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平成２１年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２１年 ４月２２日（水曜日） 

   開  会  午前１０時１５分 

   閉  会  午後 ０時０２分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議員報酬のチェック・オフについて  

２．第３次議会改革について  

３．委員からの課題提起について  

４．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議員報酬のチェック・オフについて  

２．第３次議会改革について  

３．委員からの課題提起について  

４．その他について 

                                         

○出席委員（１１名） 

 委 員 長 山 本 浩 平 君      副委員長 大 渕 紀 夫 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 及 川   保 君 

 委  員 近 藤   守 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委 員 外 議 員 前 田 博 之 君 

 委 員 外 議 員 熊 谷 雅 史 君      委 員 外 議 員 吉 田 和 子 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     書   記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君）  それでは、ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

（午前１０時１５分）  

                                         

○委員長（山本浩平君） 本日の調査事項でございますが、各会派で持ち帰って検討していた

だいたことにつきまして、時間の許す限り、きょうは午前中で終わりたいと思いますので、途

中になりましたことに関しましては、改めて１日とって、この議会改革関係のことはやりたい

というふうに思っております。 

 それでは、調査事項の１番目、議員報酬のチェック・オフについてでございます。おおむね

皆さん方の意見はまとまったと思うのですけれど、会派に持ち帰っていただいて、検討する部

分もあったかと思います。これについてちょっと局長のほうから何かあったら。ありますか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  前回資料５でお示ししましたとおり、従来議員報酬を差し引い

てお支払いしていた部分が一部できなくなりますので、その部分をどうするかということだと

思います。今までツケで食事食べていまして、後で払っていたという状況ですけれど、それが

議員会費から一部立てかえていただいてやれるのであれば、これも可能になると。あと、従来

からも議員会に立てかえていただいて、後から徴収という形をとっていました、各種団体の年

会費。特に消費者協会とか姉妹都市協会の分になると思うのですけれど、それも一時議員会か

ら従来どおり立てかえていただくということが可能であれば、これもできるかなと。この２点

だと思います。それを従来意見が出ていましたとおり、議員さん個々でやるということになれ

ば、これはやらないで、基本的な４項目だけということにするか。これの議論だと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  それでは、この１番目については、きょう決定したいと思います。

各会派どちらからでも結構ですけれど、検討していただいた内容について、ご意見を伺ってま

いりたいと思います。  

 清風クラブさん、及川委員。 

○委員（及川 保君） 私どもは余りどちらにすべきだということなかったのですけれど、た

だ、議員個人が例えば飲み食い、昼食ですよね、これは現金にしたほうがいいのではないかと

いう考えでした。  

○委員長（山本浩平君）  日本共産党さん。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。要するに、議会事務局が負担になるかどうかという問

題だけです。負担になるのであれば、すべてこの４項目以外は個人でやるべしと。負担になら

ないということはないと思うのですが、余り負担にならないでやってくださるというのであれ

ば、従来どおりやっていただいたほうが、はっきり言えば楽ですから、やっていただければ、

それはそれで構わない。ただ、それが面倒なことであれば、それは消費者協会であろうと姉妹

都市であろうと、個々で払うのは当たり前のことですから。食事だって。ですから、私達はそ
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ういうふうにすべきだと。やっていただけるということで負担でなければ、やってくれるとい

うのであれば、やってもらったほうが楽ですから、それはやってもらってもいいと、こういう

ことであります。極めて合理的にいきたいということであります。  

○委員長（山本浩平君）  新政クラブさん。  

○委員（近藤 守君） 近藤です。事務局案でいいです。私達は、必要なものを「これはだめ

だ」と言われた案がありますよね。要するに、個人でやるもの全部個人が払うということで。

ですから、必要なことだけは事務局にお願いするということです。ですから私達も、余計なこ

とですけれど、会派のあれもやめましたから。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました。解説ありがとうございます。  

 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど及川委員が言われたとおり、現金で払えるものは、事務局の手

間をかけないと。そうした形の中で、このチェック・オフがうまくいくのであれば、そういう

形をとっていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  新風ですけれども、私どもは共産党さんの意見と全く一緒の意見で

ございます。  

 前田委員外議員、いかがでしょうか。  

○委員外議員（前田博之君）  自分達でできることは、自分達でやると。あと、事務局の許容

範囲の中でお願いします。 

○委員長（山本浩平君）  熊谷委員外議員。  

○委員外議員（熊谷雅史君）  やはり、大渕副委員長の意見でいいのではないですか。事務局

に負担になるのであれば、それは改善しなくてはいけない。そう思います。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。おおむね事務局の負担にならないのであれ

ば、ならないところに関しては従来どおりやっていただいて、なるものに関しては個人という

ような意見が多かったような気がしますけれど。これを受けてどうですか、局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  事務局としては、チェック・オフをするという提案は、面倒だ

からやらないということではなくて、流れの中で多分扱えなくなっていくでしょうということ

なものですから、この際やったらどうかという提案です。ですから、私どもは、従来からお預

かりしたお金から差し引いてやらせていただいていますから、これは手間がかかるとか、かか

らないとかということは一切思っていませんので。  

ですから、事務局提案としては、一時議員会の立かえが許していただけるのであれば、扱え

るものは扱っていきたいという趣旨ですので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  そのようなことでよろしいですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  では、そのようなことで決定をさせていただきたいと思います。 

 続きまして、第３次議会改革についてでございます。各会派あるいは無会派の方々には、あ

らかじめ表をファクスさせていただいて、その中でいろいろと検討していただきましたので、
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きょう１日では決まらないと思いますけれど、各会派のご意見を伺ってまいりたいというふう

に思います。一つ一つだと時間がかかりますので、考え方についてずらっと１番から９番まで

ございますので、この順番どおり、左のほうから伺ってまいりたいと思います。 

それでは、日本共産党さん。  

○副委員長（大渕紀夫君） 町民と議員の責務の関係ですけれど、ここで手を加えるというの

はなかなか大変でございまして、現行の倫理条例の責務がまずいというふうにも思いませんの

で、ここは空白にいたしました。  

 倫理基準については、書いてあるとおり、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等々

の人権侵害に関する部分を、つけ加えてはいかがかということであります。 

 誓約書関係はそのとおりです。審査請求の関係も根拠が全くないのです。私はこういうもの

というのは理論的な根拠がきちっとなくて、これぐらいの数でいいかというのは、なかなかこ

れ、決め方としては大変だと思います。１万 6,000 人だとすれば、100 分の１だったら 160 人。

200 分の１だったら半分ですから 80 人ぐらい。１人というところもあるということでございま

すので、200 分の１ぐらいかなという根拠です。はっきり言って根拠がないというところが、

はなはだおかしな話ですけれど、そういうことで、200 分の１だと約 80 人ぐらいということに

なると思うのですけれど、それぐらいがいかがなものかという言い方しかできないです。  

 次、議員の審査請求のこと。これについては根拠が必要だということで、私達は議案提案権

と同じということですから、12 分の１ですから２人ということになると思いますけれど。これ

は議案提案権という、議案を提案できる権利を議会議員は持っているわけですから、その根拠

に基づいて２人というのが望ましいのではないかということです。  

 届出義務・資産報告。現在は、議長が求めたときは出すというふうになっているのです。た

だ、あれを見たら、さっぱり根拠が、いくら読んでもよくわからないのです。この倫理基準を

読むと、資産を出すという意味が。なぜ、これ、資産の要求を議長が対象者にするのかという

のが。決めたとき、忘れてしまったのだけれど。審査会にかかった場合、必要だと思う場合は、

請求できるとなっているのです。出すということではないのです。だから、そういうことであ

れば、私達の会派ではいらないのではないかということです。  

 納税証明書。これは倫理基準に設けるというのもあるのですけれど、納税証明書については、

届出義務については必要ではないかと。兼業も同じです。 

 団体の役員の就任届け。これも、どこまでどういうふうにするかというのはよくわからない。

兼業の届出と団体役員等の就任は別だと私達も思っていますので、そういうことでいえば、団

体役員の届出義務というのは本当に必要なのかなと。町との援助との関係で言えば、当然必要

ですけれど、それ以外のところについてはいかがなものかということで、空白にしました。 

倫理審査会につきましては現在７名ですか。それに議員が２人入るということになっていま

すけれど、議員を除くということで、５名で。有識者のみで、議員は入れないということが望

ましいのではないかということであります。以上。  

○委員長（山本浩平君）  それでは続きまして、新政クラブさん。  
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○委員（近藤 守君） 新政クラブです。１番、議員の責務と町民の責務につきましては、現

