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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 ７月２４日（金曜日） 

   開  会  午前１０時０８分 

   閉  会  午後 ３時４４分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議長の諮問事項について 

２．政策研究会に関する検討小委員会の中間報告 

３．議員倫理条例の全面的見直し改正について 

４．法に基づく議会報告会に係る取り扱い 

５．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議長の諮問事項について 

２．政策研究会に関する検討小委員会の中間報告 

３．議員倫理条例の全面的見直し改正について 

４．法に基づく議会報告会に係る取り扱い 

５．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） 

                                         

○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、ただいまより本日の議会運営委員会を開会いたします。 

（午前１０時０８分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 本日の協議事項でございますけども、１つ目は、議長からの諮問事

項、白老町議会議員の議員報酬についてということでございます。 

２つ目は、政策研究会に関する検討小委員会の中間報告。 

３つ目が、議員倫理条例の全面的見直し改正について。 

４つ目が、法に基づく議会報告会に係る取り扱いということになっております。内容が非常

に豊富でございますので、どの程度全般的な深い中身まで入っていけるかわかりませんけども、

できる限り通してやってまいりたいなとこのように考えております。 

 それでは、まず、議長の諮問事項についてでございます。先般、議長のほうから議会運営委

員会あてに正式に諮問がございました。これに関しましては、白老町特別職報酬等審議会は、

平成 22 年度に議員報酬額を引き上げるための条例改正を行うよう白老町長に答申したと。議員

報酬のあり方については、第３次議会改革において、期間内に一定の議論を行うとしていると

ころであります。しかし、既に審議会の答申が出されているということから、議会運営委員会

は早急に議会全体の考え方をまとめて示されるよう、地方自治法第 109 条の２第４項第３号に

基づき諮問をいたしますということで、正式に７月 21 日、諮問を受けました。 

この諮問について、まず議長のほうからございましたらどうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今議運の委員長のほうからお話ありました。私ども 21 日付で、今皆

さんのお手元の資料１というものに書いてございますが、こういう形で議員報酬の引き上げに

ついて、これは、この答申に基づきますと、来年 22 年度にということになりますと、非常にも

う時間もないというようなことで、我々議会議員として議員全員の考え方をまとめて、やはり、

この際きちんとしておくべきだろうということで、議運に諮問したところでございますので、

議員各位におかれましては、この件について議論をして、一定の方向性を出していただければ

というぐあいに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） ただいま議長のほうから説明がございました。 

 この議員報酬のあり方について審議をするわけでございますけれども、１つの方向性といた

しまして、どうしてもこのことについて絡んで来ざるを得ないのが定数削減の問題。これは、

第３次議会改革の中で議論を継続的に進めていくということになっております。その問題とど

うしても町の財政運営に関しても多少かかわりが出て来ざるを得ない部分があると思います。

しかしながら、それを初めから念頭に置いて審議をしますと、なかなか議論が進まないという

ことも考えられますので、この件については、後ほど議会運営委員会の中できっちりと議論を

し、また、整理を行うということでございまして、まずは、現状における白老町議会議員の報

酬そのものが道内ではどうなのか、あるいは道外、日本全国と比べてどうなのか。また、現在
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の白老町議会の私どもが活動している活動内容、日数、これらも含めてどうなのか。この辺か

ら、まず調査・研究を進めてまいったほうが議論が進みやすいのではないのかなということで

進めてまいりたいとこのように考えております。それでは、今申し上げた中身の資料等々がご

ざいますので、これにつきまして、局長のほうから説明をお願いしたいと思います。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 委員長、今議員定数の削減が第３次議会改革の１つのテーマになって

いるという話をされていましたけども、あくまで議員定数の削減という部分ではなくて、議員

定数と議員報酬という部分で、これが第３次議会改革のテーマでありまして、これが削減なの

か、それとも、今まで削減してきた結果、今後新たにまた増員という部分になるのか。これは

今後の課題として取り上げていかなければ問題だと思いますので、その言葉自体はちょっと訂

正しておいたほうがよろしいのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。今ご指摘のございましたとおり、私、先ほ

ど、議員定数削減という表現をしてしまいましたけれども、あくまで議員定数のあり方という

ことでございます。お詫びをして、訂正をさせていただきたいと思います。 

 それでは、局長、説明のほうをお願いしたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず、資料に入る前に審議会から出されました答申の本来の趣

旨というのは、答申の第２号にも書かれていますとおり、基本的に幅広い年代層の立候補を促

すための議員報酬引き上げということでございますので、その部分を根底に議論をお願いした

いと思います。 

 それで、資料束ねているほうを見ていただきたいと思います。委員長から今答申書を読んだ

ほうがいいということですので、改めて１回読みますので、もう１回資料１に戻ってください。 

次ページ、白老町特別職の報酬等の額についてと答申を受けたものです。委員連名によりま

して、町長あてに出たものでございます。そのうちの答申２号というのが議会関係でございま

して、それを一読させていただきます。 

 白老町議会議員の報酬額について。 

白老町議会議員の報酬は、平成 13 年度に改正してから据え置かれているが、依然として道内

類似町村９団体と比較しても平均額より低く、町長給料に対する比率も低い。また、道内同規

模自治体との比較では 10 万円以上の差がある状況になっている。 

本町議会の平成 20 年度活動実態は、議会改革の一環として全国で初めて導入した通年議会や

常任委員会の併任、さらには各地域での議会懇談会等により議会の会議日数が年間 160 日を超

えており、これらに各種行事への出席を加えると、その活動日数は 200 日超となることが確実

となり、今後もさらに増加が見込まれている。 

このことは、通年議会導入時の想定の範囲内であり、当然話題になったと思うが、議員個々

のことであり、議論に至らなかったと判断している。いずれにしても平均活動日数が道内市町

村議会の２倍以上に及び、実態としては議会活動が専任の状況である。これらの本町の議会の

活動は、道内外から先進的な取り組みとして高く評価されていることも事実である。 
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一方、町議会は老若男女を問わずあらゆる年代層・階層から選出され、議会の機能を果たす

ものであるが、その活動に対する対価については考慮されておらず若い人が立候補できない極

めて憂慮すべき事態であると受けとめている。 

今後も引き続き通年議会を継続されるならば、今日の本町の財政危機に至った経緯、また議

会の果たす責務を考えると、幅広い年代や立場の方が立候補を目指す機会を与えるのは当然で

あり、議員報酬の引き上げを行うべきと考える。 

しかしながら、平成 21 年度においては、新財政改革プログラムがスタートした状況から、今

回は特別職と合わせて現行の報酬月額で据え置くとの結論に至ったが、少なくとも次の議員改

選期前の 22 年度には報酬の改正を行うべきとの結論に達したものである。 

 参考意見もお読みいたします。 

参考意見。 

次のような意見があったことから、当審議会の参考意見として申し添える。 

諮問では、自主削減についての説明があったが、審議会としては最初から削減ありきという

ことを議論の対象としていないと認識している。 

特別職、議員、一般職の職員の給与削減は財政再建の最終段階の手法であり、白老町全体の

景気対策を考えたとき、１年でも早く原状回復に努めるべきである。 

その中で教育長の給料額については、30％の自主削減や部制導入により、一般職の最高給与

者と僅差の状況であること、さらには教育行政の多大なる諸課題の中で繁忙を極め、かつ重責

を担っている状況にあるが、町長及び副町長の答申と同様の考えで今回は現行の給料額で据え

置くことが望ましいものとする。 

次に、議会改革については、議員報酬が単に安ければよいということではない。自主的な議

員活動ができる報酬に見直しが必要である。また、少数制という改革については、民意が反映

されなくなるのではないかという意見もあった。 

特別職の自主削減の根拠は町長の選挙公約とお聞きしているが、給料の適正額を審議する当

審議会としては、人事院勧告制度の趣旨に基づいて、一般職の職員の給与改定の水準を基本と

していることから、本来の一般職の人事院勧告水準の確保に努めるとともに、特別職等の自主

削減を早期に縮小し解消していくことを切に願うものである。 

以上でございます。 

 答申をお読みしましたので、次、資料のほうを説明したいと思います。 

まず一番上の表は、特別職報酬等審議会の設置の経過ということをちょっとまとめたもので

ございます。なぜ、特別職報酬等審議会の設置のそういうルールになったかという流れでござ

います。これは、昭和 38 年から昭和 39 年頃に全国で議員報酬の引き上げが数多くされたとい

うことです。それで、住民の批判に対してマスコミがそれを大きく取り上げたということでご

ざいます。これが全国的な喧騒を呼んだということで、衆議院の地方行政委員会というところ

で議員報酬の問題を取り上げたというのがきっかけでございます。昭和 39 年５月８日の閣議で

自治大臣が地方議会での報酬の引き上げの現状を説明するとともに、住民の反対運動、新聞の
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論調などの報告をいたしました。それで、当時の池田首相が今国会で地方自治法の改正案を提

出することを自治大臣に申し出たのです。それで、次期国会で規制のための地方自治法改正案

をまとめるように自治大臣に指示したということです。自治大臣は事務次官に対して、地方６

団体に閣議決定の説明をさせ、その法制化をするというようなお話をしてございます。そのと

きに県議会だとかが猛反発しまして、自治省と県議会が対立したということでございます。自

治省は議員報酬と三役給料は第三者機関での答申を受けて決めると。審議会は県と市は必置規

定、町村は任意規定というものを自治法に盛り込むというような流れにあったということです。

それで、県議会が猛烈に反発しまして、最終案としては議会側が自主的に設置するから法律改

正をしないということになったのだそうです。こういう流れがあって報酬等審議会が設置され

ているということで、今現在では答申の意向を尊重しながら、それぞれ特別職の報酬が定めら

れている。議会も議決権がありますので、条例提案もありますので、できないことはないです

けど、お手盛りのそしりを受けるということです。ですから、今回、答申出ているという根拠

を大前提に議論をしていただきたいということで、特別職報酬等審議会が設置されたのはこう

いうことですということをご理解いただきたいと思います。よろしいですね。 

 次のページですが、次のページは白老町議会の活動状況ということが書いてあります。上の

欄は１として、白老町議会の活動状況の推移。これは延べ日数でございますので、１日に２つ

の委員会が開かれますと延べ２日という換算をしていますのでお含みいただきたいと思います。

平成 17 年から過去４年間載せてございます。斜線の部分が本会議です。クロスになっているの

が委員会です。黒いのが延べ日数でございます。本会議、委員会を合わせまして、平成 17 年度

は 119 日でした。平成 18 年、平成 19 年と伸びてきていますが、これは財政問題、病院問題の

特別委員会もありましたので伸びております。平成 20 年度では 166 日になってございます。主

に大きく伸びていっているのは、委員会の開催日数でございます。本会議はほとんど 20 日ぐら

いから 25 日ぐらいの間で推移しているかなと思います。 

折れ線グラフについては、一番上が最大で出席した議員の延べ日数です。真ん中が平均日数

です。一番下が一番出席しなかったといったら変ですけど、少なかった議員の日数となります。

これで平均日数が平成 20 年にかけて急にふえていると思いますが、これは多分、広報広聴常任

委員会を設置して、小委員会と議運の対峙というか、２つにまたがって平均して入ることにな

りましたので、平均日数が伸びていると思います。それと、議会報告会等の外に出て行く機会

がふえたということが平均を押し上げている結果かなという分析をしてございます。 

実日数で申し上げます。まことに申しわけないのですが、平成 20 年からしか取ってございま

せんのでそれ以前の分はお示しできませんが、まず実日数ですが、本会議は 24 回変わりません。

委員会が 142 とありますが、108 日です。ですから、トータルとして 166 日が 126 日になりま

す。平成 20 年の数値です。それは延べですけど、今言っているのは実日数を申し上げています。

もう一度申します、本会議は 24 回変わりません。委員会のクロスです、それが 108 日です。要

するに午前と午後、別な委員会開く場合ありますから。トータルで 126 日です。 

今度は出席ですが、最大で 141 日が 106 です。これは実数です。平均で 120 とありますが、
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90 日です。一番下が 76 と。１人で午前、午後と複数の委員会出ているということです。例え

ば本会議の後に委員会をやられたりとかというのがここに入ってくる。まことに申しわけござ

いませんが、平成 20 年度しか実日数は出ておりません。ただ、ほかの団体と比べるとき、実日

数で比べられないものですから、延べ日数で比べるしかございません。 

 下の表がございますが、まずは、黒い棒グラフが白老町議会です。太い斜め線です、隣の。

平成 20 年でみてもらえればいいですけど、平成 20 年度白老が 160 日、延べ日数です。その隣

は、全国５万人未満の市議会です。これが 96.9 日です。それと、その隣は全国市議会の平均で

す。111.1 日です。そのお隣は、全国町村議会の平均です、60.9 日。次は北海道の類似の町議

会。要するに人口２万人以上の町議会の実績です。101.2 日です。一番右の黒いのが、北海道

町村全体の平均です。69.1 日となってございます。これも見てわかるように、報酬等審議会の

答申の中で出ていた倍以上の活動をしているというのは多分これを比較されての数値なのだろ

うと思います。これはそれぞれ全国の市議会、議長会、全国の町村議会議長会が毎年集計して

いるデータから抽出したものでございます。これを見ると、白老の活動日数がずば抜けて多い

ということがわかると思います。ただ、これはあくまでも北海道の市町村は平均値でございま

すので、当然活動している団体もあるかもしれません。これ調べてやっていないところに吸わ

れて平均値になっているということでご理解いただきたいと。ここの例えば、北海道町村議会

の平均値に白老も入っていますので。69.1 日というところに白老町も入っていますので、こう

いうことになるのですということです。これが活動実数ですので、これをちょっと基盤に置い

て議論をしてもよろしいのかなと。 

 次のページになります。次のページは議員の報酬でございます。これも今と同じような比較

をさせてもらってございます。まず議長でございますが、一番上が全国の町村議会。その次が

全国の類似町議会、全国の２万人以上の平均です。それと、その下は全国の市議会です。その

下が人口５万人未満の市議会。北海道の町村議会。北海道の類似町議会。白老町議会と。こう

いう流れになってございます。北海道で見ると決して低くはないと。ただ、全国平均から見ま

すと、割と低い傾向にございます。当然、市はそれより多いと。これは、なぜ人口５万人で比

べているかといいますと、定数が２万人以上５万人以下の市の定数 26 名で同じなのです。要す

るに議会規模が同じということで、全国５万人未満の市議会も比較させてもらっています。多

分、報酬等審議会の比較は５万人未満の市まで含めて定数で管理しているはずだと思います。

その下が副議長です。その次が委員長。ちなみに委員長は、市議会では出しておりませんので、

空欄になっておりますのでご理解いただきたいと思います。その下が議員でございます。ここ

で議員だけで申し上げますと、うちは 20 万7,000 円です。全国の２万人以上の議会で見ますと、

25 万 3,000 円と。約４万 5,000 円差がある。多分 10 万円ぐらいの開きがあるといっているの

は、この全国５万人未満の市議会と比較しているものだと思われます。 

 次、よろしいでしょうか。次の表は、先般の６月 30 日の全道の議員研修会で山梨学院大学の

江藤先生が講演したときの資料でございまして、たまたま、今白老町議会で議論する前提とな

る議員定数ですとか、報酬のお話がされていまして、これはいいなと思ってコピーさせてもら
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いました。議員報酬、議員活動、議員定数含めて、こういうような論点で議論していったほう

