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平成１８年 白老町自治基本条例制定に関する小委員会会議録 

平成１８年 ２月 ８日（水曜日） 

   開 会  午後 １時３０分 

   閉 会  午後 ４時３２分 

 

○議事日程  

白老町自治基本条例の制定について 

 

○会議に付した事件  

白老町自治基本条例の制定について 

 

○出席議員（５名）  

  小委員長 斉 藤 征 信 君   副委員長 氏 家 裕 治 君 

鈴 木 宏 征 君        近 藤   守 君 

       谷 内   勉 君         

 

○欠席議員（０名）  

 

○職務のため出席した事務局職員 

       事 務 局 主 幹       中 村 英 二 君 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

       経 営 企 画 課 長       岩 城 達 己 君 

       経営企画課企画Ｇ主査        高 橋 裕 明 君 

       〃  企 画 Ｇ 主 任       冨 川 英 孝 君 



 2 

 

◎開会の宣告 

〇小委員長（斉藤征信君） はい。それでは、これより白老町自治基本条例制定に関する小委

員会を開催いたします。 

本小委員会につきましては、傍聴を許可することにご異議ございませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇小委員長（斉藤征信君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定によ

り、委員長において傍聴を許可します。 

 

◎ 

〇小委員長（斉藤征信君） で、新しく条文が出来上がってまいりましたので、事務局の方か

らこれらについての基本的な説明をまずお願いして、それから論議に入ろうかと思いますので、

事務局の方、よろしくお願いします。 

 はい、岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。それでは事前に条文案の方は送付させていただきまし

たが、今日はその他にですね、本日配付いたしました構成図を元にして、どういう内容にまと

めたかという部分も含めまして、内容をご説明したいというふうに思います。     

 以降につきましては、企画グループの高橋リーダーの方から、このような内容について説明

させます。 

○企画Ｇ主査（高橋裕明君） はい。それでは私の方から、条例案の素案についてご説明した

いと思います。 

 まず、今課長の方からお話ありましたように、事前配付されたのは、いわゆる骨子案に基づ

いて条文化をしたものです。で、今日お配りした方は、その骨子案１２項目だったのですが、

それをこちらの内部会議で検討して、こう、合わせられるものは合わせてみようじゃないかと

いうことで、６項目にまとめたものが今日お示ししたものです。 

 内容については、ほとんど変わりがありません。重ね合わせていったという構成になってお

りますので、その辺についてのご説明をいたします。 

 まず、事前にお配りしています資料のＡ３判の解説付きのところをご覧いただきたいと思い

ます。 

 ページで５ページになりますが、５ページ目の最初のページの上の４項目につきましては、

この条例の総則部分全体に関わる部分の案でございます。 

 その内容は、条例の目的、基本理念からこの条例を貫くその原則が二つございます。 

 それで、まずそこからちょっと簡単にご説明いたしますが、この条例の目的は、何のために

この条例を作るのかということを示す部分でありまして、白老町の自治のあり方や仕組みを明

らかにして、その運用する体制・制度をつくることによって、自主自立のまちづくりを進めて
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自治の確立を図りますということが、書かれている部分で、「自治」というのは、説明の下の方

