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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 ８月１２日（水曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午前１１時５９分 

                                         

○議事日程 

協議事項 

１．議員倫理条例の全面的見直し改正について 

２．議長の諮問事項について 

３．その他について 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議員倫理条例の全面的見直し改正について 

２．議長の諮問事項について 

３．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） 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） きょうは倫理条例のところから先に約１時間程度議論をさせていた

だきまして、残りの１時間を議長の諮問事項、議員報酬について再度また議論を深めてまいり

たいとこのように考えてございます。 

 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けど、資料３をご覧ください。こ

の資料３、白老町議会議員倫理条例と先進事例案の対比表ということで、これをもとに議論を

深めていこうということで、前回もお話を進めさせていただきました。一応、おさらいと確認

だけはさせていただきたいのですけど、この１条から２条、３条、４条につきましては、特に

前回、皆様方から異論はないということであったわけですけど、再度持ち帰って協議された中

で、いろいろと議論があったかと思います。そこで、この目的、議員の責務、宣誓書の提出、

この１条、２条、３条、４条について、再度皆様方から何か新たな各会派のご意見がございま

したら、まずそれから伺っていきたいと思います。 

 特に問題ないということであれば、これを踏襲させていただくということになるのですけど、

いかがでしょうか。特に皆さんよろしいですか。 

〔「うちの会派はいいです」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 宣誓書の提出というところで、右側の第４条を見ていただきたいの

ですけど、今までは、「議長が別に定めるところにより、この条例を遵守する旨の宣誓書を議長

に提出しなければならない」という文言でございましたけれど、この先進事例を踏襲するとす

れば、「議長の任期開始から 30 日以内に」ということでございます。前回、これに対して特に

皆様方から異論はなかったわけでございます。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは、政治倫理基準、今までの白老町議会の条例では第３条と

いうことに載っておりますけれど、この先進事例の右側を見ていきますと第５条ということに

なっております。この政治倫理基準等に関して、もし何か各会派で議論されたことがございま

したらどうぞ。 

ではよろしいですか。うちの会派はこのことについてかなり議論をしました。それで、これ

はあくまでも先進事例として載ってきていることですから、本当にこういったことで厳しくや

っているところの事例だというふうに認識しております。果たして、この政治倫理基準を厳し

くすることが議員のいろいろな活動だとか、あるいは、その議員活動以外の活動との整合性を

図るときに、かえって首を絞めることにならないだろうかとか、あるいは、我々ではなくて、

今度新たに議員に挑戦する方々が、挑戦しにくい環境を今の我々がつくって、果たしていいの

だろうかと、こういうような意見に私どもの会派はなりまして、一つ一つの文言についてもい
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ろいろと精査はしたのですけど、基本的にはこの政治倫理基準の中身の中で、審査会の調査、

これに関しては、後から出てきますけど審査会の調査とか調査の請求者の責務ですとか、こう

いったことに対して今まで以上に厳しくやるということは、皆さんも今までの議論の中で認識

はしてきたと思うのですけど、せいぜいそのくらいのことにしておいて、この政治倫理基準の

先進事例に載っていることを踏襲するということに関しては、余り賛成しないというような結

論でございます。 

 具体的にいえば括弧４ですとか、この７ですとか、そういったようなところも、認識の中で

それぞれ議員の常識的な認識の中で認識をしていけばいいというようなことでございます。そ

れぞれいろいろ各会派で議論はされたと思うのですけど、言い方を変えれば、ここの部分に関

しては、第３条のままでいいというのが、私ども新風の意見でございます。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） この政治倫理基準、今委員長言われたとおり、先進事例の中でも文言

ということは確かにあるのでしょうけれども、私は、この中で盛り込むべきところは盛り込ん

でもいいような気がするのです。ただ、前回からも気になっていた部分なのですけど、政治倫

理基準の括弧６の「町に納付する税及び使用料を滞納しないこと」ということで、滞納しない

ことでうたわれている言葉がありますが、これは前回から私はずっと言っているのですけど、

この滞納するということは、その年間４期なら４期で納めないといけないものが、例えば１期

１期納められない。そのときに滞納という言葉が当てはまってくるのか、それを納税の関係で

相談事項として１年間の中で計画的に納めていく形、そういったものが盛り込まれていないと、

こういったものがやっぱりいろいろなものが、今、委員長言われたとおりいろいろな事業をや

られている方だとか、商店街の方だとか、その個人の出てくる１つの議会に挑戦してくる方の、

そういったものを狭めることにもなるのかなと。１年間の中で計画的に納めることが一つの納

付義務ということであれば、それは文言として盛り込んでおければ、それ以上に滞納する部分

については、町民との信頼関係、まずそういったものについてのことにもつながってくると思

いますので、私はそういった期間を入れての文言にしていくのであれば、これについては問題

ないと思います。 

 それから３項の、「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」というと

ころがありますけど、ちょっと僕の理解が浅いのか、「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」。これは白老町からの請負工事額、１年間の

受注額の 50％を超えない限りは、こういったものには関与して問題ないですよね。その辺ちょ

っと確認した上でお話しさせていただきたいと思います。 

 その次の括弧２については別に問題ないと思います。括弧１と括弧３のところが、自分の認

識の中でちょっとまだ理解ができていなかったところもあるので、その辺についてちょっと事

務局のほうから説明をしていただければと思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長、お願いします。 

○局長（上坊寺博之君） まず１項の６号です。「税を滞納しないこと」。基本的に滞納という
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部分は、年度を越えると滞納になるのです。新たな税が賦課されるまでに納まっていないと、

基本的に滞納なのです。だからそれをどういうふうに解釈するか、多分その解釈をしていくの

であれば、これを載せていくとして解釈をつけるとしたら、規則の中で表現していかなければ

だめかなという気がします。どういうような取り扱いをするか、ただ滞納をここに明記すると

年度を越えて納めないと該当ですから、該当するということになってしまいます。例えば、１

カ月、２カ月を越して遅れて納めたとしても事実は滞納になってしまう、その辺を判断しても

らいたい。それと、３項の１号と３号は、関与することというのは、要するに口利きなのです。

契約に関与するということは、Ａという例えば指名業者、ここに落とせとか、これに発注すれ

とか、これを指名に入れろだとかということに加わることはだめだよという大きく平たく言う

とそういうことです。３号のほうは要するに行政が許認可、手続法によって何日以内に許可し

ないといけない部分がありますよね。申請に基づいて許可すると、許可すれとか許可するなと

いうことはないと思いますけど、それを許可しなさいと議員さんがかかわる意味だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 分かりました。それでは、ちょっと皆さんで１回この第１号の括弧６

