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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 ５月１４日（木曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ３時３１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（１０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 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     副 町 長    目 時 廣 行 君 

     産 業 経 済 課 長    岡 村 幸 男 君 

     産 業 経 済 課 主 査    藤 澤 文 一 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 
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     書   記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君）  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００分） 

                                         

○委員長（山本浩平君）  本日、報道でも流されております旭化成建材さん及び旭化成ファー

マさんの事業等の撤退等々につきまして、副町長及び産業経済課から議運において説明をした

いという申し出がございましたので説明をいただきたいと存じます。 

目時副町長お願いいたします。 

○副町長（目時廣行君） おはようございます。また、説明の時間を割いていただきましてあ

りがとうございます。 

 13 日、突然の報道ということで委員の皆様におかれましては、本当に衝撃を受けたというふ

うに思います。また、町民の皆様におかれましても、本当に衝撃と不安を抱いたというふうに

思っております。まず、この報道に至った経緯を私のほうから説明をさせていただき、詳細に

ついて産業経済課長のほうから説明をさせていただきたいと、このように思います。 

まず最初、５月 11 日午後４時に、予定表では旭化成建材株式会社社長さんが、町長を表敬訪

問するというような形であったわけですが、その旭化成のほうから建材株式会社社長さん、旭

化成ファーマの社長さん、それとＮ＆Ｐの社長さん以下含めて６名の方が訪問されまして、そ

のとき町長が１人で対応されたわけですが、その中で、建材株式会社、白老の２工場が閉鎖す

ると。突然そういう話がされました。このことについては、次の日、12 日に緊急的に記者発表

をしたいということで、白老の役場の会議室を借りて記者発表をしたいと。それまでは伏せて

いただきたいというような形でございました。 

次の日の 12 日の午前中に、旭化成の組合幹部の方にその旨を伝えたというふうにお聞きをし

ております。報道機関には、午前中に内容を知らせないで緊急的に記者発表したいというよう

な連絡をしております。３時に第２会議室において、緊急記者発表をして次の日の 13 日、各紙

から報道されたというような経緯でございます。なお、従業員の方々につきましては、午後か

ら説明をされたと、このように伺っております。記者発表を受けまして、その後、町長のほう

から議長ならびに副議長、それと建設厚生常任委員長にその内容を伝えたところでございます。

その後すぐ、部長会議において対策会議を行っております。 

 13 日、各紙から発表がありまして、昨日 14 日、担当課長が旭化成白老工場に出向いて協議

を行っております。この協議の内容については、従業員の再配置の方向性、それと再就職の関

係、これについて協議を行っております。また、ハローワーク、胆振支庁等についても連絡を

取り合っております。現在、そういった形で進めております。 

 あすになりますが、連合北海道白老地区のほうからも町に対して要請があるという、こうい

う予定になっております。 

 発表に至った経緯等について私のほうから説明を申し上げましたけれども、詳しい内容につ
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いては担当課長のほうから説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） それでは、私のほうから内容についてご説明をさせていただ

きたいと思いますが、委員の皆様には資料としてお配りをしてございます、旭化成建材株式会

社白老工場の閉鎖及び旭化成ファーマ株式会社特薬事業の撤退についてという資料がございま

す。これにつきましては、先ほど副町長のほうから説明がありましたとおり、５月 12 日の記者

会見で発表された内容のものでございます。それと、13 日の報道各社の新聞記事のコピーも資

料としてお渡ししてございますので、本日出席されておりません各会派の議員の皆様には、本

日の説明の内容をお伝えいただくようよろしくお願いしたいというふうに思います。  

それでは、記者会見に私のほうも同席してございましたので、その内容について私のほうか

らご説明させていただきますが、この資料にもとづいてご説明させていただきます。  

 旭化成株式会社、これは持ち株会社といいますか、各事業会社ごとに会社が存在してござい

まして、その中で旭化成建材株式会社、本社は東京にございますが、この会社の白老工場の閉

鎖と、旭化成ファーマという会社がございます。これは医薬品等の製造を行っている会社でご

ざいますが、その中の特薬事業から撤退をするということなのです。いわゆるコエンザイムＱ

10 というものをつくってございますけれども、こういうものから事業撤退するということにな

りまして、この特薬事業の製造子会社である旭化成Ｎ＆Ｐが事業撤退するということでござい

ますので、この会社が解散されるということになってございまして、旭化成Ｎ＆Ｐの工場自体

も撤退するという、こういうことでございます。 

 １つ目の旭化成建材株式会社白老工場の閉鎖でございますが、この旭化成建材株式会社につ

きましては 1970 年４月に既製コンクリートパネルの製造を操業としてございますが、その後、

1974 年から軽量気泡コンクリート、ＡＬＣと言われてございますが、ヘーベルですね。これを

製造開始してございました。北海道内の拠点として製造・営業活動を行ってきたということで

ございますが、ピークとして 1989 年に最高約 12 万立方メートルを達成していたという状況で

ございますが、建築需要が減ったということで、そういう中でバブル崩壊後は需用減少で、製

造も減っていたというのが実態でございます。2008 年度では白老工場での概要では、生産量が

３万立方メートルまで減っているという状況になっているということでございます。 

そういう中で、旭化成建材株式会社としましても様々な対応をとってきてございますが、そ

れに加えて 2007 年の建築基準法改正において、いわゆる建築確認申請の期間が長くなってきた

ということも含めて、それと合わせて景気の悪化というものを受けまして、一段と経営が厳し

くなってきたという実態でございます。そういう中で、旭化成建材株式会社として収益改善策

に取り組んできたということでございます。そういう中でありますが、最終的に収益改善の見

通しが立たない。それから、今後も大幅な需用回復が見込めないという、そういう状況の中で、

最終的に白老工場の閉鎖を決定したということでございます。  

閉鎖についてでございますけれども、予定では 2009 年 11 月末で生産を終了するということ

でございまして、2010 年３月末で工場を閉鎖するということになってございます。しかしなが
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ら、旭化成建材株式会社については、茨城県の旭化成建材株式会社栄工場のほうで製造してご

ざいまして、北海道内での供給については引き続いて行っていくという、このような状況にな

ってございます。旭化成建材株式会社の従業員につきましては、原則としてグループ内での再

配置を行うという考え方でございます。  

白老工場の概況としては先ほどもお話ししましたが、2008 年度では生産量が約３万立方メー

トル、常業員は 36 人ということでございます。 

 続いて、次のページをお開きいただきたいと思います。旭化成ファーマ株式会社の特薬事業

からの撤退ということでございます。まず１つは、旭化成ファーマ株式会社自体が、先ほども

お話ししましたけれども、この会社自体は医薬品等の製造を行っている会社でございます。事

業内容としては医薬品、それから医薬品原料、それから飼料添加物等の製造を行っているとい

う会社でございまして、この特薬事業の製造子会社として旭化成Ｎ＆Ｐがあるということでご

理解いただきたいと思います。 

 旭化成ファーマ株式会社は、1975 年から抗菌性飼料添加物の製造会社として白老工場を設立

して、今まで製造を行ってきたということでございまして、2005 年度からは、旭化成Ｎ＆Ｐ株

式会社が白老工場で機能性食品素材コエンザイムＱ10 を製造してきたということでございま

す。コエンザイムＱ10 の市場については、2004 年から 2005 年にかけて需用が増大したという

ことで品薄状態が続いていたということでございますけれども、その後、国内競合メーカーが

相次いで設備を増強していったということと、中国メーカーが市場に参入したということによ

って需給バランスが崩れて極端な供給過多となったということでございます。特に、アメリカ

の市場での製品価格が大幅に下落したということで、今回、特薬事業として不採算の状況が続

いていたために、この旭化成ファーマはコエンザイムＱ10 の特薬事業について撤退するという

ことになったということでございます。 

 そのためやむなく、この製造を請け負っていた旭化成Ｎ＆Ｐ株式会社の解散を行うというこ

とで白老工場も閉鎖をするということの決定をしたということでございます。スケジュールに

つきましては、2009 年７月末で生産を終了させて、販売については 2009 年 12 月をもって終了

させるということでございます。従業員につきましては、旭化成ファーマ、それからその関連

会社である旭化成Ｎ＆Ｐの従業員につきましては原則として、グループ内での再配置を行うと

いうことでございます。 

特薬事業の概要として書いてございますが、売上高としては 2008 年度 25 億円ということで

ございます。従業員につきましては 48 名となってございます。そのうち旭化成Ｎ＆Ｐの従業員

については 34 名でございます。48 名というのは旭化成ファーマ自体が東京にも本社がござい

ますので、その中で、東京にいる社員も含めて 48 名ということで、白老工場にいる社員は 34

名ということでございます。 

 以上が旭化成建材株式会社白老工場の閉鎖と旭化成ファーマ株式会社特薬事業の撤退並びに、

その撤退に伴っての旭化成Ｎ＆Ｐ株式会社の解散、そして白老工場の閉鎖という、こういう内

容でございます。 
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 それに伴いまして、北海道シバ工業が旭化成建材の協力事業所となってございます。さらに

Ｎ＆Ｐのほうにもシバ工業のほうから社員が送られてございまして、建材のほうにはシバ工業

から 45 名、それからＮ＆Ｐのほうに対しましては９名、合わせて 54 名の方が従業員として北

海道シバ工業のほうにいらっしゃいますが、これらの撤退に伴いまして、今聞いているところ

では、工場が閉鎖されるということになれば、少なくても北海道シバ工業自体も解散する方向

になっていくというふうに聞いてございます。 

 そういう中で、私どもの対応としましては、先ほど副町長からもお話ししたとおり、従業員

の雇用の対策について、白老町として協力・支援体制をとっていく必要があるということでご

ざいまして、そういう中で、旭化成建材、それからＮ＆Ｐ、北海道シバ工業さんと、昨日、協

議をしてございますが、１つは、旭化成さんのほうは基本的には配置転換を行うという中で、

今後、従業員に対する個別面談を行って、最終的にグループ内の関連企業への配置転換を行っ

ていくということになるということでございますが、基本的には道内でということよりは、関

東・関西方面の会社への配置転換というふうに聞いてございます。今後、従業員の意向調査を

行って、最終的にこれらを決めていくということで聞いてございます。これらの詳しいスケジ

ュールについては、まだ、12 日に記者会見が行われたという段階ですので、具体的なスケジュ

ールについては、具体的に決まっていない状況でございますので、私どもとしましても、今後

それらについても協力して対応していきたいということで、きのうお話をしてきました。 

 なおかつ、北海道シバ工業さんも、事業部長さんに同席していただきましてお話を聞いてご

ざいますが、シバ工業さんの場合は、７月にＮ＆Ｐが生産中止をするということでございます

ので、その段階で９名の方の雇用をどうするのかという問題がまずそこで出てきます。それと、

建材のほうが 11 月で生産を中止するということですので、その時点で 45 名の方の対応が必要

になってくるということですので、そのスケジュールに合わせて町と協議しながら対応してい

きたいということを考えてございます。 

 あわせて、昨日午後からですけれども、ハローワーク苫小牧のほうへ相談に行ってございま

して、ハローワークとしましても今回のこの事態を受けまして、すぐに対応をとっていただけ

るという状況でございます。まずはハローワークとしましては、事業所に対して今回の工場閉

鎖等に伴う、会社として行うべき事務作業的なもの、合わせて従業員に対する説明会の開催。

例えば、中にはこの状況の中で退職を希望される方がいらっしゃるですとか、そういう方も存

在するようなことがあれば、その手続関係ですとか、雇用保険ですとか、いろいろな制度がご

ざいますので、それらの説明を含め、また管内の求職状況、そのようなものがどうなっている

のか、手続関係を含めて説明をする機会を設ける必要があるだろうというお話でございます。 

 そういう中で、一度、関係者、いわゆる旭化成の会社の方とハローワーク、それから町、あ

わせて協議の場面を持って、今後どのような形で進めていくのかということを協議していく必

要があるということで、昨日その話を持ち帰りまして、旭化成さんのほうにはすぐに協議の場

を設ける形で調整をお願いしたところでございます。 

 それから、胆振支庁のほうへも即日電話をいたしまして、道としての支援体制はどうなのか
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ということも問い合わせをしてございまして、基本的には解雇者が 100 人以上出た場合には、

自動的に北海道としても相談会の開催ですとか、経済界への要請活動ですとか、そういうよう

なことを行う形にはなっているということなのですが、町からの要請があれば、それらについ

ても積極的に動いていきたいということのお話を伺ってございますので、合わせてそういう関

係機関とも連携しながら、この対応を取っていきたいというふうに考えてございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。各委員の皆様のところには、会派のメンバ

ーの分も同じような資料があると思いますけれども、この際ですので、何かお尋ねになりたい

ことがあればどうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今の説明を聞きまして、旭化成が撤退していくということで、白老町

にとって非常に大きな打撃だなと感じております。そこに勤めていらっしゃる従業員の方とか、

また下請けといいますかシバ工業の方については、白老町としても全面的に協力してやってい

かれるということなので、その部分は安心して、旭化成のほうとも一緒になってやっていただ

けるのではないかなと思って少しは安堵しておりますけれども、一方取引先の件があるのです。

白老町で、例えば、運送とか、安全靴を入れたりとかの業者さん、それと本町にもありますけ

れども、昨年アパートを建てましたね。そこに、旭化成の従業員の方入っておりますけれども、

そういうことなども含めて、関連する企業やそういうものの方はどうなるのかなと、そういう

会社はどうなるのかなと、非常に波及的に問題が生じてこないのかなと心配しておりますけれ

ども、その辺はどのようにとらえられて白老町としても、また旭化成さんとしてもどのように

とらえられていくのか、すぐですから、今の段階では難しいと思いますけれども、説明できる

範囲でしていただきたいと思うのと、できれば関連の町内の業者さん、何とか町のほうでも協

力できることがあればしていただけるとありがたいと思うのですけれども、この２点お聞きし

てみたいのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 西田委員のお話のとおり、関連企業さんへの影響というのが

出てくるというのはもちろんそのようにとらえておりますが、具体的な関連企業さんへの影響

というのは、うちのほうでまだ正直なところつかんでございません。しかしながら、このよう

なことが考えられるということは、当然、私どもも考えてございますので、こういう関連企業

さんの聞き取り作業等も進めていきたいというふうに思ってございます。当然、少なからず影

響が出てくるかと思ってございますので、先ほどお話ししましたとおり、第１は従業員の雇用

問題ということを優先的に進めていきたいと思ってございますが、一方では、関連して波及す

る影響に対しても、できるだけ対応をとっていく考え方で対応していきたいと思っております。 

○委員長（山本浩平君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ございませんね。説明どうもありがとうございます。ご苦労さまで

した。 
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 それでは、調査事項のほうへ入りたいと思いますけれども、きょうは議長が、この旭化成の

件も含めて急遽上京されるということになっておりまして、このスケジュールどおりではなく

て、若干順番を変えながらやっていきたいというふうに思います。 

 第３次議会改革につきましては、きょう１日で結論が出る部分とそうでない部分があります

ので、これに関しては最後のほうにもっていきたいと思います。 

 まず、先に終わらせておきたいところでございまして、１番目、議員報酬のチェック・オフ

についてでございます。局長、説明願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回の議会運営委員会でチェック・オフについては基本的に合

意をいただきましたので、５月会議、28 日の本会議におきまして条例改正案を提案させていた

だきたいと思っております。 

資料１を見ていただきたいと思いますが、基本的には支給方法を町の支給方法に準ずるとい

うものでございます。別紙２裏面を見ていただきたいと思いますが、現在の支給方法につきま

しては費用弁償及び期末手当の支給要件、在職期間、期末手当の額の調整、その他の期末手当

の支給については一般職の例によるとなっています。これを議員報酬、費用弁償及びの期末手

当の支給方法を一般職の例にしたいというものでございます。 

それで、６月の報酬の支給から適用させたいと思っております。従来は 23 日が支給日でござ

いました。町職員の支給例にしますとこれからは 21 日に支給されるということになります。チ

ェック・オフ以外のものですが、ここで再確認をさせていただきたいと思います。 

まず１つは、本会議、委員会の昼食につきましては、当日現金払いでお願いしたいと。申し

込まれる方は 500 円、600 円くらいになると思いますが、直接現金をいただきまして事務局の

ほうで発注するという形をとらせていただきたいと思います。 

それと、議員が加入する団体の年会費、特に姉妹都市協会、消費者協会、加入されていない

方もいますが、それにつきましても、現金を事務局に持ってきていただいてまとめてお支払い

したいということで取り扱いを行いたいと思います。 

ですから、原則チェック・オフする部分につきましては、議員会の会費、それと互助共済等

含めまして保険の関係です。それと、議員会が行います各種事業に対する負担金、送別会の負

担金ですとかそういう部分ですね。それと今例は持っておりませんけれども議員会で１回支払

いして斡旋するもの、図書斡旋とかそういう部分があれば、その４種類をチェック・オフさせ

ていただきたいと。あとは基本的に議員の皆様でお願いしたいということでございます。ここ

だけ確認をお願いしたいと思います。 

〇委員長（山本浩平君） わかりました。過去２回の議運の中で、おおむね皆様と協議をされ

てきた内容でございます。そして、具体的にきょう提案もございました。この点について何か

問題等があると思われる方はどうぞ。発言をお願いしたいと思います。質問でも結構です。こ

のような方法でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、全会一致ということで。局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 報酬条例の変更に伴いまして、１点課題出しをしておきたいと

