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◎開会の宣告 

○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。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。 

 

◎調査事項 

○委員長（吉田和子君） 次に、本日の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、

先般４月１０日に、白老町が自治基本条例策定委員会を設置し、本格的な条例の策定に着手さ

れております。 

その委員会の、２回ほど開かれていますけど、その経過を受けることとしております。 

また、町民及び行政に係る条例素案をまとめたものを、すでに皆さまにご配布申し上げてお

りますので、それぞれの条例提案の趣旨について、今日説明を受けるものとしております。以

上でございます。 

○委員長（吉田和子君） それでは調査に入りたいと思います。 

４月１０日付白老町長の付属機関として、委員１０名による、白老町自治基本条例策定委員

会が設置されました。議会の推薦委員として、私と斎藤委員の２名が辞令の交付を受けたとこ

ろであります。  

本日までに、策定委員会が２回開催されております。その経過について、斎藤委員から報告

をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

斎藤委員、どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 自治基本条例策定作業の経過について、申し上げたいと思います。 

 去る３月３１日、事務局の総則条例案。そして、町民部会の条項案、議会部会の議会条項案、

そして行政部会の行政条項案。それぞれ出揃いまして、町長に提出したところであります。 

 その結果、４月１０日第１回条例策定委員会が召集されました。その席上、町長より委嘱状

が交付されたところであります。 

 策定委員は１０名。三國谷助役を委員長に、その他町民部会からは粂田正博さん、佐藤俊夫

さん、徳田伸之さんの３人。議会からは、吉田特別委員長、そして私の二人。行政部会からは

寺田正行主幹。そして、策定事務局から岡村幸男参事の二人。さらに、それに加えて白崎浩司

総務課長と、それから渡辺裕美こども課課長の二人を加えて、計１０名で構成されました。 
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 その他、策定委員会事務局として、岩城経営企画課長を先頭に、企画グループが総力をあげ

て取り組む体制が作られたところであります。 

 そして、４月１０日の策定委員会は、副委員長に町民部会の粂田正博氏を選出いたしました。

各部会からの条項案について、それぞれ詳しく説明が行われました。 

 その条項案と、協議内容についての会議録は、今日お手元に配布されているとおりでありま

す。 

 この際、時間がかかったのは、町民部会選出の徳田さんから提出されました、条文を短く、

分かりやすいものにするために、この理念部分で基本条例を作って、あとは議会条例だとか、

行政条例というものを作ったらどうなのかと。これ二本立てにしたらどうかという提案がござ

いました。 

 従来考えてきた一本の条例案と、それから二通りの条例と。それを、町民が選択をすること

ができるようにするのが、パブリックコメントの本当の精神ではないかというような案が出さ

れて、その取り扱いについて、いろいろ論議をしたところであります。 

 結局、結論には至りませんでしたけども、体制としては、二本立ての考え方は、どの部会に

もなかったことで、その検討はしていないということ。そして二つ目には、その内容について

の基本的な考え方の違いはないので、分かりやすい条文づくりをする中で、それらのことにつ

いても、今考えていこうということで、１回目の検討は終了したわけであります。 

 そして、４月２５日第２回目の策定委員会を開催し、その冒頭で確認したことがございます。

その確認したのは、まず一つは委嘱を受けた委員は、部会で討議してきたことを尊重し、それ

に責任を持つとしながらも、個人の資格で意見を述べることができるのだという、これは当然

なことでありますけども、そのことを一つ確認したことと、二つ目は、委員会は性格上多数決

での決定はなじまないので、合意できるまでそれぞれがお互いに配慮し合うということであり

ます。 

 この２点を確認し、第１条からの検討に入りました。で、お手元にあるように、その前文に

つきましては、これは討議をした後にまた考えるということで後回しにして、第１条から第６

条まで、ずっと検討を加えていきました。 

 一つづつ丁寧に一語一文を吟味をしてきたところ、この６条までしかできなかったのですけ

れども、全体の長さからいうと、相当時間がかかるなということになり、この調子で進行して

いくと、相当時間を要するということが分かったわけで、日程上６月議会に提案するというこ

とは、無理であろうというふうに判断いたしました。６月議会提案を断念するということで、

一応確認をいたしました。 

 次回は５月１７日開催となりますが、検討は、今始まったばかりということで、内容につい

て報告できないということをご了解願いたいと思います。 

 内容につきましては以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） ただ今、斎藤委員より策定委員会の経過説明がありました。これに
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ついて、お聞きしたいことがありましたら、どうぞ。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） 無いようですので、次へ進みます。 

 次に、町民関係、行政関係及び議会関係の提案を受けて、自治基本条例の全体案として、皆

さまに集約したものを資料として、すでに配布されておりますけれども、これについてのそれ

ぞれの部会においての提案の趣旨等についての概要説明を受けたいと思います。 

 経営企画課より説明をお願いしたいと思います。岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） それでは、私の方からですね、まずただ今委員長からお話が

ありました、町民部会、それから行政の職員プロジェクトという部分。それから、策定事務局

という総論の部分から入った部分がございますので、これらについて大まかな点、私から説明

しまして、今ご説明申し上げますその趣旨は、また担当の方から説明したいと思います。 

 それでは、説明前にですね、４月１日付でちょっと人事異動がありましたので、今日の説明

員の方、紹介させていただきます。 

まず、企画グループの主幹でありますが、以前総務課の方の主幹でございました、この度企

画グループの主幹となってきました田中主幹であります。 

○企画Ｇ主幹（田中春光君） 総務のとき、皆さんにいろいろこうお世話になりまして、大変

ありがとうございましたということになりますけれども、今後とも総務課と同様、いろいろお

世話になりたいと、そういうふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○経営企画課長（岩城達己君） あと、二人はですね、引き続き企画グループで席を置きます

が、今日説明員として行政に関しては野宮さん、それから、町民、それから総論の部分につき

ましては冨川主任の方からそれぞれ説明させたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、まず町民部会の大きな視点からちょっと、私の方から説明させていただきます。 

○委員長（吉田和子君） 座って結構です。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。まず、町民ございますが、公募２名を含む町民１２名

体制で、昨年７月から本年３月まで、合計１６回の会議を開催してまいりました。 

 お手元の資料の部分では、主な条項としまして、町民の基本原則や基本事項。さらには町民

の基本制度といった体系でまとめております。詳細については担当からまた、後ほど説明いた

します。 

 次に、行政部会。職員プロジェクトの部分でございます。職員プロジェクトは、各職場。い

わゆる各課の職員１３名で構成しておりまして、行政条項に関わることを、昨年７月から今年

３月まで、合計１７回ほど会議を開催してまいりました。 

 主な条項では、行政の役割と責任、責務から、行政運営の更新、情報共有、町民の参加、ま

ちづくり活動、行政運営の基本、権利利益の保護。そして、広域連携といった体系でまとめて

おります。 

 次に、策定事務局の部分でございます。策定事務局は１０名の職員で、うち３名が公募職員
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で構成し、条例全体のまとめ方、つまりこの基本条例をどういう形で作っていくかという部分

