点として、捉えておきました。後は、条文検討の中で論議していただ

きたいと思いますけども、特に、更に考えてもらいたい部分として、特に小委員会の中で問題

になった部分ですが、一つは３条の１項にありますように、自由な討議のあり方という表現に

なっておりますけども、自由な討議というのは、議会における活発な自由な討議というのはど

ういう形であるか。これはこれからも、なお研鑽を積んで、この理論的にももっとはっきりし

たものにする必要があるのではないかというふうに思っておりますので、ここはどんどん発展

させていくような、そういう方向で肉付けをしていただきたいというふうに思います。あと一

つは７条なんですけれども、７条の中に会議に参加した者の質問が出来るという部分があるわ

けですけれども、中間報告をした時にも町長だとか会議に参加したものが議員に対して質問が

出来るということがあっても良いのではないかと。いわゆる反問権についてどうなんだという

質問がございました。この件につきましても、そこに書かれております後で読んで討議してい

ただきたい所でありますけれども。参加したものがお互いに質問をし合いながら議論を深めて

いくというやり方、これが何処まで出来るのか。私達小委員会といたしまして、いわゆる文字

通りの反問権という形では捉えておりません。そういう中で、これを更に深めていくと、どう

いうことになるのかという。７条、条文説明の所に書いてありますので、特に読み上げません

けれども、いわゆるここでは反問権という形で捉えるのではなくて、発展条項として考えてお

きたいということで捉えておりますので、なおこれの中身についてはいろいろ皆さんのご意見

で深めていただきたいというふうに思っております。 

次、もう一つ、１０条に関わって、町民参加のあり方でございます。町民参加のあり方につ

きましても、いろいろな様々な形が成されており、いろんな形があるわけでありますけれども、

町民主権のまちづくりという中で、町民がどんなふうに参加することが望ましいのか。これも

発展的に検証されなければならない問題として、深めなければならない問題というふうに捉え

ております。もう一つ、１１条の問題であります。１１条、議員個々の資質の向上と共に議会

全体の資質向上という形の中で、必要な政策論議というものは十分成していかなければならな

いのではないかというふうな捉え方をしております。そこで出て来てるのが、政策研究会とい
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うような名前で出ておりますけれども、このあり方についても十分討議をしていっていただき

たい。経費の問題、その他も絡んできますので、どのようなあり方が望ましいのか、十分考え

ていただきたい。大体、主な部分だけ申し上げますと、そのようなものが、今後の課題として

残されているのではないかというふうに捉えておりますので、後の討議はよろしくお願いした

いと思います。 

最後に討議期間中に町民からの個人の提案という形で意見を受けました。それによりますと、

提案の概要というのはこんなものでした。全体で条文が膨大すぎないかと。かえって長くて、

沢山あって分かりづらくなるのではないかという指摘であります。基本理念部分を思いきり削

って、４条位に縮めることが可能ではないのかと、こういう提案もございました。このことに

つきまして、小委員会としても検討を加えたところでもありますけれども、小委員会としては、

理念条例としてこれが作られるのではなくて、理念の中に制度としても出来るだけ具体的に入

れた条文にしていきたいということやってきましたんで、条文の長さによって、長さだけで図

るんじゃなくて、内容を重視してもらいたいということで、小委員会としては検討を加えてき

たわけであります。ただし、今後の進め方によって、ことばの重複は避けていくのが当たり前

でありますし、精査していく中で縮めていくということも有り得るのではないかというふうに

も思いますので、その辺は特別委員の皆さんにお任せしたいと思います。そういうことで、小

委員会としては、これまでの検討してきたものを素案として提示いたしますので、後は特別委

員会の方に委ねたいということで、私の報告終わります。これまでのご協力、ありがとうござ

いました。 

○委員長（吉田和子君） 小委員会委員長、ありがとうございました。ただ今、斉藤前委員長

から議会関係の条項に関する素案の報告がありました。小委員会報告について、質疑を受けた

いと思います。質疑のございます方どうぞ。条例案については、一件一件やっていきますけれ

ども、ただ今の小委員会長の報告に対して何かありましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） 質疑なし認めます。これをもって、小委員会長報告に対する質疑を

終結いたします。さて、昨年の８月３０日開催の本特別委員会において、小委員会を設置し議

会部分に関わる条項の素案づくりにおいて、小委員会に委ねたところであり、本日小委員会委

員長により条項素案の提示があったところであります。提示を受けた条項素案の審議につきま

しては、今後特別委員会において全員で行いたいと考えます。お諮りいたします。斉藤前委員

長の報告をもって、白老町自治基本条例制定に関する小委員会の調査を終了するものとし、小

委員会を消滅させることといたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「はい」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、白老町自治基本条例制定に関する

小委員会の調査を終了し、小委員会を消滅することに決定いたしました。小委員会の皆様、数

回に渡る調査、そして報告、大変にありがとうございました。ご苦労様でした。 

 続きまして、議会関係条項の素案についての検討に入ります。素案の条項の１条毎に審議し
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て参りたいと考えます。これよりは、経営企画課の協力をいただきながら進めていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。それでは、第１条議会の役割から説明を願いたいと

思います。岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） それでは、それぞれ第１条、条項毎に説明します。着席のま

ま説明させていただきます。先ず、議会の役割でございます。第１条、議会は、町民によって

直接選挙で選ばれる議員で構成する町民の代表機関です。第２項、議会の使命は、まちづくり

に対する町民の意思反映に努め、議員の政治責任をもって合議制により最良の政治判断を行う

ことです。第３項、議会は、その使命に基づき、まち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。第４項、議会は、議事機関として、その権限を行使し、議決事

項を慎重に審議し、町の意思を決定する役割を有します。条文説明でございます。ここでは、

議会の役割を示しております。議会は、どのような機関なのか。主権者である町民が議員を選

んで構成する代表機関だということでございます。次に議会の使命は何なのか。合議制により

最良の政治判断を行う機関であること。その政治判断によって町民のためのまちづくりを進め

ると。二元代表制による地方自治の議会は、町長とは別に町の意思を決定する役割を持ってる

ということ。補足説明でございます。議会は、町民主権に基づき、町民がつくる自治体政府機

関の一翼です。それは、町民が選挙制度を通して、自分達の代表を選び、町政を託すという議

会制民主主義の形態になります。信託を受けた議員は、その負託に応える政治責任によって、

住民の意思の反映する住民主権のまちづくりに努めます。地方自治制度では、首長と議会がそ

れぞれ選挙により選ばれる二元代表制により、その権限や機能を発揮して町政の運営を行いま

す。議会はその主な役割として、憲法９３条には議事機関として規定され、地方公共団体の意

思決定機関であり、地方公共団体の意思は、住民に代わって議会により決定される間接民主制

度であります。また、地方自治法９４条には、条例で議会を置かず、選挙有する者の総会、町

民総会と言いますが、これを設けることができることとし、直接民主制度も保障されていると。

今、この中にそれぞれ憲法、地方自治法という部分を述べておりますが、資料としまして議会

関係法令というのをホチキス止めで別冊になってございます。地方自治法の１ページから第９

の政治倫理条例まで、３３ページに渡って議会に関する法令を資料としてお渡ししております。

この中身も付け合せしながら、この後のご審議をいただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございます。ただ今、１条の条文、条文説明、補足説明

がありましたけれども、委員の皆様から質疑、それからご意見がありましたら伺いたいと思い

ます。どうぞ。１４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 小委員会のメンバーの皆様方が非常な努力を持って、これを作られた

ということは良く分かります。町の企画課が援助してくれて、法制的な部分をやられたという

ことは良く分かるんですけれども。もう少し、分かり易く条文が出来ないものかという。これ

は全体もそうなんですけども、この１条もそういうふうに私自身は感じるんですね。作り方と

しては、こういう作り方が当然だと私も思います。ただ、まちの憲法を作るとなれば、町民が

どのようにこれを読むかということなんです。例えば、議決事項を慎重に審議。議決事項とい
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う表現ですね。あと、合議制。非常に一般的なことのように思いますけれども。議事機関とい

うことばですね。これ町民見て分からないと思うんです、はっきり言って。こういうことが分

かるということが、白老町らしさなんだと、僕は思うんですよ。白老町らしさという意味は、

町民が読むという意味なんですね。ですから、この努力は本当に評価するんですけども、こう

いう所を、本当に町民が分かり易く読めるような。率直に申して、この文章で町民が読むとは、

１００％思えない。１００％と言ったら言い過ぎ。９９％僕は思えないと思うんです。ですか

ら、ここら辺、本当に努力されたのは良く分かりますけれども、ここの切り替えが必要ではな

いかと思うんです。これは、やっぱり無理でしょうか。法制的な視点から言うと。 

○委員長（吉田和子君） かなり、ここに至るまでには、ことばの事項を変えてきてるなとい

うのは、読み取れたんですけども、また更に分かり易くということなんですが。今、大渕委員

が言われたようなことばを、分かり易いことばの表現方法というのはありますか。これは意見

として伺っておいた方がいいのか。岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） ただ今のご意見、分かりました。中間報告会でも町民の方か

らも出来るだけ分かり易いことばにしてほしいと、こういうご意見もございましたので。ただ

今ご意見として伺いまして、法的にもどうかという部分もありますので、そういうこともクリ

ア出来るようなことばになるかどうかも、検討は加えていきたいというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） 今日は、いろんな意見を伺って、質疑を伺って、意見も勿論含めて、

またもう一度これを検討し直していただいて、また特別委員会で練りたいというふうに思って

ますので、いろんなご意見、字句もちろんそうなんですが、他に何かありましたら。もっとこ

ういう表現の仕方が良いんじゃないだろうかというのがありましたら、どうぞ述べていただき

たいと思います。１３番、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 今の件に絡んで、一つ伺っておきたいんですけど。私も分かり易くす