思います。というのは、ことしの人事院勧告で期末手当、俗にいうボーナスです。民間が下が

っているということで 0.2 カ月分減額勧告でございまして、夏で 0.2 カ月マイナスをして、状

況を見て冬の手当で再調整するという内容でございます。町は今検討している最中でございま

すが、手当の支給基準日が６月１日なのです。ですから 28 日の本会議までに条例改正しないと

人事院勧告が適用されないという部分がございまして、28 日に条例案を町側は出したいという

形でございます。それで、夏のボーナス 0.2 カ月分カットでございますが、昨年 0.05 カ月分ア

ップしているのです。それは、実際は財政の関係がありましてやっていないのです。ですから

過去の分も合わせて、期末手当については正規な率に戻して完全に実施したいという町側の考

え方です。ただ、職員の給与の独自削減を今現在やっております。19.幾らですか。その関係も

ありまして、まだ結論は出していませんが、職員にこれより負担を強いることはできないので、

総額確保する形で、月額給を戻すような形で検討しているという経過がございます。まだ結論

は出しておりませんが。ただ、そうなったときに議員の報酬にも影響してくるのです。議員の

報酬 0.2 カ月分下がりますので、そのときに、議会も独自削減してございます。ですからその

部分の調整をするのかしないのかという結論を出さなければならないということで、28 日まで

に議決を取らなければならないという課題がございますので、その分の議論を若干お願いした

いと思っております。内容は理解していただけましたでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） いずれにしても、ここで、議運だけで判断できるということではない

ので、もう少し内容を詳しくお願いしたいのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時３４分 

                                         

再開 午前１０時４０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。 

この件については、各会派で協議をしていただくということになると思いますけれども、こ

の際若干、各会派の考え方、今の説明を聞いてこうしたほうがいいのではないかというのがあ

ればどうぞ。 

 新風ですけれども、私は総額を確保するという必要があると思います。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブも総額を確保しておいて対処するべきだという考え方でご

ざいます。もともと私どもの会派というのは、削減すべきではないと考え方、そういう形にな

っております。 

○委員長（山本浩平君） 公明党さん。 

○委員（氏家裕治君） この議員報酬の独自削減については、今言われたとおり削減すべきで

はないという部分と、今までみたいにはいかないだろうという歩み寄った形の中で決めてきた
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部分がありますので、それについては、私たちはこれから帰って協議しなければいけないと思

いますが、皆さんも同じだと思いますが、総額的なものについては今回は確保して率で調整す

ることがいいのかと思います。あくまでこれは持ち帰ってもう一度検討してみたいと思います。 

○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。１つは、人事院勧告そのものに対する考え方、今まで

の議会の考え方があると思うのです。そういうことをきちんとしておかないと、根拠乏しくな

るでしょう。だから、議会で上げるときに上げなかったときがありました。人事院勧告があげ

るといったときに、公務員の給与が高いということで議会が上げなかったことがあるのです。

うちの会派も賛成しているのです、それには。 

 今、下げることに対しては人勧準拠というけれども、上げるときは準拠していなかったこと

が、確か１度か２度かあるのです。僕の記憶では。だから、そういうことをきちんと整理した

上でやらないと、下げるときは下げるよと。上げるときは議会で上げないよというのは、それ

は民間準拠なら準拠で、はじめからそういう形にしておかないと、やはりおかしくなるのです。

言っている意味がわかりますか。 

 人勧で上げろと言っているときに議会で上げなかったのです。議会が反対して上げなかった

のです。皆さんいるときです、前田委員外議員はいらっしゃらなかったかもしれない。だから、

そこら辺も１回きちんとして、その上にたって考えないと、もちろん今の状況でいえば、町も

三役もそういう形にするというのであれば、我々もカットしているわけだから、それは整合性

をとるということでいえば、理論的には通じると思うけれど、しかし議会としてみたとき、人

勧準拠だけでいうのであれば、人勧準拠で全部やっているのならいいけれども、そうでない場

合だってあるのだから、そこはきちんと確認した上で、今回についてはこうするというのを決

めておかないと、やはり僕はまずいのではないかと。それは確認だけはきちんとしておく必要

があるだろうと。確か５％くらいか何かのときにあるはずです。人勧で上げろと言ったときに

上げなかったことがあるでしょう。皆さん全部賛成して上げなかったのです。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 去年は 0.05 が勧告されているのです。ただ、去年の状況は財政

プログラムというかそういう部分の、職員の人件費をカットするという方向性を出していて上

げるのかという議論があって、町もやっていないのです 0.05。だから議会もやっていないので。 

 ですから、今正直に言ったら、夏冬に２回分けるから、0.25 高いはずなのです今の率より。

上げていないのです。ただ、これは町側が上げないと言っているから議会もそれに追従したの

であろうと思いますけれども。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） そうなのだけれども、その議案はきちんと出ているのです。職員

は上げないという議案が議会に出ているのです。それに我々は賛成しているのです。というこ

とは、町は提案したけれど我々も賛成したということは、町のそういうやり方を認めている。

人勧に準拠しないということを認めているということだから、議会は。僕はそのことを言って
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いるのだから、あくまでも言っている意味は。 

 ただ、状況としてどうなのかといったら、皆さん言っていることは、理論的にはそうなって

いくと思うけれど、そういうことはきちんと確認しておかないと、下げるときはよくて上げる

ときはだめというのはおかしいから、きちんとそこは解明しておいたほうがいいと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今大渕副委員長が言われている話、確認しておきたいのですけれども、

例えば、町の人事院勧告に準拠するのだとなれば、議会だって当然そういう形になるのかもし

れない。15％、20％近い削減をしながら、なおかつ準拠するのだという話になれば、僕はそれ

でいいのだと思うのです。ただ、町もそうだし議会も独自削減をしながら、総額を確保しなが

ら町がそういう形にしていきたいというのであれば、私は議会も、今までもそういうふうにや

ってきたということであれば、そういう形で整合性は取れるのではないのかと思うのですけれ

ども。そういう考え方というのはどうなのですか。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） そのとおりなの。ただ、僕が言っているのは、今 0.2 カ月分下げ

ると。下げたけれども、それは戻して、人勧に準拠するから下げるのでしょう。下げた分につ

いてはカバーするよと言っているわけです。それでいいのです。だけれども、上げるときは準

拠していないのです。それにみんな賛成しているのです。準拠していないことに。そういうこ

とを言っているのです。そこの部分。だからそこはきちんとわかってやらないと。下げること

については条例改正して準拠するのだからというけれども、上げるときはそうはならないのか

というのと同じことだから、だからそこは矛盾しているでしょう。だからそこはきちんとわか

って賛成したり反対したりしないとおかしいでしょう。例えば、町民から見たらそうなってし

まうでしょう。そこのことを言っているだけです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ということは、前回は人事院の勧告に対して、うちの財政事情を考え

た場合、上げるべきではないということで人事院に反対したと。もしやるとすれば、白老町議

会も白老町も、実際は独自削減をやっているのだと。これ以上の削減は無理だと。だから人事

院の言う 0.2 の削減については受けられませんよと。やるべきではないのかというのは、本来

でいう白老町議会の正当な理由づけではないかと。行政もそういう理由づけになるのではない

かということですよね。考え方としては。 

○委員長（山本浩平君） ほか、新政クラブさん。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブも独自削減していますからその枠の中でやると。以上です。  

○委員長（山本浩平君） それでは、前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 確認するのですけれども、0.2 カ月分下げますよと。この分を

カバーして総額確保するということは、今 10％カットしているものが、町民向けに説明すると

きは、10％削減しているけれども 0.2 のボーナスをカバーするから、ならすと逆に 10％は９％

になったのだよというような解釈をされていいということですね。数字は別にしてそうですよ
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ね。決まれば。それだけ共通認識しておかないと、これから協議するから、別な形で意見が出

ると思いますけれども、それだけきちんと認識しておかないと。確認しておきます。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に、削減していないとただ下がるのです。10％下がる前

にしているのです。下がるものを確保そるとそこだけ、現状に合わせるということであれば、

下がった段階では削減率が普通の議員であれば８％になるか７％になるかということです。そ

れは当然そうなります。ですから、町側も職員の手当が今５％で月額が 15％かな。やっている

ものが、逆に言ったら 13％ になるか 12％になるかわかりませんけれどもなるということです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） ただ、削減率はそうだけれど、金額はかわらないのです。町の中

身については影響はないのです。金額は関係ないのです。今言っているのは率が下がるだけだ

から、町に対する財政自体影響がないということなのです。同じだけ引かれるのだから、変わ

らないということはそういうことだから。だから率が変わるということなのです。確認という

のはそこも同じく確認しないと、我々は多くなるのではないからそこも確認しておかないとお

かしくなるでしょう。理論というのはそういうものですから。ただ、協議は必要だと思います。  

○委員長（山本浩平君） この件については、大体皆さんよろしいですか。では、各会派で持

ち帰って協議してください。28 日までということなので、もう一度この件で議運を。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これ、条例をつくらなければいけないものですから、結論があ

る程度の期間、私のほうで早くいただきたいと。25 日も議運があるのですが、25 日から議会報

告会が入ってきまして、午後も夜もふさがるものですから、できればその前に一定の方向性を

いただきたいと。そうなりますと 19、20、22 と建設厚生の委員会が入っていまして、そこで開

くわけにはいかない。ですから、今のところ 21 日しかないのですけれども、できれば、何とか

その辺あたりにお願いできないかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） これ、21 日の議運になって結構なのですけれども、これでもし意見の

調整がつかなかった場合はどうなるのですか。全会一致とかにならなかった場合、それでもや

るのですか、賛成多数ということで。 

○委員長（山本浩平君） それは局長が答えられることではなくて、皆さんのことですよね。

会派代表で集まって話すなり、いろいろ方法はあると思うのですが。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほども言いましたとおり、６月１日が基準日ですので、６月

1 日前に条例変わっていないとできないということなのです。ですから、議決するにしてもし

ないにしてもいずれにしても 28 日がタイムリミットです。 

○委員長（山本浩平君） では、21 日この件で議運を開きたいと思います。10 時からです。皆

さんよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それと、委員会規則の８ページなのですが、前田委員に注意をした
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いと思います。規律の中で、委員会室に入るものは携帯品により会議を妨げ、または会議中に

不必要な発言をし、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならないということで、携帯品

等の記述がございますので、注意したいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） その他の事項で議長のほうからお話があるということでございます。  

○議長（堀部登志雄君） 特にきょう皆さんに議論をお願いしたいということ、きょうあるい

は会派に帰って、皆さんで確認をしていただきたいなという件があります。それは、皆さんご

承知のとおり３月の定例会議で、質問の始まる前に町のほうから、今まで一般質問等で、１回

目の質問に対して答弁書の配付というのがありました。これは平成 16 年の３月に議会から申し

入れて答弁書の配付をお願いしたいということで、そのときの段階で、答弁書を配付するのは

いいけれども、十分質問の内容についての調整を、確認をさせていただきたいということで、

これは議会側も積極的に応じるという形で答弁書をもらっておりましたが、急遽、一般質問締

め切った後に、答弁調整ができない方がいるということで、答弁書の配付はできないというよ

うなことがございまして、３月は答弁書配付はありませんでした。 

 その後、皆さんにその内容を周知いたしまして、たまたま松田議員がそれに応じていただけ

なかったということでの、答弁書配付できないということで申し入れ、これを受けまして、本

人に皆さんからも議運の中でも十分、本人との事実関係というのですか、それを確認すべきだ

というようなことで言われまして、皆さんに報告が遅れたのですが、３月３日に町から答弁書

を配付できないということで、その事実関係について３月９日に、本人とお話しいたしました。

答弁調整に応じていただけなかったのかということでやったのですが、たまたま、私も答弁調

整に応じてもらえないのだということでお話を受けまして、急遽、松田議員のほうにも足を運

びまして、何回かやったということは、今までに皆さんに報告しおります。 

 松田議員と正副議長でお会いして話したときには、正直言って、私も行ったのですが、あち

らも実際に会っていないで、外出していて、なかなか電話連絡も行き違いとかいろいろなこと

があって、これは取れなかったということでございます。そういう中で、しかし、本人は、こ

れについて連絡した、しないということには、議長としてはならないと思いますけれども、正

副議長と松田議員と話した中では、答弁調整については、自分は断ったことはないよと。聞き

にきたら、今までは応じていたよというようなお話もありましたが、この答弁書を配付するそ

もそもの町との話し合いの中では、締め切った後に、議員控室のほうで、基本的には答弁調整

させていただきたいということをするということが基本でございますので、特別な事情がない

限り、本人のところへ町側が出向いて行って、答弁を聞くとかということにはなっておりませ

んので、そういうことで本人は自宅に来てもらって、どこでも応じれば答弁調整になるのでは

ないかということですけれども、そういうことではないということを皆さん理解してもらいた

いのですが、本人と話した最初の中では、そこまでして答弁書をもらうというのは、自分は納

得できないというような、最終的にはそういう思いでございます。 

 したがいまして、３月の時点ではもらわないということになっていますけれども、こちらも

３月の時点でいらないと正式に申し入れています。けれども６月会議始まりますので、この件
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については今まで規則には載っておりませんけれども、町との紳士的な話し合いの中で、これ

をやってきているという経緯もありまして、規則違反であるとかないとかということにはなり

ませんけれども、せっかく議会改革という中でやってきている項目ですので、できれば、私と

しては皆さんも大多数の人が非常にいいことだという効果も感じているようですので、ぜひ今

後も継続していきたいと思うのですが、あくまでもこれは議会全員の方の協力がなければ議会

として町に申し上げるということにはなりませんので、この際、改めて各議員の方にこの件に

ついては考えていただいて、今後、全員が今までどおりの形で積極的に応じるよということで

あれば、これはまた再度お願いするのはやぶさかではないですけれども、何人かでもそれには

ちょっとという形があれば、これなかなか難しいことだと考えていますので、その辺でもう１

回、十分会派の中で議論していただいて、６月に対応したいというふうに思うのですけれども。 

 これ、私もいろいろ考えて、説得する、しないという問題でもない。本人がやらないと言え

ばそれまで、できないと言えばそれまでの話で、その辺ぜひ皆さんで議論していただきたいと

いう思いです。私の感じた話では、本人はそこまでする必要はないのではないかと。これ副議

長の感じはどうかわかりませんけれども、私はそのように感じたのです。だから、積極的にそ

こまでやって答弁書をもらわなくてもいいのではないか。自分はそういう気持ちはないという

お話はされていました。だけど、本人がはっきりと言っていましたが、別に答弁調整は今まで

断ったことはないつもりだと。ただ、ここに来て積極的に、という言葉が当てはまるかどうか

わかりませんが、議員控室、庁舎内でのやり取りというのは、なかなか、そこまでしてという

思いはないというぐあいには私は受けとめました。 

 そういうことで、ぜひこの件については議論していただきたいというぐあいに思います。６

月に向かって、今のままですとこのまま１回目の答弁書をもらえないという形になります。 

〇委員長（山本浩平君） 休憩を取りたいと思います。休憩後に、若干意見調整は、皆さんの

意見は伺ってみたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 副議長も同席しておりますので、ただ３月の連絡取れた、とれない、

やった、やらないということについては、私にしても、何回かお会いしようと思って会えなか

ったということで、松田議員もいろいろとプライベートなことがあって家にいないで、電話し

たときに出たり出なかったりというようなこともあったようですので、その辺については、そ

れがどうのこうのということではないというふうに私は思いました。 

 だけど、副議長と３人でお会いしてお話しした内容については、そういう意思だということ

だけは私自身確認できたので、皆さんでそれについて話していただければと思います。 

〇委員長（山本浩平君） それでは、暫時休憩といたします。 

休憩 午前１１時０６分 

                                         

