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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 

 

平成１８年３月２７日（月曜日） 

開 会  午前１０時０１分 

閉 会  午後 ０時２６分 

 

○調査事項 

 白老町自治基本条例の制定について 

  （１）白老町自治基本条例条項案の検討について 

  （２）その他 

  

○出席委員（１８名） 

委員長  吉 田 和 子 君     副委員長  吉 田 正 利 君 

委 員  小 西 秀 延 君           熊 谷 雅 史 君 

山 本 浩 平 君           鈴 木 宏 征 君 

玉 井 昭 一 君           土 屋 かずよ 君 

西 田 祐 子 君           近 藤   守 君 

宗 像   脩 君           氏 家 裕 治 君 

斎 藤 征 信 君           大 渕 紀 夫 君 

谷 内   勉 君           加 藤 正 恭 君 

根 本 道 明 君           堀 部  登志雄 君 

   

○欠席委員（２名） 

委 員  中 出   正 君           及 川   保 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        野  宮  淳  史  君 

経 営 企 画 課 企 画 Ｇ 主 査        高  橋  裕  明  君 

経 営 企 画 課 企 画 Ｇ 主 任        冨 川 英 孝 君 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

事  務  局  長             上坊寺 博 之 君 

主        幹             中 村 英 二 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会いた

します。お諮りいたします。本委員会については、傍聴を許可することにご異議ございません

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。次に本日の委員会の日程において、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。本日の特別委員会でございますが、２月

２２日に開催した特別委員会において、意見出しをしていただきましたが、その後、経営企画

課の方でまとめていただきまして、事前に資料を送付させていただいております。その送付し

た資料に基づきまして、条例案をまとめ、策定委員会に送付する手続きを取らさせていただき

たいと思っております。よろしくお願いいたします。以上であります。 

○委員長（吉田和子君） それでは、調査に入っていきたいと思います。事前に送付した資料

に基づきまして、各委員から出されました意見等において、順番に整理をしていきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。素案の各項の一条毎に審議して参りたいと思います。

第１条議会の役割から入っていきたいと思います。１ページ目をお開きください。それでは、

事務局長の方から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、私の方から、ご説明をしていきたいと思ってます。

先月の２２日の会議で出てました事項を元に経営企画課の方で検討していただきまして、下の

方に検討事項と書いてございますが、そのように案を作っていただいてございます。先ず、１

条関係の議会の役割でございますが、これにつきましては、先般の委員会で大渕委員、それか

ら斎藤委員の方から分かり易い条文に、ということが出ておりました。それを元に若干直して

あります。先ず、検討事項として、難解な字句の修正ということで下の欄ですが、枠組みの中

見ていただきたいと思いますが、一つは合議制ということば。二つ目に議事機関、それから議

決事項という部分を修正してみております。１点目の合議制につきましては、２項の部分に出

てくる語句ですが、議員の政治責任をもって協議による意思決定で最良の政治判断を行うとい

う部分で直してございます。それと。議事機関でございますが、これにつきましては、法令引

用語でございますので、これについてはそのまま使っております。それと議決事件につきまし

ては、４項の部分で直しております。読みます。議会は議事機関として、その権限を行使して、

議決すべき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ということで直ってござ

います。一応、１条の部分につきましては、そのように若干、修正してございますので、協議

をいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 第１条の検討項目について、説明が終わりましたけれども、皆様の

方からご指摘がありましたら、またご意見がありましたら伺いたいと思います。皆様から出さ
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れた意見をこのように検討してくださってるわけですけれども、これでしっくりくるかどうか、

そういうことも含めて。９番、吉田委員。 

○副委員長（吉田正利君） 先般、打ち合わせした内容から見ますと、非常に分かり易くなっ

ておりますので、この修正事項で宜しいのではないかと思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 他にご意見。７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 一番下の方で出てますけれども、議決すべき事項を慎重に審議しと書

いてるんですけれども、この慎重にということばは必要なんでしょうか。そこの部分だけ、感

じていたんですけれども、それ以外は宜しいんじゃないかと思っておりますけれども。 

○委員長（吉田和子君） 今、基本原則の中の、第１章の中の、修正する前も議決事項を慎重

に審議しというふうになっております。今、西田委員の方から、議決すべき事項を慎重に審議

しの、慎重がいらないのではないかということなんですが、これはまた、持ち帰って審議して

もらうということにはなりません。ここで審議をしてどうするかということを決めていかなけ

ればなりませんので、他にご意見のございます方。慎重ということばはいらないということな

んですが。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 慎重ということばは、絶対ここでは必要な文だと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。１６番、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私はこれについて、別に問題ないと思うんですが。 

○委員長（吉田和子君） というのは、修正案の慎重ということは、なってて良いということ

ですね。意見が決まらないというか、どっちかにしなければなりませんので、皆さんの意見を

聞きたいと思いますけれども、どうでしょう他に。決を取るということにもならないものです

から。８番、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 今、西田委員の慎重ということは、常に議案そのもの全て慎重に審議

しているんだから、改めて慎重ということばはいらないんじゃないかということで、私もそう

いうことかなという気はしておりますけども。 

○委員長（吉田和子君） １０番、宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 私は慎重には賛成なんです。これで良いだろうと。やはり、慎重を抜

かして、議決事項を審議し、という自分でそうしゃべった重みと慎重に審議し、と言うとぐっ

と違うというふうに思うんですね。それは、議員として全て慎重にということは当然のことで

すけども、ここの基本条例の所に慎重にと入れていくと、なお重みもあるし、議員各位がより

一層慎重に審議するだろうと、そういうふうに思いますので、慎重にと入れるのが賛成です。

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） もうちょっと基本的な所で、今の慎重ということばのやり取りがされ

てますけど、例えば私がやさしくという意味は、第１項だったら議会は町民の代表機関ですと

か。第２項だったら議会の使命は最良の政治判断を行うというふうには、その前に何かことば

を入れなくてはいけないかもしれないけども、その真ん中の部分が本当に必要なのかどうか。

例えば３号、議会は町民主権のまちづくりを進めますとか、４番目だったら、議会は町民の意
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思を決定する役割を有しますとか。そういう条例じゃ駄目なのかどうかというあたりが、全部

今言ったのは共通してますから、やっぱりそれでは条例としての用件を満たせないということ

であれば納得出来るんだけども。真ん中の部分が、説明している部分が本当に要るのかどうか。

条例の構成要件として必要なのかどうかというあたり、もう一度ちょっと聞かせてもらいたい

んです。例えば４番目なら、議会は町民の意思を決定する役割を有します。３番目だったら、

議会は町民主権のまちづくりをしますとか、これじゃ駄目なのかどうか。僕言ってるのは、そ

ういう形の方が良いんでないか。この後、後の条文で言わないから、この部分で基本的な部分

の所を聞いておきたいんですよ。これでずっといったら、本当に読むのかなって。我々読んだ

って首ひねって読まなきゃ駄目でしょう。そういう条例なら、条文案文として認められないも

のなのかどうか。そこら辺、ちょっと専門的な所が分からないもんだから。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） ただ今のご質問ですけども、法的と言いましょうか、こうし

なければ条例化ならないんだよという決まりはございません。ですから、今お話あったように、

もっと簡単で中の部分抜くという一つの考えはあろうかと思います。ただ、いろいろたくさん

条例ある中は、やはり当たり前のことも中できちっと謳うと。あえて言うんだという部分もあ

りまして、他の条例なんかも参考に小委員会の中で揉んで、こういう構成にさせていただいた

ということでございます。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 決して、反論する気はさらさらないんです、僕は。そうだと思うんで

す。現実的にはそうだと思うんですよ。ただ、本当に町民が読み、本当に白老らしさを出し、

本当に町民と一緒に進めるんであれば、やっぱりよく分かって、よく読んでいただける、我々

だけが読んで分かれば良いという条例じゃいけないんじゃないのかな、今の時代で言えば。だ

から、そういうものが許されるんであれば、今頃言っちゃ遅いとなるかもしれないけれど、検

討する余地が本当にそういう意味でないのか。だから、他の議員さんがそんなこと全く必要が

無いというんであれば、それはそれで結構なんです。だけど、そういうことが検討することが

必要であれば、やっぱり僕はあと半年でも時間をかけて、そういうことをきちっとやっておく

ことが、将来この条例が活きるというのは、そういう意味じゃないのかなと。ただ、お前の言

ってるのは可笑しいから、このままで良いよというのであれば、それはそれで僕は構いません。

何もこう言ってること間違ってるわけじゃないですから。ただ、本当にこれだけのことが、間

入れることが必要なのかどうかなって思うものですから、あえて言わせていただいたんだけど、

そこら辺でちょっと他の方の意見、やっぱりこのままで良いというのであれば、それはそれで

構いませんので、聞いてみてください。 

○委員長（吉田和子君） ２番、熊谷雅史君。 

○委員（熊谷雅史君） 僕は大渕委員の意見と全く反対でございます。やっぱり、大渕委員の

言ってることは基本的には町民が親しんでもらって、町民の手作りだという意味合いの部分で

は、そういう作り方も必要な部分もあろうかと思いますけど、これだけ揉んできてるわけです
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し、僕はかえって大渕委員が言ったような簡潔な条文例にしちゃうと宣言文だとか、そういう

ふうに取り違えられる部分が出てくるんではないかと。やっぱり条例ですから、ことばの羅列

が要するに文とされることが、これから議論進めてるうちはそういうふうになるのかもしれま

せんけれども、やっぱり条例文ですから、やはり最低限こういう字句で並べるべきとだなと思

いますけども、これは私の意見です。 

○委員長（吉田和子君） １６番、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私の場合は、今言った熊谷委員の方に賛成をいたします。ということ

は、小委員会でもいろいろとこれについては検討してきました。その中でもやはり、はっきり

言ってことば一つ一つでもそういうようなことの検討の中でこういう文章を作り上げてきたわ

けです。ですから、今言った大渕委員のように読まなければ何もならないのではないかと、そ

ういうようなことだと思うんですが、いずれにしても、この中を仮に中を抜いたとしても、読

まない人は読まないのではないかと思うんです。ですから、そういうことを加味して、やはり

親切なことば遣いを使って、印象良い文章作りをするということが僕は必要ではないかなと、

そういうふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私は、今の件なんですけれども、ある町民の方。ある町民の方と言っ

