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平成２２年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２２年 ２月１６日（火曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ４時０５分 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．議員倫理条例の全面見直しについて 

２．議決事件の追加（地方自治法第９６条第２項）について 

３．議長の諮問事項について 

４．条例・規則・運営基準等の改正について 

５．その他について 

                                         

○出席委員（８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 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 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委  員 及 川   保 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 

     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） 本日の調査事項でございますけれども、前回の調査の中で全く時間 

的な問題で１度もふれることのできなかった議員倫理条例の全面見直しと、議決事件の追加、  

まずこれをレジメのとおり先に調査してまいりたいというふうに思います。それでは早速１番

目の議員倫理条例の全面見直しについてでございます。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 前回確認をとったまましばらく間があいています。１条ずつ確

認をとっていったほうがよろしいかと思います。 

○委員長（山本浩平君） しばらく間があいているということでございますので確認をとって

まいりたいというふうに思います。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 余計なことかもしれませんけど平成 20 年４月に会派持ち帰りの

意見の集約というのが各メンバーに配布されています。その中に倫理条例の改正の中身が各会

派の意見とともに出されているのと、これはいつか日にちが書いていないのですが倫理条例改

正に伴う各会の期日項目案というのが資料１と、この２つの中に今までの審議経過が全部４月

22 日と両方出ていますから、それを見られたらすごくわかりやすいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今副委員長が言われた部分なのですが、それは４月に出しても

らいまして、その後に案を提示しているのですが、それを最大公約数を生かして盛り込んで条

文をつくっているのです。それと先進事例を、まだ議論はしていませんけど追加して条文体系

近いものにつくり上げたのです。ですから皆さんから上げていただいたものの最大公約数は多

分一定限度入っているかと思います。それは４月に出して５月にもう１回やっているのです。

審査請求権がどのぐらい押さえたらいいか、議員の請求権はどれぐらいがいいか、そこである

程度狭まってきていて 100 分の１か、200 分の１、12 分の１、率でいくということは決まった

のです。倫理審査会をどのような形でつくっていくかというところまできているのです。それ

でそれを盛り込んで対比表を要するに先進事例とつけて、そこの中で条文を整理していた段階

だったのです。ですからこれをもとにもう１回確認の意味で。一通りはいったような気はした

のですがまだ整理はしていない、持ち帰りになっているのでは。ずっと最後まで一通り１回は

したのですがかなり持ち帰りになっているのです。皆さん忘れていると思いますので１条から

やったらどうですか。 

○委員長（山本浩平君） それでは大分相当な時間も経過したということもございますので、

おさらいの意味も含めて第１条のところからもう１度皆さん見ていただきたいというふうに思

います。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 
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（ 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。という目的になっております。  

ここの部分については前回の５月段階ではオーケーだったと認識しております。一応確認で進

めていきたいと思います。 

(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。 

これについても私の記憶ではおおむねよかったのではないかと思っております。 

(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。 

３条についてもおおむねよかったのではないかと思います。 

(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。 

記憶では１項の議員の任期開始の日から 30 日以内という質問が出ておりましたけどおおむ

ねよかったのではないかと思っております。 

まずここの４条まではおおむねいいのではないかということでした。 

次の第５条は持ち帰り協議になっております。 

(政治倫理基準等) 

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。 
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(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。 

まず１項の中で（４）、（５）、（６）、（７）、これが一応持ち帰り協議になっているで

す。特に（４）の事業者等及びその関係者、それと（６）はもう１つまたをつけたほうがいい

のではないかということで、または健全な計画に基づく分納とその他納付を誠実に行うこと。

という意見も出ておりました。そこはマークをお願いしたいと思います。 

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。  

 この２項についても持ち帰り協議になっております。 

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 号)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。 

この３項については（１）、（３）が持ち帰りになっています。 

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。 

 ４項はそのままです。 

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。 
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 ５項についても持ち帰りになっております。 

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。 

 ６項についても持ち帰りとなっております。 

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。 

 一応ここの５項については今言いましたとおり何点か持ち帰り協議ということになっており

ます。 

 次の第６条はすべて持ち帰り協議となっております。 

（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全ての地位並びに役

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条に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。 

次の第７条もすべて持ち帰りとなっております。 

（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 項の税等納税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
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に公表しなければならない。 