るという、文章を町民が読んでなるほどと、直ぐに分かるようなことばにするというのは、大

事だという、それは十分分かるんですよね。ただ、これ論議してる中で、普段議会何かで使わ

れてることばを更に具体的に分かり易くした時に、網羅している範囲がぐっと狭まってしまっ

たり、誤解されたりという、一部分の指摘になったりというような形で、全体のニュアンスが

変わってくるんだということで、なかなか分かり易くするという。普段使っていることばをう

んと分かり易くするということは、非常に難しいことだなということは考えていたんですよ。

だから、易しいことばにするということは賛成なんだけども、そうしますと町民部会から行政

部会まで含めて全部統一した、思い切った分かり易い町民のことばで並べていくということ必

要になってくるわけで。そうすると、私達もそれを考えるまでの時間的なものというのは、な

かったわけで。６月までに仕上げていくということは、到底不可能になってくるんじゃないか

と。もっと時間をかけて、本当に町民のための文章にして出すということが出来るかどうか。

そうすると、６月を超えてもいいかどうかという点が私達は分からないですけど、そのあたり

どんなふうに捉えたらいいのか。それを教えてください。 

○委員長（吉田和子君） もちろん議論をして、じっくり時間をかけて作り上げていくという



 7 

ふうには捉えておりますけども、期間的なものは前の議会でも議論にかけたいということがあ

りましたのでどうでしょうか、その点に関しては。岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 確かに今、斉藤委員おっしゃるとおり文章が町民のように、

本当に読んでもらえる、理解出来る部分に代えていくというのは大変なエネルギーが必要とい

うような。我々普段行政用語どんどん使ってますから、それに慣れちゃってるという部分ある

もんですから、それをやはりきちっと分かるようにという部分。これは非常に大事なことであ

るということを十分認識してます。その上に立って、今後行われるパブリックコメントという、

町民に出して意見をもらうという、そういう期間的なこともまだ十分に詰まってないんですね。

１ヶ月置くのがいいのか、１週間でいいのか、そういうことも十分加味しながら、今後のスケ

ジュールは再度練りたいなというふうに考えてます。ですから、結論を申し上げますと、一応

目標値は６月ということで、昨年の７月、８月から一年間の目標というのを掲げてきました。

そういう中で、実際に条文化していく中で、いろんなことでプラスの意味での時間を取るとい

う意味ですので、そういう部分では、９月とか時期が変更になるということも有り得るなとい

うことを、内部ではちょうど調整してるとこなんです。ですから、この場で６月絶対だという

ことではないということだけは、はっきり説明出来るという状況でございます。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今、そこまで話がいきましたんで、ちょっと一言なんですけど、例え

ば苫小牧の例。企画課さんはご存知だと思うんです。中間報告的なものを何人来られたかとい

うこと。その後の結果がどうかということはご存知だと思うんでけれども。あえて、そういう

お隣の伝を踏むことは全く無いわけでございまして、私が思うのは、やはり今、斉藤委員も言

いましたけれども、本当に町民の目線で、町民の立場で、町民のことばで作ることが、今、課

長もおっしゃったように非常な努力を要するというのは良く分かりますけど、そこの所でどれ

だけ努力出来るかということが、この基本条例が白老町民の魂が入るかどうか決まることだと、

僕は思います。ですから、これは期間の問題ではない。隣の例を見れたら明らかでございます。

ですから、期間が早く出来るとかじゃなくて、どれだけ多くの人との合意を勝ち取れるかとい

う問題なんですよ。それが白老町らしさなんです。そこが、苫小牧には無かったわけです、は

っきり言えば。ですから、そういう視点から言いますと、今、課長言われましたように、無制

限なんて考えてません。ただ、皆さんも納得できる形までは、やっぱり追及。あの時はもうち

ょっと時間かけておけば良かったなというのではなくて、納得できる形。そこまでの時間は、

私は、今は必要だろうなと思うんですけど。苫小牧の経過含めて、私がここで言って間違って

たら困りますから、結果としては苫小牧はちょっと見送りのような状況や、中間報告が全く人

が集まらないという状況を聞いておりますけれども、そこら辺のこと含めてお話願いたいと思

います。それは、良い意味で、うちが今後どうするかということを含めての意味ですから。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） 例としましては、お隣の町の名前が出ておりますけれども、

中間報告会もうちの担当者が勉強兼ねて行って来たということで、内容も報告も受けてますけ
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れど。確かに、白老町の中間報告会は昼と夜と合わせて、１７０名近い方が参加いただいたと。

議員さんも多くの方が参加していただいたと。今、例に出た町は残念ながら一桁台の人数の集

まりだったというふうに伺ってます。その後、中間報告を経てパブリックコメントということ

で、市民にご意見をもらうというふうに展開していったわけでございますが、その段階でまた

内容の違ったといいましょうか、視点はやはり踏み込んだ中での意見を随分いただいたという

状況になってるということで伺ってます。ですから、パブリックコメントでいただいた意見を

条文の中に、また活かしてくという作業では、到底２月議会では市の方では対応が間に合わな

いということがあって、次回に先送りにするということも、一部新聞紙上に載ってるという情

況であります。それは、お隣の町がやってきたということが一つのことではあるんですけども、

ただ今ご意見いただいたように、どれだけ多くの方が町民が関わって、そして町民の目線で、

何処まで納得のいくものに作り上げていくかという部分は、条文の中身がこれで良いんだとい

う、やっぱりそこの中身がきちっとそれだけ理解されているかという所が凄く大事な所だと思

います。ですから、先ほど来から、また去年の特別委員会立ち上がった時も、本当に１年で良

いのかというご意見もちょうだいしてました。ですから、その時も私お答えしましたとおり、

一応目標値でありますから、そういう部分で大事な所はやっぱり時間をかけて慎重に策定に努

めていきたいと、こういうふうに考えております。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 一点、質問させていただきます。この議会の役割の条例の補足説明の

最後の方に、地方自治法９４条には条例で置かず、選挙権を有する者の総会（町村総会）を設

けることができることとしといいことで、直接民主主義も保障してるというようなことが補足

説明のとこにございます。議会の役割の条例の補足説明の中で、あえてこの直接民主主義の地

方自治法９４条で保障されてるということを載せた意味合いというのか。別に必要ないのでは

ないかなと私は感じたんですけども、この点についてコメントいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 高橋グループリーダー。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） それでは、今の点につきまして私の方からお答えさ

せていただきます。町民総会の直接民主制度の件でありますけども、いわゆる普段我々が考え

てるのは、市町村があって、そこには必ず議会があるものだという認識いる方が大方じゃない

かと思います。ところが、法令上は議会を設置することが出来るという条項でありまして、若

しくは今書いてます町村総会というものでも良いですよという考えです。ですから、白老では

町議会を町民の代表機関として設置するんだというところを、条例の冒頭に書き加えてるとい

う意味合いで、補足説明として直接民主制度もありますよということで書いてあります。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。質疑が無いようですので、次に

進みたいと思います。次の第２条議会の権限を説明願います。岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） 議会の権限、第２条、議会は、その役割に基づき、次の各号に掲

げる権限を有します。第１号、町条例の制定及び改廃など、まちづくりを法的に統制していく

立法の権限を有します。第２号、町の予算、決算、財産及び政策執行等に関わる意思決定の権
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限を有します。第３号、執行機関に対する調査及び監査請求などの監視の権限を有します。条

文説明であります。ここでは、議会の権限を示しております。まちづくりを進めるための条例

等を立法する権限があります。町の予算や基本構想など、町の執行機関が活動するための資源

や方向性などを決定する権限があります。次のページでございます。町の執行機関の活動が適

正かつ公平に行われているかなどをチェックする権限があります。補足説明でございます。議

会の権限として決定されているものとして、地方自治法９６条から１００条までの権限があり

ます。そのほとんどは９６条１項における１５項目の議決事件、議決事項でございます。２項

では条例により議決すべきものを定めることができることとしております。地方自治法が示す

議会の権限は大別して、一つに議決、２に調査、３選挙、４同意、５決定、６承認、７検査、

８監査請求、９意見提出、１０請願受理、１１報告、書類の受理、１２懲罰、１３規則の制定

に分けられます。ここでは、まちづくり推進のための基本的な権限を３つに整理したものでご

ざいます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 第２条の条文、条文説明、補足説明が終わりましたけれども、委員

の皆様から質疑がございましたら、どうぞ。意見も含めて、どうぞ。よろしいですか。無けれ

ば、次に進みたいと思います。 

 次に第３条。議会運営の基本的事項を説明願います。岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） 議会運営の基本事項、第３条、議会はまちにとっての最良の意思

決定を導くため、次の各号に掲げる運営を行います。第１号、町民代表の自律的な合議制機関

であることを認識し、会議は自由な討論を中心に行います。第２号、町民のための開かれた議

会とするため、議会の公開を推進します。第３号、町長及び執行機関と議会との間の健全かつ

持続的な緊張関係を保ち円滑に行います。続いて、条文説明でございます。町民意思に基づい

た議会を運営するための基本事項を示しております。町の意思を決定する議会の会議は十分な

調査や分析により、町民を代表する議員による活発な議論が保障される自由な討論を基本とし

て運営します。議会活動が町民に理解され、信頼を深める開かれた議会とするため、会議の公

開を原則として運営します。執行機関と議決、監視機関である議会は、緊張関係を保ちながら、

透明性や明確性のもと適正な合意が得られるよう健全かつ厳格に円滑な運営を行います。合議

制ということがございます。米印です。合議制とは、ひとりの議員が決定できるのではなく、

議論結果、議会としてひとつの結論を導くことを意味しております。補足説明でございます。

議会は言論の府としての議論による合議制の機関であり、その運営は長い歴史の中でつくられ

てきた形式をもとに、調整のあり方や会議の進め方など、更なる討論の充実やルールの見直し

が求められています。自由なとは、単に好き勝手に、あるいは言い放題と、こういう意味では

なく、執行機関とは自律した機関として、合意や納得につながる活発な議論により、決定自由

の説得力を高め、その過程が透明で明確になることが自由討論により期待されるというもので

ございます。以上であります。 

○委員長（吉田和子君） 第３条の条文、条文説明、補足説明がありましたけれども、先ほど

小委員会の説明にもありましたけれども、自由な討論のありようも含めて質疑、ご意見があり
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ましたら伺いたいと思います。７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） １番の所の町民代表の自律的な合議制機関であることを認識しという、