ても、町民を代表して、この検討委員会に入ってる方とちょっとお話をさせていただいたこと

があったんですけども、そういう方たちもたくさん何人かおりますので、そこも多分賛否両論

だと思うんですけども、たまたま私と話をした人の意見としては、もっともっとやはり簡潔に

慣れ親しむようなものじゃないと、せっかく作っても全然その時、作った時だけ良いもの出来

たというようなことになってしまって、本当に町民がお年寄りから若い人達まで慣れ親しむよ

うなことが出来るだろうかというご意見だったんです。私もそのように思います。やはり、せ

っかく作るわけですから、例えば町民憲章のように、豊かな社会を作りますとか、もっと誰で

も分かり易いようなことを並べるべきであって、他の町よりもこれは素晴らしい、完璧だとい

うような難しい文章に何もする必要は無く、私は町民に慣れ親しむような文章をもっと分かり

易く作るべきだという考えでございます。大渕委員と同じ考えでございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） １１番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も本質的には大渕委員と同じような簡潔な文という部分では、もっ

とわかり易くという大渕委員の思いと同じだと僕も思ったんですけども、簡潔、分かり易くと

いう部分と、例えば大人が見て分かり易いんだったら、議会は１項の場合だったら大渕委員が

言ったように議会は町民の代表機関ですと、こう書けば単純にああそうなのかと見ますけども、

これを例えば小学生や中学生、高校生が見た時に単純に２項、３項、４項をそういった単純化

した時に、内容的なものというか、どういうことでこうなってるんだということが分かるかと

いうことになれば、やはりここの中間の文章というのは入れておくべきだと私は思うんです。

だから、わかり易くという部分では僕はこの修正されてきたこの文で良いと思うんです。だか

ら、分かり易くというのと、明快にという部分とはちょっと違うかもしれないけども、例えば
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これが小学生、中学生、高校生という部分が見た時に、例えば議会はどういうものなんだろう

ということで、研究や何かした時に中身の少し入ってて分かり易く説明出来るようなものが必

要なんじゃないかと私は思っております。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうですか。４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 簡潔という部分については、私も同じ意見なんですが、やはり説明と

いう部分も必要だと思うんですよ。あまり簡潔にしちゃうと何でこれをしないと駄目なのかと

いう所が抜けてしまうので、やはりそれを説明する文章というのを中に入れておくべきかなと。

何のためにこういうことをします。ただ、議会はこれをしますと言うと、何のためにこれをす

るんだという所が抜けてしまうんで、やはり簡潔に分かり易い最低の説明は必要かなというふ

うに思うんですが。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。９番、吉田委員。 

○副委員長（吉田正利君） 過去において、小委員会で検討されてきた事実もございます。そ

れで、平和の宣言とかそのような形で見た時には非常に簡便で分かり易いという解釈も必要だ

と思うんですけれども、私はどちらかというと中間的な見解でもう一度話し合うべきではない

かと思うんです。例えば今の場合は、中間での語呂の解釈の問題で修正してるわけですけれど

も、次の条項あたりでいきますと、非常に語呂の解釈の中で、また入れるために非常にこんが

らがってくるというような解釈も出て参りますので、ともかくあまり簡便でなくて、あまり難

しくなくて分かり易いというような見解を持つべきだろうと思うんです。ですから、平和宣言

のように何々しますという形で捉えるということについては、非常に簡便で分かり易いんです

けれども、そういうふうなことでなくて、せっかくここまで協議して、小委員会でもまとめて

きたわけですから、やはりそれらの意見も尊重してある程度この語呂の解釈の中で、もう少し

検討すべきではないかという気がいたします。 

○委員長（吉田和子君） 玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今しがた経営企画課長も話しされましたけども、これには作り方に形

は無いんだと。私も出来れば、入れなくて済むものであれば入れない方が良いと。勿論、簡潔

にしたい。これは今、小学校の例も出されたけども、だけど出来る限り分かり易く、出来るな

ら。どうしてもこの説明が無ければ駄目だというのであれば、これは止むを得ないけれども、

無くても良いということであれば、出来る限り簡潔の方が良いと思います。だから、私も一回

作ったら簡単に変えられることじゃないから、やっぱり仮に時間かけても、もうちょっと簡潔

にするべきかなというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私も大渕委員に賛成なんですけれども、先ほど質問しました慎重にと

いうことば何かもそうなんですけれども、なるべく字句が少なくて済むものであれば簡潔にし

た方がより町民の方に親しんでいただけるし、また出来る限り説明も必要なんですけれども、

その基本的な考え方が明確に分かるような文章作りの方が良いんじゃないかなと思っておりま

す。 
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○委員長（吉田和子君） １番、小西委員。 

○委員（小西秀延君） 僕も簡単明瞭なのが一番分かり易くて良いんだなと思うんですが、あ

まり簡単明瞭だけに心掛けてしまうと、例えば新しく変わった第１条の２の下の段の検討項目

を見てほしいんですけれど。議会の使命は簡単にすると、最良の政治判断を行うことですとな

ってしまうと思うんです。結果だけが、それはそうだよなと思ってしまうと思うんですけど、

じゃ何のために最良の判断を、どうやれば最良の判断という所が町民の意思を反映したり、政

治責任を持ったりという所が、これがあるから裁量の判断が出来るんだという、それも重要な

意味を持ってくると思いますんで、そういう所も考えてみて作った方が良いと思います。 

○委員長（吉田和子君） 局長の方から。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方も条例を作ってて感じるんですけど、今、大渕委員が言

ったように、そういうふうにすればするほど解釈が広くなるんですよ、もの凄く。解釈という

か、例えば今言ったように、議会は町の意思を決定することですと、これ全ての決定権という

部分になっちゃうんです。ただ、実際法上は限定されてると思うんです。逆に、その逆で、解

説をつけていけばいくほど、今度解釈が狭まっちゃうんです。だから、さっき言った合議制だ

とか、そこを詳しく解説してしまえばしてしまうほど条文の解釈というのは限定されちゃうん

です。ですから、そういう性質を持ってるという部分でちょっと検討された方が良いかなと。

ですから、どっちの見方も正しいのかなと思いますけど。ただ付けなければ、解釈が広くなっ

ちゃって分からなくというのがありますし、付けることによって解釈が狭まってしまうという

部分もありますので、その辺でちょっと検討された方が良いかなと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他に。９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 事務局にお尋ねしたいんですが、例えばこれ、議会関係の条例検討し

てるわけです。行政と町民との語呂の合わせがどうなるのか、それについて考え方出していた

だけませんか。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） ただ今のご質問ですが、ただ今議会の部分、こういう形で出

さしていただいてますけども、行政部門も町民部門もほぼこれと同じような構成で、主語があ

って最後どうするかという、中間の部分も説明的な余韻が入った中で現在作り上げております。

それはこの後、町長の方に答申しまして、それを受けて今後４月に設置される策定委員会の方

に送り込まれました。そこの中では、また全体のバランスを考えていかなければならないとい

うことで作業に入っていこうと思っております。以上です。 

○委員長（吉田和子君） ８番、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） いずれにしましても、小委員会でしっかり検討して作っているわけで

すよね。しかもこれは言えば、まちの憲法というふうに言われるものであるから、それはそれ

なりの重みもあるし、字句もあるだろうし、小学生の低学年にそれを知れということ事態が無

理な話で、やはりこれはそれなりの必要なことを入れてあるんだから、私はこのままで結構な

のかなというふうに思います。 
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○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。１６番、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私も今言った近藤委員と全く同じなんですが、小委員会ばかり重要視

するということではありませんけれども、少なくても６回、７回という小委員会をやってます。

先ほど私が言いましたように、こういうことばそのものもずっと検討しながら、修正修正を加

えながら、現在に作ったこの文章でなかったかと思うんですよね。ですから、今言った当然こ

この最終というか、ここで決定しなければならないんですが、私としてはやはり、それだけの

重きを置いたものを重要視してやっていってほしいと、そういうふうに考えてます。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） どちらの話も一理も二理もあるということで理解しながら聞いてわけ

だったんで。担当した小委員会として、本当に精一杯やったつもりではいるんですけども、如

何せんどれ程分かり易く、どれ程読んでもらえるものにしようかという、そこまで検討してい

く時間は無かったんですよ。ここまでやってきたのが精一杯だったわけですよ。今、皆さんの

話を聞きながら、もっと詰める余地はないかということでは、それは考えてみなければならな

いものがあるんじゃないかなというふうに思うんです。ただ、小委員会もう解散しちゃいまし

たんで、本当はこの場にぐっと縮めた分かり易いやつを一緒に提示して、これでどうだという

検討が出来れば、それが一番良かったのかもしれないけれども、そんなことも出来なかったし。

でも、文の前と後ろをくっ付ければそれで済むなんていう問題ではないはずなんですよね。や

はりただ、余分なものを減らしていけば、前と後ろ、主部と述部がくっ付いてそれで用が足り

る。そこで抜けているものはもう一行項を起こすというようなことだって考えれば良いわけで、

そういう工夫というのはまだまだあるかなというふうな気がするもんですから。ただ私、分か

らないのは、それを誰が、もしその大案。先ほど何ヶ月か残してなんていう話もあったけども、

そういう分かり易い文章を作るんであれば、そんなに長い時間かからなくても素案ぐらいはま

た考えられるはずだと思うし。ただ、それをやるのは誰かということと、それだけの時間とい

うのが、これからは取れるかどうか、そのあたりちょっと分からないものですから。これだけ

の、意見があるんであれば、やっぱりもう一回大案になるような部分を作りながら、合わせて

みるという必要が無いかどうか。今、私それ感じるんですよね。 

○委員長（吉田和子君） これだけの意見が出てますけれども、もう一回引き戻すということ

になるのか。１８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほど吉田委員の質問に課長が答弁したことで、私は尽きると思う。