行どおりということで話し合っています。 

３番目の倫理基準・項目の追加は、ここの部分落としました。私、急に出してくださいと言

われたもの出して、これは納税の義務をぜひ入れてほしいと思います。  

 ４番目、誓約書の提出義務。これは、今までも我々ずっと出してきているわけですけれど、

別に誓約ができないというのはおかしなような気がしますし、これは未提出者を公表すべきだ

と思っています。  

 ５番目の町民の審査請求権。これは一応 250 人以上と。大体 70 分の１ぐらいですか。話し合

いをしました。 

 議員の審査請求権は、議員３人以上ということです。  

 ７番目、届出義務・資産報告の提出。これは議長の要請によると。議員の条例のとおりです。  

 それから、納税証明書の提出。提出義務を付加する。やはり公人であることから、これは必

要であるというふうに思っています。 

 兼業の届出。届出義務を付加する。これは、次の団体役員就任の届出も同じです。別に陰で

こそこそやっているわけではないのですから、堂々と出していいのではないかと。このように

思っています。 

 その他、８番につきましては、特に検討はしませんでした。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  続きまして公明党さん、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 氏家です。上からいきますが、議員の責務、それから町民の責務につ

いては、現行どおりでいいのではないかと思います。 

 それから、倫理基準の項目の追加というところがあるのですが、これは今まで白老町で取り

組んでいなかった「税の完納、計画に基づく分納を誠実に行うこと」という部分は、盛り込ん

でおいたほうがよろしいのではないでしょうかということです。 

 それから、誓約書の提出義務。これは、未提出者の公表が必要であるでしょう。  

 町民の審査請求については、先ほども大渕副委員長も言っていましたけれど、はっきりとし

た根拠はないものですから、こういう書き方になっています。有権者の 100 分の１以上、もし

くは人数で規定するのであれば、有権者数が１万 7,200 人という話で聞いておりますので、150

人から 200 人ぐらい。今の基準より下げるということは、町民が余りにも大きな数になってし

まうと、なかなか疑問を持っていても出しづらいだろうと。ただ単純にそれだけなのです。も

っともっと町民の身近な問題にしていただきたいということで、こういった人数にしました。  

 それから議員の審査請求件については、先ほど大渕副委員長も言っていましたけれど、私達

の会派としても議員２人、または３人以上という形の中で提案させていただきます。  

 届出義務・資産報告に提出については、必要ないと。そういうふうに思っています。 

 納税証明書の提出。これは、倫理基準にも明記してありますし、ここでは特段必要ないので

はないかなと、そう考えています。  

 これは私も少し勘違いしていた部分があるのかもしれませんが、兼業の届出と団体等役員就



 6 

任の届出という部分があるのですけれど。例えば兼業の届出の区分については、必要な部分と

いうのがどうしても出てくると思うのです。それと団体役員等の就任の部分も一緒に考えてし

まったものですから、必要ありという形の中で出しております。いずれにしても、兼業の届出、

団体等。団体も各団体を特定して書かなければ本来ならないのかもしれませんけれど、特定し

た団体名までは書いていませんでした。でも、一応必要ありという形の中で、検討させていた

だきたいと思います。  

 それから倫理審査会・審査会委員の数については、これは、大渕副委員長の方からは議員は

除くという話だったのですけれど、私達のほうはこれ、議会運営委員７名と書いてありますけ

れど、７名の中からということで提案させていただきたいなと。こう思って、記入させていた

だきました。  

 特記すべき事項。これは前回の議会運営委員会の中でも出ていたと思うのですけれど、倫理

基準違反の措置については、今回は明確にしておくべきだろうということで、議長からも説明

があったとおり、どんなに厳しくしたとしても、辞職勧告しかないのだという形の中で、辞職

勧告というのは何の拘束力もないものだということは知っておりますけれど、一応規定する措

置の中では一番厳しいというもの、この１つを載せていただきました。以上です。  

○委員長（山本浩平君）続きまして清風クラブさん、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。１番、２番のこの議員の責務、町民の責務について

は、書いていませんけれど、これは現行どおりでいくべきだろうという考え方です。  

 ３番目につきましては、納税の完納義務。これをきちっと、何らかの対策をすべきだなとい

う考え方です。 

 ４番目の誓約書、書いていないのですけれど、これは当然義務、既にそういう形になってい

ますので、それはすべきだという立場でございます。 

 ５番、町民の審査請求権。これは有権者の 100 分の１以上というふうに。大体 150 人程度と

いうふうに計算して、このような形にしました。  

 ６番目の議員の審査請求権。これは議員が３人以上という形でするべきだろうと。  

 ７番目の届出義務・資産報告の提出は必要なし。納税証明書の提出、兼業の届出についても、

これは倫理規準にきちっと明記されているわけですし、必要ないだろうという考え方です。 

 団体等役員の就任の届出につきましては、何らかの基準が必要なのだろうという話はありま

したけれど、ここに後援会とか体協という書き方をしていますけれど、基準はやはり必要だろ

うという考え方です。  

 ８番目、実は書いていないのですけれど、きのううちの議員から電話がありまして、有識者

の５名と議会から２名、要するに７名という形が。前にもそういう議論をしておりまして、そ

ういう形のほうがいいだろうということでございます。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  続きましては、私ども新風でございます。議員の責務に関しまして

は、現行どおりという考え方なのですけれど、せっかく自治基本条例というものができました

ので、これらも取り入れる部分も含めるのも一つかなという考え方で、このように議員の責務、
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町民の責務に関しましては、このようなことで、自治基本条例の精神を取り入れてみてはどう

かということです。 

 倫理基準の項目の追加に関しましては、会派で協議したときには、特に思い当たるところが

なかったものですから、空白のままでございます。  

 誓約書の提出義務に関しましては、現行どおりということでございます。宣誓書の意味なの

です。現行どおりとなっているのですけれど、私どもの意図としているのは、誓約書ではなく

て宣誓書です。前田委員外議員のところに書いていますけれど、これは必要ではないかという

考え方です。  

 町民の審査請求権、これは 100 分の１以上です。  

 議員の審査請求権、これは５名以上にしたのは、２名以上ですとか、そういう少ない人数で

すと、何か個人的にいろいろな問題が勃発したときに、自分含めてもう１人みたいな形で、す

ぐ集まりやすい話ですよね。より私は民主的に、これはやはり審査請求しなければだめだとい

う、もう少しの人数があってはじめて民意かなという考え方で、私どもだけ多いのですけれど、

そのような考え方で５名以上とさせていただきました。  

 それと、届出義務・資産報告の提出ということなのですけれど、この届出義務の全体的な考

え方について、私どもいろいろと会派で議論したのですけれど、今、非常に人口がどんどん、

白老ばかりではなくて、自治体の中で人口が減って、高齢者化している、そういう世の中で、

いろいろなことを議員だから頼みやすいだとか、議員だからお願いしやすい、あるいは一般の

方でなかなかいろいろな役職を受けていただけない。例えば、町内会長さんにしてもそうだと

思うのですけれど、現状として世の中がそういう流れになっている中で、余りこういったこと

を厳しくすれば、議員に新しく挑戦する人が、私はここで決まりを設けることによって、遠の

いてしまう恐れがあるという考え方なのです。そういった中で、これらに関しては、できる限

り現状を考えたときは、かえってこういったものは一切ないものにしたほうがいいという考え

方に立ってのことでございます。納税証明書の提出は、これは前からいろいろ新政クラブさん

あたりからも出ていましたし、これに関しては、必要であるという考え方でございます。  

先ほどお話ししました兼業の届出、これは必要ないという考え方です。  

それと、団体等役員の届出。これらも先ほど申し上げたとおりでございまして、堂々と出す

という考え方もありますけれど、結局それが逆に、なぜ届出まで必要なのかということだと思

うのです。それを考えたときに、こういったものはそこで制約する必要はないという私どもの

考え方で、必要なしということでございます。 

その他は特にありません。 

倫理審査会の委員の数、構成についてなのですけれど、これに関しましては平成 11 年のとき

に決めた人数７人、そのうち議員が２人という、これの根拠がどうだったかというのを、その

当時いらっしゃる議員さんにお聞きした上で判断していきたいということで、私どもよくわか

らなかったので、ここはそのようなことで空白にしてあります。 

特記すべき事項は、特にございません。  
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続きまして無会派の方々に伺っていきたいと思います。前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  前田です。まず議員の責務、これは公租公課の納期内となって