も、この策定事務局で会議を進め、総則条項に関わることまで、昨年６月から今年の３月まで、

合計２６回ほど会議を開催してまいりました。 

 主な条項では、前文から全体理念、共通理念、そして最高規範の位置付けと、５年間を超え

ない期間での見直し規定を盛り込んだという部分が、策定事務局で内容を検討したものでござ

います。 

 これらの条項案につきましては、現在策定委員会で審議中であり、内容が修正されることも

ありますことから、本日は各部会の提案を合わせた全体案をご説明させていただくということ

で、ご理解をいただきたいと思います。 

 この後、お手元の基本条例全体案の前文、総則、町民、議会条項につきましては皆さんご承

知のことと思いますので、この部分は省略させていただきまして、最後に行政と。この順で要

点を担当の方から説明させていただきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君） それでは、前文に関しての説明をお願いしたいと思います。 

 冨川主任。 

○企画Ｇ主任（冨川英孝君） おはようございます。冨川です。よろしくお願いします。 

 今ほど、前文の方からというような形でご説明がありましたけれども、私の方からですね、

総則、前文を含めまして総則と続きまして町民条項につきまして、提案の趣旨ということで、

ご説明させていただきたいと思います。 

 まず、総則条項ということで、この中には条項としてはふってありませんけれども、まず前

文。今ほどもありましたけども、前文がございます。それから、この条例の目的。そしてこの

条例で使われる用語の定義。それから基本理念というような形でございまして。すいません、

お手元の１ページから２ページ、それから１２ページという最後のページになるところになり

ますけれども。それから２ページに移りまして、住民自治の実現と自治の基本原則というよう

な形になっております。 

 まず、この前文から第５条までのお話をさせていただきたいと思います。 

 これらに共通して言えますことは、平成１６年度に総合計画の方を制定しておりますけれど

も、これのまちづくり理念ということで「しあわせを感じるまち」というものがございます。 

 この理念につきまして、この自治基本条例の中にも前文ですとか、基本理念という、第３条

の基本理念ですとか、そういったところに盛り込んでいるところでございます。 

 目的といたしましては、そういった「しあわせを感じるまち」あるいは白老町として自主・

自立のまちづくりを進めて、自治を実現していく。そういった趣旨で検討しているところでご

ざいます。 

 また、住民自治という部分につきましては、住民の自主的な活動によって自治を実現してい

くということと、その基本原則といたしましては、情報共有と自主活動ということ。それと、
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町政への参加という、三つの原則によってまちづくりを進めていこうということで謳っており

ます。 

 それから、１２ページをご覧いただきたいと思うのですが、最後の方に第５章最高規範と見

直しということで、まちづくりの最高規範。それから条例の見直しというようなことがござい

ます。 

 まずは、最高規範につきましては、これまでも町の憲法というような表現で、ご説明するこ

とが何度かございましたけれども、この条例に基づいた中で、まちづくりに対する行動をおこ

していこうというようなことを明確に位置付けしているものでございます。 

 それから、条例の見直しということでございますけれども、この条例につきましては、現在

の制度、あるいは町に見合った中で条例を制定していきたいと。そういった部分がございます

ので、現在策定に向けて進めておりますけれども、これが制定されて、運用されていく中で、

見直しが必要になってきたとき、ここの中では５年という期間を設けておりますけども、そう

いった期間ごとに見直しをして、この条例がいつの時代にも白老町に即した条例であるという

ような形で保っていくようなこととして、この条例の見直しというようなことになっておりま

す。 

 具体的な条文に対する説明につきましては、全体案という、お手元の資料でですね、ご確認

いただくものといたしまして、この場ではちょっと割愛させていただきたいなと考えていると

ころなのですけれども。 

 この条例の総則に関しての提案を受けた中で、どのような趣旨で提案を受けてきたかという

ようなことで、４点ほど策定事務局の方から提案がございました。 

 一つは実行性の高い条例にということと、もう一つは現状を標準化する条例にと。それから、

育て、成長する条例に。で、四つ目にまちづくりを促進する条例にということになってござい

ます。 

 まず、一つ目の実効性の高い条例にということでございますけれども、これまで制定されて

まいりました、他の自治体の多くの自治基本条例、あるいはまちづくり基本条例といわれるも

のにつきましては、基本理念にとどまってですね、なかなか作文条例になっている部分が多分

にあるのではないかということでございましたので、この条例を制定するに当たりましては、

ある程度現状の制度ですとか、そういったものを盛り込んで、どのようにやっていくのかとい

う具体的な部分までを規定することによって、実効性を高めていきたいというようなことが一

つの提案としてございました。 

 それから、現状を標準化する条例にということでございます。この条例を策定するに当たり

まして、例えば今白老町で行われていないものを盛り込んでいったところで、何の効力も持た

ないわけでございますから、まずは今行われている町民参加ですとか、あるいは議会の皆さま

にも、議会改革に向けてというような視点で検討いただいたと思いますけれども、まずは現状

に即した内容で規定していこうというようなことでございます。 
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 それから三つ目で、育て、成長する条例にということでございますけれども、これは最後の

条項で見直し規定というものを設けておりますけれども、これを一回制定したからといって、

それで確定するということではなくて、あくまで白老町の現状に即したなかで、必要があれば

見直していこうと。あくまでも、この条例も普遍的な理念ですが、そういったものについては

変わりはございませんけれども、必要に応じてきちんとした見直し、評価だとかをしてですね、

見直しをしていく、育てていく条例であることが必要であるというような形になっております。 

 それから、まちづくりを促進する条例にということになりますが、この条例がですね、まち

づくりのあらゆることを規制するというような趣旨ではなくてですね、まちづくり、こういっ

た最高規範というものを、皆さん共有していただくことによって、これに基づいてまちづくり

というものが促進されていくと。そういうようなことが望まれて、策定事務局というようなと

ころから総則の部分についての提案というような形になっております。 

 続きまして、町民関係の条項についてご説明・・・。 

○委員長（吉田和子君） すみません、一回切りたいと思います。 

 今、総則、前文を含めた説明がありましたけれども、何かお聞きしたいこと、ありますでし

ょうか。 

 はい、４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 確認なのですが、これはこういうふうにした方がいいとかっていう話