というのは、議会だけじゃなくて町民と行政の３つのにまたがっての条例ですね、基本条例。

それが、やっぱりバランスを取れていなければ駄目だと思うんですよね。ですから、一つの流

れの中で議会の条例も小委員会で案をいろいろ練ってこういうふうに決めたということですか

ら、これに基づいてやらなければ、うちの議会だけ例えば簡潔にというのは一つの方法として

はあるかもしれないけれども、他のやつも町民行政の方も全部いじゃらなければならなくなる

ようなことになったんでは、これまたゼロからスタートにするとすれば、また１年もかかるか

もしれません。ですから、これはこれで一つ流れの中で議会という条例が同じような流れでも
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ってきてると、文章的にですよ。ですから、そういうことであれば、ただ字句の訂正、もう少

し分かり易い所を町民の要望に答える程度にして、これは流れとしては進めた方が良いと思う

んですけれども。如何でございましょう。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が言ってるのは、例えば小委員会の皆様方が努力したことがゼロだ

とか、私そんなこと何も言ってませんから。それはもう、極めて尊重してます。うちの会派か

ら出た委員長ですから、小委員会の。そんなこと百も承知で喋ってるんです。ただ、今、加藤

委員も言われたんだけれども、そういう考え方と、もう一つは本当に町民がこれが基本条例だ

と思うものを作る時は、例えば行政の流れが町の流れがそうであっても、本当に町民が読める

ものに変えていけるものであれば、良いものが作れるんであれば、私はそういうふうに考える

べきだと思うんです。それは、結果としてこの基本条例が何なのか。どういうふうに抑えるの

かという問題なんですよ。こういう流れで作ってて、今までこういう流れだから、そこに全部

乗っかってやるのが一番良いと。確かに合理的だし早く出来ますし。ただ、それが町民の基本

条例、町民の憲法として本当に町民が受け止められるかどうかという問題なんです、僕言って

るのは。だから、小委員会の努力は１００％認めながらも、私はうちの会派からもそういう意

見あげてますけれども、そういうことをもっともっと議論出来るんであれば、僕はもっともっ

と議論して、その議論が行えないんだったら、もうこれで良いと思いますよ。だけど、町民の

中でも、行政の中でもそういう議論がもっと起こって、もっともっと深まっていくんであれば、

僕は半年や１年延びたって全然そういうことが問題ではないような気がするんです。まちをど

うするかということを今議論してるんですよ。作るということを議論してるんじゃないんです

よ、議論してるのは。まちの憲法というのは、これから２０年も３０年も残るんですよ。それ

を、どう議論するか、議会がどういうふうに深めたかという問題なんだと僕は思うんですよ。

それは、議会が形式的に作ったとは言いません、小委員会は。だけど、そういうものを作って

るんだという認識に立った時、それが本当に町民が良いと思えるものを作るための努力をすべ

きだということを書いてるんじゃないですか、今やってるのは。今、書いてるのは。そういう

形で議論をしたいというだけの話なんですよ。だからそうでなくて、作るということで進める

ということも含めて、今の小委員長の結論は十分尊重しますから、そのとおり行きましょうと

いうのであれば、それでも構わないですよ。ただ、そういう議論をしておく必要がないかと、

今。そして、その上でなるほど、だけど大渕がそうやって言ったけど、皆さんの意見がこれが

良いよとなったんなら、それはそれで私は構わないと思うんですよ。ただ、そういう議論をし

ておかなければ、議会としてこれを作る意味がないじゃないかと言ってるんですよ。だから、

そこら辺は本当に分かっていただきたい。うちから小委員会のメンバー出て、小委員会苦労し

て６回も７回も開いたってこと、百も承知ですよ。だから、それで良いというふうになるんだ

ったら、議会はいったい何なのかとならないかということ。そういう意味なんです。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 大渕さんの言わんとすること分かるけれども、それはこういう作業を
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する前に基本的にこの条例はどうするかという時の基本的はベースの議論だと思うんですよ。

それを今になってから出てきても、条例が出来てしまってから、ああだこうだと言っても、そ

れは条例を作る前に基本的なベースとしてどういうふうに考えるべきかということを、おおい

に今のようなやつをディスカッションしてやったんなら、これはまた別の問題なんだけど。今

頃というのは、ちょっと語弊があります。語弊があるからと取り消しますけれども、当然そう

いう議論を踏まえた上での小委員会の設立であり、小委員会でもそういうものを常に頭に入れ

て、行政と町民の条例もありますから、それらも基本にしてやっていったら良いんだけれどそ

うじゃなくてある程度うやむやな中に進んでそういう形になったんじゃないかと思うんだけど。

ですから、今度作業を元に戻すということになったら、ゼロから出発しなければならなくなる

んじゃないのかな。僕はそう思うんだけど。 

○委員長（吉田和子君） ２番、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今の質疑いろいろ聞いてますと、この根本となる今言う理念というの

は、もう議論は終わってると思うんですよ。この基本自治条例に議会として議会の条例は議会

が作るということはもう言ってるわけですから、それで積み上げてきたもの、それが変な話で

すけど是々非々の話になるべきだと、僕は思うんですよ。今言ってる話も分かるんです。受け

取る、見る方あるわけですから、当然。だけど、作るということにやっぱりみんな合意してる

わけですから、そういうことの議論が僕は先だと思うんですよね。だから、作り方の話を今さ

れても、先に進まないんじゃないかと思うんですよ。これたたき台出来てるわけですから。僕

はそう思うんだけど。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の議論は、これを良いか悪いか賛成で決取るという意味でしょう。

違うんですよ。それを作る過程なんです、今。そのことが分からなければ、僕は１年かかたっ

て構わないと言ったのはそういう意味なんです。だから、加藤委員の言われた元に戻すという

のは、それは非合理的だし当然です。私は、分かり易いということは初めから申してますから。

ですから基本的にそういう議論がうんとされる方が、私は良いと思ってるんです、議会の中で。

そういう意味なんですよ。それ以上のものでないんです。だから、先ほど言ったように、これ

が全体の意見として極めて良いものであれば、それはそれで構わないんじゃないでしょうか。

ただ、それを、議論を抜きにして、私も作るということには賛成してるわけですから。だから、

これが出来たから、どっちが良いか賛成、多数決でとろうやと、そういうのもでは全然ないと、

そんな中身のものではないという意味であります。 

○委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 何かいろいろな議論出てますけれども、第３条見てください。第３条

の（１）町民代表の自立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。これが全てですよ。小委員会で決まったことが全てであれば、この全体の特別委員会な

んか要らないわけですよ。おかしいんじゃないんですか。以上です。 

○委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。 
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○委員（玉井昭一君） ですから、今、山本委員が言ったとおりなんだけども、このことを読

んできて、今回このものを読んできて、熟知して意見交換してるわけですよね。だから、いろ

んな意見が出てきて良いんだと思うんですよ。ずっとこのままじゃ進まないから、１条から何

条までか、意見みんないろいろ聞いて、やっていくしかないと思う。結論は出ないかもしれな

い。出なくても止むを得ない。例えば、仮に３条はこのままで良いとか、２条は直すんだとか、

そういう話が一杯出てくると思うんですよ。それはやっぱりやっていかないと。やっていかな

いと、このとおり意見出てくる、全部に。 

○委員長（吉田和子君） 前回に条例文の原案が出来て、皆さんに前もってお渡しをして、前

回一日かかって議論したはずなんですよ、１項目ずつ全部。修正すべき所、勿論、一番最初に

大渕委員から分かり易く、こういうふうに言ってるんですね。条文として分かり易く出来ない

か。町の憲法を作るとなると多くの町民が読むことになる。例えば合議制とか議事機関は町民

には分かりにくいのではないかと。町民が分かり易く読めることが白老らしさにつながるとい

うふうなお話をされてるんですね。斎藤委員もその後に、町民が読んで分かり易いことばを使

うようにという方にお話されてます。そういうことを全部受けて、今回修正、だから何も議論

する必要はないということではないんですけれど、その時にはもっと短くとかいうような、具

体的なことは何も無かったんですよ、議論の中では。ただ、ことばを分かり易くしてほしいと

いうことの。 

○委員（大渕紀夫君） ありますよ。その次のページの私の所を見てください。安易に簡単な

文言にするという意味合いではない。第３条第１号の「自由な討論」は非常に重い。実際には、

短くすれという意味じゃなくて、簡単にするということではないけれども、そういうことを含

めて言ってます。分かり易いというのは、短いという意味には入らないんですか。  

○委員長（吉田和子君） 勿論、入るでしょうけど。全て含まれるでしょうけど、具体的にそ

の後ことばに対してやってましたんで。１１番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 確かにこういった議論が必要だということは私も分かりますし、多分

いろんな議論があっていいと思うんですけども、私も小委員会のメンバーでしたから、小委員

会に各会派からいろいろな意見を取り寄せて、そしてその中で議論した経緯もあります。その

中には、やはり大渕委員が言ったように、もっと簡単に、もっと明確に分かり易くと言います

か、読み易い部分も必要ではないかと。うちの会派からもそういう意見が出てましたので、そ

れを小委員会では揉んだ経緯があります。それでも、それで良いのかという小委員会の中の検

討課題として委員長も熟慮されたと思うんですけど。ただ、簡単だけじゃなくて、やはり分か

り易くこういった説明も必要じゃないかということで、こういった文が出てきたんですね。そ

れを中間報告会だとか、いろいろな報告会の中で皆さんに全体会議として出して来たはずなん

です。それで例えば大渕委員だとか皆さんのいろいろな意見が盛り込まれた修正案が、私は今

回のこの文だと思ってるんです。ですから、確かに時間をかければ、限りなく時間をかければ、

もっともっと良いものが出来るのかもしれないけども、ただ、先ほども皆さん言われてますけ

れども、まちづくりという一つの観点から町民も行政も議会もこの一つの目標に向かって、今
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まで一生懸命考えてきたということは間違いないはずなんで、私は今回の修正案を何とか皆さ