いますが、ここを削っていただきたいのですが、公租公課の納付義務ということは、なぜ入れ

たかというのは、後段倫理基準の項目に追加するのであれば、逆に責務の中に入れておかなけ

れば、ここで制約受けるのかなと思って入れたわけです。それは議論の余地があると思います。  

 次に３の倫理基準の項目の追加。これは納税の完納義務。そして、報酬の差し押さえの有無。

これは裏返しすれば納税と同じなのです。極端な言い方をすると、税金で報酬をもらっていま

すから、過去にもあったのですが、それを差し押さえられるということになると、これは議員

活動としての信頼性、信用性がどうなのかなと思いますので、私は追加させていただきました。  

 誓約書の提出義務。これは、宣誓書の公表というのは、規則で宣誓書がありますけれど、こ

の文章の下に全員が署名をして、議会広報などに「こういうことですよ」ということを出した

ほうがいいのかなと。そうでないと、町民の目にふれませんので、そういう形で、襟を正すと

いう意味からもそういう形で、公表という言葉を使っています。 

 町民審査請求権については、50 人以上という話ですけれど、前にもらった資料の中に結構 50

人以上というのがあったのですけれど。ただ、根拠的にいけば、有権者の何分の１以上とかと

いうのが説得力があるのかなと、こう思います。50 人以上といったのは、議会を身近に感じて

ほしいなと。そうすると、コンパクトに行動できるのかなと思って 50 人です。ただ、今言った

ように、根拠的にいけば、100 分の１以上なのかなと、こう思っています。  

 次の議員の審査請求権ですけれど、根拠からいけば、前段説明がありましたように、議案提

案権と同数になるのかと思うのですけれど。この場合、奇数か、３人ぐらいで議論をしたほう

が、より絞れるのかなと思って３人にはしていますけれど、根拠からいけば、こういう一つの

議員提案権と同じような言い方もあるのかなと、こう思っています。 

 届出の義務については、私も少し内容的に読んできたのですけれど、規則のほうでうたって

いますけれど、理解できませんので、ちょっと書いていません。 

 納税証明書の提出については、毎年度末やはり提出をすべきでないかと。そういうことで議

会が確認すべきでないかと、こう思います。  

 兼業の届出と団体役員の届出については、一定の基準を策定する必要があるのかなと思いま

す。特に団体等の役員の就任は、議員であるということも含めて、それ以外にもその人の日ご

ろの人望とか、いろいろな貢献度によって多分、してくださいと来る部分があると思うのです。

その辺断れない部分が皆さん多分あると思いますけれど、これは一定の基準を設けておけば、

その部分で判断できますので、そういう形のほうがいいかなと、こう思っています。  

 倫理審査会。私、書いていますけれど、記載漏れだと思うのですが、私は７名から８名。こ

れから言う人数別にして。議員、町民の有識者、そして専門職。弁護士、あるいはそれに専門

としている大学の先生、そういう第三者的な人も入ったほうが必要かなと、こう思って７名か

ら８名ということです。  

 特記すべき事項については、倫理条例、規則等でいろいろやっていますけれど、やはりなん
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らかの形で、該当した人が態度を明確にする必要があるのではないかなと思います。税金の滞

納以外は倫理条例の中にいろいろとうたっていますけれど、その場合は議場で弁明をすべきで

はないかなと思います。税金の滞納についてはいろいろとありますけれど、やはりみずから辞

職する必要があるのではないかなと思います。そして辞職しない場合は、辞職勧告等すべきだ

し、あるいはそれ以外にもこういう事実があるよということで、議会広報で公表していく必要

があるのかなと、こう思っています。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  前回所用で欠席だったのですけれど、もし検討されている項目があ

れば、熊谷委員外議員、この１番から９番までどうぞ。  

○委員外議員（熊谷雅史君）  私は項目的に皆さんが議論されていることについては異論がな

いのですけれど、最終的に４番目の誓約書の提出の義務という義務化というのは、倫理とはち

ょっと違うのではないかなと、私はそう思うのですけれど。それがまず気になることと。それ

から、最終的に３次改革に中で進めていかなければいけないのは、倫理条例に対する有権者の

請求の緩和なのです。通常であればいろいろな住民の監査請求だとかは、基準というのは、大

体有権者の 50 分の１なのです。その基準に同じように合わせるべきではないかなと思います。

その２点だけです。あとは皆さんの議論は非常にいい議論をしているので、そういう進め方を

されたほうがいいのではないかなと思います。 

○委員長（山本浩平君）  各会派からいろいろと意見が出されました。この中で特に、他の会

派から出されたことについて何か特段お尋ねしたいことがあればどうぞ。または、先ほどの各

会派のご意見の中で、説明不足だったところがあればおっしゃっていただいても結構です。 

 まず私の方から。先ほどの倫理審査会の件なのですけれど、これは平成 11 年のときの７名、

議員２名。そのうち町民が５名でうち議員が２名と。このときの決めた背景というか、何か根

拠みたいなものが、もし覚えていらっしゃる議員の方がいらっしゃればお尋ねしたいと。 

 及川委員。  

○委員（及川 保君） 実は、前の議会の中でこれを決めたという意見があったのです。議員

２名の有識者５名という、これがちゃんとあるのだよという、こういう話だったものだから、

あるのであればそれでいいのではないかという、そういうことだったのです。  

○委員長（山本浩平君）  なるほど。なぜお尋ねするかというと、前回の資料の中で、倫理条

例の比較表という事務局からいただいた資料を見ると、議員だけのところもあるのです。委員

の数が８名で、そのうち全員８人議員とかというところが、雲仙市だとか光市だとかそういっ

たところもあるし、全く議員を選んでいないところもあるのです。有権者だけのところもある。

考え方がいろいろあるのです。 

白老だけ議員と有識者と、それぞれ入れていると。ですから、何か特段あったのかなと思っ

て。大渕副委員長どうですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。これは前田委員外議員が事務局長のときに確かつくっ

たものだと思うのですけれど、このときに北海道では石狩市と恵庭かな、北海道では２つで、

九州に大量に、当時いわゆる贈収賄がありまして、そちらの資料を前田委員外議員が当時局長
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だったときに取って、そのときに出ていたものを参考にしたような記憶があるのですけれど。

ものすごく議論したというような印象は、私にはないのです。だから、そういうものから引っ

張ってやったのではないのかなと。その程度でございます。申しわけありません。  

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員いかがですか。 

○委員外議員（前田博之君）  私も資料を取ったり、議論をして、大まかな方向性をいくとい

う議論をして、私もここで細かいことを言っていますけれど、そのときは、今大渕副委員長が

話したように、全体の流れの中で、白老町も議会も襟を正そうということで、言葉は悪いので

すけれど、ある程度大ざっぱな形のつくり置きをしたという部分で、きょう来ているのです。

議会改革をするときの小委員会、伊藤菊雄委員長がやった記憶があるときは、かなり議論して

いますから、その中で少しふれているかもしれないです。ですから、余り中身の濃い部分は、

全体の委員会の中では、議運なら議運の中では、余りされていない記憶があります。  

○委員長（山本浩平君）  議長。 

○議長（堀部登志雄君）  私も当時いたものであれですけれど。何か今、お二方話をされたよ

うに、ほかでこの倫理条例をつくっているのは、贈収賄がすべてで、当時白老町には贈収賄と

いうのは全く関係ない観点で出てきたものですから、本当の議員の倫理というのですか、そう

いう形で出たものですから、全国でこれも初めてで、贈収賄のほうをほとんど重きを置かない

で、議員の資質の面だけで条例をつくったと。この名残として、例えば贈収賄があったときも、

これは資産の公開やなんか、その名残を含んで、先ほど議論があったように、資産の公開は、

審査していく中でどうしても必要なときは、議長が資産の報告をさせられるのですよというも

のが入っているというだけで、そういう認識でやったものですから、そのとき、そのときで、

１回当時で改正していますよね。11 年に若干改正しています。たしか、選挙が終わって、大分

入ってきたときに、一番最初から、なぜこのような倫理条例があるのだと、新しい議員さんか

らいろいろ出て、11 年３月に一部改正されている部分があると思うので。そういう程度です。 

○委員長（山本浩平君）  わかりました。 

○事務局長（上坊寺博之君）  改正はしていないはずです。議会で１回もしていないですよ。  

制定をしただけです。改正はしていないはずです。  

○委員長（山本浩平君）  どうぞ。大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） このとき、たしか改選の前にやって、やった人達が責任を負えな