再開 午前１１時２０分 

〇委員長（山本浩平君） では、休憩を閉じまして会議を再開いたします。先ほど議長のほう

からお話がございました。３月会議でいろいろございまして、町側が答弁書を配付しないとい
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うことでございまして、議会側もそれを受け入れたという答弁書の件でございますけれども、

６月会議に向けて、当然これは１つの方向性をきちんと議会としても明確に打ち出していかな

ければいけないことだと思いますので、この点について、会派に持ち帰って相談はしていただ

きますけれども、現段階においても皆様方の意見を拝聴しておきたいと思いますので、この件

についていかがでしょうか。率直なところ、皆さんご意見があればお聞かせ願いたいと思いま

す。公明党、氏家委員。 

〇委員（氏家裕治君） 氏家です。答弁書の事前配付については、第３次議会改革の実施項目

の中でうたわれていることでありますし、その中で会派の協議の結果として出てきたものが、

前日に配付してくれないかだとか、それから現状でいいのではないかという意見、ここまで来

ていたのです。そこまでの各会派の中での話し合いができていた中で、第３次議会改革という

形の中に取り組まれてきたと。まずは、答弁書の事前配付というものを１つの前提において、

そのためにどうするべきなのかということで話し合いをしてきたつもりで私はいますし、その

話ができないのであれば、当然答弁書というのはもらえないわけですし、ですからそういうふ

うに考えると、先ほど議長も言っていましたが、お互いに行き違いがあったという話もありま

したけれども、わざわざ庁舎まで来て答弁調整する必要はないとか。僕はそういう話は全然別

な話ではないかなと思うのです。 

 ですから、結局は答弁書をもらうというか、答弁書の事前配付をしてもらうためには調整が

必要だということであれば、そのためにどうしたらいいか。調整する場所というのは絶対必要

なことでしょうし、そういった部分では我々議員が努力していかなければならない部分ではな

いのかなと私は思います。個々の考え方の中でいいのではないかという話になれば、当然、こ

の答弁書の事前配付という部分は議会改革の中から抜かなければならなくなってしまう話だと

思いますので、第３次議会改革の中で進めていくのであれば、各会派の中でその考え方を固め

てもらって、各議員個々が行政との答弁調整に向かっていくしかないのではないかと思います。 

〇委員長（山本浩平君） ほかいかがでしょうか。 

 それでは、私ども新風の考え方ですけれども、今通年議会ですとか広報広聴常任委員会とか

新しい取り組みの中で、非常にいろいろな全国の自治体から新しいことに取り組んでいるとい

うことで視察が結構ふえております。そこで私も説明をさせていただく中で、通年議会の説明

というのは 30 分や１時間いらないのです。まだ始めたばかりですから。今までの議会改革の流

れについて説明をして、そして通年議会に至った経緯等々説明をさせていただいているのです。 

 その中で、この答弁書の事前配付ということについても説明をさせていただいているのです

けれども、これは非常に斬新だなというようなことでお話をしていく議会もございますし、以

外なのは、実はこちらのほうに視察に来るところというのは、同じように議会改革が進んで、

積極的にやられているところが多く、関心を持ってこられているものですから、以外にこの答

弁書配付というのは、やられているところが多いのです。それは逆に私も驚くのですけれども、

先ほど氏家委員からもお話出ましたけれども、もっともっと事前に、直前ではなくて、何日か

前に配付しているような議会も見受けられますし、これは先進の議会改革をやっているところ
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は既にやっているというところがあるという内容でございますし、お互いに質問と答弁する町

側と議会が、議論がより深くかみ合うためにも必要だということで、全会一致で進めたことで

ございますので、これはやはり、今後もきちんと展開していくべきだと思いますので、ぜひと

も、私どもの希望としては、清風さんのほうでも一度調整をしていただけないのかなと、この

ように考えております。 

 清風クラブさん、及川委員。 

〇委員（及川 保君） 議長のほうから松田議員と氏名も出されておりますので、３月会議の

件についてお聞きしておりました。たまたま私、私用で休まざるを得なかったのですが、その

状況も今把握いたしました。氏家委員がおっしゃっているように議会改革の中でも、１項目と

して載せてきちんと議論をされている、してきている状況も私も十分把握しておりますし、こ

れを議会全体として改革を進めている中で、こういう事態が起きているわけですけれども、今

委員長がおっしゃった件につきまして、私どもの会派でございますから、十分この件について

議論をしまして、どういう方向になるかここで断言はできませんけれども、きちんと議論をし

て皆さんのほうに報告をさせていただきたいというふうに思います。 

〇委員長（山本浩平君） それで、できましたら、21 日に議運を開くことになっておりますの

で、６月会議までに結論は出しておきたいと思いますので、一応 21 日の議運を目安に調整をし

ていただければありがたいと思います。それが可能でなければ、25 日もございますので。 

〇委員（及川 保君） わかりました。努力をいたします。 

〇委員長（山本浩平君） ありがとうございます。この件についほかの会派の意見も伺ってお

きたいなと。基本的な考え方。新政クラブさん。 

〇委員（近藤 守君） 新政は、要するに昨年の 12 月まで、従来どおり事前に調整して、事前

に配付してもらうということでいいと思います。 

〇委員長（山本浩平君） 日本共産党さん、大渕副委員長。 

〇副委員長（大渕紀夫君） 今、皆さんおっしゃったとおりで、この議会運営委員会で確認さ

れて実施されていたものですので、各会派からきちんと出て議会運営委員会が成り立っている

わけですから、今及川委員が言われたように努力をしていただけるということが、我々も一番

いいことだし、そういうことで解決していくというのが理想的ですし、当たり前なことですか

ら、ぜひ努力をしていただいて、もとに戻していただけるような状況をつくるということで努

力をしていくということでいいと思います。 

〇委員長（山本浩平君） この件について、前田委員外議員、何かございましたらどうぞ。 

〇委員外議員（前田博之君） 個人としてはいろいろ議論はあります。しかし、改革項目の中

で整理されていますし、ただ、内容を見れば当日配付がいいのか前日配付がいいのかというの

は議論しなければいけないと思いますけれども、その分については流れの中で理解します。 

〇委員長（山本浩平君） 先ほど、及川会派代表委員のほうから十分意見調整をしてきたいと

いうご意見がございましたので、ぜひ努力していただくということで皆さんよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（山本浩平君）  それでは、続きまして３番目になります。前回、氏家委員からの課

題提起について、本会議における委員会報告のあり方についてということで提起がございまし

た。日にちもたっておりますので、再度この問題について氏家委員のほうからお話をしていた

だきたいと思います。氏家委員。 

〇委員（氏家裕治君） 氏家です。難しく言うとわからなくなってしまいそうなので、本会議

において各常任委員会がとる所管事務調査の報告についてのお話を前回させていただきました。 

私が言いたかったのは、所管をとって調査をした結果報告をするわけですから、その所管を

持った常任委員会のメンバーがその所管項目について本会議で質問するということはどうなの

か。例えば、６月会議を例に挙げますと、６月会議を過ぎてある一定期間をおいて９月会議だ

とか 12 月会議の中でそれについての質問をされるということは、私はそれについては構わない

ことなのかなと思いますけれども、同じ６月会議に向けての所管事務調査の結果報告について

は、その所管に携わった常任委員会のメンバーの方が同じような質問をするということは好ま

しくないのではないのかなと。もしそれをやるのであれば、本来常任委員会の調査の中でしっ

かりと発言をされて、そして結果報告に導いていただいたほうがよろしいのではないかという

ことを言わせていただいたことであります。 

 ですから、そうしないと、今までは結果報告というのは本会議一般質問の後だったのです。

それを、一般質問で各携わった常任委員会のメンバーの方々が一般質問をされる。代表質問を

含めてです。質問されたときに、行政は１回、これ議会の中に報告していることなのにという

ことで受け取られる部分だと思うのです。後で常任委員会からの結果報告が出てくる。それは、

僕はおかしいと思ったのです。ですからその辺について、皆さんにお話をまとめておいていた

だきたいということでした。  

〇委員長（山本浩平君） この点について、前回、氏家委員から意見がございましたので、各

それぞれの会派でもいろいろと意見調整されたかと思いますが、どちらの会派でも結構でござ

います、いかがでしょうか。大渕副委員長。 

〇副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私がたまたま欠席していたときにこの問題が提起され

まして、うちの会派の斎藤も同じようなことを多分言っているかもしれませんが、今氏家委員

が言われたことは当然なことでして、常任委員会が議会の半数なのです。そこで資料も出して

いただいて調査をすると、そこで結果を出すということは、議会の半分の意思と同じなのです

よね。そういう結果報告をするわけです。本来からいったら、きょう出た資料の一番最後にも

ついていますけれども、今後私はもっともっと常任委員会というのは強化されていかなければ

いけないだろうと思っています。 

そういうことでいうと、町側の受けとめも、私は常任委員会の重みというのは議会の半数で

すから、これすごく大きな、まして議会の半数のものが同じ意思で結果報告をするということ

でいえば、これは一般質問と比べたら重みが全く違うだろうと思います。ですから、同時に町

側は資料を提出し議論を行うと。そこで得た知識で報告前に一般質問するなどということは、

これは考えられないことです。一般的に言えば。全く。 
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ですから、所管事務調査というのは、我々が要求項目つくるわけですから、自分がその質問、

一般質問どうしてもしたかったら、今回それは所管事務調査で取り上げないことにしましょう

と言えば済むことなのです。そうすればいいわけですから、別に取り上げたことを一般質問や

る必要はないわけだから、町側のほうで取り上げなければいいことですから、ですから、常任

委員会で議論して結論を出すということで、一般質問というのは重みが全然違うと。そういう

ものが混同されてやられること自体が私はおかしいと思いますし、所管事務調査は議員がみず

から発議をしてやることですから、そこに出た資料を使って一般質問をやるなどということ

は・・・、それは次の段階ではいいですよ。反対も賛成もあるわけですから。だから、私はそ

れはいいと思うのですけれども、やはりそれは氏家委員が言われたとおり、そのような形にな

ってしまったら、一体議会というのは何なのだという形になりはしないかという危惧も持って

いますし、うちの会派はそれはやはりおかしいと。 

ですから、みずからそういうことはやらないということが、何度も言いますが、自分がやり

たければ所管事務調査で取り上げなければいいのですから。「これは僕が一般質問でやるから、

今回は取り上げないで。」と言えばいいだけのことでしょう。それは自分でできることですから、

私は、うちの会派は完全にそういうふうに思っています。ですから、委員会報告というのは最

後にやるべきだし、そういうふうにやるのが当然の考え方だというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 私ども新風なのですが、全く今の共産党さんの意見と同意見です。

つけ加えることは特にありません。 

新政クラブさん、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブは、従来から所管事務調査で取り上げたものは質問しない

というふうに言われてきておりますので、全く今のとおりで結構だと思います。 

○委員長（山本浩平君） この委員会報告を先頭に持っていくというのは、前々の議運の中で、

前田委員外議員のほうから提起がありまして、議論の流れの中で反対もなくて、そのまま流れ

ていったという経緯もあるのですが、そういった中で、この点について反対意見も、もしかし

たらあるかもしれませんので、これについていかがですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今話をされた前田委員外議員は先回の場合は、両常任委員会にかかわ

る問題であったので、前もってやったほうがいいのではないかという話をされたのですよね。

そういうことが前提にあっての話でしたから、そこだけを私たちも了承したと覚えています。

そこだけは間違えないで。これからももしかしたらそういうこともあるかもしれません。 

○委員長（山本浩平君） 若干、私のニュアンスが足りなかったかと思います。今氏家委員が

おっしゃったとおりでございます。清風クラブさんはこの点についていかがですか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 私自身もそういう思いで議会活動をしてきたつもりであったのですが、

ただ、今氏家委員が言われたように、本会議の冒頭に委員会報告をしなければいけないという

こと自体は、これはままあることであると私は思うのであります。１つは、町側の提案によっ

てそれが冒頭にやらなければいけないとか、そういう部分は間違いなくあるはずでございます

から、これからもあろうかと思います。 
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 考えれば、今まで皆さんがおっしゃっていたとおりでございましょう。ただ、一議員として

やむにやまれぬ思いで一般質問にしろ、代表質問にしろ、一議員としての活動なのです。与え

られた活動でありますから、これは廃除する、やってはいけないよということは、議会の運営

基準の中でも載っていないはずでありますから、当然、申し合わせで進めざるを得ないのでし

ょうけれども、ただ、氏家委員が言われたことは十分わかったとしても、例えば、実際には町

側から資料を提出していただいたりして、委員会を運営するわけですけれども、町長みずから

の考え方としてどうなのかというのは、多分、どのような場合でもあるはずなのです。なかな

かその委員会で町長をお呼びしてお話を聞くということも十分できるわけですけれども、そう

いうことの努力をするとか、いろいろ方法はあろうかと思いますけれども、ここで、やっては

いけないよということに本当にできるのかどうか。そこがそれぞれの委員のお考え方で進める

しかないのではないかなと、私は考えるのですけれども。私はそういう考えでございます。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） なぜ今回、氏家委員からこの委員会報告のあり方についてということ

で課題提起されたのか、私はちょっと不思議だったのです。 

 前回、３月のときには両委員会にまたがるからということで、冒頭に委員会報告ありました

けれども、別にそれで都合が悪かったというわけでもないし、むしろかえって委員会報告を冒

頭にしてしまったほうが、何かすっきりして、わかりやすくてよかったなと。私個人としての

感覚としては、町側のほうにも委員会の報告をきちんと聞いていただいて、そして、できたな

という感覚があったものですから、それまで委員会報告は議運で決めたのですけれども最後だ

ったものですから、町側の方はどなたもいらっしゃらなくて、何か議会だけで報告していたも

のですから、反対に３月のときは委員会報告をきちんと聞いていただいて、反対に良かったか

なと感じたものですから、別に不都合は感じなかったのですけれども、それでなぜ問題提起な

のかなと、何か不都合があったのかなと、非常に悩んで聞いておりました。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕の言っていることが理解されていないのかなと思うのですけれども、

先ほど３月会議の話は私も言ったとおり、財政改革プログラムについての各常任委員会にまた

がる問題でしたから、前回はそういうやり方をさせていただいたと。その前は違いましたよね。

12 月会議のときにはそうではなくて・・・。これから６月会議を迎えるに当たって、また 12

月会議のようなことが出るようであれば、それはおかしい話ではないですかということで僕は

提起したつもりでいるのです。 

 多分、西田委員の言われるのは、３月会議はそれで全然問題なかったではないですかという

考え方での話をされていると思うのです。ただ、報告のときに周りに誰もいないし、それより

は冒頭にみんながいる前で、報告をあげたほうがいいでしょうと。私はすっきりしたという言

い方ですよね。 

僕は根本的に違いますから、議会としての意見を誰がいようが、いまいが、それはあくまで

議会としての意見なのです。常任委員会としての報告なのです。ですから、それはそれについ
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て、もし意見があるとすれば、６月会議でも 12 月会議でもどちらでもいいのですが、報告した

月の定例会を除いた月、次の月で、それについての疑問があるとすれば、そこで町長の意見な

り、考え方をただすという考え方はいいかもしれませんけれども、同じ定例会の中において重

複したような質問というのはどうなのか。それが同じ常任委員会のメンバーの中で行われるこ

とはどうなのかということで言っていることなので。 

 その時点で、もし理解されていないのであれば、いくら僕がこういったものを皆さんの前に

提示したとしても、話はそれ以上進まないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。氏家委員が言われているのは、３月会議であったというこ

とですか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ３月会議のときには及川委員がいらっしゃらなかったと思うのですけ

れども、その前に財政改革プログラムについて各常任委員会にまたがることですからというこ

とで全員の中で１回説明されたことがありました。その中の項目というのは各常任委員会にま

たがることでしたので、所管もそういう形の中でとっていたのです。ですから、それはいずれ

にしても両常任委員会にかかわることですから、質問も広範囲に広がるでしょうと。ですから

そういう形の中で、所管した結果報告というのは一般質問の前にやらせてもらいましょうとい

うことでやったのです。それについては何も問題ないわけですから、ただ、その前の 12 月会議

の流れの中で、12 月会議の中で所管したものについての質問があったでしょう。それがこのま

までいいのですかという話がずるずると、本来であれば前回の３月会議のときにこういった話

が出ていたら１番よかったのかもしれませんが、そうではなくて６月会議の前に、この辺はし

っかりしておいたほうがいいのではないかということで、前回提案させていただいた部分です。 

○委員長（山本浩平君） 所管事務で調査している内容のものを、及川委員さんのところの松

田議員ですけれども、質問を議長に提出したときに、議長が拒否しまして、そのことです。今

氏家委員が具体的に話しているのは。 

ですから、所管で調査している内容のものが、その最中に質問するのはいかがなものかとい

うことで。前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 過去の運営の方法も踏まえて皆さん議論しますし、これからも