ここの自律的なということばを入れられてるんですけれども、これの具体的な意味というんで

すか、町民の方、分かるのかしらと思いながら、あえてここでこのことばを入れた意味などを

教えていただければと思います。 

○委員長（吉田和子君） 高橋グループリーダー。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） ただ今の第３条の第１号、町民代表の自律的な、の

意味かと思いますが、通常じりつ的なという漢字に、立つという字と、律するという字がござ

いますが、ここで律する方を用いたことには、先ず議会として自分達のルールに基づいた合議

制の機関であるという意味合いから、ここで自律的なの律する方を用いてます。独立したとか、

単独なという意味には立つ方、自立という立つ方を用いておりますので、きちっとした自分達

のルールに基づいた機関であるという意味合いで、ここでは自律的な合議制機関というふうに

用いております。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今、説明いただきまして、大体何となく分かるんですけれども、その

意味がここの中で、補足説明とか書かれてないものですから、入れていただいた方がありがた

いのかなと思いながら聞いておりましたけど。 

○委員長（吉田和子君） 補足説明は条文出来た時に載らないんですよ。これは説明をするた

めの補足ですので、条文が出来た時には補足説明は載りませんから、表には出てこないんです

よ。条文で理解をしてもらう以外にはないと思うんですけども、そういうことだと思うんです

が。ですから、この条文の中でもし理解が出来ないということであれば、条文のことばを代え

てもらうか、他に良いことばがあれば、こういうことばが変わるんじゃないだろうかというこ

とが、それが意見として出てくる方が良いと思うんですけども。西田委員。 

○委員（西田祐子君） ここの部分なんですけども、自律的なという字が、印象的には素晴ら

しく良いなと思うんですけども、何か先ほどから言ってますけども、条文のことばの意味が正

しく理解できないという部分もありまして、何か補足説明的なことばの説明というんですか、

そういうものを付ける予定とかしていただければありがたいかなと思って聞いたんですけれど

も。そういう質問の仕方じゃ悪いでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 今聞いてるのは、条文に対して語句の説明とかというのを、別の枠

で載せれないかということですよね。後の方でもいいから、字句説明とか、そういうものが載

せれないのかということなんですけれども、条文にそういうのがあるのか、どうなんでしょう。

岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） ただ今のご質問ですけども、直接この条文の中に説明書きという

のは無いという形になります。何か別にということであれば、逐条解説と、解説できる書類と

いいましょうか、文といいましょうか、そういうのは作っていきたいというふうに考えてます

ので、その中で意味してるのは、こういうことなんですよということを分かり易くということ
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は出来るかと思います。 

○委員長（吉田和子君） 勿論、分かり易いことばを使っていくということは大事なことなん

ですが、出来ればもしこういうことばではなくて、こういったことばに代えた方がというのが

あれば意見として言っていただければ、こちら側として受けた側で、今後検討する時に用いる

ことが出来ると思うんですけども。それが条文に補足というのはないのかなというのはちょっ

と思うものですから。今の所は、自律的ということばに代わるものがあればということですね。

語句の説明はないとうことですから。後ほど、違ったことばが思いつきましたら、意見として

言っていただければというふうに思います。他に、どうぞ。１４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今のことばの問題なんですけど、ただ単に易しくするというわけには

いかないというのは分かるんです。法制的な問題があるから今の自律の律の漢字一文字とって

も、そういう意味合いの中で作られてるということは理解は出来るんです、僕は。だから、議

会の側として、例えばこのことばに代えなさいと言っても、そのことばの範囲が自律の範囲で

あるのかどうか。律してという、きちっとした形の中でやるという意味にとられるのかどうか

ことまで、多分検討されてるんだと思うんですよ、それは理解してるんです。ただ、そういう

文章であっても、読まれなかったら意味が無いというとこもあるわけで、そこの所は誤解をし

ないようにしてほしい。何か、違うことばがぱっと載せればそれで上手く行くかって、そんな

もんではないと思う。ただ、僕らがそういう範囲で法制的なことばを含めて理解をして言って

るんではないということは確かなんです、我々も。ただ、同時にこれで本当にこれで分かるの

かという所が、何ていうのか、上手く表現出来ないんだけど、法制をやってる企画の人達に皆

押し付けるということじゃなくて、共に考えられないのかと。そして、それが本当に町民が理

解出来るような形に作られないのかという意味ですから。ですから、そこで言えば、自由な討

論と書いてますけども、その補足説明の中にも自律した機関として、合意や納得につながる討

論と、こう書いてるんですよね。ここには極めて深い意味があると思うんですよ。何でも言え

ば良いと、自由な発言なんだから、何言っても言いよというのではなくて、議会の議員として

町民の要望を受け、それを議会のルールに従って発言しなくてはいけなという、僕の解釈とし

ては、それ位のレベルにしかならないんだけど。そういうかなり深い意味がここにはあるよう

な気がするんです。ここら辺の議論がきちっと議会の中でされていかないと、自由な討論とは

何を言っても良いのではないかというような錯覚になってしまうんでないかなと、いうふうな

気がするんですよ。ですから、さっき高橋リーダーが説明してもらったんだけど、自律という

のは半分位消えちゃったんだけど、そういうことが我々の中で理解してされていかなければな

らないなという気が極めてしますね。ですから、この自由な討論なんていう部分はもっと議論

が必要ではないのかなという気はしますけれども。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員からも意見ありましたけれども、この議会の部分は最高の

法規でありますから、私達が作ってるんですけど、私達はこれに則って議会活動というか、議

員活動もなっていくと思うんですね。自分達が十分理解しないで、こんな所で良いかなという

ことになっちゃうと、町民に聞かれた時に、それは、あのうという感じになっちゃうと、反対
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に拙いのかなと。私達議会で参加して作ってるということは、議会が作ったということになっ

ちゃいますので、本当に説明いただいて、十分に理解をしながら、それで今、１項づつ、１条

づつやってるんですよ。その中で、議会の皆さんと共通にそれこそ合議制というか、理解をし

ていただいて。だから、もしさっき言いましたように、こういうことばに代えたらどうなんだ

という議員から出ても、それは法制的に駄目なことばかもしれないんですけども、そういうこ

とばの遣り取りをしながら、そういうものを代えていかなくてはいけないのかなというように

は思うんですけども、どうでしょうか。１８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 自由な討論というのを、先ほど斉藤委員長からるる説明がありました。

非常なこの条例の中でも一番重要な部分だと思うんですね。自由といっても何回も言う、好き

勝手とか言い放題とか、こういうことは禁じられてることは十分承知しております。ただ、本

会議での自由な討論といっても、これはルールがあるわけですね。ですから、何回だとか時間

だとかいろんな問題、制約あるからあれなんだけども。問題なのは自由な討論という意味は斉

藤委員長などは議論したんだろうと思うんだけども、議員同士の議論。議員同士の議論という

所が、やっぱり今の議会では少ないのではないのかなと思うんですね。理事者に対しての議員

の考え方を述べる、聞く、それはよく今までどおり十分かどうかは別にしてあると思うんだけ

れども、然らばその議案に対して議員同士はどう思ってるかと、こういう横のあれが全然無い

んわけですね。だから、委員会しか、常任委員会とか特別委員会の席しかないんだけれども、

その常任委員会の中でも、全部が全部テーマとして出るわけじゃないわけですね。所管事務調

査として調査項目決まれば、それについては議論する機会はあると思うんだけれども、そのあ

たりはどのように詰めていったものか、そのあたりは斉藤委員会に聞いてみたいと思うんです

が、おそらく議論はしてるんだろうと思うんですけども、どんなもんですか。 

○委員長（吉田和子君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 十分な討議というふうにはならないですけど、これからどういうふう

にしていくかということには、ある一定のルールの中で、議員同士の発言が今まであったか無

かったかというと、やはり今回においては、反対討論も賛成討論もなんていう形であるわけで

すね。それから、委員会の中ではいつもじゃないけれども、その考え方については、僕はこう

いうふうに思うという形での討論はあったわけですね。ある一定の制限の中ではやっているは

ずなんだけれども、これをもう少し活発にしていくと、何か今制約されているものを取っ払っ

てしまった方がもっと良い場合もあるのではないかと。それらを今全部取り払って、我々が決

めてしまうわけにはいかないわけですよ。だから、今までやろうとしていて、それをもっと発

展させれば、もっと活発になるよということが分かってるわけだから、だからこれからの討議

の中で、それをもっと発展させるように、議員と議員との話し合いも出来るようにならないか

どうか、そういうことを今後の検討課題にはしておきたいなと、こういう話はしてたとこなん

ですよ。あとは、時間の制約だとか何かというのは、そういう発言の機会をもっと増やすとか、

そういう形になる部分があるかどうか、これを見直してみる必要があると、こういうようなこ

とは話をしたとこなんです。 
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○委員長（吉田和子君） 他に。９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 条文の整合性の問題について、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

例えば、１条と３条を比較した時に、３条は第１項に相当するものは（１）から（３）まで。

議会の役割第１条。１項、２項、３項、４項とありますが、整合性の問題で質問いたしますが、

これは、（１）、（２）、（３）と条文の第１条の２項、３項、４項の区分の問題なんですが、これ

はいろいろと捉え方あると思います。大きく捉えた時に、そのようになるということもあるで

しょうし、部分的に捉えたら、（１）、（２）、（３）ということになると思うんですが、これにつ

いては統一した見解で項目を設けることは考えなかったでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 高橋グループリーダー。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） ただ今、ご質問ありました、第１項、第２項、第３

項のつくりとカッコ立ての号立ての条文の作り方についてでございますが。第３条のように、

号立てと言いますが、第３条というのは、第１項しかない部分です。１項のリードの部分と言

いますか、そこで各号に掲げる事項を行いますとか、次に掲げる事項を示しますとかという言

い方をして号立てにするのが通常なんですが、そういうふうに何項目か、その説明をするため

に何項目かに分かれるものを通常号立てにするようにしてます。第１条のように、議会の役割

としてこの１条、４つの項目がありますよと。並列的に４つの項目がありますよという時には、

この項立てで第１項、第２項、第３項、第４項というふうに作っております。例えば、第１条

のように第１項に代表機関です、次のことを行いますとかとなったら、今度号立てが入ってき

ますけども、ここでは役割を示すだけですので、項立ての形で作っております。ですから、違

いは項を説明する号があるかどうかの違いでして、その作り方は通常の条例の作り方に習って

構成しているとこであります。よろしいでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 他に。９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 趣旨はよく分かります。例えば、今お話いただいたように、第何条、