(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「政治倫理基準等」

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。 

 これについてはおおむねよかったのではないかと思っています。 

(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。 

 これもおおむねよかったのではないかと思います。 

(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、客観的な資料にづ 

き誠実に行うものとし、この制度を濫用してはならない。 

 これもおおむねよかったのではないかと思っております。 

(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扱いを受けることが

ないように必要な措置を講じなければならない。 

 これもおおむねよかったのではないかと思っております。 

(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。 

 これもおおむねよかったのではないかと思っていますけど、この中で出ていたのは７人以内

の中で議員に有識者５という意見が出ていたかと思っています。これは次の規定の中に盛り込

むということです。 

(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。 
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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。 

 これもおおむねよかったのではないかと思っております。 

(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。 

 これもおおむねよかったのではないかと思っております。 

(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。 

 これもおおむねよかったのではないかと思っております。 

(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

要を調査結果と併せて公表しなければならない。 

  これもおおむねよかったのではないかと思っております。 

(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。 

 これもよかったと思います。 

(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。 
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(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。 

 これもオーケーだったと思います。 

(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。  

 これもよかったと思います。 

 ですから持ち帰りになっているところは第５条、第６条、第７条の関係であったと思っておりま

すけど違う点があればご指摘をいただきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 大分時間が経過している中で、それぞれ各会派の時間の経過ととも

に世の中の流れも含めていろいろと考え方も変わったところもあるかもしれませんので、とり

あえず一つ一つ確認はしてまいりたいと思いますけれども、まず１条から確認をしていきたい

というふうに思います。 

 まず第１条の（目的）というところでございますけれども、これはおおむねオーケーだった

というふうに私もこのように記載をしております。この目的のところについては皆さんよろし

いでしょうか。一つ一つ決めていきたいというふうに思っております。もし異論があればどう

ぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 異論ではないのですけども、審査会の設置等の第 12 条のところで。 

○委員長（山本浩平君） 今一つ一つやっていっていますから第１条についていかがでしょう

かという話をしていたのです。第１条については皆さん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） 続きまして、第２条の（議員の責務）というところなのですけれど

も、この部分は皆さんいかがでしょうか。皆さんはよろしいということなのですけれども、私

どもの会派なのですけども、この議員の責務、以前の第２条の中の２項目であると思うのです

けどもこれをもっと細かくこのような表現、三田市議会を中心に先進事例をかんがみてこのよ

うに細分化していると思うのですけれども考え方としては、私どもとしてはここまで細分化し

なくてもよろしいのではないかという意見を持ってはおりますけれども、皆様方の意見を参考

にしながら決めていきたいというふうには思っております。個人的にはそのような考え方を持

っております。例えば、４番のところなのですけども情報公開の原則に基づいて活動を積極的

に公約に掲げた政策の実現に努力するとともに活動を積極的に町民に明らかにし、説明責任を

果たさなければならないとなっていますけども、現実的に個々の議員の公約を町民に対して説

明責任を果たすような機会とかそういったものが実際あるのかどうなのか。またそのようなこ

とが必要なのかというところをちょっと感じておるのですけども、この点について皆さんいか

がですか。近藤委員。 
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○委員（近藤 守君） 今まではないのですけど、これからはやはりこういうことも必要にな

ってくると思いますので、私たちとしては上げておいていいのではないかということになって

います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私も今そこのところがちょっとわからないのですけど、その説明責任

を果たさなければならないということであれば、ここに書いている内容としては議員の活動を

積極的に町民に明らかにしていくということは、議会での一般質問とかそういうものを積極的

にやっていますということで、その説明責任を果たしていると理解すればいいのか、それとも

町民の人たちを集めてそういうような議員活動を積極的にやっているというふうなところまで

いくのか、ここの文面だけだったらそれがちょっといまいちわからないのです。一般質問とか

していますと、委員会でもきちんと発言していますと、そういうことを求めているのか、それ

とも個々の議員個人の活動をいっているのか、この文面ではわかりずらいのですけども、その

辺はどうなのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 原案は事務局のほうで策定をしていただきましたので、この点につ

いては上坊寺事務局長どのような認識になるのかわかる範囲で結構です。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特に書いてあるとおりであって議員の普段の活動からそういう

行為をしたほうがいいということだろうと思います。それぞれに支持者がいられるはずですし、

そういう部分を含めて議会もそれなりに議会報告会とかそういう形でやりますので、この部分

は議員の個人の活動をいっているわけですから議員活動の中でやられていくという解釈でいい

のではないかと。先進事例の条例の主旨というのがみえないですけど多分書かれた条文のとお

りだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私はここは余り難しく考えなくていいと思うのです。私は