いけれどどうするのだという議論になったのは覚えています。それで、私達がもし落ちたら対

象にならないのに、こんなものを勝手につくって、次の人達に押しつけるのは変ではないか、

という議論にはなったのです。そういう記憶はあります。 

○委員長（山本浩平君）  熊谷委員外議員。  

○委員外議員（熊谷雅史君）  そのとおりで、初回の議会運営委員会に招集されたときに、そ

の状態で、この倫理条例の３月になりました、私は初めて当選させていただいたのです。その

議論がありました。どうするのですかと。条例化されているけれど、このまま行きますかとい

うことで。要するに、議会改革の中に盛り込んだのです。何回か検討していったのだけれど、
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これでいいということになって、今回３次のほうでこういうふうになっていますけれど、２次

のときは、これは項目では上がったけれど、内容的に問題ないということだったのです。そう

いう経緯ですから、人の構成だとか何とかというのは、そういう認知の中身ではないです。 

○委員長（山本浩平君）  理解いたしました。大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。納税証明の関係なのです。それで、当然必要でないと

いう意見ではなくて、例えばこの範囲の問題が一つありますよね。公なもの、これは言えば、

単なる税なのか、それとも住宅料から始まりまして、国民健康保険税からたくさんあるわけで

す。子供達の給食費まであるわけです。ですから、そういうことを含めて議論はしておくべき

だろうと。これは必ず町民から、この議論は出ます。一つ。  

それから、今、個人保護法の関係がありまして、みずからが提出するということにしかなか

なかなりづらいだろうと。というふうになると、立候補のときの条件にしたら、個人保護との

関係で、どういうことになるのか。それから前田委員外議員さんが言われている、毎年度、年

度末か初めかわからないけれど、出すと。それはここで決めたら、個人保護法との関係で、拒

否ができるのかどうかということが、そういうことが出てくると思うのです。そういう議論を

きちっとしておかないと、立候補のときに何か出してくださいというのは、なんとなく町民に

もきちっとわかって理解しやすいのかなと思うのだけれど、倫理条例に載せた場合は、私が疑

問なのは、同じような形になるのかどうかということなのです。要するに、毎年にしても、倫

理条例に載せれば、個人保護の関係で拒否しますと言ったら、それで済んでしまうのかどうか。

そういうこと出てきますよね。だから、そこら辺まできちっと議論をしておかないと、町民と

の関係からいえば。 

それともう一つ。それ以外の部分も議論をしておく必要があると思います。それは必ず町民

から。国民健康保険というのは、国民健康保険税なのです。うちは国民健康保険料ではなく、

税なのです。料のところもあるけれど。ですから、税の範囲に入らないのですかということに

なりますよね。納税ということになると。それでは公のものはどうなの、と。他のものはいい

のですか、と。こういうふうになってくるのです。ですから、そういう議論は一定限度詰めて、

理論的な根拠を明らかにしておく必要があるだろうと。ただし、時間は余りかけるわけにいか

ないから、そこはそこで。残った部分は全部やっておいて、ここを集中的に議論するというよ

うなことも含めて、やる必要が手続き上はあるのかなというふうに思っています。  

 もう一つ。例えば１番、２番あたりからは我々の範囲では現行どおりにしかなかなかならな

いのです。それで、他市町村の状況、先進地の状況や、ここにある、各会派から出たものも含

めて検討していただいて、可能であれば、事務局のほうに一定の責務だとか、こういう文書化

の部類については、現在のものが入っているのかどうか私達にはわからないのです。いっても

しひな形つくれるものであればつくっていただいて、意見を入れていただいて、つくっていた

だいて、これについてこれはいいとか、悪いとか、という議論をしていくほうが効率的だと思

うのです。どこかでつくれればいいのだけれど、もしそうでなければ、そういうことを議会事

務局に、先進的な事例を、今、新しくできたものを引っ張っていただいて、そういうことも一
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つの方法かな。数字的なものは全部こちらできちっとやらなければだめだけれど、責務だとか

なんだとかということになると、読んでもいかないのです。どういうふうにつけ加えていいか

もよくわからないものですから、そんなことが可能であれば。その２点。可能であれば、考え

て議論していただきたいと。こういうことです。  

○委員長（山本浩平君）  今、副委員長の方からご意見がございまして、まず議員の責務と町

民の責務に関しましては、現行どおりというところが多いのですけれど、現在の、いわゆるこ

ういったことに関しての先進地の事例を取り入れて、事務局のほうから提案というか、こうい

ったものがありますよということで、お示しをしていただきたいと。この件については、そう

いったことで皆さんよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  納税証明書に関しましては、必要なしという会派も２会派ございま

す。必要ありというところが、３会派ですか。確かにどの範囲なのかというところも、これは

深く議論を、特に必要ありというところは再度議論していただかなければいけないかなという

ふうに思います。  

 この件について何かありますか。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 今、大渕副委員長から話がありましたこと、もっともなのです。

それは、根底にあるのは、よく議会でも、前回も議論されていますけれど、町民の方が税金を

払わなかったときに、町民サービスの制限をしましょうということが、よその町村でもやって

います。この中には当然水道料だとか、いろいろ入ってくるのです。そういう部分の議論をし

なければ、私はいけないと思います。私は国保税であろうと、今、言った町民サービスの制限

を受ける範疇というのは、その自治体で決まっていますから、そういう部分が入ってくるのか

なと。当然前期納めなければ、そちらも制限されますから、トータル的に考えるべきだと思い

ますし、先ほど話した、なぜここに納税を義務にしなければいけないかというと、宣誓書の中

に倫理条例の議員の責務の中に、公租公課の義務を入れると、宣誓書でそれがうたわれてくる

のです。遵守されなければだめだと言っていますから、これを、この宣誓書、文字が入って、

個人の名前を全部入れて、議会広報に出すと、守るということに前提になってくるのです。 

そして私は、納税証明書の提出について毎年度の提示義務というのは、これは年度、年度で

すから。対応も当然出てきますから、これは個人情報の関係で、議長名で取るわけにいきませ

んから。これは当然議員がみずから取って出すというのは、責務にすべきなのです。でなけれ

ば、公表すればいい話ですから。私はそういう部分まで踏み込んだ議論が必要なのかなと思い

ます。それ以上深く議論しなければいけないけれど、出した以上は、私はそこまでの時点では、

一応考えて出したつもりです。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。例えば、今委員長が言われた納税証明書の提出必要な

しというのが２会派あるのだけれど、２会派は倫理基準に入っているのです。ですから、倫理

基準に入っていますから、いずれにしても全会派なのです。ここはやはり、今言われたように。  
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 もう一つは、公職選挙法でいけば、例えば、納税を行っている者が立候補してはいけないと