に注釈が付いていますが、そこに生活している人たちが自らの政府をつくり、地域を治めてい

くことをいいますということで、注釈的に書いております。 

 次にこの、基本理念ですが、自分たちのまちは自分たちでつくる意思を明確にして、しあわ

せを感じるまちの実現を目指しますと。そのために、町民が主体となって町政の主権者として

まちづくりに取り組むのだということを表現しています。 

 で、そのために議会と行政があって、その町民の意思の反映に努めるとともに、まちづくり

の成果をあげていくのですよということが、基本理念としてあります。 

 で、この中に出てくる「しあわせを感じるまち」というのは、総合計画の基本構想で示す、

究極的なまちの将来像ということで盛り込んでおります。 

 それで、次にその基本原則の部分ですが、まず、どのようにしてこの住民自治というものを

実現していくかというところの基本原則として、直接町民が自治を実現していくということが

直接民主制の基本ではありますけれども、その町民が選挙を通して作った、その政府を通して

その意思を反映されるということで、住民自治というものを実現していきますということが書

かれております。 

 で、「主権者」というのは、注釈的になりますが、注釈的になりますが、「主権者」というの

は、政府を形成し、その統治権限のあるものということで、主権者の代表、選挙で選ばれた代

表というのが首長と議員ですということ。 

 そして、「信託」というのは、ほかの者をして一定の目的に従って信用を委ねるこということ

で、使っております。 

 続きまして４項目目の自治の基本原則ということで、この条例を貫く共通の原則というもの

を、５項目示しております。 

 で、一つはまちづくりの主体ということで、まちづくりの中心は町民なのですけれども、そ

の構成要素として、町民をはじめ議会議員、町長、執行機関の職員というものがありますとい

うことで、その「主体」というのは注釈になりますが、「主体」というのは、まちづくりを進め

る主要な構成のことで、性質・状態・作用の主を示すと。中心という意味ですということです。 

 それから、情報の共有につきましては、まちづくりはそれぞれの主体が一体となって進めら

れることを踏まえて、それぞれが情報を伝え、共有することが行動していくために重要ですと

いうことで、情報共有ということが基本原則として掲げております。 

 で、３番目に町民参加です。町は、その役割を果たすために、主権者である町民の意思が反

映されるように、積極的な関わりを持ちながら進めることが重要だという考えから、町民参加

というものを共通原則にしております。 

 ４項目目の連携協力につきましては、さまざまな主体や町民活動団体など、重層多元的に存

在することから、それらが互いに連携協力することで自治を充実するものということを、基本

的な考えにしています。 
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 それから５項目目の政策推進につきましては、よりよいまちを実現するための政策を選択・

決定・推進するために、体制・方法等が確立された自治運営によって進めていくことが重要で

あるという考えで政策の推進を進めていくということで、この原則５項目というものを、今後

また検討していかなきゃならないですけれども、そういうことでこの共通項目としての４項目

を参考に提出しております。 

 で、ここから議会の部分に関しての説明になりますが、ます、一番左の骨子案って書かれて

いるところが骨子の検討の中で出されていた項目と。そして、条文案があって、その説明とい

うことで、この一番右の検討案というのは、後ほど今日別紙でお配りしたものになるところで

あります。 

 この、まず第１条の議会の役割につきましては、骨子案の理念という項目と役割という部分

を一体化いたしました。 

 それで、議会はどういう機関なのかということで、代表機関ですよと。 

 それから、議会の使命は何なのかということで、合議制による最良の政治判断をする機関で

すと。その政治判断によってまちづくりを効果的に進めていきますということと、最後に役割

として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つのだ

というところが第１条の内容になっております。 

 続きまして２枚目ですけれども、議会の権限につきましては、骨子案のとおり立法権限、行

政的な意思決定権限、行政監視権限という３項目を掲げております。 

 特に、ご意見のあった監視ということばにつきましては、この２条の３号の表現で、一応案

といたしまして点検ということばに変えております。 

 チェックという言い方なのですけども、ちょっと条文としてカタカナ語がどうなのかという

ことで、一応点検ということばを使っています。 

 それから、ここからが基本事項ということに入ってまいりますが、第３条に議会運営の基本

事項ということで、骨子案にございました自由な討論、会議の公開、円滑な運営ということを

条文化したものでございます。 

 続きまして、第４条に議会の責務ということで、骨子案では政治責任・情報共有・町民参加・

議会改革という４項目がございましたが、政治責任の部分につきましては、議員の責務の方に

もっていきまして、議会の責務は残った３項目を条文化しております。 

 続いて第５条、議員の責務でございますが、議員の責務は骨子案のとおり公益の実現・自己

研鑽・政治倫理の遂行という３項目を条文化いたしました。 

 以上が議会の基本事項の部分でございます。 

 で、続きまして最後ですが、議会の基本制度の部分です。 

 まず、第６条として、議会の組織ということで、組織および定数、事務局の設置という骨子

案をそのまま条文化しております。 

 そして第７条、議会の会議。これは、骨子案では会議を定めるということで、骨子案になっ
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ておりましたが、一応検討に出てきた内容を条文に条文化したという内容で、５項目になって