何項という、その項の解釈とカッコ、号の解釈の問題なんですが、例えば第３条において、号

を（１）、（２）、（３）とこれは第３条１項の中に含まれた（１）、（２）、（３）であるという解

釈なんですが、これを１項、２項、３項という解釈も出来るんじゃないかと思うんですね。そ

ういうふうな意味において、どうなのかなという話をしてるんですが。 

○事務局長（上坊寺博之君） 条例の作り方にはルールがありまして、先ほど高橋君が言った

項立てと号立ての関係というのは、項というのは一つの議会の役割として独立したものを項立

てしてるんですよ。例えば、３項の場合は、議会の運営方法という部分で同じなんですよ、性

質が。ですから、号立てにするという、こういうルールがあるんです。ですから、項立てでも、

号立てでも問題はないんです。そういうルールで条例というのは作りなさいというルールなん

です。法律の一つですから、そういうルールの基で作ってるという意味合いなんです。ですか

ら、1 項については役割という部分で、独立した意味合いがありますよと。３項については、

運営方法という部分の一まとめですよという作り方なんです。ですから、号で示してると。で

すから、項の中に号もある場合もありますし。そういうような、条例の立て方なんです。これ、
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一定の行政側が条例を作る時、ルールに基づいて作っていく方法なんです。そういう意味合い

です。 

○委員長（吉田和子君） 吉田委員は９番の今の第３条は号立て体になっているけれども、項

立てではないかということばの表現がなるんじゃないかというふうに言われてるんじゃないか

と思うんですけど。やっぱり、号立ての方になっちゃうのかなということだと思って聞いてる

と思うんですが。条例の作り方は分かったんですよ。私達も分かったんですけど、３条に関し

ての１、２、３は号立てじゃなくて、項立ての方に入らないんだろうかというふうに聞いてる

んじゃないかと思うんですけど、その辺どうでしょうか。岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） 総体的なことは、今局長、お話されたとおりでございます。例え

ば第３条で１項部分が入ってて、それから第１号から２号、３号という部分を、仮に項立てす

ることは可能なんですよね。仮に項立てしても先ほど局長言ったとおり、条例をする作り方の

ルールというのは１つありまして、これが仮に全部私共が項立てにして、今度法務の方で全部

チェックされるんですね。その時に全部弾かれちゃって、それは号立てにしなさいと、これは

ルールが一つありますから、いうふうな整理になってくるもんですから。今の段階からルール

の下に号立てさせてもらったということであります。 

○委員長（吉田和子君） 自分達の作ってる法規なんですけど、やっぱりきちっとしたルール

の中でやらないと駄目だということなんですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 法律でも同じなんです。さっきもらった法律見てもらえれば、

項でなってるとこと、号でなってるとこは同じような意味合いはあると思います。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のある方、どうぞ。先ほどの自由な討論の所、皆さんいい

ですか。号体の中で会議は自由な討論を中心に行います。その前にもあるんですけども、自立

的な合議制のある機関であることを認識し、会議は自由な討論を中心に行いますというふうに、

明記をしていいかどうかということも含まれてると思うんです。それは皆さんが、法規に伴っ

て、今後の議会活動を推進していくということであれば良いという事だと思うんですが。そう

いうことでよろしいでしょうか。暫時、休憩をしたいと思います。再開を１１時１５分にした

いと思います。 

休憩 午前 １１時０１分 

  

再開 午前 １１時１６分 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。今、３条の所で質疑がな

いという所で終わったんですが、３条終わってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） では、質疑が無いようですので、次に進みます。第４条、議会の責

務を説明願います。岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） 議会の責務、第４条、議会は、この条例の理念及び原則並びに制

度を遵守し、町民の信託に応えるため、次の各号に掲げる責務を果たします。第１号、町民に
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対して、意思決定に関する情報共有を図ります。第２号、町民の意思が町政に反映されるよう

町参加を図ります。第３号、議会の役割と機能を高めるため、不断の議会改革を進めます。こ

こでは、１項目の町民の信託に応えるためと。第３号では、議会の不断の議会改革を進めます

という所を、町民の信託を受けた議会の責務という部分を含めて示してる部分でございます。

議会として、意思決定に至った経緯や理由、その効果などを町民と情報共有をする責務があり

ます。議会は、町民参加によって意見や意思を町民に反映させる責務があります。議会は、常

によりよい議会を目指して改善を図るための改革を推進する責務があります。次のページの補

足説明でございます。自治のまちづくりを向上させる本条例の趣旨を踏まえ、議会の責務の目

的を町民の信託に応えるためとしております。自治とは、そこに生活をしている人たちが自ら

の政府をつくり、地域を治めていくことをここでは言っております。また、信託という部分で

ございますが、他の者をして一定の目的に従い、信用して委ねることを言います。これらの目

的を達成するために、情報共有と参加、議会改革推進の３項目を議会の責務としてまとめたも

のでございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 第４条の条文、条文説明、補足説明が終わりましたけれども、皆様

からの質問、意見を受けたいと思います。２番、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  ４条の３項、議会の役割と機能を高めるため、不断の議会改革を進

める。不断という意味が非常に言ってることは分かるんだけれど、分かりづらいので外した方

がいいんじゃないですか。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 意見として受けてよろしいでしょうか。他に。質疑、ご意見があり

ます方、どうぞ。質疑が無いようですので、次に進みます。次に第５条、議員の責務を説明願

います。岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） 議員の責務、第５条、議員は、議会の一員として、その政治責任

を行使するため、次の各号に掲げる責務を果たします。第１号、町民から選ばれた代表として、

公益の実現に努めます。第２号、議員としての能力を高めるため、自己研鑽に努めます。第３

号、町民から信託を受けた公職者として、政治倫理に基づいた誠実な活動を行います。条文説

明でございます。議員の役割を果たすための責務をここでは示しております。議員は、町民や

まちの利益を得るために活動する責務があります。議員としての政治責任を果たすための能力

向上に努める責務があるということ。それから、議員は、町民の代表として公の職務活動を行

う者として、倫理規範を守るという責務があるということでございます。補足説明ですが、議

員の政治責任として、町民の意思の反映を図り、最善の意思決定を行うための責務を公益の実

現、自己研鑽、政治倫理遂行の３項目に整理したという部分でございます。公益とは町民や地

域にとっての公の利益を言います。それから、自己研鑽とは、自身の資質や能力等の向上のた

め、専門分野や知識を深く極め、研究を積むことをここでは言っております。政治倫理とは、

政治が住民の厳粛な信託によるものであることを認識し、人格と道徳の向上に努め、常に良心

に従い誠実かつ公正に民主的な政治の発展に寄与するということでございます。ここでは、議

員の責務という部分で、大きな項目立てで３号に分けて示した内容となっております。以上で
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す。 

○委員長（吉田和子君） 第５条の条文、条文説明、補足説明が終わりましたけれども、委員

の皆様から、質疑、ご意見を伺いたいと思います。９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 白老町の議会議員政治倫理条例がございますが、３項、３号の誠実な

活動という１つの条文ございますけれども、この白老町の条例との関連については、どのよう

な考えでおりましょうか、お聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 高橋グループリーダー。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） 今のご質問につきまして、お配りしております議会

関係法令集の一番最後のページでございます。３３ページ、３４ページ。一番最後に白老町議

会議員政治倫理条例が載ってると思います。その第１条の目的に、この条例は町政が町民の厳

粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる町議会議員が町民全体の奉仕者とし

て、人格と倫理の向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、

もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とするという、第１条の目的

規定。こちらを基本といたしまして、この第３号を整理した所でございます。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） よく分かりました。それで、この白老町の議会議員政治倫理条例と今

回の議員の責務の条項について、条例との、重なる部分についての考えについてはどう解釈し

たら良いんでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 高橋グループリーダー。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） 既に制定されております各条例ございますが、個別

の条例の根拠となるものが、今回策定いたします基本条例の中身という関係として考えており

ます。ですから、今回の基本条例の中で議員の責務として政治倫理に基づいた誠実な活動を行

いますという規定に基づいて、個別の政治の倫理条例があるという関係を定めて検討しており

ます。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 今回のこの条例は、親条例になって、政治倫理条例については、一応

その下の関係条例という判断で、倫理条例はこの内容を説明してるという判断なんでございま

しょうか。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） そうです。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。質疑が無いようですので、次に

進みます。次に第６条、議会の組織を説明願います。岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） 議会の組織、第６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に考慮して定めます。第２項、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。条文説明です。議会組織の基本制度をこ

こでは示しております。組織、定数は、議会の役割を考慮して定めます。議会事務局を設置し

て、議会の運営や議員活動などを補佐します。補足説明でございます。地方自治法による議会
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の組織の規定は８９条から９５条までございます。主に設置規定、定数、兼職禁止、任期、町

村総会があります。ここでは定数について、人口５万人未満２万人以上の町村は２６人を超え

ないこととしておりますが、その定数の定め方について、規定をしております。議会事務局に

ついては、法１３８条に設置と処務を規定しておりますが、ここではその内容について規定し

てるということです。小委員会でも議論になったとこでもございますが、第２項の議会は、議

会運営並びに政策立案及び調査活動ということで、ここに議員が入ると。議会、それから議員

ということもあったとこでございますが、法的には議会事務局というのは、そういう立場にな

いと。トータルでは議員さんも当然補佐するということになるんですが、ここはあくまでも議

会ということをはっきりさせたいというふうなことで、まとめた内容になってございます。以

上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 第６条の条文、条文説明、補足説明が終わりましたけれども、質疑、

意見のございます方、どうぞ。１８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ここの議会事務局という存在。議会というのは、独立してるというふ