がいいのではないかという部分でつけさせてもらっています。まず、先生が言われたのは、議

会活動は何かというものを明確にして、議員報酬いかにあるべきかという部分を議論されたら

どうでしょうかという話をされていました。うちの議会の話もされていまして、通年制の議会、

地方歳費の話もしていましたけど。要するに、歳費という概念を持ちなさいみたいな話だと思

いますけど。これは今後どういうふうに議論するかの資料にしていただきたいと思ってつけさ

せてもらいました。よろしいでしょうか。 

 次に行ってよろしいでしょうか。資料がいっぱいあるものですから。次は、(４)議員報酬等、

提言という形になってございますが、これは 28 次の地方制度調査会に全国の町村議長会が提言

書をまとめて報告したものです。２年ぐらい前にブルーの本、このぐらいの１センチぐらいの

本だと思います。全議員に配られているのですが、そこに載せている提言なのです、議員報酬

等と。これも読みますか。 

 提言。 

中間報告では議員の人材確保のため議員報酬の引き上げの是非・適正額の確定・一律横並び

を排して各議会が自主的に条例で決定・期末手当の報酬への繰り入れの是非の検討を提言した

が引き続き検討して結論を出す。 

ということでございます。その中で下から５、６行目だと思いますが、「町村議長会では町村

長の給与の議長が 40％程度、議員は 30％程度としてきた経緯があるものの、これでは不十分と

いえる。」という提言をしています。 

その下です。「報酬額については町村の人口規模別に都道府県内での画一的な横並びが一般的

だが、もっと各町村が自主的に条例で決める方法を採るべきである。」という提言をされていま

す。これもお読みになっていただきたいなと。 

 次です。白老町議会議員報酬の検証について。白老町総合行政局、山口部長の管轄で出され

たものです。これは山口部長からいただきまして、議会にも提示していいということでござい

ますので、提示させていただきます。多分、報酬等審議会の論拠となっているのはこれではな

いかなと思っていますので、これは十分お読みになっていただきたいと思います。読みますか。 

１、はじめに。 

議員報酬等については、第２次地方（町村）議会活性化研究会の「分権時代に対応した新た

な町村議会の活性化方策」（平成 18 年４月）において、議員報酬に関しては、議員のあり方の

絡みで名誉職的かそれとも専門職的かその性格をめぐり論議が交わされてきたが、町村議会議

員の場合都道府県議会や市議会議員ほどには常勤性が強くないことから現状は中途半端になっ

ているきらいがある」とされている。 

明治、大正及び昭和 21 年の改正時までの町村制下では、町村議員は名誉職とされ、現在まで

住民の考え方に対し、そのことが影響を及ぼしている。 

しかし、平成 11 年の地方分権一括法で 475 本の法律が改正となり、平成 12 年に地方分権改

革が行われ、「機関委任事務制度」が廃止となった。このことから、議会は地方自治体のすべて
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の業務に審議権、条例制定権を持つこととなり、議会機能は拡大してきており、より専門職化

が求められることになる。 

市町村の議会の議員の定数は、地方自治法第 91 条第２項において、市町村の区分に応じた定

める数を超えない範囲以内とされ、同項の５号において、「人口５万未満の市及び人口２万以上

の町村」が同列で規定されている。 

以上のことから、議員報酬を検討するに当たり、人口５万未満の市及び人口２万以上の町村

の現状を比較することとする。 

ということで、これが多分、報酬等審議会の根拠になっているものではないのかなという推

測です。 

２、議会の活動に関する実態調査結果から。 

「平成 20 年度市議会の活動に関する実態調査結果（平成 19 年１月１日から 12 月 31 日）」を

もとに全国人口５万未満の市議会と、「第 54 回町村議会実態調査集計表（平成 19 年７月１日か

ら平成 20 年６月 30 日）をもとに白老町議会及び北海道人口２万以上の町村（当町を含む 11

町）の活動状況を比較すると、当議会活動日数は、全体的にやや多いといえる。 

これは、説明を省略します。 

３、議会議員報酬に関する実態調査結果から。 

「平成 20 年度市議会の活動に関する実態調査結果（平成 19 年 12 月 31 日現在）」をもとに全

国人口５万未満の市議会と「第 54 回町村議会実態調査集計表（平成 20 年７月１日現在）」をも

とに白老町議会及び北海道人口２万以上の町村（当町を含む 11 町）の議員報酬月額を比較する

と、北海道人口２万以上の町村では、ほぼ同額であり、全国５万未満の市とでは、月額 11 万

7,000 円の差がある。 

このことを言っているのかなという気がいたします。よろしいでしょうか、そこは。 

 次に、これはインターネットから取り上げた雑誌の記事でございまして、行政法務課、どこ

の行政法務課かはわかりませんけど、地方議会議員の待遇ということで書かれているものを見

つけましたので、これを添付させていただきます。今と同じようなことを書いていると思いま

すけど、１として、名誉職と有給職。２に、報酬と職務の性格との関係。３、地方議会議員の

職務の実態。ずっと書いてございますのでこれはちょっと読むのも大変ですから、後でお読み

になっていただきたいと思います。 

176 ページに、全国の都道府県政令都市市議会・町村議会の報酬ということで、最高と最低

の部分が書かれておりますので参考にしてください。ちなみに、町村議会の報酬の最高額は、

神奈川県の葉山町、40 万円です、議員さん。議長が 49 万 9,000 円と。これが一番高い報酬額

ということです。大阪府、神奈川県が平均して高いのです、議員報酬。北海道は下から３番目

ですので、北海道は安い傾向にあると。これは議員の政務調査費、議員年金まで書いています

ので、これはお読みになったほうがよろしいのかなと思います。 

 それともう一つ。適正標準率。平成 11 年に全国町村議会議長会が定めた標準率ということで

す。これが適正ではないかという率です。議員報酬の適正標準率は町村長の給料に対し、議長
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が 40％から 54％、副議長が 33％から 37％、議員が 30％から 31％という部分で全国的にこれに

してはどうかということで一定率を定めましたが、実際はこんなにいってはおりません。平均

しても町村の議員報酬は、全国平均では達してございません。ちなみに議員さん、これでいく

と 85 万円に対したら 26、27 万円ぐらいになるかなという気がしますけど。議長がマックスで

いくと 40 何万円だと思います。これはあくまでも標準ですので、このとおりにはなっていない

ということだけ。 

 きょうはこの程度の資料提出をしておきたいと思います。後でまた何かあればつくりたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） まず、きょう事務局から提出していただきました資料について説明

がございましたけれども、何かわからないことがあれば、ぜひ、お尋ねして、各会派での議論

の糧にしていただければと思います。 

どうぞ、質問のある方。それでは、順番に伺ってまいりたいと思います。まず資料１です。

答申については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） それでは、次ですけれども、議会運営の事例です。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは次、活動状況については皆さんわかりましたでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 次は、全国の報酬の状況です。 

〔「わかりました」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、４と書いてあるものです。住民と歩む議会改革の条件

整備という、山梨学院大学の江藤先生からの資料です。これは読まなかったのですけども。大

渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） これは全道の議員研修会で聞いた中身ですから、行かれた方はみ

んな知っているわけですけれども、我々が議論するとき、これが一番いいのではないかなと思

うのです。これをどこまで深められるかというところが、今回のこの問題を理解する最大のも

のだというふうに思うのです。だから、先ほど委員長言われましたように、議員定数の関係、

それから、今の財政状況の関係というのは、委員長言われたとおりに極めて我々と関連してい

るのですけれども、当初はこの「議員活動とは」と「議員報酬とは」という部分で最初は議論

を組織すると。それで、それが議員全体の共通の認識になった段階で定数の問題だとか、これ

はまた切るわけにもいかないと思うのです、今の財政状況の問題だとか。それはその共通の認

識になった段階でそういう問題に入るということで、この１と２あたりを徹底的に議論を各会

派でするなり、議運でするなりして、そこを深めた上で先ほど委員長が言われたような形での

議論に入っていくというのはいかがなものかというふうに思っているのですけれども、ここが

すごく大切な部分だと思っているのですけど、私はそう考えていました。 

○委員長（山本浩平君） 今大渕副委員長のほうから発言がございましたけれども、考え方と
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しては私も冒頭にお話ししたとおりでございまして、このような内容のところの議論を深めて

から、そして、議員定数ですとか、今の町の財政状況とのかかわりというのをしていくといっ

た形ですみ分けをしていったほうがいいのかなというふうに思うのですけれども。 

皆さんいかがですか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今言われたとおり、一度そのラインで基本ベースといいま

すか、基本になるところを皆さんで一度議論して、そこから次の段階に入るというのがやっぱ

り一番適切ではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今の説明の中で、(１)、(２)の議員活動と議員報酬についてはわかる

のですけど、(３)の議員定数は絡めないで考えてというふうに理解してよろしいのでしょうか。

それによって全然、会派に持ち帰っての議論が違ってくると思うものですから、その辺だけ。 

○委員長（山本浩平君） いずれ議員定数につきましては、第３次議会改革の中でもやること

になっておりますので、一番最初から一緒にテーブルに乗せてしまうとなかなか議論が進みづ

らいという、そういう部分があるから、このことについては後からやりませんかということで

ございます。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私が言ったのは、誤解ないようにしておかないとだめ

だと思うのですけど。議員定数、全然関係ないという意味ではなくて、上げてから議員定数や

ればいいのではないかとかそういうことを言っているのではないのです、僕は。そのことは必

ず絡むだろうと。だけど、そのことを初めから議論の素材に上げてしまうと、議員定数をふや

す、減らすで、賛否がそこで議論になるでしょう。そうではなくて、我々は１回、議員活動と

議員報酬とは一体何なのだということをきちんと学んで、その上で議論をして、プラスの議論

にしていかないと、先に議員定数ありきになってしまうのです。どうしてもなります。そうし

たら、どうなるかといったら、減らして上げるのならいいのではないかと、こうなってしまう

のです。だから、私が言っているのは、これを上げてしまってから議員定数を考えるというの

ではなくて、ベースをきちんと、議会活動というのは何なのだろうと、報酬とは何なのだろう

ということをきちんと議論して、そのベースの上で報酬の話をして、そして、それに最終的に

そこがみんな共通の認識になったら、そこで定数の問題もオンして話をすると。そういうふう

にしないとだめではないかということを言っているのです。だから、先に上げてしまってから

定数問題の話しをするとかそういうことを言っているのではないですから、そこだけ誤解のな

いようにしていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） どうですか、この進め方について何か意見がございます方どうぞ。

新政クラブの近藤委員、いかがですか。進め方です。 

○委員（近藤 守君） いいと思います。ただ、思いますのは、都心のほうでも、要するにほ

かの町村より議会活動が倍あるから報酬も上げていいのではないかということはちょっと違う

と思うのです。我々の後ろには町民がいて、今しかも財政再建、または応分の負担をみんな強
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いているわけです。そんな時期にそれだけでもって報酬を云々とすることは非常に危険だなと

思うので、よく背景を考えながらやるべきと、こんなふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今後の会派に持ち帰っての議論にもつながってくると思いますので、

ここでちょっとお話させていただきたいのですけども。今これから、この議論が終わった後に

政策研究会の進め方についての中間報告もさせていただきます。こういった、今これからされ

るであろう政策研究会等々のこれからの活動内容も絡めて会派のほうに持ち帰っていただいて、

議論していただくべきものかなとそういうふうに思いますので。ぜひ、また、今の議論はある

程度お話を聞いていただいて、今回の議会運営委員会の全体像を見て、会派の中で議論してい

ただければと思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私、今ちょっと、これから会派に持ち帰って、各会派で報酬について

は審議しなければならないと思うのですけども、今ほど近藤委員が、今白老町は財政再建中で

住民のそのような背景もありながら、それを考慮しながら議論すべきという言葉がありました

けども、私が思うには、そういうことを言ってしまったら、白老町の報酬というものを審議す

る必要がないのではないかなと思うのです。私たちは、そうではなくて、この議会改革の中で

これからの白老町議会が目指す議会はどうあるべきか。ということを含めて、議員報酬という

ものも議論していきたいと思っているのです。これはちょっと皆さんと考え方違うのかもしれ

ないですけども。確かに今白老町は財政難でありますけれども、それでは、これからの白老町

議会はどうあるべきなのだ、議員一人一人はどうあるべきなのだと。今氏家委員が言いました

けども、政策研究会の問題とかありますし、やはりこれからのことを考えての議論をしたいと

思っているのですけど、そこでそれを考えて議論していっていいのかどうなのか、ちょっと私、

皆さんにお伺いしてみたいと思うのですけど。この考えが間違っているというのでしたら、ま

た違う考え方で議論させていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。清風クラブとしましては、今、報酬等審議会の部分につい

ては会派の中できちんと議論して意見を述べさせていただきますけども。もともと私たちは、

第３次の改革の中では議員報酬と定数の問題についてはきちんと一緒に議論してほしいと、す

べきだと、こういう意見を述べさせていただいているのですけども、今この参考資料の部分を

とらえて切り離してやるべきだという意見もありました。私は、議員定数の問題もやるという

前提で言っているわけですから、委員長の進めているとおり、この報酬についても進めるべき

だとこういう考えでおります。ただ、今一委員に対しての意見もありましたけども、いずれに

しても、町民のこういう厳しい財政状況の中での考え方ですから、いろいろな意見があってい

いとは思うのですけども、やはり議会議員として、議会としてどうするということをきちんと

やっぱり姿勢を示して進めるべきだなと。町民がどうのこうのするからどうするとか、そうい

う問題の話ではなくて。当然それも中には入るのでしょうけども、きちんとやっぱり議会とし
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ての姿勢を示すべきだと私はそういうふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど西田委員から皆さんの意見をちょっと伺ってみたいというお

話でございましたので、フリートークをしたいというふうに考えます。 

ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時５７分 

                                         

再開 午前１１時０３分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開します。 

 近藤委員に伺いますけども、私も冒頭にお話ししました、副委員長もお話ししました、こう

いったようなことをまず基本のベースとして議論をして、それを深めて、そして、さらに現在、

例えば町職員の給与カット、あるいは、いわゆる税率のアップ、いろいろございます、そうい

ったものも全く考慮しないとかそういうことではありませんので、まずベースとして考える基

本的なところは、現在の議員活動はどうなのかというところと、議員報酬そのもの、それと、

審議会の答申内容、そういったものを中心に各会派でいろいろと議論を深めていきたいという

ようなことでございますので、よろしいですね。 

○委員（近藤 守君） はい。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんも、よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○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。４の、住民と歩む議会改革の条件整備とありますけど、