の６項、先ほどの１年間の期間内で税を納める理由、その解釈の仕方、それについて皆さんに

議論していただいて、ここについてちょっと僕は納得したいと思うのです。 

それから、第３号の(１)と(３)。(１)については自分の会社が仮にそういった立場にあった

ときには、会社の中での自分の立場の中で 50％を越えない枠の中では参加していく、そういっ

たものに関しては関係ないよと、ただ他業者についてのそういった事項についての関与はいけ

ないよという認識の中で解釈すればいいということで今大体そういった認識の中でわかりまし

たので、第３号については理解いたしました。 

この第１号の(６)、これについてちょっと皆さんに議論していただいて、この滞納について

の期間どういった形の中で解釈していくのか、そこをちょっと皆さんに議論していただいて私

は納得していきたいなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今公明党の氏家委員から出ました第５条の１の(６)になるのですか、

「(６)町に納付する税及び使用料は滞納しないこと」ということです。これを明記する、しな

いも含めてそしてこの内容をどう解釈していったらいいか含めて、ちょっと意見を伺っていき

たいと思います。議論された会派がございましたらどうぞ。この(６)について。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。１つはこれをどういうふうに受けとめるかという問題

があると思うのですが、国民の義務として納税の義務はありますよね。国民の義務としてある

わけです。国民は我々は議員とは率先してそういうものを守らなくてはならないと決まりの中

の決まりです。そのことを書いてあるだけのことなのです、はっきり言えば。 

ただ、その滞納した場合どうするかという議論になっているのですが、１つは、上位法でい

えばその滞納したから選挙に立候補してはいけないというのはないです。だからそういうもの

とのかかわり合いの中で国民の義務としてある納税の義務を果たせない人が、議員として果た
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してふさわしいのかどうなのかと言えばそこのところでとればふさわしくないのははっきりし

ているのです。だけど法律でいえば滞納しているから議員に立候補してはだめだということに

はなっていないわけです。25 歳以上の日本国民には被選挙権が与えられるわけだから。 

そういう考え方で、だからこれは議員の倫理規定、倫理条例なのだと思うのです。そういう

ことからいえば私はやっぱり必要最小限の範囲、ただその滞納の規定というのはどこでするか、

それは１年間であれば１年間で、僕は２年なのか１年なのかわかりませんが、それはきちんと

納めないからだめだとか、そんな議論をするようなものではないような気がしているのです。

滞納というのは１年越したら滞納の認識だということであれば、やっぱり１年越したらだめよ

と、ただ先ほど局長が言ったのは、それは全部滞納になりますと、３カ月たって払ったのも滞

納になります、払ってしまっても、払ってしまったからあなた普通はですよ、３カ月過ぎて払

ってないけどどうするのと、いやいやもう３カ月したら払いますと言って払った者に対して、

さかのぼってこの倫理条例に当てはまっているから審査委員会をやらないといけないとか、そ

ういうことではないような気が私はしています。ゆるくという意味ではなくて、そういうこと

で決めていかなければ決められないでしょう、こういう問題は。私はそう思います。だから国

民の義務を果たせないということは議員の資格としてあるのかどうなのか問われたらないです、

義務果たしてないですから。それを許される範囲がどこまでかということを氏家委員が言って

いると思うのですが、それはそういう形の中で判断するしか、それは審査委員会にお任せする

ということにしかならないのでは。ただ議会側として見たときに議員が２人以上で問題提起で

きるときに、あなた３カ月払ってなかったでしょうと、今払ったけど３カ月払ってないの越し

たらだめなのですよということにはならないと僕は思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） いろいろな意見の中で、そういった考え方はありがたいなと思います

けれども、例えば、私達は理解できるのです。議員の倫理条例としてそういうものではないの

と。でもこれを町民が見たとき、４期で納めなければいけないいろんな税について、あら氏家

さん今回まだ２期分納めていないのですかと、いろんなところから出てくると思います。そう

したときに、これ納付の義務があるのではないかと滞納してはいけないと書いてあるのではな

いと、そういったものが町民の中に軽く流れていく、ただこの滞納という１つの言葉の中でと

らわれがちなところがあるものですから。 

ですから、もしうたうのであれば１年間なら１年間という期間の中でそれを越える分につい

ては１つの滞納という形の中でこの言葉を押さえておくことが必要なのかなと、ちょっと思っ

たものですからちょっと言わせていただいたのです。またちょっと意見があればまた聞かせて

いただいて、あくまで僕は皆さん議会の中で決めることでありますからその中で理解しながら

歩調を合わせていきたいなと思いますけど。 

○委員長（山本浩平君） 規則の中ではなくてこの文言自体の中で具体的にそれを示すべきだ

ということですね。 

○委員（氏家裕治君） 示すというか、もしそうでなければ違うところできちんとその滞納と



 6 

いう言葉について明確にしておくべきだと思います。それはあくまで自分達の、先ほど委員長

が言われたとおり議員の職を守るための自分の立場を守るための１つの決まりになるのではな

いかと思いますので、入れるのであればそういったどこかでその文言の補佐をしなければいけ

ないのかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○局長（上坊寺博之君） 前回お配りした規則の番号を振っていないのがありますよね。それ

の第３条で政治倫理基準の解釈をつけているのです。そこの中で滞納のしないことの定義を載

せておくかということになるのではないかなと思います。例えば、滞納していても、逆に何ら

かの都合で滞納したのだけど、誠実に分納して納付しているという部分までやっていくかいか

ないかというのは協議事項だと思いますけど、ここで表現しておくことになるのではないかな

と思います。それはどういう表現がいいかというのはこれから。そこに何項目か解釈がついて

いますよね。例えば金品の授与とはどういうものなのだとか、請負契約とは何なのかという表

現をしていると思いますけど、そこで表現するとすれば滞納ではないかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私はそういったものとセットで規定していくのであれば、

これについては問題ないと思います。あと皆さんほかの意見をお伺いして書いたほうがよろし

いかと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、新政クラブ近藤委員、括弧６についていかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） 先ほど大渕副委員長が言われたように納税は国民の義務であるという