じゃなくて、この文章がどうあるっていうことではないのですよね。そういう考え方で何かお

話を、作ったよという話であって、何かこの文章を見て、何かちょっとこういうふうにした方

がいいとかっていうことを聞く、ではないですよね。 

 そこで何かちょっと確認をしておきたいのですが。 

○委員長（吉田和子君） 今日、趣旨を説明していただいて、それぞれの部会で作っています

ので、その作られたことには尊重していきたいというふうに思っていますので、ただ、ここの

部分でちょっと、こっちとの関わりがどうなのだろうかっていうことをお聞きするとか、そう

いった感じになると思います。 

 先ほど斎藤委員から説明がありましたように、１項目１条づつやっていますので、またこれ

は、ある程度変わってくるって可能性もありますので。今回は一応示されたので、こういう形

のものが出てきているということを皆さんにご理解いただきたいということで、説明を願って

います。 

○委員（鈴木宏征君） そうですか。ちょっと、じゃ一つ。それに沿っているかどうか分かり

ません。ちょっと聞いてみたいことが一つあるのですが。 

 この前文もそうですし、総則ですか、の中の基本理念辺りにも書いているのですが、「しあわ

せを感じるまち」というところのですね、その表現の仕方がですね、前文の中にも「先人の方々

が心豊かに元気なまちづくりを今まで進めていた」とかですね、「安全で安心な『しあわせを感

じるまち』」とか、最後の方に「豊かで活力に満ちたまちを実現する」とかって、そういうふう
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にこう、表現がですね、「しあわせを感じるまち」っていう表現をしながら、いろいろなその、

まちに対する、何というのですか、考え方というのがこう、それぞれなのですよ。 

 基本理念のところへいくと、「お互いに支えあい、いつまでも安心して暮らすことのできる『し

あわせを感じるまち』」とかですね。いろいろその、「しあわせを感じるまち」の考え方ってい

うのがですね、もう何というのですか、まちまちと言ったらおかしいのですが。なかなか捉え

づらいのですが。 

 ここら辺の使い方っていうのは、何か考えというのですか、いろいろ考えがあって、そうい

う使い方をしているのかということが、なかなかこれを文章を見ていると分かりづらいのです

が、何かその考え方というのか。こういうことがあるからこういう文章を使っているんだって

いうような、そういう質問はいいのですか。 

○委員長（吉田和子君） いいですよね。それは全体的な前文で、これは全体を表わすもので

すので、いいと思う。１条１条っていうことではないですので。 

 はい、冨川主任。 

○企画Ｇ主任（冨川英孝君） はい。「しあわせを感じるまち」ですとか、その前後の表現に

ついてというようなご質問であったかなと思いますけれども、このことにつきましてはですね、

先ほどもちょっと説明申し上げましたけれども、「しあわせを感じるまち」というのが、第４次

の総合計画の中に、まちづくり理念ということで盛り込まれていることばであるというような

ことで、これについてはこういった表現をしていると。 

 ただ、ちょっとそうですね、前文と基本理念についてのことばの使い方ということにはなっ

てきますけれども、前文の部分では広くこういうようなまちづくりが行われてきましたよとい

うようなことも含めながらですね、表現してきて、文章の流れという形では作ってきていると

いうような形には考えています。 

 それから、基本理念の中では、これからこの条例でどういうこと、「しあわせを感じるまち」

を作るために、どういうような基本的な部分が必要かというような視点で検討していると。 

 この辺につきましては、ですから、自ら考え行動することで、互いに支えあいですとか、そ

ういった自主的な視点が盛り込まれているのかなと考えております。どちらかと言いますと、

前文の方は広く大きなくくりの中でですね、で、基本理念の方は、このまちづくりを進めてい

く町民ですとか、あるいは議会の皆さん、そして行政、それぞれが共有する理念としてですね、

この中で、こういったことで「しあわせを感じるまち」を実現していくというような形で考え

ているところでございます。 

 ただ、策定委員会、先ほど斎藤委員の方からもご報告がありましたけれども、策定委員会の

中でもですね、「しあわせを感じるまち」がですね、何度も出てきているだとか、重複している

んじゃないかというようなことでですね、ご意見いただいております。 

 その点につきましてはですね、今後策定委員会の中で議論を重ねる中で調整、検討してまい

りたいなと考えているところでございます。以上でございます。 
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○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 前文の一番最後に「豊かで活力に満ちたまちを実現するため」ってあ

りますよね。これがその、「しあわせを感じるまち」の姿なのかなっていうようなことで、捉え

てしまうのですが、そういうことで捉えてよろしいのですか。 

 ここも何か、何回もこう出てくるかもしれないのだけども、「『しあわせを感じるまち』を目

指します」ですよね。で、そういうことで、「しあわせを感じるまち」を実現するために、この

条例があるのだって謳った方が、何か、そういうところは言ったらだめなのですね。いいです

か。 

○委員（斎藤征信君） 私たちね、こう議会の出てくる意見や何かを反映して、それを解明す

るという責任を持っているわけですから、十分に皆さんのご意見をお伺いしておいて、今そこ

で私が答えることにはなりませんけども。だから、いろいろ言っていただければ、それを持っ

ていきたいなというふうには思っています。 

○委員（鈴木宏征君） それと、町民の方・・・。全体が終わってからの方がいいのかな。今

ここだけですものね。 

○委員長（吉田和子君） 今総論と前文の方で。町民関係は。 

○委員（鈴木宏征君） じゃ、今のところでちょっともし、意見が、そちらの方の考え方が。 

○委員長（吉田和子君） はい、冨川主任。 

○企画Ｇ主任（冨川英孝君） はい。こういった形でご提案させていただいてですね、策定委

員会の方で検討していただくという趣旨の中で、提案しているという状況にはあるのですが、

確かにですね、町民の委員の方からもですね、前文に関しましてはですね、ちょっと目的と言

いますか、何のためにって「しあわせを感じるまち」を目指しているのか、あるいは「豊かで

活力に満ちたまち」を目指しているのか。その目的が、何ていうのでしょう、多重というかで

すね、重ねあっているんじゃないかというようなご指摘もございました。 

 私ども策定事務局で検討した中ではですね、まずはそのまちづくり理念、先ほど来申し上げ

ていますとおり、第４次の総合計画にありますまちづくり理念ということで、「しあわせを感じ

るまち」というのは明確に位置づけて、文章に規定しているという形になっております。 

 その中でですね、その具体的な方法と言いますか、表現というような形で「豊かで活力」っ

ていうような部分がですね、盛り込んで表現してきているところであるとは考えているところ

なのですけれども。その辺につきましてもですね、前文についても、先ほど申し上げましたと

おり町民の方からですね、ご意見いただいたりということでございますので、策定委員会の中

でですね、検討し、調整してまいりたいなと考えております。 

○委員長（吉田和子君） 他にございますか。 

 この条例は最終的には議会にかけられますので、基本的な部分とか、そういった部分でまた

特別委員会をまたもう１回ぐらい設けると思いますけれども、やっぱり皆さん、さっき斎藤委

員がおっしゃったように、いろいろ意見を、基本的な部分だとか、そういった部分では意見を
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出していただいて、それをまた策定委員会で生かしていきたいと思っておりますので、ここで