この中で江藤教授が言っていたとは思うのだけど、局長の認識の範囲で結構ですので、議員歳

費の挑戦、要するに我々、今もらっているのは報酬です。それで、議員歳費の挑戦とは、これ

は言ったかもしれないのだけど、会派で議論するとき、何だかわからないのでは議論できない

のです。ここはどういう意味のことを言ったか覚えていますか。済みません、局長。言ったの

ではなくてもいいです。どういうことかということ。 

○事務局長（上坊寺博之君） あれは、岡本部長の記事を引用していたと思うのですけど。岡

本部長の記事は、年俸制の議論と書いてあったと思いますけど、要するに、うちと蔵王町、福

島町と３つしか通年議会はやっていないのです。通年会期であるということは 365 日基本的に

は拘束されるのです。休会であっても拘束されているという考え方。それであれば、今 28 次の

ときの地方制度調査会では、県だとか政令市だとかそういうところから出てきているのは地方

歳費といって、要するに公選職の位置づけをしろということなのです。29 次には盛り込まれな

かったのですけど。だから、それを挑戦しなさいということを言っているのです。というのは、

岡本部長からお電話いただいたときも、今、地方自治法上は議員報酬に改めたのです。公選制

でなくして、議員報酬に改めたのですが、別に条例で根拠を持ちなさいということになってい

るけど、歳費という言葉を使ってはだめだということではないのだというのです。自治法上は

報酬だけど、条例で報酬は定めなさいとなっていますけど、歳費と使ってはだめだということ
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になっていないというのです、解釈上は。だから、その部分で年俸制議論をしなさいというこ

とはそういうことです。要するに１年間活動する中で議員報酬いくら、年額いくら必要なのか

という議論をしなさいということを言われているということです。だから、それを割れば、当

然、月割幾らということになります。月で支給するのだから、分割支給と同じですから。そう

いうことをおっしゃっていると思います。基本的に議員報酬になる前は、審議会・委員会の報

酬と同列だったのです。要するに役務の対価なのです。役割を果たした対価なのです。それか

らちょっと格上げになって、議員報酬という、議員の報酬ではなくて議員報酬という一つの言

葉になった。この間です。 

○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。要するに今までは、例えば都市計画審議会の委員と議

員は同じ待遇だったと。だけど、この間の法律改正で議員だけは議員報酬というくくりになっ

て、審議会のくくりとは別になったということですよね。そこまではわかった。それで、我々

の今のだって全部足したら年報酬ですよね。そういう考えと年俸制にして歳費にするというの

は、言葉だけの問題にしかならないのではないかと思うのだけど、何が、どこが違うのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 言葉遊びなのかもしれないですけど、言っているのはそういう

ことです。要するに歳費だとか年俸で議論できないだろうと、ほかの議会は。通年ではないで

すから。休んでいるのですから。あくまでも開かれたときの対価としての月額報酬となってい

る。うちは全部開いているから議論できる環境にあるのは３つだよということを言っているの

だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） わかりました。そうなると、今の例えば我々だったら、年俸にす

ると３百何十万円ですよね。それを歳費だと考えれば、高い、安い関係なく、それはそれで歳

費という考え方になるというふうになりますよね。だから、閉会しているけど大きな市議会や

都道府県議会は町村議会とは違うという認識ですよね。報酬だけど違うという認識になってい

ませんでしたか。同じ認識。そうしたら、歳費にしても同じだということですね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 福島町は条例直しているのです。歳費に直しているのです。で

も、実態は変わっていないのです。あそこは議会基本条例でそういうような通年制をして、そ

ういう位置づけをしているのです。だから、報酬という言葉は使っていないのです。ただ、そ

れは実態ではないでしょうということは言っているのだと思うのです。だから、本当に年の活

動に見合うような議論をしなさいということだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 先ほど副委員長が言った江藤先生の話の中で、たしか私の記憶では、

やっぱり通年制をやっているところでは歳費の研究も大いにすべきではないですかと。そうい

うのが一番しやすいと。やっぱり閉会あったり休みのあるところではなく通年で、先ほど局長
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言ったように、拘束されるような形になるもので、年俸制なり歳費にしていく研究はすべきで

はないですか、しやすいですねというような話はあったのは私も記憶しています。だから、ど

ちらかというと今までも、よく識者の方も定例会だけ出れば議員活動ではない、日頃も議員活

動というような日常をずっとやっているでしょうと。だから、そういう面では歳費になっても

年俸になってもいいのでしょうけども、やっぱり報酬というのはそういうところでやられてい

る部分があるものだから。やっぱり通年というぐあいにしてしまうと、365 日拘束されるよう

な議会活動をやっているのだというような形になると、報酬でも年俸でも議論しやすいのでは

ないですかと。それはぜひ研究すべきですよというような話は、この間あったという記憶はし

ています。福島町もそういう意味で、通年議会にしたもので歳費という形にしたのではないか

なというぐあいに感じるけども。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 歳費にするということに対して、報酬から歳費に変わるということに

対して、こういうこともできるのですというのが何かあるのですか。ただ言葉が違うだけだっ

たら何か・・・。歳費になることによって、こういうこともできるのです、ああいうこともで

きるのですとか、何かそういうものがあるのでしょうか。これから考えられるのでしょうか。

何かありましたらお願いします。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にありません。実態としては同じです。報酬であろうが、歳

費で使おうが。例えば都道府県の議員さんと国会議員さんとどこ違うのですかといったら、実

態は違わないではないですか。ただ、国会は歳費ですけど、こちらは報酬と使っているだけで

す。要するに一年中活動を補償しているわけです。だから、それなりの歳費額があるではない

ですか。地方議会というのは、一定額抑えられているというのは歳費として認められていない

からです。報酬としての位置づけからスタートして。先ほども言ったように、一定年まで地方

議会という名誉職だったのです。報酬当たらなかったのです。議員という名誉だけで活動して

いたのです。だから、その名残がずっときているから。多分、昭和 22 年の地方自治法の部分で

報酬が当たるようになったのは、名誉職であっても裏金みたいなものが動いていたから、わか

るようにして報酬にしたのです。だから、過去の流れがあって、国会議員と地方議員というの

はまるっきり、そもそも認められたものが違うのです。でも、やっていることは同じだと思い

ます、多分。国会議員も都道府県の議員も。それでは、歳費と報酬とどこが違うのですかと、

何も違わないではないですか。ただ、それが１年間の活動として認められるか、認められない

かということだと思います。だから、通年しているうちと福島町と蔵王町が、その議論のまさ

に議論になるでしょうということを言っているのです。それが、300 万円に決めようが 500 万

円に決めようがそれは何も。ただ、そこをきちんと議論できるか、できないかではないですか。 

ですから、報酬を今答申されているということは、そこを認識するというのはいい機会だと。

それは逆にいうと、変な意味ではないけど、議会活動に重みというか、責任を持つ。だから、

例えば一般質問準備しているのも議会の活動という位置づけにすれば、それはやらなければな
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らないことになってしまうではないですか。やらなくてもいいということにならないですよね。

それが議会活動。だから、そういうことですと。そういう活動のまず洗い出しをしなさいと。

それで額を決めなさいということは、どちらにも責任を持つと。それに対して住民がいいのか

悪いのか。それだけ活動しているのなら、このぐらいいいのではないかと見るか、それだけ活

動していても多いと見るか、どちらかだと思います。 

○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。ということは、今の局長の話でいくと、議員の歳費の

挑戦というここでの意味というのは、１の②の議員活動を明確にと書いているでしょう、ここ

のところがきちんと認識されれば、当然そういうふうになると。そして、うちは歳費という言

葉を使うことは十分できますと、こういうことでいいのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 岡本部長が言っているのも、江藤さんが言っているのもそうい

うことだろうと。 

○副委員長（大渕紀夫君） わかりました。 

○委員長（山本浩平君） 吉田和子委員外議員。 

○委員外議員(吉田和子君) 通年議会をするときに議員の中からいろいろな思いが出てきて、

通年議会にするということは 365 日拘束されているから、自由な自分でやっているときに、通

年議会になったのにこんなことやっていていいのと言われるのではないかということを、みん

なちょっと疑念というか、そういう思いがありましたよね。それで、今回みたいに歳費で年俸

制にすると反対に、今度あなたたちは年間で幾らなのだから、365 日通年議会をやったのだか

ら、今度は年間、議員としていなければならないのだよねというふうに反対に拘束されるわけ

ではないけど、今までと形は変わらないのですけど、これは言葉上のものなのですけど、歳費

にするという、年俸制にするということで反対に、通年議会することで不安に思っていたこと

が裏目に出るということではないけど、そういう言葉の縛りが今度反対になるのかなとそんな

ふうに今思いながら聞いていたのだけど、その辺考えすぎだろうか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは通年でなくても、365 日外に出れば議員として見られる

のではないですか。職員もそうです。月給制で年額いくらと給料もらっていますけど、外に出

たら公務員外れるかといったらそういうことはないですよね。土曜、日曜でも隣の人から役場

の人という見方されますから。それで当然、できる限りはしますけど。それと同じでいいので

はないかなと私は思いますけど。それでは、びっちり机に向かって何かをやっていなければだ

めかということにはならない。それなりに議員の活動をこなしていると思います、多分、皆さ

ん。電話来たら対応するし。 

○委員長（山本浩平君） ここで、暫時休憩といたします。 

休憩 午前１１時１８分 

                                         

再開 午前１１時３０分 
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○委員長（山本浩平君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 きょうのこの資料を参考にしていただきながら、また、先ほどまでいろいろ議論したことも

参考にしながら、各会派に持ち帰って十分議論をしていただくわけでございますが、現段階に

おいて、それぞれの委員の皆様方から何か自分はこういうふうな考え方だというものがござい

ましたら、またそれも各会派の議論の参考にもなると思いますので、ございましたらどうぞ。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、私のほうから。私どもの会派、新風、これに関しまして

はもう１人の会派の人間とも議論は若干させていただいております。基本的な考え方なのです

けれども、現実的に非常に議会にかかわる時間、委員会、本会議含め、また、新しい取り組み

の広報広聴常任委員会、これは分科会もございます。こういった中で相当議会に費やす時間も

非常に多い中で、現実的に考えたときに、今現在一番若い年齢は何歳かというと私と氏家委員

の年齢、48 歳から 49 歳です。次の改選のときになると、もう 50 歳を超えるということになり

まして、いわゆる 30 代、40 代の方がこのまま誰もいない状態の中で、それでは今の報酬と出

てくる回数をかんがみた場合に、本当に若い人が挑戦できるような状況になるのか。議会の将

来を考えたときに、非常にこれはやはりピラミッドとしてはよくないなというふうに感じてお

ります。私はやはり若い人たち、それと、一般の主婦の方、あるいは会社が許されるのであれ

ばサラリーマンの方、こういったいろいろな方々が挑戦できるような仕組みをやはり将来の人

たちのために、今いる議員がつくり上げていくべきだとこのように考えます。例えば、今通年

議会でいろいろなところの議員の方々と名刺交換します。意外とサラリーマンの方とかも結構

いるのです。例えば、ＮＴＴの社員だとか意外といるのです。これはサラリーマンの方だなと、

そうしたら、サラリーマンなのですと。そういう方々も意外といらっしゃるのです。これはや

はり本州のほうはある程度そういった報酬の点でも北海道よりは恵まれている部分もあります

し、会社の理解もあるのですけども。幅広い人たちが挑戦できて、若い人たちも議会の構成の

人数の中に入ってこられる、こういう環境をつくるべきだというふうな考え方から、私は基本

的にこの答申に沿って検討していくべきであると。このように考えております。以上です。 

 ほか、皆さんのほうから何か。なければ、このことについてはそれぞれ会派で持ち帰って検

討していただくと。ただ、これも長い時間はそんなにかけられないのです、実は。局長、大体

いつぐらいまででしたか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 11 月です。 

○委員長（山本浩平君） 書いていましたか。11 月までということです。と申しますのは、予

算の関係でございます。来年度予算に反映させるということを念頭に置くということであれば、

そういったような期間に何とか結論を導いていきたいというふうに考えておりますので、それ

に向けて各会派で議論をしていただきたいなというふうに思います。 

 この議長の諮問については、そういった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） それでは、次に移りたいと思います。政策研究会に関する検討小委
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員会の中間報告でございます。局長、これについてはどのように進めたらいいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 小委員長のほうからあると思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、政策研究会に関する検討小委員会の氏家小委員長のほう

から報告をお願いしたいと思います。 

○委員（氏家裕治君） 先日、議会運営委員会から付託を受け、調査を進めてまいりました、

政策研究会の設置及び運営のあり方について、ある一定の方向性が議論され、出されてきまし

たので、ここで一度、議会運営委員会のほうに諮っておいたほうがいいのではないかというこ

とで、今回、中間報告という形で説明させていただきたいと。また、今後のあり方については、

各会派に一度、この流れを持ち帰っていただきまして、小委員会のあり方についてもう一度議

論していただきたいと思いますので、ちょっと話を聞いていただければと思います。 

 それでは、政策研究会と常任委員会・特別委員会との比較ということで資料が皆さんのお手

元に配られていると思います。それでは、Ａ３判の資料２を見ていただきたいと思います。こ

の黒く網掛けになっている部分あると思うのですけども、これはもう既に運営基準だとか、そ

ういった部分で確定されている部分。これから先を議論してきたというところをまず知ってい

ただきたいと思います。 

まず、４番目の設置区分のところです。設置区分については、皆さんにお配りしてあると思

いますけどもＡ４の横書きの資料３です。政策研究会のイメージ図というものがあると思うの

ですけども、それと一緒に見ながら聞いていただきたいと思います。まず、この政策研究会と

いうのには、多分、前に合併調査の関係でやっていた、ああいった研究を含めて議会が任意的

に設けてやる部分と、それから、今回、第３次議会改革の中で進めてきた公的機関として定め

る部分、これがあると思うのです。それについては記載のとおり、自治基本条例の第 21 条第３

項により設置した場合、これが任意的機関で設ける場合であると。それから、公的機関につい

ては、会議条例の第 10 条により設置した場合に設けるのだと。その具体的な部分というのは、

先ほど言った任意的機関というのは、まず、研修だとかそういったものを議会としてやってい

きましょうというところが１つあります。それから、公的機関というのは、例えば議会報告会、

懇談会、そういったものから、住民要望、また、そこの課題発見、そして、分析を図って、政

策立案、そして、研究する機関として設置するのが公的機関であると。まず、こうした大まか

に２つに分かれるだろうというところであります。 

 そして、次の５番目の設置のための協議というところがあります。よろしいですか。これは、

広報広聴常任委員会等々で、今すごく充実させていかなければいけないという議会懇談会だと

か、議会報告会、そういったものから課題を見出して、しっかりとやっていかなければいけな

いという部分と、それから、例えば会派代表者会議などからそういった問題点を出し合いなが

ら取り組んでいく、こういった場面があるだろうというところであります。 

 それからもう一つ。その下の委員会の特質とあると思うのですけども、まずは常任委員会、

特別委員会についてはそこに書かれているとおりなのですけども、政策研究会については、議

案提案のための議員の資質向上を図るための機関であると。 
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それからもう一つは、政策提言を推進する機関であると。 