いうのは、ないのです。公職選挙法との関係でいえば。ところが、公職選挙法や憲法から言っ

たら、立候補して当選したら、違法でないわけです。そうですよね。そういうところの整合性

をどこかで取らないとだめですよ。自分達の良心の問題なのか、それとも決め事として決める

のかという、そこはかなり微妙なところがあると思うのです。だから、そこは議論をきちっと

しておかないと。  

思い出しましたけれど、前回この倫理基準をつくるときに大もめにもめたのは何かというと、

議員が気をつければいいといくら言っても、それはそれだけで済むものではないと。法律との

関係でいえば、そういうことを犯しても法は罰しないのだから。罰せられないのです。罰せら

れないのだから、倫理基準には盛り込めないというふうな部分があるわけですよ。そうなると、

今の話というのは、よほどきちっと議論をして、私は必要だと思っているのですけれど、そう

いうところは前田委員外議員も言われたように、もう少し深く詰めておく必要があると。簡単

にはい、はいと決めるわけにはいかないだろう、ということであります。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  私のほうから、先進の倫理条例の考え方を話しますけれど。届

出義務と倫理項目というのは違うのです。違うと言ったら変ですけれど、先進地の事例です。

最近つくってきている市町村の条例は、守る事項は倫理基準なのです。届出義務というのは、

議員がみずから議長に届けて、閲覧にたえるということなのです。ですからそこは、義務では

ないのです。例えば、納税を倫理基準に入れると、納税完納しなければだめなのです。義務で

すから。倫理基準に入れないで届出義務を課すということは、届出をして、住民に公開にたえ

るように届け出るのです。ですから、届出義務になっているのは、守るべき義務ではなくて、

自分はこういう納税をしていますよとか、こういう役職についていますよというのを、住民の

目にふれるようにするための届出なのです。ですから、倫理とごちゃごちゃになると変になる

と思います。多分皆さんが今言っているのは、届出義務と倫理基準がごちゃごちゃになってい

ますので。そのための届出なのです。 

○委員長（山本浩平君）  届け出なかったらどうなるのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  届け出ていないということを公表すると。議長は公表しなけれ

ばならないと、こうなっているのです。あくまでも先進事例です。先進的な事例はそうなって

います。 

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。例えば大渕紀夫が届け出なかったと。議長は公表しま

すよね。ただ納税証明書を大渕紀夫は届け出なかったということを公表するだけですか。それ

以上何もないのですか。  

○事務局長（上坊寺博之君）  ないです。倫理基準違反でなければ、ないということです。 

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  今の話で、ものすごく最近個人保護法というのがあって、法律は最
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大限守るべきで。今、副委員長が言ったような課題で議長が公表しましたと。公表して、公表

された相手が何らかの不利益を受けたら、議長に公表されたので不利益をこうむったというこ

とで訴えられたときに、それにたえうるだけのものがあるのですか。例えば議会として、それ

は採用しなければだめだということになるのですか。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  個人保護法というのは、個人の情報を出すとか、出さないで、

それを営業目的に活用するための法律なのです。基本的に、まとめて収集したり、利用したり

するということが制限されるのです。今、個人保護法というのは、皆出さないということが主

になっているけれど、そういうことの法律趣旨ではないと。まず一つです。 

 多分、今の規定は自分達みずから議長に届け出ると決めていますので、それは届け出て、閲

覧にたえるという。ちゃんと条例に書くわけですから、それは保護法にはならないという気が

しますけれど。少し調べなければならないですよ。それに当然定められているものに対して届

出がないから、議長は届出ないよと、公に。それは、白老町の倫理条例の何条によって議長に

毎年届けなければならないものなのだけれど、届出ないよ。という公表を町民に対してすると。

だから、兼業も、団体の役員の届出も、そういうことなのです。それがいいとか、悪いとかで

はなくて、議長にきちっと届け出て、それは住民の目にふれるように閲覧に供する。だから、

閲覧求めなかったら、これは見えない話ですし。  

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  それともう一つ、納税の関係のことなのですけれど。納税が滞納し

ているか、していないか、本人が取って出すのだからいいのですけれど、これが例えば倫理条

例の中で、「どうもあの人が議員の中で納税していないみたいだ」というような、それがそうい

う情報が出ると、出る自体で問題があるわけです。滞納しているか、していないかという。そ

このところがどう解釈していいのか、ものすごくその辺が。会派の中で話し合ったときに、納

税しているか、していないかというのは、どこで誰がわかるのだと。本来であれば、一切それ

は誰もわからないはずなのにということになるから、その辺は先ほどから出ているように、個

人がみずから取って出すのだよということになれば、それは一番いいのだけれど。その辺が、

どうもあの人こうなっているみたいだと。それでは審査請求するか。みたいな話になってくる

と、非常に問題になってくる。どこで知れるのかなと。その辺はどうですか。  

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  だから今、倫理条例の中でそういう部分を位置づけするという

ことで。だから、今議長が言っているのはあいまい性があるけれど、それをはっきりするため

に、今言ったように毎年度の提出を義務にして、それはそういう嫌疑をかけられた人でも、こ

ういう部分でちゃんとしていれば、毎年公表するのだから、納めているのだということがわか

るし、それとこの条例については、専門的なことは抜きにして、罰則規定がないから、一つの

そういう届けとか何とかという部分については、議長がどうだかとかいう話にはならないと思

うのです。条例に罰則規定を設けるといろいろな問題出てくるけれど、あくまでもこれは罰則
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規定のない歯どめ的な条例ですから、そういう部分からいけば条例としては生きるのですから。

その部分については、だから守るためにも整理をしておかなければいけないのではないですか。 

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  公表と届出とまた違って、閲覧も違いますし。議長の心配とい

うのは全然問題ないのです。というのは、１つの方法として、指名願いには必ず納税証明書添

付なのです。添付させて、資格がたえられるか審査するのです。だけれど、それは公表してい

ないです。町側は公表しませんから。それと同じことで、条例にうたって届出してもらうとい

うのは一つのルールですよね。指名願いも当然添付して出すということになっているわけです。

一つのルールですから、それは個人情報とか、個人情報でないという一つのルールに基づいて

やられていることですよね。ですから、公にするか、しないかというのは、この条例の中で、

閲覧にたえるかということをうたうかということなのです。公表と、求めに対して見せるとい

うのと、また違いますから。公表というのは、不特定多数の人にいきわたることが公表なので、

それは見たくない人に対しても見せるわけですから、それはプライバシーという部分は多分出

てくる可能性はあるけれど、閲覧者に対して盛り込みの仕方で、見たい人に見せるということ

を可能にして届け出るわけですから、それは可能でないかなという気がします。 

 ですから、先進事例は、この届出義務というのは、あくまでも倫理基準ではなくて、要する

に、高潔性を保つために、住民からいつ見てもいいように議長に届け出るということなのです。

ただ、今言っているように、倫理基準の中に納税義務を入れますと、いくら届け出ようが届け

出まいが、これは違反行為だから、逆に倫理基準の中に入れて、届け出して、議長が完納して

いないということがわかれば、議員請求でかけなければいけない。逆に言ったら、議会として

かけなければいけなくなってしまう。倫理基準に入れればです。当然届出義務を負わせて。だ

から、倫理基準に入れないと、届出義務だけになる。 

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  今、局長からあったとおりなのです。ただ、一つの例として、

11 月３日の定例表彰は、一定の基準の年数を超えても受けていない人もいるのです。それは、

議員さんとかというのは別です。仮に公に一生懸命やってくれている人が、あれを全部町は審

査するときに納税証明をつけるのです。職権で取るのです。そして、その人が税を完納してい

ないと、表彰を受けられないのです。そういうことが実際あるのです。私が税務課長のときで

はないですよ。抜きですよ。本当に知っている人が、仮に及川委員が、私が町職員で別なとこ

ろにいて、同じ団体の人でやっている人が、「この人が受けたのに、あの人もっと年数いってい

るのになぜ受けられないの」という、こういう質問があるのです。それは調べたら、今言った

事実ですよ、ということを言うのです。それは町民が一生懸命ボランティアとかいろいろなこ

とをやっている人でさえ、完納、税金を納めている人しか受けられないのです。とすると、我々

町民から負託を受けている人間が、公に発言されてきている人間が、今局長言ったような部分

になってくるのかなと思う。それはちゃんと整理をしておく必要がある。  

○委員長（山本浩平君）  暫時休憩といたします。  
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休憩 午前１１時１３分  