ことからすれば、議員自ら率先して納税しなければならないと思いますし、それを、何らかの

事情で納められなくなったときに、何か逃げ道をつくるような条例であってはまずいと思うの

です。それはそのときにはそういう形で、そういうことにいろいろな皆さんの意見で決める人

もやはり条例としては、ある程度きちんとやっていくようにして町民に誤解を招かないような、

基準といいますか、条例をつくらなければならないと私は思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、及川委員いかがでしょうか。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。実は今回のその会議はできませんでしたものですか

ら、ただうちとしては、この問題については実はずっと最初の出された時点で会議はしている

のです。いろいろ議論しているのです。そのときにこの部分というのはやっぱりきちんと明記

すべきだなということで意見は一致しているのです。当初の段階ではこの明記すべきだなとい

うことでお話はしているのですけど、この会議の中では今のその部分については変わっていま

せん。きちんと提示すべきだなということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 新風でございますけども、私どもは先ほど申し上げたとおり政治倫

理基準に関しては、今までの第３条の１と２これを踏襲するだけでいいという考え方でござい

ます。第５条に照らし合わせてみますと第５条の(１)(２)(３)と(７)に関しては構わない、それ

と３番目の(２)に関してもこれはうたっているので問題ないということです。ですから第５条

の(４)(５)(６)(７)、３項の(１)(３)これらについては別に政治倫理基準として明確にその条例と
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して載せるべきではないか、こういう考えでございますので、この納税に関しても載せるべき

ではないという考えでございます。 

それでは、前田委員外議員いかがでしょうか。 

○委員外議員（前田博之君） 私は、今共産党、新政、及川さんのほうから出ましたけど理由

は同じです。基本的には私は載せるべきだと思います。それで今の氏家委員の話がありました

けども、滞納の分については、これ１年以内であれば催告とか出してそれで納めなければ督促

が出るのです。そして１年以内に納めていないということですから、予算の主義から言っても

年度主義ですからその中に入れば私はいいと思います。 

ただ、あと今局長が言ったように規則とかあるいは７条のほうでも、ある程度３月 15 日か

ら１日の間に証明書出しなさいと言っていますので、その部分はそういう原則論があるのでい

いかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） おおむね私どもの新風以外はこれを載せるべきだということでござ

います。公明党さんからは内容や文言これら条件を整えた中で載せるべきだというふうに思い

ます。こういったことに関しては基本的にはやはり全会派一致の中で決めていくべき内容だと

いうふうに私は思っておりますので、この６に関しましては特に再度私ども持ち帰らせていた

だきまして皆様方のご意見を充分尊重した上でこの６については再度私どもの新風で、このも

ともとの政治倫理基準には載っておりませんけれども前向きに検討をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

ほかのところで皆さんいかがでしょうか。全体を通しても結構なのですけども。 

では、第５条の１項の(１)から(７)までございますけども(６)以外でどうでしょうか。 

では、私どもはこの同じことになりますけども、(６)は持ち帰りということになりました。

(７)についてはもともとこれは第３条の６でうたっておりますので内容的には同じものである

と思いますから(７)については問題ないというふうに思っております。それと(５)の「地位を

利用しての嫌がらせ、強制圧力をかける行為、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント

人権侵害のおそれのある行為を行わないこと」。これは当たり前のことだと私は認識しておりま

すので、こういったことまでをこの政治倫理基準に盛り込まなければならないということ自体

に何か違和感があります。そういう理由でこの(５)、わざわざこういったことを載せる必要が

ないというふうに私どもの会派は協議をいたしました。(４)に関しましてもこれらのことに関

してもわざわざ載せる必要はないのではないかという考えでございます。基本的に今までの政

治倫理基準どおりでいいと、余りこれらを厳しくすべきでないというのが基本的な考えですか

ら、(４)、(５)に関しては載せるべきではないという考え方です。 

皆さん方いろいろなご意見あると思いますので、いかがでしょうか。伺ってまいりたいと思

います。(４)、(５)についてご意見のございますところあればどうぞ。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。我々はここ議論してきたのです。ずっとこの５条全体

やっぱり町民がその審査のための要求をするときになるべく具体的にしたほうがいいと思うの
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です。そうでないと町民は何を基準にその審査会に検査すればいいのかわからなくなってしま

う。それはもちろん今山本委員長が言われたように常識範囲でやれるということが行えば一番

いいと僕は思います。それは当たり前です。ただ現実的にはそうではなくて飲酒運転も起これ

ばいろんなことが起こる。飲酒運転なんて常識範囲で言ったら絶対だめだとなっている。議員

は酒飲んで運転していいなんて書いているところどこもない。だけど現実的には起こるわけで

す。だから私は町民が理解できるようにこれは町民が一定の署名集めれば提訴できるわけです

から、そういうことでいえばやっぱりわかりやすくなおかつこういう場合はどうだ、こういう

場合はどうだと書いてるほうがなんというかその議会の中だけでやるのだったらいいのですけ

ど、そうではないわけですから私はより具体的にやるべきだろうというふうに思うのです。で

すから常識の範囲というのはなかなかこれ判断基準が難しいところだと思うので、私達はこう

いうものは細かく載せたほうがいいのではないかという考え方です。 

○委員長（山本浩平君） ほか、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） セクシャルハラスメント、パワーハラスメントですか、こういったこ

とについて、このセクシャルハラスメント、パワーハラスメントは横文字ですけど、こう昔か

らあったものだと僕は思うのです。昔からあったものが最近になっていろんな場面、場面で表

面に出てくるようになった、これやっぱり人間の倫理というかモラルの低下から来ているので

はないかと僕は思うのです。 

ですから、先ほど僕は滞納という言葉にすごくこだわった部分があるではないですか、これ

もやっぱり町民から見て議員の納税の義務というのはどういうことなのかというのが明確にな

っていないとわからないのではないかと思うのです。単純に判断して、あの人税金納めてない

みたいだから辞めさせてみたいな話に簡単にして、議員と町民との間に違和感なんか持たれる

必要も何もないし。きちんとそういった情報がわかっていれば、そういうこともないのではな

いかなと。だからこういった人権侵害だとかそういったものにかかってくるおそれのあるもの、

これについてやっぱり新しい今の時代の中に必要な事項として僕は入れておくことが必要なの

ではないのかなと思います。確かに、ではどこまでがセクシャルハラスメントでどこまでがパ

ワーハラスメントなのかという言葉もちょっとよくわかりませんけど。 

それともう１つ、白老町の政治倫理基準の中にも出ているのですけど、第３条の(６)と先進

事例の(７)ですか、これ似ているようなものだと思うのですけど。「町から委託又は補助を受け

ている団体の長になったとき、その団体を自己の利益のために利用してはならない」、なります

よね、言葉として。でもそういう団体の長になったときに団体のために働くことは当然その中

で約束された一つの仕事になりますよね、変な話。変な話では僕はないと思いますけど。それ

は団体のために働くことであって自己の利益ではないと言い切ったとしても、最終的には自己

の利益につながってくることなのでないかなと解釈の仕方ですよね。はっきり言ったらその辺

をきちんと明確にしておかないと、ここも文言として載せるのであればもう少し何か補足して

おいたほうがいいような気もするのですが、ちょっと余り理屈っぽくなってしまうのでしょう

か。何かあいまいな言葉だと思いませんか、僕はそういうふうに思ったのですが。 
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○委員長（山本浩平君） 今まであるものの見直しも視野に入れてということですか。 