そしてもう一つは、政策討論会などを行う機関になってくると。 

それで、ここが一番大事なところだなと思うのですけども、左の番号でいいますと８番目の

政策形成サイクルというところがあります。これがやはり常任委員会、特別委員会、特別委員

会と政策研究会はどうしても類似する部分が見え隠れするのですけども、ここでやっぱり一番

大きく違うところが、この８番目の政策形成サイクル。 

それで、もう一つ皆さんの手元に資料が、４の裏側になっています。これもちょっと一緒に

見ていただければと思うのですけども、各所管事務調査、特別委員会というのは、この点線の

ラインの下の部分での動きなのです、働きといいますか。わかりますか。ということは、例え

ば所管事務でとったものというのは行政の執行にかかわるもので、その中で問題提起をしなが

ら、そして、問題を指摘して、政策をこうあるべきだと、あるべき論で今まではずっとやって

きています。本来であれば、それをもっともっと突き詰めていって各常任委員会、例えば特別

委員会も時間をかけてやればできることかもしれませんけども、現状では各特別委員会、常任

委員会というのは、やはり示された問題提起に対して、しっかりそのときそのときのタイムリ

ーな政策提言というか、そういった政策提起をこうあるべきだという、そういったところで今

終わっているのが現状にあります。これを今回のこの政策研究会というのは、例えば広報広聴

常任委員会の中で進めていく、住民との懇談会、そういったものの中で住民が抱えている問題

意識を議会としてどう完結していくのかと。それは、行政とは違った目線でというか、行政が

決めるものに対して、町長の執行方針は特にそうです。行政が決めるものに対して、それをや

っぱり町民の目線から考えてどうなのかと。ですから、執行側の行政から資料を求めるだとか

そういうことではなくて、政策研究会として、一つの研究会として、自分たちがどうあるべき

なのか、この問題はどうなのか、なぜ、そういった問題が起きるのか、そういったところまで

掘り下げて、そして、政策提言をしていくと、これが政策研究会の大きな１つのイメージにな

ってくるのではないのかということであります。 

 確かに各常任委員会等々のやっていることが決して無駄なことではなくて、それはそれとし

て大事なことであります。ただ、町長の執行方針の中の個別政策についてだとか、それから、

広報広聴で示されてくる町民とのそういう問題提起、それが議会と町民との間でどうそれを完

結させていくのかということが、やはりこれから大事になってくるだろうと。それがやっぱり

町民が求める議会に対しての議会のあるべき姿ではないのかなと、私たちはそういったところ

での議論をしてまいりました。 

 それで、この政策研究会については、まだまだ細かい部分、掘り下げて進めていかなければ

いけない部分が多々あるのです。例えば、それでは、この構成をどうするのだと。先ほど示し

ていただきました、白老町議会の政策研究会のイメージ図というのがありましたよね。任意的

な部分と公的な部分、これをそれでは、例えば２班つくって、全議員がそれに参加しながら課

題に向けてやっていかなければいけないのかとか、その辺の人材といいますか、人数はどうい

うふうにしてやっていくのかとか、そういった問題はまだまだこれからの問題点として残りま
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す。ただ、この政策研究会というのはずっと私たちも今まで５回にわたって議論してきたので

すけども、やはり現状の常任委員会、それから、特別委員会、それだけでは町民に対して理解

を深めることがまだまだできていないだろうと。それを深めるための研究会としてのすみ分け

はしっかりしていって、そのためには今後の広報広聴常任委員会の進め方、それから、充実と

いうのがすごく大事になってくるのかなと思います。 

 今回の小委員会での政策研究会のあり方、位置づけ、すみ分けというところを開催させてい

ただいた５回の議論の中で政策研究会というのはどういうものなのかというものの１つのイメ

ージを膨らませてきたというのが現状であります。 

小委員会の報告としてはその程度で収めておきたいと思います。これをもし、今こういった

ことについてはどうなのだろうという質問は、わかる範囲で皆さんにお答えしていきたいと思

いますけども、会派に一度持ち帰って今後の政策研究会に取り組む小委員会としてのあり方み

たいなものを一度議論していただきたいな。そして、こういうことについてはもう少し深めて

ほしいだとか、こういうことについてはどうなのだということはこれからまた新たな小委員会

の中で深めていければと思います。これもそんなに長くかけてやれる仕事ではないものですか

ら、ぜひ、会派に戻って一度皆さんと議論していただきたいと思いますので、小委員会の報告

としてはこの程度に抑えておきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ただいま小委員会の中間報告をいただきました。この中間報告につ

きまして、また、この資料に基づいて何かお尋ねしたいことがあればどうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） ただいま、政策研究会の大体のイメージというものを説明いただいた

のですけど、政策研究会で資料３のほうの任意機関と公的機関と２つ分かれていますけども、

これは２つに分けるということで考えられたのですか。まず、それが１つです。 

 それと２つ目に、政策の目的を明らかにするというのと、こちらのほうの公的機関というほ

うの会派からの選出８名以内などと書いているのですけど、ここのところだったら一番最初の

政策研究会のところに、議案提案のため議員の資質向上を図るための機関というふうに政策研

究会と位置づけされているので、そうなってくると上のほうの任意機関のほうの議員会経費に

よる研修会というのが非常に矛盾を感じるのです。それが１つなのです。私たち議員がまず資

質の向上をしようというための政策研究会を設けるというふうに決めたので、議員会経費で研

修会を行うということに非常に矛盾を感じるのです。というのが１つです。なぜかというと、

私たち議員が、みんなが政策研究会で自分たち自身が一人一人の資質の向上を深め、なおかつ

政策提言をできる議員になろうというときに、なぜ、会派からの選出８名以内になってしまう

のかなと。これは全員対象というふうにならなかったのかなと。その辺がちょっとわからない

ものですから、その辺も説明してほしいのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） まず、任意機関と公的機関、これはなぜ２つかという話です。これは

第３次議会改革の中で公的機関で設置しましょうというふうにして、もうスタートしているの

です。それで、公的機関でスタートしようということで、公的機関だけで絞ってしまうと先ほ



 20 

ど言ったとおり、研究だとか議員会主催による研究だとかそういったものがそこから抜けてし

まうというか、それはあくまで任意的なもので政策研究会として持ちましょうということなの

です。決して、そこから省くものではないと思うのです。ですから、一応２つは、任意的な部

分というのは今までやってきた、合併調査研究会だとかそういったものを一つのあれにしてい

ます。ですから、任意的な機関という部分にちょっと今触れたので、先ほど言った議員会経費

による研修会について疑問だという部分ありましたよね。これはあくまで議員会の中でという

か、そこで選出する方々はどういった方々になるかしれないけど、そこで資料を集めたり、そ

して、いろいろな形の中で議会全体に諮っていくというか、そういった形をイメージしていた

のです。合併調査研究会のときもそうだったのです。実際、幹事会をつくって、そして、その

中でいろいろな資料集めをしながら皆さん方に提示してきたというのが現実としてあります。

それが１つの任意的な機関としての政策研究会のあり方だろうというふうにしてとらえました。

これは小委員会としてのイメージ図なので、会派に持ち帰っていただいた中で、それは必要な

いのではないかとかいろいろな意見が出てくるかもしれません。それはそれとして私たちは考

えますけども、議論の中ではそういった任意的な機関もやっぱり必要だろうということで２つ

の部分を設けさせていただいたと。公的機関というのは先ほど言ったとおり、議会として取り

組むこと、議会報告会だとか町民の意見を聞くこと。 

○委員（西田祐子君） それはわかります。だから、なぜ会派から選出８名なのかということ。 

○委員（氏家裕治君） それも先ほど言ったとおり、選出人員、それを構成する人員について

はまだまだ未確定です。そういったところまでまだ議論を、こうでないのか、ああでないのか

という話は出ていましたけども、まだまだ、それは確定している話ではありません。ですから、

構成メンバーについても今後の議論を深めていく中で話し合っていく一つの題材だと思ってい

ますので。これはあくまでイメージ図なので、こういう形ではどうでしょうかと。ですから、

今言ったような公的機関と任意的な機関として、これはみんなが入ろうと、半分ずつなら半分

ずつ。何か課題を見出して、そして、みんなでやろうと。ごめんなさい。任意は先ほど言った

ように全員でやるものですから。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 同じ会派の及川委員には大変申しわけないのですけど、私、ここのと

ころ、思いっきり反対です。と申しますのは、私、４年半無会派でおりましたから、前回の合

併調査研究会のときも私は何ら人数に入れてもらえないで、全議員が説明を受けるときにだけ

参加できるという形で、それ以外のこういうような研究をやるのです、何をやるのですという

幹事会のそういう話というものは、会派に入っていなかったものですから全く情報として入っ

てこなかったのです。というのは、この形でいってしまったら、全議員で任意機関と公的機関

と分かれますけども、そうなってしまったら、会派に入っていない人たちはどうなるのかと。

私はあくまでも、この政策研究会というのは会派が中心なのではなくて、議員個人のやはり資

質向上のための研究会だと思いますので、会派中心の物の考え方ではなくて、議員個人として

の政策研究会であってほしいと思うものですから、一番最初、冒頭、大変失礼ですけども反対
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と申し上げましたのは、まず、その辺を議員個人の資質向上のための政策研究会であってほし

いなと思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 氏家小委員長。 

○委員（氏家裕治君） それは先ほど資料２の中でも書かれていると思うのです。議員の資質

向上を図るための機関として設けるのだということはうたわれています。決して、そういった

ものを抜きに考えているわけではないのです。ただ、ここのイメージ図の中ではこういったあ

り方、こういった選出の仕方もあるでしょうということで書かれているのです。ですから、会

派に持ち帰って、例えば西田委員の会派の中でこういった部分ではどうだろう、こういったこ

とで考えたらどうだろうというものがあれば、そういったものも出していただきたいし、何か

一つベースがないと・・・。絶対そうではないとだめだというものではないのです。 

だから、一つはそういった考え方もあるのではないかということです。会派の代表者だとか

無会派の方だっているわけですから、無会派の方々をどういうふうにして入れていくのかとか、

そういうことだって今後の議論の中では必要なことだと私も考えています。ですから、全然、

今ここで決める話ではありませんので、余り決めつけたような話を私もしているつもりはあり

ませんし、今までの議論の中で１つの政策研究会というもののイメージがこうなのではないだ

ろうかということを報告させていただいたと。単にそこまでの話であります。ですから、今の

意見が会派に持ち帰って、それでは、無会派の議員はどうするのだとか、そういったものはこ

ういう組み合わせにしたらいいのではないかとか、こういう構成にしたらいいのではないかと

か、ということは今後いろいろな会派の中で出てくる意見だと思いますので、それを今後、ま

た小委員会に付託して、そういったものをもっと煮詰めてくれというのであれば、また小委員

会というものが必要になってくるのでしょうし、小委員会はもういいというのであれば、議運

なら議運の中でこれから先は進めていく形になるでしょうし、その辺はこれからの皆さんの考

え方だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 私は、５回開催して、いろいろ政策研究会をどう確立すべきかという

ことで議論された結果がこういう形で、今中間報告という形で出されたということは本当にご

苦労さまでした。私も実は、この公的機関の中で会派からの選出８名以内というのは、もうち

ょっと具体的に説明してほしいなと。というのは、公的機関の中で会派の、これから議論もさ

れるのですけども、各会派に持ち帰って。なぜ、各会派からの選出８名以内になっているのか

なというのは、実は疑問が、今説明受けた中でちょっと疑問を持ったことだったのです。それ

をちょっと説明いただきたいなというのが１つと。 

 西田委員のほうから先ほど、合併調査研究会のときに無会派の議員は説明受けられなかった

と。西田委員、以前の合併調査研究会のときもそうだったのですけども、前回の研究会もそう

だったと思うのですけども、全員による研究会なのです。私のときは幹事会といって、幹事が

どういう形で資料をそろえたり、皆さんの中で理解してもらうためにいろいろな進め方だとか、

資料をどう集めるとかそういうことは幹事はやりましたけども、前回も確か全員の委員会だっ
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たのです。だから、余り研究会にこだわってしまうと、私は研究会にいたけども、無会派がど

うのこうのとか、のけ者にするとか、意見もほとんど取らないとか、そんなことは確かなかっ

たというふうに私はとらえていたのです。だから、ちょっと違うかなと思っていたのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 前回の政策研究会のときに、私がなぜ、そう感じたかというと、幹事

の方々がいろいろなことをこうやって調査・研究します。そうしますと、それぞれの会派の方々

と相談して、こういうことについて研修しようだとか、ああいうところに行って調べてこよう

とかということは皆さん情報としては、はっきりしたものはなくても得られていたでしょうと。

でも、無会派の私には誰も教えてくれなかったから、その研究会での発表でしかなかったとい

うことを言っているのです。本当に情報何もなかったのです。そのときに議長も副議長も誰も

説明してくれませんでしたから。こういうふうに、こんなことを研究するのだとか、どこどこ

に行くのだという情報も一切ありませんでしたから。そういうことを考えると、幹事の方々が

会派にまるっきり相談もなく自分たち幹事だけでやったというわけではないですよね。 

○委員（氏家裕治君） 幹事だけです。 

○委員（西田祐子君） それでは、議長にも何も相談なく。だから、そういうようなものがで

きて、やるということさえも私も情報になかったということを申し上げたいのです。幹事が集

まってやるということさえの情報もなかったということを私は申し上げたいのです。言ってい

る意味わかりますか。だから、集まって何をやった、かにをやったとかというのではなくて、

そういうことを集まってやりますという情報さえも無会派にいたときはなかったですと。 

○委員長（山本浩平君） 局長。何かそのときの。 

○事務局長（上坊寺博之君） 当然、幹事になられている人しか通知しませんので、幹事以外

の人には情報は流れていないはずです。そして、幹事会で何をするかというのを決めて、全員

に流すという仕組みですから、多分、無会派関係ないと思います。議員会としてやっています

ので、無会派の人を排除するという何ものもないですから。幹事の人で組み立てて、それ以外

の人に流すのですから、平等には流れているはずです。 

○委員（西田祐子君） だから、議員会で話されたことも、私は議員会の役員でも何でもなか

ったから、そういう情報もなかったのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 当然ないのです。幹事会でしか話していませんから。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時０３分 