答弁できることもあると思いますし、また策定委員会でまた変更することもあると思いますの

で、そういった意味では意見を述べていただきたいと思います。 

 他にありませんか。なければ次へ進みます。 

 次に、町民関係の条項案の趣旨についての説明をお願いいたします。冨川主任。 

○企画Ｇ主任（冨川英孝君） はい。それでは引き続きまして、町民条項の説明に入らせてい

ただきたいと思います。 

 町民の条項案につきましては、２ページから４ページまでという形になっておりますけれど

も、全部で８条という形で提案がされているところでございます。 

 まず、一つは町民の役割ということで、役割につきましては、まずはまちづくりの主体であ

るということを認識するというようなことと、自らのまちに関心を持っていこうというような

ことがございます。 

 それから、そういったことを受けながら、まちづくりをどんどん、自分たちでできることは

自分たちでしていこうというような趣旨の中で、地域の課題解決や向上を図っていくという、

そういったまちづくりに取り組む担い手であるというような形で、町民の役割というような形

で規定しているところでございます。 

 それから、町民の権利ということについてなのですが、町民の権利としては大きく二つの権

利として規定しております。 

 一つはまちづくりに取り組む。役割にもございましたけれども、まちづくりに取り組む権利。

それから、その取り組むためにというような形になろうと思いますけれども、まちづくりに関

する情報を知る権利というような形になっております。 

 それから、三つ目の第８条ということになりますけれども、町民活動の基本姿勢というもの

がございます。 

 こちらにつきましては、行政あるいは議会の中では町長の責務、あるいは議員の責務といっ

た部分に該当する部分ではあるとは思うのですけれども、それぞれが、すべての町民の皆さん

がこのまちづくりをするときに、責務を負うということはどうなのだというようなこともござ

いまして、まちづくりに取り組む場合の基本姿勢というような形で表現しているところでござ

います。 

 まちづくりに取り組む場合には、自分の持っている能力だとかを積極的に活用したり、ある

いはお互いを尊重して連携協力したりというようなことが、この中には含まれているところで

ございます。 

 それから、第９条ということになりますけども、情報共有ということで、自分たちの持って

いる情報も、積極的に行政あるいは議会の方へ提案しようというようなことがあったり、ある

いはそれらを積極的に取得したりというようなこともございまして、それから三つ目にですね、

いわゆるマニフェストというような部分で、町民が欲する情報としてですね、ここには触れて
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いるということになっております。 

 それから、第１０条ということになりますけども、まちづくり活動ということということで、

これは町民の自主的な活動についてを規定しているところでございます。 

 それから、第１１条では町政活動への参加ということですので、行政あるいは議会の方で用

意する機会に、町民の方が積極的に参加できるというようなことを規定しているところでござ

います。 

 それから、１２条になりますけれども住民投票ということで、住民投票を規定した条例の制

定を請求することができるというようなことになっております。 

 それで、条項といたしましては最後４ページになりますけれども、危機管理ということで第

１３条に、危機管理、防災ですとかそういったことに対する意識の高揚を図りながら、具体的

すぎるというようなご指摘もあるのですけども、自主防災組織を設置するだとか、そういうよ

うなことが盛り込まれているということになっております。 

 それで、ただ今説明した中でですね、第９条の情報共有の中でですね、その第３項として、

「町長候補者及び町議会の議員候補者は、選挙に当たり、政権公約または町政に関する自らの

考え方を明確にし、町民に示すよう努めます。」と、こういった表現が盛り込まれているところ

ではあるのですけれども、このことにつきましてはですね、行政に関しましても、あるいは議

会小委員会ですね、の中で議論いただきまして、これを規定するのはどうかというようなこと

でですね、一旦はそれぞれ行政、議会については規定しないということになっておったのです

けれども、町民の部会の中で最終的にですね、自分たちは選挙に当たって投票する判断材料が

欲しいと。そういうようなことの視点からですね、それぞれ一旦投げて、規定しないというよ

うな回答にはなってはいたのですが、改めてちょっと策定委員会の中でですね、もう一度審議

していただきたいというような趣旨からですね、町民の条項案の方に載せているというところ

でございますので、この点につきましては、今後の策定委員会の中で、審議、検討されていく

ところであるということで、ご報告も兼ねまして、説明させていただきます。 

 それからですね、総則に関する説明と同様にですね、町民の方からも、この策定に関しまし

ての提案ということで、３点ほど頂戴しております。 

 まずは、シンプルで分かりやすい条例にということと、それから二つ目に、町民が使いやす

く、町民活動が促進される条例にということと、三つ目に前文に白老らしさをという、この三

つでございますが、まず一つ目のシンプルで分かりやすい条例にというような点につきまして

は、議会の方でもございましたように、なるべく分かりやすい条例にしていくことが、この条

例の中で必要であるというような趣旨から、ご提案いただいております。 

 また、二つ目の町民が使いやすく、町民活動が促進される条例にということでございますけ

れども、このまちづくりを進めようというこの条例を制定するに当たってですね、逆にこれま

での町民の自主的な活動が制約されたり、制限されたり、そういったことがないようにという

ような配慮をいただきたいということで、提案いただいているところでございます。 
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 それから三つ目、前文に白老らしさをということで、先ほども前文については多少ご意見等

いただいておりますけれども、やはりこういった条項ではなくて、前文という中で、白老町の

共有できるようなものが何か規定されるべきではないか、謳われるべきではないかというよう

なことで、ご意見いただいております。 

 それからですね、最後になりますけれども、町民の部会の中で、個人的な意見、こういう意

見もあったよということで、策定委員会で申し送りしてほしいというようなことでですね、シ

ンプルで分かりやすい条例にという、先ほどのお話がありましたけれども、それに絡んでです

ね、例えばこの方法として、自治基本条例というものを、基本理念あるいは基本原則のみに留

めてですね、それ以外に議会あるいは行政に関する制度的な要素を含んだ具体的な規定につい

ては、それぞれに議会基本条例、あるいは行政基本条例というものを作って、町民に見える部

分についてはもう、極めて簡素な、シンプルな理念的なものだけでよいのではないかというよ

うなご意見等ございまして、その辺は冒頭にご報告の中でご説明があったところでございます

が、現在はまずすべての条項については必要であるというような、共通認識がございましたの

で、それぞれの条項について検討していくというような形で策定委員会では進めているところ

なのですが、一応こういった少数意見ではあるけれども、こういった意見があったということ

を申し伝えていただきたいということでございましたので、その点について、策定委員会でも

検討しているというような形になっております。 

 町民に関しましては、以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） ただ今町民関係についての説明がありましたけれども、何かお聞き

