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     ○開会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  おはようございます。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。 

                                          

○委員長（吉田和子君）  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

ありませんか。 

［「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。本日の資料は前もって皆さんの方に配布されております。今日、

持参してくださいましたでしょうか。大丈夫ですね。では、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。本日の特別委員の調査でございますが、白

老町長の付属機関として 4 月に設置いたしました白老町自治基本条例策定委員会において、町民の

関係と行政の関係、議会の関係からの提案を受けまして条例の全体を検討してきました。この度、

条例案としてまとまりましたので、議会から２人の委員を推薦しておりますので、議会関係の条文

を中心にご説明を受けることになっております。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策定委員

会において、審議、検討された白老町自治基本条例案が提出されております。議会からは斎藤委員

と私が推薦を受け、委員会で審議、検討をして参りました。議会から提出した条文案については、

委員会の中で若干変更になっておりますので、ここで斎藤委員から報告をしたいと思います。 

斎藤委員、よろしくお願いいたします。 

○委員（斉藤征信君）  皆さん、おはようございます。自治基本条例策定委員に命じられました

斎藤でございます。今年の４月、吉田特別委員長と私が策定委員として委嘱を受けましてから、も

うはや５ヶ月経過いたしました。この間、策定委員会は精力的に論議を重ねてきたところでありま

すが、今日ここに提示できましたように素案が整理できましたので、ご検討いただきたいというふ

うに思うわけであります。 

 ここに至るまでの策定委員会の経過について、ご報告申し上げるわけですが。策定委員会は町民

部会から３名、そして、議会部会から２名、行政部会１名、それに三國谷助役、それから、白崎総

務課長、そして、渡辺こども課長、そして、経営企画課から事務局として１名、計 10 名。それに加

えて経営企画Ｇと法制担当者の数名が事務局として構成されたわけであります。委員長に三國谷助

役。副委員長に町民部会の粂田委員を選出して、これまでに８回にわたって委員会を開催して参り

ました。 

各委員会から集約された条文は全部で５章46 条になるものでしたが、審議の結果、今日、提示し

ているものは７章36 条にまとめられています。ちなみに、議会として当初持ち込んだのは12 条か

らなる条文でしたけれども、共通部分をその他の条文と重ねて７条にまとめられたということでご
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理解いただきたいと思います。 

 ここに至るまでの経過ですが、この大きな紙にも書かれていますように、一番最初のところに「こ

れは町民・議会・行政がそれぞれに検討会議を持ち、そこで検討した案をその代表者が自ら委員と

なって策定委員会で検討を行った結晶です」と、こう書かれているわけですけども、まさに結晶と。

この文字どおり、８回の審議は大変なものだったということをご報告したいと思うのです。条文と

いう特殊性もありますけども、言葉の持つイメージ、てにをはの助詞の一つ、言葉やニュアンスの

重複ひとつ一つに気を配って、住人の思いをほぼ一つにまとめる作業がこれほど大変なものだった

ということは本当に実感したところであります。この影で、最終的にまとめるのにかけた事務局の

努力と苦労というものは大変なものだったということも併せてお伝えしておきたいというふうに思

います。 

 基本条例の構成は、今、持ちましたＡ３判の表のとおりであります。中央の図のとおり、第１章

から第３章までは、総則と共通理念の１１条からなっております。そして、４章、５章、６章まで

は町民部会、それから議会部会、それから行政部会のそれぞれの条文として整理をいたしました。

町民分は３条、議会分は７条、行政分１３条。ここの部分は２３条になっています。そして、最後

に第７章は最高規範の宣言と見直しに関して２条加えまして、合わせて７章３６条という形になっ

ております。 

 次に論議の内容について触れておきたいと思います。論議のポイントとしましては、まず、一つ。

各部会から出された条例案の重複部分をまとめ、いくつかの条文をまとめる形で修正を行いました。

２つ目、号立てで具体的に表現した部分はできるだけ簡潔にするという意味で、具体的すぎる規定

については極力無くしました。それが２つ目。３つ目、専門用語、行政用語をわかりやすくして、

カタカナも必要最小限にとどめ、誰にでも分かりやすい文章表現にしたことであります。４つ目、

また、白老らしさについても幾度となく論議されましたけれども、特に前文で精一杯の表現となっ

たようであります。新旧の前文を読み比べてみると、よくお分かりいただけるかと思います。あと

でこの前文は読んでいただきたいと思うのですが、こんなふうにまとめているわけですが、白老ら

しさをどのように盛り込むかを中心に論議を行い、当初の提案から特に自然・風土などについて付

け加えました。また、特産品、地方分権などの規律もあって良いとの議論もありましたけれども、

本来が自治のあるべき姿を謳ったものであること、白老らしさは自然・風土を加味していることや

普遍的な記述が望ましいなどの意見から記述には至らなかったと、こういうふうにまとめておりま

す。 

 次に議会の章について述べたいと思います。新旧が書いてある、この条文についてご覧なってい

ただきたいと思います。当初、小委員会で検討したのは12 条でございました。その 12 条のうち、

議会の役割というのと議会の責務というのがございました。別々だったのですが、これは一つに統

合した方がいいのではないかということで、そこで一つ減りました。それから、２つ目には議会の

運営と会議と。これは別々だったのですが、これも一つにしていいのではないかということで、運

営と会議ということで統合いたしました。これで２つ減りました。その他、情報公開の条文。それ

から、町民参加の条文。それから、制度と体系の整備の部分。これらについては他の条文と、他の
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部会のものと一緒でございますので、情報公開の文はよその条文と統合いたします。一つ減りまし

た。それから、町民参加の部分も共通部分として統合しました。それから、制度と体系、整備の問

題も統合しました。ということで５つの部分、５条についてはよそへ回しましたので、12 から５を

引いて７条になったと、こういうことになります。 

 その７条の内容ですが、これに沿ってちょっとお話をしたいと思います。これの 5 ページでしょ

うか。議会の部分は5 ページになっております。第 5 章議会、第 1 節議会の基本事項というところ

がございます。この15 条というのは、先ほど話しましたように、議会の役割と責務について合わせ

て一つの文にしたところでありますけれども、結局は古い方の14 条と 17 条をそれぞれまとめたも

のであります。15 条の１項目は、町民の代表であるということ。それから、それらが合議制によっ

て町民の意思を決定する役割を有しますというところを残している。結局、14 条文の議会の役割に

ついて、ここは残したところであります。 

 それから、２項目めの部分につきましては、情報共有と町民参加を図るとともにと。これは基本

事項の部分の言葉を残しながら一番大事にしたのは、この不断の議会改革の推進に努めるとこうい

うところ。17 条文の一番大事な部分を残したところであります。 

 それから、次の16 条。議会の権限のところですが、これは元々古い方の 15 条の部分をそのまま

生かし、古い方では１項目を出して３つの号立てをしてあります、（１）・（２）・（３）。それをその

まま号立てから、項立てに直しました。そして、簡潔に１・２・３という形でまとめたものであり

ます。内容は変わっておりません。 

 次の 17 条の議会の責務。この１７条の責務もそのまま、右手に書いてあるように古い方の18 条

の部分、号立てだったやつを項立てに直しまして、ストレートに１・２・３という形にしてあるわ

けであります。 

 次、議会の組織。第18 条でありますが、この18 条は議員の定数の部分をそのまま生かし、２条

の議会事務局を設置しますとわざわざ断らなくてもいいということで、そこまでやらなくてもいい

のではないか、皆さんが分かっていることということでこの部分を外して１項だけになりました。 

 それから、今度は第２節、議会の運営でございます。議会の会議につきまして、右手に書いてあ

りますように16 条と 20 条、ここの部分を一つにまとめたものであります。この会議の部分で最も

大事にしなければならないということで、１項目め、必要な会議を設置します。２項目め、自由な

討議を基本とします。ここの部分も前に検討されたように残しました。そして３項目、会議に出席

させた説明員に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、これは前にもいろいろと

論議しました反問権に関わるような内容にそのまま生かしてあります。それから、４項目め、原則

公開ということで、会議の部分をこのようにまとめたところであります。20 条の部分につきまして

も、会議は公開にするという形で、原則公開という形でまとめたということで短くまとめて当然の

部分は削除いたしました。 

 次、20 条。議会活動の充実ということについては、これも１項で、あとは１・２・３の号立てに

なっていたところをスッキリと、20 条は１・２・３の項立てに直したということであります。21

条も同じであります。右手に書いてある、前は１項であとは３つの号になっておりましたけれども、
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左手にありますように、最終的には項立てにして１・２・３でまとめております。研修を充実させ