んで議論していただきながら前に進めて行ってもらいたいなと、私は思ってる一人です。 

○委員長（吉田和子君） １番、小西委員。 

○委員（小西秀延君） せっかくここまで進んできてるのは進んできてるんですから、簡単明

瞭にするという趣旨に関しては賛成です。ですから、これを簡単明瞭にしていくのであれば、

一文一文何処をどういうふうにしてというふうに一つ一つしていかないと、最初と最後だけあ

ればいいんだとぼんと言われちゃうと、ちょっとそれでは意味が通じなく所も多いというのは

かなり意見も出てますんで、具体的にこういう部分をこうして行きましょうという進め方は出

来ないんでしょうか。 

○委員（大渕紀夫君） 今言われてる修正した文章というのは、例と書いてある文章でいくと

いう意味なんですよね。 

○委員長（吉田和子君） それを皆さんと検討、これで良いかということも含めて皆さんと検

討するんですけど。 

○委員（大渕紀夫君） 初めの部分は前と同じですよね。ですから、修正された文章というの

は、例という部分、私も全部読んだんだけれど、この例という部分が修正されるという意味で

いいんですか。こういうふうに直すという意味で。 

○委員長（吉田和子君） こういうふうなことばがありますということで、それで皆さんに良

いかどうかということを今日一条ずつやっていこうというふうに、私は捉えてきたんですけど。 

だから、今一条ずつやって、もしこれは前に出た意見を、ことばとか、こういうことばが分か

りにくいとかという出たことを、企画の方で全部修正をして、分かり易いことばに変えて、例

として作ってきてくれたんですよ。それを皆さんに前もってお渡しをして、でもうやっぱりこ

れは変えた方が良いということで、今回それで一条ずつやってるわけですよ。 

○委員（大渕紀夫君） それは、分かります。例というのが修正した条文だという解釈で良い

のかどうかという意味です、僕言ってるのは。 

○委員長（吉田和子君） そうです。こういうふうに、今度これが上に入ってくるという意味

になると思うんです。これが第１章上の条文に、この例のものでいいということになれば、こ

れがこっちに差し替えになるというふうになるんです、皆さんが良いということになれば。そ

ういう意味でこういうことばは、こういうことばに変えられますということで上げてくれて、

こういうふうな条文になりますよということを、それで皆さんに一応お謀りしてるんですね。 

ですから、小西委員が言ったこともありますけれども、今一条ずつやってるわけですから、こ

こでこのことばとこのことばは要らないんじゃないかということになれば、それはまた検討に

して良いんですよね。ただ。大渕委員が前回に条文として分かり易く出来ないかということは

言ってるから、だから易しくなってるかどうかということも含めて議論してほしいということ

だと思うんですよ。分かり易くなってるかどうかということも含めて。だから、皆さんがこれ

で一番分かり易いだろうということになれば、それで良いと思うんです。ただ、じゃここの部

分とここの部分抜かしていいんじゃないかということも、また出てくるかもしれないですよね、
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そういうことも受けて。これはちょっと長いんじゃないかとか。さっき言われたように議会は

町民の代表機関ですって。じゃそれだけで良いかどうかということも含めてなってくるのかな

というふうにしていかなきゃいけないのかなというふうに、今思って聞いてたんですけども、

一条ずつ。暫時、休憩をいたします。 

休憩 午前 １０時４８分 

  

再開 午前 １１時  ２分 

○委員長（吉田和子君） 委員会を再開いたします。今後、どういうふうに進めるかというこ

となんですが、やはり今は質問ということではなくて、どういうふうにしていくかという討論

に入っていると思います。それで、今ちょっと遣り取りもしてたんですが、討論がまだまだ煮

詰まらなければならないと。まだまだ討論すべきだということになれば、町民部会と行政部会

はもう出来上がってますから、議会だけ後になるということも考えられると思います。こちら

側を全部遅らせて、足並み揃えてもらうというわけにはいかないんじゃないかと思います。で

すから、議会がまだまだ十分納得出来るまで討論したいということになれば、まだまだ討論の

時間をかけて、後から議会は追加すると、条例として入れてもらうという形に、そういうこと

も考えられるということを含めて、１項目ずつ討論しながら、やはりこれは決めていかなきゃ

なりませんから、それで納得出来ないということで、決まらないということになれば、時間ど

ういうふうなことになるか、もう一度皆さんと意見を交換して、また差し戻しをするのか小委

員会に。だけど、小委員会は、今まで６回も７回も議論して、議論した場はある程度作ってき

たわけですから、そういう意味では議論の場はやってきたということだけは頭に置いて。小委

員会がやってきたということ、会派ごとにも打ち合わせをして、その意見を持ち寄ったという

ことだけは、念頭に置いといてほしいんです。ただ、条文として出てきた時に、これは議会と

して作るわけですから、議会がやって骨子案を作って、小委員会で作り上げたものを条文とし

て作ってくれて、前回やって、皆さんの意見を聞いて、修正すべき所をまた修正をことばとし

てやってくれたんですね。そういうことで、今度は議会の議論になりますので、議会で議論を

して、その上で１項目ずつやっていって、時間がまたもう一回やらなければならないかもしれ

ない、２回やらなければならないかもしれないということになると、一応予定では３１日に他

の部会は町長に答申出すようになってますから、議会としては間に合わなくなるんじゃないか

と思いますので、そうなれば後になってくということも考えた上での討論をしていきたいとい

うふうに思いますけれども、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） よろしいですか。４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 先ほど、吉田委員の質問で岩城課長が、今、町民部会も行政部会も同

じような条文の流れで行ってるということですから、流れはやっぱり合わせていかなければ駄

目だと思うんですよ、同じように。前回やって簡潔にということで、今回そういう部分を直し

ていただいて条文作ってますよね。それで、これからも特別委員会開くことが何回かあると思
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うんですよ。今度、吉田和子委員と斎藤委員がそこに入って議論をするわけですから、そうい

う流れの中で、議会としてこういう意見がありますと。短くしてなるべく町民には分かり易い

という、そこを３つの行政と町民の方と議会の方と同じような流れの中で、それを如何に分か

り易く出来るかということを、その中でやっていただいて、議会の意見として持って行かれた

らどうかと思うんですよ。それで、これは前回やられて簡単な説明という部分で、今直しても

らってますので、一応取り合えずこれで決まったというわけではないですから、これからまだ

特別委員会も開いて、中で何回か議論しないと駄目だと思いますので、そういう中でまた議論

をするということでどうなんでしょうか、取り合えずたたき台として出す条文として、そこで

みんなで議論していただいて、そういう感覚というのか、議論していただいたらどうでしょう

か。これ決まったら絶対というものではないですよね。絶対なんですか。 

○委員長（吉田和子君） これから策定委員会ですから。 

○委員（鈴木宏征君） 策定委員会でやるんだけれども、策定委員会で全部任せて、もう特別

委員会は無いんですか。 

○委員長（吉田和子君） あります。あと１ヶ月に１回ずつ、策定委員会が月に３回ぐらいあ

るんです、４月から。３回ぐらい大体出た意見の中で、また月末４月の末くらいに特別委員会

をやって、また５月もやりますので、また報告を兼ねながら、こういう意見が出てますと、こ

ういった形でやると思うんですけど、２回くらいは特別委員会は予定してます。 

○委員（鈴木宏征君） そういう話では駄目なんですかね。流れは今言ったように、条文の流

れは議会に行ってやってるような流れで町民部会も行政部会も行ってるということですよね。

条文の作り方というんですか。作り方の流れ。僕は流れというのは条文の文章の流れを言って

るわけですよ。 

○委員長（吉田和子君） 骨子案の時に皆さんに町民部会のも行政部会のもあたってますよね。

ですから、内容的にはそんなに文章的な作り方は変わってないですよね。 

○委員（鈴木宏征君） ですから、同じような作り方。流れって言ったのは、文章の流れです

よ。文章の流れは同じような流れで今進んでるとうことですから。ですから、今度全体の中で

策定委員会開いた時に、全体の流れを、条文の流れという部分を考えながら、議会としての意

見というのも出していただいて、その全体の流れを作ったらどうかということです。流れとい

うのは、今こういうふうに流れてるかということじゃなくて、条文の作り方の流れですから。 

○委員長（吉田和子君） 休憩いたします。 

休憩 午前 １１時０９分 

  

再開 午前 １１時０９分 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長、お話お願いいたします。 

○経営企画課長（岩城達己君） 策定委員会の今後のスケジュールのことについて触れさせて

いただきます。この後、もし今日この場で、この案でおおむね良いということのご意見の他に、

少数意見なり、いろいろご意見いただいて、二意見といいましょうか、そういう部分が出され
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た部分は策定委員会の持ち込まれて、その策定委員会の中でまた議論して最終部分を構成して

いこうと、考えも１つはございますので、今委員おっしゃるようなことで意見を言いたいとい

う部分があれば、それは今日この場で言っていただいて策定委員会の方にそれを送り込んで、

策定委員会の中で揉んでもらうと。同様に町民部会の方からも、少数意見なり、相違としてと

いう部分も意見ございますので、そういう部分では策定委員会の中で揉んでいきたいなという

ふうに考えてます。予定としては、４月、５月結構日程がびっちりスケジュール入るんですけ

れど、目標は６月ということで、スタートしてきてる所でございますが、そういう部分では策

定委員会の方で相当時間がかかるということになれば、それは９月になっても１２月になって

も、それは大事なことですから、策定委員会の中でまたスケジュールの調整をしながらまとめ

ていきたいと、こういうふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） 今、課長のお話がありました策定委員会の予定も踏まえながら、伸

ばすことはやぶさかではないというふうにおっしゃってましたので、そのことも含めて皆さん

ご意見があったらどうぞ。１４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私は、時間の問題、スケジュール決めるというのは大切なことなんだ