                                         

再開 午前１１時２８分  

○委員長（山本浩平君）  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 それでは、この倫理条例の３番と４番、ある程度これ、詰められるかなと。皆さんの意見が

ある程度一致しそうなところがございますので。  

まず３番目、倫理基準・項目の追加。納税義務、納税の完納義務については、ほぼ出てきて

おります。私どもも検討したときには、何も見当たらないなということだったのですけれど、

これに関しては異論はございませんので、倫理基準の項目に追加すべきと考えます。これにつ

いて共産党さんの意見はいかがですか。  

○副委員長（大渕紀夫君） さっき局長が言ったように、提出義務と基準の追加というのは、

全く中身が違うということになりますから、税ということであれば、税の範囲を決めて、例え

ばそうなったときには、国民健康保険税を税とするかどうかということになりますよね。公共

料金含めてどうなるかということになります。届出義務だったら全く問題ありませんけれど、

基準に入れるとなったら、私は個人的に入れたほうがいいと思うけれど、ただそれは、実際の

足かせになるということをきちっと認識しているかどうか、それは会派に行ってきちっと認識

していないと、この中身は、こんなこと決めていないよ。となる中身なのです。届出義務だっ

たらいいけれど。そこの心配だけが一つあるから、これはもう少し範囲と基準の盛り込み方を、

基準に盛り込むのか、届出義務にするのかというあたりは、きちっと理解して会派でもんだほ

うがいいのではないかと私は思います。  

○委員長（山本浩平君）  皆さん、いかがですか。及川委員。  

○委員（及川 保君） 今の意見に異議ありません。 

○委員長（山本浩平君）  公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 同じです。  

○委員長（山本浩平君）  新政クラブさん。  

○委員（近藤 守君） 異議ありません。 

○委員長（山本浩平君）  私どもも、今副委員長がおっしゃられたとおりかなと。再度深く、

いろいろなことをもう少し検討してみたいというふうに思います。  

 前田委員外議員、いかがですか。  

○委員外議員（前田博之君）  私も先ほど言ったように、幅が広いのでそのとおりだと思いま

す。ただ具体的にどういうものがあるかわからないと思いますので、事務局のほうでも、手数

でも、そういうものを調べてもらって、列記してもらったほうがいいと思います。そのほうが

会派でも、各議員でも議論しやすいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  今前田委員外議員のほうから話したのだけれど、１番目の議員の責

務というところに入れなければと先ほど話したのだけれど、これは入れなくてもいいです。こ
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れはこのままで、基準のほうに入れれば、責務のほうに入れなくてもいいのか、この辺の効率

的な何かあるのですか。それはどうですか。  

○委員長（山本浩平君）  前田委員外議員。  

○委員外議員（前田博之君）  私は責務がなければ追加できないのかなと。追加だけしておい

たら、責務はどうなのか。最近また届出とか規制だとかに絡んできますから、その辺私も深く

はできませんけれど、表面的でいくと、責務があって、こういう具体的にどうするかという問

題が出てくるのかなと思うのですけれど。その辺どうなのでしょうか。  

○委員長（山本浩平君）  局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  基本的には、違うものだと思います。責務というのは、この条

例を定めたときに、品位だとか倫理性を侵さないとか、権限を活用しないというものを定める

のが責務であって、具体的に納税しないというのは、基準だと思います。ですから、そういう

区分けをしないと、納税だけが責務にも入ってくる、倫理基準にも入ってくるということには

ならないのではないかと。責務も守らなければ、これ、条例違反ですから、その断定は難しい

ですけれど。いずれにしても、基本的に審査会を立ち上げられるのは、倫理基準違反なのです。

あるか、ないかという基準の基準なのです。ですから、責務を逸脱しようが、倫理基準を守ら

ないとしても、全体の条例には違反するということなのです。先ほどの届出と倫理基準が開き

あったように、倫理基準は審査会を開く対象になるということなのです。ですから、どこに盛

ろうが守らなかったら、条例違反ということには間違いない。届出しなくても、宣誓書を出さ

なくても、これは違反なのです。という考え方でいったほうがいいと思います。 

○委員長（山本浩平君）  よろしいですか。今の局長の説明に関しましては。  

○委員外議員（前田博之君）  いいです。 

○委員長（山本浩平君）  よろしいですか。  

 次に倫理基準項目の追加で、共産党さんのほうから人権侵害等に関する行為というのが出て

おりますので、詳しく説明の経緯というか、載せたほうがいいということについて、説明を願

いたいと思います。共産党さん。  

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。単に書いているとおりでございまして、今こういうこ

とが非常に職場で問題になっていますよね。各職場というからおかしいけれど、団体の中で問

題になっていますので、こういうことは、議員が権力かどうかわからないですけれど、一定の

権力を持っている人達がこういう行為に出るというのは非常にまずいと思っていますので、こ

ういうことを現代版で盛ったほうがいいのではないかということであります。  

○委員長（山本浩平君）  この点について皆さんどうでしょうか。今初めて出てきたことです

けれど、各会派で持ち帰りしたほうがいいということであれば、そのようにします。まだ再度

議論しますので。議長。  

○議長（堀部登志雄君）  副委員長にお尋ねしますけど。このセクハラとかこういう関係のや

つは、これを侵害する行為ということで、こういうのがあったというような、例えば、どこか

に訴え出て、こういう行為があっていろいろ議論をやっていると。そういうことに関して、こ
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れは完全にそうだったという形になったときに、こういう審査会にかけられるのだよというよ

うな形になるのですか。その辺はどうなのですか。  

○委員長（山本浩平君）  大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） そこは、どの段階で審査会にかける必要があるのかということに

なると、それはかなり難しい部分があると思います。ただ、こういうことを盛っておかなけれ

ば、そのことが問題になったときにきちっと取り上げられないということになります。パワー

ハラスメントなんかも実際に結構身近なところであるというのだけれど、ほとんど表面化して

いないのが実態のようです。私も、我々が関係する部分でも具体的にそういう話を聞いたこと

があります。だけれど、結果的にはその人が告発しなかったら表面化しないのです。そういう

場所をきちっとつくっておくということのほうが大切かなと。ただ、ここまでいったら訴えら

れるよ、ここまでいったら審査会にかかるよというのは、私もはっきり言ってわかりません。  

○委員長（山本浩平君）  副議長。  

○委員外議員（吉田和子君）  本当にこれ、精神的な部分もありますし、個々の考え方によっ

てすごく違ってくるものがあると思うのです。前に大手の会社のほうでこういった問題が起き

たときに、研修に行ったときに聞いた話なのですが、何にもできなくなるような感覚で帰って

きたという話を聞いたのです。壇上で話したりするときにも、その態度だとか、その行動だと

か、そういったものの話を聞いた中では何もできなくなると。何をするということではなくて、

そういうものばかりではなくて、言葉の中にもそういうものが出てくるということで、すごく、

かなり厳しいものがあるという話をちょっと聞いたのです。ですから、これ、各会派でどうい

った問題があるのか、どういったところがあれするのか、１回会派に持ち帰って、みんなが納

得する。私は基準としてあるのは、載せることはすごくいいと思っています。ただ、それに対

しての付随なものが、ある程度みんなが理解しておかないと、これもなかなか、言葉でこうで

はないかと言われて、基準だけ言われてしまうと、かなり厳しいものがあるのかなと思います

ので、もうちょっとそれに付随するものを、もうちょっとみんなの中にも意識的に、こういう

ものがそうなのだというのを持ってもらうようなことの学ぶ場というか、知識をもうちょっと

身につける必要も私はあるのかなというふうに思っています。  

○委員長（山本浩平君）  堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、副議長が言われたように、これから会派で十分議論するわけで、