                                         

再開 午後 １時２０分 

○委員長（山本浩平君） それでは、委員会を再開いたします。 

 ほかに質問等がございましたらどうぞ。 

 それでは、私のほうから１点ちょっと小委員長にお伺いしたいのですけども。この問題に入

る前に小委員長のほうから、多分これをやるに当たっては非常に時間も取られることを想定さ
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れて、議員報酬等のところにもそれをかんがみて会派で議論を深めていただきたいというお話

があったと思うのですけども。現実的に政策提言を行われているところの、もし事例がわかれ

ば、どういうところがやっていて、どういったものをやられて、それに対してどのぐらいの時

間を費やしているのかとか、そういうものがもしわかれば教えていただきたいというのが１点。 

 現在のところ想定される、政策提言まで行うことにしたときにどのぐらいの日数を取られる

といったら変ですけども、かかるような状況なのかというのを、もし想定していれば、その辺

の数字も小委員会ほうでもまれたのであればお尋ねしたいと思います。 

この２点について、氏家小委員長お願いします。 

○委員（氏家裕治君） イメージとしては、大分県臼杵市議会、こういったところが積極的に

そういった政策討論を含めながらやっていると。ただ、これはあくまで一つの参考例として小

委員会の中では考えさせてもらいました。それがすべて、やり方がありきではなくて、実際白

老町議会としてどういった持ち方ができるのかということが大事なのだろうという部分で・・・。 

ですから、結論を固めなかったというところはそこにありまして、任意的な機関と公的な機

関、この２つをやっぱり持っていたほうがいいのではないかと。その中で活発な議論が交わさ

れたり、政策提言していければいいなと。政策提起で終わってしまっている部分を何とか自由

な討論だとか、それから、町民の声をやっぱり議会としてどう完結させていかなければいけな

いのかというところに白老町議会の今回の政策研究会のあり方があるのではないのかと。 

ですから、一つの参考例としては事務局のほうからも資料を出していただきまして、大分県

臼杵市の取り組みも参考にさせていただいたというのは事実であります。でも、決して形がそ

のとおりかといえば、そうではないということだけは言っておきたい。 

 それから、もしこれに実際に着手したと。これもいろいろあります。例えば任意的な研究機

関と、それから、公的研究機関を２つ、ですから、全部で３つ設けるような形になったときに

実際どうなのかと。小委員会の中では、果たして、この人員の中で本当に現実的にできるのか

という議論もありました。ただ、これは小委員会の中で決定するのではなくて、先ほども言い

ました、もしこれに手をつけようと思ったときには 30 日以上ぐらいはかかるのではないだろう

かと。でも、実際に皆さんが会派に持ち帰ったときに、その持ち方もやっぱり議論しながら、

今一度この議会運営委員会のほうに考え方、持ち方については提出していただいて、それにつ

いてもう一度小委員会として考え方を練っていきたいと思うところまできて、今回の中間報告

に至ったということをご了承願いたいと。ですから、いずれにしても、着手しようとしたとき

には今まで以上の、例えば拘束時間というのはやむを得ない。今まで以上のことをやるわけで

すから、それは限りなく。時間数がどのぐらいかというのはここでは何とも言えませんけども、

相当数の時間はかかるだろうと思います。 

○委員長（山本浩平君） もう１つなのですけども。政策提言が最終的な目標としては、例え

ば条例提案まで検討され、小委員会の中でそこまで議論されたかどうか。もし、議論されたと

すれば、その辺のところどうだったのかというのをちょっとお尋ねしたいなと。氏家小委員長。 

○委員（氏家裕治君） それは、６番の委員会の特質というところが資料２のところにあると



 24 

思うのですけども、議案提案のため議員の資質向上を図るための機関として設けるのだという

ことが１つうたわれています。それからもう一つは、政策提言を推進する機関だと。そしても

う一つは、政策討論会などを行う機関なのだと。この３つが今回の小委員会の中で話し合われ

た内容です。ですから、限りなく、今委員長が言われたとおり問題を発見し、その根っこにあ

るものまでしっかり自分たちの中でとらえながら、そして、行政に頼るのではなくて、行政と

は違った目線でその問題に向かって、こうあるべきではなくて、こうしなければならないとい

うか、条例制定まで持っていけるか、いけないかは別にして、そこが一つの大きな目標になる

ことは間違いないと思います。ただその辺も、今回は会派の中での議論も必要かと思っていま

すので、そういったことを加味しながら議運のほうに持ち帰ってきていただきたいと。その中

でもし、もう一度小委員会の中でその辺まで詰めてくれと、もう少し詳しい内容、具体的にと

いう意見があれば、今一度小委員会を設けてその中で話し合う価値はあるものと私は考えます。 

○委員長（山本浩平君） もう一つ関連してですけども。今６番目のところの、議案提案のた

め議員の資質向上を図るための機関となっております。こういうことをやることによって議員

一人一人の資質向上を図られるというのはそのとおりだと思うのですけども、私は、これは文

言につけ足す、つけ足さないは別な話だと思うのですけども、議案提案までやるということは、

議員一人一人の資質向上もそうですけども、地方分権の中で地方議会の一つの、議会全体とし

ての精度を高めるというのか、そういうことになると思うのです。ですから、議員一人一人と

いうよりも議会全体の精度が高まるというふうにちょっと思いました。 

この文言について、ちょっとどうですか。氏家小委員長。 

○委員（氏家裕治君） 委員長が言われているとおりだと思うのです。ですから、例えば各常

任委員会の取り組み方と今回の政策研究会の取り組みの一番大きな違いは、行政の力は借りな

いのだと。各議員、また、各会が独自の調査方法で提案をしていくのだというところに大きな

違いがあると思うのです。ですから、そこで条例提案まで持っていくということになると並大

抵の勉強では追いつかないと。その中にやっぱり一人一人の、個々の議員としての資質もそう

でしょうし、議員としての取り組み方がやっぱり変わってくるのではないかなと思います。こ

こがやっぱり一番大きな、政策研究会の特徴なのかなと思います。前にも任意機関であった合

併調査研究会のときもそうでしたよね。例えば、どこどこでもってそういった講習会をやって

いるといえば、やっぱり何人かで行って、その話を聞いて、一つの参考資料として、そして、

まとめて議会に提出して一緒に勉強したという機会がありました。ですから、決して行政を頼

るのではなくて、個々の会の中でしっかりとした情報収集をしながら、そして、条例提案に持

っていくというところにやっぱり大きな意味があるのではないのかなと思っています。それは

本当に限りなく議員一人一人の資質を高めていく大きな要因にもなると思いますし、精度を高

めていくという部分につながっていくのではないかと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 理論的にきちんと整理されていないのです、小委員会でもまだ、

今言われたとおり。ただ、議論の中で、理論的に若干こうするとどういうことになるかという
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ことで僕も考えていたのです。そういう議論を全部まとめてみると、例えば、今広報広聴常任

委員会をやって、そして、要望・意見が議会懇談会と議会報告会から出てきます。ところが、

先ほどから氏家小委員長が言っているのは、そこを完結させるということを言っているのです。

だから、議論に携わっている者はみんなわかるのだけど、そうではない人はなかなかわからな

いと思うのだけど。そこから出た町民の要求というのは、現実的には町内会でも出るし、どこ

でも出るのです。議員みずから完結するということはなかなかできないのです、今の段階では。

だから、よほど町内会で意見を出したほうが早く終わると言われてしまうよね。議会なんてい

らないのではないかという意見、不要論が出てくる。そういう中で、出た町民の意見・要望を

どこかで完結する手だて、それが必要だろうと。それをやることによって次の議会報告会や議

会懇談会でこちら側が主導的にきちんとできるし、だから、行政とは違う目線でというのはそ

ういう意味なのですけど、そういうふうにやることによって本当に理論的にきちんと議会の存

在価値というのは特段に上がると思うのです。やれればの話です。そこのところは理論的に整

理すれば、今まで広報広聴常任委員会が主体になって、何であんなことやるのだと、議決機関

だけれども何も執行権ないのにそんなことやって、予算権持っていないのにやったって仕方な

いのではないかというのが今の視察の中でも結構出るのです。だけど、そこを完結する手だて

を考えて、これが実行できれば多分、やっている議会もあるかもしれないけれども、先ほどお

っしゃったけど、臼杵市は単に要望上げているだけなのです、議会が行政側に文書で。ただ、

18 歳未満の医療費ただにしろとかというような上げ方なのです。だけど、こちらはそれをもう

１歩進んだら、そこで広報広聴常任委員会の存在というのは一気に上がるでしょう。そして、

それが議会みずから全部ではなくても完結していける、要するに条例化して、町民の声が議会

の中で行政にきちんと生かされるとなったら、議会の存在価値というのはものすごく上がるの

ではないかというふうに僕は思うのです。そういう議論まではいっているのです。ただ、そこ

をちゃんと整理して理論化するというところまではいっていないけれども、少なくてもそうい

う議論をしているのです。だから、物理的な問題でやれるかやれないかという問題はあるけど、

理論的にいえば、極めて僕は、日本の議会の中でもそこまで完結できるように。前田議員がよ

く言っていたでしょう、条例化するべきだと、常任委員会がやるべきだと。そこをやる機関が

常任委員会では、今の状況ではチェック機能で手一杯です。だって、所管事務調査は３カ月に

１回テーマ変えるわけだから。１年間なら１年でこれで取り組んで、そこまでいけるとしたら、

町民に対しての議会の存在価値というのは飛躍的に上がるのではないかと。そこで町内会長さ

んと議員の違いというのは、単なる議決権だけではなくて政策能力の部分で全然違うのではな

いかと。そこまで高みを目指せるかどうかわからないけど、それぐらいの議論まで５回の中で

いったということは、自画自賛ですけど評価できるのではないかなと。小委員長、副小委員長

中心にやっているというのは、僕はそういうことだというふうに理解しています。一番わかり

やすい例でいうと、そういうことだというふうに思うのです。イメージとして沸いてくれれば

いいという意味です。 

○委員長（山本浩平君） もしそこまで高まっていけば、本当に、非常に議会の、町民から見
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る目もそうですし、よその自治体からもかなり注目されるようなことには多分なるとは思うの

ですけども。そこまでいくには、それでは、本当に自分たちだけの今までの知識だとかそうい

うものでそこまで持っていけるかというとなかなか難しいと思うのです。そうなってくると、

これはちょっと直接関係ないですけども、誰に、市民オンブズマンとかそういうところに突か

れても、全然何もおかしくないような形の中で政務調査費を使って、例えば文献を購入してそ

れで研究するだとか、あとは、外部のプロの先生たちに習いに行く、あるいはこちらに来ても

らって専門的な知見で意見を聞く、そういったような形で少しずつでもやれるのではないのか

なというふうにはちょっと感じました。 

 もう１点の質問は、この資料４の中で、会派というのは、うちの会派は出ていますので本人

に聞けばわかるとは思うのですけど、ちょっと説明いただきたいのが、ニーズとウォンツとシ

ーズがありますね。これをちょっと解説お願いしたいと思います。それだけちょっとお尋ねし

ておきたいと思います。氏家小委員長。 

○委員（氏家裕治君） まず、ニーズとウォンツの違いなのですが、住民ニーズと住民ウォン

ツの違いを意識して政策開発だとか政策創造を進めなくてはいけないというふうになっている

のです。しばしば住民ニーズと思っていた政策が、実は住民ウォンツであったり、その逆があ

ったりする。ニーズとは文字どおり必要性のことであり、人間生活の上で、ある充足状態が奪

われている状態と定義できる。これに対してウォンツとは文字どおり欲求のことであり、ニー

ズを満たした上で特定のものを欲しいという欲望である。こういうふうにして提起されている

のです。例えばという例が出ているのです。住民の文化的な水準を維持するために図書館など

が不足している。それで、充足する必要があるというのがニーズ、住民のニーズです。一方で、

各小学校区には最低１つは図書館が必要であるというのはウォンツだというのです。この違い

が、両者同じ必要という意味で使われているのですけども、若干その背景が異なるということ

です。前者の意義が社会的な不足状況を意味している必要であり、そして、後者は特定のもの

を欲している、そういう必要という意味なのだと。同じ必要でも全然意味合いの違うものなの

だということを言われている。このニーズとウォンツを同じく見ている場合が少なくないと。 

僕たちも自分たちが今回この議論をしたときに、ニーズとウォンツを同じような意味合いで

ずっと使っていたなと思ったのです。ただ、それはやはり住民から見た目線と、それから、欲

しいという欲望から来るものというのはやっぱり違うのだなと。必要性のあるものと、ただ欲

求から来る欲しいというものとの違いというのは、やっぱりここにあるのだなというふうに思

いまして、このことはやっぱり冷静に判断して政策を考えていかなくてはならないということ

になっているのです。ですから、ニーズ、ウォンツは、欲しいもの、求めるものとかというふ

うにして使われるけども、同じ求めるものであっても全然見方が違うのだというところが考え

てやらなければいけないところなのだなということでちょっと解説されていたもので、それも

本当に改めて今回の小委員会の中で勉強させてもらったことだなというふうに思いました。 

○委員長（山本浩平君） 隠れたシーズ。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは種という意味で、隠れた、まだ芽が出てこない前の潜在
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的な欲求というとらえ方。もともと表面化していないのだけど、そういうような要求が出てく

る可能性のそれを使わなければならないという意味なのです。芽が出る前の種です。 

○委員（氏家裕治君） だから、議会懇談会等々で町民から出てくる問題提起みたいなものが

ありますよね。でも、その問題提起は問題としてうちは受け入れるのだけども、でも、その問

題になるもとというのは何なのかなというところに着目しないとならないということなのだと

思うのです。だから、政策研究会での問題発見がそこに出てくるのではないかなと思うのです。

ただ町民から上げられてくること、ああいったものが欲しい、こういったものが欲しい、それ

では、そういったものも根本的にどうしてそれが必要なのかとか、本当に何がそこに問題点と

してあるのかというところまで掘り下げて出発していかないと本当の意味での条例提案、行政

と一緒の立場で、違った目線でとは先ほど言ったけれども、同じような考え方の中でしっかり

とした考え方を示していけない。結局は理論武装していかなければいけないということは、そ

の根底、根っこにやっぱりちゃんとしたものを持っていないとできないですよね、理論的に。

そういったところの考え方がこのシーズという文言で言っている。 

○委員長（山本浩平君） 今何となくイメージできて、これは適切な例かどうかちょっとわか

りませんけど、例を挙げて言ってみたいと思うのですけど。住民ニーズ、町立病院に小児科が

欲しいですと。今現在は小児科がありますよね。それで、小児科つくってくださいと。現在は

出張医で対応していますと。だけど、ニーズとしては小児科つくってくださいと。ウォンツ、

小児科はあるけども出張医は何か心配だと。責任性がないから特定の人にいてもらいたい。こ

れがもしかしたらウォンツ。それで、特定の医者がいるかもしれないけども、できれば道内で

も有数の名医的な小児科の先生がほしい。これがシーズですか。ちょっと違いますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） シーズというのは、根本的に違うのは要求になる前のものを探