○委員（氏家裕治君） ですから、今委員長が(７)については今までの白老町の政治倫理基準

の中に載っているのだから、これは省いてもいいよと、ということは載せてもいいよと先ほど

いったのは、だからそれは文言の解釈の仕方がこれでいいのかなというところで私はちょっと

疑問に思ったものですから。見方によってはそういうふうに見られてもしようがないことはあ

ると思うのです。団体のために僕は働いているのだと言っても、結局は議員としての立場の中

でその団体に身を置いて、そんな感じもするのです。 

○委員長（山本浩平君） 町民から見たとして、今の点なのですけれども例えば自己の利益と

いうのが金銭的なことばかりでは当然ないです。自己の利益ということは。ということはそう

いう団体の長をやることによって自然の中で、自然の中でいや一生懸命何何さんは私達の団体

のために頑張ってくれているわけだから何何さんを落とすわけにはいかないのだと、こういう

ような自然な気持ちには会員の方々がなることもなるでしょうし、またその時点においてその

団体の中で自然の流れの中でお願いする、そういったようなことも考えられる。確かにそうい

ったことまで推測してくると、ちょっと引っ掛かるところもあるなというふうには私も思って

おりました。 

ただ、私は今回このほかのところの部分で相当においてこの三田市議会みたいなところを踏

襲すべきではないという私どもの会派の意見でしたので、もともとあるものについては、これ

はこれでいいだろうということでございます。 

これは私どもの見解ですけども、(７)についてもちょっと皆様方のご意見も伺ってみたいと

いうふうに思います。 

(７)だけですよね、第５条については、公明党さんはほかのものについては問題ないという

ことですか。 

○委員（氏家裕治君） いいですか。１点だけ、今委員長言われたとおりなのです。そういっ

た団体の中で頑張ればそういう思いになって当たり前でしょう。はっきり言って別に、そうい

うものを、いややめてくださいよというわけにはいかないですし、一生懸命やればやるほど必

要な人材として周りからは認められてそういうふうになるのは当たり前なのです。でもそれを

利益というか、それとも金銭的なものを金銭感覚の中での利益というかその辺だと思います。

僕は常識だと思います、そういうのは。頑張ったら頑張った分だけ皆から信頼を受けてまた頑

張れる、頑張ることができるというのは、それは当たり前のことだと思うのです。それで否定

するのではなくて、ここの中で倫理条例の中で出てくる倫理基準の中に、そういったものも１

つの自己の利益となったときに、入れておいたらまずいでしょうという話になりませんかとい

うことなのです。言葉の整理をしておかないと、理屈なのかもしれませんが、皆さんどう思う

か聞いておきたかったのです。全面的な見直しをするという意味では。 

○委員長（山本浩平君） これ、いつ頃局長、組み込まれたのでしょうね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 当初から入っています。 

私からいいですか。 
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○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ここで書いているのは、自己のために利用してはならないとい

うことを書いているのです。反対に寄付と言っていることではなくて、本人がそれを利用する

ためにその地位を働きかけるかどうかということの解釈なのです。普通にやっていて尊敬され

るというのは、これはどこの世界でもある話ですから。そういうものまでも求めているという

ことではないです。だから利用しないということなのです。利益というかこっちの話。その役

職に就いたことによってそれを自分のために利用するかしないか、そういう解釈です。 

その前の部分もこれは当初からつくったときから入っていますのでそういう部分だと思い

ます。全体もそうなのですけど、より具体的というのは多分難しいと思います。それは事例が

出てきて判断されていて該当する該当しないと審査会のそのものが積み上がっていかないと個

別にそういう先ほど言ったパワハラだとか、セクシャルハラスメントとか人権侵害だといった

ところは目に見えるものはないですよね。だから解釈をつけていくというのは非常に難しいか

なという気がします。載せる載せないは別にしてです。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブです。この政治倫理基準等のこの項目については、大変我々

の会派といいますか、絡んでいるのが多くて何とも言いようのない立場にいるのですけども、

やはりこれはこれとしてきちんとこのように条文化しなかったら、また常識の範囲とか何とか

となってしまうと、やはりそこは人間なんていうのはどこにあるかわからないものですから、

やっぱり厳しくこの基準の７項まで私はやっていいのかなと、こんなふうに思っています。こ

れ以上ということはないのでしょうけれども、このぐらいでやはり倫理基準を定めるのがいい

のかなとこんなふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブさんどうですか。第５条について。 

○委員（及川 保君） 及川です。これ現実問題として言っていることは実にわかるのです。

言っていることはわかるのですが、確かに今新政さんがおっしゃたように今までもあったよと、

今までの規定の中にも条例の中にもあったよと、だけどそういうあったけれどもやっぱり起こ

り得るそういうあいまいな部分があったのかなという思いはするのです。だから非常に厳しい

縛りをつけるのかということになりますか、そのあたりがいまいちもうちょっと局長の説明も

あったのですけども、ちょっともう少し判断するものが不足しているなというふうはあります。

私はあっても特に何か問題となるのがあるのかなという１つあるのです。 

○委員長（山本浩平君） このすべての項目において別にいいのではないかということですね。 

○委員（及川 保君） この５条のセクシャルハラスメント等についても、５項の「地位を利

用して」のこの文言なんですけども、これについてのこんなに細かくすべて入れないといけな

いのかという部分は、私は疑問には思うのです。思いますが、現実問題として副委員長がおっ

しゃったように飲酒運転をしてもやっぱり何らという部分が出てくるだろうし、そのほかの部

分についても何となくあいまいにしてしまっているから非常に判断の難しいどっちともとれる

やっぱり状況になっているのかなという疑問はあるのです。だけどやっぱりその部分では入れ
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たほうがいいのかなとこの部分ついて議論は以前はしているのですけども、この入れるべきだ