うには言われてはいるんだけれども、実際問題として人事権は町長にあるわけですね。議長が

持ってるわけではないわけですね。仕事をさせるのは議長であるけれども、人事権の面からい

くと執行部の方にあると。果たしてそのあたりの、独立してるとは言いながら、例えば２年な

り３年なりの役場の異動の中で事務局長なりいろんな人事が行われるということになって。議

会事務局というのは、独立してるんであるから、もう少し独立性があって、出来れば長く居て

もらった方が、長いというのはどれまでが良いのか、適当なあれは分からないけれども、その

あたりの議論は中でされたんですか。そのあたりは、どんなもんですか。 

○委員長（吉田和子君） 高橋グループリーダー。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） 今の件については、何点かは議論の中にございまし

たが、基本的には人事権は議長が持っているということで、規定上は議長が人事権を持ってい

るということです。町長とは別に。であるからには、議長の人事権として、議会の事務局の職

員をプロパーとして雇うことも可能であると。それと、若しくは公益的に考えて、例えば何処

何処の町の議会事務局との人事交流によって運用しても、それは可能であるというような議論

は多少は出ておりましたけれども、現状においては一応、白老町の職員一体として、その中で

人事交流が行われているというのが、実態であるということで押えてます。 

○委員長（吉田和子君） 第１８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 人事権は議長が持ってるとは言うけれども、実際の所は町長なんです

ね。今までの実態を見ると。議長におそらく、事務局長なり、こういう移動をさせたいと思う

けれどもどうだと、こういうご意見はおそらく聞くんだろうと思うけれども。バランスの問題

なんだけども、議長と町長とは人事権において、果たしてどうなのかという問題がおそらくあ

るんじゃないかと。良い悪いは別ですよ。そんなことを言ってるんじゃなくて。気に食わない

人が来るんならいやだという、例えば。そういうことも、実際の問題として、そんなことには

ならないと思うんだけれども、そのあたりの話はされてなかったんですか。 
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○委員長（吉田和子君） 担当課では、ちょっと応えられないと思うんですが、議長が答える

ということにもならないと思いますし。意見として、伺っておきます。他に質疑のございます

方、どうぞ。無いようですので、次へ進みます。次に第７条、議会の会議を説明願います。岩

城課長。 

○企画課長（岩城達己君） ４ページになります。議会の会議、第７条、議会は本会議のほか、

行政の調査、監視及び積極的な政策形成を行うため、必要な会議を設置します。第２項、議会

の会議は開催日及び議案等をあらかじめ町民に周知して開催します。第３項、議会の会議は傍

聴制度を定めて、公開します。ただし、傍聴することが不適当と認められる場合は、その理由

を公表して非公開とすることができます。第４項、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。第５項、議長及び委員長は会議に出

席させた説明員等に、質問及び意見を述べさせることができます。条文説明です。議会の会議

に関する基本的な部分をここでまとめております。議会は、本会議のほか、必要な会議を設置

するということでございます。町民の関心と傍聴を高めるため、会議の開催日や内容を事前に

町民に対して周知すると。会議公開の原則により、傍聴やインターネット中継などの制度を整

備します。必要が認められる特別な場合は非公開にできます。討論を活発に行うため、議会の

会議時間や会期はあらかじめ討議を十分に行える時間を確保します。議論や調査の充実を図る

ため、または、議会の政策提案がある場合など、議長等の、この等というのは委員長も含めて

の等でございます。議長等の裁量で会議の自由討議を拡大することが可能となります。カッコ

書きでございますが、反問権の解禁ではなく、議会活動の充実、活発化を図るための取り組み

と理解します。事例としまして、ニセコ町の部分がございます。補足説明です。地方自治法で

は、議会のいわゆる本会議を定例会と臨時会としています。その他委員会としては、常任委員

会、議会運営委員会、特別委員会を置くことができるとしています。ここでは、それらを根拠

として、必要な会議を設置することを規定しています。また、法１２０条により会議規則を設

けなければならないことから、規則を制定していますが、ここでは議会の会議の運営に関しま

して、まちづくり若しくは町民に関係の深い基本的な事項を規定しています。会議の公開でご

ざいますが、法１１５条において、議事の公開の原則及び秘密会が規定されてますが、法にお

ける議事の範囲は本会議を指しておりますので、白老町においては委員会を含めた会議として

おります。また、秘密会、非公開の部分ですが、議決要件が示されておりますが、ここでは理

由の公表を規定していますというものでございます。議会の会期は、法１０２条６項において、

議会がこれを定めることとなっており、ここでは討議を十分に行うことができる会期を確保す

ることを想定しております。説明員につきましては、法１２１条及び委員会条例１８条に出席

を求められたときの出席義務が規定されています。また、発言については同条例の２３条及び

２４条に規定され、許可によるものとし、反対質疑はできないものとしております。ここでは、

条例の改正が検討されるところでありますが、討論及び調査等を充実するために許可により質

問や意見を述べることができるというものを、ここでは規定しましたということでございます。

議会の会議ということで、先ほど冒頭、斉藤委員長の方からお話がありましたとおり、町民の
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中間報告会でも行政、執行側からその意見あるいはその質疑ができることがあっても良いんじ

ゃないかという部分がございました。そういう部分では、ここでは出席説明員に質問及び意見

を述べさせることができるということを、第５項として盛り込んでおります。また、条例では

非公開の部分などそれぞれ要件が満たされてますが、ここではそれに加えて非公開とするその

理由をちゃんと明らかにして非公開にするというようなことも、この会議の中で条文化してる

という部分がございます。以上、７条関係終わります。 

○委員長（吉田和子君） ７条の条文、条文説明、補足説明が終わりましたけれども、先ほど

小委員会からも報告がありましたように、質問、意見、質問後の質問をすることが出来るとい

うことを含めての皆様からの質疑、それからご意見がございましたら、お伺いしたいと思いま

す。このとおりでよりしいでしょうか。１８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 反問権のことじゃなくて、ここには載ってないんですが、定例会は年

に４回というふうなんですが、あちらこちらで３回という所もぼちぼと出ているやに聞いてお

りますが、そのあたりの議論は、内部的にされたのかどうか。してませんか。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） 回数に関しては、小委員会では、その部分は議論しませんでした。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方。１４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ５番目の関係なんですけれども、反問権ということばを使うかどうか

は別にいたしまして、町側と議会側が意思を疎通が図られるという、いわば５番目というのは

極めて大切だというふうに思ってます。ただ、質問及び意見を述べさせることができますとい

うことですから、要求がないと勿論必要がないということになります。同時に質問を認めてる

ということですから、意見も勿論ですけど、そうなりますと、実質的にこれが活用され始める

と、かなりな議論が出来るというふうな解釈になるんですけど、これだけ見ると。実際には範

囲なんかが考えられるものなのかどうか。範囲ということは、説明員が質問、意見を述べると

いう範囲でございます。何を聞いても良いのかということです。その前の議員の部分での自由

な討論と同じような意味で、ここら辺の解釈はかなり微妙だと思うんだけども、多分あんまり

無いと思うんだけど、そこら辺はどんなもんでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） どうでしょうか。岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） 今、この場で範囲が何処まででというには、なかなかお答えしず

らい部分なんですが。あくまでも小委員会で議論した部分は、何でもかんでも聞いたり、何で

もかんでも意見言うかということではなくて、それぞれ議長なり委員長の許可を求めて、その

上で発言出来るということで整理しましたので、その部分はしっかりまた議会として範囲はこ

こというのは、そういう時々で整理出来るんじゃないかな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） 分かりました。それは、この文章でいく範囲においては、それは議会

の側で一定の判断、議長なり委員長の判断ということでいいという、法律的な理解はそういう

理解で良いんですね。ただ、要らん節介なんだけど、委員長によってその判断が全然違うとか、
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議長と委員長の判断が違うなんていうのが出ますよね。それは、議会の側で議論をしてやりな

さいよと、こういうことの理解で良いのかな。法的に拘束がどれ位あるかという意味です。 

○委員長（吉田和子君） 高橋グループリーダー。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） 想定される趣旨はご説明したとおりなんですけども、

範囲につきましては、その議長とか委員長の裁量に任せるのかということにつきましては、今

拘束されております会議規則並びに委員会条例、これに改正を求められる点もあろうかと考え

ております。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。質疑が無いようですので、次に進みます。次

に第８条、議会活動の充実を説明願います。岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） 議会活動の充実、第８条、議会は、この条例に規定する議会と議

員の責務を果たすため、次の各号に掲げる手だてを講じて、議会における活動を充実します。

第１号、調査権の行使及び町民提案等の活用を図り、政策提案に努めます。第２号、町長等が

示す政策方針及び議案等の内容が、この条例の規定及び総合計画に適合しているかを点検する

ため、質疑の充実に努めます。第３号、閉会中においても、議会の自主性及び自律性の基づき、

町政への町民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に努めます。条文説明

でございます。５ページになります。議会活動を充実させるための基本制度をここでは示して

おります。調査活動や町民広聴活動。これは意見交換会それから出前トークそれから移動委員

会等がございます。これらを活かして議会の政策提案の拡大を図るということです。政策方針

や条例、計画の執行状況などを点検して、町の執行機関などへの質疑を充実します。会議外の

おいても、政策等の調査活動を充実するため、委員会活動などを活発に行います。骨子案につ

いては、この記載のとおりでございます。補足説明でございます。議案の提出権について法１

１２条２項では、議員定数の１２分の１以上。白老町では２人以上となってます。の、議員の

賛成を要件とします。ここでは、議会活動を充実するため、政策提案に努めることと規定して

おります。会期外活動についても、法１０９条６項では、議決により付議された特定の事件に

ついては、閉会中も審議することができることとしております。ここでは、調査及び検討の充

実に努めることを規定しているという内容でございます、以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） ８条の条文、条文説明、補足説明が終わりましたけれども、質疑、

意見のございます方、どうぞ。１４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今ちょっと気が付いたことなんだけど、８条の３番目なんですけど。

これは法律的にしょうがないんですけども、閉会中の議会活動は、議決により付議された特定

の事件以外は駄目だということになってるんですよね。これが委員会活動の、極めて大きな足

かせになってて、現実的には委員会協議会で町の提案された政策課題を議論するしかないんで

すね。今の条項では。要するに、所管事務調査で取り上げてないもの意外は出来ませんから、

その道を開くというのは、法律的には例えばこれでやった場合はかなり無理がございますか。 

○委員長（吉田和子君） 局長の方から。 

○事務局長（上坊寺博之君） ここは、私も企画の方に申し上げた事項なんですけど、今の現
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状の体系では法に定めるということ以外は無理だということです。というのは、議会活動とし