れということなのです。これは行政のほうの政策研究で政策形成能力で出てくるのが、その課

題が出てきて手を打つのではなくて、課題が出てくる可能性を見つけて政策組みなさいという

こと。言っていること難しいかもしれませんけど。病院はあると、内科と外科とあると。逆に

言ったら、耳鼻科という欲求のほうが多いのではないかと。多いのであれば、それは隠れたも

のであって、顕在化していないです。だから、そこは議会が耳鼻科を設置しなければならない

という視点を持たなければだめなのです。欲求としてまだ出ていないのだけど、そう思ってい

る人がたくさんいるということ。ここが一番難しいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 資料４として出ているということは、そこまで掘り下げて政策研究

会の中でやりたいと。やったらどうかということですか。氏家小委員長。 

○委員（氏家裕治君） そこまでやらないと、しっかりとした理論武装はできないでしょうと

いうことなのです。みんなが欲しいというから、それでは、小児科について勉強しましょうと

か、研究しましょうではなくて、今言ったとおり、内科と外科があると、でも、住民のニーズ・

ウォンツとして小児科が欲しいと言っていると。それでは、小児科が果たして白老町の中で本

当に必要なのかとか、小児科とつくるためにはどうすればいいのかとかという掘り下げた部分

で考えていかないと。ただ、そうかい、小児科が欲しいのだよねと。それでは、小児科つくる
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ために先生呼ばなければいけないとか何とかとすぐそちらのほうにいくのではなくて、なぜ、

今白老町に小児科が必要なのかと。その必要性だとかいろいろなものをもっと掘り下げて、や

っぱりそこからスタートしないと、多分、いやそんなこと言ったってと、結局は行政からいろ

いろなことが言われて、逆につぶされてしまう原因にもなってくるのではないかなと。ちょっ

と言葉ではまだうまく言えませんけども、そういうことなのかなと思ったりします。 

○委員長（山本浩平君） 大体わかりました。 

 ここで無会派の方にもちょっと伺ってみたいと思います。前田委員外議員、どうですか。今

までの説明を聞いて、何か質問でもいいし、ご意見でも結構です。 

○委員外議員（前田博之君） 話を聞いて、非常にいいことではないですか。ここまで政策立

案能力、議員に求める能力ということで、こういうふうに段階的に踏んで、今言ったようにシ

ーズはということになるから、非常に政策研究会ばかりではなくて、一般質問あるいは議員が

何を住民の目線をとらえて、それを反映するかというようなこういう一つの資質云々みたくな

ってきたということは非常にいいことだと思います。あとはただ実行力をどう担保するかとい

う問題だと思います。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 ほか、皆さん何かありませんか。なければ会派に持ち帰っていただいて、この資料を基本ベ

ースにして検討をしていただきたいと。それで、これも結構１回、２回の議運の中では当然決

まらないと思いますので、何回か、そんなに時間もかけないで、ちょっと議運の回数多くなる

とは思いますけども、精力的に皆さんで議論していきたいとこのように思いますのでよろしく

お願いをいたします。 

 それでは、３番目なのですけども、これよりちょっと先に４番目の法に基づく議会報告にか

かわる取り扱いについて、こちらをちょっと先に行いたいと思います。局長、お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料５を見ていただきたいと思います。資料５については、厚

真からもらっている部分ですが、厚真の方策では、法律に基づいて議会に報告・提出する部分、

案件については、報告議案として取り扱っているのです。それで、うちは例月出納検査、これ

は地方自治法の規定で報告義務あるのですが、諸般の報告で今やって、報告済みという形にし

ています。諸般の報告にはもろもろほかのものもあるのですが、基本的に法令等に基づいて議

会に報告義務のある部分については、議長提出で報告議案として今後取り扱いたいという部分

でございます。それで、運営基準の５ページなのですが、ＡからＧまで明記されて、前回３つ

追加しましたけど、この中で町が提出してくるものについては、町が報告議案で上げてくるの

です、提案権がありますから。監査委員ですとかそういうものについては、提案権ないですか

ら議長に報告あったら議長が提出するという形で、法律の義務づけのないものについては区分

けして議案として取り扱いたいという提案です。何ていうことはないのですけど、諸般の報告

ではなくて、きちんと報告第何号という議案で処理をすると。というのは、前回ちょっと修正

しなければならないのですけど、教育委員会のも本来議長に上げてもらって、議長から上げな

いと教育委員会には提案権ないですから。町長と議員にしかないですから、そういう形にしな
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ければだめかなという訂正であります。教育委員会は議会に提出となっているのです、法律上

は。だから、議長が受けて、議長が出さなければだめではないかと。その部分もあって、それ

であれば、監査委員も議長が受けたら、厚真と同じように報告番号つけて上げたほうがいいの

ではないかと。諸般の報告といったら単に報告だから、そのほうがいいのではないかなという

ことでちょっと次回からこのような形に。 

○委員長（山本浩平君） 質問。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ちょっと僕も聞いていて余りよくわからないのだけども、ただ、話を

聞いていると統一性を持たせるということで考えていいのですよね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 要するに法律に基づく行為ですから、きちんと議会が受けて、

議長が議案として出すということです。あと、諸般の報告については、法に基づかない部分だ

とか、そういう部分は諸般の報告でいいのではないかなと。そして、従来は専決処分の委任も

諸般の報告でやっていたのですけどやめたのです。議案で出せということで差し戻しして。交

通事故何かは議案で出てきていると思いますけど、それと合わせてやるのであれば、全件報告

議案で。調べていったら、厚真はこういうふうにしているということなので。議長が受けて、

議長が提出しているということですので。そんなに大した部分ではないと思います。議案で出

しても報告済みですから。諸般の報告でも報告済みですから。ただ、正規の手続きをとってい

ったほうがいいかなと。ここの運営基準でもそのような書き方ですので、５ページでもそうい

うような書き方をしています。ただ、５ページには注釈で諸般の報告で行う場合もあるという

１項目があるのです。ただ、やっているのはこれだけなのです、諸般の報告。それだったら、

原則に戻して報告議案にしましょうと。 

○委員長（山本浩平君） 議長の諸般の報告を報告議案にするということに異議ございません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、そのような取り扱いということで決定をさせていただき

ます。 

 それでは３番目、議員倫理条例の全面的見直し改正についてでございます。きょう資料お持

ちでない方もいらっしゃるかもしれません。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時５３分 

                                         

再開 午後 ２時０３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。 

 相当時間の経過がございますので、それぞれ会派で協議はしていただいたとは思いますけど

も、思い出していただいて議論を進めてまいりたいと思います。議員の倫理条例の全面的見直

し改正についてでございます。第１条からやっていきたいというふうに思いますけれども。ど
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うしますか。読んでもらいますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、１条ずつ読んでみます。先進事例案というところで

ございます。これは前にもお話ししましたけど、兵庫県三田市議会というところが定めたもの

と、ほかの先進的な事項が入っている部分を合成させたものですから、うちのよりも豊富にな

っていると思います。 

 まず、目的ですが、これは白老町に置きかえています。 

 （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。としております。 

 第２条、旧倫理条例は２項に５項にしてございます。 

 （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、公平不偏の立場から、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努めるとともに、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

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。 

 ３条まで合わせて読みます。 

（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。 

以上です。 

○委員長（山本浩平君） ここまで、目的と議員の責務、町民の責務、宣誓書の提出というこ
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とでございますけども、これについて何かご意見がある方。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。１条、２条については、私としては特にどうのこうのでは

なくて、よろしいのではないですか。３条まではいいと思うのですが、宣誓書なのですけども、

この部分の中で前もそうなっているのかな、この「議員の任期開始の日から 30 日以内」となっ

ていますけども、これはどういうふうに、何かの事例を参考にして決めた、こうしたほうがい

いのではないかなということですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは兵庫県三田市議会のものに白老町を並べかえたものです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 30 日というのは、その裏には何かあるのかなと思うのだけど、私は逆

に、例えば５日以内とか、１週間以内とか、特に何か問題があるのかなというふうにとらえて

いるのですけども。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今は、宣誓書をいただくことになっていまして、現状は、当選

証書を配るときにお配りして、初議会のときにもらっていると。 

○委員（及川 保君） 何かあるのかなと思って、その裏には。30 日としなければいけない。 

○委員長（山本浩平君） 日にちを特定しなくても別に構わないのですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 別に構わないです。 

○委員（及川 保君） ほかは問題、異議ありません。 

○委員長（山本浩平君） その初登庁までというのは何日ぐらいですか、選挙終わって。大体。 

○事務局長（上坊寺博之君） おおむね 10 日以内に招集しなければならない。 

○委員長（山本浩平君） そうしたら、30 日以内というのも全然余裕があるから、別にこれで

も問題はないと。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会の一般選挙になったときは、任期起算日からおおむね 10

日以内に議会構成のための初議会が招集されるのが通例であるということになっているのです。

だから、10 日ぐらいで、前後なりますけど、招集されているというのが常だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） ４条の２項目に「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。」と、これが前から見るとふえています。これをや

るということになれば、やっぱり日にちはある程度決めておかないと、どこで提出しない議員

があるか特定できない形になりますよね。だから、何日以内とちょっと多めにとっておいて、

30 日なら 30 日とっておいて、それ以内に出さなければ公表すると。そういう意味でいうと、

やっぱり日にちはある程度入れておいたほうがいいのかなと。何日はともかく。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 日にち入れないでということではなくて、もう少し幅を狭められない

のかということだったのだけど、今の議長の、ある一定の期間出さない者がいたときに対応し
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なければならないという意味合いなのですね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 大体いい時期なのです。というのは、前回思い出していただけ

ればわかるのですけど、10 月下旬です、選挙をやったのが。それで、任期満了が８日で、９日

から開始ですから、それから 10 日ですので大体 20 日は経過してしまうのです、配ってです。 

○委員（及川 保君） なるほど。わかりました。意味合いがわかればいいのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、任期の起算日からだから 10 日前後だけど、配ってからは

20 日ぐらいたっているのです。 

○委員（及川 保君） 理解しました。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。公表とあります。公表ということは、公だから町民に知ら

しめるということなのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 公表ですから、多分その前に出してくださいと勧告すると思う

けど、私出さないと言えば、広報か何かに倫理条例の何条に基づいて提出されませんと出さな

ければならないということです。出さないという人は今までいなかったのですけど。 

○委員長（山本浩平君） 何か、第４条まで異論のある方いらっしゃればどうぞ。異論という

か、これはこう直したほうがいいのではないかとか。もしご意見があれば。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、無会派の前田委員外議員どうですか。 

○委員外議員（前田博之君） いいです。 

○委員長（山本浩平君） そうですか。特にないと。第４条までについてはこれでよろしいで

すか、皆さん。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、４条まではこのような形にするということでございます。 

 それでは、第５条から読んでいってください。 

○事務局長（上坊寺博之君） （政治倫理基準等）です。 

第５条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。 

(１) 町民全体の代表者としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を行わないこと。 

(２) 議員の職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為を行わないこと。 

(３) 議員の地位を利用して金品等の授受を行わないこと。 

(４) 政治活動に関し、町（町の出資法人を含む。第３項において同じ。）が締結する工事、製

造その他の請負契約、業務の委託契約、物品の購入契約及び賃貸借契約（以下「請負契約等」

という。）又はこれらの下請負若しくは再委託に関する契約を行っている事業者等及びその関係

者から寄附を受けないこと。 

(５) 地位を利用して嫌がらせ、強制、圧力をかける行為、セクシャルハラスメント、パワー
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ハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為を行わないこと。 

(６) 町に納付する税及び使用料を滞納しないこと。 

(７) 町から活動又は運営に対する補助金等（白老町補助金等交付規則（平成７年規則第８号）

第２条第１号に規定する補助金等をいう。次条において同じ。）を受けている事業者等の役員に

就任した場合は、これらの事業者等を自己の利益のために利用しないこと。 

２ 前項第４号の規定は、議員の後援団体（政治資金規正法第３条第１項に規定する団体をい

う。）について準用する。 

３ 議員は、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。 

(１) 町が締結する請負契約等又はこれらの下請負若しくは再委託に関する契約に関与するこ

と。 

(２) 職員の採用、昇任、異動その他の職員人事に関与すること。 

(３) 町が行う許認可等（行政手続法（平成５年法律第 88 条）第２条第３号に規定する許認可

等及び白老町行政手続条例（平成 11 年条例第３号）第２条第１項第３号に規定する許認可等を

いう。）に関与すること。 

４ 議員は、職員に対し、その権限又は地位を利用することにより、公正な職務の遂行を妨げ、

又は妨げるような行為を行ってはならない。 

５ 議員、その配偶者若しくは同居の親族又はこれらの者が実質的に経営に携わる法人は、地

方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 92 条の２の規定の趣旨を尊重し、町との請負契約等又は

これらの下請負若しくは再委託に関する契約を辞退するように努めなければならない。ただし、

災害発生時その他緊急かつやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。 

６ 議員、その配偶者若しくは同居の親族又はこれらの者が実質的に経営に携わる法人は、町

の指定管理者（地方自治法第 244 条の２第３項に規定する指定管理者をいう。）となることがで

きない。 

７ 議員は、前各項に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実な態度をもっ

て疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。 

 これは、三田市のものを基準にしてございますので、請負辞退とかそういうものが入ってい

るのです。ここで切らせてもらって議論をお願いします。 

○委員長（山本浩平君） この政治倫理基準に関しては、前回と比べますと大幅にいろいろな

ところが入っております。これらについてはそれぞれご意見が出てくるような気がしています。

いかがでしょうか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 大変申しわけなかったのですが、倫理基準につきましては、会派の中

では一定の議論はしております。おりますけども、こういう形できちんと文言としてされてい

ますので、一応、案ということなのですけども、こういった文言をきちんとやっぱり会派の中

で確認をしたいというふうに思います。大変申しわけありません。 

○委員長（山本浩平君） という意見がございました。この中で何か特に申し上げておきたい

ことがあればどうぞ。前田委員外議員。 



 34 

○委員外議員（前田博之君） ５条の５項、第 92 条の２の規定。これは局長も解釈していると

思います。これは多分、請負契約はまずだめだし、物品購入、臨時的なものはいいのだけども

定期的に継続して契約するものについても当てはまってくる可能性があったと思うのです。そ

の辺を、ここの 92 条の解釈を議会として整理をして認識しておかなければ、今後、微妙な扱い

になってくると思いますので、その辺が必要かなと思うのですけどいかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特に会派持ち帰った場合議論していただきたいのは、５号とい