というような方向では結論は出ているのです。結論は出ているのですが、いろいろと今議論さ

れてる中でもうちょっと認識をきちんとしたいなと、全体の意見を、会派の意見をもう少し煮

詰めたいなという思いはあります。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。先ほどもちょっと言ったのですけど、今、及川さんも

言われたけれども、ここに書いてあることも重いことになれば全部法律があって罰せられるの

です。例えばセクハラだって裁判になるわけです。我々は議員という２万人のうちの 15 名とい

う議員という立場でどうなのかというものを事前にきちんと町民の方に知らせて、我々はきち

んとやりますよということを宣言するようなものでしょう、倫理条例は。だって重くなれば全

部罰則で全部ここにあるものを例えば贈収賄だって地位利用だって全部。滞納は罰せられない

けど督促とかくるし滞納処分とかあるでしょう。 

だから、結果として条例があって罰則の規定の範囲になっているのです。だからそこまでい

ったら議員なんてやっていられるわけがないわけで、だからその入り口の部分に倫理条例が必

要で、倫理条例できちんとしておきましょうと。我々はいつもそういう新しい認識になっても

いつもこれを見てきちんと議員として活動しましょうというから倫理でないのかなと私は思っ

ているのです。 

だから、重くなったらパワハラでもセクハラでも何でも裁判になるわけだから、そこまでい

ったらもう我々の倫理条例の範疇ではなくなるのです。法がきちんと決着つけるわけですから。 

だから、そういうことで考えられたほうがその範囲がどこまでかと言ったら、もちろん山本

委員長が言う範囲もあればいろいろな範囲があるのだけれども、だけどそういうふうに思って

やらないと、ここで全部規定するとか何とかということにはならない。法律がきちんとあるわ

けだから。その前の議員の倫理をどうするか、これは議員の倫理だから議員としての倫理、我々

の倫理をどうするかと、本当に議員としてふさわしいあり方とは何なのかという議論が今の議

論だと僕はそう思っていますから。ここの第５条というのはやっぱり載せるべきではないのか

なという根拠はそういう根拠なのです。そういうことなのです僕の言っているのは。 

○委員長（山本浩平君） (４)についてちょっと私のほうから皆さんにお尋ねしたいのですけ

ども、この文言がありますけれども、例えば寄付です、政党助成金等々を頂いている形で政党

から出られている方々は別としてですけれども、町議会議員だとか村議会議員で実際の政治活

動や選挙のときにおいて国政に出られる方や道政に出られる方以外で、では頑張ってもらいた

いからこれを使ってくださいみたいな形で個人的な寄付も含めて、そういったものが実際にあ

るのかなと思うと、実際には有り得ないのかなというふうに私は考えているのです。ここに業

務の委託契約、物品の購入契約者あります。これは会社ばかりではなくて個人の方で経営され

ている方で委託契約なり購入契約をちょっと結んでいらっしゃる方々もいると思います。そう

いう方々が何らかの政治的なかかわり合いの中で、こういった目的ではなくて政治的なかかわ

り合い、思想だとかそういったものを含めてカンパというような形で寄付をする、こういった
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ことは有り得ると思うのです。そういったようなことまで規制するような内容を、この白老町

議会において、ここまで厳しいことを載せる必要があるのかというふうに、私はそのように考

えておりますけれども、矛盾というか整合性がとれなくなるようなことも生じるのではないの

かなというふうに思います。この点について問題ないというご意見があればお聞かせ願いたい

と思います。(４)についてでございます。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） (４)の文言の解釈の仕方だと思うのですけれども、これはあくまで町

から発注する工事だとか製造その他の請負業に関するものです。そうした方々からの寄付は受

けたらまずいですよという話だと僕は思っているのです。そういった議員、これが政治資金規

正法とかそういったことにまでつながっていくのかどうなのかは別にしても、そういったその

議員と業者さんとのつながりが、もしお金でつながっているという形になったときに、町民の

見る目というのはやっぱり違うと僕は思うのです。 

ですから、倫理条例の倫理基準の中でうたう部分というのはそこにあるのではないのかなと

僕は思っていますので、こういった文言は、僕は必要なものなのかなと考えるのです。だから

ほかの方々の意見をちょっとお伺いしておいたほうがよろしいかもしれませんけども。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員 

○委員（及川 保君） 及川です。この寄付行為ですよね。ここというのは、この寄付という

のは、議員というのは実は国のきちんとした規制の中で、法律で定められているではないです

か。その寄付行為も含めて受ける、与える、その分きちんと規制されているのです、実は。だ

から余りここでこの部分が問題ということは私は思わないです。 

いずれにしても議員として実は規制されてる部分がありますから、これが非常にこの制約を

受けて、受けるとか受けないということに私はならないと思うのだけれども。そあたりのもの

すごく具体的な実はこうなのだということが何かあれば。 

○委員長（山本浩平君） ですから、私が申し上げたのは、例えば個人でいわゆる株式会社だ

とか有限会社ではなくて個人でお仕事されている方で、何か契約を結んで、町と物品契約を結

んでいるということも考えられますよね、有り得ますよね。その人があくまでも個人的な献金

ですよ、個人献金で相手が議員に対してカンパというような形、これカンパですよと、選挙頑

張ってくださいカンパですよと、仮にそれが 5,000 円でも１万円でもこれカンパです使ってく

ださいというように持ってきたときに、これは規制を受けるわけです。こういうことを載せた

場合に、果たしてしてそこまでそんな。 

○委員（及川 保君） 書いてなくても書いていても実は規制を受けるはずなのです、実は。

個人的何かやりとりやって。 

○委員長（山本浩平君） それは政治資金規正法で定められたものでクリアされるものは全然

問題ないではないですか。 

○委員（及川 保君） それはそうです。法があるわけだから。法がもともとあるわけだから

わざわざここで。 
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○委員長（山本浩平君） そういったことまで規制されますと私は言っているのです。そうい

うクリアされるものまでこういうことを載せてしまうと、クリアされることまでです。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。ちょっと僕の解釈の仕方もあれなのかもしれませんが、毎