て認められるのは、一つの見方としては公務災害に該当するかどうかなんですよ。こういう議

会の議決に基づかないでした会議については、公務災害の適用になってませんので、一応、正

式な議会活動としては認められないという指摘をさせていただきました。ここの解釈は、作る

段階の中身と要するに今うちでやってるような所管事務調査をもっとフル活用にしていくとい

う趣旨で会議をやろうじゃないかということです。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 法律の範囲は分かりました。ただ、今の議会活動の一番の足かせは、

僕はそこだと思ってるんですよ。それは何故かというと、議決した後に事が起こった場合は、

それは議論出来ないということになります。常任委員会では。そこが、極めて議会活動として

は不備な部分だと思うんです。今、局長言われるように、公務災害の問題だけだとしたら、議

長なら議長が、この会議は必要だということを認めますと。町民にとっても、議会にとっても、

行政にとっても必要だから認めるというふうに言っても公務災害は駄目ですか。要するに言い

たいのは、議決事項でなければやれないという所が、それが委員会協議会に反映して、うちの

場合はそれでも委員会協議会開かれてますから良いんですけれど、そうでなければ新たな議題

は３ヶ月間議論出来ないという中身になるんですよ。これは、議会活動をうんとやりなさい、

うんとやりなさいと言ってる所からは、極めて逆行するだろうというふうに思うんです。そう

なったら、議員って一体何なんだってことになっちゃいますから、そこを法律的に抜けるんじ

ゃなくて合法的にきちっとやれる方法というのは、公務災害以外の部分もございますか。公務

災害だけだったらそういう形で考えられないかどうか。どうですか。 

○委員長（吉田和子君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと調べてみないと分かりませんけれど、多分災害。突発

的な部分は認められてたなという感じはしますけど、それ以外の臨時的に召集するのは、これ

は認められてないんじゃないかなと思います。そういう議論は十分あるんですけど、それは根

本的に地方議会の部分の報酬の位置付けから、遡っちゃうんですね。というのは、非常勤で、

会期中は活動しないっていう、そのような規定で報酬も定められてますから、その辺までいく

と根本的なとこに戻っちゃうのかなという気がするんですけど。ただ、今のこれだけでやって

も、公務災害が適用になるかったら、ちょっと疑問だなという気がしますけど。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 条文説明の所で、調査活動や町民広聴活動で意見交換会や出前トーク、

出張委員会などがあります。を活かして議会の政策提案の拡大を図りますとあるんですけれど

も、これについて具体的な話し合いとか、そういう意見とか出ましたでしょうか。今までもこ

れずっとあったんですけども、あまり議員の出前トークなども実施されてない中で、あえてま

たここで書いてはいるんで、もう一度ここの所を見直されたかどうか、その辺教えていただけ

ればと思います。 

○委員長（吉田和子君） 高橋グループリーダー。 
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○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） ただ今の町民の広聴活動の部分だと思いますが。こ

れは、小委員会の議論の中でも出ていた部分なんですが、現在議会の中の制度といたしまして

は出前トークと、それから地区に出た委員会というのは実施されておりますが、ただ意見交換

会というのは定まったものは持っていないということでございます。今後、議会改革等も含め

まして、新しい制度として意見交換会若しくは議会報告会というものも想定して議会改革の中

で検討していけないかというような検討がなされております。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。質疑が無いようですので、次へ

進みます。次に第９条、議会の情報公開を説明願います。岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） 議会の情報公開、第９条、議会は町民に意思決定に関する情報を

伝えるため、会議録など議会の情報を公開します。第２項、議会は説明責任を果たすため、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、町民との情報共有に努めます。条文説

明です。ここでは、議会の責務である情報公開の基本制度を示しています。会議録や議会に関

する文章など、議会の情報を公開します。議会だよりや報告会などで活動内容など積極的に報

告し情報共有を図ります。補足説明ですが、会議録については法１２３条では会議録を調整し、

写しを長に報告することが規定されています。ここでは、情報公開条例の機関として議会も街

頭することから公開をすることを規定しています。情報公開条例の考え方として、公開は請求

に応じて、共有は積極的な提供としているという部分でございます。簡単に言いますと、公開

というのは、町民なりから請求があって初めて開示していくという部分を公開ということ。共

有というのは、そういう行為が無くても積極的に情報を出していくんだと、こういうことの整

理をさせていただきました。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 第９条の条文、条文説明、補足説明が終わりましたけれども、質疑、

ご意見のあります方、どうぞ。質疑が無いようですので、次へ進みます。次に第１０条、議会

の町民参加を説明願います。岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） 議会の町民参加、第１０条、議会は、町民代表として、町民との

連携による町政運営を進めるため、町民の意見を聞く機会を拡充する町民参加を推進します。

第２項、議会は、町民の政策提案である請願及び陳情等の制度を活用し、その審議にあたって

は、提案者との意見交換等を行い、町民参加を推進します。第３項、議会は、公聴会制度及び

参考人制度を活用し、議会における調査活動を町民参加等により推進します。条文説明であり

ます。議会の責務である町民参加の基本制度をここでは示しています。議会の町民参加とは、

主に議会と町民との交流、連携によって、まちづくりの課題や現状を認識し、議会活動に活か

し、町民意思の反映を図ることを目的とします。町民との意見交換会や議員との懇談など町民

の意見を聞く機会、出前トーク等を拡充することでございます。町民の請願や陳情など町民参

加の提案制度として、審議に活用し充実を図って参ります。議会の調査活動などを充実させる

ため、公聴会や参考人制度などを活用します。補足説明ですが、請願については法１２４条及

び１２５条に規定されておりますが、ここでは積極的な活用について、町民参加を推進すると

いうことで、ここでまとめております。以上でございます。 
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○委員長（吉田和子君） １０条の条文、条文説明、補足説明が終わりましたけれども、皆様

からの質疑ございましたら、どうぞ。３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） ２番の町民の政策提案である請願及び陳情等の制度を活用して、提案

者との意見交換を行いというふうになっております、議会がですね。従来ですと、例えば所属

している町内会ですとか、あるいは支援していただいている後援会の方、あるいはいろいろな

団体から陳情や請願を受けた時は、同じ会派の人達に理解をしていただいたり、あるいは関係

している常任委員会ですとか、そういう所に請願等の根回し等をして、そういう政策提案をし

た町民の負託に応えるような動きが従来型だったと思うんですけども。このやり方をしてしま

った場合、果たして全てにおいて町民の利益につながるようなことにならない場合も出て来る

んではないのかなと。一回一回議会として、意見交換会を行うようなことというのは、非常に

逆に不合理な時間もかかりますし、それに対して真っ向から賛成、反対など出来ない場面も想

定されると思うんですよ。ですから、これに関しては慎重に考えた方がよろしいのかなという

ふうに思うのですけれども、如何でありましょうか。意味合いが、取り方が違うのかもしれま

せんけれども。 

○委員長（吉田和子君） 事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） この項目については、既に白老町議会としては実施している項

目なんですよ。というのは、議会改革の項目で、陳情については提出者の意見を聞くというこ

とで、既に実施されてる内容です。なるべく陳情者に近い所ということで、移動して地区に出

向くという方法も数回取られてますし、最近陳情ないですけど。その方法で、既に議会として

は実施済み、そういうことで多分ここの項目に取り込まれたんではないかなという気はしてま

すけど。それで、検討した過程は間違いないですか。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） そのとおりでよろしいかと思います。ただ、今まで請願書、陳情書、

それらが出た場合に、どうしても議員として中身を知りたい場合に参考人として来ていただい

て、十分意見を聞き、そこで意見の遣り取りが出来た。あるいは、地域で出て行って出前トー

クで話することが出来たというようなことで、これは必要があるかないかは委員長が判断をし

ながらやっていくわけですから。だから、今までもやっていたものを、これからも続けていき

たいということで、ここでは書かれているということです。 

○委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 理解いたしました。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑ございませんか。ここで、昼食の休憩に入りたいと思いま

す。再開を１３時といたします。よろしくお願いいたします。 

休憩 午前 １１時５９分 

 

再開 午後 １２時５９分 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて会議を開きます。引き続き、行っていきます。次に、
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第１１条、議員等の能力向上を説明願います。岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） ６ページになります。議員等の能力向上、第１１条、議会は、議

員等の能力向上を図るため、次の各号に掲げる手だてを講じます。第１号、議員等の政策立案

能力、立法能力及び審議能力を高めるための研修を充実します。第２号、議会活動の記録とと

もに、その活動の充実を図るための情報及び資料を整備します。第３号、まちづくりに関する

政策を調査及び研究するため、必要に応じて政策研究会等を設置します。条文説明でございま

す。議員の責務である能力の向上を図る基本制度を示します。議員活動に有用な能力を高める

ため研修を充実します。次の行ですが、議員活動の次の会議記録というふうになってございま

す。ここ、訂正をお願いします。会議記録を会議録。記録の記を削除いただきたいと思います。

会議録というふうになります。議員活動の充実を図るため、会議録や議会関連の情報や政策資

料などを整備します。議会の政策、研究活動を活発化し、政策提案などを増やすための、政策

研究会等を設置できるものとするものでございます。補足説明ですが、本町においては、法１

００条に規定する議員の調査研究のための政務調査費がないことから、予算の範囲内において

必要な研修を充実することを規定しております。また、同条において、国及び都道府県は議会

に刊行物を送付することとなっており、また、議員の調査研究にするため、図書室を設置する

こととしています。ここでは、それに合わせ関係する資料等を保管、整備することとしていま

す。次の所でございますが、先ほど第８条の議会閉会中、会期外活動に関係してくる部分にな

ろうかと思います。政策研究会等は法定の委員会以外に調査、研究の必要がある場合に任意に

設置することとし、現状では、例えば議員会が主催する合併研究会等を想定しております。以

上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 第１１条の条文、条文説明、補足説明が終わりましたけれども、質

疑、ご意見等を伺いしたいと思います。３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 単純な質問、一点いたします。議員等の能力向上。議員のにしないで、

議員等にされた理由は何でしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） ここで等と入れたのは、議会事務局ということも含めて等という