ていくということ。それから、情報・資料を整備するということ。そして、政策研究会等を設置す

ると。これらも前に論議してありますので内容はお分かりだろうと思いますが、必要な部分を残し

ながらスッキリさせたということになっております。以上、21 条までの議会から提出した分、議会

分については７条として整理したということでございます。 

 あと、後ほど説明があると思いますが、条例の内容が十分に理解できるように逐条解説の文章な

んかも出ておりますので、これらは事務局の方で、後で説明が加えられると思います。この後、日

程につきましては、策定委員会の事務局の方で説明があると思いますので、ここの部分では省略い

たします。私の方から、経過につきまして以上報告を申し上げます。終わります。 

○委員長（吉田和子君）  斎藤委員より説明をいただきました。経営企画課より補足説明するこ

とがありましたらお願いしたいと思います。ありませんか。 

 それでは、ここで質疑を受けていきたいと思います。質疑のございます方、どうぞ。 

４番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  ちょっと確認なのですが、今の説明の中の議会に関わる部分の最初の第

５条情報公開というところと、参加機会の保障の第10 条で、今までは議会は議会の情報共有という

ことと、参加機会の保障という部分で議会立てにしているのですが、それを町民と１本にした条例

にしたという。ここでですね、第５条の第１項ですか、「町は」というというところありますよね。

確認なのですが、「町は」の中に議会とか町民とかそういうことが入るのでしょうかというのをちょ

っと確認したいのです。 

○委員長（吉田和子君）  斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  第２条の（１）・（２）・（３）の（３）番。町の説明がされております。 

町というのは、町の執行機関及び議会を含めて言いますということで、議会が中に入っていると

いうことに理解しています。 

○委員長（吉田和子君）  今回の部分はかなり共有の部分で一括していますので、補足説明を企

画の方からしていただきたいと思います。「町と」ということと一括して共有したということで、統

一した部分の説明をお願いできれば。それでは、今、企画の方から提案なのですが、逐条解説の方

もちょっとやっていただいてからの方が皆さん分かっていただけるのかもしれないということです

ので、先に逐条解説の方をしていただいて、その上で質疑を受けて。今日の流れは議会の部分を中

心にやりますけれども、もし時間が取れましたら、町民部会と全体の方もちょっと通してやってい

ただくように考えておりますので、まずは議会の方を中心にやって行きたいと思います。 

それでは、よろしくお願いいたします。岩城経営企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  私の方からですね、まず、全体構成についてご説明させていた

だいて、それで詳細については担当の方からまた一通り説明させていただきたいと思います。 

ちょうど今、議会の方を特に中心にということで、前回までこの特別委員会でご意見いただいた

部分が何点かございます。まず、それをどう整理したかということを最初に説明させていただきた

いと思います。 
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まず、前文のところですが、重複文が多く、何を目的とするか分かりづらいと、こういうご意見

をいただきました。その部分については条例の意図とすることや意味合い、そういうものを分かる

ようにしましてシンプルにまとめさせていただいたと。先ほど、斎藤委員からも詳細にわたってお

話ありましたように、普遍的な言葉ですとか、それから、自然・風土そういったものをやっぱり特

徴ある部分だということを前文の方で強調させていただいたというところです。 

 それから、全体を通してですが、重複文が多く、条項全体をシンプルにできないかと、こういう

ご意見もいただきました。前回まで46 条であったものを 36 条立てにして、さらに、号と言います、

１号・２号という括弧書きが入っている号立てを極力排除したと。その結果、先ほど言いました第

２条の定義以外は全て号立てを無くしたというふうに整理させていただきました。 

 それから、行政関係の部分ですが、表現に重複感や職員研修、ごく当たり前のようにとられるも

のも記述にあったので、その辺は記述しない方がよいのではないかというご意見いただきました。

これについても意図とすることを簡潔にまとめたものといたしました。 

 最後に条例の見直し規定。５年を超えない中で見直すということになっていますが、膨大なエネ

ルギーが今後も伴うのではないかと、こういうご意見をいただいた中ですが、５年を越えない期間

の中で、まず事務方が条例の内容を点検し、見直しが適当であると判断した時は必要な措置を取る

ということを策定委員会で再度確認した次第でございます。前回、この特別委員会で出された主な

ご意見をどう整理したかというのを今、説明させていただきました。 

 それと、先ほど斎藤委員からお話ありました今後の予定についてということも若干触れさせてい

ただきますが。９月１日から20 日までの21 日間、町民から意見、いわゆるパブリックコメントを

いただくという予定をしてございます。方法につきましては、広報誌によりまして、９月の広報で

ございますが、この素案ができたということの周知をいたしまして、町内班回覧をもって、今日、

皆様に配布させていただいております概要版と逐条解説、これを班回覧する形になってございます。

その他、インターネット上での公開ですとか、公共施設等におきまして、これを配置して閲覧でき

るようにしております。さらには学校を通して、子どもたちからも意見をいただくとこういう予定

になってございます。それが今後の予定でございまして、その辺、意見を集約したのち、策定委員

会で 10 月・11 月、再度、内容を最終案ということで、内容を検討いたしまして最終的には12 月議

会に上程ということで現在、予定している次第でございます。 

 それでは、先ほど、どうまとめていったかという点もございますので、この後、逐条解説、それ

から新旧対照表をもちまして担当の冨川主任の方から説明させていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  冨川主任。 

○経営企画課企画Ｇ主任（冨川英孝君）  おはようございます。経営企画課企画Ｇの冨川です。 

それでは、今、岩城の方からお話ありましたとおり、逐条解説を中心にご説明させていただきた

いなと考えております。それでですね、最初に補足と言いますか、まず、先ほど斎藤委員の方から

議会部分としてまとめられた部分７条分についてはご説明いただいたかと思うのですけども、情報

公開あるいは町民参加、それから議会の制度及び運営の体系整備というところがどのようにまとめ

られたかというのを冒頭でご説明させていただきたいと思います。この点につきましては、新旧対
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照表の方を用いさせていただきたいなと考えております。 