うのは、地方自治法で書かれているのは、兼業禁止規定なのです。兼業禁止規定が合致すれば、

その時点で議会が失職をさせることができるのですけど、ここの趣旨は、それ以外の契約で町

とやる場合は辞退しなければならないということなのです。ですから、従来だったら該当する

人いるのです。例えば、株式会社太陽さんみたいに町と請負できないという規定ですから、こ

れは。ほかの今の先進事例はかなりきつくて、議員になっている間は町と契約行為をしないと

いう趣旨ですから、多くは。今そういうふうになってきていますから。ですから、ここを注意

しないと。下請負もだめだと書いているでしょう。だから、かなり厳しいものなのです。これ

が、今多くの自治体で最近はふえてきていると。前に一覧表お示ししましたよね。これは辞退

ですから、辞退するように努めなければならないという、努めなければ倫理基準違反になって

しまうのです。だから、この辺だとか、その次の６項、指定管理者にもなれないのです。法律

上はなれるのです。なれるのだけど、ならないという趣旨ですから、議会が。だから、この５、

６。あとはわけわからないような、わかったような表現がいっぱいありますけど。ここはその

２つだけは注意しておかないと、商売やったらだめだということになるのです。ここは先進事

例をただ書き込みしただけですから、この辺は結構注意が必要ではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 意見としてですけど。これをもしこの白老の町議会でここまでうた

ってやったとすれば、先ほどの議論の中で、若い人たちがどんどん登板すべきためにも議員報

酬等々の問題があったと思うのですけども、こういうようなことをうたってしまえば、この小

さな町で何らかの形で町の仕事をいただいている法人あるいは個人経営のお店、商店何かもそ

うです。たくさんあると思うのです。もしこれをうたえば、そういう人たちはもうおのずから

というか、初めから議会議員に挑戦するというようなことはできなくなります。その辺は十分

踏まえて検討されたほうがよろしいのではないかなというふうに思います。 

私は具体的にこんなものを載せることは反対します。ここまでやるとすれば、本当に狭めら

れてくるのかなと思います。最終的に、それでは辞めなければならないという人が出てくるの

かなと思いますし、新しい人たちで何か会社を経営している人たちで今現在、例えば町とかか

わりなくても事業展開の中ではかかわりが出てくるような人たちだって絶対出てくると思うの

です。しかし、こういう縛りがあると、もうその時点で厳しいということになりますので、果

たして、それがこの白老のまちの議会としていいのかどうなのかというところかなというふう

にちょっと思いますけど。いずれにしても、会派に持ち帰らせていただきたいと思います。 

局長。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 第５条の１項の４号ありますよね。それと第２項。寄附を受け

ないということなのですけど、政治活動に対して。これはすべての業種指していますので、こ

こは。例えば商店から物品も入っています、たしか。物品の購入契約している仮にＡという商

店から寄附もらえないということですので、後援団体もだめだということなのです。町議会で

そういう寄附があるのかどうなのかというのはわかりませんけど、それは一切だめだというこ

とですので。例えば土建やっているところからももらえないし、物品を納めているところから

もという意味ですから、ここは。あとはそんなに注意すればできないことはないと思うのです

けど。全国的な流れはこういうようなものがつけ加わっているというのが多いのではないかな

と思っています。流れとしては。特に、それに汚職だとかそういう部分が発端で倫理条例がで

きてきているという経過もあるのではないかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 今寄附をもらってはならないという項目で説明を受けたのですけども、

逆に寄附をしたらだめだという項目はどこに当てはまるのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは公職選挙法の規定ですから、もともと法律で禁止されて

いますから。 

 今のを持ち帰っていただくのなら、その条項を注意していただきたいと思いますけど。５と

６。なくてもいいかなとは思いましたけど、一応先進事例なので示させていただきました。 

 もう１点あります。５条の(６)。滞納したらすぐ該当しますので。これは。これは、前の会

派の議論にも盛り込むべきだというのがあって、あえてここに入れたのですが。本当にこれは、

滞納したらもう倫理条例違反ですから。 

○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。倫理基準に違反すれば審査の対象になるということで

すね、ここの部分で言えば。 

○事務局長（上坊寺博之君） 審査の対象にもなりますし、該当すると。 

○副委員長（大渕紀夫君） 該当すると。だから、審査の対象になるということですね。これ

と報告とは違うということですね。 

○委員長（山本浩平君） 何か皆さん、ありますか。いいですか。会派持ち帰りで検討してい

ただくということで。 

 それでは、続いていきます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第６条です。 

（兼業・兼職の報告） 

第６条 議員は、当選後、初めて議会が開催されてから１月以内に、その任期の開始の日にお

ける役職について記載した兼業・兼職報告書（以下「報告書」という。）を議長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 報告書の記載事項は、企業、非営利団体及びその他の団体において有するすべての地位並
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びに役職とする。ただし、政治団体、宗教団体及び社交的な団体は除くものとする。 

３ 議員は、第１項の規定により提出した報告書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに

変更届を議長に提出しなければならない。 

４ 議長は、第１項又は前項の規定により提出された報告書及び変更届を議員の任期が満了と

なる日の属する年度の末日まで保存しなければならない。 

５ 議長は、地方自治法第 18 条の定める選挙権を有する町民から、前項の規定により保存され

ている報告書及び変更届の閲覧を求められた場合は、これを許可しなければならない。 

６ 議長は、第１項の報告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。 

（税等納付状況の報告） 

第７条 議員は、毎年３月 15 日から４月１日までの間に、町に納付する税及び使用料の現年度

分の納付状況を記載した税等納付状況報告書に別に定める証明書類を添えて、これを議長に提

出しなければならない。 

２ 前項の税等納付状況報告書の提出期限後に公職選挙法第 33 条又は第 113 条の規定により行

われた選挙において当選した者（当該選挙前に議員であった者を除く。）は、当該選挙の当選証

書の交付を受けた日から 30 日以内に、当該年の税等納付状況報告書に前項の証明書類を添えて、

これを議長に提出しなければならない。 

３ 税等納付状況報告書の保存及び閲覧については、前条第４項及び第５項の規定を準用する。

ただし、前２項の証明書類は、閲覧の対象としない。 

４ 議長は、第１項の税等納付状況報告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。 

ここで区切ります。 

○委員長（山本浩平君） これらももう一度会派に持ち帰らせていただきたいのですけども、

基本的に兼業・兼職の報告ということをここに載せるということに対しては賛成ではありませ

んので。前もちょっとそのようなお話をさせていただいたと思うのですけども。それらも含め

て、ちょっと持ち帰りをさせていただきたいと思います。もう一度よく精査してみたいと。 

前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） ２点。今委員長のほうからあったけど、第６条について。これ

は報告することによって、先ほど休憩の時間にも話あったのだけど、いろいろ公職ついたこと

が法に抵触するという部分のチェックをするのだと。逆に議員の立場を保護するというか、そ

ういう部分の条項だと僕は解釈しているのです。だから、逆にこういう届けを出して、これは

やっぱりまずいと、そういうことをチェックしてもらうために一つの機関として、我々がはっ

きりわかるほうがいいのではないかと。僕はそういう条項ではないかと理解しているのです。

制限するというのではなくて、就いたらだめではなくて、そのほうが第三者的にもはっきり見

えていいのです。議員の人方、いろいろ頼まれると思うのです、これやってくれとか。だけど、

倫理条例でこの部分については、仮に理事なら、この部分についてはできませんと。あるいは、
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こちらはいいとか、そういう部分の理解なのかなと私は思っているのです。その辺が１点。 

 あと、７条の税納付状況の報告。これは、現年分となっているのですけども、これはもしで

きれば、現年になると証明もらうときに現年分といったら滞繰の分が出てこないときがあるの

です。ですから、ここを使用料の納付状況とか現年と入れないほうがいいかなと思うのです。

そうすると、いろいろ不納欠損とか時効の中断とか出てくるのです。そうすることによって、

使い方によっては逆にこの部分の効力がなくなる可能性があるので、現年度分ということには

限定しないほうがいいのかなと。これも議論していただきたいなとこう思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まさに６条はそのとおりであって、前段の５項の 92 条の２項は

兼業禁止なのです。兼業・兼職禁止を防ぐという意味も多分にあります。知らないでといった

ら変ですけど、もしなってしまったら議員の身分失職になるのです。失職してしまうという重

大な要素になるので、逆にそういう部分で明らかにしておく、防ぐということなのです。 

○委員長（山本浩平君） 現実的にどういうものが失職になるのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 例えば、法人で法人の役員になっていて、例えば代表者でなく

てもなれますから、代表取締役でなくて取締役になっていて、例えばそこが町と２分の１以上

の契約をしている場合、完全に失職になりますし、例えば各種団体でも町から業務委託を受け

ている部分があれば、これは福祉であろうと、慈善であるとか関係ないですから、失職ですの

で。亡くなった鈴木さん、１回相談、こういうのはどうですかと。実際にそこでなった場合、

失職でしたから。そういう事例も実際にあります。役員に頼まれているのだけど、どうですか

と、なっていいのと来たのです。実態を調べたら兼業・兼職に該当すると。 

○委員長（山本浩平君） そこは２分の１以上の補助金出ていたのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２分の１というより、団体で業務委託を受けて、それがほとん

どのウエイトを受けているという部分です。 

○委員長（山本浩平君） 前にもちょっとお話ししたと思うのですけども、それでは、職員の

方々が共通の認識を持っていて、これはこうです、ああですと、好ましくないですと、これに

よって僕は全然違うと思うのです。前にもちょっと例を挙げて言ったと思うのですけど。うち

の会派の本間さんが高齢者大学の陶芸の先生をやめたことがあったのです。当選して間もなく

です。これは好ましくないというような話が教育委員会からあって、教育委員会の話を多分議

会事務局経由ですけれども伝えられて、僕は何もそんなものやめる必要ないという話をしたの

だけども、本間さんは当選して間もなくですからまじめにそれを聞いてやめた。現在また復帰

していますけども。私はそういったことをちゃんとした共通の認識と共通の範囲というのか、

そういったものをきちんと明確な形の中で行われるのであればいいけれども、ただそういった

ものを載せることによって逆に、この人余りよろしくないのではないかみたいな風潮でなって

くると、私はかえってこういったものは邪魔になってくるのかなというふうに思うのです。そ

ういった意味合いで、私はいっそのこと載せる必要はないという考え方です。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは私も聞いていますけど、それは全然違う分野だと思いま
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す。私のほうに照会あったときには、それは該当しないですと回答出していますけど、教育委

員会としては、講師に議員さんをお頼みするのはよしましょうという判断からやめてもらった

という経過は聞いています。兼業とか兼職、一切その話はしていません。ただそれは、教育委

員会側の考え方だったと思います、当時の。 

○委員長（山本浩平君） この話とはちょっと違うかもしれないけど、講師に議員さんはふさ

わしくないという、その判断はその当時の教育委員会の人に聞けばわかるのかもしれませんけ

ど、意味合いが僕はよくわかりませんけど。どうしてそういうような判断になるのかと。何が

問題なのかと。そのときの教育委員会の判断だったのでしょうけど。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時４４分 

                                         

再開 午後 ３時０８分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

 今までの議論を伺って、私は反対だという話をしましたけれども、よくお話もわかりました。

ただもう一度、この文章もいろいろ精査した上で研究させてください。お願いいたします。 

 それでは、次を読んでください。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 第８条からです。第８条、第９条を読みます。 

 （町民の調査請求権） 

第８条 町民は、議員が第５条第１項から第６項までに掲げる行為（以下「政治倫理規準等と

いう。」に違反した疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、地方自治法第

74 条第５項に規定する選挙権を有する者の 200 分の１以上の者の連署をもって、議長に対し、

政治倫理基準等に違反する行為の存否の調査（以下「調査」という。）を請求することができる。 

 （議員の調査請求権） 

第９条 議員は、議員が政治倫理基準等に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、

これを証する資料を添えて、白老町議会会議条例（平成 20 年条例第 51 号）第１条に規定する

議員定数の 12 分の１以上の者の連署をもって、議長に対し、調査を請求することができる。 

○委員長（山本浩平君） この８、９に関しましては、前に議論した中での数字が入っていま

す。200 分の１以上ですとか、12 分の１です。何かこれに関してございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、この８条、９条に関しましては、これでよろしいですか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  それでは、10 条から 13 条まで。 

（調査請求者の責務） 

第 10 条 調査の請求を行おうとする者（以下「調査請求者」という。）は、客観的な資料に基

づき誠実に行うもとし、この制度を濫用してはならない。 

 （調査請求者の保護） 

第 11 条 議長は、調査請求者が調査の請求をしたことにより不利益な取り扱いを受けることが
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ないように必要な措置を講じなければならない。 

 （審査会の設置等） 

第 12 条 議長は、調査の請求を受けたとき又は必要があると認めるときは、白老町議会議員政

治倫理審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 審査会は、委員７人以内をもって組織する。 

３ 委員は、社会的信用があり、かつ、地方自治に精通している者のうちから議長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、議長に対し付託された事案の調査結果の報告を終了したときまでとする。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

６ 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。 

７ 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

この中で、委員７人以内となっていまして、前回の議論の中に議員を含めるか、含めないか

という部分がありまして、有識者５名、議員２名という部分がありましたので、それを含めて

ちょっと議論していただきたいと思います。このままの形にしておいて必要な事項は別に定め

るということは、規則で委員の構成を決めるか、ここで定めるか、どちらかだと思います。基

本的にはそういうふうになっていましたので、前回、おおむね、大体が議員２名、有識者５名

となっていたと思います。 

 （審査会の調査等） 

第 13 条 審査会は、議長から調査を付託されたときは、調査請求の適否及び政治倫理基準等の

違反の存否について調査する。 

２ 審査会は、前項の調査を行うため、調査請求の対象とされた議員（以下「被請求議員」と

いう。）又は関係人に対し、事情聴取、資料の提出その他必要な調査を行うことができる。 

３ 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の３分の２以上の合意により非

公開とすることができる。 

４ 審査会は、調査結果を議長に報告しなければならない。この場合において、審査会は、被

請求議員が政治倫理基準等に違反すると認めるときは、理由を付した文書をもって、必要と認

める措置を勧告することができる。 

○委員長（山本浩平君） 10 条から 13 条まで。この中で皆さん、質問、ご意見あればどうぞ。

及川委員。 

○委員（及川 保君） 審査会の委員７人以内。局長もお話ししていましたけども、議員を入

れないでというところもあったかな。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは認識していました。共産党さんだけかな。有識者５名と

なっていたのですけど、あとは５対２が多かったのです。話としては、議員の身分にかかわる

関係者がいていいのかという話はあったかと思います。そこの中に議員が入っているのはどう

なのかという話もあったことは事実ですけど、大多数は有識者５、議員が２だったと思います。 

○委員（及川 保君） そうですよね。私、それを言いたかったのです。それでどうなのかと

いう。うちもそういう意見でしたから。 
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○事務局長（上坊寺博之君） ここに明記するか。規則のほうにゆだねるか、ここの本則に入