したいことがありましたら、どうぞ。 

 はい、４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 今言われた情報共有の中、第９条の３項ですか。これはちょっと、何

となくすごく異質っていうのですか。見た感じ、この基本条例の中にですね、入れておかなけ

ればならない文章なのかなという、何かずっとこうやって見ていても、何かここだけがすごく

異質に感じて。何かこれは、基本条例の中の一つの項目なのかなという疑問が一つ、自分には

あります。 

 それとですね、第１２条の住民投票なのですが、これ、選挙権を有するものということは、

２０歳以上というふうに感じますよね。で、いろいろその議論があって、１８歳からでいいの

じゃないかとかですね、１６歳からとかっていろいろ議論があるのですが、そういう議論をさ

れた中でですね、こういうその、選挙権を有するというところに治まったのかどうかというこ

とをお聞きしたいのです。 

○委員長（吉田和子君） はい、冨川主任。 

○企画Ｇ主任（冨川英孝君） まず、１点目のですね、第９条情報共有の中に、こういったい

わゆるマニフェストというようなものが規定されるのがどうなのかというような部分でござい

ますが、この点につきましてはですね、先ほど来説明の中でも申し上げましたけれども、前段
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でというか、行政と議会の方でですね、ちょっと審議いただいてですね、それは規定しないと

いうような形になっておりました。 

 それで、実際ですね、ほとんどこういったものを規定している条例というものはございませ

ん。あったとしてもですね、選挙というような項目を設けてですね、その中に規定するという

ような形になっています。 

 ですから、町民の条項として、こういったマニフェストなるものをですね、規定するという

ものが、よいのかどうかって言いますと、一般的にはあまりない例ではあるとは思うのですが、

町民部会の意向といたしましては、有権者である自分たちが、投票するために必要な情報は欲

しいというような中で、あえて情報共有というような部分でですね、ですからこれは、議会で

すとか、あるいは行政について規定されるべきものでは、逆に言えばですね、あると思うので

すけども、その中では現在の中では規定しないというような方向性であるので、それでは自分

たちの欲する情報として、あえてここの中に規定してですね、改めて策定委員会でご審議いた

だきたいと。そういった趣旨から、ここに掲載しているというような形になっております。 

 それから、もう１点の第１２条の住民投票ということになりますけれども、この選挙権を有

する者という資格ということになろうかと思いますけども、この辺につきましてはあくまで、

地方自治法の中の規定に沿った形で考えております。 

 それから、先ほどの１８歳、１６歳が投票できていいんじゃないかというようなことでござ

いますけれども、あくまで住民投票、例えばですね、市町村合併に関する住民投票条例という

ものを、この請求に応じて作りましたと。それでは、その投票要件をどうするかというのはそ

れぞれの個別の条例によって、例えばこの市町村合併については大人でいいんじゃないかだと

か、あるいはそれ以外の何でしょうね、子どもに関する何とか条例っていうものがもしそうい

う住民投票条例というのがあった場合には、その年齢を下げてですね、１６歳以上の人が投票

できるだとか、それぞれ個別の住民投票条例というものを作るというような形の趣旨の請求と

いうことでなっておりますので、その中で個別の年齢については、改めて規定するというよう

な形になっております。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） はい、４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 情報共有のことについてはですね、そういう、これから審議していく

っていうことですので、やはりここは何か慎重にというのか、皆さんで意見を出してですね、

ちょっと、きちんと審議していただきたいなというように思います。 

 １２条につきましては分かりました。 

○委員長（吉田和子君） はい、岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） ９条の３項につきましては、ご意見として承ります。 

 町民部会のときもですね、私ども事務局ということで、この部分は随分議論しました。それ

ぞれ議会にも投げかけて、盛り込まないんだよと。なぜそうかということは、選挙とは自由に、

誰でもが候補として立候補できるわけですから、それをマニフェストなり、そういう公約を掲
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げないとできないのだというふうに、何かこう制約かかってしまうと。そういう恐れがあるの

で、やはりこういう部分は、非常に危険性を伴うということも随分議論させていただきました。  

 部会の方もですね、そのことは十分理解しましたということで、何が何でもということでは

ないのですが、やはり議論の過程として、町民としても皆さんの考えを知りたいのだと。 

実際にはですね、選挙のとき必ず議員さん皆さん、どうしたいということはおっしゃってい

るのですけども、それは分かっているのだけども、やっぱりこういうことも声として出したい

のだということのご意見がありましてですね、事務局として、それは絶対いれちゃだめだとい

うことにはなりませんので、町民部会の考えとして、一応この位置付けをさせていただいたと。  

 当然、まだここまでは策定委員会、議論に入っていませんので、策定委員会のときにはです

ね、その辺本当に今、鈴木委員がおっしゃるとおり、十分慎重にこの辺は対応したいと考えて

おります。 

○委員長（吉田和子君） 他に。 

 どうぞ。９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 吉田でございます。９条の３項、今鈴木委員が質問いたしましたけれ

ども、この３項の趣旨については、町民が立候補する町長並びに議会議員に対して、マニフェ

ストなるものを表示すべきだと、主張すべきだということを願望しているのか、あるいは要望

なのかという考え方について、論議があったかどうか。というのは、町民に示すように努めま

すということは、表現的に見ると、努力してくださいと。これ逆にいうと、町民からそのよう

な願望意識を持って表現しているのか。あるいは、絶対マニフェストを表示していただきたい

という内容であれば、努めますという表現については、ちょっと弱いんじゃないかというよう

な気がいたしますが、この辺について論議されたかどうか一つ。 

○委員長（吉田和子君） はい、岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） ただ今の点は、まず論議いたしました。 