年皆さん報告書提出しますよね。政治資金の関係で、だから個人ではなくて後援会で処理して

いる分については何も問題ないですよ、はっきり言ったら問題ないですよ。だからそういった

ものについてはそれが個人とか個人ではなくて、これは議員の個人の問題だからやっぱりそう

いったものでされるのではないのかなと。 

○委員長（山本浩平君） 僕が言っているのは、後援会だとしてもいわゆる気持ちでカンパで

持ってくる人達も制限するようなことになりませんかということを言っているのです。 

○委員（氏家裕治君） それはきちんとした報告として出すのだから問題ないのではないです

か。そこまで規制しないと思いますけど。僕の解釈としてはそういうふうに思っています。も

らったものについてはきちんと報告として出して、後々何もそれに対して隠していたとか、隠

していないとかいう問題ではないから。 

○委員長（山本浩平君） ただこれを見ると、その物品の契約を例えば町と結んでいる人が個

人でいわゆるカンパという形で持っていたとします。でも寄附は受けないこととなっています

から、これは後援会だろうが何だろうが寄附を受けてはならないということになるのではない

ですか。いや受け取れませんよと。そこまでやっていいのですかということなんですけれども。

ただ現実的にこの白老町だとか町村の議会議員でそういうようなことは余りないのではないの

かなと僕は思っていますけども。ほとんど自費でみんな賄っていますよね。政党から出られて

いる方々は別にしたとしてもです。 

前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） (４)だけですよね。私はこのとおり記載しておくべきだと思い

ます。ということはほかの５条全体にかかるのだけど、やっぱり倫理条例ですから１つの誓い

という僕の重みというのはこれは軽くなっていますけど非常に重いものだということ、これは

なぜかというと、公人ですからやっぱり自己規制する、自己を規律するという部分で僕は大事

だと思っています。 

それで、この４条はあくまでやっぱり政治団体に寄附する、受ける云々は別にして、議員と

すればこれをする人側の考え方もあるのだけれど、私は個人とすれば当然すべきではないけれ

ど、議員という立場で寄附するということは見返りも期待する部分もあると思います。そして

一議員であれば逆にこういう人達から来たときに私はお返しします、したこともあります逆に。 

ですから、私は立場上とすれば、逆にこういう項目で入れてもらったほうがはっきりけじめ

つけられるのです。そういう部分が必要なのかと私は思います。 

そして、別な形の、大渕委員も言っていますけど上位法で選挙法の中で守らなければいけな

いものはきちんと守るべきだと思いますけども、白老の議員として町の業者は仕事やっている

人からは僕はこういうことをきちんと言っておいたほうがいいのかなと思います。 
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○委員長（山本浩平君） では、大渕副委員長にお尋ねしたいと思います。共産党さんの政治

活動の中でカンパをいろいろと新聞等で我々の政治活動はカンパで賄っていますと、こういう

形で盛大にやられているというふうに認識しておるわけですけども、こういったケースは有り

得ると思うのです。個人の事業所で何か物品の契約を結んでいると、だけど私は大渕副委員長

や土屋委員とかそういった個人的なことではなくて、共産党の政治思想、政治理念に非常に感

銘を受けているものだから個人的にカンパしたいのだと、そういった人達まで断らなければな

らなくなりますよね、こういうのを設けたら。いかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） いいですか。僕言おうと思っていたのですが、１つはこの場合は

議員の倫理条例です。政党の倫理条例ではないと。個人の募金というのは法律で認められてい

ます。これは法律で、団体献金だとか企業献金というのは規制がありますけれども、個人の献

金というのは規制ないです。領収書も発行できますしきちんと控除もできるというふうになっ

ています。皆さんそうされていると思うのです。我々は今言われましたからあれですけど、政

党助成金はもらっていませんから。当然我々は事業とそういう国民の募金からやるということ

になっていますから。個人から頂く募金というのは、我々は規制すべきではないというふうに

思っています。それは個々の思想心理で。 

ただ、ここで書いているのは、政治活動に関し町の仕事をやった関係者から寄附はもらうな

よと書いているのです。書いているのはいいですか、政治活動に関して仕事をやっている業者

から金はもらうなよと、これは多分個人もだめだという意味ですね。事業者等及びその関係者

と書いているから。多分個人ももらわないほうがいいよという意味だと思うのです僕は。それ

は前田委員外議員が言ったように、そういう部分で業者さんとのつながりがあると必ず見返り

が要求されるというのは一般的にいえばそういう、一般的ですよあくまでも、そういうのもや

っぱり少なくても白老のような町ではもちろん三田市がどうかはわかりません。白老のような

町では私はやっぱり考慮すべき部分だろうなというふうに思います。 

ただ、上位法という法律があって、法律を犯さない範囲で寄附行為を受けるというのは何も

悪いことではないのです。我々だって会社の役員の方や大きな会社の役員の方のご婦人から資

金提供を受けカンパをもらうと、寄附もらうというのはたくさんありますからそれは。例えば

業者さんだってたくさんあります。ただそれは利益の見返りを考えているかどうかということ

はもちろんあるのだけれども、そういう形でこの場合は議員としてそういうことをしてはいけ

ませんよということだと思うのです。 

ここは、そこのところは大きな都道府県に行ってこれが全部成り立つかといったら成り立た

ない部分が起きてくるかもしれません。ただ町村なんかの小さい場合はやっぱり見えますから。

町民も見ているから、そういうことでいえばここは充分我々議員として気をつけなければいけ

ないよという意味だと私はそういうふうに理解しています。 

我々ももちろん以前はそういう方からいただいていたのです。寄附行為はありました。今は

そういうことには十分注意しなさいということは受けています。ただそれは法律的に、では個

人として事業主の奥さんが私の考え方は違いますと、寄附をしたいのですということである場
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合、はそれはあると思います。ないなんてことはないと思いますそれは。だからそれがこの関

係者の範囲ではその関係者に入るのかどうかというのは、かなり微妙な部分があると思うので

す。ただそのために法律を犯しているということではないのです。そうなれば審査委員会にか

かるということになるわけで、それがまずいというふうに思ってそれは証拠がなかったらかか

らないわけです。その方はこういうものがきちんとわかっていればそんなことを言うわけない

のです。僕はそういうことになった場合審査委員会に、それは寄附を要求したり、そうなった

場合は審査委員会にかかったらその人が証人になって出たら、それで倫理条例違反になります

から。だからそういうかなり微妙な部分はあるのかもしれませんけども、そういう範疇のもの

ではないのかなと僕は思うのです。だって人間個人の思想信条がまったく別だし、個々人の人

格別ですから。 

ただ関係者と書いてあるから関係者となれば今委員長言ったようになる可能性はゼロだと。

ただその人の意思はどうかということを、まさか審査委員会でその人の意思を無視してという

ふうになるのかどうなのかというのは、またちょっとありますけども私はそういうふうに思っ

ております。法律を犯したかどうかということで言えば個人献金というのは法律を犯していな

いので、そういう解釈の仕方しかないだろうなと。もらわないのが一番いいと思いますけど、

ただ小さい業者さんで、では鉛筆１本納入したとなるのかどうなのかとなりますから。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩致します。 