ふうに整理させていただきました。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 議員の能力向上という所の（１）の所なんですけれども、政策立案能

力、立法能力、及び審議能力を高めるための研修を充実しますと書いてますけれども、実際に

もし町民が読んだ場合、議員は政策立案が出来る、するんだろうというふうに思ってしまうと

思うんですよね。ところが、現実的には私達は今の所、政策立案するほどの能力を持っており

ませんし、この辺のことはどのように捉えてます。持ってますけども、現実的にそれを書類に

出す時に、議会事務局の力を多分に借りなければなりません。その辺を、どんなふうに考えて

らっしゃるのか、是非教えてください。 

○委員長（吉田和子君） 事務局長からお答えします。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 当然、議員に求められる能力を列記しているものだと思います。

そのために、普段の研修を積み重ねる必要があるという規定だと思いますけど。これは、まる

っきり無くても良いということの表現では無いような気も、事務局としてはするんですけど。

当然、議員、ここで言ってる等も入ってますので。それは私達にも言われてることだと解釈し

てますけども。 

○委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） ここの補足説明の所で、やはりちょっと触れてはいるんですけども、

実際に白老町には、政務調査費がありませんので、なかなか難しい部分があるんじゃないかな

と思うんですよね。それでもあえて、ここのとこにこういうふうにする以上は、これから議会

の中で、そういうものも努めていこうという意思も入っているんでしょうか。その辺も教えて

ください。 

○委員長（吉田和子君） 斉藤元委員長。 

○委員（斉藤征信君） 何回も申し上げておりますけれども、議員に関わる能力というのは、

政策を作っていく能力、あるいは立法する仕事が基本としてあるわけですから、それを作って

いく能力は何時でも試されなければならないし、何時でも高めていかなきゃならないというの

が当然だし。そして、審議を尽くしていくということでは、これは全て議員に与えられた能力

だろうと。その能力を金があるとか無いとかの問題じゃなくて、常に高めなければならない。

しかも、個人の能力だけじゃなくて、会派をも含め政策集団としての、そういう力も付けなけ

ればならないし。あるいは、議会全体としても、そういう能力を付けるチャンスというものを

広げていかなければならない。そういう立場からこれを読んでもらえれば、これは何にも違和

感は無いのではないか。ただ、ここでやった時に、きっちり謳ってしまった時に、事務局から

金がでなければならないとか、そういうあれも出てきますんで。じゃ、金が無いから出来ない

という、そこまで全部謳ってしまうと、町が金を出さなければならないということになったら、

それで出来ないんだと言われてしまうと、我々の活動もストップしてしまうもんですから。で

すから、一応、金が無くてもそういう能力を高めていくためには、絶えずそういう意識の中で、

その機会というのを増やしていくんだと、この立場で読んでもらいたいというふうに思ってま

す。 

○委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 以前いただいた資料の中で、他のまちの議会関係の条例等を見ますと、

議員の役割、責務という所でこの議員の能力向上について謳ってる所が殆んどでありまして、

白老のようにあえて第１１条として、能力向上だけの項目で設けてるとこはよそには無いんで

すね。これは何か、元小委員会の方にお聞きしたいんですけども、この能力向上というのをあ

えて出してきたというには、何か理由があるのかどうなのか。役割、責務の中で謳うだけで十

分ではないのかなと思うんですが。いかがでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 斉藤元委員長。 

○委員（斉藤征信君） そのあたりも論議はしてきた所ではあります。基本的な事項として、
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絶えず能力は向上しなければならないということは、これは基本中の基本ではあるわけですけ

ども。今、議会が求められてるもの、議員が質的に向上すること、何回も言いますけども、議

会が町民の負託に全体として応えていくこと。これが最近、特に求められている部分じゃない

かと。だから、基本としてあるわけじゃなくて、具体的にこういうふうに、こういうものをや

っていこうじゃないかというものを本当は具体的にもっともっと打ち出せれば良いなというふ

うには思ってたんですけども。そこまでなかなか小委員会だけでは出来ませんので、政策研究

会等を設置しながらでもみんなで頑張ってほしいと、こういう願いをここに込めたんだという

ふうに理解していただければと思うんですが。 

○委員長（吉田和子君） 高橋グループリーダー。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） ちょっと、補足させていただきます。まず、今回の

素案につきましては、骨子案を元に条文化しておりまして、一番分かりやすいのは、中間報告

会に出されたこういう構成図あったと思うんですが。今のご質問の職員の能力向上についてな

んですが、これは制度仕組みという分野に関わる部分なんですね。その基本的な制度仕組みと

いうのが何処から来てるかというと、運営の基本事項の議員の責務の中の自己研鑽の推進とい

う所から、自己研鑽の推進をするための基本的な制度仕組みが、この１１条につながっている

というその構成のなりますので、従来、数多く自治基本条例ありますが、議会に関しては原則

基本事項に留まるケースが非常に多いんですが、白老の場合は行政事項とも合わせて、基本事

項の基本的な仕組み制度までを盛り込んでいるという形ですので、他の条例には見られない基

本的な仕組み制度が盛り込まれてるというふうにご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 白老らしい条例づくりで入ったということで考えてよろしいですね。

どうでしょうか。３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今の内容としては、斉藤委員長のご説明、あるいは経営企画課の高橋

さんの説明で分かりました。ただ、私の個人的な意見としては、他所のまちと同じ程度に留め

ておいた方が良いというふうに思います。これは、あくまでも私としても意見でございます。

以上です。 

○委員長（吉田和子君） 意見として伺っておきたいと思います。他に質疑、ご意見のござい

ます方、どうぞ。１８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） （３）、政策研究会等という字句があるんですが、下の方の説明では、

例えば現在やっている合併研究会等を想定してると。ただ、政策研究会という名称は別として

も、議会に作る特別委員会、一つの大きなテーマがあった場合、特別委員会を作るとか、あれ

らも政策研究会等に含まさるのか。それから、合併研究会もうちは議員会が先立ってやってる

んですが、他の自治体では議会の中の特別委員会を作ってやってる自治体もあるんですよね。

ですから、それらも含めて政策研究会等というふうに理解していいのか、そのあたりの議論は

どうだったんですか。 

○委員長（吉田和子君） 高橋グループリーダー。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） この政策研究会等の考え方ですが、原案は政策会議



 27 

ということで出されておりました。政策会議というと他の会議との混同が予想されるだろうと

いうことで、ここでは任意の活動が出来る、調査、研究出来る組織ということで整理したかと

思います。因みにニセコ町は、政策研究会議というものを置くと。それは、特別委員会の位置

づけでやりますよという規定の仕方をしてる所もあります。ただ、白老町は従前から特別委員

会で会期外の活動を行ってますので、それ以外の任意の調査活動が出来るものとして、今回盛

り込んだものです。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 広い立場で見た方が良いのか、これは議会だけのことなんでしょうけ

れども、広い意味で解釈した方が良いのか、そのあたりはどんなもんなんでしょうか。これは、

議員に限ってやるわけですね、これは。議員の資格でやることですね。その場合の必要によっ

ては作れるわけですよね。それが解決すれば自然消滅するという特別委員会も何ぼも過去にあ

ったわけですから、そういうのも含めているのかどうかですね。そのあたりはどうですか。 

○委員長（吉田和子君） 事務局長の方から。 

○事務局長（上坊寺博之君） ここで言ってるのは、任意のものだと思います。というのは、

さっき言ってる議会の会議の規定の第７条で明確に必要な会議を設けなさいと言ってますので、

ここは任意の解釈でよろしいのかなと。私がこれを見て解釈した時には、多分ここで言ってる

議会はという表現の仕方は、公費でやる議会公務としてやる研修も当然あるでしょうし、今や

ってる議員会の独自の研修もあります。議員会で設置してる今の合併研究会も、これ任意です

から当然あります。その他に私は、この中に多分、政策集団と先ほどから出てきてますような

会派の位置付けも当然あるのかなという気がしてます。ですからここは、研修は公費であれ、

私費であれ、確保しますよという規定で押えて良いのではないかなと気はするんですよね。で

すから、特別委員会だとか、そういうものとは純然に分けて考えて良いのかなと、私はちょっ

とそういう読み方しましたけれど。それで、間違いないでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 斉藤元委員長。 

○委員（斉藤征信君） 小委員会としても同じ取り扱いでやっておりましたんで、そのように

ご理解いただいて。第７条で特別委員会の必要なものは設置することになってますんで、ここ

はあくまでも私達話してる時、任意の研究会ということではなくて、議長が召集する政策会議

だとか何とかということも含めたいという気はあったんですけど、それは先ほども規約上の問

題でどうなるかちょっとよく理解できませんので、任意でやるんであれば、これは自由に出来

るわけですから。そういう機会が広がっていけば良いという形で、ここは載せているというこ

とです。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） この議員等の能力向上というのは、極めて重要な部分だと私は思って

ます。議会全体が本当に質を上げるためには、議員個々の質が上がらなければいけないと。こ

れも議会の会期規則から始まりまして、条例運営規定みんなそうだと思うんですけれども。そ

ういう理解から始まっていくものですから、ここは極めて強化されるべき中身だろうと。議会
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全体の質を上げるためにも、この議員等の能力向上というのは、欠くことが出来ない中身であ

ろうというふうに思います。それで、決して今の小委員会委員長の発言も含めて否定するもの

では全然ないんだけれども、公な形でこういうことが議論出来ると。ニセコが良いとか悪いと

かそういうことではないです、僕言ってるのは。公な形で議論が出来る、そういう場の確保と

いうのが、勿論特別委員会作れば出来るわけですけれども、それ以外の方法。さっき聞いたか

ら、公務災害の関係だから駄目だと言ったんだけど。ただ、そういう公の形で議論が出来る場

がきちっと保障されていかないと、議員の能力向上すると言うんだけど、結果として見たら今

お話あったように、議員会にお任せするか、各会派にお任せするかとなるんですよ。強制力が

働かないんです、そこには。勿論、強制力を働かせて議員の能力を上げるということが如何な

ことかって議論にもきっとなるとは思うんです。ただ、基本的な部分、さっきの自由な討論も

同じなんですけど、自由な討論が出来るということは、それだけのベースがあってルールが分

かっててやらなきゃいけないんですよ。そこの所が進んで行かないと駄目だと僕は思うんです。

個々に任せるというのも、一つはあるんですけども、しかし今これだけ地方分権が進んで、国

がどんどんどんどん地方に下ろしてきた時に、議会、議員がどれだけの資質を持ってるかによ

って議会が決まるというふうに言っても、僕は過言でないと思うんです。ですから、そういう

意味で言えば、強制力を持った研修の場とそうでない場と、これは両方あって私は良いのでは

ないかという考えをするんですけど。それは、法律的には特別委員会以外の手だてはございま

せんか。 

○委員長（吉田和子君） 事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 公費の研修は今も現在、実際にはやってますよね。というのは、