けれども、ただ中間報告会が持たれましたけれども、その時も例えば３者できちんと意思統一

をしてやるということになってたのが、なかなかそうなってないというようなことも聞いてお

ります。間接的にですけど。それは正しいかどうかは別ですよ。私は合意を得ていくというこ

とは極めて大切で、スケジュールがあるからって、それでぴしぴしとやるのは、それはそれで

結構だけれども、この中身というのはやっぱり合意をきちっとしていくということが、本当に

大切ではないのかなと。だから今、課長も時期に縛られないということはちゃんとおっしゃっ

てますから分かってるんだけれども、そういうことで言えば、伸ばせば良いということじゃな

くて、みんなが納得出来る形をきちっと作ると、それが事務局一番大切だと思ってるんですよ。

だから、そういうことで言えば、合意形成をきちっと勝ち取りながら、これは進めていただき

たいなというふうに思います。それは、その個人の方が間違ってそうやっておっしゃってるの

かも知れませんよ。だけど、そういう受け止め方もあるということも事実ですから、そんな所

含めて考えていただきたいと。これは、議会のことじゃなくて、今のスケジュールの問題で言

えば、多分６月まで出して、６月の議会のかけるとなったら、策定委員会も相当詰めなければ

駄目になります。そうなると、どうなるかというと、そこで修正案だとかいろんな意見が出た

時に、どういうふうな処置のされ方をされるのかということも含めてあるもんですから、あえ

て私はそういうことをちょっと今言っておきますけれども。必ず策定委員会の中からもそうい

う意見が出てくると思うんですよ。だから、その時に困っちゃったなあとならないようにして、

取り組んでいただきたいということです。議会のやつ、３１日まで出すということなの、案は。 

○委員長（吉田和子君） 一応、スケジュールとしては、答申は３１日にということ。それが

ないと、策定委員会には入っていけないということがあったもんですから。策定委員会の予定

は４月１０日になっておりますので、まだ議会として議論をして、答申を少し遅らせて策定委

員会に間に合わすということは出来ますけれども。１項目ずつやっていきますか。 
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 それでは、第１章の町議会の基本原則第１条からありますけれども。第１条の項目について、

先ほどの修正文も含めて議論をしたいと思いますけれども。この文章の修正についてはどうで

しょうか。宜しいですか。この文章が、この例文が上の方に入るというふうに考えていただい

て。一応、今の文では入るということで考えていただいて宜しいでしょうか。ただ、先ほど言

いました、大渕委員から出ました、もっと中をカットするべきじゃないかというお話なんです

が。１４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 議会ですから、議事録残りますから、正確にしないと駄目だと思うん

ですよ。そこの所を僕は言ってるだけで、例題を挙げて簡単にしてくれということは言ってる

わけですよ。語句修正だけなんて誰が言いましたか。言いましたか。言ってませんよ。そこだ

けはっきりしてください。そしたら進めてください、どうぞ。そうしたら、進めてください、

どうぞ。議会はきちっとした形で議事録残るわけですから、責任持って発言しないと正しくな

い発言は駄目ですよ、やっぱり。そこだけはっきりしてください。 

○委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 字句だけじゃなくて、例えば第１条、議会は町民によって直接選挙で

選ばれる議員でというふうになってますが、この議員の責務の第５条で町民から選ばれた代表

としてというふうに書いてるんですね。これは、同じことの羅列なんですよ。意味から言うと。

町民から選ばれた代表として。町民によって直接選挙で選ばれる議員でというのは、これは同

じようなことの羅列だと私は思うんですよ。だから、この辺を踏まえた中で、中身を取るか取

らないかということを大渕委員も言ってるんだと思うんですけども、私もこの辺がふに落ちな

い点だと思うんですね。この辺を先にやっていかなかったら、字句だけでやったんだったら、

これは意味がないのではないかと、私は思うんだけど。 

○委員長（吉田和子君） １番、小西委員。 

○委員（小西秀延君） 会議の進め方として、１条１条やってくわけですから、何処をどうい

うふうにしたいということを、具体的に挙げていただかないと議論にならないと思うんですが。 

○委員長（吉田和子君） だから、今お伺いしたように、第１条の議会は町民によって、直接

選挙で選ばれた議員で構成する町民の代表機関ですというふうにあります。これを大渕委員は

議会は町民の代表機関ですで良いんじゃないかという意見が出ました。玉井委員は責務にある

から良いんじゃなくて、じゃあここをどうしたいということを言ってください。５番、玉井委

員。 

○委員（玉井昭一君） だから、議会は町民の代表機関ですで良いと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。１１番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 各条項で極力語句をだぶらせないような形の中で今まで検討してきた

んですけども、その説明は前々回そういった説明はあったかと思われます。調べてもらえれば

分かると思いますけれども。もし、それを省くんであれば、後の項目で省かないと、最初の第

１章からそれをやってしまうと、あとが不明確になってしまうような、私は気がするんです。

もし、やるとすれば。ただ、入れなきゃいけない、だぶるというのは分かるんだけれども、入
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れなければならないという、そういった説明も前回あったように私は捉えてるんですけれども。

もし、それをやるんであれば、あとの責務、権限の中でやるべきじゃないかなと、私は思いま

す。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私、一番最初に言ったのは、そういう例も全体としてあるんだよと言

ってますから、どうぞこのまま進めてください、構いませんから。ですから、私最初にちゃん

と言いましたよ、そういう例もあるわけですから、こういうふうにならないのと、法律的にど

うなのと形で聞いてるわけですから、それはそれで全部通してのことを僕は言ってるわけです

よ。そういうふうに言ってると思います。そういう受け止め方でしょう。ですから、今のまま

で進めて構いませんから、どうぞ進めてください。構わないということは、議会は町民の代表

機関ですという議論をしないで進めて、他の意見で進めて構わないですから。そのことの賛否

を取る必要は無いですから。私は、全体を通してと言ってますから、一番最初に。全体として

もうちょっと短くしてほしいという意味のことを、第１条を例に挙げて私は言いましたよね。

ですから、そういう形で、それが法律的に良いのかどうかということを聞きましたよね。そう

いう形で聞いてるわけですから、私が言うのは、全体を通して言ってることなんですよ。１条

に限って言ってることじゃないんです。ですから、構いませんから、このとおり進めてくださ

いという意味です。 

○委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 私が言ったのは、だぶった字句を抜いた方が良いという観点から言っ

てるだけですから。これはあくまでも大渕委員の意見とは別な感覚で言ってるわけです。 

○委員長（吉田和子君） 玉井委員、氏家委員が先ほど言った、どうしてもだぶって出てくる

部分があると。それを必要として入れる場合もあるんじゃないかと、意見出ましたよね。議員

のことの代表ということでは。だからそうしなければならないという責務の中にどうしても出

てくるという部分で入れたということもありますということで、そういった部分でもし必要で

あれば、それは良いということですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方からお話したいんですけれども。これは、先ほど委員長

が言った企画がお手伝いして作ってもらったものですけど、議会提案していくものですから、

質疑じゃないんですよね。討論になるものですから、議員さん言った意見に対して、違う意見

があれば話してもらって、どちらかに集約していかないと、これはまとまらないですよね。意

見だから、俺はそう考え方だってずっと言ったらまとまらないですから、どっちかに収斂して

いってもらいたいと思うんですよ。それでないと提案していかれないんで。だから、意見出し

て、こういう考えもあるんでないか、こういう考えもあるんでないかったら、民主主義ですか

ら、多数決の方に決めていかなきゃならないですから、そういう形の中で討論してもらいたい

んです。もう町側の質疑じゃないですから、討論の中で皆さんが良い方向に集まっていってほ

しいんです。それでないと議会として出していかれませんので、多数決とってまた決めてくん

じゃ当然ないと思うんで、やっぱり多くの方に収斂していくという、それがここで言ってる合



 18 

議制ですから、そういう部分でまとめていってほしいと思います。 

○委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） だから、私が言ってるのは、同じことを書いている条例であるよと。

例えば１条も５条も同じことを書いてるよと。これは、当たり前のことなんだけれど、ここの

字句だけで言えば、町民によって直接選挙で選ばれる議員。これは当然みんな知ってることで

すよね。当たり前のことだけど、１項目だけは書かなければならないかと思うけれども、だぶ

って書く必要はないのではないかということを言ってるだけだから。それに対して、その必要

もあるかもしれないということは、それはそれなりの意見でしょう。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう一つ言ったのは、氏家委員言ったのは、どっとみち落とす

んだったら、後ろの方で落とすべきじゃないかという話をしてるんですよ。だから、まとめれ

るか、まとめれないか。そうやっていかないと、これ進まないですから。じゃ、あとで落とす

かという合意が成り立っていかないと、最初でも良いんではないかという議論になるか。 

○委員長（吉田和子君） １１番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど、落とす時の話をしてしまったんですけども、例えば玉井委員

の言うように、もしそれをやるんであれば、議会の役割、責務、権限。確か、この３つを一緒

にしなければならないという小委員会の意見があったんですね。ただ、それをもっと分かり易

くした方が良いんじゃないかと。役割、責務、権限、みんな一緒なのかという、そういう議論

の中から始まったことだったんですね。これ２つに分けてるというのは。役割と責務はこう違

うんだよという部分が、どうしても説明の中で必要な語句であれば、私はそれは入れるべきだ

と思ってますし。そう言ったほうが良いですね。入れるべきだと言い方した方が出すね。削る

んであれば後の方がという意見じゃない方が良いですね。私はそういった形の中で、今回この

役割と責務という部分を自分の中で解釈してますんで、この語句は必要な語句だと思っており

ます。 

○委員長（吉田和子君） それこそ条項にありますけれども、協議による意思決定をしなけれ

ばならないんですよね、議会としてどっちにするかという。議論して討論をして、どちらかの

意見の多い方に集約していかなければいけないんですよ。そうでないと、何時までも私はこう

ですということでなっていくと、勿論それは意見として先ほど言ってました少数意見とか二意

見として付けてくださいということですので、そういった部分は意見として受けて、消えるこ

とではないんですが、議会としては一つのものにして出さなければならないというのがありま

すので、今の討論に対して他の方、何か意見ありませんか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） この第１章は議会の基本原則ということで、一番大事な部分なんです