休憩 午前１１時０８分 

                                         

再開 午前１１時１９分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

それでは、それぞれいろいろとご意見もあると思いますし、私どもの会派は基本的に余りこ

の政治倫理基準等の見直しはすべきではないとの基本的な考え方がございます。納税に関しま

しては若干前向きに検討したいと思いますけども、ほかのことについては再度持ち帰って文言

を含めてさらに精査をした上で、譲れるところ譲れないところそういったところを再度検討さ

せていただきたいと思います。 

では、３の関係です。３番目の(１)、(２)、(３)これに関してはいかがでしょうか。５条の３、

(１)が町が締結する請負契約等です。あと職員の採用、(３)が町が行う認可、済みません飛びま

したので２項の確認をしておきます。２項は議員の後援団体について準用すると、先ほどの件

です。結局後援団体も準用するという、さらにやはり踏み込んでいますから、これも含めて再

度どうですか。協議していただくということでどうですか。(４)が決まらなければ２号はいき

ません。個人的に受けないことも含めて政治団体の後援会も準用するということですから。(４)

自体で意見が分かれていますので、これも同様に再度検討してきていただきたいなというふう

に思います。 

３番目です。(１)から(３)までありますけど、これについていかがでしょうか。 

局長、(１)は意味合い的にはどういうことですか。関与することと書いていることが。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 上で言っているのは、行ってはならないということ、関与して

はいけないということなのです。ここの３項の意味合いは９の言う３号、第１項の３号で町が

行う許可と言っているのはそこの３号の規定なのです。そのあとにまたは請負その他契約に関

してというのが１号に該当するのです。９の４号、今の４号です、条例の４号で言っているの

は２号に該当するのです。ただややこしく表現しているだけです。三田市のは平たく言うと前

の３条の３と４がこの３つ全部当たるということです。要するに町のかかわりにかかわるなと

いうことなのです。人事だとか契約だとか許認可に地位を利用してかかわらないということな

のです。平たく言うとそういうことです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） ちょっとここは会派の中でもう少しもまなければならないと思うので

す。私個人の考えでは特に大きな問題はないのではないかというふうに思うのです。これ、し

てはいけないという法にも触れる部分があるわけですから、やっぱり別に入れていたほうが逆

にいいのかなというのはありますけど。これもちょっと会派としてもんでみたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 議長。 

○議長（堀部登志雄） この倫理基準の見直しで、今までの倫理基準のほうに４と５が該当す

るのだけれども、やっぱりなじみとしてはこのように書いたほうが一般的にものすごく前のほ

うがわかりやすいと。今度は非常にそれをその何というか規則とか法律的な形で難しく書いて

いるような、こういうことで今のこちらがあるのでしょうけど。何かそういうふうに書いてい

るものだから、今度すべて何かものすごくややこしくなったような感じでわかりづらいですけ

ど、やっぱりこういう形にしたほうがいいのかなと。やっぱり、より具体的にこう書いたほう

がいいのか、前のがすごくすっきりしてこういうことしたらまずいのだとわかるのだけど、一

般的にわかりやすいような感じがするのだけど、その辺もやっぱりやっていく中で文章を整理

するなかで考えてもらったほうがいいのかなという感じがします。 

ですけど、やっぱりどちらかに統一しなければ、あるところは漠然と書いて、あるところは

何かあれに書いてとなったら困るから、だから今までの全般に見ていて、こう何となく余り聞

きなれない言葉で表現されるものだから何となくわかりづらくなってきたという感じはあるよ

うな気がするのです。それはもう議論していく中で皆さんで考えたほうがいいのではないかと。

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員いかがでしょうか。 

○委員（氏家裕治君） ちょっと話が余談の方向に行くかもしれませんけど、何でこの政治倫

理基準を全面的に見直していかなければいけないかという話が、当初の熱からみんな冷めてい

るような気がして、ちょっと僕はそういうふうに見えてならないのです。何で今政治倫理基準

を見直さないといけないのかとか、政治倫理基準について先進事例を求めたのかという、何か

僕わからないのです。前のままでいいのなら別に前のままでいけばいいと僕は思うのです。た

だそれではおかしいのではないのかなということで始まったのではないですか。この論議とい

うのは。それが難しいのではないかとか、縛りつけるものではないかとか何か全然違う議論を
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しているのではないかなと思うのですけど。これは僕だけなのでしょうか。持ち帰って話をす

ることはいくらでも持ち帰って話をします。 

○委員長（山本浩平君） 私も後で答えます。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。今の氏家委員のそういうことではなくて、そういう意味で

私は議長がおっしゃったわけではないと思うのです。要はそのものをかみ砕いて、一緒にかみ

砕いて、こう説明してくれないと何かわからないようなことでは、やっぱりまずいのではない

かと。町民にも一見してわかる前のように戻せということで議長が言っているのではないと思

うのです。前のこの倫理条例というのは非常にわかりやすい文言なのだから、もう少しどちら

かにわかりやすいように決めたらどうなのだということだと思うのです。私も実はそういう思

いでいたものですから、これをだめだとかそんなことではなくて、またいかにも一生懸命わか

りにくくしているなということが私も先ほど見えたものだから、もう少し何か私はこれはもの

については会派に持ち帰りはしますけれども、この部分については入れたほうがいいだろうと

いうような思いはしています。ただ文言について非常にわかりにくくしているのではないかと

いうことだけ、一点だけです。 

○委員長（山本浩平君） 私のほうから。氏家委員からご意見がございましたので、私どもの

会派の考え方というのを冒頭にも申し上げましたけれども、再度お話をしたいと思います。今、

氏家委員がおっしゃったのはいろいろと町民からご指摘をいただくようなことが当議会におい

ては過去においてあったと、そういうことから倫理基準をより厳しくすべきという出発点とい

うかそういう原点からやっていっているのではないかというお話でございました。 

私どもは、この審査会のハードルを今まで高かったのをもっと低くしたこのことに、このこ

とが一番私は大切というかそのことによって非常に町民も審査する機会を拡大したわけですか

ら、私はこのことが非常に大きいことであるというふうに私どもの会派はとらえておりまして、

すべてにおいて、先進事例ということはもしかしたら、一番全国でも本当に政府的なところや

そういったところの文言をかき集めて例として出しているわけですから、それを踏襲すること

が議会活動、あるいはこれから議員として挑戦する、しようと思っている人達の活動の妨げに

なるようなことであっては私はならないと、こういう考えの中から、この審査会等々のハード

ルを下げたことによって大きな前進であると、このような考え方で申し上げたつもりでござい

ます。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕も委員長の言われるとおりだと思います。審査会等々の審査請求等々