 まず、情報公開の関係ですので新旧対照表の２ページということになろうかと思います。こちら

の情報公開につきましては、今、出来上がりました素案では第５条ということで１項・２項・３項

というような非常に簡潔な表現に留まっているというのが皆さんも感じられる部分かなと考えてい

るところなのですけども。これにつきましては、情報共有という町民側から出された部分、それか

ら、議会の情報公開ということで議会から出された部分、それと、情報共有ということで行政の部

分から出されたものをまとめて規定させていただいたというような形になっております。新の方の

第５条で町はというようなことでくくらせていただいておりますので、まずもって、こういうこと

で議会と。先ほどちょっとご質問ありましたけれども、町はというのは執行機関と議会であるとい

うようなことで、町はというような表現が新しい条例案の方には多く出てくるという形になってい

ますけども、そういう中で開かれた町政運営を推進するためにそれぞれ持っているような情報を分

かりやすく提供、あるいは公開できるように努めていきますよというようなことでまとめてきたと

いうような形になっております。その中では特に具体的すぎる表現と言いますか、分かりやすくシ

ンプルにというような共通の思いが策定委員会の方でも、議会の特別委員会でも以前言われていた

かなと記憶しているのですけども、そういった部分で例えば旧の議会の情報公開の第２項にござい

ますように、公開する方法として議会だよりだとかそういうような部分まで記述するのはやめまし

ょうというような共通理解の下で情報公開・情報共有につきましては、このような形でまとめさせ

ていただいたというような形になっております。 

 それから、続いて３ページということになりますけれども、新の方では第１０条ということで参

加機会の保障というような形で２項立ての内容になっております。こちらにつきましては議会の町

民参加という部分ですとか、参加機会の保障という行政の部分、受け入れる側として参加機会とい

うものを確実に設けましょうというような主旨で、それぞれ議会あるいは行政の方から出されてい

たものをこれだけの内容にまとめさせていただいたというような形になっております。ご覧になっ

てお分かりになるように、旧の方では非常に長い文章あるいは内容を書き込んでおりました。それ

を２項にしたことがいいか、悪いかは別にしましても策定委員会の中ではこういったシンプルな表

現で行きましょうというような統一理解の中で全体的に文章を整理させていただいたということが

ございますので、特に行政では総合計画及び政策別基本計画そういったもの、あるいは町政運営の

基本方針や政策の基本方針を定める条例の制定及び改廃というような中で町民参加を積極的に行い

ましょうというような具体的なことまでは書いているのですけども、今回出来上がった素案の中で

はあくまでも、そういうニュアンスを拾いながらも広く町民が参加する機会を保障して、町民参加

を積極的に行っていこうというような主旨の中でまとめて参ったというようなことになっておりま

す。 

 それから、飛びましてですね、９ページということになります。今回ご提案させていただきまし

た素案につきましては第35 条ということで、まちづくりの最高規範というようなことの、ここで言

いますところの第３項というのが議会から提案いただいたところに合致してくるのかなと考えてお

ります。議会の方ではこの条例の規定に基づいて、議会に関する制度及び具体的な運営方法等、総
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合的かつ体系的に整備しますというようなことでご提案いただいていた部分かなと考えております

けれども、これにつきましては行政側と合わせまして、この条例を根拠に今後、様々な部分で条例

ですとか、規則あるいは計画というものを体系化して行こうというようなことでここの表現にまと

めさせていただいたというような形になっております。 

 ちょっと簡単ではありますけれども、続きまして全体の逐条解説版の10 ページをお開きになって

いただきまして、全体の方のご説明をさせていただきたいなと考えております。10 ページから逐条

解説ということでそれぞれの条例素案に対する説明ですとか、解説を付けながら条例の説明をして

いるという形になっております。こういったものにつきましてはですね、いろいろとこれまで議会

の特別委員会とかでもございましたけれども、シンプルで分かりやすいものにするためにはある程

度こういった説明の資料、あるいは逐条解説なるものを作る必要があるということはこれまでの議

会・特別委員会を含めましてご提言いただいていた部分かなと考えておりますので、一応こういう

形で作成いたしましたということも合わせまして説明に入らせていただきたいと考えております。 

 まず、前文なのですが、これは冒頭、斎藤議員の方からもお話ありましたとおり、当初、策定事

務局というところから提案いただいた内容ではですね、あくまでも自治の制度という部分に主眼を

おいて作成されたということがありまして、白老らしさというところが多少、少ないのではないか

と。今後、条文を見ていくにあたってはですね、条文でなかなか白老らしさというのが出るという

のは難しいのではないかということで、前文で何とか白老らしさということを盛り込めないかとい

うことで検討して出来上がったものがこの前文でございます。この中で白老らしさを考える時に、

町の自然風土ですとか、気候ですとかそういったもの、あるいは文化という部分を入れられないか

というようなことで１文節目と２文節というようなところがほぼそれらに配慮にして作り上げてき

た内容になっています。１文節目は特にですね、豊かな太平洋とか、うみというふうに振っていま

すけども、そういうものとか多くの清流ということで白老を流れる川々というような部分ですとか、

80％以上を占める森林というような部分を含めましてですね、海と川があって山にも恵まれた町で

あると。ポロトという固有の名称を出すことによってですね、より地域という白老というのはどこ

にあるのだと、どういう町なのだというのが伝わるのではないかということで、ここではあえて固

有の名称を出させていただいております。そういった中で前文としてはですね、そういう先人の歴

史を今後に繋いで行くというようなことがあって、これで白老町自治基本条例によって、まちづく

りの自治の制度を仕組みとして確立していって、さらなる自治の推進を図り、しあわせを感じるま

ちと。これは総合計画の方でも理念として掲げているものですけども、しあわせを感じるまちを実

現するため、白老町自治基本条例を制定しますというような形で作り上げてきたということになっ

ております。 

 それでは具体の、それぞれの条例の説明をさせていただきたいと思います。11 ページに移ります

けれども第１条ということで目的ということがございます。ここでは何のためにこの条例を作るの

かということを記しているという形になっております。ここではやはり白老町の自治の理念・原則

という部分を明確にして、今後、自主・自立のまちづくりを進めて行くと。自治の実現を図ってい

くのだということを謳っているということになっております。 
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 それから、第２条ということで定義ということになっておりますけれども、これは当初、６号と

いうような形になっていたのですが、この１・２・３・４という、町民・執行機関・町・町民活動

団体という４つに絞らせていただきました。元々あったものとしては町政ですとか、まちづくりの

主体というような部分があったのですけども、特に町政という言葉なんかについてはあえて提示す

ることによって、余計ちょっと分かりにくくなるかなという策定委員会の中でもご意見いただきま

したので、そういった意味でこの４つに限定しております。先ほど来、話がありましたけども、第

３号で町というのが議会と行政側を一緒になって表現する時の言葉として町というのを用いている

という形になっております。 

 それから、第３条の基本理念ということになりますけれども、こちらもこの条例をとおして理念

という部分を規定しているという形になっております。先ほどもちょっと触れましたけれども、し

あわせを感じるまちの実現を目指しますと第１項で謳っておりますが、これは第４次の総合計画の

最終的な町の将来像として出している言葉ですので、それをこの条例の中でも位置づけているとい

うことになっております。 

 それから、第２項では次代を担う子どもたちを育みというような部分もございますけども、平和

を願い、環境を守ったりということで将来にわたってまちづくりに取り組んでいこうというような

ことを記しているということになっております。 

 次のページに参りまして、12 ページですね。第４条ということで、こちらは情報共有ということ

で原則的な部分ですね。町民も議会も行政も情報を共有しながら、まちづくりを推進していきまし

ょうということがここでは設けているということになっております。 

 第５条で情報公開ということで、これは先ほどの議会の情報公開というものはここに含まれてい

ますよということでご説明させていただきましたけれども、開かれた町政運営を推進するためには

町が保有する情報というのを分かりやすく提供して公開するよと。こういったことを進めることに

よって町民参加がしやすくなるというようなことで考えて規定しているというところになっており

ます。 

 それで第２節ということで、情報共有の基本事項で第６条説明責任ということですが、こちらも

町はという言葉を使っております。議会あるいは行政それぞれに町民に対して積極的に分かりやす

く説明すると。また、説明を求められたらきちんと応答しましょうというようなことが規定されて

いるというところになっております。 

 続きまして 13 ページに参りますが、第７条ということで町民の意見等への取扱いということで、

こちらにつきましては、こちらも議会と行政ということで町ということで表現させていただいてお

りますけれども、町民から寄せられる様々な意見あるいは要望などに対しましてですね、迅速ある

いは誠実に対応しましょうということを書いております。それから、どういう対応があったのかと

いうことは適切に管理・記録しましょうということを、内部でも記録を共有しながら適切に管理し

ましょうというようなことをこちらでは述べているということになっております。 

 続きまして第８条で選挙ということがございます。これは、出所は町民部会、検討部会の方から

選挙に対して、投票するにあたっては立候補している人がどういうことを考えているのかというよ
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うな情報がほしいというようなご意見ございまして、表現としては町長及び町議会の議員の候補者