おります。 

 事務局の方の考え方といたしましては、条文化するにあたって、なるべく議論になったもの

を提案して、その中で検討してこう、整理していくということを建前にしたいものですから、

なるべく多くのものを載せるように心がけました。 

 それで、第７条の１項目はそういうふうに会議を設置するという項目です。で、２項目目は

町民の関心を高めるために、会議の開催日や内容を事前に町民に対して周知するという内容で

ございます。 

 で、３項目目は議会の会議は傍聴制度を定めて公開すると。そして、公開することが不適当

と認められる場合はその理由を公表して非公開にすることができますという項目です。 

 で、４項目目は、議会は会議の討論充実を図るための必要な時間を確保するという項目です。  

 で、５項目目は議会の政策提案などが増えていった場合など、検討の充実を図るために、会

議の自由討論というものを拡充するために、説明員等にも質問・意見を述べさせることができ

るという項目を入れております。 

 続きまして次のページです。第８条、議会活動の充実につきましては、骨子案で、ここで時

間の確保ですとか、政策提案の推進、町長との緊張関係、会期外の自主活動という項目がござ

いました。 

 もで、時間の確保につきましては、前条７条に入れましたので、８条におきましては活動の

充実ということで、１号に調査権の行使及び町民提案等の活用を図り、政策提案に努めるとい

う政策提案の充実を載せています。 

 そして２号が、町長が示す政策方針・議案の内容がこの条例の規定・総合計画に適合してい

るかを点検するため、質疑の充実に努めるという、２号は質疑の充実ということです。一般質

問・代表質問の充実ということでございます。 

 で、３号目が会期外においても、政策の調査活動を充実するため、委員会活動などが活発に

するという内容でございます。 

 続きまして、第９条、情報公開に関するところです。 

 骨子案では、活動報告等の推進と情報公開の方法を定めるという内容です。で、それを、議

会は議会活動を活性化させ、町民の町政に関する関心を高めるため、議会の情報を積極的に公

開しますということで、たとえばインターネットによる議会中継とか、議事録の情報の公開と

いうことで、現在やられていることが言えると思います。 

 それから２項目目は、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報告し、

町民との情報共有に努めるということで、議会だより。これは現在やっておりますが、あとは

検討中でありますけれども報告会などの活動内容などを報告して、情報共有を図るという項目

を入れております。 

 続きまして１０条、議会の町民参加の部分です。 
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 骨子案では、町民連携等の推進と町民参加の方法を定めるということでした。で、１０条の

内容は、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、町民の意見を聴

く機会を拡充する町民参加を推進しますということで、議会と町民との交流・連携ということ

を盛り込んでおります。 

 それから、２項目目が、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と。これも、現在や

られている内容で、請願・陳情の取り扱いです。 

 ３項目目は、公聴会制度・参考人制度を活用して、議会における調査活動を町民参加によっ

て推進するということで、これも参考人制度などの活用ということで、現在やられている内容

を３項目目に盛り込んでおります。 

 続いて、１１条、議員の研修等という骨子案でございました。で、議員研修の充実、情報・

資料の整備、政策会議等の設置という３項目でありました。それで、条文案では議員等の能力

向上ということで、その３号を条文化しております。 

 そして最後に、１２条ですけれども、議会の制度及び運営の体系整備ということで、骨子案

では運営と制度の具体的整備の推進と、その体系的な整備ということでしたが、それを条文化

して、１項目にまとめております。 

 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という条文化で、１２項目、ほぼ骨子案に沿ったような形で作られており

ます。 

 で、続きまして今日お配りしている方を若干説明いたします。 

 今日の一番上に構成図が付いているものでございます。よろしいですか。 

 それで、まず一番上の構成図をご覧いただきたいのですが、今ご説明しました１２項目が真

ん中に並んでおります。そして、これからご説明します検討案につきましては、今の１条目と

２条目、議会の役割と議会の権限をまとめて議会の役割と権限という条文にしております。 

 それから、３条目の議会運営の基本事項と議会の会議と議会活動の充実をまとめて議会の運

営、５項目目の議会の運営というものにまとめております。 

 それから、議会の責務につきましては、議会の責務に９条目の情報公開と１０条目の町民参

加をまとめて入れております。 

 で、議員の責務につきましては、従来の議員の責務と議員等の能力向上というものをまとめ

て条文化しております。 

 で、６条目の議会の組織はそのまま議会の組織ということで、７条・８条の議会の会議、議

会活動の充実を、議会の運営ということで一つにまとめております。 

 で、最後の１２条目はそのままの条文で載せているという、構成の変化です。 

 内容につきましては、ほぼくっつけた形にしてあります。で、特にくっつけたところだけを

ちょっとご説明いたしますが、例えば議会の責務で、前の骨子案では情報共有参加を行います
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とかっていうことで、責務を項目だけ条文化していましたが、こちらの方では例えば２条の２