のそのハードルを下げたと、ではそのハードルを下げて町民は何を基準にそれを見ていくのか

と。僕達はそのハードルを下げただけでは、それはあくまで形だけであって、では町民は何を

見て議会を見ていくのかと、議員個人を見ていくのかということになれば、やはりある程度は

何というか見る範囲を広げてあげないと、漠然とした文章ではわかりづらいのではないのかな

というのがそれは僕の思いです。だから思いは同じです。審査請求のそういったもののハード

ルを下げたのだと、町民にわかりやすくもっと厳しい目で議会を見てくれと言っているのはわ



 18 

かったよと。でも、ではどこを見ればいいのかと、どういう範囲で見ればいいのだということ

は、それは僕達の１つの今回の基準の見直しの中のつけ加える部分と、そういったところに関

わってくるのではないのかなと思います。多分思いは同じだと思います。 

ただその中身についての話はあれだと思いますけど、形は変えたけれども、ではそれは何を

基準に町民は審査請求をしてくるのかという話になれば、それはもうちょっとわかりやすくし

たほうがいいのではないのか、議会として細かくやってしまうと何かここまでしなければなら

ないのかという話が出てくるかもしれないけれども、でも町民から見れば、そうかこういうこ

とであるのであればこれに引っ掛かったものについては審査できるのだなというふうな判断基

準として設ける部分で、そういう思いでちょっと見たほうがいいのではないかなと僕は思った

ものだから。最初の出発点がそこにもしあるとすればやっぱりそういったところからちゃんと

全体を見ていかないとならないのではないかなと僕は思います。 

○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。それで、今お２人の意見があったのだけれども、以前

からずっとこのことについて局長が言っているのだけれども、これはみずからを縛るのではな

くて、これを見てこれはやっぱり議員としてまずいなと思ってその自分を見直せるものなので

す。だからこれで縛るのではなくて、私達は議員の像としてどうあるべきなのかということを

書いているということなのです。局長がいつも言っているのだけれども、我々が議論してるの

は、何かその自分達を自分達で縛っているような認識になってしまっているようだけれどもそ

うではないよと。 

だから例えば、年賀はがきを出さないということですが、それからあれは公職選挙法ですか、

それから建前でも盆踊りでも個人で上げたらだめでしょう、全部だめだね。お祭りの寄附もだ

めなのです。全部だめなのです。だけど出している人もたくさんいらっしゃると思います、き

っと。たくさんいるかはわかりません。僕が見ている範囲では、建前で名前書いてある人はた

くさんあります、実際に。それから白老町内、公職選挙法では直筆では出していいのです。だ

けど白老町はだめなのです、直筆でもだめだとなっています。みんな出していませんか、町内

に年賀状出したらだめだとなっています。何回も確認されています。それは公職選挙法では直

筆で出してもいいということになっているから町の議会の中での申し合わせについていえば、

それは公職選挙法違反にはならないのか、自分で書いて出せば。町内の人でも印刷はだめです

から、だからそういうことを今のこの倫理条例だけでなくてそういうことだってみんな本当は

私達そのほうがもっと公職選挙法でいえば高いのです、これより。 

だからそういう視点でこの倫理条例をやったときにどうなるかということを、この次に議論

するときにそういう意味なのだということを、自分達の身を守るためのものなのだ、いえば。

これはやらなければ絶対審査会に引っ掛からないのだからそういうことですよね。 

だから厳しく決めればいいとか何とかそういうことではなくて、都合よく決めるのではなく

て、本当に信頼される議員になるにはどういうふうな決め方が一番いいのかという、そういう

視線で僕はいいと思っているのです。 
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だからそこら辺、今の議論のやる気あるのかというふうな意味も僕はとれたのだけれども。

みんなやる気あるように頑張ってやりましょう。そのほうがいいのではないのかなと僕は思う

のです。だけど現実的にはお祭りに行くのだって全部だめなのですから。法律でだめになって

いるのです、建前だって何だって全部だめなのですから。香典だってだめです、預けたらだめ

です、自分が行けばいいですけど。そういうことを本当にわかって、私達は本当はそこのほう

が公職選挙法違反だからもっと重いはずなのですけども。これよりというふうに考えたらどう

なるのかというあたりでちょっと考えたほうがいいのではないのかなと僕は思いますけれども。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員(氏家裕治君) 大渕副委員長が今言われたとおり僕達も議員になってからお祭りの寄附

はだめですと、酒１本上げるのもだめなのですと言われてずっときているのです。やっていま

せん、実際問題氏家裕治と１つの名前を書いて。ただうちの例えば公文だとかそういった仕事

の中で、うちの家内の名前で出してもらう、本当からいったらそういうのもだめなのです。 

でも町民から、僕は１回皆さんに聞こうと思っていたことなのですが、町民から氏家さんの

奥さんの名前で寄附出ていますよとか寄附というかお酒上がっていますよとか、ジュース上が

っていますよとかお祭りなどで。そしたら、公職選挙法で罰せられるはずなのです。指導がく

るのです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時３８分 

                                         

再開 午前１１時５８分 

○委員長（山本浩平君） 休憩閉じて会議を再開いたします。 

きょうは議員報酬のことにつきましては時間がございませんでしたので倫理条例の話で終

わりましたけれども、有意義なお話が休憩中も含めてできたと思います。それぞれ各会派に持

ち帰っていただきまして、この次は 20 日に行いたいというふうに考えております。 

議員報酬について今回まったくできませんでしたので、20 日はこのお話はさせていただきた

いと思います。あわせてこの議会改革の倫理条例等含めて一つ一つ文言を整理した上でこれは

入れる、入れないも含めて充分議論を今の議会ばかりではなくて、将来の議会のこともござい

ますので、全体的なことを念頭において各会派で議論を重ねてき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。 

（午前１１時５９分） 