は町政に対する自らの考え方を選挙で示してくださいというような内容でなっております。 

 続きまして 14 ページに参ります。第３章の町民参加ということで、まず、第９条町政参加の推進

ということで、ここでは町はということで、これも議会・行政ということになりますけれども、ま

ちづくりに町民の意思が反映されるように、町民が参加できるように、そういったことを推進して

いきましょうというようなことをまず規定しております。 

 そして、第 10 条でそういうような原則に基づいて、それぞれ町と議会という部分ですけども、参

加機会をそれぞれにちゃんと設けて積極的に町民の声を聞いて、意思反映に努めるというようなこ

とで規定しているというようなところでございます。 

 参加機会の保障につきましては、先ほども議会あるいは行政の部分でありましたけども、解説の

方にも書いてありますけども、いろいろな具体の内容というのが想定はされていると。ここは逐条

解説に任せまして、実際には、条文としてはこういった２項立ての内容になっています。 

 先ほど、今後の予定ということでパブリックコメントということもありましたけれども、今後こ

ういった条例あるいは計画を作っていく時には、やはり広く町民に対して意見を求める機会という

ことでパブリックコメントというそういった方法もしていきましょうと。条文中には出てきません

が、こういう逐条解説によって、その機会を積極的に行うというような形で規定しているというこ

とになっております。 

 第 10 条が機会の保障という行政あるいは議会の側の視点で描かれているものというふうに考え

られるのですけども、第１１条ではそういった町政活動への参加ということになっていますが、そ

ういった機会があれば町民もまちづくりの主体として自らが積極的に参加してまちづくりを行いま

しょうということで、参加することが出来ますというような表現にはなっていますけども、そうい

ったことを促すような内容になっていると考えているところであります。 

 それから、第４章で町民というような項目を設けております。こちらは第12 条で町民の役割と基

本姿勢ということで、町民がまちづくりに参加あるいは取り組む場合においての果たすべき役割、

あるいは責任というような部分を含めて基本姿勢というような表現にしておりますけれども、どう

いうふうにやっていくのかということを規定しています。自ら考え、行動してという自主的な部分

と、それから、参加するにあたっては、その発言や行動に責任を持ったり、あるいは協力し合うと

いうようなことをここでは規定しているということになっております。 

 続きまして 16 ページに参りますけれども、町民の権利ということで第13 条になります。こちら

も元々は号立てで記していた部分なのですが、なるべく号立て、括弧書きというのをちょっと排除

しようということで文章として１項にまとめた部分でございます。内容につきましては、町の保有

する情報を知る権利という部分と、自主的な活動に取り組んで、あるいは町政に参加する権利とい

う、大きくはこの２つの権利を有して、すぐに取り組んでいただきましょうということで規定して

いるというところになっております。 

 それから第２節ということで町民活動というような形で第14 条ですね。町民活動ということにな

っております。前条までに規定した自主的な活動とともにですね、団体ですとか、そういった広く
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体力をつけるというようなことがここでは出来ますよというようなことで記しているところでござ

います。 

 そこで第３項なのですが、これは行政あるいは議会の皆さんというような部分になると思います

けども、そういった活動に対して様々な機会で、学習機会の提供などによりというようなことがあ

りますけれども、町民のそういった活動を支援しましょうということがここでは謳われております。

具体的には条文中にもありますように、学習機会の提供あるいは学習機会等への職員派遣、あるい

は情報の提供などというようなことで解説の中に記させていただいているというようなことになっ

ております。 

 17 ページの第５章、議会の部分につきましては先ほど斎藤議員の方からお話ございましたので割

愛させていただきたいなと考えております。 

 ですから、21 ページまでお進みいただきたいなと思います。21 ページは第６章行政ということで、

行政に関する事項を規定している内容になっております。まず、第 22 条は行政の役割と責務という

ことで、行政がどういったことをしていくのかと、あるいはどういった責務を有しているのかとい

うことになっておりますけども、第３項などにございますように、町民の信託に基づく町政という

ものを効果的で効率的に執行する責務を有すると。あるいは４項で情報の共有あるいは町民参加と

いうような部分を大事にしていきましょうというようなことが書かれているという形になっており

ます。 

 続きまして 22 ページということになっておりますが、まずは第23 条で町長の責務というところ

がございます。町長は皆さんと同様に直接選挙で選ばれているというような立場がございます。町

の代表者として、この条例の目的を達成するために町政を公正かつ誠実に行っていくと。表現とし

ては、まちづくりの地域経営を進めて行くということを定めていると。これは町の代表者というよ

うな部分の責務。それから、同様に町民の負託を受けて、職員の研修体制だとかそういったものを

充実して、まず、職員をちゃんと適正に管理・指揮監督するというようなこと。あるいは効果的な

まちづくりを行うための組織体制の整備というような部分ですね。行政の代表者としての責務とい

う、この２つの面から規定しているということになっております。 

 続きまして第24 条ですけども、職員の責務ということになっております。職員は町民との信頼関

係を深めて、公正で適正に職務を遂行する責務を有していると。あるいは職務能力の向上に努める

責務を有しますということになっております。そこで１点、ご訂正させていただきたいなと思うの

ですが、新旧対照表の方になるのですけども。新旧対照表の７ページで第24 条職員の責務というこ

とがございますが、新旧対照表の方では第２項になりますけども、施策の立案及び町民ニーズに対

応できるというような表現になってございます。こちら、策定委員会の方でもですね、斎藤委員の

方からも前段でございましたけども、なるべくカタカナというものを排除しましょうというような

ことがございまして、ニーズということに代わる言葉としてですね、こちら町民が求め望むことに

ようなことで表現をし直させていただいたという部分でございまして、新旧対照表の方はそのまま

町民ニーズという言葉が残ってございましたので１点ご訂正いただきたいなと考えております。逐

条解説にございます町民が求め望むことに的確に対応できる職務能力の向上に努めるというのが、
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現在の素案としてなっている部分でございますのでご了承いただきたいなと考えております。 