よね。ここの部分がある程度以降の細分化されて、議員の役割とかいろんなのが出てくるので

あって、ここの文章というのは非常に大事であるから、これはこのままで良いと私は思います。 

○委員長（吉田和子君） 下の例の訂正文を入れて、それで良いということですね。他にどう

でしょうか。４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 私もこれで良いのではないかと思います。やはり、玉井委員もそうい
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う意見であれば、ここの所は先ずやって、氏家委員の言った時に、前にあるからいらないんで

ないかという議論にしていった方が良いんじゃないかと思うんですが。 

○委員長（吉田和子君） どうでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） それでは、第１章の町議会の基本原則、第１条から第４条まであり

ますけれども、他にこの中でありますでしょうか。このままで良いという方もいるんですけど。

討論としてどうでしょうか。よろしいですか。 

〔「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、第１条は確定したということでよ

ろしいでしょうか。１３番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 難しいことばを分かり易しくするということでは、理解が出来るんだ

けれども、小委員会の中でも引っ掛かったしまう文章については、ことばは随分検討をしたつ

もりなんですよね。そして今、こうして分かり易い修正の文章が出て来た時にやっぱり長くな

ってるんですよ。長くなってて、じゃ前のことばがびたっと違う形で抑えられてるかというと、

同じなんですよ。だとすれば、本当に引っ掛かってしまうことばというのは、検討してきまし

たんで、これはこのままいかせてもらっても大した変わらないんじゃないかっていう気がして

見てるんですけど。違うんでしょうか。だとすれば、その辺がちょっと私。 

○委員長（吉田和子君） とうことは、一つ一つやらなくても、もう議論してきたことですと

いうことでしょうか。 

○委員（斎藤征信君） だから、本当に今ここの特別委員会の中で、このことばはどう見ても

難しすぎると、だからこう易しくした方が良いんだということで、理解してもらえるんだった

ら良いんですけど。こう言い換えてみたけれども、大した違わないというんだったら、前の文

章で活かして構わないんじゃないかという部分が出てくるような気がするんですよ。かなり文

章としては長くなりますんで。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ２項の合議制というのは、町民の方からも意見出て、合議制って何て

いうことで言われたから、これは協議で良いと思うんですよ。それから、４の議決事項、これ

を議決すべき事項というふうになってますけど、議決事項で良いんです、これ。すべき事項、

すべきなんていうことを入れなくたって議決事項は議決事項で良いと思う。合議制だけは一応、

協議というふうに書いてますけれども、これはこれで協議に変えて直すと、こういうことで如

何ですか。 

○委員長（吉田和子君） 今、訂正が出まして、合議という所は協議でよろしいのではないか

ということで。議決すべき事項、議決事項で分かるんではないかということなんですが。一つ

目、合議制の所は協議でよろしいですか、ここは。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） 協議による意思決定まで入ってるんです。意思決定が入らないと合
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議制にならないですよね。１４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 僕これ、随分何度も読んだんです。それで、先ほど一番最初に言った

のは、根本的な問題なんだけど、よく読むと一番最初のやつは正しいんだよ、これ。何故か分

かる、僕の言ってる意味。短くならないんなら同じだという意味。そういう意味ですよ。短く

ならないんなら同じなんですよ。この文章変えただけで、例えば第２条の１もそうですし、第

３条の１もそうなんですけど、これで町民が読むかといったら、この文章に変えたから読みな

んていうふうにはならないと思うんです。はっきり言えば。だから、今の協議より合議の方が

正しいと思うんですよ、正しいかどうかと言えば。本当ですよ。だから、読めば読むほどそう

なる。ただ、もっと短くならないかというのが、ならないというんで、これでやるのなら僕は

元の方が正確だと思いますけど。本当にそう思いますよ。読めば読むほどそうなる、何回読ん

でも。意味分かります。だから、小委員会でやったことは、極めて高く評価してるという意味

は、そういう意味ではそうなんです。ただ、もっと短くならないかと言ったから、何か議論が

出たけど。私は、正しい法性用語で言ったらこの一番最初の文章がうんと正しいと、僕は思う

けど。このままで行くんだったら、変えない方が良いんじゃないかと、本当に僕は思います。

だって、そのあとなんか書いてない、ずっと無い。あるのはほんのちょっぴり。この文章、書

いたからって町民が読むなんて思えないんです。だから、先に言ったんです。そういう意味で

す。ですから、協議より合議制の方が良いという意味です。 

○委員長（吉田和子君） １１番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） この合議制というのは、確か町民の方から、合議制とは何だという話

が出てたんです。大渕委員。それで多分、僕も合議制って何か一つの法律みたいなものがある

のかなという、法律の中で縛られるものがあるのかなと思って感じ取っていた部分もあったも

んで、今回それを修正して出てきてる部分の協議による意思決定なんですね。協議ではなくて

協議による意思決定という部分では説明がつくんではないかと、僕は分かり易いですよ。町民

の方も合議制と書くよりは、読むか読まないかは別にして、読んだ時には理解し易いんじゃな

いかと、僕は思うんです。多分、これは目を通された方の感覚なのかもしれないけれども。例

えば見たと。合議制って何よって、やっぱりなるんじゃないかと思うんですよ。そしたら、協

議による意思決定って一体何よって。例えば、そういう捉え方の感覚だと思うんですよ。私は、

ですから、合議制という部分で、第１条の２項の話をすれば、この合議制というのは今回の修

正案の方が、やっぱり町民に分かり易く説明されてるんじゃないかなと、僕は捉えてますけれ

ども。 

○委員長（吉田和子君） 例文として修正をしていただいた、前回の議論でも合議制というこ

とは議会でも出ましたので、企画としては協議による意思決定ということばで変えていただき

ました。それで良いかどうか。今、良いですということも何人かありましたけれども、それも

含めてこの修正の２と４を。すべきという所は変えるということでしたね。すべきは取っても

良いですね。どうでしょうか。すべきを取って、４番目は変わらないということですね。変わ

るのは合議制を協議による意思決定ということで、そういうことでよろしいでしょうか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） 意義が無ければ、次へ進みます。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） 次、第２条の検討項目について、説明をいただきます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第２条でございますが、第２条につきましては、意見は特に受

けておりませんでしたが、難解字句の訂正ということで、改廃を改正および廃止、統制をまと

めておさめることという形で、字句を修正したいということでございます。読みます。第２条

の（１）です。町条例の制定、改正および廃止など、まちづくりを法的にまとめておさめてい

く立法の権限を有しますということに分かり易くしたということでございます。あとの文につ

いては、変わってないです。 

○委員長（吉田和子君） ここについて、先ず質問がありますか。どうでしょうか。１０番、

宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 単純なことですけど、まとめておさめていくというひらがな、ぴんと

来ないんです。漢字にしたらどうですか。まとめるということばは難しいけども、おさめるく

らいは良いのではないかと。 

○委員長（吉田和子君） 統制ということばが、まとめておさめるということばで。どうです

か。９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 改正および廃止については、これはもう字句としてはよろしいかと思

います。まとめておさめてというのは、語呂としては長すぎはしないかと。辞書を引きますと、

統制そのものはおさめるという趣旨でございますから、まとめてを外すか、あるいはおさめる

を別な漢字に直すか、あるいは統制にするか。僕はまとめておさめてというのは語呂が長すぎ

ると思います。くどいと思いますので。 

○委員長（吉田和子君） １１番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も、これは統制で良いんじゃないかと思うんです。これは町民の方

も分からないとか何とかという意見は確か無かったはずですし、何か出てたんでしたっけ。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは事務局の判断で分かり易くない所を列挙して出していま

す。 

○委員（氏家裕治君） 統制は統制という形の中で、多分いろいろな部分で使われることばだ

と思いますので、これはこのまま統制では分からないですか。統制の方が分かり易いような気

がするんですけれども。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） この原案の方にまちづくりをという文章を入れて、法的に統制してく

ということばを使ったもんだから、それを別な言い方をするとまちづくりを法的にまとめてお

さめていくという、この統制を何とか分からせてあげようという、こういう感じでこうなちゃ

ったと思うんですよ。だとすれば、法的に統制というイメージというのは人によっていろいろ

あるもんですから、まちづくりについての立法の権限を有しますということで、法的に統制と
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いうやつを抜かしたらこれは駄目でしょうか。その方がすっきりするかなという感じもするん

ですけど。まちづくりのためにとか、まちづくりについての立法権限を有しますとか。どうし

てもなければ駄目ですか。これがどうしても必要なんだったら、このままの方がすっきりはす

るんではないかというふうには思いますけど。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか、ご意見のある方。１６番、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私は氏家委員の意見に賛成でございます。法的に統制していくという、

統制がなかったら上手くないんじゃないかなと、そういうふうに判断します。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 改廃の部分は良いですね。まちづくりを法的に統制というのを、ま

とめておさめてにするかどうか。他のことばも、斉藤委員の言われたことが私も意味掴めなか

ったんですけど、まちづくりのための。法的を抜くということになりますね。局長から。 

○事務局長（上坊寺博之君） 骨子案で言ってることは、ちょっと意味合いが違って、まちづ

くりの立法じゃなくて、立法権限で政策レベルで首長を法的に統制していくと書いてあるんで

す。だから、今言ってるようなイメージちょっと違うかもしれない。それが骨子案の内容です。

だから、そういう意味でいくと、まちづくりを法的に統制していくという意味合いでなかった

ら続かないかな。 

○委員長（吉田和子君） それでは、お謀りしたいと思います。意見、他にありますか、どう

でしょう。なければ、例文の町条例の制定、改正および廃止など、まちづくりを法的に、ここ、

まとめておさめていくとありますけれども、統制に戻して、立法の権限を有しますということ

で意見が集約されてきてるのかなと思いますけども、どうでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） では、そのようにしたいと思います。他に討論とかありますか。あ

りませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） それでは、異議なしと認めます。よって、第２条は確定いたしまし

た。次に第３条、議会運営の基本的事項に入ります。局長より説明をいただきます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第３条の運営の基本事項でございます。これについては、西田