納税なんかというのは、納めたか納めないかというのはすぐわかるのです。だけれど、セクハ

ラみたいな関係のやつになると、これは当然基準としてこういうことはあってはならないこと

だし、入れるべきなのだけれど、その辺の、どの段階で入れられるのかなということで、その

辺は十分各会派で議論してもらったほうが。ただ、名前だけだけれど、どこでどうなったとき

にこれ、例えば審査請求する人達が、町民の方がどの段階でこれ、あれすればいいのだろうと。

そのようなうわさみたいのがばっと広がってしまって、それではもうやれないみたいな、皆さ

んで審査請求するかと、例えば署名なり何なり回ったときに、その辺をきちっと皆さん認識し

ていて、入れることは当然、その辺の議論を十分各会派で決めて、そして入れるべきものはど
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んどん入れていくというような形のほうがいいと思うので、そういう意味でちょっと聞いたま

でですので。  

○委員長（山本浩平君）  ただいま議長、副議長のほうから、これは会派で十分中身について

もんでいただきたいということでございます。そういったことでよろしいですか。  

西田委員どうぞ。  

○委員（西田祐子君） 清風、西田です。たしかこれ、役場のほうでも公務員の倫理規定の中

にここの部分はあったのではないかと思うのですけれど、もしそういうものがあるのでしたら

一緒に提示していただけるとわかりやすいのかなと思うのですけれど。私達も準公務員という

立場ですから。同じような基準がもしあるのでしたら示していただけると、非常に議論しやす

いというか、わかりやすいのですけれど。 

○委員長（山本浩平君）  事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  確認とってみないとわからないですけれど、まだ白老町は、職

員の倫理規則とかそういうのは、きちっと定めていないと思います。というのは、定めている

ところはあるのですよ。首長から職員から定めている、条例体系にして定めているところはあ

るのですけれど、うちはまだそこまでは行っていないと思います。  

○委員長（山本浩平君） 局長、全国に事例、議会も。例えば自治体も事例があったら２、３。

もし検索してあれば、参考までに出していただければと思います。  

○事務局長（上坊寺博之君）  多分こういうのは載っていると思います。今、職場環境だとか

そういう部分は守るために当然、載っていないことはないと思います。  

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風の及川です。この件自体はやはり、これからの時代、これは大事

な、議員としても大事な重大な問題なので、入れるということで、とりあえず今会派と言って

いますけれど、議論してもらって、それなりにわかればいいのだけれど、文章化できるかどう

かですよね。どういうふうにしてやるかというのは、なかなか何の資料もないと。  

○委員長（山本浩平君）  いいですか。入れる、入れないも、やはり再度、議長が心配されて

いることもよくわかるのです。全く議会とは別の形の中で、例えば、経営者がたまたま議員だ

ったと。従業員と何かの形で折り合いが悪いと。議員のくせにどうだこうだみたいな話で、こ

れはパワーなんだかみたいな形の中で出てきたときとか、いろいろなことも結構想定されるの

です。ですからやはり、入れることに関しては決して私は反対ではないのですけれど、その辺

も含めて、きょうここで決めるのではなくて、再度やはり持ち帰って、いろいろなケースを想

定した上で、皆さん納得した上で入れてまいりたいなと思うのですが。いかがですか。 

○委員（及川 保君） そのほうがいいな。  

○委員長（山本浩平君）  では、そのような形にしたいと思います。１番、２番につきまして

は冒頭のお話のとおり、これは先進地の事例を出していただくということでございます。  

 ４番目、誓約書となっていますけれど、宣誓書ということでございます。これもほぼ皆さん

必要ありということと、未提出者の公表ということでございます。これについてはどうですか。
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ちょっと意見調整したいと思います。これはいいですね。ということは、未提出者の公表とい

うことになるのでしょうか。そういうことでよろしいですか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ちなみに未提出者というのは、誰もおりません。確認いたしました。

これはそういうことにさせていただきたいと思います。  

 ５番目、町民の審査請求権。これ、若干意見分かれていますけれど、何かこの点についてご

意見があればどうぞ。  

○委員長（山本浩平君）  及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。これもかなり具体的に数字出して、全会派含めて具体的に

出されていますので、このあたりも次回にはまとめられるような形で持ち越したらいかがです

か。少しばらついていますので。このあたりの調整をしていただいたらいかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君）  この数字を参考にして、各会派の若干の違いは出てきていますけれ

ど。この新政さんの 250 人以上というのは、何分の１に合わせたら大体 100 分の１ぐらいの数

字なのですか。 

○委員（近藤 守君） 70 になります。 

○委員長（山本浩平君） 70 分の１ですか。この 250 人以上というのは、参考までにこれ、ど

のくらいになるのですか。 

○委員（近藤 守君） １万 7,200。 

○委員長（山本浩平君）  200 分の１ぐらいですか。150 分の１ぐらい。 

○委員長（山本浩平君）  吉田副議長。  

○委員外議員（吉田和子君）  一つちょっと気になるのですけれど、これは町民の審査請求権

ですよね。町民の方々が何かこういった問題でというときに出そうということなのですが、人

口というのは常に変わっているのです。すると、何分の１となったときに、調査して今度署名

運動とかやっている間にまた人口減ったら、その辺の調整が大変なのか。だからうちのほうの

あれは 100 分の１か、その人数に大体合うような、何人以上のほうが町民にはわかりやすいの

かなと思ったのです。その辺も検討として課題に入れてみてください。  

○委員長（山本浩平君）  ただ、人口が変わるとすれば同じことではないですか。人口がどん

どん減ってきたとしたら、例えば 200 人としたら、もっと少なく 170 人でいいのではないかと。

同じことではないでしょうか。合理的なような気がしますけれど。  

 氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 氏家です。いずれにしても、ここは人数的な部分だとか、何分の１と

いう比率まで出てきていますので、これはあくまで先ほどからいろいろな意見を聞いています

と、町民の方々に身近に議会を感じてもらいたいという、一つの根っこにはそういったところ

があるということで、これも一応もう１度会派に持ち帰って考えてもらったらいいのではない

でしょうか。  

○委員長（山本浩平君）  堀部議長。 
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○議長（堀部登志雄君）  先ほど、皆さんのところからずっと出ているのだけれど、非常に開

きがあるもので、考え方の基準をより出しやすくするという一つの考え方と、簡単にぽんぽん

出てこられてもという一つもあるもので、その辺の、それが分かれている原因だなと思って。

一番最初の大渕副委員長のほうからいろいろお話あった、そういうようなことも含め、これは

基準があってないようなものですから、その辺十分各会派で、どちらのほうの基準に立つかで

やはり人数が微妙に違うのです。そこのところが一番、まとめていくのにも逆に難しいところ

かなという感じがするのです。 

○委員長（山本浩平君）  氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 議長、数に開きがあると今言いましたけれど、無会派の前田委員外議

員も先ほど有権者 50 人以上という話は、一応ここには出ていますけれど、先ほどの話の中では

100 分の１以上ぐらいがいいのではないかという話も出ていますので、そんなに数字の開きは、

私はないと思っているのです。新政クラブさんの 250 人という、この数字がちょっと大きいか

なと思いますけれど、これも中身を精査していくと、例えば何分の１以上ですよという話にな

ると、200 人から 250 人ぐらいかなという話も先ほど出ていましたので、別にそんな大きな数

の開きはないと思いますので、その辺は、歩み寄りは十分できると。 

○委員長（山本浩平君） これを参考に、再度持ち帰って議論をしていただきたいと思います。  

 次６番目、議員の審査請求権。これは議論が若干分かれているところもございますけれど、

これについてはいかがでしょうか。  

 及川委員。  

○委員（及川 保君） 及川です。この件についても、皆さん具体的に数字を示されておるの

で、次回あたりには決定できるような形を取れるのではないでしょうか。そんなに議論してい

くようなものではないはずなので。  

○委員長（山本浩平君）  その中で、多少ここで議論があれば参考になると思って。  

 私ども先ほど申し上げたのは、２人、３人だと、なんかちょっとしたことで出てきてしまう

ような、個人的に、例えば感情のもつれからそういったことが成立しやすくなってはいかがな

ものかということで、より民主的なことを考えて、私どもだけちょっと人数多いのですけれど、

５名以上というような意見なのです。 

 公明党、氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 先ほどの町民の審査請求権についても同じことが言えると思うのです