 続きまして第25 条ということで組織体制ということになっております。先ほども23 条で町長の

責務というところにもございましたけれども、組織体制を整備していくというのが町長の責務であ

りますけれども、それを受けまして、どういう組織体制にするのかというようなことを規定してい

るところでございます。具体的には行政の意思決定体制を整備し、政策方針を明確にしますですと

か、町民に分かりやすく機能的で専門性の高い組織を確立しますなどといったことが、この解説の

中に個別具体的に記述させていただいているというようなところでございます。 

 第２項につきましても、職員の人材育成ということが謳ってございますが、同様にこちらの方に

他の自治体職員との職員交流ですとか、いろいろな職種・職制の職員によって政策検討を行うだと

か、そういったことが規定されているということになっております。 

 続きまして、第２節行政運営という形で第26 条行政運営の基本原則というようなことでなってお

ります。まず、執行機関ということで、こちら行政側ですので執行機関という表現になっておりま

すけども、総合的かつ計画的に調整運営するために総合計画を定めまして、それに基づいてまちづ

くりを進めるという原則の部分を第26 条で規定しているという形になっております。 

 ページをめくっていただきまして24 ページでございますが、こちらにはその総合計画について記

述しているという形になっております。第 27 条として総合計画というものがございますが、総合計

画を策定すると。町が行う政策、施策及び事業というものはほとんどの場合、総合計画に根拠を置

くのですよということですね。それから、各分野、それぞれの分野における個別計画などを策定す

る場合も、あくまでも総合計画との整合性を図りながら策定して、進行管理も行っていきますとい

うことが書かれてございます。 

 続きまして、第 28 条財政運営ということになりますけれども、執行機関は中長期的な財政見通し

のもとに財政計画を立てて、健全な財政運営に努めていきましょうということが記述されておりま

す。財政運営につきましてもですね、当初、行政から出されている部分につきましては、25 ページ

になりますけども、第１号から第６号というような形で個別具体的なケースを想定しながら、こう

いった計画を立てて公表をするだとかというようなことが書かれておりましたけれども、ここはあ

くまでも原則的な部分ということで、財政運営というのは中長期的な財政見通しのもとに計画を立

てて、この 28 条で記している部分だけに今回の記述は留めさせていただいたという形になっており

ます。また、第１号ですとか、第２号に、25 ページの方になりますけども、わかりやすく公表しま

すということがございますが、これは説明責任ですとか、情報公開という部分がございますので、

そちらの方でその辺の部分は汲んでいただきたいなということで考えて、このような表現に留めた

という次第でございます。 

 続きまして、第 29 条行政改革・行政評価ということで、これはそれぞれ個別に持っていたところ

なのですけども、一まとめにした方がわかりいいだろうというようなことでですね、行政改革と行

政評価に関することについては１項、２項ということで、この第29 条の中にまとめさせていただい

たという形になっております。 

 続きまして、26 ページおめくりいただきたいと思います。第30 条といたしまして行政手続とい
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うことになっております。こちらにつきましては、行政運営上のルールである行政手続の根拠規定

として定めているということになっております。必要な部分につきましては、前条の29 条もそうな

のですけども、それぞれの条例、個別の条例で規定するということになっております。 

 それから、第 31 条の個人情報の保護ということで、このことにつきましては昨今、非常にいろい

ろなところで問題ございますので、個人情報の保護ということを１項目設けさせていただいている

という形になっております。これも行政手続等と同じようにですね、別に個人情報保護条例という

のがございますので、詳細についてはそちらに委ねるという形で規定をしているということになっ

ております。 

 続いて 27 ページに参りますが、第32 条ということで広域連携ということになっております。執

行機関は先進的な自治体あるいは国及び北海道というような部分と広く連携を進めてですね、まち

づくりを推進していくということにここで根拠として持とうということになっております。それか

ら、第２項の方はですね、それぞれ町外の人々、いろいろな活動を通じてそういった人的な財産と

言うか、そういうものを広くまちづくりに活用できるように、そういった取り組みについても推進

して行きましょうというようなことで規定しているということになっております。 

 続きまして、第 33 条安全なまちづくりということになっております。こちらについては、町はと

いうことですので議会及び行政という形になりますけども、そういった危機管理体制を整備して町

民生活を守って行きましょうということになっております。第２項につきましてはですね、これは

町民の部分ということになるのですけども、緊急時において町民も、そういった行政ですとかが体

制を整備するだけではなくて、自分たちで日頃から防災ですとかそういった部分、安心・安全なま

ちづくりに対する意識を高めて行きましょうというようなことがございます。こちらは、策定委員

会の中で町民代表の委員の中から言われた部分でございまして、第２項の後段の部分、地域におけ

る連携協力体制の整備に努めますというようなことを付け加えさせていただいているという形にな

っております。これは意識の高揚だけではちょっと町民も不足であると。町民の委員の方から直接

言われた部分でございますが、あくまでも、そういった行動を起こせるような方向に持っていけな

いだろうかというようなことでございまして、このような表現を付け加えさせていただいたという

ことになっております。 

 それから、第 34 条で住民投票ということになってございます。こちらはですね、それぞれ必要に

応じて個別の条例を設けて住民投票を行うことができるというような形の中で規定を行わせていた

だいたところでございます。 

 次、28 ページになりますが第７章ということで、こちらも最後、最高規範と見直しというような

ことで 35 条と 36 条という部分になります。35 条ではまちづくりの最高規範として、この自治基本

条例を白老町の自治制度の最高規範であるということをまず１項で謳っております。それから、２

項では総合計画というものを政策・執行に関する最高規範というような形で位置づけを行っている

というようなところでございます。それから、第３項では、先ほども触れましたけれども、これに

基づいてそれぞれ必要に応じて体系を整備したり、計画の体系化を図っていくというようなことを

謳っているという形になっております。 
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 それで、第 36 条ということで、条例の見直しというようなことで規定がございます。一応、期間

につきまして５年というような期間をおおむね設けさせていただいてですね、５年を超えない期間

ごとにこの条例の見直しを行うと言うか、まずは見直しをするかどうかという検討を行いましょう

ということがございます。見直しが必要だというような判断になった時にはですね、必要な措置を

取りますということになっておりますけども、解説の中でございますが、町民の参加による検討委

員会等を設置し進めるというようなことが現状では想定されるのかなということで考えているとこ

ろでございます。まず、この見直しにつきましてはですね、自治体の町の憲法であるというような

性格から、見直しを設けるのはどうなのだというようなご意見等もあるかと思いますが、この条例

自体がやはり今、この白老町の現状に則した条例であるというような主旨から考えますと、今後、

様々な社会情勢の変化ですとか、状況の変化に応じて適宜見直しを行って育てていくと。この条例

も姿を変えていくような条例というような形で考えておりますので、こういった見直しの規定も設

けているというような状況になってございます。 

 それから、本日、概要版ということで、先ほどちょっと斎藤議員の方からも事例として見開きの

中のページで検討を行った結晶ですというようなことでご紹介いただきましたが、岩城の方からも

お話ありましたけども、今後、パブリックコメントですとかをやっていただくにあたってですね、

この両方を一応班回覧、町内会の班回覧ということで回しているという形になっております。実際

に逐条解説という部分につきましては、なかなか全部ご覧いただくというのは一般の方には難しい

かなというようなこともございまして、こういった見開きで何となくイメージが涌く、涌くかどう

かというのはちょっとなかなか、皆さんのご判断になるかと思うのですが、そういったちょっとで

も目に触れていただけるように、こういったものをまず出してですね、それで、もっと詳しいもの

を見たいという時には逐条解説を見ていただいて、その中身を理解していただきたいなということ

でこういった２つの種類の資料を作りまして、班回覧ということと併せてパブリックコメントとい

うような形で行っていきたいなと考えております。以上、逐条解説等を含めまして、条例の説明と

させていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございました。皆さんのお手元に行きました資料について

は、だいたい全部について、今、説明をいただきました。これから休憩をとりまして、休憩後にま

ず議会を中心に質問を受けまして、その後もまた他の方に何かご意見がありましたら、それも受け

ていきたいと思いますので。再開を11 時 10 分としたいと思います。休憩に入りたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

休   憩      午前 １０時５７分 

                                           

再   開      午前 １１時１０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。質疑を受けていきたいと思い

ます。質疑のございます方、どうぞ。４番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  それでは、議会の方でですね、第 15 条なのですが。さっきもちょっと私

が、「町」というのは執行機関と議会だというふうに説明を受けたのですが。ここの１項でですね、
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最後の方なのですが、「町の意志を決定する役割を有します」と。全体を言いますと、「議会は選挙

で選ばれた町民の代表から構成する議事機関として、議決事項を慎重に審議し、合議制によって、

町の意思を決定する役割を有します」の、この「町の」という部分の解釈なのですが、ここも執行

側と議会というふうに解釈をするのかどうかということをちょっとお伺いしたいなと思うのですが、

まずは。 

○委員長（吉田和子君）  岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  ただ今のご質問でございますが、15 条の「町の意志」というこ