委員の方から自律的という意味の解釈を求められております。あと、大渕委員の方から先ほど

もあったんですけど、簡単な文章にするという意味ではないんだけれど、分かり易くというこ

とが、ここでおっしゃられてます。それと加藤委員で、自由な討論の部分の意見が出ておりま

した。斎藤委員の方からの自由な討論の意味の解釈の説明がございました。それを受けて、企

画の方でお手伝いいただいたのは、難解な字句の訂正ということで、自律的を修正してござい

ます。かなり長い文章になりましたが、自分で自分の行為を規制すること。自身の立てた規範

に従って行動することということを書いてまして、ここで１条、町民を代表し、議会のきまり

によって対処し、協議によって決定する期間であることを認識し、会議は一定のきまりを定め

たうえでの自由で活発な討論を中心に行いますということで、ここでちょっと文章が長くなり

ました。訂正案文が考えられております。あとは、特に訂正はございません。 
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○委員長（吉田和子君） では、第３条の説明が終わりましたけれども、皆様から出た意見を

分かり易くということばに変えますと、先ほどの意と反して長くなるんですが、その辺でどう

でしょうか。日本語って難しくて、単語でなってることばを今度分かり易く解釈すると、自然

と長くはなると思うんですが、そういった部分で町民の方が読まれて、勿論長いですから、そ

の部分では厳しいと思うんですが、内容としてはどうでしょうか。６番、土屋委員。 

○委員（土屋かずよ君） ３条の１項のこの例ですけれども、逆に基本事項の所の会議は自由

な討論を中心に行いますというのが非常に長くなって、会議は一定の決まりを定めた上での自

由で活発な討論を中心に行いますというんだったら、常識の範囲内で皆さん自由な意見を述べ

るわけですから、こんなに長くしなくてもいいと思うんです。だったら、１項はこのままいっ

ても、合議的な部分は仕方ないんですけども、会議は自由な討論を中心に行いますでいいと思

うんですけども、その辺はどうなんでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） ここに合議制機関ということばも入ってるんですよ。先ほどなおし

ましたので、合議制は。だから、土屋委員の意見でいくと、町民代表の自律的なが良いという

ことですね。自律的な協議によって決定す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なるなかなと思うんですが。協議によって決定するまで入るんです。

合議制だから、決定しないと駄目なんで、先ほども協議による意思決定て入ってましたけども、

今回は協議ですから。説明するの難しいんですけども、そういう意味だと思うんですが、そう

いうことでは合議制はこっち外しました、こっちでまた入れるということにはちょっとならな

いのかなというふうに思うんですが、どうでしょうか。１８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ここでいう機関というのが入ってますね。合議制機関という一つの熟

語になれば、このまま合議制機関で良いと思うんですけど。ただ、合議制ということだけにな

ると、前のような説明をしなければならなかったんだろうけども、合議制機関であると。一つ

の熟語ですから、ここままで良いと思いますけど。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今、加藤委員が熟語だということで良いと言いましたけども、やはり

町民がやはり合議制ということに対しての疑義を求めたということについて、前を直して、次

を直さないというのは、やっぱり不自然だと思いますので、直した方が良いと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 下の方の検討事項の文章なんですが、町民を代表し、ずっと抜かして、

会議は一定のきまりを定めた上での自由で活発な討論を中心に行いますというふうにしたら、

認識というのは前にもうここの１条で、議会というのはそういう合議機関と言うんですか、協

議による意思決定の機関だということは言ってるんですよね。そういう所をまた認識すると言

ってるんだけれど、この認識するということばは要らないんじゃないかと思うんですよ。議会

はこうあるべきだということは、もう第１条で言ってるわけですから。また、さっきも玉井委

員の方から同じことを二度使うという。ここで説明はしてるんですけども、もう一回説明して

ますよね。そういうことを認識しなさいと。認識して自由な討論をしなさいとうことを言って
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るんで、既に議会はこうあるべきだということを第１条で言ってるわけですから、あえて認識

するとうことを言わなくても良いんじゃないかというふうに思うと、ここの所は要らないんじ

ゃないかと。前の所は、会議は自由な討論を中心に行いますだけで終わってるんですが、今の

やつは一定のきまりを定めた上でのとなってますよね。だから、会議の決まりによって対処し

とかいうものが、会議は一定の決まりを定めた上と、議会のきまりと会議の一定のきまりとは

全く違うんでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） ３条の議会はまちにとって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ですね。１は、会議あり方を言ってるんですよね。だから、町民を代表

してということばが無くても、会議は一定のきまりを定めた上での自由で活発な討論を中心に

行いますで良いのかなと思ったんですけど、どうでしょう。自律的な合議機関であるから、会

議は一定のきまりを定めた上で議論をするということになるんでしょうかね。３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 一つ疑問に思ったんですけど、１条で合議制ということばを、分かり

易く協議による意思決定に直しましたよね。にも関わらず、３条では合議制機関という、合議

制ということばをそのまま使って良いのか。 

○委員長（吉田和子君） 下に協議による決定機関という、訂正するということで、ちょっと

文章が長すぎるということで、それで議論してたんですけども。１１番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 後ろの方は問題ないと思うんですよ、さっき委員長言われたとおり。

ただ、自律的なというこのことばが理解出来ないがためにこういう説明文が入ってきたと思う

んですね。僕も、これを何とか分かり易いことばに変えられないのかなと。何とかをし、何と

かをし、何とかをしと３つ続きますので、何とか分かり易いことばがあるんじゃないかと思っ

て、良い意見が今日聞かれると思って来たんですよね。本来であれば、自分の意見を持って来

れば良かったんですけども、どう言って良いか理解出来なかったんで。自律的なということば

の意味合いを、自律的な合議制機関という部分がもうちょっと簡潔に言える部分があるのかな

と思ったりもしたもんですから、そういった意見を今日参考にさせていただきたかったなと思

って来たもんで、どうしたらいいですか。 

○委員長（吉田和子君） １番、小西委員。 

○委員（小西秀延君） 僕、先ほど委員長の言われた、会議は一定のきまりを定めた上での自

由で活発な討論を中心に行いますで、前段を説明されてる部分と認識されますんで、それで通

じるんじゃないかと思うんですが。 

○委員長（吉田和子君） ただ、それが自律的な合議制機関であるということが、合議制機関

であるということから、一定のルールでやるんだということになるのかなと、ちょっと思っち

ゃったんですけど。だから、やっぱりこれいるのかなというふうに思ったんですけど。それが

あるから一定のルールでやるということだと思うんですよ。ただ、一定のルールでやるのは、

何処の会議でも、一定のルールでやってるから、それは当然。ただ、自律的な合議制機関だと

いうことでの意味があるから、一定の法律に則って会議はやっていくと。１４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） やっぱり２回目同じこと言いますけど、やっぱり小委員会でこれだけ
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揉んだ文章ですから、これを簡単に小手先で変えるということ事態が違うんですよ。何故かと

いうと、短くするなら全部短くしなければ駄目だという意見なんです、僕の意見は。だから、

さっき言ったんだけど。今の文章だったら、逆に訳分からなくなりますよ。元の文章の方がよ

っぽどすっきりしてるし、極めて分かり易い。合議制が云々というのは、確かに町民が言われ

たかもしれないけど、これに変わることばというのはないのではないかと思う、はっきり言え

ば。だから、それをやる方に無理があるんですよ。だから、短くするなら、うんと短くしてし

まわないと、ここで中身のことであそこ抜いたからちょっと長くなったからなんて議論で、ま

とまる中身ではない。そのために７回も８回も小委員会でやられて、これだけの結論出したわ

けでしょう。だから僕は本当に掛値なしでそう思うんです。そういうことの方が何か正しいよ

うな気がして、どうにもならない。そのために７回やったから、これだけの素晴らしい文章が

出来たんですよ。ただ、それでも長いとは思ってるけど、それはそれで無くなったんだから、

僕はそう言ってる話で。 

○委員長（吉田和子君） おおていに、町民には分かり易く、短く、それでいて議会のやるべ

きことの法的なものをきちっと含めてやるということですから、ことばも難しくなって、日本

語って先ほども言いましたように、熟語で表現してることを分かり易く説明するとしたら、長

い文章になっちゃうんですよね。ですから、そういう意味では、条例という一つの方法でいく

と、やっぱり大渕委員がおっしゃったように議論をして分かり易くということを前提のおいて

やってるわけですから。局長も今言ってたんですけど、合議制ということばの意味というのは、

凄く大きな意味があって、協議とかに振り替えられることばではないというんですよ。そうい

うふうになると前の所も合議制になっちゃうかなと思っちゃったんですけど。ここで合議制と

いうことばを使うんであれば、基本的原則も合議制によりというふうになってしまうのかなと

思ったんですけど。だから、そういう意味では、議会としてきちっと説明が出来るということ

もきっと持っていて。説明出来れば良いったら、聞かれれば、聞かないで分からないって、捨

てられちゃったら困りますか。１４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 先ほど氏家委員が言われましたけれども、町民が合議制という話がご

ざいました。それ事実で、私も聞きました。ただ、これだけのボリュームの文章だったら、私

はそのことばを変えたからって、町民が極めてああ良く分かりましというようになるような中

身ではないと思うんです、この中身は。ですから、もし法律用語でこういう形でやるんであれ

ば、きちっとそういうふうな形で作った方が良い。曖昧な文章で、訳が分からなくなるような

文章を作るんだったら、僕は法律用語できちっと、逆に言えば作った方が良い。短くするなら

うんと短くする。そうでなかったら、私はやっぱり正確なものを作る方が、その方が正しいと

思います。そうでなければ、辻褄が合わなくなるんです始めと終わりが段々、段々。変えるこ

とによって、この中身が変わってきてしまう。うんと読んだら、本当にそう思いますよ。変な

文章だなと思う。変えれば変えるほど。 

○委員長（吉田和子君） 昼食は全然用意しておりません。午前中で終了出来るかなと、甘い

考えでおりました、申し訳ありません。これで、休憩に入りますけれども、昼食は各自で取っ
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ていただければというふうに思います。 

○委員（大渕紀夫君） あと、３０分ぐらいで終わらないですか。このままでやるというんだ

ったら、合議制の以外に何かもめることありますか。その後、何もないんですよ、見ましたか。

だから、合議制の決着つけば、つくんじゃないですか。３０分位議論していただいて。 

○委員長（吉田和子君） あと何ヶ所か訂正の所ありますので、最後まで議論を進めてよろし

いですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） それでは、引き続き行っていきます。今の第３条の所なんですが、