けれど、やはり何か根拠というのが必要だと思うのです。先ほど感情論でやるといくらでもこ

ういった議論というのはできると思うのですけれど、先ほど大渕副委員長のほうから出ていま

した議案提案権の部分のものを一つの根拠として示すのであれば、すっきりするわけですよ。

そこにそれではちょっと多いのではないかとか、少ないのではないかとかとなってしまうと、

そこでまた話がいろいろと出てくるかもしれないけれど、こういった規定をしていくというこ

とになると、何かの根拠というのが必要になってくると私は思いますので、そういったところ

をもう一度皆さんで考えていただいたらいいのではないかと思います。  
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○委員長（山本浩平君）  特に根拠あるところございますか。ここに出された２名とか３名と

かもありますけれど。  

 及川委員。  

○委員（及川 保君） 根拠といいますか、清風としては、今氏家委員が言われたような、簡

単にぽんぽんとこういうものが出てくるような状況になっては非常にまずいなということがあ

って、とりあえず３人以上になるかなということなのですけれど。特に根拠と言われても、皆

さん余りないのではないかと思います。  

○委員長（山本浩平君）  近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私ども当初、この以前はこの５人だったのです。会派に持ち帰ってい

ろいろと検討して、余り、今言うようにぽんぽんといったらおかしいけれど、次からたくさん

出てきたら大変だからということで５人にしたのですけれど、やはりそれぞれの会派とかいろ

いろな意見があるだろうということで３人まで下げたのです。それで今回は３名ということで

出してきたのです。 

○委員長（山本浩平君）  ハードルを下げたわけですね。 

 大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 氏家委員が言ったように、私はできれば根拠があったほうがいい

だろうというふうに考えているのです。物事みんな、すべての点で。だから、できれば理論づ

けができれば一番いいというふうに思っています。何をやる場合もそうだと思います。それで、

例えば議案提案権というのは、実際あってもほとんど使われていないですよ。これ、実際には、

多分地方自治法で８分の１が 12 分の１に緩和されたのです。前はたしか８分の１。８分の１が

12 分の１になったのかな。だから 50％ぐらい緩和されているのです。そういうことでいえば、

議会が、議員が個人的な感情で、例えばこういう審査請求をするというふうになると、その議

会自体が、多分その議会の質そのものが問われるというふうに私は思います。審査会も、こう

いうものは受けつけませんというふうにならなければおかしいと私は思うのです。それは理想

論で、要件を満たしていれば出せるわけだから、そういうことにはなるかどうかわからないけ

れど、私はそういうことでいえば、議案提案権と同じような根拠というのは大きなものになる

のではないかと思っておりますので、そういう意味で我々は 12 分の１にしたと。ここだけはご

理解願いたいと思います。現実的に、私が記憶しているのは、議案提案権が使われたというこ

とは・・・。例えば意見書を出すときは、２人以上賛成者がいないと出せないとかというのが

あるのですけれど、そういうことで条例改正が出たということは余りありませんので、そうい

う根拠でございます。  

○委員長（山本浩平君）  吉田副議長。  

○委員外議員（吉田和子君） 町民請求権のところを見ると、大体 30 分の１の根拠と書いてあ

るのです。私達後からこういった見直しだとか、それから新しく議員になった方に、なぜこう

いう数字が出てきたのだといったときに、説明しやすいのではないかと思う。自分達に全部か

かわることなのですよね。だから、きちっとした説明ができるような形で、ある程度、もし何
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分の 1 にしたら、それはこういうことでみんなで一致してなったのだというものを、きちっと

書けるような形にしておかないと、今後、後々これらを引き継いでいったときに、そういうい

った改選のときは、何回もぽんぽん出されたら困るから。ということにはならないのではない

かと思いますので、ある程度こういうことでは根拠だけは必要なのではないかということで、

こういうふうにしたということの説明が載せれるような形にすべきかなというふうに思います

ので、そういった理由づけもしながらできるといいなというふうに思います。  

○委員長（山本浩平君）  今いろいろと出されました意見を参考にいたしまして、また次回こ

れについても詰めてまいりたいと思います。  

 ７番目、資産報告の提出に関しては、必要なしというところがほぼ多いと思います。私ども、

現行どおりとなっていますけれど、基本的な理念は必要なしという中での現行どおりなのです。 

 新政さん、特に何か考え方あれば。どうですか。議長の要請ということ、これ現行どおりと

いうことだと思うのですけれど。  

○委員（近藤 守君） 現行どおり。特にありません。  

○委員長（山本浩平君）  これについて何か。あと４分ぐらいありますので、ご意見あればど

うぞ。議長。 

○議長（堀部登志雄君）  これはあくまでも審査にかかったときの。それでもって例えば贈収

賄みたいなもので審査にかかったときに。 

○委員長（山本浩平君）  局長、説明願います。  

○事務局長（上坊寺博之君）  違います。ここはあくまでも前に皆さんにご提案している大き

な紙がありましたよね。この項目に沿ってやっているものですから、あくまでも資産報告です

から、毎年やる報告ということで。今、首長も議員さんも衆議院議員だとか国会議員に習って

やっている流れであるのです。そういうことですので、当然違反があったら、その違反項目の

資料を出せというのは当然であって、ここの報告というのは、報告義務ですので。  

○委員長（山本浩平君）  ということであれば、私どもも勘違いしていました。おそらく新政

クラブさんも勘違いしたと思うのです。それを踏まえて議論したいと思います。 

 大渕副委員長。  

○副委員長（大渕紀夫君） 今局長が言われたのは、現行とは違うという意味ですね。新たに

これは絶対出せということですね。だめ、わかりました。そういう認識ではないのです。  

○委員長（山本浩平君）  新風なのですけれど、それであれば、国会議員とは我々全然違いま

すので、これは出す必要がないという考え方に訂正させていただきます。  

 新政さん、もし何かあれば。 

○委員（近藤 守君） ないです。  

○委員長（山本浩平君）  ないですというか、今、そういうことの解釈の上で、もう一度持ち

帰って議論しますか。議論して、なしということですね。 

 では、無会派の前田委員外議員はここはどうでしたでしたか。空欄になっていましたけれど。  

○委員外議員（前田博之君）  私は今局長が言ったような考えだから、中で議論したのかなと
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考えて空白にした。 

○委員長（山本浩平君）  ご意見としてはいかがですか。 

○委員外議員（前田博之君）  意見としては、必要ないのではないかと思いますけれど。  

○委員長（山本浩平君）  熊谷委員外議員はいかがですか。  

○委員外議員（熊谷雅史君）  同じです。 

○委員長（山本浩平君）  必要なしと。  

 これは、全会派、無会派の方も必要なしということでございますので、これに関しては必要

なしということで決定をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君）  それでは、ちょうど昼ぐらいになりましたので、この１番から９番

までまだいろいろと各会派で議論もしていただきたいと思います。  

 最後にこの説明、せっかく配りましたので、ちょっと若干、何か。 

○事務局長（上坊寺博之君）  特にないです。見てもらえばわかるかと思って。 

○委員長（山本浩平君） これは平成 11 年に制定されたときの解説が書いておりますので、十

分参考にしていただきたいと思います。  

 それときょう、議題の中で時間の関係上進められなかったところがまだ結構ございますので、

次回は１日とって、まだ日程はきょう決められませんけれど、いずれにしても連休明けになり

ますけれど、１日とって第３次議会改革ついて詰められるところまでやってまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いをしたいと思います。  

○事務局長（上坊寺博之君）  冒頭で副委員長のほうからおっしゃったのは、事務局が案を出

せということなのですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） そうです。  

○事務局長（上坊寺博之君）  全部ということですか。１個詰めていらっしゃいますけれど。  

○副委員長（大渕紀夫君） 詰めている部分についてはいいですけれど、一定限度のものは出

してもらったほうがいいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  極端に言うと、今、出てきたものを先進事例に入れてつくるし

かないのですけれど。  

○副委員長（大渕紀夫君） そうです。すいませんけれど、できましたらお願いします。  

○事務局長（上坊寺博之君）  １番と２番ですね。  

○委員長（山本浩平君）  その他で何かございましたらどうぞ。皆さんの方から。特にありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 
○委員長（山本浩平君）  それでは、以上で本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

（午後 ０時０２分）  