とでございますけども、ここはあくまでも、議会も行政もという意味で捉えてございます。これは

ですね、町の総意と言いましょうか、例えばちょっと例を挙げますと、議会に何か条例提案します

ということは、まず、行政側の意思でこういうことをしたいということを提案します。それを議会

で審議いただいて、合議制によって、その意思が決定されますと。つまり、行政側も議会もそこで

意思決定されたということを、「役割を有する」ということですから。町民から見れば、議会も行政

も一緒になった意思がここでしっかりされているのですねということが、ここで意図として載せて

ございますので、ここの「町」という意味合いは議会も行政もという意味合いで捉えていた理由で

ございます。 

○委員長（吉田和子君）  他に質問のございます方、どうぞ。 

まだ、皆さん質問をお考え中だと思いますので、一つ、策定委員会の方で結論を出すことができ

なくて、議会の方で、皆さんで話し合いをしてほしいと言うか、議論をしてほしいというところが

一箇所あるのです。というのは、第２０条の議会活動の充実なのですが、そこの２の「議会は、ま

ちづくりの理念に掲げる「しあわせを感じるまち」を実現するため、課題等を的確に把握し、議会

活動における質疑の充実に努めます」というふうにあるのですが、議会活動は質疑だけではないの

ではないだろうかという話も出まして、策定委員の中から、この中で捉えているのは一般質問とい

うふうに捉えている方もいらっしゃるのですね。一般質問が公開されている中で、やはり一般質問

のあり方に対するいろいろな考え方、それから、批判とかいろいろなことを含めて、そういう意味

で質疑を充実させるべきじゃないかというお話があったのですが。議会活動というのは質疑だけで

はないだろうという話もちょっと出まして、ここの言葉、「質疑」ということは他の言葉で何か適当

な言葉があれば、それは議会の方にお任せしたいというふうになったのですね。それで今、事務局

長にそのことをお話しましたら、「質疑」という言葉の意味をどう捉えるかによって違うということ

なのですよ。「質疑」ということの意味について、ちょっと事務局長の方から説明をしていただきた

いというふうに思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  よろしいですか。じゃあ、私の方からご説明します。多くの場合、

ちょっと混同しているような部分があるかと思うのですけど、質疑と質問とはまるっきり違うので

すよね。それじゃあ議長が質疑ございませんかと聞いた時には、質問とはちょっと違うのですよ。

ですから、会議規則の中でも書いてあるのですけど、質疑においては自己の意見を述べてはいけな

いということになっているのですよね。質問ではないですから。ですから、提案されている議題に

対してのわからないところを問うだけですから、そこに自己の意思を入れてはいけないということ
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になっています。というのは、自己の意見を入れると質疑の中で賛否を表明することになるので影

響が出る。賛否を表明するのは討論でしなきゃならないのですよね。それで、ここの言っている部

分の質疑という議会上の解釈をすれば、単に議案に対してのわからないところを正す質問にしかな

らないと。ですから、単純に見た時には間違いじゃないかなと。策定委員会で言っている部分であ

れば、質問という部分に変えなきゃならないのではないかなと思います。皆さん、今、通常に質疑

の時に意思述べていますけど、こうじゃないですかと。本当は会議規則上で言ったら駄目だという

ことになっているのですね。でも、長年それがずっと続いてきているから。議長もそういう形の中

で知っていると思いますけど。通常は、そういう自己の意思を述べる場合は討論でやらなきゃなら

ないということになっています。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  今、説明があったのですけども、ご理解いただけましたでしょうか。

ですから、条例の中に「質疑」というふうに謳うと、自分の考えは述べないで質問をすると。わか

らない点をこれはどうなのでしょうかと聞くぐらいで終わってしまうということになるということ

なのですね。ですから、議会中にも質疑となるとそういうことになるのだそうです。改めて私たち

も思ったのですけど。今まで質疑を受けますと言ったら、自分の考えを述べて聞いていましたよね、

補正予算の時でも何でも。でも、それはまた違うのだということを改めて。今の規約の中にありま

したので、そういうことが・・・。 

○委員（熊谷雅史君）  今、その問題をやったら混乱しないですか。言葉上はそういうことだっ

て、今、理解できたけども。だから、局長が言っているのはそういう「質疑」という文言をここに

載せるのは適当ではないということでしょ。 

○委員長（吉田和子君）  そうなのです。それで、皆さんに「質疑」という言葉ではなくて、こ

の条文にあった言葉を考えていただきたいということなのです。ただ、質疑のことをわかっていな

いと、ただ、質疑は駄目なのですよと言われても、なぜ駄目なのかというふうになると思いました

ので、ちょっと今、規約をとおしてお話をしていただきましたので。「監視機能」とか「審議の充実」

とかという言葉になるのか。前も質疑になっているのです。横の方に書いてありますよね。２１条

になっていますけども、２の方にありますよね。ちょっと言葉の前後違いますけれども、最後、「質

疑の充実に努めます」というふうになっています。事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  策定委員会と前の条文の主旨から見ると、ここは「質問」なので

すね。質問するということは、意味合いからいくと、現在の町政の執行上どうなっているかという

ことのチェックと、それから、将来どういう考え方を持っているかというのが質問なのですよね。

要するに一般質問でやる部分なのですよ。ですから、「質問」、もしくは「監視機能」と言うか、そ

ういう部分の意味合いになるんじゃないかなと。 

○委員長（吉田和子君）  暫時、休憩にいたします。 

休   憩      午前 １１時２０分 

                                           

再   開      午前 １１時２３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。２番熊谷委員。 
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○委員（熊谷雅史君）  私はこの項目につきましてはですね、広い意味もいろいろあるので、質

疑だけではないと思うのですよね。調査研究もあるし、いろいろな部分があるので。それを入れち

ゃうと条文が長くなりますので、「議会活動における質疑」の「おける質疑」を省いて、「議会活動

の充実に努めます」ですっきりするのではないかなと思いますけども。これでいいと思いますけど

も。 

○委員長（吉田和子君）  他にご意見ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  では、今の意見でよろしいでしょうか、決定して。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  それでは、２項目は「議会は、まちづくりの理念に掲げる「しあわせ

を感じるまち」を実現するため、課題等を的確に把握し、議会活動の充実に努めます」ということ

でよろしいでしょうか。じゃあ、企画の方、そういうことでよろしくお願いしたいと思います。他

に質疑ございますでしょうか。14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  第 19 条の３項の関係なのですけどね。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とこうなっていて、例えばニセコ町と書かれて

いるのですけども。反問権の解禁ということでの議論がどれぐらい策定委員会の中でされたか。そ

して、もうそろそろ説明員全体でなくて、例えば我々と同じように選挙で選ばれる町長のみね、説

明員の皆さん全員じゃなくて選挙で選ばれる町長のみには反問権があってもいいのではないかなと

思うのですけど。そこら辺はですね、例えば法律的に駄目なのかね。反問権というのが認められて

いないのか。それとも、一般的に、全国的に無いということなのか。ここら辺はどこら辺まで深め

られましたでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  岩城企画課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  議会の中で特にデリケートな部分もありますので私の方から説

明させていただきます。まず、法的なことが１点ございました。反問権という部分については、法

的には認められておりません。ですから、この部分が解禁されていない以上ですね、逆に執行側が

議会に対して質問するということのやりとりはできないというふうに定められております。ですか

ら、こういう反問権を持って、二元代表制の議会と執行側という部分ではですね、全国的にはどこ

も例がありません。それをですね、この自治基本条例の中で、それをもう少し柔らかくして、質問

できるように進めていると、こういう事例は全国的に数多く出て参りました。北海道で一番最初に、

全国で初めてですね、ニセコ町がまちづくり条例を制定されたわけですが、ニセコ町においても当

初は質問できるという項目はございませんでした。特に議会に関わる部分というのが数少ない状況

でしたので、昨年12 月でニセコ町も議会という部分が初めて条例に盛り込まれて、その中で質問、

それから、意見を述べることができると。これについては、あくまでも、議長及び委員長の了解を

得た上で質問できるというふうに位置づけされておりまして。この点につきましても、町民部会の

方では、ぜひ、そういう部分をという意見があったという。その根っこはですね、今年２月に開催

しました中間報告会で町民の皆様に説明した時に、町民の方が何度か傍聴に来られている中で、議
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会と行政がやっぱり討論、議論している中で、一方的質問の中で答えていると。そのことに対して