項ですね。議会は町民に対して、意思決定に関する情報共有を図るため、次の各号に掲げる事

項を推進しますという、責務規定で号立てでその内容を説明するという形にしております。 

 ３項目の町民参加につきましても、１号・２号・３号という形で項目立てをし、４項目目の

議会改革につきましては、これに対応する制度・仕組みというものを検討、骨子案では載せて

いませんでしたので、この議会改革の１号・２号・３号につきましては、追加して作っており

ます。 

 議会改革は、まちづくりにおける議会の役割及び機能を十分に考慮して行うこと。第２号、

時代の進展や新たな手法など、町内外から広く議会に関する情報の収集を行うこと。第３号、

取り組みについては、期間、手法、財源、成果等を踏まえ、議員の合意に基づいて行うことと

いうことを追加しております。 

 で、５項目目の議会の活動の充実はここに、５項目目として付けております。で、１号・２

号・３号は先ほどの説明した内容のままです。 

 で、第３条、議員の責務につきましては、次のページの第２号、議員の能力向上。研修とか

そういうものを第２項としてくっつけております。 

 そして、第４条、議会の組織はそのままです。 

 そして、第５条の議会の運営が、議会の運営として３項目ですね。自由討論と公開原則と円

滑な運営というのが３項目あって、第２項に会議の運営ですね。会議の運営について、６号ま

で、これもくっつけております。 

 そして、第６条の議会の制度及び運営の体系整備というのは、そのまま１２条から持ってき

ております。 

 以上、条文化した内容と簡単な主旨説明について、以上で終わらせていただきます。 

〇小委員長（斉藤征信君） はい、ありがとうございます。 

 ちょっとここで確認をしておきたいのですが、私たちが以前にもらったこの案が１２条から

なっておりますね。で、この１２条をさらにまとめて、６条にしたということで、今日検討し

なければならないのはこの６条で出来上がっている部分ということになりますか。 

○企画Ｇ主査（高橋裕明君） ２通り、一応形式をお出ししたということなのですよ。こう、

骨子案に準じて条文化するとこういうふうになりますと。まとめた場合にはこういうような形

でと。 

〇小委員長（斉藤征信君） ああ、そうか。そういう意味か。 

 そうすると、今ここで話することも、１２条になるか６条になるか、あるいはそれを中間を

とってまた条文が変わると。何条かになるか分からないというようなことで、そこも検討の余

地になるわけですね。 

○企画Ｇ主査（高橋裕明君） そうです。 

〇小委員長（斉藤征信君） ああ、そうですか。はい、分かりました。 
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 それでは、これから今の報告を受けまして検討に入りますが、先ほど事務局の方からもあり

ましたように、ここの部分は自由討論という形で、いろいろな意見をいただきたいということ

で、一応ずっとこう眺めて、だいたい先が見えてきたところで会議を再開するということに、

そういう運びにしたいと思いますが、いかがですか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇小委員長（斉藤征信君） はい、それじゃ暫時休憩に入ります。 

休憩 午後 １時５６分 

 

再開 午後 ４時０８分 

〇小委員長（斉藤征信君） それでは会議を再開いたします。 

今まで論議してきて、だいたい方向付けができました。そのうち問題になりそうな部分、一

つ一つ確認しながら、これを固めていきたいというふうに思いますので、いろいろ再確認をお

願いしたいと思います。 

まず、共通部分ですが、共通部分について問題にしたところは、基本理念。基本理念のとこ

ろで、この第３条に、ここの行政・議会・町民三者の行動というのがここに現れる必要がある

のではないかというふうなご意見がございました。 

それからもう一つは、「しあわせを感じるまち」という表現が普遍的なもの、ことばなのかど

うなのかという指摘がありました。で、いろいろ論議があったわけですけども、この部分につ

いては、事務局の方に再度この観点も踏まえて、もう一度見直してみると。みてもらうという

ことで、賛否両論、いろいろございましたので、検討のうえ、これは策定していただきたいと

いうことで、事務局の方へ戻しておくということで了解をいただきたいと思いますが、いかが

ですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇小委員長（斉藤征信君） はい、それじゃ今度は議会の部分の条例、逐条いきます。 