大事なことだと思うし、各所管に委員会で解決というか、解決しなければいけない問題もある

のです。過去の部分について私もかかわってきていたから、その部分は別にして、今かなり全

国的に議会改革が進んでいますけれども、その辺、局長に聞くのですけれども、最近の委員会

運営、今の部分について、いろいろな専門家が本を出したり、私最近勉強していませんけれど

も、そういう部分の中で、その辺の具体的な事例があがったり、概要的な、解釈的なものがあ

るかどうか。もし、局長の目に触れて、そういうものがあれば、どういうような解釈があるの

か、多分最終的には各議会が決めなければいけないことだと思いますけれども、原則的にその

辺はどうなのかということを聞かせていただきたいと思うのですけれども。もしわかれば。 
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○委員長（山本浩平君） 上坊寺局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的に定まったものはないのだと思います。ただ、議会の性

質上、合議体であるということから言えば、一般質問というのは個人の議員の立場での質問な

のです。 

 委員会活動というのは、合議体の役割を果たすのです。今回、何回か皆さんお手元にお配り

していますけれど、江藤さんという山梨大学の先生が書いた部分あると思うのですけれど、合

議体の発議が議会に１番求められているという書き方なのです。 

 というのは、議員さんというのは、町長と同様に選挙で選ばれて、個々の考え方の違う議員

さんが、集合体として議会を構成するのです。ですから、反対もあれば賛成もあると。ただし、

住民の生活の立場に立って、その合議体の役割というのは、考え方が違うものを寄せていくと

いうことなのです。考え方はそれぞれまとまらない場合もありますけれども、住民の立場に立

って、よりよい政策といいますか、それを組み立ていくために合議していく。ですから、最近

書かれているのは合議体の発権が議会として１番求められているという書き方はされていると

いうことからすれば、うちの議会でも先導的に 10 年間やってきたような政策形成過程に、やは

り合議体の役割を果たしていくということなのだと思います。 

 ですから、一般質問と委員会の役割とはそれぞれ違うのははっきりしていますけれども、難

しいところですね。ただ、言われているように一般質問はそれぞれの議員さんがやることです

から、これがいい、あれがだめだということには、基本的にはならないと思います。一定の考

え方としては、やはり合議体の役割を果たしている委員会の活動を委員会がまとめて報告して

いるものを追いかけるような形で、個人の意見を言うのはやはり委員会の活動を形骸化させる

というような方向性はあるのではないか。 

ですから、従来から申し合わせてありますけれども、調査した事項を一般質問は報告が終わ

った次の議会まではやらないようにしましょうとしたのは、やはりそういう意味があるのかな

という気もいたします。ただ、だめだと書いているものはどこにもないです。 

 月に２回くらい、江藤さんの書いたペーパーをあえてお配りしていますけれども。 

〇委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

〇副委員長（大渕紀夫君） 僕が思うのは、ほかの例えば、市議会などは、そういうことは全

然関係なくやっていますでしょう。それは、常任委員会活動をやらないからなのです。所管事

務調査の活動をやらないからなのです。うちは所管事務調査の中で徹底的に議論して、委員会

条例にきちんと書いていますけれども、先ほど及川委員が言ったように、町長、教育長含めて、

教育委員長でも、選管の委員長でも、誰でも呼べるということになっているのです。委員会条

例できちんとなっているのです。そこまで委員会でやって、議論をしたものを直近の１番近い

一般質問でやるということは、僕はやはり、一般的に考えたらおかしい。その中で何倍もでき

るわけですから。一般質問よりもっともっと、何度も聞ける。いくらでもやれるという中身で

すよ。誰でも呼べるのです。 

 そうしたら、半数いる委員会の、常任委員会の所管事務調査とは、今形骸化すると言いまし
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たが、何なのかなと。我々みずからがそういうことを放棄してしまうと、議会みずから放棄し

てしまうということにならないのかな。本来からいったら委員会で出した結論というのはもの

すごく重いものですから、町側の受けとめ方というのは、私は、本来からいったらすごく重い

ものだと思うし、自分の所属している委員会報告を見て、一般質問でこのとき我々、常任委員

会でこうやって言っているのに、なぜ町はやらないのか。おかしいのではないか。本来そうい

う中身のものではないのかなというふうに私は思うのです。 

〇委員長（山本浩平君） では、前田委員外議員。 

〇委員外議員（前田博之君） 今局長も大渕副委員長話したように、委員会というのは何かと

いう最終的な方向性が見えるもの、結論が出ると思います。私も委員会というのは政策形成に

かかわってくるものだと思いますし、前に私も一般質問しましたけれども、委員会が提案した

ものについては、町がしなければ委員会が条例提案を起こすとか、あるいは１つの政策を提言

した中で、一課の行政を誘導していくという部分から思えば、そういう方向性をそれぞれの議

員が共通認識して、より高度な委員会活動を求めるとすれば、そういう方向性になるのかなと

思います。だから、氏家委員が言ったようにその同会議のときは遠慮すべきではないかと。次

からできる。そういう部分の弾力的、すべてを拘束してしまえば議員の発言を抑制してしまう

ことになりますから、１つのそういう中で認識されていけば、そういうことを道義的な部分で

整理される必要があるのか。 

 ただ、今局長が言ったように法的、いろいろな部分では制約されていませんから、それをこ

の議会で、先進的な議会を目指している中で、それを補足するということに対しては私はどう

かと思うけれども、１つのそういう目的のために各委員がどうあるべきかという部分で議論さ

れていく必要はあるかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） この問題も、それぞれの会派の中、特に一般質問、代表質問となると、

各会派の中で話し合うことが間違いなくあるはずですから、この部分はそういったことできち

んと対応できる。もともとやってきているわけですから。できないわけではないわけですよ。

それを改めてここで規定するようなことは、私は絶対するべきではないと思うのです。 

 であるならば、従来どおりその部分についてはきちんと話し合った中で、例えば委員会報告

を開いて議論したことであれば、当然全体が知っているわけですから今回難しいなと。６月に

報告した中で、９月の本会議の中でまたやってみたいと、これは出てくるはずですからね。そ

ういうこと可能なはずなのです。今回たまたま私の会派の中からだったのですが、実はそうい

う部分がちょっと欠けているかなと反省している部分なのですけれども。そう思うのですけれ

ども、それをやってはいけないということになりますかということなのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これ録音とっているのですよね。僕、冒頭に言っているはずですよ。

ただ、６月会議に報告しなければいけない事項、調査事項について６月会議にまた同じような

一般質問を各常任委員会の中からするのはどうなのでしょうと。例えば月をまたいで９月なら
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９月にやられるものについては、先ほど大渕副委員長が言ったとおりにいいでしょうと。決し

てそこまで言っているつもりはないのです。ただ、与えられた、今回は６月ですけれども、６

月会議に向けた所管事務調査の結果報告について、６月会議の中で同じような質問をされると

いうことはどうなのでしょうかということを、最初に僕は言ったつもりです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 十分わかりました。これは全体の問題として、実際は我が会派清風ク

ラブの件で議論になっているのですけれども、当然内容はわかりますので、今後十分気をつけ

て対応したいというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） この件に関しても、結論ということでもないので、次回また議題に

挙げて、また議論したいと思います。 

１つ、私も申し上げたいのは、こういう問題について、町の課長クラスの何人かと話したこ

ともあるのですが、これはあくまでも公式な話ではないのですが、本音として課長さんたちが

言うのは、もし常任委員会で資料だとかいろいろ提出して説明して、同じ内容をその月に一般

質問されるのなら、本当に時間を割いて資料をつくって委員会でいろいろ議論するのは勘弁し

てもらいたいくらいというのが本音なのです。いい悪いは別ですよ。これはやはり本音として

出てきても仕方がないのかなと、話をしていて逆に感じました。 

やはり、それは本当のガチンコで、一切そういうものは委員会に出さない、全部一般質問で

やってくださいというような話になってしまうと、本当に町側と議会がぎすぎすしたような関

係にもなるのかなという部分で懸念している部分があります。 

吉田委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 今、小委員会の研究会の中で、私たちも改めて確認したのです

けれども、委員会の特質というのがあるのです。先ほどから何回も出ていますけれども、もう

１回、きちんと文字になっているものを確認したほうがいいと思って言うのですけれども。 

 所管事務調査及び特定の事件について、専門的に審査、調査ができると。委員会では能率的

な審査が期待できるのだと。本会議と異なり疑義があれば納得するまで質疑ができ、これより

詳細な審議と能率的な審査の両者が可能となるのだと。 

もう１つは、委員会には独立性があり、議長、議員、本会議からの制約は受けないと。委員

会の構成、自由な立場から十分な審議の保証がされているとあるのです。 

ですから、先ほど言ったように、議員個人としてというふうになってしまうと制約ができな

いということがあります。だから、そこで頑張られたら、申し合わせなんて何なのだとなって

しまったら、この規約に何もないではないかと、最終的な言葉が出てきたときには、私たちは

それを制止する何ものもないのです。だから、こういう場にのせて審議をして、これは紳士協

定になると思うのです。ただ、委員会で所管をとるということはどういうことなのかというこ

とを、もう一度みんなで認識して、本当に委員会の重要性、大切さというのはみんな知ってい

ると思うのです。その中で所管を考えてとっているわけです。だから、先ほど副委員長がいっ

たように、自分が質問したいことが今頭の中にあるのであれば、それは委員会の中で、「私が質
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問したいのでやめてください。」と。「次にやってください。」という場合もあるわけです。 

そういったことを十分に議論したものがあるわけですから、それをしっかり各会派で確認を

していただきたいと。十分な議論をされても十分伝わっていないと、「聞いていなかった。」「知

らなかった。」という言葉も出てくるのですね。ですから、「言われていない。」「規約にはない。」

と言われてしまうと、それ以上私たちも言う言葉がなくなってしまうのです。ですからやはり、

紳士協定、申し合わせという形のものでしか制約ができないという、だから弱いのだと言われ

ればそれまでだと思うのですけれども、やはりこうやって出されてきたということは、そうい

ったことが度々繰り返されることはなるべくなくしていきたいという、みんなで必要なもので

あれば、３月に前もって報告したということもありますので、そういったことをきちんと議論

した上でのことですので、各会派でしっかりと話し合っていただければというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も、今回の常任委員会の調査結果報告についての部分での提言だっ

たものですから、多分、この常任委員会というのは重いものを持っていると思うのです。この

委員会というのは、いろいろな資料を請求して、そして所管をとるわけですけれども、いろい

ろな思いの中で所管に取り組む委員さんがいるとすれば、資料をもらったときに、資料をもら

ってガチンコでもって行政側と対面するのではなくて、例えばもっともっと充実させるのであ

れば、その資料をもとに常任委員会を開いて、常任委員会の中で自由討論をし、そして疑問点

や何かを行政にぶつけていく、所管にもっていくという、そういう形をしていけば、こういっ

た問題はもうちょっと解消されるような気がするのです。 

 これは、今後の常任委員会のあり方の１つの課題として、各常任委員会が考えなければいけ

ないことだと、私もそのように考えています。ですから、それは自分たちの常任委員会に持ち

帰ったときに、そういった提言をさせていただきたいと思いますし、そうしていかなければな

らないだろうと思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私、先ほど発言させていただきましたけれども、大渕副委員長がおっ

しゃいましたが、必要とあれば町長でも教育長でもお呼びして、委員会をきちんと重視すべき

だというご意見がありましたけれども、私もそこが一番重要ではないかと感じているのです。

やはり、委員会できちんとした調査というのですか、議員同士の議論が足りないと、もう１回

個人的に一般質問したいとかというものが残ってしまったりするのではないか。 

 やはり、委員会がきちんとそこまで調査できるようなものを、今後考えていっていただける

のなら、そういう問題も出てくるのではないかと考えているのですけれども、その辺をこれか

ら委員会活動の中で、充実させていけるような何らかの方法とか、検討会というのですか、そ

れぞれの委員会で努力していただければありがたいかなと感じていたのですけれども。 

○委員長（山本浩平君） いろいろと皆さん、意見が出ました。これらも踏まえた上で、いず

れにしても及川委員さんのところも持ち帰っていろいろと協議を重ねてみることもあるという

お話もありましたので、再度、この議運の中では詰めていきたいというふうに思います。 
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また、今西田委員や氏家委員の発言も踏まえた中で、今後の常任委員会のあり方も含めて、

議運の中でも議論を重ねていきたいというふうに思います。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ０時０６分 

                                         

再開 午後 １時０６分 

〇委員長（山本浩平君） 休憩を閉じまして会議を再開いたします。 

それでは、第３次議会改革について前回いろいろと事務局にも資料の提出等もお願いしてお

りましたので、それら含めてこの順番どおり進めてまいりたいというふうに考えております。 

 それでは、まず(１)議員倫理条例の全面的見直し改正について、先進事例との比較というこ

とで資料を提出していただきましたので、局長より説明のほうお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回の議会運営委員会におきまして、副委員長のほうから１条

から３条まで、町民の責務までで検討するような比較表を出してもらったほうがいいのではな

いかというお話が事務局に課せられておりました。これを、先進事例何件か出してみまして、

兵庫県三田市議会というところなのですけれども、そこを中心にほかの議会のものを見ながら

置き換えてみました。 

 １の目的から４の宣誓書の提出まで、一応これで提出させていただきたいと思います。あく

までもこれは他市町村の書かれている表現ですので、これで検討されていってはいかがかなと

思っております。これを提示したいと、以上です。 

〇委員長（山本浩平君） 局長、読んでください。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先進地事例案として出させてもらいましたものを読ませていた

だきます。 

 （目的） 

第１条 この条例は、白老町議会議員（以下「議員」という。）が、町政の担い手として、町民

の信託に応えるにふさわしい人格と倫理を堅持するために必要な事項を定め、町民に信頼され

る公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。 

 （議員の責務） 

第２条 議員は、町政が主権者たる町民からの厳粛な信託によるものであることを自覚すると

ともに、公平普遍の立場から、すべての町民の利益の実現を目指して行動することを本旨とし、

特定の利益を求めて公共の利益を損なうことがないよう努めなければならない。 

２ 議員は、町民全体の代表者としての自覚を持ち、常に法令を遵守し、誠実かつ公正に職務

を行わなければならない。また、その地位による影響力を不正に行使して、自己や特定の者の

利益を図ってはならない。 

３ 議員は、常にその人格と倫理を向上させ、町民の模範となるように務めるとともに、町民

に対して自ら進んで政治倫理に関する高潔性を明らかにしなければならない。 

４ 議員は、自らの公約に掲げた政策の実現に努力するとともに、情報公開の原則に基づき議
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会及び議員の活動を積極的に町民に明らかにし、その説明責任を果たさなければならない。 

５ 議員は、町民から次条に規定する働きかけがあった場合には、これを拒否しなければなら

ない。 

 （町民の責務） 

第３条 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことにつ

いて自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行

ってはならない。 

 （宣誓書の提出） 

第４条 議員は、この条例を遵守する旨の宣誓を行うものとし、議員の任期開始の日から 30

日以内に、別に定める宣誓書を議長に提出しなければならない。 

２ 議長は、前項の宣誓書を提出しない議員があるときは、その氏名を速やかに公表しなけれ

ばならない。 

 左側が現在の倫理条例でございます。以上です。 

〇委員長（山本浩平君） まず、質問を承りたいと思います。どうですか。 

 私のほうから、議員の責務の５項の「町民から次条に規定する」のこの「次条」とは何を指

しているのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ３条のことです。要するに、町民の責務として議員に働きかけ

てはならないと書いていますけれども、こういう働きかけがあったら断るということなのです。 

〇委員長（山本浩平君） 次条と書いてあるから、下に何かあるのかと。 

○事務局長（上坊寺博之君） 次の条です。 

〇委員長（山本浩平君） わかりました。及川委員。 

○委員（及川 保君） この先進地の事例なのですけれども、うちの条例というのは、２条の

中で２項目にわたって書かれているのです。この２項目の中に、先進地事例は網羅されている

と思うのですけれども、くどく書けばこういうふうになっていくのかなというふうには思うの

です。だから、このほうが見た人たちは理解しやすいかなとは思うのだけれども、同じような

ことを羅列しているような気がしてならないのですけれども。というふうに私は思うのですが。 

〇委員長（山本浩平君） ほか、皆さんいかがでしょうか。何か説明ありますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にないです。 

〇委員長（山本浩平君） 特にないですか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 内容としては、大体、今及川委員がおっしゃったような内容だと思う