れるかどちらかだと思うのです。これでは、別にこれで議員選んでも問題ないのです、規則に

入れれば。５と２は理解していましたので。規則にゆだねてもいいのかな。ただ、７名以内と

したのは、委嘱して、何かの理由で欠けても６です。それでもいいのではないかということで

す。７としておけば、１人欠けたら補充しなければならない、絶対。途中から補充することに

なりますので、７名以内と。 

○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。こだわりませんけれども、もう一度審議する時間があ

って、審議する項目があるのであれば、本当に議員を入れたほうがいいのかどうかという議論

はもう一度してもらいたいと思います。私はやっぱり議員が、ここにかかるのは全部議員しか

かからないのです。町民がかかるわけではないから。だから、そうだとしたら、そこに議員が

入るというのが本当にそれでいいのかなと。実情を話すというのはあるかもしれませんけれど

も、例えば倫理違反があるからかかるわけです。審査会を開いてくれというのは 12 分の１以上、

要するに２人以上の議員がいれば提起することだってできるわけです。審査会開けという。そ

ういうところで議員が入るのが本当にいいのかどうかというあたりなのです。それで僕らは、

そこには議員が入らないほうがいいのではないかと言ったのですけれども。別に全然こだわら

ないから、ほかに議論する中身があるわけだから、そこら辺もう一度各会派で確認をしてもら

いたいというふうには思います。私はそういうことでいえば、議員はそういう審査会にかかる

のに、議員が入ると。もちろん、その当人は入らないのだけども、いかがなものかなというふ

うに思うのだけど。 

○委員長（山本浩平君） これについて、もし、ご意見があればどうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。確かに考え方は十分わかるのです。ただ、議員も２人以上、

12 分の１以上の請求権を有しているわけですから、議員から審査請求が出るという可能性もあ

ります。そのときに、その請求を出した議員の考え方も当然しなければいけないわけで、その

あたりの考え方はどうですか。町民から出される部分もあります。議員から出される部分もあ

ります。経過は当然きちんと説明されるとは思うのだけど。議員から出されたときに、町民か

ら出されたときに、どちらにしても同じことなのか。ちょっとそのあたりが今きちんと判断つ

きかねますので、会派の中で議論したいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） もう一つ議論していただきたいのは、この事例の条文では、12

条を見てもらえればわかるように、請求を受けたときと議長が必要とあると認めるときは開け

るのです。ですから、請求行為以外に、町民、議員からなくても、議長が必要と認めるときは

開けるのです。議長の職権です。これもあわせて。今までは多分、議長入っていないですよね。

これは職権で開かれるという部分ありますので。 

○委員長（山本浩平君） これは議長は大変かもしれません。何で開かないのと言われたら。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、今２人以上だから、議員の請求権。町民からはあるかも



 41 

しれません。 

○委員長（山本浩平君） この辺も議論していただきたいということで、今ありました。 

 ちょっと私、１点。ちょっと引っかかりあるのは、12 条の５に委員は職務上知り得た秘密は

漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とするとあります。これは委員が職務上知り得

たと、職務上というのは審査会で知り得たことだと思うのです。その下の審査会の調査等の３

番目。審査会の会議は、公開するものとするとあります。ただし書きにも、３分の２以上の合

意により非公開とすることができるとありますけれども、これは審査会公開してしまったら秘

密も何も、本当にオープンに。秘密といったら変な言い方ですけど、すべてオープンになるの

かなというふうに思うので、この整合性が取れないような気もしないではないというのが１つ

と、こういう審査会は公開するのはいかがなものなのかなというふうに私はちょっと感じるの

ですけども、その辺も皆さん何か考え方があればお聞かせ願えればと思います。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 秘密の部分でいえば、本会議も委員会もそうなのですけど、非

公開にした場合は秘密なのです。それを公開してはだめなのです。これは議員の場合です、そ

れを公開すると懲罰の対象になりますので、そういう部分だろうと思います。ですから、公開

規定と非公開規定ありますので、非公開にした場合は漏らしてはならないと。ただ、議員は内

部規定ですから条例規則違反になりますけど、民間の人は訓示規定みたいなもので、多分懲罰

規定はないですから、多分ここは訓示規定として押さえてもらったらいいのではないかと。た

だ、積極的にＰＲしてもいいよということにはならないのでしょうけど。 

○委員長（山本浩平君） だから私は、この５番をこういうふうに入れるのであれば、この３

番目は何も書く必要ないのではないのかなというふうに思うわけです。公開か非公開というと

ころは入れる必要ないのではないかなと、わざわざ。この文言は必要ないのではないのかなと

いうふうにちょっと思ったのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、13 条の３を入れないとあいまいです。開くのか、開か

ないのかという部分は非常にあいまいになってくると思います。３分の２以上があって、初め

て開かないという決定をしておかないと。 

○委員長（山本浩平君） 審査会は開くわけです。公開するか、しないかということですよね、

これは。 

○事務局長（上坊寺博之君） ですから、第三者から傍聴させてくれといったときにどういう

判断をされるかというのは非常に困るのではないかなという気がしますけど。非公開にするの

なら非公開と書いておかないとだめです。それは決め方ですから、これは決まったものではな

いですから。ただ、多分にあると思います。請求した人だとか、利害関係の人、例えば報道機

関、当然オープンにしてくれというはずですから。そのときにどうやって対応するかというこ

とになったときに、規定がなかったら非常に対抗できないと思います。いや、公開ですと。た

だ、今回は委員の必要性によって３分の２で非公開にしますということをきちんと入れなけれ

ばだめではないかなという気はしますけど。なかったら非常に、誰が判断して、誰が対応する

かという。この条文からはそういう推測ができます。初めから非公開と定めているのならいい
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ですけど。これも非公開の規定はできます、これからですから盛り込むの。ここは公開しない

ものとするという合意が取れれば非公開。例えば民間委員が５名で民間委員を保護するという

ことになれば非公開にすればいいのかもしれない。そういう観点も成り立ちます。秘密という

のは非公開に絡む部分なのです。訓示規定です。罰則もないです。ただ、もしくは議員が入っ

たら、これは議員の懲罰規定になりますから漏らせないと。 

○委員長（山本浩平君） どうですか。何点かあったと思うのですけども、若干ここで議論で

きればと思います。まず、委員の構成。共産党さんから出されましたけども、前に議論したと

きは議員２名ぐらい入れたほうがいいのではないかと。それで、有識者５名というのが大方の

ご意見だったと思いますけども、先ほど、大渕副委員長から審査をするのに同じ議会から２名

入れるのはいかがかという、再度ちょっと議論してもらいたいと。持ち帰りますか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。これはやっぱりもう一回持ち帰らないと、今ここで趣旨は

わかりましたので、持ち帰って検討したいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、構成メンバーの件と、その構成メンバーをこの中に文言

として入れるかどうかということも含めて検討していただきたいということで、公開、非公開

のことについても再度皆さんのほうで考えていただければと思います。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 第 13 条の４項の最後に、必要と認める措置を勧告することがで

きると、こういう条文がこの後も 17 条と 19 条も出てきます。それで、現在生きている議員の

政治倫理条例の中ではこういう言葉は、必要な措置をするというのは１カ所しかないのです。

前回資料もらったら、用語解説でいけば、必要な措置とは辞職勧告決議や問責決議などが考え

られるとこう指定しています。ですから、この辺をちゃんと整理しておかないと実効性がなく

なってしまう可能性あるのです。ですから、これが正式に決まれば、また、こういう解説書、

説明があると思いますけども、それをちゃんと議論しておく必要があるのかなと思います。い

かがですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 当然、新しい条文の中では辞職勧告決議、問責議案、陳謝だと

か、役職停止だとか、いろいろ条文として書かれているものもあります、条例の中に。ただ、

ここは、これも後の議論になりますけど、この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

規則でゆだねているのです。規則にゆだねても十分可能なのかなと。細かくなってきます。こ

ういう場合は、こういう部分ですとか、こういう場合は、こういうことですという部分を、先

ほどの有識者か議員を含めるのかも含めて、組織構成のあり方も含めて、規則にゆだねてもそ

んなに問題はないかなという気はします。おっしゃったとおり、最近のものにはきちんとどう

いう措置をとるか、どういう場合どういう措置をとるかではなくて、辞職勧告決議か、役職停

止か、あと、厳重注意だとか、そういうものが載っている倫理条例も確かに何点かあります。

そういう部分で規則にゆだねてもいいのかなという気がします。 

○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） 非常に重いものだと思うのです。そして、前回、議会事務局か
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らも自治日報か何かで、言葉でみんなで約束したことはちゃんとしなければいけないとか云々

ありました。やっぱり、そういう部分で議員というのは非常に使命感というか、責任強いと思

いますので、こういうことを認識した中で辞職勧告というそういう言葉を使って、ちゃんと文

言整理しておかないと魂の入らないものになる可能性あると思うのです。これは皆さんが認識

しておく必要があるのかなとこう思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 繰り返しですけど、13 条４項の必要な措置とはこういうもので

あるということを規則にゆだねても。ただ、本当は、具体的にできれば、こういう事例のとき

はこうだとかってできれば、本当は処分の問題だから一番いいのですけど、なかなかそこまで

すぐはいかないかなと。事例積み上げなかったら。事例がいっぱいあったら困るのだから。積

み上げなかったら、いかないのではないかなと思うのです。ただ、そういう表現は、「必要な措

置」では、委員長になった人はどんな措置するかわからないから。勧告しないかもしれません

し、勧告するかもしれない。それは例示として上げておく必要はあると思います。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時３１分 

                                         

再開 午後 ３時３３分 

○委員長（山本浩平君） それでは、持ち帰りということで。 

次、第 14 条からです。お願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） それでは、第 14 条からいきます。 

 （議員の協力義務） 

第 14 条 被請求議員は、審査会から審査会への出席又は調査に必要な資料の提出を求められた

ときは、これを拒んではならない。 

２ 議長は、被請求議員が審査会の調査に協力しないときは、その旨を公表するものとする。 

 （議員の弁明） 

第 15 条 被請求議員は、審査会において口頭又は書面により弁明することができる。 

 （調査結果の公表） 

第 16 条 議長は、第 11 条第４項の規定による審査会の調査結果（以下「調査結果」という。）

を速やかに公表するものとする。この場合において、議長は、公表に先立ち、被請求議員に対

し、期間を定めた上で、弁明書を提出する機会を付与することができる。 

２ 前項後段の規定により弁明書が提出されたときは、議長は、当該弁明書の全文又はその概

要を調査結果とあわせて公表しなければならない。 

 （議会の措置） 

第 17 条 被請求議員に関する審査会の調査結果の報告において、当該議員の行為が政治倫理基

準等に違反している旨の調査結果がなされたときは、議会は、議会の名誉と品位を守り、町民

の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。 
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 （職務関連犯罪による起訴後の説明会） 

第 18 条 議員は、刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 197 条から第 197 条の４までに定める罪、

公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律（平成 12 年法律第 130 号）第

１条に定める罪その他職務に関連する犯罪の容疑により起訴された場合において、その後も議

員の職に留まろうとするときは、議長は、町民に対してその理由を説明する機会（以下「説明

会」という。）を設けなければならない。この場合において、当該議員は、説明会に出席し、説

明しなければならない。 

２ 町民は、説明会において、当該議員に質問することができる。 

 （有罪確定後の議会の措置） 

第 19 条 議員は、前条第１項の有罪の宣告を受け、その判決が確定したときは、公職選挙法（昭

和 25 年法律第 100 号）第 11 条第１項及び地方自治法第 127 条第１項の規定により失職する場

合を除き、議会は、議会の名誉と品位を守り町民の信頼を回復するため、当該議員に対し、必

要と認める措置を講ずるものとする。 

 （委任） 

第 20 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。 

以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） まず、14 条から 16 条までどうですか。特に何かございませんか。

これはいいですか。14 条、15 条、16 条に関しては。これは、皆さんから了解をいただいたと。

14 条、15 条、16 条はそのような扱いということにさせていただきます。 

 17 条から 20 条まで。これについて、皆さんいかがでしょうか。及川委員。 

○委員（及川 保君） ちょっと、前に戻って。ここで私は了解しましたけども、もし、会派

の中でちょっと意見が出されたときにまた出させてもらっていいですよね、次回。 

○委員長（山本浩平君） それでは、持ち帰りにしますか、これも含めて。ここで了解してし

まったら、もう了解ということになりますので。一たん、全部持ち帰りにしましょう。おおむ

ね了解したところも結構あるのですけども。 

 それでは、17 条から 20 条までいかがですか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。要するにここは、上位法との関係のことを書いていて、

最後の有罪確定後の議会の措置と。この場合は、早い話が有罪になったのだから議員辞めなさ

いというようなことを言うという意味ですよね、これは。だって、有罪になってしまっている

のに口頭で言ったってどうにもならない話ですよね。だから、これは上位法によって処分が決

まった段階でとる議会の措置ということですね、これは。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは前の条文との絡み、18 条と 19 条の絡みですけど、多分

こちらは起訴されたら説明しなければならないのです。後段は確定したときには失職しない場

合を除き議会がそれなりの措置をとるということなのです。それで、17 条というのは、裁判か

かるというのではなくて、うちの内部規定の倫理基準違反のための措置をとるということです。
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この３つです。この 18 条、19 条というのは、刑法とかそういうもので裁かれるときに、起訴

されたら議長は説明会開かなければだめだと。そして、確定されたら、失職を除くほかは議会

が辞職勧告するのか、しないのかわかりませんけど、そういうことを言っていると思います。

だから、17 条までの行為と 18 条、19 条はちょっと違うと思います。だから、議長に対して、

説明の機会を設けるということを義務づけているということです、ここは。本人ではなくて。

この条文の解説からいったら、議長が設けなければならないですから、議長に対して、必ずや

らなければならないということだと思います。いや、議長が悪いからということではないです。

もう確定してしまったら悪いと出ているから。悪いか、悪くないか、そこで議会がきちんと辞

職勧告をしなさいと。こんなときに文書警告なんてならないでしょう。 

○委員長（山本浩平君） それでは、これらも含めて全般的に再度、各会派に持ち帰って十分

協議をしてきていただきたいというふうに思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 報酬の件と小委員会の件と今の件とでしょう。すごくあるから、

選挙あるのだけど、一応、予定立ててもらわないと困るな。その予定で動かないと、後であし

たとかあさってとかというわけにいかないと思います、今回。何日間かも。８月 30 日だから、

ちょっと考えてやってほしいと思うのだけど、いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） とりあえず、８月４日とっているのですけど。十分、協議を各会派

で持ち帰ってしていただければと思います。 

                                           

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 以上をもちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。  

（午後 ３時４４分） 