町長なりがね、逆に議員さんに質問できる場があってもいいのではないかというのが、このことを

入れようという話になったきっかけでもあったわけでございます。よその町がやっているからその

まま一緒にやりましょうということではなくて、町民部会でもその辺はずいぶん議論しまして、盛

り込むかどうかということが審議されて、部会の方では最終的に議会をもっと活発にして、そして、

町民にやっぱり透明性、そういう部分の視点も踏まえて入れましょうと。それから、策定委員会の

中でも、この部分も同様に説明、それから、議論ございました。その前段では、当然、特別委員会

の小委員会でも、このことに対して盛り込むかどうかの議論があって、それは以前説明してござい

ますが。策定委員会の中におきましても、この部分は慎重に議論を進めました。反問権ということ

までは進んではおりませんけども、ここに書いてございますように、議会活動の充実、活発化を図

るために、この取り組みを１項目入れましょうということで最終的に策定委員会でも承認の上です

ね、素案の中に盛り込ませていただいたという、こういう過程になってございます。以上でありま

す。 

○委員長（吉田和子君）  １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  わかりました。上位法がそうであればね、そこの法律を無視してやると

いうわけにはいかないということですから。ただ、議長・委員長の許可ということになりますとね、

対象者、町長なら町長が要求をし、かつ議長なり委員長が認めなければ、ここで書いている質問や

意見を述べることができないという解釈になりますよね。今のお話ですと。ですから、そこら辺が、

もちろん、こういう記述ですから皆さん見たら分かるのだけれども、そういうことが議会の中でよ

り活かされるような形をやっぱり取るべきだろうというふうに思うのです。ここまで謳ったのであ

れば。ですから、反問権という言葉の使い方の問題もちょっとありましてね。反問権というのはち

ょっと違ったニュアンスに受け止められることもありますのでね。ここで書いてあるように、質問

及び意見を述べさせることができますということは、全く議長・委員長の許可の範囲でしかない。

要求しても駄目だというふうに言うことも出来るわけですね。そこら辺はやっぱり、そういうよう

な解釈以上には進まないものですか。以上ということはもうちょっと、例えば、町長なら町長が質

問をしたいのだと言ったら、パッとすぐ出来るような形という。今の状況で言えば、なかなか実際

使うのが難しいのかなという気がすごくするものだから。栗山なんかも確かこういうものを取り入

れつつあるのだけど。もうちょっと積極的にこれを使えるというようなことにはならないものかね。 

○委員長（吉田和子君）  大渕委員のこういう言葉入れたらいいのではないかというのはありま

すか。 

○委員（大渕紀夫君）  それは無い。すみません。 

○委員長（吉田和子君）  岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  栗山町の事例も出てございますが、栗山町は議会基本条例とい

うことで個別に、別個、議会だけの条例というのを作り上げるということがございますけども。た

だ今、ご質疑あった部分ですが、本当にそういう形になるとですね、イコール反問権を執行するよ

うなものだと思います。ですから、ここの意図とした議会活動の充実・活発化、町民への透明性と
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いう狙いから行くと今はこの程度で押さえて、これがまた何年か、この条例は生き物ですから動い

ていく中でですね、そういう時代背景と共にもう一歩また前進ということが出てくるかもしれませ

ん。今回、こういう項目を盛ったことも白老らしさという一つの特色かなと思いますので、今後の

活動の中で議会側とも相談しながらもう一歩前進ということがあればですね、また見直しの中で十

分検討していきたいとこのように考えます。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいでしょうか。14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  それは十分理解できます。ただ、私が言っているのは、やっぱりニセコ、

栗山の後追いじゃなくて、本当に白老らしさというのはやっぱり、そこで先進を行けると。先進じ

ゃないな、何て言うの、それより一歩先を行けるというところが僕は白老の自治基本条例の大切な

部分だなと。それがいいとか、悪いとかではないのですよ、僕が言っているのは。それが必要であ

って、これから拡充される可能性があるのであれば、やっぱりニセコ、栗山より。委員長にどうや

ってやればいいのだと言われたら僕も困るのだけれど、もう一歩行きたいなという気がすごくして

いることだけは事実です。感想です。 

○委員長（吉田和子君）  岩城課長。 

○経営企画課長（岩城達己君）  ご意見として賜っておきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方、どうぞ。７番西田委員。 

○委員（西田祐子君）  今の同僚委員の質問と同じことなのですけれども。ちょっと確認と言う

か、教えていただきたいなと思ったのですけど。今の状況でいきましたら、具体的にどういうよう

な手続きで、どういう方法でされるのか、その辺がよくわからないので、その辺を具体的に教えて

いただければありがたないなと思いますけど。 

○委員長（吉田和子君）  事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  今の部分は議会の部分の条例ですから、こういう定め方をしたら、

今度、解釈上は議会でしなきゃならない。町側の執行機関に聞くのはちょっと違うのではないかな

という気がしますけど。例えば、さっき大渕委員が言われたようにね、町長、公職者に質問を認め

るのであれば、どういう手続きを踏むかというのは議会が決めなきゃならないことであって、町側

に質問を正すのはちょっと違うのかなという解釈をしたのですけど。今後、こういうふうに定めた

ら議会の中で議論していかなきゃならないことだと思います。 

○委員長（吉田和子君）  この条例が出来たら、ちょっと策定委員会でもお話があったのですが、

実行計画みたいのが必要になるのではないかとそういう話もちょっとあったのですね。ですから、

条例にいろいろな実行的なものを入れていくとすごい長くなっちゃうので、本当に明確に短く分か

りやすくして、そして、実行計画のような、どうやるのかというのは必要じゃないかと言われたこ

ともあったのですけれども、今、局長が言われたように、決まったことがいろいろな他の方にきち

んと活かして、それをどう実行するかというのは今後、議会が課題として持って行くということに

なるということなのですけども。斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  栗山の第５条をちょっと読み上げてみます。「議長から本会議及び常任委

員会・特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長または委員長の許可を
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得て反問することができる」とこういう文章なのですよね。ニュアンスが違うのか、同じなのか、

ちょっと判断つかないのですけども。反問という言葉を使っているのですよね。 

○委員長（吉田和子君）  ２番熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  今、吉田委員長が言ったように、局長からも説明ありましたけども、こ

の要するに自治条例が可決されてですね、我々の議会の方にこういう中身でふられるわけですよね。

さっき言ったように、実行計画と言っていますけども、僕はすべからくこれに集約されるものだな

と思っているのです。今、斎藤小委員長の方からも説明ありましたけれども、栗山の方の条文とい

うのはいろいろな解釈できると思うのですよ。だけど、基本的にうちが言っている中身と変わらな

いと思うのですね。その会議の中で、要するにつかさどっている議長並びに委員長が申し出を受け

て、それが正等かつ必要だと思った時に許可するわけですから。この条文から言うとですよ。だけ

ど、それにまたいろいろなことを、どこまでがじゃあ質問できるのよということについては、やっ

ぱりこれで議論していかないと、今ここでどうのこうのということにならないと思うのですよね。

僕はそう思うのですけれども。だから、僕はこの条文で構わないなというふうに思うのですけれど

も。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  反問権じゃなくて、今、言われたとおりでね。要するに、この条例が通

った段階で会議規則等々全てが見直されるということに。これが最高規範ですから。これに基づい

て会議規則や運営規定全てが見直されるというふうな解釈。その中で今、西田委員が言われたこと

も含めて理解をしていただければいいのではないでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  私もそういうふうに思っているのですが、そういうことでよろしいで

しょうか。そういうことで、これから実行的なものは出てくる。必要になれば、条文に入れていく

ような形にもなると思うのですが。２番熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  いろいろ大渕委員にもコメントいただきましたけど。当初、大渕委員が