 第１条、議会の役割です。ここで指摘されたのは、第３項目、議会はその使命に基づき、町

民主権のまちづくりを進め、まちの発展と町民生活の向上に寄与しますという項目があるわけ

ですけれども、どうもここの１項、２項、４項との絡みでいうと、ここは、この部分だけちょ

っとなじめないと。 

 町民主権のまちづくりということがこれは大事な部分で、そのことからいうと、骨子案の理

念の３項目。骨子案にありました、理念のうちの３項目目の、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。この形の方が、これ

に合う文章の方がよろしいのではないかということで、ここは修正をしていただくということ

にしたいと思います。 

 ４項目目の議決事件というこのことばについては、一般になかなか馴染めないということか

ら、この事件ということばを別なことばで置き換えることができないかどうか、これを検討し
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ていただくということで、ここの部分については以上、そのようになっていましたけれども、

これでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇小委員長（斉藤征信君） はい。付け足しございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇小委員長（斉藤征信君） はい、それじゃ第２条。第２条の議会の権限、３項目目、執行機

関に対する調査及び監査請求などの点検の権限。この点検は、やはりことばとしてはふさわし

くない。監視に戻すべきであるということで、確認したいのですが、よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇小委員長（斉藤征信君） はい。次、第３条。第３条につきましては、第２項の情報の共有、

会議の公開。公開と共有と、ことばの使い方についてさまざまありましたけれども、積極的に

自分たちから公開し、その情報を共有するという形でここは押さえたいということで、ご理解

いただきましたので、このままでいいということで押えたいと思いますが、よろしゅうござい

ますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇小委員長（斉藤征信君） はい。第４条、第５条、第６条はございません。第７条、議会の

会議。その第１項目目です。１項目目の行政の調査、点検とある、その点検は、これは監視に

修正するということ。 

 それから、４項目目。４項目目は、議会は会議における討論の充実を図るため、それに必要

な時間を確保しますと。それに必要な時間という、この規定がちょっと曖昧なために、この説

明の欄にある討論を十分に行える時間という形で直した方がいいのではないかということで押

さえたいということであります。 

 それから、第５項目。第５項目につきましては、これ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という項目については、これはいわゆる反問権を直接持

ち込んだものではなくて、これからの会議のあり方の発展項目として押さえ、そして特別委員

会にこれの討議を委ねるということで、再度検討していくということで押えたいということで

ありましたけれども、以上の点よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇小委員長（斉藤征信君） 次、第９条はそのままでよしと。第８条ですね、はい。 

 それで、第９条です。第９条の第１項目、議会は議会活動を活発にさせ、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いう文章ですが、この議会の情報を