 内容はですね、先ほどちょっと鈴木委員の方にもお答えしましたけども、努めますというふ

うにお願い的な要望であるということであります。 

 いろいろな形で選挙をこう、今まであった中で、いろいろな町長も含め議員さんもですね、

どういうまちづくり、あるいは執行側へ対してこういうことをちゃんと物申すだとか、そうい

った議会としての役割という部分が、それぞれ示されているのですけども、やはりそれが、き

ちっとこの基本条例の中に位置付けされた方が、より皆さんが議会改革の中でも、こういう公

約と言いましょうかね。そういったことがきちっと出るんじゃないかということのお話があり

ました。 

 これはですね、絶対そういうことで盛り込んでですね、やっていくべきだということは、先

ほども言いましたが、公職選挙法という部分の中に、やはりいろいろな部分で触れる恐れがあ

るということもお話しまして、そういうことも町民部会では理解できるということで、ここは

努めますというように、どちらかというとやわらかく、お願いしたいと。こういう思いで、こ
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こに位置付けされていると。こういう状況でございます。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 今の説明によりますと、受身からすると、この条例を尊重しないで、

自ら努めなくてもいいという判断もあるわけですね。一方でそれについてはね。 

○委員長（吉田和子君） はい、岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。町民部会の中ではですね、結論的には今の吉田委員が

おっしゃるようなところで最後落ちても、落ちたと言ったらちょっと失礼ですけども、そうい

うふうに字句が変わっていっても、差し支えないと。 

 特に政権公約というふうになりますとですね、これはどちらかというと地方選挙じゃなくて

国レベルのことになると思うのですよね。ですから、そういったことも踏まえまして、今ちょ

っと吉田委員がおっしゃるような努力目標と言いましょうか。そういう形での位置付けという

ことで、町民部会も最後は納得するんじゃないかと、こういうふうに捉えております。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

○委員（吉田正利君） よろしいです。 

○委員長（吉田和子君） 他に。他にどうでしょうか。 

 無ければ次へ進みます。次に行政関係の条項案の趣旨について、説明をお願いいたします。 

 はい、野宮主査。 

○企画Ｇ主査（野宮淳史君） それでは私の方で、自治基本条例の行政条項案の方について、

概略について、ご説明させていただきたいと思います。 

 それではお手元にお配りしていると思います、自治基本条例全体案の６ページの方からご参

照願いたいと思います。 

 行政に関わる条項案につきましては、一応全体案では第８節と体系化しまして、第２６条か

ら第４４条まで、全文といたしまして１９条で一応行政条項の条文化をまとめているところで

ございます。 

 ６ページからの第４章の行政第１節の行政の役割と責務でございますけれども、こちらにつ

きましては、執行機関の役割と責務。または町長、職員の責務と、一応三者の責務を明確に３

条の規定を設けております。 

   続きまして、７ページ目の第２節行政運営の方針とありますけれども、こちらにつきまして

は、行政運営を円滑に進め、効率的な組織体制を整備すること。職員の政策能力の向上を図る

ための職員政策を行う旨を規定したということで、執行機関としての組織体制ということで、

２９条です。 

 次ページになりますれども、一応法務の、法務制度の規定ということで、３０条を規定して

ということで、こちらの第２節の行政運営の方針の中では、２条の規定を設けさせております。  

   続きまして、８ページ目からになりますけれども、第３節の情報の共有という部分ですけれ

ども、こちらにつきましても町民と関わりが深い規定と捉えております。 
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   執行機関として、情報共有に努める旨を規定した情報共有ということで、３１条です。 

   また、町民への積極的な分かりやすい説明、誠実な応答義務を定めたということで、説明責

任、３２条です。 

町民の意見・要望等へに対し、迅速且つ誠実に対処する旨を定めた、町民の意見等への取り

扱いということで、こちら３３条ということで、こちらの第３節につきましては、３条の規定

を設けております。 

続きまして、９ページになります。第４節の町民の参加でございますけれども、こちらでは

町民と関わりが深い規定と捉えておりますけども、いや、失礼しました。９ページ目からの第

４節の町民の参加でありますけれども、町政の基本的な事項を定める計画や、条例の実案等に

は、積極的に町民参加を行う旨を定めたということで、第３４条で参加機会の保障を定めてお

ります。 

また、町政に関わる重要事項について、住民投票制度を設けることができるという規定で、

３５条で住民投票制度の規定ということで、一応町民参加につきましては、２条の規定を設け

ております。 

続きまして、１０ページの第５節まちづくりの活動制度でありますけれども、こちらにつき

ましては、行政として行うべき町民活動団体への支援の手法、また、町民活動団体との連携協

力の必要性について定めた町民活動団体への支援ということで、３６条で１条の規定を設けて

おります。 

続きまして、第６節の行政運営の基本制度でありますけれども、こちらにつきましては、行

政運営の基本原則ということで、第３７条。そして、３８条では総合計画、３９条では行政運

営、続きまして次ページに入りますけれども、失礼いたしました。財政運営です。失礼しまし

た。 

続きまして、４０条では行政改革。で、４１条で行政評価ということで、こちらにつきまし

ては評価制度に関わる行政としての制度・仕組みを一応５条の規定として設けております。 

続きまして、１１ページ目からの第７節権利利益の保護でありますけれども、こちらにつき

ましては、町民の権利と利益を保護するものとしまして、第４２条で行政手続。 

続きまして、１２ページ目の第４３条個人情報の保護ということで２条の規定を設けており

ます。 

１２ページ目の第８節ということで、広域連携でありますけれども、こちらは広域連携。他

自治体との連携、国際交流。人材交流につきまして、包括的に条文として整理しまして、広域

制度に関する１条の規定をこちらで設けております。 

なお、３月３１日の町長への職員プロジェクト会議としましての、行政条項案の提出に当た

りまして、町民の意見が行政に反映する条例であるという趣旨につきまして、１項目目としま

して、町民の意思を反映するまちづくりを進めるために、行政として情報共有、町民参加に努

めること。また、町民との連携協力の必要性を規定していること。 
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２項目目といたしまして、町政の基本的な事項を定める計画や、条例の立案等には、町民の

参加を積極的に行うこと。また、町民の意思を反映した行政活動を行うために、町民意識調査

でありますとか、パブリックコメント等を活用しまして、町民の意見を取り入れるなど、町民

参加の保障に関する規定を設けていること。 

また、３項目目といたしまして、町民の意見等に対しては、速やかに事実関係を調査し、町

民には適正且つ誠実に対応する行政の姿勢について、町民と関わる事項である、大きく３項目

を条例に盛り込んでいることから、まちづくりが町民にとって身近で密接になり、町民のため

の行政活動に進展する条例になるよう、提案事項として付帯意見を付けて提出しております。 

以上、簡単でありますけれども、行政に関わる条項案の構成等について、説明を終わりたい

と思います。 

○委員長（吉田和子君） ただ今行政関係についての説明がありましたけれども、お聞きした

いことがありましたら、どうぞ。 

 １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、１２ページの条例の見直しですね。一番最後。社会情勢

の検討をするために５年という期限を決めましたね。この５年という根拠ですね。社会情勢が

どのように変化するかを見て、適宜にやるということ。何もなければ５年ごとに見直すと、こ

ういう意味だろうと思うのだけれども、何か大きな社会的情勢の変化があった場合は、その５

年の範囲内でもいいというふうに解釈していいのかどうかですね。この５年という根拠、いろ

いろ議論したんだろうと思うのだけれども。その辺りは。経過を踏まえてお聞きしたいと思う

のだけれど。 

○委員長（吉田和子君） はい、岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。ただ今のご質問でございます。先ほど、基本条例ので