言っている白老らしさの、その項目について、何かやっぱり変わった点が出来ないのかと、載せら

れないのかと。僕はさっきから言っているように載せる必要はないと、この条文でいいということ

で意見をしたいというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君）  18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  今、いろいろ議論を聞くと、反問権という問題は、自治法上は認められ

ていないということが厳然としていて、それが改正されるまではそれらの議論は出来ないのですか

ら、結局、その間の中でこの19 条の３項についてはこのまま今までどおりの方法でやるよりという

常識的な文章であるというふうに理解しておいた方が一番いいのではないかと。それ以上のことま

では進んでいかないような気がするのだけどどうですか。そういうことなのだろう。 

○委員長（吉田和子君）  今、岩城課長が言われました、意見としては伺っておきます。これか

らパブリックコメントもありますので、今、出た意見として伺っておいて、大渕委員もこれは個々

でこういうふうに謳われたら、こっちの方で実効的なものは謳っていくということですから、今、

言葉を変えなきゃいけないということはまた再度言っていませんので、条文的には法的なものもあ
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りますので、これでいいということで。そういうことでいいと思うのですが。他にどうでしょうか。

３番山本委員。 

○委員（山本浩平君）  一つ質問です。同じ議会運営のところの４番ですね。議会の会議につい

てですけども、「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とすることが

出来る」というふうになっておりますけれども。これは秘密会のことを指しているのかどうなのか

というのはあるのですけども、その理由というのを、どういうようなことで理由を公開するのかな

と。例えば、まだこの件については公にするところまでには至っていないので秘密会をいたします

みたいなことで理由を公表するのかどうなのか。かえって町民は知りたがると思うのですよね、経

緯や経過をですね。今現在のところをちょっと公開してもいいのではないかという話になってくる

と思うのですよ。ですから、私はこの部分については、「理由を公表して」というのを省いて、「認

められる場合は非公開とすることが出来ます」の方がスムーズに運営できるのではないのかなとい

うふうに単純に解釈するのですけども。この件について、お答え願えればと思います。言っている

意味わかりませんか。 

○委員長（吉田和子君）  公開できないことがあっても、その理由を書く必要はないのではない

かということですよね。 

○委員（山本浩平君）  そういうことです。例えば秘密会するのに、こうこう、こうだから非公

開ですよなんて、今までもずっと言ってきていたのでしょうか。そういったような意味合いで私、

今、質問しました。 

○委員長（吉田和子君）  局長の方からお答えします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  ここにこういう書き方をしなくても議会の公開、秘密会というの

はちゃんと自治法に規定されている条文なのです。委員会については委員会条例に規定されている

という部分なのですね。ただ、ここで言っているのはたぶん、私の感じた部分ですけど、非公開に

する場合、従前ですと採決３分の２以上の採決があれば非公開できるのですよ、議場でね。だ けど、

ここで言っているのは非公開にした時に、例えば、情報共有するものも全て総合的に見た時に理由

を公開しなさいということを言っているのでないかな、そのための規定でないかなと思います。あ

とは、法律上できますので、これ規定していなくても何も別に問題ないのですよ。委員会規則もあ

りますし。ただ、ここで規定しているのはたぶん、私が感じ取ったのは理由を公開しなさいという

ことだと思います。そういうことで解釈よろしいですか。たぶん、その部分を議会に与えたのだと

思います。ですから、あと、ここの部分をどうするかというのは議員さん皆さんの考え方、判断だ

と思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  今、局長の方から説明がありましたけれども、課長、今の説明でよろ

しいでしょうか。 

○経営企画課長（岩城達己君）  はい。 

○委員長（吉田和子君）  ということなのですが。３番山本委員。 

○委員（山本浩平君）  例えば、何かもし実例を挙げて説明していただければ大変ありがたいの

ですけども。例えば、こういったケースの時はこういうような言い方で非公開にしますと。どうい
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ったケースで具体的に非公開の理由を説明するのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  局長から答弁いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私の記憶には非公開にしたというのはないのですけど、過去には

わかりません。ただ、非公開にする理由というのはそれなりの、議員さんが非公開だねと認めれば、

極端に言ったらどういう理由でもできるのですよ。３分の２賛成あれば。ただ、それが対外的に評

価されるか、しないかという部分はあると思いますけど。例えば、法律に基づいて公開できないも

のというのが議会もあるのですね。例えば、議会に情報もらえないもの。例えば、税の情報だとか

そういう部分は地方税法で公開しちゃいけないよとなっているわけですよ。それがどうしても知り

得なきゃならない場合、例えば、調査委員会だとかそういう部分でやった時でも、例えば相手方に

配慮して非公開にするということはあり得るのではないかなと思います。ただ、その時も、従来で

あれば、こういう理由だから非公開ですよとは言わなくてもいいのですよ。ただ、ここで規定した

というのは、それを言うという部分だと思います。ただ、報道だとかそういう部分は従来からも非

公開する場合は、入れない場合は理由を述べてやっていますから、現状とあまり変わらないかなと

は思います。ただ、それをきちんとはっきり明文化したということだと思います。 

○委員長（吉田和子君）  １４番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  今の関わりなのですけれども。私の記憶している範囲では、企業誘致特

別委員会というのが以前ございました。その時は、情報が他市町村及び他の企業に知れ渡るという

のは、やはり町にとって非常に不利益になるという場合のみ、これは理由を述べて非公開とすると

いうことはあったように記憶をしております。これはマスコミ報道等がされますと、町が不利益を

被るという理由でした。ただ、それもきちんと公表という意味で公表したかどうかは分かりません

けど、マスコミの皆さんにはその話をして、そして非公開にしたような記憶をしております。私が

記憶しているのは、非公開で行ったというのは実際にそれ、委員会室で非公開だというのは、私も

直接出ていましたので、それはあったように記憶をしています。今まで、私の中ではそれだけです

けれども、参考になるかと思います。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございます。斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  小委員会の時から携わってきた者としてね。この文章をそのままずっと

やってきた。事実として、私は歴史的に秘密会があったかどうかということは、実際に直面はして

いないのですが。どんな場合でも、今の時代、情報公開という立場で全ては考えなきゃならないだ

ろうと。しかし、個人的な利害に絡むものというのは必ずありますよね。そのためには身近にも該

当する人が議会から外れたり何かしなければならないというような、そういう細かいことまで含め

てね、今、大渕委員が言われたような他町村との関係なんてのも、そういうこともあるのかなと今、

聞いたのですけども。個人の利害に絡むものというのは必ず起きる、その時には誰もがその理由と

いうのが分かるのであろうということでね、これは個人の利害に関係ありますから公開はできませ

んということは宣言すれば、それで通用することだと思いましてね。この文はそのまま生かしても

いいのではないかということでずっと過ぎてきたという経過がございます。そういうつもりでやっ

てきましたので、そういう場面がもしかしてあるのではないかというようなことで考えておりまし
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た。 

○委員長（吉田和子君）  あと申し合わせ事項のところに１項目ありますので、局長の方からお

知らせします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  一応、申し合わせとしては決めてあるのですよ。というのは、傍

聴を認めない時。これは秘密会の規定にあたると思うけど。会議前に関係者、報道機関等に事前に

周知し、傍聴を許可する時は会議の初めから入れると、こういうことを申し合わせでね。一応これ

は平成２年に定めて、４年に一部改正しています。ですから、もう１０年ちょっと前ですけど、一

応決めていると。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  それでは、よろしいでしょうか。他に質問のございます方、どうぞ。

ありませんか。無いようでしたら、今後は先ほど説明がありましたように、町民に対してパブリッ

クコメントを実施することになっております。その後、町民の意見により策定委員会でまた、いろ

いろ出た意見を審議し、変更も考えられますことから、本特別委員会はパブリックコメントが集計

され、策定委員会の開催を待って、もう一度会議を持ちたいと考えますが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。 

                                           

○ 閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  本日の特別委員会はこれをもって閉会をしたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

 

（閉会 午前１１時５１分）  