のですが、ただ、ここのところで、今までの白老町のは、議員及び町民の責務と書いて一緒に

しているのです。これが議員の責務と、町民の責務ときちんと分けているところに、非常にわ

かりやすいなという感じがしました。だから、町民の責務と議員の責務は、分けられたこちら

のほうがいいのかなと。ここまでしつこく書く必要もないかもしれないのですけれども。例え

ば左側のほうでしたら、第２条のところで、ここが議員の責務、２条の中の２は町民の責務と。

最低でもそのようにしたほうがわかりやすくていいのかなと思ったのです。 
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〇委員長（山本浩平君） どうしますか。一度持ち帰りますか。会派で精査していただいたほ

うがいいですよね。ここで結論出ないですよね。今初めてご覧になっていると思いますので、

これを基本ベースにして、会派のほうで持ち帰って検討していただくということでお願いした

いと思います。 

 次に、政治倫理条例の改正に伴う各会派の記述項目案について、それぞれ前回案を出してい

ただきまして表になっているというふうに思いますけれども。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 副委員長のお話で、１、２までは事務局素案を、先進事例を、

比較をできるものを示していただきたいということでしたから、今お示ししたのです。 

 ３以降、ある程度練っていかなければならないものですから、前回のお話ですとそれぞれの

考え方が提示されましたので、１回持ち帰って、近づけるところは近づけるという形で議論い

ただくということだったと思います。 

〇委員長（山本浩平君） 先進事例と比較するようにしますか。それとも、前回それぞれ出し

ていただいた中で、ある程度同じような考え方のところも結構あると思うのですけれども、数

字的なところを調整したいと思います。 

５番目の町民の審査請求権に関して前回それぞれ出ていますけれども、この辺を各会派で再

度もんでいただいた結果いかがでしたでしょうか。それぞれの会派から出てきたものも参考に

されたと思うのですけれども。どちらの会派からでも結構でございます。公明党、氏家委員。 

〇委員（氏家裕治君） 町民の審査請求権については、何人という規定の仕方よりも、多分、

白老町の人口もこれから先どんどん変わっていくということがありますよね。ですから、今皆

さんが出されている 200 分の１だとか 100 分の１というのが、今の白老町の有権者約１万 7,200

人と考えたときに､100 分の１であれば 170 人、200 分の１であればその半分 95 人。それくらい

の人数になりますよね。ですからこれは、例えば有権者数が１万人になったときも、その何分

の１と規定さえしておけばその人口の割合によって判断できる。今 200 人とか人数で決めてし

まうと、人口が減ったときにまたどうするのだとなってしまう可能性もあるので、今 200 分の

１、100 分の１、50 人以上とかいろいろ出ていますけれども､それを有権者の何分の１にするか

という議論をここで１回してみたらいいような気が僕はするのですけれども。 

〇委員長（山本浩平君） 今のご意見の中で、新政クラブさんが 250 人以上という、人数を明

確にされているのです。この点についていかがですか。近藤委員。 

〇委員（近藤 守君） 持って帰って相談しまして、皆さんが大体 100 分の１以上ですか、100

人以上ですから、だから我々もそれに合わせて。 

〇委員長（山本浩平君） そうですか、100 分の１で構わないということです。共産党さんが

200 分の１ということになっていますけれど、おおむねほかの会派は 100 分の１ということで

ございますから、何かこの点についてのご意見があればどうぞ。大渕副委員長。 

〇副委員長（大渕紀夫君） 別に意見があるとかというのではないです。何人でもいいとかと

いうのではなくて、50 人くらいでいいのではないかという議論の中ですから、100 分の１でも

構わないとは思います。ただ、我々は考え方として、170 人よりもうちょっと少ないほうがい
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いのではないかと。議会の場合が 12 分の１か、有権者に直したらどのくらいのなるのか。多く

なるね。きつくなるのだね。ではやはり 100 分の１くらいか。これを見ると随分少ないところ

もあるのだよね。30 分の１、50 人以上、100 分の１、10 人以上、100 分の１、200 分の１、１

人、50 人。バラエティーに富んでいるのです。こだわりませんけれどもそういうことでありま

す。皆さんが 100 分の１であれば、別にそれでなければ絶対だめだということは言いません。 

〇委員長（山本浩平君） おおむね 100 分の１というところで、皆さんの意見が多いというこ

とで、こだわらないということでございます。そういったことで皆さんよろしいですか、ここ

は。特に異論があれば。前田委員外議員どうですか。 

〇委員外議員（前田博之君） 議論云々より、なるべく私も、請求するほうがやはり緩やかな

ほうが、多くの意見を出せるのかなと思えば、やはり私は 100 分の１くらいが、町民にとって

も身近な問題としてとらえて行動を起こせるのかなと。100 分の１といえば 170 人、150 人前後

というのはやはりちょっと厳しいのです。議員たちの問題ですから、町民もある程度の人数の

中で、議員に対して意見を述べたい、主張したいということであれば、ある程度人数を、逆に

ハードルを下げてやったほうが、もっと我々も緊張感が持てるのかなと、このように思います。  

〇委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

〇委員（氏家裕治君） これ、議員に対しての審査請求、倫理上の問題での、そういった審査

請求ですから、前田委員外議員が言われたとおり、そういったこともあると思うのです。共産

党で上げている 200 分の１という数字も、大体それに近い数字になっている。ですから、そう

いう形で考えれば、考え方１つだと思うのです。本当に、議員の倫理的な部分の問題を町民が

本当に取り上げて、身近に感じられるかどうかというのもありますから、確かに今 100 分の１

という数字は出てきていると思うのですが、そこは慎重に、しっかり考えて出したほうがいい

ような気がするのです。 

〇委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

〇副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。理屈を言うのではないのですけれども、ハードルが低

いということはどういうことかというと、我々に対する町民の見方が、信頼されているかどう

かということで言えば、僕はきちんとさえしていれば、それほどたくさん出るようなものでは

ないのですよね、これは。そういう事例がなければ出ないわけだから、何か問題があって、町

民全体が見たときに、問題があるから提訴する。そうすれば審査委員会が開かれる。だから、

前田委員が言われたように、ハードルが低くて１人というのは僕も問題があるかなと思うので

す。だけれども、やはり町民側から見たら、議会は町民のことも信頼してくれているのだなと

なると思うのです。利用して考えるという考え方と２通りあると思うのですが、この場合は、

何もないのに起こされるということはないと思うのです。それはやはり議員全体でも守るでし

ょうし、そうなれば、やはり３桁ではなくて２桁というのが、ハードルとしてはいいなという

気がしているのだけれど・・・。こだわらないけれど、そういうふうには思っています。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 私の会派は、会議の中でもいろいろ議論をした結果、100 分の１が妥
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当だろうという結論に至ったのですが、今、前田委員外議員、大渕副委員長がおっしゃってい

たことも十分理解もしますし、ただ、先般出された陳情ですか、ここでの署名、１日、２日で

集めたよ。みたいな話を聞いてしまうと、それほど頻繁に出されるものかなというような、非

常にそのあたりを危惧してしまうのですよね。これは確認したわけではないですから、単なる

噂での話ですから、吊り上げるべきではないと思うのですけれども、全くそのとおりだと思い

ます。皆さんの言われているとおりだと思います。 

もう１度持ち帰って、ここで 100 分の１以上というのは決定とは言いません。議論はしまし

たからね。つけ加えますと、余りここで延ばしてということも確認はしているのです。 

〇委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

〇副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今及川委員が言われたことで、大切なことが１つある

のです。この間の署名というのは、僕は公式なものではないと思います。あれが署名だと認め

られたらとんでもないことになってしまうと思うのです。ただ、こういうものというのは、き

ちんとリコールと同じように、署名捺印で、そういうものでなければ、例え夫婦であっても、

同じ人が書いてはだめですからね。こういうものは。そういうふうにしないと、これはやはり

違うと思うのです。そこははっきりしておかなければ、印鑑がいいかどうかというのは、僕も

わからないけれども、もう少しきちんと権威があるものようにしなければいけないとは、それ

は、僕は同じ意見です。それでなければ、ノートの切れ端を破いて書いた、それは違いますよ。

きちんと趣意書をつくって、それを読んで理解した者が書名捺印するというふうにしていただ

かないと、今度、議会の権威のほうが下がってしまって、何でもいいから持ってきて「さあ、

やれ。」と、そういうことをさせてはだめだと思うし、なってはまずいというふうにも思います

から、そこはそのとおりだと思います。 

〇委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

〇委員（氏家裕治君） 僕もそのとおりだと思いますし、あくまでもこれについては有権者の

と、一つの名目が入りますので、前回の陳情の中には年齢的に有権者ではない方も何名か見受

けられた部分もあります。しっかりとした署名の中で、きちんとした審査請求が上がってくる

のであれば、僕はやはり先ほど言われたような人数的な部分でしょうが、町民にもっと身近に

感じてもらえるようにということで議会改革が進んでいるはずですから、そういった部分にお

いても、時間を長くかける話ではないと思いますので、今一度持ち帰って考えてみてはどうで

しょうか。 

〇委員長（山本浩平君） 私どもの会派なのですが、この 100 分の１というのは、根拠らしい

根拠というのはないのです。ただ、今 まで白老町の場合は 30 分の１だったのです。この高いハ

ードルを下げようということで、１つの段階として 100 分の１くらいがいいのではないかとい

うのがうちの会派の考え方なのです。一気に倫理条例を、さらに 100 分の１というのを、さら

にまだ下げる必要があるとすれば、また何年か後というか、さらにこの次の世代の人たちにと

いうのも１つかなと。今一気にハードルを思い切り下げて、より身近に感じてもらうために、

ハードルを思い切り下げるという必要はないのではないかというふうに考えたところでの 100
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分の 1 なのです。私どもの考え方としてはですね。ですから、持ち帰って議論したとしても、

多分うちの会派としては同じ答えになるというふうに思います。 

若干、意見割れているところですけれども、再度いろいろと検討してみたいというところも

ございますので、きょうのところはこのくらいにしてよろしいですか。大体 100 分の１か、200

分の１と絞られると思うのです。今の議論を聞いていると、大体 100 分の１か 200 分の１と。

その中で、皆さん理論的に。議論はないのですよね、感覚ですから。検討していただくという

ことでよろしいと思います。 

 議員の審査請求権、これについて何か検討された結果、前と違ったような意見が出たところ

があれば。 

 私どもなのですが、私どもこれ、議員５名以上となっていますので一番ハードルが高いと。

皆さんの意見を見ますと３人以上、２人以上となっていましたので、これは合わせまして下げ

ることにします。３名以上ということで変更したいと思います。 

及川委員。 

○委員（及川保君） 実はこの部分で、ちょっと私ども会派では変更がありました。やはり、

町民の審査請求権と同じように、議員の審査請求権についても、何人以上ではなくてきちんと。

共産党が 12 分の１以上という形にしていますので、そういう形で条例に組み込んだほうがわか

りやすいのではないかという。共産党が言っているように、議案提案権と同数にしたらどうか

という意見でございます。 

〇委員長（山本浩平君） 12 分の１以上ということですね。２人以上ですね。今清風さんのほ

うから共産党さんが前回提案したこの内容と同じように変更したいという意見がございました。 

○委員（及川 保君） 絶対ではないですよ、意見として。絶対こうすべきだということでは

ないのです。 

〇委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

〇委員（氏家裕治君） この議員の審査請求権なのですけれども、12 分の１以上でいいと思う

のです。議案提案権の部分で。ただ、どうしても２人以上は必要なのではないかと思うのです。

ですから、今の定数でいくといいのですが、将来的にわからないですよね。12 分の１以上、た

だし２名以上と、そういった部分で規定したら後々まで使えそうな気がするのです。 

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今定数 16 ですから、現状として 12 分の１以上だと２以上にな

るのです。あえて今自分たちの条例の中に盛り込む必要があるかどうかという。現時点ですよ。 

 12 分の１以上、「もしくは」でも、「ただし」でもいいのですが、２名以上と表記するのは今

の定数からいくと適切でないような気がします。定数が 12 名になったときに２名に直すかと思

います。今は 12 分の１でいかなと、整合性はとれないです。 

〇委員長（山本浩平君） 吉田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（吉田和子君） 今の時点で議案提案権というのは、12 分の１というのは今の定

数でいくと２名以上なのです。複数がいいのではないかということでそういうことになったと
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思いますので、今の時点で 12 分の１以上の２名と入れたら、２名の２名ですよと言っているよ

うなものですから、定数削減されることを前において議論していたらきりのないことなので、

これはやはり今の時点で 12 分の１で、今後、議員定数が、もし最悪減った場合には、そのとき

に複数になるようにということで、ここの部分は変更するという形にしておいたほうがいいと

思うのですけれども。 

〇委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 局長、可能ですか。後でそういうことは決めた覚えがないよと、１人

でいいよという話になってしまう可能性もありますよね。 

〇委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

〇副委員長（大渕紀夫君） それは今言われたとおり、ただ、氏家委員があと何年やられるか

わからないけれども、いらっしゃたら、必ず定数が減ったとき、その提起は必ずすると。あな

たがかわられるときにそういう提起をするというふうにしておかないとそれは担保されないと

いうことです。 

 ただ、今減ることを前提に議論をしてしまったら、それこそ今吉田委員外議員が言われたよ

うに、それは少しおかしいと思うのです。だから、現時点での置かれている条件の中できちん

と決めるということだから、これはこのままいったら規則になるのかな、条例になるとしたら、

やはりそれを前提に決めるとはならないのではないでしょうか。 

〇委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

〇委員外議員（前田博之君） 清風も意向をきちんと言いましたので、私も前回は３人と書い

ていましたけれども、12 分の１でいいのではないかと前回言っていますけれども、今回、そう

いうことを聞かれていますので、私も 12 分の１でいいと思います。 

〇委員長（山本浩平君） 残るは、新風と新政クラブということでございますけれども、私ど

もも決めるところを決めていかないと前に進みませんので、これは 12 分の１でいいと思います。 

新政クラブさんはいかがですか。近藤委員。 

〇委員（近藤 守君） 仕方がないですね。それでは、人数一番多かったのですから従います。 

〇委員長（山本浩平君） 多数決に協力していただきましてありがとうございます。というこ

とで、議員の審査請求権に関しましては 12 分の１以上ということで、これは決定ということで

ございます。 

 次に、この数のところ決めたいと思います。８番目、倫理審査会審査委員の数・構成という

ところでございます。これ、白紙のところもあるのですけれども、この辺に関しましては、皆

さん持ち帰って検討していただいた結果もあると思います。どちらの会派でもかまいません。

前回、清風クラブは有識者５名、議員２名ということでなっています。新政クラブ、近藤委員。  

〇委員（近藤 守君） 新政ですけれども、私どもも有識者５名プラス議員２名の７名という

ことでございます。 

〇委員長（山本浩平君） 現状どおりということですね。局長。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 現状は選挙権を有する者なのです。有識者という規定ではなく
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て、選挙権を有するもの、そこの中で社会的信用のある人ということになっているから、これ

は有識者でもいいのでしょうけれども、基本的には選挙権を有する者、要するに住民であると

いうことです。現状はですよ。 

〇委員長（山本浩平君） 新風なのですけれども、検討したのですけれども、なかなかいい答

えが出てこなかったのです。それで、結論から言うと、現状維持でこの辺はいいのかなという

ような意見が出ていましたので、私どももこの現状維持ということにしたいと考えています。

新政さん、公明さん、いかがですか。氏家委員。 

〇委員（氏家裕治君） 私たちの考え方は、議会運営委員７名と書いていましたけれども、倫

理条例の中の倫理規定、現状の規定の中の形でよろしいのではないかと思います。７人の構成

メンバーのうち２人は議員、ほか５名は町民ならびに有識者と。町民と言ってしまうと全部に

なってしまうかもしれないけれど、規定の中では町民となっています。規定どおりという形で。 

〇委員長（山本浩平君） 新政クラブさんいかがですか。 

○委員（近藤 守君） 同じです。５名プラス２ということで。 

〇委員長（山本浩平君） 先ほど確認しました。申しわけありません。 

日本共産党さんですね、前回、有識者５名ということでしたけれども、大渕副委員長。 

〇副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。これも大分議論したのです。それで、皆さんがそうい

う形でいいということであれば構わないのですけれども、ただ、我々はこれを決めたときには

こういう形で決めて、私も参加して決めているのですけれども、町民が提訴したり、議会が審

査会を要求するわけですから、議員が入るというのは、議員の審査をするのですこの場合は、

議員以外の審査はしないのです。議員だけの審査ですから、そうであれば、議員は入らなくて

もいいのではないかというような意見なのです。我々は。ただ、これに固執してどうしてもこ

れでなければだめだということではありません。だけれども、議員の審査をするのに、議員の

味方をするために入るわけではもちろんないですよ。公平なところだとか、違っているところ

を言うということだと、皆さん方は思っていらっしゃるのだと思うのだけれども、そうであれ

ば、弁明の機会もあるし、いろいろなことがあるわけだから、我々は、議員は入らなくてもい

いのではないかというふうになったと。こういうことです。ただ、それに固執するということ

はありません。ここで決めるというのは、そういう方向で行くというのならいくで、もう１回

だけ時間はください。 

〇委員長（山本浩平君） 前田委員外議員、いかがですか。 

〇委員外議員（前田博之君） 人数については現行で、私も前回７、８名と言っていますから

いいです。ただ、これから具体的な委員の選び方、それについてはここであえて、まだ言わな

くていいのですよね。人数でいけば、現行でいいです。 

〇委員長（山本浩平君） ちなみに、何か意見があれば出してください。 

〇委員外議員（前田博之君） ４の２号で、地方行政に対し識見の高い者と、抽象的になって

いるのですけれども、私が前回言ったように、やはり弁護士だとか、そういう専門的な能力の

高い人を１名か２名入れるべきだと。学識経験者と皆さんが言っている言葉の中に入っている
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のだと思いますけれども、そういう部分が必要かと思います。ただ、町の中で公職についてい