自律的な合議制機関であるという企画運営に関しては、大変ご苦労いただいたんですが、やっ

ぱりすっきりするのかなというふうに思うんですけども、町民代表の自律的合議制機関である

ということを認識し、会議は自由な討論を中心に行います。分かり易いかなと思うんですが。

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） 直さないで、このとおりにいくということで、よろしいでしょうか。

前のも合議制ということで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） １条の所も合議制により最良の政治判断を行うことです。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） ９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） ３条の第２項、文章の表現なんですが、会議の公開を推進しますと書

いてますが、次の条項で１０条、２項、３項、４条３項進めると推進、同じ意味で入ってるん

ですね。それで、進めるなら進めるに統一すべきだと思いますが、如何でしょうか。推進と進

めますの捉え方なんですが、各条項にばらばらに入ってるんですね。 

○委員長（吉田和子君） 会議の公開を進めますの方が良いということですね。推進の方が良

いでしょうか、進めますの方が良いでしょうか。推進しますということば、他にも出てきます

けれども、進めますということばに変えていくということでよろしいでしょうか。次、また入

って行った時に確認します。 

 それでは、第３条なんですが、会議の公開を進めますということで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） 他にございますか。無ければ、第３条については,ご異議なしと認め

ます。よって、第３条は確定いたしました。次の第４条、議会の責務に入ります。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第４条、責務でございます。ここでは、熊谷委員から意見、一

件出ておりました。第３号の不断の議会改革を進めますと、この部分で、不断のという部分を

取ってはどうかという意見でした。語句の削除で、議会の役割と機能を高めるため、議会改革

を進めますという形で直してございます。 
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○委員長（吉田和子君） １３番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 議会改革はやるのが当たり前で、しなければならない努力なんだけれ

ど、ここで意味を持たせたのは、常に、日常的に改革というのを頭に入れてやっていかなけれ

ばならないということで、何かのことばがなかったら、単なる改革じゃないんですよ。努力目

標が。これは、議員の意思がしっかりと入ったことばだということで入れて。不断というのが、

耳で聞いた場合、ちょっと違う感じがするんですけど。だから、別のことばがあるんであれば、

別のことばでも良いから、これは入れてほしいなと思ってます。 

○委員長（吉田和子君） 変わることば、思いつくことありますでしょうか。 

○委員（斎藤征信君） なんぼ考えても無いです。常にしか無いです。 

○委員長（吉田和子君） 字で見ていただくと、変わらない決意でという意味で、不断で良い

と思うんですけど、不断と言ったら発音の仕方によっては意味が違う。強い意志でという意味

で、不断で良いですか。常によりも不断の方が良いですか。これは、議会の決意で、議会で作

るものですので、議会の意思として不断でよろしいでしょうか。 

○事務局長（上坊寺博之君） それと、もう１点。先ほど、４条関係の意見じゃなかったので、

最後に全体を通してということで、山本委員の方から、４条の２の条文は、これは要らないん

じゃないかという意見がございました。削除ということでございますが、議会の責務で町民参

加を定めてる部分がここに書いてますけど、ニセコ、伊賀市、善通寺市、草加市、吉川町等が

ありますよと書いてあります。 

○委員長（吉田和子君） ここで、討論をしたいと思いますけれど、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は、議会の責務の中に要らないのではないだろうかということ

なんですが、どうでしょうか。４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 今、やれるかどうか分かりませんけれども、考え方としてはやっぱり

議会が議会として町民の意見を聞く。前回一回やったことがあるんですが、こういうことが議

会改革の中でもちょっと協議されてますよね。やっぱり、そういうことではないかと思うんで

すよ。ですから、そういうことが議会改革の中でも協議されておりますので、やっぱりこれは

必要な文としてあった方が良いんじゃないかと思うんですけど、これは進めてる部分でもあり

ますし。 

○委員長（吉田和子君） 骨子案の条例、何故入れたかということで。 

○事務局長（上坊寺博之君） 骨子案の中の町民参加という意味合いは、町民の声が届くよう

な議会設定のこと言ってるんです。そういうような意味合いです。議会として、そういう議会

設定。例えば、今やってるのは、移動常任委員会やって、そのあと懇談してるだとか、そうい

うような手法だと思いますけども。現実に今もやってることですよね。出前トークもそうです

し。ですから、そういう意味合いの機会を議会も作っていかなければならないという意味合い

の条文だと思いますけども。 

○委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） あくまでも、議会は町民の代表であると。ということは、町民そのも
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のが主体であるということであるから、これはやっぱり必要だと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。では、第４条に関しては１、２、３項目とも

必要であると。それから、常にということばが出たんですが、不断が分かりづらいということ

だったんですが、やっぱり不断で良いだろうと、そういうことで第４条はよろしいでしょうか。

このままということになりますけれども。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） それでは、ご異議なしと認めます。よって、４条は確定いたしまし

た。次の第５条、議員の責務に入ります。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第５条でございますが、特に修正案の意見は出ておりませんで

した。吉田委員から、政治倫理に基づいた活動とあるけど、これはどういうことかという、そ

ういう解釈を聞かれた部分でございます。ただ、難解な文字ということで、何点か解釈を変え

ております。１点目の公益という部分を変えてます。町民から選ばれた代表として、町民や地

域にとっての公の利益の実現に努めますと。２点目としては、自己研鑽を直しております。３

項目は政治倫理、信託ということを直してます。２号、議員としての能力を高めるため、専門

分野や知識を深く極め、研究の蓄積に努めますと。３号、町民から信用して託された代表とし

て、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努めます

という部分で直しております。 

○委員長（吉田和子君） 先ほど出ました、短く分かり易くという説明で長くなることはなる

べく、反対に分からなくなるのではないかという意見もありましたけれども、どうでしょうか。

このままの方がすっきりして良いような気がするんですが。他にどうですか。ご意見、ありま

すか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） 無ければ、５条については、意見が無いようですので、ご異議なし

と認めます。よって、５条は確定いたしました。第６条に入ります。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第６条でございますが、先月の委員会の時には、修正の意見は

特に出てございませんでしたので、文面はそのままです。 

○委員長（吉田和子君） ということで、ここは意見は無かった所ですが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） 第６条はご異議なしと認めます。よって、６条は確定いたしました。

次、第７条へ進みます。説明お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第７条も条文等の修正案は出ておりませんでした。大渕委員か

ら、反問権という部分の意見は出てましたけども、条文訂正は出ておりませんので、このまま

です。 

○委員長（吉田和子君） ここは、このままで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） ご異議なしと認めます。よって、第７条は確定いたしました。次、
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第８条、議会活動の充実に入ります。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第８条についても、特に修正意見が出ておりませんでした。意

見は何点か出ておりましたけど、修正案は出ておりません。 

○委員長（吉田和子君） ここでは修正案はありませんでした。ここは、このままでよろしい

でしょうか。討論ありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） 討論が無いようですので、ご異議なしと認めます。よって、第８条

は確定いたしました。では、第９条、議会の情報公開に入ります。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第９条についても、意見は特に出ておりませんでしたので、原

文どおりです。 

○委員長（吉田和子君） ここも、意見等がありませんでした。条文はこのとおりでよろしい

でしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） 第９条については、質疑がありませんし、ご異議なしと認めます。

よって、第９条は確定いたしました。次ぎ、第１０条、議会の町民参加に入ります。局長より

お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第１０条についても、特に条文の修正は出ておりませんでした。

意見としては、町民参加の部分ですが、私の方から答えた、議会改革でも既にやっている内容

ですよという話をちょっとさせていただきました。原文のとおりです。 

○委員長（吉田和子君） ここでは討論ありませんか。質問等もありませんか。推進しますを

町民参加を進めます。町民参加等により進めますということで、全部統一するということで、

進めますということで修正いたします。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） 他にありませんか。ご異議なしと認めます。よって、第１０条は確

定いたしました。次に第１１条、議員等の能力向上に入ります。局長の方からお願いいたしま

す。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第１１条。これは、いろんな意見が出てはいたんですが、特に

修正するという部分は出てませんでした。 

○委員長（吉田和子君） 第１１条は修正等はありませんでしたけれども、意見等はちょっと

ありましたけれども、第１１条についてはどうでしょうか。討論のある方。ありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） では、討論もありません。ご異議なしと認めます。よって、第１１

条につきましては、確定いたしました。次に第１２条、議会の制度および運営の体系整備に入

ります。 

○事務局長（上坊寺博之君） １２条についても、特に意見は出ておりません。 

○委員長（吉田和子君） 修正も何も出ておりませんので、第１２条に関しては、討論ありま
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すでしょうか。ありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） では、討論がありませんので、ご異議なしと認めます。よって、第

１２条は確定いたしました。これで全部１２条まで終わりました。それで、最初にいろんな意

見がでましたけれども、これから策定委員会に入っていくわけですが、その中で出た意見、二

意見として、もっと町民に分かり易く短くもっと考えられれることが、統一した町民部会と行

政部会と議会とそういう意見がありましたということで、今後その中で方針として考えられな

いかどうかということは、二意見として持っていきたいというふうに思っておりますが、それ

で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） 他に、これは策定委員会に是非持って行ってほしいということがあ

れば、どうでしょうか。よろしいですか。ありませんか。それでは、これで白老町自治基本条

例に関する条項については確定されました。この条項案を持って、私と斎藤征信委員会の二人

は、条例の策定委員会へ加わり審議をして参ります。その前に、先ほど説明をしましたように、

３１日に議会の条例として、議会として町長の方に本分に溶け込ませていただく、入れていた

だくということで提出をしたいと思いますが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） それでは、策定委員会の審議の経過については、本特別委員会へ月

一回程度を目安としてタイムリーに報告したいと考えておりますので、ご承知願いたいと思い

ます。それでは、本日の特別委員会はこれをもって閉会をいたします。どうもご苦労さまでし

た。 

（午後  ０時 ２６分） 