公開するに当たって、町民の町政に対する関心を高めるためだけなのかというところで、結論

が出ないままこれは保留にしておきました。どういうふうにここのところを書き直したらいい

のか、ご意見があればここでちょっと煮詰めたいなというふうに思いますので、ご意見あれば

伺いたいと思います。 
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 はい、鈴木委員。 

〇委員（鈴木宏征君） 前のですね、議会の責務のところにありましたように、やっぱり公開

するための、なぜ公開するかというようなところからいうとですね、やっぱり町民に対して意

思決定に関する情報共有を図ることにあると思うのですよ。 

 それであれば、ここのところは、議会は議会活動を活発化させ、そのとおりかどうかは別と

して、そこに意思決定に関する情報共有を図るために、議会の情報を積極的に公開しますとい

うふうに入れたら、何かつながるんじゃないか。考え方がつながるんじゃないかと思うけど。 

〇小委員長（斉藤征信君） よろしいですか。すいません、鈴木委員、今の修正する文章を参

考にするのはどこですか。 

〇委員（鈴木宏征君） 議会の責務。第４条の第１号。町民に対して意思決定に関する情報共

有を図ることというのが責務にあるのですが。 

 ここの責務から考えると、情報公開というのはやっぱりそういうことを目的として積極的に

公開するのだというような、ここに入れた方が何か流れがいいんじゃないかなと思ったのです。 

 そうすると、いろいろなことが含まれてくるんじゃない。 

〇小委員長（斉藤征信君） で、それを入れるとどういう文章になるか、一応ちょっと考えて

みてくれませんか。 

〇委員（鈴木宏征君） これでいいかどうかは別として、ひとつの案として、「議会は、議会

活動を活発化させ、意思決定に関する情報共有を図るため」ですね。「議会の情報を積極的に公

開します。」というような文章にしたらどうでしょうかというのが私の意見です。 

〇小委員長（斉藤征信君） なるほど。議論になった点はもうすでに皆さんお分かりだと思い

ますので、もう一度確認いたします。 

 第９条の、議会は、議会活動を活性化させ、そして第４条のところへ戻って、意思決定に関

する情報共有を図るため、議会の情報を積極的に公開しますと。こう直した方が、前の絡みで

はっきりするのではないかと。第４条の絡みで。共有するために公開をするのだと。 

 こういうふうにした方がはっきりするんじゃないかと。こういう意見でございますよね。 

 どうでしょう。 

 そうすると、関心を高めるためってさっき、そういったのとは、それよりももっと幅が広が

ったというふうに思えるのですが。 

○委員(谷内 勉君) いいですか。 

〇小委員長（斉藤征信君） はい。 

○委員(谷内 勉君) そうするとね、今の４条の１項目。これについて全く同じ文章になると

いうことで、この文章逆にね、削除するような形になっても。どうでしょうね。 

 全く同じ文章ということになりますので、これは責務に当然これはあると思うのですが、こ

れを今度は今言ったこの文章の中に全部入れてしまったときにはですね、全くこの文章そのも

のが全く同じ形になるのですけどね。 
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 ですから、その辺どうですか。それで問題なければそれで構わないと思うのですが。 

〇小委員長（斉藤征信君） はい、どうぞ、鈴木委員。 

〇委員（鈴木宏征君） あくまでもその、今谷内委員のおっしゃったようにですね、共有を図

ること、町民参加を図ること、議会改革を進めることというのは責務であって、その進める、

図るために何をするかというところが、今の第９条であったり第１０条だと思うのですよ。 

１０条もですね、議会の町民参加とありますよね。で、そこも４条にもですね、町民参加を

図ることってありますよね。それをするために何をするかということは１０条にあるので、そ

れを踏まえて行動というのですか。具体的に何をするかっていうことを、９条なり１０条で言

っているというふうに、私は捉えたので、これはこれで、４条は４条で、この項目は必要だと

思うのですよ。そういうふうに私は思ったのですが。 

〇小委員長（斉藤征信君） これ、同じ文章にはならないということだけは分かるのですよね。 

○委員(谷内 勉君) うんうん。知っているよ。 

〇小委員長（斉藤征信君） それを目的にするか、手段にするかということだろうと。 

○委員(谷内 勉君) いいですか。確かに、この責務そのものに対してはね、意思決定に対す

る情報共有を図ること、これは責務ですよね。それははっきり分かります。 

 そういう意味において、この文章をこのままここへあれしたら、ちょっとどうかなという、

ただそういう単純なる疑問だけですよ。ただ、そういう難しいことはあまり考えていないもの

で。その辺のことを今私申し上げたのですよ。 

〇小委員長（斉藤征信君） ここの部分、いろいろと解釈上の問題があるかと思いますけれど

も、今意思決定に関する情報共有を図るためにするのだと。公開するのだという。それで、今

ここでまとめておきたいと思いますので、文章の方につきましてはそれがいいかどうかについ

ては事務局の方に、再検討をお願いしたいということで、ここは治めておきたいと思いますが。  

 一つ、事務局の方、一つよろしくお願いいたします。 

 それじゃ、全体を通して。ご意見ございませんか。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇小委員長（斉藤征信君） じゃ、以上をもちまして検討を終了いたします。 

 なお、これを６条の条文にまとめるということにつきましては、少々無理がかかるんじゃな

いかと。分かりやすくするためにはやはり、もう少しあった方がいいのではないかということ

で、この場においては１２条の条文で進めていくということにしておきたいというふうに思い

ますので、ご了解いただきたいと思います。 

 以上をもちまして条文の検討を終わります。 

 で、あと残った時間は、事務局の方から中間報告について、日程について提起がありますの

で、それらについて確認したいと思います。 

 事務局の方でお願いいたします。はい、高橋リーダー。 

○企画Ｇ主査（高橋裕明君） はい。それでは、私の方から１３日に開催予定であります、中
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間報告会についてご説明いたします。 