道の議長会が主宰する研修であるとか、管内の議長会が招集する研修。これは、議決をいただ

いて議員の派遣という形で公務で当然行っております。ですから、そういう部分が議会内でも

可能でないかと思うんですよ。例えば事例を捉まえて、町の担当者でも良いですし、外部講師

でも良いですし呼んで、同じような研修体形を取るということは、それは公費で予算的にみれ

るかみれないかは別にしましても可能ではないかと思います。研修としてやるとすれば、可能

だと思います。例えば、前回は議員会の主催でやりましたけど、道の事務局長来てもらってや

ったのは、あれは公費でやることも、何らやぶさかでないような行為ですので、そういう形の

ものも当然今後は考えていっても構わないのかなと思いますけども。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そうなりますと、第１１条の３項の政策研究会というのは、その範中

に入るという解釈は成り立ちますか。今の公的にやるという部分が、この解釈で言えば、そう

いうものも範中に入るという解釈は成り立ちますか。 

○委員長（吉田和子君） 事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 可能性は無いとは言えないと思いますけども、多分、研修体系

としてやるんであれば、１項の方でないかなという気がするんですけどね。どういう種類があ

るかは検討を要すると思いますけど、多分、この部分で公費をかけて単発的にやるということ
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は可能だと思います。ただ、今やってる合併研究会のように継続的にやるということになれば、

研修体系というか、そういう部分に合うのか合わないのか。そういうものは、独自でやっても

らうという形になるのか。ですから、今、大渕委員がおっしゃてるような議論を要する題材を

取り上げて研修というのは、可能だと思いますけど。ただその都度派遣というか、公務にしな

きゃならない。その都度議決とって、公務にしなきゃならないという行為はいると思います。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そこは分かりました。そこは一番でやれるということですから、全く

問題ないと思います。３番目の部分が、いまいちイメージとして、議員会主催の政策勉強会だ

という、位置づけだということでは理解出来るんだけれども、じゃ、ここで謳わなくても今と

同じようにやっていけば出来るはずなんですよね。ここで謳うというのは、政策研究をもっと

深め、もっと進め、議会として議員としてそれを進めなくちゃいけないという立場で書かれて

ると、私は理解してるんですよ。そうであるとすると、今の合併研究会と同じような形で、そ

れは議員会なら議員会でやるなら、どうぞやっても良いですよというような範囲なものなのか

と。もうちょっと進んだ考え方にならないのかなと思うんだけど、そこら辺はどんなもんです

か。 

○委員長（吉田和子君） 事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今それを公務という位置付けにするんであれば、きちっと７条

による会議しなきゃならないと思います。それは、合併であろうが、財政問題であろうが、ど

んな問題であっても必要性があれば特別委員会というのは設置出来ますので、やっぱり会議と

してやらざるを得ない今の段階だろうなと。ただ、事務局として思うのは、公費でやる分の研

修体系というのは当然必要だと思いますし。ただ、先ほど来ありましたように、議員自らとい

う部分も当然あるんだと思うんですよ。だから、その中身は議員自ら作っていく議員会も当然

そういう役割を持ってくるでしょうし、という感じはします。職員も当然研修体系で講師で派

遣される場合もありますし、自費で自分の身銭斬ってそういうとこ行ってる場合も当然ござい

ますので、そういうような部分で使い分ける必要は当然あるのではないかなと。今、大渕委員

が言ってるような町としてはきちっと議論をするんであれば、特別委員会という部分で設けな

ければ今の現状の体制ではちょっと難しいのかなという気はしています。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。無ければ次に進みたいと思いま

す。次に第１２条、議会の制度及び運営の体系整備の説明願います。岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） 議会の制度及び運営の体系整備、第１２条、議会は、この条例の

規定に基づき、議会に関する制度及び具体的な運営方法等を総合的かつ体系的に整備します。

条文説明です。本基本条例や議会関連法令の取り扱いをここでは示しております。本条例の目

的に則り、示された基本制度や運営方法の明確化と実効性の確保を図るための制度等を整備し、

議会としての運営や法令を体系的に整備したものであります。補足説明では、この条では、各

条において、それぞれ別に定める表現による規定を極力省略化し、一括して整備することを想

定しております。また、議会関係の条例、規則等を体系だって整理することと、関連する制度
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の整合を図ることを目的としています。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） １２条の条文、条文説明、補足説明が終わりましたけれども、１２

条に関して質疑、意見がありましたらどうぞ。質疑が無いようですので、第１条から第１２条

まで終えた所なんですが、全般を通じて質疑漏れしたりとか、こういうことちょっと言ってお

きたいということがあればどうぞ。３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私、第４条と第９条と第１０条、この三つを絡めて質問ないし私の意

見を述べさせていただきたいと思います。第４条の中の（２）で町民の意思が町政に反映され

るよう町民参加を図りますということが、議会の責務という第４条の中で出ているんですけど

も、一般的には議会の町民参加ということに関しては間接民主主義で選挙をすると、これが一

般的な議会の参加なんですけれども。こういう項目をあえて、ここの議会の責務でどうして謳

ってるのか。と申しますのは、白老もこの第９条、第１０条でそれに関しては議会の情報公開

という部門。または、第１０条の議会の町民参加という所で、具体的に載せてるわけですよね。

他の町村等を見ますと、議会の責務の中に、あえてこのような項目を、町民参加を図るなんて

ことは載せてないわけですよ。こういうように、議会の情報公開や議会の町民参加の部門にお

いて載せているわけですね。私はこれで十分だと思うんですが、何故、議会の責務という所で

この町民参加を図るということをあえて載せているのか、その点について質問したいと思いま

す。 

○委員長（吉田和子君） 高橋グループリーダー。 

○経営企画課企画Ｇ主査（高橋裕明君） 今の議会の責務における町民参加を中心にした整理

の仕方なんですが、先ず、基本条例の全体に関わる部分でございますが、この条例を全部作っ

ていく場合に、総則部分。町民、議会、行政、３つのそういう機関、もしくはそういうものを

総括する基本原則というのがあるんですが、そこで今検討されているのは、やっぱり情報の共

有と参加、協働の仕組み。それをまちづくりに活かしていくというのが、基本原則として整理

されつつあるんですが、そこで議会の役割としても、今回お示ししてる第１条に議会の使命と

いう所でまちづくりに対する町民の意思反映に努めると、そういうことを行って政治責任を果

たしていくということが役割として載せております。そのことを受けて議会の責務というのは、

町民の意思が町政に反映されるような議会づくりをしていこうということで、その基本制度と

して町民参加というものが関連づけられているということで、この議会の責務の中で１号に情

報共有、２号に町民参加ということを受けて、後ろの９条、１０条の基本制度が出来ていると

いうことでございますので、先ず町民の意思を町政に反映されるような活動をしていくかどう

かという根本な考え方にもよりますけども、そういう考えで議会の条項については整理してき

たものと理解しております。 

○委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 意見になりますけれども、私は他のまちの例を見ますと、議会の権限

や責務という所を見ましても、このような内容につきましては、他の項目で謳ってるわけなん

ですよ。精々、第４条の（１）と（３）に書かれている程度のことで、他の所は押えてるんで
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すね。そういう中で、具体的には９条と１０条に具体的にどういうことで参加するのかという

ことが、９条１０条を見れば明確になってるわけですから、あえて４条に書いてる（２）は外

すべきだと、このように考えます。意見です。 

○委員長（吉田和子君） 意見として伺っておきたいと思います。他に質疑のございます方、

どうぞ。１４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 条文に直接関係ないんですけど。これ、全体のものになると思うんで

すけど、前文なんかはこれから考えるという格好になるんでしょうか。その前文そのものの中

に議会のことも謳われるということになるのかどうか、そのあたりはどうでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○企画課長（岩城達己君） 前文の部分は今まさに検討というか、討議しております。今日は

議会に関わる部分だけですので、それは全体を含めた部分での内容に沿ったものになってくる

と思います。ですから、突出して議会はということにはなってこないと思います。こういう位

置づけで今、町政してるとこでございます。 

○委員長（吉田和子君） 他にありませんか。以上、第１２条の条文、条文説明も全部終わり

ました。以上、議会に関する条項、素案について条文毎に質疑、ご意見を出していただきまし

た。ただ今、出されましたご意見等については条項毎に整理する必要があると考えております。

３月定例会の終了後に再度、本特別委員会を開催して、議論の上、条文を決定したいと思いま

すが、そのように取り扱いさせていただくことにご異議ありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） ご異議なしと認めます。それでは、そのように取り扱いをさせてい

ただきます。 

次に委員長より、報告報申し上げます。先月の１７日開催いたしました本特別委員会におい

て、今後町側で組織する策定委員会への関与について、４月までに協議して決めるようにして

おりましたけれども、正副委員長より２月１７日に行われました議会運営委員会へお諮りし、

会派内での協議についてお願いしたところであります。議会運営委員会では、委員の満場一致

で議会としても策定委員会に参加するべきとしたところであります。議会運営委員会には各会

派代表が入っていることから、会派内議論は不要として可決したものであります。このことか

ら、４月以降の策定委員会は議会として参加するものとし、代表者２名、特別委員会の委員長

の立場で私吉田が参加し、もう１人は素案の策定に尽力いただきました斉藤征信委員にお願い

することに決定したものであります。以上、ご報告いたします。以上を持ちまして、白老町自

治基本条例制定に関する特別委員会を閉会いたします。大変、ありがとうございました。 

（午後 １時３４分） 