すね、全体の柱を四つほど申し上げましたけども、育て、見直すという部分では、いろいろな

条例の作り方がありまして、はっきりとですね、このように条例の見直しまで項目の中に入っ

ているというのは、数少ないかなというふうに思います。 

やはりまちづくりの最高規範という位置付けになる条例ですので、こういう見直し規定はし

っかり位置付けしようということを、策定事務局で随分議論してきたという部分がございます。 

 そのときにですね、じゃ何年を目途に見直しをするだとか、議論しようかという部分ではで

すね、その社会情勢というのはもう、日々どんどん変わっていってる状況なので、それが１年

か２年かという、そういう数値的なことをどうしようっていうことも議論いたしました。 

 そこでですね、選挙が４年周期にあるということも頭に入れながらですね、総合計画も現在

４年ごとの前期・後期という組み立てもしているという部分では、一つの単位として、５年、

１０年って考えたときどうかという部分ではですね、ここで書いてもございますが、５年を超

えない期間というふうに位置付けしております。 

 つまり、それが３年で、あるいは４年で、何かそういう社会情勢が大きく変わってきたとい
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うようなことがあった場合は、これをきちっと見直ししていこうと。 

 ですから、５年ごとという意味じゃなくて、５年を超えないですから、５年以内でこれをき

ちっと見直ししていこうということですから、今委員がおっしゃるとおり、何もなければ５年

間はこういう条例でいこうという位置付けになろうかというふうに思いますが、やはり、常に

見直しという部分はしっかり位置付けを持ったということで、常にその辺は育てながら見直し

をしていくんだという部分が一つと、もう１点は、決して我々見直しがあるのだから、今はこ

のくらいの条例でいいやという気持ちはさらさらなくて、やはり今はしっかりとした条例を作

り上げようという中で、やはり日々その国の動きも非常に変わっておりますので、その点をこ

ういう位置付けしたことによって、見直ししていこうということが、その策定事務局で随分議

論になりまして、位置付けしたという状況でございます。 

 くどいようですけども、５年を超えない中でこういうことをしっかり見直したいと。こうい

うことで記述したというものでございます。 

○委員長（吉田和子君） はい、１８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） だいたい分かったのだけどね。 

 それで、５年経ってから見直しをするのか、ね。この作業も随分時間がかかりますね。少な

くとも１、２年、１年くらいは、１年までかかるかかからないかは別にしてね、相当の期間が

必要だとすれば、５年過ぎて見直しをすると。５年を超えるとまずいわけですね。 

 ですから、４年ごと、１年前くらいからね、その作業に取り掛かるのか、見直しをすべきか

しなくてもいいか。要は、作業として必要になりますね。そして、見直したのだけども、別に

支障はないよと。このままいきましょうという結論が５年の期間の中で、結論を出すと。こう

いうふうに進めていくものかどうかね、その辺りはどのように考えておられますか。 

○委員長（吉田和子君） 岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。今委員がおっしゃるとおりですね、５年を超えない範

囲ですから、３年あるいは４年目ぐらいにですね、そのときの社会情勢がどうなっているかを

検証しながらですね、この条例が適合しないだとか、どうかっていうことは十分検討したうえ

で、また議会に対しましてもですね、この条例を継続するとか、見直しする場合は当然、ご報

告申し上げて、審議いただくわけですから。そういう流れで、作業は進めたいと。このように

考えております。 

○委員（加藤正恭君） 分かりました。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。はい。 

 他に、ございますか。 

 １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １４番、大渕です。例えばこれ、町民の側と行政の側っていうのは裏

と表になりますからね。当然こういうふうになるっていうのは、理解はできるのだけど、例え

ば住民投票なんかは裏と表でこう、書いていますよね。 



 19 

 そういうことをしなければやっぱり、何て言うのかな。住民投票そのものが、成り立ってい

かないということになるのでしょうかね。例えばこれ、１２条と３５条というのは、裏と表だ

から、意味は分かるのですけどね。こう、もうちょっとこう、何て言うのかな。こう、短く。

こういうものをまとめて短くできないのか。 

 例えばこれ、もっと言えば法務っていうのがあるのだけど、こういうことをまちづくり条例

で条例化しなければいけないっていうかね。ものなのですかね。その範囲。それはどこまであ

るのかっていうのはよく分からないけど、１３回も１４回も１８回も議論しているわけですか

ら。そういうことが議論されたのだと思うのだけど、もうちょっとこう、ぎゅっとこうならな

いものなのかなっていう気がするのだけど。そうはならないものなのですか。 

○委員長（吉田和子君） はい、岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。ただ今のご質問ですが、一つとして住民投票の部分で

ご質問ございましたが、この他に情報公開につきましてもですね、町民、それから議会、それ

から行政部門に情報公開っていう項目がございます。それから今の住民投票も町民と行政にあ

ると。 

 この辺ですね、まずそれぞれの部会から出てきたという部分を尊重しておりますので、今回

の資料はその合体したという形だけで、今回説明させていただいているのですが、今後策定委

員会で、この辺を審議いただいた後ですね、事務局としてはこの辺をやはり一つにこう、まと

めていきたいというふうに考えております。 

 その中で、今大渕委員がおっしゃるように、内容をもう少しシンプルにというようなことか

と思いますので、その辺をうまく組み立てた中で、また策定委員会に投げかけてですね、最終

案をまとめたいと。このように考えております。 

○委員（大渕紀夫君） 分かりました。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 はい、１番、小西委員。 

○委員（小西秀延君） はい。今のこととちょっとあれかもしれないのですが、７ページなの

ですが、第２９条の(１)で「行政の意思決定体制を整備し」とあるのですが、そこの部分の「意

思決定体制」っていうのと、議会の部分の、議会は意思決定権を有するっていうところで、か

ぶってくると思うのですが、その辺の整備の方も、今後ということになるのでしょうか。ちょ

っと、分けて考えると、その今言いました７ページの２９条の方を見ると、体制の説明も書い

ているのですが、一般の方が見ると、似たようなことを違う文章で書いているような形に捉え

られるのではないかなという気がするのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 冨川主任。 

〇企画Ｇ主任（冨川英孝君） ただ今、７ページの第２９条の第１号ということで、行政の意

思決定体制と、議会の方でも規定されています、議会が意思決定機関であるだとか。 
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 そういった部分との整合性というような部分のご質問であったかなと思いますけれども、こ