 お配りのとおり、中間報告会の次第と中間報告書というものを事務局の方でまとめました。 

 まず、日程のご説明からいたします。１３日は、第一部、第二部と２回開催する予定でござ

いまして、第一部は午後１時３０分から、第二部は午後６時からということで、いずれも総合

保健福祉センターいきいき４・６の１階の交流センターで行いたいというふうに考えています。 

 次第の内容ですが、一部、二部、町長または助役の方で、挨拶があった後、策定概要といた

しまして、これまでの取り組み、それからこの条例の全体の趣旨・目的について岩城課長の方

から説明すると。 

 で、その後３部会で検討してきました骨子案について、町民部会、議会の小委員会、議会の

特別委員会、それから行政のプロジェクトチームという形で、各１５分程度づつの説明を予定

しております。 

 そのあと、会場にいらっしゃった皆さまからの質疑、質問やご意見をいただいて、もしこの

中であまり質問等がない場合は、さらに、特に検討にかかったような論点について、各部会の

発表者から再度追加説明をしていくというようなことも予定しながら、最後に今後の予定とい

うことでご説明して閉会するという段取りで進めたいというふうに考えております。 

 中間報告書の内容なのですが、１ページ目から４ページ目までが基本的な考え方ですね。策

定に当たっての基本的な考え方を再度町民に、簡単な概要になると思いますけれども説明をし

て、それから５ページ目が検討経過。そして６ページ、７ページ、８ページ、９ページがそれ

ぞれの部会の検討経過ということで、１０ページに骨子案の構成ということで、一応三つとも

原則、基本事項、制度・仕組みという３段階で検討されていますので、そのことについて説明

し、中間報告の内容の資料といたしましては、１２ページ以降に書かれていますが、構成図を

お見せしながら、各中心事項を説明していくという形で行いたいというふうに思います。 

 で、すでに配付等されています骨子案の冊子につきましては会場に用意しておきますという

ことで進めたいと考えております。 

 あと、今の出席の状況についてちょっとお話しますけども、一部、二部、今のところは若干

一部の方が人数多い状況でありまして、６０、３０ぐらいの今のところの申し込みになってお

ります。以上です。 

〇小委員長（斉藤征信君） 今の説明でよろしゅうございますか。 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇小委員長（斉藤征信君） 議会の関係条項につきましての報告は、私になるのだろうという

ふうに思いますが、町民に説明をするのには、これを元に、この構造図で説明をするというこ

とになるのですか。 

 どうぞ、高橋リーダー。 

○企画Ｇ主査（高橋裕明君） 当日会場にいらっしゃっている皆さまが、直接その説明を聞く

ときに見るのはこの図で、分かるんじゃないかなということに考えていますけども。別途文章
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になった骨子の冊子は、会場には用意しておきます。 

 ですけども、実際に見て説明するのはこの、これで。それは用意しておきます。骨子案の方。 

〇小委員長（斉藤征信君） こっちの方ね。 

 で、一応は基本的にはこっち、これの中で説明を加えていくということでいいですね。分か

りました。 

はい、それじゃその件よろしゅうございますか。 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇小委員長（斉藤征信君） じゃ、これからの日程についてどうなるのかもう一度、再度、事

務局の方から確認したいと思いますが。お願いします。 

 それじゃちょっと、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ４時３１分 

 

再開 午後 ４時３１分 

〇小委員長（斉藤征信君） それでは会議を再開いたします。 

 これで、小委員会に与えられました任務のほぼだいたい完了いたしました。本日の会議をも

って本小委員会の調査、すべて終了したということに考えておりますけれども。 

 で、特別委員会の小委員会の報告書。これにつきまして、この作成につきましては正副委員

長にまかせていただいて、ご承認願いたいと思うのです。 

 で、あとは特別委員会が２２日に開かれる予定になっておりますので、その中で私の方から

議員の皆さんには説明をして、それでだいたい小委員会としての仕事は終わりになるのではな

いかというふうに思っておりますので、ご了解いただきたいというふうに思いますが、よろし

ゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

◎閉会の宣告 

〇小委員長（斉藤征信君） はい。ご確認いただいたものとして、これですべて終了いたしま

す。ご苦労様でございました。ありがとうございました。 

（午後４時３２分） 