る長さんを選ぶとか、従来のような形ではなくて、専門的な人を入れてもらうと。入れるべき

だという考え方です。 

〇委員長（山本浩平君） 附帯意見としてございました。先ほど、再度、共産党さんのほうは

１度有識者５名と決めたわけなので、それぞれの会派の意見は参考にしながら、もう１度持ち

帰らせてほしいということでございますので、そういうことで皆さんよろしいですか。新政ク

ラブさんどうぞ。 

〇委員（近藤 守君） 倫理規定なのですけれども、これができたのが平成 11 年の３月 26 日

ということでいいわけなのですね。新しいのですね。わかりました。 

〇委員長（山本浩平君） 局長から提案があります。 

○事務局長（上坊寺博之君） できれば、全文、他の先進地と置き換えたほうがわかりやすい

のではないかと。先入観を持つのですけれども、入れる、入れないと。いらない、いるとやっ

たほうがわかりやすい。このままでやっていったら条文できないのではないかという気がしま

すけれども。全面改正にはならないですよね。基本的に第３次で出ていたのは、先進事例に近

づけるために全面見直しましょうということは、過去の議運の中では、そういう取り決めだっ

たのです。11 年に条例はつくっているのですけれども、北海道でも早い部類であって、余り参

考にするというのが過去にはなかったのです。 

 ただ、最近、17 年過ぎから各地でたくさんできてきていまして、現状には先駆的な取り組み

が入ってきているのです。ですから、そういう部分も含めて並べて議論してみたほうが、前に

うちの会議規則を直したように、案をつくって比べてみたほうがわかりやすいのではないかと。 

 確かに進んでいますので、ここまで盛る必要はないのではないかと。先ほどの議論のように

あるかもしれませんけれども、そうやって、やっていったほうが、条文としては持ち帰っても

目につきますのでわかりやすいのかなという気がするのですけれども。それがよしであれば、

事務局のほうへお任せしてもらって、１回落とし込んでみるという作業は必要ですけれども。 

〇委員長（山本浩平君） これ、全文に関してですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 全文です。 

〇委員長（山本浩平君） 必要なしというのも結構ありますからね。その辺、意見が分かれる

ところかなというふうに思うのですけれども、どうですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 必要なしは必要なしで落としていけばいいので。 

〇委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） その先進事例のもので、正直言って、どこかのものを抜粋してやるの

か、それとも何カ所かの。 

○事務局長（上坊寺博之君） 何カ所かのを組み合わせて、ないものだとか、盛り込んでいる

部分だとか、そういう部分を加味して、先ほどの三田市議会のものをベースに盛り込んでいな

いものを、何カ所か抽出して盛り込んでいく。今手元にありますから、21 日に出せと言えば出

せると思います。 
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 多分、こうやって小刻みにいくのだと思うのです。次のここをどうするのかと、見てみて議

論をしてやっていったら、今言ったように各会派の表と比較した表を見比べながら、盛り込む、

盛り込まないとやったほうがつくりとしては早いのかなという気がします。会派に持ち帰った

ときも条文として見られるから、そのほうがわかりやすいのかなと。今言った部分で、例えば

セクシャルハラスメントだとか、こういう部分も載せながら出したほうがいいかなという気が

しますけれども。  

〇委員長（山本浩平君） どうですか。吉田委員外議員。 

〇委員外議員（吉田和子君） 先ほどの 11 年にできたものを見たのですけれども、先ほど目的

とか、町民・議員の責務というところを例を出してやっていただいたのですけれども、その後

にも政治倫理基準だとか、こちらのほうを見てみたのですけれども、やはりこれが今あうのか

どうなのか、もう一度全部見なければ、比較しなければならないかと、現在新しくつくったと

ころを見ながら、これが当てはまるのかどうなのかということを、もう一度全体的に見直しし

たほうがいいのかと思って、こちらのほうを読んでみたのです。だからやはり、そういったも

のを出していただいて会派で検討して、その上でまた、一つのものにしていくという方法が、

部分的にやったのだけれど、では次の部分はと。全部部分的に出しながらやっていかなければ

ならなくなると思うので、そのほうがいいと思います。 

〇委員長（山本浩平君） 皆さん、今吉田委員外議員からもご意見ありましたように、事務局

のほうから先進地の事例を列挙していただいて、それを基本ベースにして検討していくという

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） そのようなことで進めてまいりたいと思います。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今の件はいいのですけれども、このことを今もう少しやるのです

か。僕が思っているのは、今これからやるのかもしれないのだけれども、要するに、納税その

他のことが出ています。これについて、倫理基準に盛り込むのか、届出義務にするのか、ここ

はきちんと理解して議論をきちんとしておかないと、それこそ事務局から出してきたものを見

て決めてしまったら、後で大変なことになりますよ。これ、届出義務か倫理基準かという、こ

こは全然違うのです。だから、ここの議論だけはきちんとしておかなければ、みんなが共通認

識に立って、なるほどこういうことか、それだったら倫理基準にする。それだったら届出義務

にしようというふうにきちんと意思をしておかないと。それをもし局長聞いてから、そのとこ

ろが、きょう結論が出ないかもしれなけれど、出たとしたら、そういう視点で書いてもらわな

いと。書いたものが来て、それでやってしまったら、そこが１番思惑でいったら危険な部分が、

数字などよりもよほどそっちのほうが危ないなと。我々自身の問題だから。 

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほどの審査請求権というのは、倫理基準違反なのです。だか

ら今大渕副委員長が言われたように、納税しなければ倫理基準違反ですから、審査会にかけら

れるのです。そして議会が罰則を与えなければならないのです。 
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 例えば、先ほど言った議員の責務というのは、これは努力目標の、守ろうという１つの倫理

目標ですよね。納税の届出、これも届け出て、皆さんから疑われないように、見えるようにし

ておきましょうということなのです。ですから、倫理基準に載せるということは、前回も話し

たと思うのですが、よほどここは注意しないと自分に跳ね返ってくるのです。  

○副委員長（大渕紀夫君） 後で自分が困ってしまうのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 審査会の設置はこれだけですから。ここで言っている３番目、

倫理基準違反かどうかということなのです。そのほかのことでは、審査会はないのです。議員

の責務と書いてあるけれど、違うのではないかということは倫理審査会の設置基準ではないの

です。ここの３番目の項目だけなのです。 

○副委員長（大渕紀夫君） ３にするか、７にするかということでしょう。 

〇委員長（山本浩平君） この点について皆さんと意見交換したいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） それで前回言ったのです。そういう意識かどうか別にして、入っ

ているところがあります。そこのところを入れたほうがいいか。入れたほうがいいと言って何

も構わないのです。だけれど、そういうふうになるということをきちんと理解して入れないと。  

 例えば、２カ月か３カ月納税するのを忘れたと、わかるわけはないけれど誰かがわかったら、

それは倫理基準にかかわるということだってあり得るのです。そういうことになってしまうの

です。だからそういう場合は多分、もとに戻ると思うけれど、そういうことだからそこのとこ

ろはきちんとして、届出義務か倫理基準かというところを、きちんと共通認識にしたほうがい

いのではないかと、こういうことであります。それで僕らのところは届出義務になったのです。  

〇委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

〇委員（氏家裕治君） 氏家です。これ、前回でしたか、前田委員外議員に確認してもらった

部分だと思うのですけれども、税の完納というのは確かに必要なことだと思いますので、今回

基準に入れさせてもらったのは、計画に基づく分納、これは１年間の計画ということで、これ

で完納ですよ。それは例えば、町側と行政側との話し合いの中でできているのであれば、１年

間の中での計画的な完納。これは必要なことだと思うので、これはもし守られていないのなら、

当然、町民から審査請求を受けてやらなければならない問題だと。 

 これ、期別に納めるべきものが納められていないと、次年度に繰り越してしまうという話が

あるのであれば、それは困るのではないかということで、私たちは計画的に基づく分納を誠実

に行うこと。完納もしくは１年間の納税義務を果たすことということを一つの意味合いにして

載せたつもりでいたのですけれども。確かに私もそうなのですが、事業をやっているとそうい

た部分も出てくるのです。ですから、そういったことがもし１年間に納めるものがきちんとや

られないと、それはだめですと言われてしまえば、それは少し厳しいかなと思うので、下のほ

うに持っていってもらおうかと思うのですけれども。 

 ただ、１年間の計画的な完納というものが、完納として認められるのであれば、これはやは

り必要なことではないのかなと思うのです。何とも言えないですけれども、僕はそういうつも

りで倫理基準の中に、追加項目として入れるべきではないのかなということで。 
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〇委員長（山本浩平君） 入れるべきということなのですか、結論は。公明党、氏家委員。 

〇委員（氏家裕治君） 計画に基づいての分納も認められるとすればです。税の完納としてし

まうと、結局は完納だから、決められた期間の中ですべて納めないと、それは完納になりませ

んという話になってしまうと、にっちもさっちもいかなくなってしまうかもしれない。 

〇委員長（山本浩平君） 及川委員。 

〇委員（及川 保君） 及川です。今氏家委員がおっしゃっていた部分いついて、その部分入

れるとなれば、項目もきちんと入れておかないと、それが後から入れるはずだったとかという

話になってしまいますので、そのあたりもきちんと議論しなければいけないなと思うのです。 

 私どもの会派会議の中で、納税証明書のこと言っているのですか、全体のことですね。税の

部分についてどうするかという。納税証明書の提出の部分で、町税と国保税くらいはきちんと

入れておくべきかなという形にはなっているのです。ただ、この場合についても、女性議員で

あればご主人の扶養になっているはずですから。なっていない方もいますけれども。そうなる

とこれまたいろいろと不平等の部分が出てくるということは話し合われました。これはきちん

としておかなければいけないと。  

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 家屋などの固定資産は、そこは財産だから、住民税はかかって

いるはずですから。 

 政治倫理基準は、なるべく具体的に、はっきりしていたほうがいいと思うのです。あいまい

にしておくと審査請求権というのがあります。今現在のを見ていると、品位、名誉を損なうと

書いてあるのです。これどこで計るかというと非常に微妙です。ですから倫理基準というのは

なるべくはっきりさせておかなければ、あいまいな請求権が出てくるということではないか。

これはしないということをきちんとうたっておくと。 

〇委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

〇委員外議員（前田博之君） 今前段話があったのですけれども、これ、この項目の中からい

けば、３の倫理基準の項目追加、今納税義務をやっていますけれども、この７の届出義務の納

税証明書の提出ということになると、これを見れば規則で、倫理基準で引っかからないと審査

するとき届出は出てこないのではないですか。そういう意味でこの規則をつくっているのでは

ないのですか。違う。その辺きちんと理解しておかないと、これを読んでいくと、規定でいく

と資産の公表とかというのも、倫理基準に審査を受けるときに出しなさいとなっているから、

この表のつくりからいくと、倫理基準に入っていなくて納税の関係で入っていたら、当然引っ

かかるけれども、今言ったように具体的な項目で入っていなければ、何もこの審査基準に入っ

てこないから出す項目がなくなってきます。このつくりはどうなっているのかその辺整理して。 

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） あくまでも、これ届出義務を負わすということは、議員の清廉

潔白というか、高潔性をあらわすために町民がいつでも見られる状況においておくということ

なのです。先進的な条例は、守らなければならない事項と、公の議員としての倫理性を示せる
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ように議長に届け出て、いつでも公開できるような形にしておくということなのです。 

 うちのは、違反があったかどうか資産を出せということですよね。そうではないのです。先

進的な事例は、常に、私はこういう資産がありますよと。やましいことはしていませんよとい

うものを届け出ていて、それが何かに使うということではないのです。町民が公開というか、

そういうものに耐えるために議長に届け出ているということなのです。ですから普段しょっち

ゅう使うものではないと思います。町民から閲覧の請求がなければ、議長が保管しておくとい

うものでしょうし。 

 ですから、この資産報告書の提出、納税証明書の提出、兼業の届出、団体承認の届出という

のは、議長に届けておくのです。町民から何かあったときに、この人は何かというときの閲覧

に耐えうるようにしておくというものなのです。言っていることわかりますか。 

〇委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

〇委員外議員（前田博之君） 閲覧に耐え得る部分、ではこれは、規則は条例の中でこういう

部分が入ってくるということですね。だけれど、今言ったように報告義務にしておいても、本

来納税義務があって、当然しなければいけないですよね。人の上にたつ議員が払っていなかっ

たということだったら、報告義務だけでやっていれば倫理の項目に入っていないから、審査は

受けられないということですね。そこをきちんと整理して議論していかなければ、大渕副委員

長も言われたけれど。 

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 倫理項目というのは守らなくてはならなくて、審査の対象にあ

る項目なのです。 

届出義務というのは、議長に対して届出義務であって、それを何かのために利用するという

ものではなくて、住民の公開に耐えるように控えておくというものなのです。普段は何も使わ

ないといえば変ですが。  

○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。今の議論で、なぜ僕たちの会派が届出義務にしたかと

いうと、憲法で保証されている被選挙権というのがあるわけです。それとの関係で、もちろん

我々がつくる倫理基準だから、罰則規定なくて町民に公表されるだけだから、それは倫理基準

に盛り込んでも構わないのです。だけど、僕たちは憲法で保障されている被選挙権との関係で

考えたら、そこまでいけるものなのかなという中で届出にしたということなのです。一応、理

屈はつくってそのようにしたと。  

 倫理基準に盛り込むのは、これは全然構わないことで、盛り込んだら、そういう行為が起き

た場合、即、審査会にかかるから。それで、審査会がこの議員は議員としてふさわしくないと

いう結論が出たら、ふさわしくないと流れてしまうということになるということです。あとは

辞職勧告決議だとかということになっていくと。上位法との関係の中できちんと整理しておか

ないと、後で法律に守られているから関係ないよとなるでしょう。そうすると、厚真の町会議

員さんみたいにいくら辞職勧告しても辞めないものは辞めないと、頑張れるわけだから。だか
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ら、そういうことをきちんとしておかないとだめだということで言ったのです。 

〇委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

〇委員外議員（前田博之君） そういうことで、もとに戻るのですが、倫理基準の中に入れな

さいと。そして今話があった部分が、当然議論されるのです。それで、特記すべき事項の中で

ある程度こういう言い方をしているということであります。 

 それで、先ほど氏家委員、話のあった１年間の完納の部分については、私はそういうことだ

から、納期でなくても１年間以内に払えばいいのです。仮に 20 万円なら 20 万円の税金を４期

で払えない場合もあると思います。当然ずれると思うから、僕は１年間で払えばいいと思いま

すから、年度で。ですから、そこまで制約しなくても必ず年度で払うべきだと。それから、前

にも議論があったけれど、選挙に立候補するときは納税証明をつけないのです。これ町民から

いろいろな声が聞こえるのです。皆さんも聞いていると思います。そうすれば、自分たちで、

自分たちの町の税金は責任を持って、議員になる人は使命を果たすべきだと。そのためにでき

なかった人は倫理基準の中に入れておくべきだと。私はそういう考えです。 

 先に委員外議員が言ってしまって申しわけないですけれども。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時１１分 

                                         