ちらの２９条につきましては、あくまで行政の内部意思決定というような部分についての項目

になってございます。 

 これで、行政として何をやっていくのだというような部分を決める組織、あるいは体制とい

うものをきちんとしましょうというようなことで、こちらでは規定しております。 

 その中で合意が図られたものを、議会に対して、皆さんに対して議決事件としてご提案させ

ていただくと。それを受けて、町全体の意思決定機関として、議会は判断していただくという

ような、違いがございます。はい。以上です。 

○委員長（吉田和子君） はい、１番、小西委員。 

○委員（小西秀延君） はい。意味的には解説も読むと、重々その原理が分かるのですが、一

般の方が見てしまうと、行政っていうことばがここ(１)にも入っているのですが、行政の意思

決定機関というのと、町としての意思決定機関というのと、ちょっとごっちゃ混ぜになって考

えてしまう方が多いのではないかなという気がしたものですから、ことば的に違う言葉を使っ

てもっと表現ができれば、もっと分かりやすくなるんじゃないかなっていう気がしたものです

から、いかがかなという質問でございました 

以上です。 

○委員長（吉田和子君） 冨川主任。 

〇企画Ｇ主任（冨川英孝君） はい。ただ今の点につきまして、１点、補足というような形で

ご説明させていただきたいと思うのですが、最初総則の部分で、第２条に定義というものがご

ざいます。 

 そちらの中でですね、町というものがございまして、町というのは行政と議会と。この条例

の中において、町というものについては、行政と議会を含んだ中で町という表現を使っていま

すと。 

 こちらの第２９条につきましては行政部分の規定というような形になっておりますので、行

政の意思決定というような形で、表現の問題なので、今後またそれは策定委員会の方でですね、

そういったご意見を踏まえながら、検討・調整は図ってまいりたいなと思いますけれども、実

際の、これまで提案をいただいている内容につきましては、このような趣旨、背景からこうい

った形でご提案させていただいているという形になっております。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

○委員（小西秀延君） はい。 

○委員長（吉田和子君） 他にお聞きしたいことある方、どうぞ。 

 ありませんか。はい、３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） はい。２９条の２番目の(３)(４)の部分の関係なのですけども、「職員

の政策能力の向上を図るため、職員研修を充実します。」というのと、(４)の「多様な学習活動

を支援します。」ってございますけれども、何かこれ、同じような内容じゃないのかというふう
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に推察するのですけれども、一つにまとめられないのかなというのが１点と、「学習活動を支援

します」って、別に支援しなくても、これ通常当たり前のことじゃないのかなと思うのですよ

ね。あえて支援しますという、なぜこういう表現になっているのか。その辺について、お尋ね

したいと思います。 

○委員長（吉田和子君） はい、野宮主査。 

○企画Ｇ主査（野宮淳史君） こちらの今、委員が言われましたようにですね、２９条の第２

項の第３項では、「職員の政策能力の向上を図るため、職員研修を充実します。」というのは、

こっちはあくまでも政策能力の向上を図るための職員研修を行うと。 

 第４項の「職員の自己研さんを図るため、多様な学習活動を支援します」っていうのは、職

員が自主的にですね、この政策能力のためにですね、自分の学習を行うときは町が、何と言い

ますか、例えば経費的なものを支援するとか、あと休暇の関係だとか、そういうことでですね、

学習活動を支援すると、ここちょっと明確に分けさせていただいたという部分がございます。 

○委員長（吉田和子君） はい、３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 何とか分かるのですけれども、町民が見たときにね、どのように受け

止めるかっていうことなのですよ。その辺を踏まえて、再度こう、ちょっと表現等検討してい

ただいた方がいいかなと。意見として述べさせていただきます。 

○委員長（吉田和子君） はい、野宮主査。 

○企画Ｇ主査（野宮淳史君） 策定委員会の中でですね、例えば文言の整理でこれを例えば２

号と３号ですね、一緒に統一するとか、そういう部分が出てくるときはですね、その辺で考え

ていきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） ないので次へ進みます。 

 現在策定委員会において、それぞれの条項案について、１条ごとに評価を加えている。先ほ

ど斎藤委員の報告がありましたけれども、全体案として集約し、送付した各条項案については、

今後策定委員会において、最終条例案に向けて固執修正あるものと思われます。 

 従いまして、本特別委員会においては、原案での検討は出戻りとなることから、行わないこ

とといたしたいと思いますが、何かお気づきの点、ご意見がございましたら、私から斎藤委員

の方にまた今後、こういうことがちょっと違うとかということがあれば、私たちがそれを代弁

するっていう形でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、経営企画課より、策定委員会の進捗状況を踏まえて、今後のスケジュールについて説

明を願います。 

 はい、岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君） はい。今後のスケジュールでございますが、昨年７月からで

すね、この自治基本条例の策定に向けて、昨年の段階では本年の６月の議会にご提案申し上げ
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たいと。こういうことでスケジュールを進めてきたところでございますが、先ほど斎藤委員の

方からもですね、策定委員会の状況が、ご説明いただいたところでございますが、各項目ごと

に慎重に審議していっているという状況と、今後ですね、策定委員会でまとめた部分を、パブ

リックコメントという、町民から意見をいただくと。こういう期間を、最低でも２週間以上確

保したいと。このように考えておりますので、６月議会の予定がずれ込むということで、私ど

もで、事務局として、策定委員会の場でですね、ご提案を申し上げた次第でございます。 

 従いまして、今日の特別委員会の場をお借りしまして、６月議会のご提案は困難であるとい

うことのご説明をさせていただいて、条項案がまとまり次第、できるだけ早い時期の議会で提

案させていただきたいと。このように考えてございますので、今後ともよろしくお願いいたし

ます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） ただ今、スケジュールについての説明がありましたけれども、聞き

たいことがありましたら、どうぞ。 

 また今後意見がありましたら、２人の方に言っていただければと思います。 

 スケジュール等については、ありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） では、スケジュールについての説明がありましたけれども、予定し

ていた６月議会への条例提案がずれ込む可能性が出てきていることから、今後の特別委員会の

開催については、策定委員会の進捗状況を把握しながら、開催していきたいと思っております

ので、ご了解願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

◎散会の宣告 

○委員長（吉田和子君） 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。大

変ご苦労様でした。ありがとうございました。 

（午前１１時１０分） 