再開 午後 ２時１９分 

〇委員長（山本浩平君） 休憩を閉じまして会議を再開いたします。 

ただいまの納税のことなのですけれども、倫理基準項目に追加するか、あるいは届出義務ど

まりにするかというところの議論なのです。先ほど大渕副委員長のほうから選挙権の関係との

絡みでこういったことも考えられるよというご意見がありました。そのような中で、きょう、

これ決まらないかと思います。何か意見があればどうぞ。 

私どもの会派なのですけれども、先ほど大渕副委員長が言われた内容のことも十分加味して

いかなければだめではないかという思いと、ほかの倫理条例の比較表、先進地のを見ると、こ

の倫理条例の項目に入れているところは、そこまでで厳しくやっているのは土浦市だけなので

す。ほかのところはそこまでやっていないという現実もあります。それらも踏まえて考えた場

合は、私どものところは届出義務で留めておくのがベターではないのかなと考えております。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今休憩時間に出ていたけれども、後期高齢者医療保険

とか介護保険だとか、水道料金、下水道料金、公営住宅は入っている人と入っていない人がい

るけれども、それ以外のもの、公共料金としてあるのですね。入れないのなら入れないでかま

わないのだけれど、そういったものきちんと挙げて議論しておかないとだめでないかと思うの

だけれども、入れないのなら入れないということで、きちんと根拠を明らかにして入れないと

かというふうにしておかなければいけないのではないかなと、それは。そう思うのです。そこ

ら辺も、会派でお話ししておいたほうがいいのではないかと思うのですが。そういう考え方ど
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こかであったら、議論になったところがあったら、聞かせてほしいのですが。 

〇委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

〇委員（氏家裕治君） 項目は多分皆さんいろいろあると思いますから、入れるのであれば、

それは必要に応じてしっかり決めておくべきだと思います。ただ、先ほども倫理基準に入れる

ことが、確かにこれは厳しいことなのだなという認識はわかるのです。自分たちの首をしめる

ことになるというのもわかるのです。ただ、もし僕が議員を辞めて一般の町民に戻ったときに、

議会を見て、議会の中でそういった議員がもしいたとしたら、それはおかしいだろう。と言い

たくなるのが町民の目として当たり前なのだろうと思うのです。なぜ審査請求できないのだ。

という話。議会の倫理条例の中でそこまでいけないのだよ。という話、やはり矛盾感じるのは

町民だと思うのです。そう考えると、僕は自分の立場で考えると、どうなのかなと首を傾げた

くなるような部分もあるのだけれども、でも、町民に戻ったときに、議会の中にそういった議

員がいたとしたら耐えられないという、やりきれないだろうなと思うのだけれども。 

現実は、僕思うのです。自分が１番かわいいですから、自分は悪いことはしなくても、この

ようなことはあるかもしれないなというのは自分でわかるのです。それ、町民の立場にかえっ

て、町民から見られたときにどうなのかなと、そう考えるのが倫理条例、倫理基準なのかと思

うのです。やはりもう１度帰って議論してみます。 

〇委員長（山本浩平君） 及川委員。 

〇委員（及川 保君） そのとおりなのです。だから私たちとしても、この７についての資産

報告の提出について、これはそこまでやる必要はないだろうと。ただし、納税証明書の提出の

部分については、先ほども申し上げましたけれども、町税と国保税については倫理基準に入れ

るべきだという考え方だったのです。 

〇委員長（山本浩平君） 土屋委員。 

〇委員（土屋かづよ君） 土屋です。この倫理基準の項目の追加なのですけれども、それ以前

に、私よくわからないので、あくまでも質問という形なのですけれども、例えば、事業を起こ

していて、今のこういう経済状況の中で事業に失敗したとする。そのことによって自分の全財

産を失ったとして、税金が滞ったと。だけど本人は、何とかしてそれを納めようという努力は

しているけれども、なかなかそれが順調にいかないといった場合に、例えば町民から審査請求

された場合に、その事業主であった議員をどういう形で、例えば辞職勧告、リコールされたと

か、そういう場合は、やはり払わないというのではなくて、払う意思があって払えないのであ

ってという場合はどのようになるのでしょうか。そういうことも考えなければいけないのでは

ないかと思って、この経済状態の中であれば、本当に、いつどうなるかわからないというのが

ありますから。仮に私がそうなったとしたらということもありますから、その辺のところもう

少しきちんとして項目挙げないと。人権問題にもかかわってくると思うのです。以上です。 

〇委員長（山本浩平君） ですから私は、倫理基準に盛り込んでしまったら、それはまったな

しということになってしまいますよね。と思いますよ。 

大渕副委員長。 
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〇副委員長（大渕紀夫君） 必ず、次に出ると思うのだけれども、審査会には弁明の機会とい

うのがあるわけです。それは中身を言って、本当に本人が払う気持ちがあって、倫理基準の場

合は、もうだめかもしれないけれど、それでも審査会で弁明をして、それを審査会が認めれば、

それはそうならないことは、可能性としてはあるのです。基準であってもある可能性はあるか

もしれないけど、ほとんどはそうはならないだろうとは思う。 

 だから、議員の果たす役割というのは何なのかというところからいかないと、そこらまだ。

先ほど僕が言った、憲法とのかかわりになってくると思うのです。選挙権と被選挙権の関係に

なるでしょう。それでも立候補できるわけだから。辞職勧告をいくらしても、辞めない。と言

えば、辞めなくて済むわけだから。だからそこが、議員の自覚の問題ということになってくる

のではないかと思うのです。 

〇委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

〇委員外議員（前田博之君） 今、土屋委員が話された部分については非常に微妙だというか、

解釈の仕方で違ってくると思います。経済行為ですから、私、税務課にいましたけれど、それ

らはいろいろな方法でとらえ方が出てくるのです。 

 完全に商売をやめたとか、差し押さえられ、競売になって商売ができなくなったと。競売し

たときは、それは優先的に税が差し押さえされますから、債権者に配当されないで。そういう

場合は、今大渕副委員長も言われたように、こういう審査会の中で、それは経済的な、社会的

なルールの中で弁明できて、経済行為の中では許されるとか、それはケース・バイ・ケースだ

と思います。一概にくくっては言えないと思います。 

 それになってしまうと、この部分の焦点がぶれてしまうのです。僕は何も土屋委員が言われ

たことを否定していませんから、それは今後の議論に必要だと思います。そうなってしまうと、

本当に焦点がぶれてしまうのです。 

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっとニュアンスは違って、今精神の部分もそうですけれど

も、審査会は何をするところかというと、事実があったかなかったか認定するだけなのです。

ですから、情状酌量とかそういうことではないのです。納税の滞納があったかどうというもの

を判定する、議長に事実の認定をするだけなのです。ただ、弁明とかそういう機会があります

から、なぜそうなったかというのは伝わっていくと思いますけれども、審査基準の違反があっ

たかどうかなのです。だから、そこで情状酌量でそういう理由があったからなかったことにし

ようということにはならないのです。ですから、もってしまえば、滞納しているのだから、事

実ありましたということなのです。どのような理由であっても。 

〇委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 話を深めて議論するのはいいのだけれども、今の土屋委員の話、僕だ

とか事業をやっている方はみんな当てはまる話。かといって、それが辞職勧告まで議会で出す

話かと言えば、それは違う話だと僕は思うのです。あくまで議会として出せるのは、今回どこ

まで特記すべき事項に入るのはわからないけれども、最高あげるとしても辞職勧告なのです。
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それは議員の倫理上の問題で、例えば、本当に町民に迷惑をかけたり、そういった部分の議会

として認めて、それはおかしいでしょう。という倫理基準違反に対しての辞職勧告。でも、今

の自分の会社の関係だとか、そういったものについては、先ほど前田委員外議員も話してくれ

たように、そういう法的な部分だとかいろいろなものを整理した形の中でないと、弁明のしよ

うもないし、今後、自分がどのような生活基盤を築いていくということも言えないし、町民の

前に出ていく立場であれば言っていかなければいけない話ですし、そういったことも考えれば、

公にするものはして、堂々とやっていくということが一番いいのではないのかなと思うのです。 

 もし、それを町民が認められないというのであれば、議員をやっていく意味がないではない

ですか。はっきり言って。「もう無理だよ。やめなさい。」と言われれば、それでも「いや、や

る。」と言ってやるような話でもないと思うのです。それは、任期というのがあるから、任期途

中にしてそういうのがあればどうしようもないかもしれないけれど、次の任期の中では、進退

というのは自分たちで決めていかなければならない話でしょうし、あくまで、有権者である町

民が決めることだと思うのですが。僕は、そのように思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時３４分 

                                         

再開 午後 ２時４６分 

〇委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

続きまして、その他の検討事項ということで、資料３、局長のほうから若干説明願います。 

その前に、吉田委員外議員。 

〇委員外議員（吉田和子君） 倫理条例外れたのですか。私、セクシャルハラスメントとパワ

ーハラスメントの関係なのですけれども、先ほど、倫理条例の中で審査請求権がかなり下げら

れました。こういった問題、男女関係ないですから、男性の場合も女性の場合もあるわけです

から、そのときに、裁判でもなかなか結論出せない問題なのですね。そういったことがあって、

自分の支持者にこのようになったのだと言って、何人かの署名を集めてということもなりかね

ないですよ。その持ち方を十分に議論して、先ほど審査員に弁護士を入れたらいいという話も

出ていましたけれども、これはなかなか難しい問題なので、挙げ方、載せ方が、かなりほかの

ほうで見本になるようなものがあるのかどうなのか、どうなのでしょう。 

 私も、これ調べてみたいと思っています。 

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 条例の中に規定しているところもあります。特に、議員の立場

だから、職員に対してありそうではないですか。議員の立場を使ってだから、特にそういう部

分があるのかなという気がします。町民ばかりではなくて、行政に働きかけるのも抽出してい

ますから、その意味からいくと、そういう部分が出てくると。怒鳴り散らすのもそうですから。

議論したほうがいいです。実際に適用したかどうかというのはわからないのですが、事例はあ

ります。 



 42 

〇委員外議員（吉田和子君） 事例があれば出していただいて、もうちょっと議論しながら、

載せてしまうといろいろな面で難しい問題が出てくると思うので、時間かけてお願いします。 

〇委員長（山本浩平君） それも含めて、文章にして事務局から提案していただくようにいた

します。 

 移ってよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、資料３を開いてください。議員の政策能力の向上につい

て、議決事件の追加についてということで資料３が出ております。局長、説明を願います。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは第３次の中でも、議決事件を追加していきましょうとい

うのは出ていまして、会議条例の中で既に行っているもの。姉妹都市の盟約締結についてと町

の宣言については、今議決事件ではないのですが議決しているのです。それだけは議決事件で

取り込みました。 

 今後、町との協議は十分必要だと思いますが、これは第 29 次の地方制度調査会で、今どこま

で進んでいるかわかりませんが、議論されていた議決事件に関するものなのです。というのは、

５月 26 日と６月 17 日の小委員会の議事録の部分抜粋なのです。その中で、議決事件の議論に

ついて、総務省の行政課長のお話がありまして、総務省のほうで地方自治法の 96 条の議決事件

の解釈を変えたのです。というのは従来から、資料３の１ページ目を見てもらうとわかるよう

に、アンダーラインを引いている部分です。「昭和 18 年におきましては、市町村会の概要列挙

主義は制限列挙に改められまして、市町村会の意思決定機能を大幅に制限されたところでござ

います。戦後、地方自治法が制定されまして、都道府県・市町村とも制限列挙ということでご

ざいます。」という表現を使っているというのは、96 条の第１項、次のページに書いてあるの

ですが、書いてあるとおり制限列挙だと、これが議決事件だということを限定している解釈だ

ったのです。地方自治法ができたときに。後の、法律にゆだねられているものも議決事件です

けれども、地方自治法ではこれだけが議決事件ですよと言っていたのです。 

第２項の拡大するものについては、執行権の絡みがあって、なかなか解釈が難しかったとい

うところがあったのです。これが昨年の５月 26 日の小委員会でお話された部分です。１カ月た

った６月 17 日、総務省は解釈を変えたのです。その次のページを見ていただきたいと思います。

「６ページでございます。「今回提出資料」という印を前回と異なった資料あるいは追加資料に

ついてはつけさせていただいております。議会の議決事件につきましては、前回、制限列挙事

項というような、これまで通常使われていた言葉を使っておりましたけれども、議決事項につ

いては必要的議決事件と任意的議決事件という形で表記する方が正確ではないかということで

改めさせていただいたものでございます。」裏のページです。ですから、自治省は解釈を変えま

したので、96 条の第１項はこれは必要的な議決事件、議会に必要な議決事件ですよとしたわけ

です。96 条の第２項は、任意に決める議決事件ですよということで、狭まった解釈を広げたの

です。地方制度調査会で説明されている部分ですから、これは全国議長会でも、画期的な発言

だと言っているのです。今までの解釈上。 
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ですから、今まで、執行権との制限が加わっていたのが、解き放たれたという解釈でいいの

ではないかという部分で、今後の議決事件の拡大は、当然、町側との議会運営委員会としての

合意は必要だとは思いますけれども、そういう議論の中で組み立てていっていただければいい

のではないかということで、これをつけさせてもらいました。私からは以上です。 

○委員長（山本浩平君） 何か、質問ございますか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ということは、ここで言う議決事項の追加、今までは

２つのことをやって、その後計画なら計画を、議決事件として加えようと。これからやるのだ

と思うのだけれども、任意的議決事件といったら、どういう解釈をすればいいのですか。どう

いうものがそれに当てはまるという解釈をすればいいのか。 

○事務局長（上坊寺博之君） この前に示した資料４です。資料４でも若干示させてもらいま

したけれども、前回も若干議論しているのです。資料４の３－１で議論していまして、そこに

議決事件と会派の協議結果とありますね。前回、ここまで出ているのです。地方自治法第２条

第４項の規定による基本構想に基づく基本計画、これは総合計画のことです。それと、まちの

長期計画、それと姉妹都市盟約締結、まちの宣言、これは既にやっているから。これだけが挙

げられていまして、会議条例つくるときに、その友好都市・姉妹都市の締結に関する事項、ま

ちづくりに関する憲章及び宣言を載せまして、項目は今後検討要にしてあるわけです。ですか

ら、十分、どの辺がいいか、町側と合意が取れるようなものにしていかなければだめかなとい

う気がしております。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 任意的議決事件とあります。ここは、もちろんここの部分もそう

なのだけれども、これは我々が前に出したものです。それ以外にこういうもので何か考えられ

るものというのは、任意的議決事件になったことによって広がった部分というのは、これ以外

に何か考えられますかと。こういうことがありますよと言ったら、イメージとしてこれ以外に

全然わかないのです。任意的議決事件になったからと言っても。 

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今の条例で議決事件としているものがあるのです。例えば名誉

町民だとかはたしか議会の議決がいるのではないかと。だから条例に載っている議決事件とい

うのは何件かあります。 

○副委員長（大渕紀夫君） それは、前の議決事件ではなくてね。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは、町が条例をつくるときに、これは議会の議決をもらっ

た方がいいだろうという判断で議決を取るということにしています。 

○副委員長（大渕紀夫君） そういうのが、任意的議決事件。 

〇委員長（山本浩平君） どうぞ、前田委員外議員。 

〇委員外議員（前田博之君） 今のからいけば、栗山は住宅プランだとか福祉計画だとかも指

定しているのです。そういうものが議会の中で十分公に議論して位置づけしましょうというの

であれば、それは調整を取っていくと、話をして位置づけするということになってくるのです。 
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 それが、議会の、今言った自治事務の部分の解釈になってきていいのです。とらえ方、位置

づけで決まってくるのです。そういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 僕の聞きたいのは、それはわかったのです。それ以外に議会がか

かわって、任意的議決事件は長期計画とまだ２つは残っているでしょう。それ以外に、今言っ

たようなものなのだろうと思うのだけれども、考えられるものはあるのかなということなので

す。ほかに。任意的議決事件というイメージがわかないです。 

〇委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

〇委員外議員（前田博之君） それは、各議員の政策の重点のとらえ方なのです。１つ挙げれ

ば、教育問題であったときに教育方針というのがあるのです。白老町は平成 11 年から全然見直

していないのだけれども。そういうものを、白老町独自の教育のために、今言ったように位置

づけられないのかとかというような部分が出てくるのかと僕は思うのです。 

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 基本的には団体意思の決定する事項であって、執行にかかわる

部分は多分だめだと思います。町の執行権にかかわる部分については、条例で議決事件にして

もだめではないかなと思います。ですから、長期計画などまさに団体の長期意思決定ですから、

そういう部分だとか。見ると大体そういう部分が多いのではないかと。 

 逆にいうと、団体の執行権にかかわるものでも、三重県は報告義務を課しているというのが

あります。契約だとかいろいろなものに、三重県は議会の報告することと報告義務を課してい

る。だから議決事項にしなくても、実質的に報告で担保していると。 

〇委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

〇委員外議員（前田博之君） 町でかなりの計画書ありますけれども、その中である程度列記

した中で、どういうものが必要かという議論の中で、先ほど出たような部分で、必要であれば、

拡大すれば意思づけできるのです。 

〇委員長（山本浩平君） これ何か、事務局のほうで、こういうことを追加したらどうですか

というものとかありますか。局長。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 前にも一度見せているのですけれども、本吉町の例を見せたの

ではないかなと思っていましたけれども。資料として出していると思います。栗山の基本条例

と、三重県の基本条例と出していると思います。 

〇委員長（山本浩平君） なかなかイメージわいてこないのです。前田委員外議員。 

〇委員外議員（前田博之君） 今言ったように、栗山町では住宅プランなど、議会できちんと

載せているのです。福祉計画かな、そういうふうにイメージしてくれればいいのです。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 本吉町は、長期計画とやって別にゆだねているのです。必要な

ものは規則で、そうでなければ１回１回書き直す必要があるから。 

 栗山町は、都市計画マスタープラン、住宅マスタープラン、高齢者福祉計画、介護保健福祉

事業、次世代推進行動計画と、これだけを定めている。本吉町は、５カ年以上にわたる個別行
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政マスタープランで議長が議決の必要がないと認めたものを除くと書いてあります。運用細則

で本吉町交通安全計画、国土利用計画、農業経営基盤の強化に関する。要するに法律に基づく

計画。森林法に基づく計画、国土利用計画法、交通安全基本法、農業経営基盤強化促進法とい

う位置づけをして、個別に書いてあるのです。観光振興計画、健康づくり推進計画、子供未来

計画、障害者福祉計画、ですから個別に１個１個定めているのです。 

 後でもう１回、コピーして示します。 

〇委員長（山本浩平君） そうですね。そして、皆さんにもう一度検討していただくしかない

ですね。今多分ここで各会派いかがですかと振っても出てこないと思うのです。議決事件の追

加の具体的な内容についてここでお尋ねしても、なかなか、これを入れるべきだとか、どうだ

とかとならないと思いますので、資料を持ち帰っていただいて検討していただくということで

よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 会議時間なのですが、おおむね３時半で終了したいと思います。よ

ろしくお願いをしたいと思います。休憩取らずにいきたいと思うのですがよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） もし、休憩を取られる方は、ご自由に休憩取っていただくというこ

とで進めてまいりたいと思います。 

 次に、専門的知見の活用についてでございます。局長。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 意見は出ていたのは、いつどきでも活用ができるように条例に

明記すべきということですけれども、会議条例で明記はいたしております。必要がある場合、

議論しましょうということになっているのですが、課題として投げかけさせていただいている

のは、どのような場合に設置するのか、何でもかんでもなのかという部分と、経費、活用の方

法というのはある程度決める必要があるのではないかということの部分、投げかけさせてもら

っております。ですから、これも条例化しただけであって、どういう運用をしていくかという

議論は一切してございません。 

○委員長（山本浩平君） この点について皆さんいかがですか。何かご意見のあるところがあ

れば、挙手にて発言をいただきたいのですけれども。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。例えば、条例はつくったと。財政改革プログラムのと

きに、前後しているから、これも一部かみながら財政改革プログラムもあったと。あれだけの

財政問題で、何とかかんとか乗り切ったと言えるのかどうかわからないけれども、ああいう状

態になっている。あの場合でも専門的知見は使えなかったのです。 

 例えば、特別会計で資金不足率をクリアするという場合に、ああいうときにこそやはり使う

べきだったのかなという気もしないでもないのだけれども、議会としてはですよ。今ここでや

るのは、予算をどうするかというのと、どのようなときにつくるかということをもうちょっと

具体化して規則か何かに載せるということになるということなのですから、何を狙ってここを

やるかということ。条例に載っているからつくってやることはできるのですね。ただ、金とい
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つつくるかというところを議論しておく必要があると。こういうことなのですよね。 

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 必要がなければ、設置するときにやっても構わないのですけれ

ども、ある程度は、こういう場合に使ったらいいのではないかという部分だけはやっておかな

いと、条例あるだけになってしまう可能性はあります。ほかのところを見たら、補助規定を条

例として盛り込んでいるところがあるような気がしたのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） どこかの町では、大学と共同して議会の活性化のためにいろいろ

なことをやったとかとあるのだけれども、少なくてもこの問題でいえば、設置できるというよ

うなことでは条例化されているのです。あとは具体的に、これを議会が使うかどうかと。ただ、

議案提案も、条例提案もほとんどしていない中でも話ですから、そこら辺、委員長どこまでつ

めるつもりでやりますか。 

○委員長（山本浩平君） どうぞ、公明党の氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これ、政策研究会と何かすごく似ていませんか。どうしてもそこに絡

めないと、これは使えないのではないですか。専門的知見という部分では。例えば、政策過程

にどうやって議会がかかわっていくのかという部分でしか、きちんとした目的を明確にしたい

うえでやらないと、いつでも使えるのかどうかという部分は、議論の中では出ているけれども。

先ほど事務局も言ったけれども、どのような場合に設置するのかということで、考えていかな

ければならないとなれば、なにかここ政策研究会の部分と重なってくるのです。だから、本当

に専門的知見を活用しなければならない場面というのは、限られてくると思うのです。そうい

うふうに考えると・・・。 

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 政策研究会とは別物なのです。学識経験者等で構成する調査機

関を設けることができるであって、そこに解決課題を預けるのです。政策研究会というのは議

員のものなのです。まるきり別個なものなのです。  

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今僕が氏家委員が言ったことの意味で受けとめたのは何かといっ

たら、政策研究会も現実問題としては具体化するのにものすごく時間がかかっているわけです。

すみ分け含めて。特別委員会と常任委員会が充実されていったら、政策研究会の出る幕がなく

て、これ以上常任委員会をやって、特別委員会をやって、政策研究会をやって、それでまた、

ここまでいくのという話で、それで政策研究会と似たようなことになって。僕はそういう理解

をしたのだけれども。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 確かにそういった意味合いもあったのだけれども、その専門的知見と

いうとらえ方、僕しばらく外れていたものだから、何か問題意識を持って、案件を預けて、そ

こで解決してもらうという部分と、逆に、そういった専門的知見の意見だとか、そういったも
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のを活用しながら、議会というか、委員会の資質を高めていく、議会の資質を高めていくとい

う部分の使い方もあるのかなと、ふと思ったりしたものだから、その辺のすみ分けが頭の中で

整理できていなかったのかと。あくまで、全部預けてしまってやることが専門的知見。議員の

資質の向上に使うことでやるのは専門的知見ではないと。そういうすみ分けをしっかりしてい

かなければいけないのかなと。今の局長の話では、そういう形の中ですよね。  

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） この専門的知見というのは、私も前の委員会の中でも申し述べたのだ

けれども、白老町議会として、予算権から、その部分１つをとっても、非常に大変なことだな

というのは、考え行き着くわけです。その問題１つにしても大変なことなのに、体制だけきち

んとつくっておくということでとらえていいのですか。その辺のこともきちんと。  

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 多分、そういう議論になってくるのだろうと。要するに予算提

案権ないですから。ボランティアで来てくれるなら好ましいことだけれども、有識者５人も集

めるとなったら、それなりのお金はかかるだろうと。 

○委員（及川 保君） 町長ときちんとお金の話をされているのならいいのです。大変なこと

だよ。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 実際にやっているところがあるでしょう。地方議会人か何かに出

ているのを読んだのですけれども、実際に町が予算を組んでやっているところがあるのです、

現実的に。それをきちんとやっていないという意味ですよ。はっきり言えば、広報広聴常任委

員会が、率直に言って、議会報告会と議会懇談会、それで全力挙げているという中で、政策研

究会も今小委員会を立ち上げて、どうするかという議論をしていると。２カ月くらいで結論を

出すということになっているのですけれども、僕はやはり、条例化したということでちょっと

おかなければ、無理だと思います。はっきり言って。これ以上、この議運で議論して、ここで

またこのための小委員会をつくるだとかとなっていったら、どうにもならないのではないかと。 

 事件が起きて必要だと、皆さんから専門的知見を使う必要だってあったときに、それをすぐ

議論に入って、予算づけも含めて町と交渉するとか、それくらいでやった方がいいのではない

か、前田委員外議員。  

〇委員長（山本浩平君） 指名でございます。前田委員外議員。 

〇委員外議員（前田博之君） 私も同じことを言おうと思ったのですが、やはり、いろいろ話

が出ているから、これはやはり各常任委員会が政策形成とか政策提案するときに、行き着くと

ころになってくるのです。専門的に聞くと。そういう部分、あるいは議長からの大きな案件で

諮問がきて、この問題はやはりもう一歩専門的に踏み込まなければだめだなと。そういうとき

に、私はつくればいいのではないかと。 

 仮に具体的に言うと、前にも言ったのですが、前回、及川総務委員長のときに、財政改革プ

ログラムつくる前に、議会とチェック機能をつくりましょうと。あれはやはり、専門的な考え
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がなければ、そういう人を入れて、チェックの規則とかつくりましょうかと。多治見市でつく

ったから。そういう部分について、こういう専門的知見を入れてつくり上げると。そういうと

きの活用するような方法があるべきだから、条例化されていれば、僕は各常任委員会とか、今

言った部分で必要ができたときに、どなたが提案するか、委員会が提案するかわかりませんけ

れども、そういう形の中で使えるような形になっているから、そういう方向性だけ認識してい

れば、私はいいのかなと思うのです。 

 ただ、予算をつける、つけない。これは議長が出せば、町長は議会活動なのだからつけなけ

ればいけないのだからつくと思いますけれども、それは別にして、我々の行動様式としては、

今、大渕副委員長も話したような部分も含めて、ある程度そういうことで整理されていれば、

僕もいいのかと思うのですが。 

〇委員長（山本浩平君） 私の認識も同じことなのです。具体的に今ここで、何について設置

すると言っても、具体的な例が今現在では見当たらないですよ。だから、そういう何か重大な

ものが起きたときに、それについて専門家を呼びましょうかとか、そのくらいにしておいてよ

ろしいのではないでしょうか｡ここで経費どうするかとか、このようなことを話し合っても意味

がないかなと。この程度の押さえで皆さんよろしいですか。条例化しているということで納得

すると。 

次のもので、きょうのところは最後にしたいと思います。 

議案の委員会発議の活発化について、これはいわゆる委員会の議案提出の活発化ということ

ですね。これ、全会派一致しまして、当然取り組むべきということに、一応なっているのです。

きょう話し合う内容としては、どのような手法で活発化を図るのか。なかなか掛け声だけで進

まない。一定のルールをつくる必要はないのかという投げかけなのですが。これも難しい問題

です。前田委員外議員。 

〇委員外議員（前田博之君） 自分の委員会のことを棚に上げて言うのは失礼だけれども、本

会議で言っていますけれども、現実に建設厚生常任委員会の中で、今財産の処分の金額が 2,000

万円以上、5,000 平方メートル以下となっていますけれども、本当にそれが、議会として必要

とすれば、建設厚生常任委員会で発案されるのも一つの方法だと思うのです。身近な問題があ

ると思うのです。 

 僕は総務文教常任委員会にいますけれども、そういう部分で私たちも、総務文教、整理して

事を起こすという必要ありますけれども、身近な問題いくらでもあるのです。だから、できれ

ばまずそういう問題、行動を起こしていただければ、本当の議論ができるのかと思うのですけ

れども、よその委員会としていかがですか。氏家委員。  

○委員（氏家裕治君） 委員長報告の中で、議会としての結果報告を出しているのです。出し

て、町がどう動くのかというのは。それを決して投げているわけではなくて、常任委員会とし

て流れを見て、常任委員会は結果報告はそのままになっているよと。「何をしようとしているの、

どうするの。」という部分は、条例改正に向けて、例えば、総務文教常任委員会のほうへ投げか

けるものなのか、今の話の中では委員会の中で、議案を、そのときにつじつまの合わないもの



 49 

ではどうしようもないのだろうから・・・・。 

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

〇事務局長（上坊寺博之君） ちょっと微妙だと思います。今の部分は、手続規定で執行権に

かかわる部分ですから、議会に提出権があるかどうかというのをきちんと調べなければいけな

いと思います。 

 提案権があるものは３種類あるのです。町も議会も提案できるものと。議会しかできないも

のと。町しかできないものと。これは、事務手続の契約もそうなのですけれども、工事契約も

そうなのですけれども、ちょっと難しいのかなという気はしているのですけれども。 

〇委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

〇委員外議員（前田博之君） ただ、その部分についてはあるけれども、よその議会でも、今

まである規則とか条例をある程度出して、洗い出しをして、町側がかからないものについては、

議会が積極的に町民の立場に立って出しているというところはあるのです。制約がある部分あ

るかもしれないけれども、今回私が言った部分については、自治法で施行令が規定されている

話だから、それは自治事務になってくるから、そういう部分は今言った部分あるかもしれない

けれど、今かなり制約が解除されているから、その辺余り絞り込まないで、もっと広い目で見

て、できるのであれば、事務局の方から、やるやらないは委員会だけれども、そういう部分は

勉強した方がいいと思います。 

〇委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

〇委員（氏家裕治君） 特にの案件に関しては、地方自治法上の白老町で運用している部分は、

市の部分なのです。それを町村に落とそうという話なのだから、別に問題ないのではないかと

思うのだけれども。 

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

〇事務局長（上坊寺博之君） あるのです。提案権というのが、議員に専属する部分と町にし

か専属しない部分とがあるのです。組織機構もそうですけれども、部の設置条例というのは議

会に提案権ないのです。あれは組織機構の問題だから。条例で議決しなければならないという

のは決まっているのです。だから、それは調べないと微妙なところなのです。 

〇委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

〇委員（氏家裕治君） 僕が今思ったのは、自治法上で決められている本来あるべき姿に戻そ

うよという話が、そういった部分でそれができるかできないかという話は確認してもらうにし

ても、そういった案件もできるのであれば、一つのいい例になるかもしれない。そういうこと

であれば、常任委員会の結果報告、また、次の一般質問等々で詰めて、何もしないで一気にで

はなくて、詰めて詰めていった結果として、そういったものが出てくるというのが一番理想的

なのかなと思うのです。僕たちにとっては、そういった行政の中身というのはなかなかよくわ

からない部分もあるから。ただ、その後きちんと条例として上がってこないと。 

〇委員長（山本浩平君） 及川委員。 

〇委員（及川 保君） 産業厚生の部分で、例として上げられているのですけれども、これを
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何かの規定、基準を設けてすべきだということですね。であるならば、そのあたりもう少し具

体的に、先ほどどのような例があるかという話もあったけれども、もう少し必要かもしれない。

ただ議論するだけでは、どんどん広がっていくだけの話で、もう少し絞り込んでもらえればあ

りがたいのです。そうすると何かやりようがあるかなと。 

〇委員長（山本浩平君） 局長。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 僕のほうからは出せないです。というのは、活発化しましょう

ということだから、意識として、こういう場合は、例えば条例提案していくようにしようとい

うものはある程度皆さんの中から列挙して出していかないと、それはあくまでも掛け声だけに

なってしまって、やろうやろうと言っても全然進まないという部分になってしまいます。 

〇委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

〇委員外議員（前田博之君） 今及川委員が言ったのは、局長が、一つの具体例が上がって、

それが提案権の関係で議会ができるものとできないものがあるよと。それらを出してください

ということです。それ以外の政策的な議案を、条例をつくったりするというのはできることに

なっているのだから。ただ、今言った部分を整理しろということでしょう。それをベースにし

て議会として議論していきますから、今の部分を、基礎的な部分を整理して提出してください

ということなのです。そういうことです。 

〇委員長（山本浩平君） 今の提案はよろしいですね。局長。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 何となく、項目としては出せます。 

〇委員長（山本浩平君） この委員会の発議の件も、各会派で、なかなかすぐ具体的に出てく

るかどうかわかりませんけれども、検討していただきたいと思います。きょう、時間的にでき

なかった項目についても若干残っておりますので、各会派で再度調整を諮っていただきたいと

いうふうに思います。局長。 

〇事務局長（上坊寺博之君） 今の部分の、要するに条例提案、質疑するのを活発にしましょ

うといった場合、個別の件名ではなくて、こういう場合は提案していきましょうという決め方

にしてほしいです。 

〇委員長（山本浩平君） 非常に、きょうは長い時間の議会運営委員会でしたけれども、きょ

うはこのくらいにして終了したいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） それでは、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲れさまで

した。 

（午後 ３時３１分） 