です。今までも議員報酬のことについても町民の同意をどうやって得るかということは各議員

個々の活動でそういったものを情報開示し町民の意見を得ていかなければいけない。これは自

らの議員活動の中でやっていかなければ議会報告会だとか議会懇談会の中でしかできないとい

う問題ではないので、ですからそういったいろいろな議会での出来事だとか個々の政治活動に

ついては個々の議員活動の中で町民に情報提供をしながら、そして町民の意見を聞いていくと

いうのが議員のあるべき姿だと思いますから、これはこのままの文章で私は十分理解されるこ

とだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 今氏家委員が言ったように、これはもう既に皆さんが大なり小なりや

っていることなのです。それを明文化したといいますか、言葉になったもので別に問題はない

文だと項目だと私は思います。現状もみんなやっていますからいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さんいかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。要するに、これは倫理条例ですから倫理条例というの
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は我々が自らの行動を律するという部分もあるわけで、選挙のときに公約をして街頭演説をや

ったりチラシをまいたり皆さんするわけです。後援会のカードを出して私はこういうことをや

りますというわけです。それで真意を問うのだということになっているわけです。そのことが

町民から見たら何をやっているのか選挙が終わったらわからないと現実的に言われているわけ

です。だからそういうことがないように自分達の、これは議員はだから個々のことをいってい

るわけですから、だから自らがそういうことを一生懸命やりましょうと。これは倫理条例です

から、私はそういう認識で今近藤委員が言われたようなことで私は十分果たしていると思うし、

そういうことは我々自身が町民に真意を問うといっているわけですから、そして町民の皆さん

に選ばれているわけですから、そこをどういうふうに我々自身が考えて実践するか、それは個々

のやるやり方というのはいろいろあるでしょう。こうでなかったらだめだとか、そのようなこ

とを言っているのではなくて、こういう努力をしましょうという意味だと思います。ですから

私はこれはこれで十分だというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 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） 私もこの条文でいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員いかがでしょうか。 

○委員（西田祐子君） 私はこの条文に対して別に反対意見を言っているつもりはありません

し、ただそこのところを議員活動が個々のそういうものなのかという意識をどちらなのですか

ということを確認したかったので質問したつもりだったものですから皆さんが議員個々の活動

を示していると、そういうふうな認識であるなら私は別にこれに対してそうですかと、ではそ

のようにさせていただきましょうというつもりでおります。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 私どもの考え方といたしましては、もう先ほど近藤委員がおっしゃ

られるように日常これは果たされている、実際の活動の中で行われていることなのであえてこ

のような形の中で載せる必要もないのではないのかというところで、そのようなことを申し上

げたつもりでおりますけれども、おおむね皆様方の意見が問題ないということでございますの

で私の意見はそこで却下をさせていただきまして、このまま載せるということで賛成をしたい

というふうに思います。ただ、私どもの考えとしてはこの先進事例そのものを基本にして、い

わゆる議員それぞれに縛りを入れるようなことを数多くやることによって次世代の今度議員に

挑戦しようとする人達のハードルを今いる議員がそこで縛りを入れるようなことに積極的に行

うことはいかがなものかというような考え方を私どもの会派は、前にもお話したと思うのです

けども思っております。そういった中でこれから下の項目についてもいろいろ意見を述べさせ

ていただきたいというふうに考えております。以上です。 

 ではこの議員の責務に関しましては、この５項目出ておりますけども、これでよろしいです

ね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 了承ということにしたいと思います。 

 続きまして（町民の責務）第３条でございます。これについてはいかがでございましょうか。
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これについては平成 11 年３月 25 日の議会議員倫理条例の中でうたわれている内容のものにほ

ぼ一致しているというふうに思いますので、これはそのまま踏襲するということでよろしいの

かと思うのですけども皆さん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） ではそのようなことで決定をさせていただきたいと思います。 

 （宣誓書の提出）でございます。この部分についてはいかがでしょうか。30 日以内にという

ことで具体的に日にちが書かれておりますけれども。これもおおむね了承されていたというよ

うな記憶にございますけれども。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ではこれも決定ということにさせていただきたいと思います。 

 次の（政治倫理基準等）、これについては若干持ち帰りになっているというふうに思います。

どちらからの会派からでも結構でございますけど、７項目一応その案としては出ておりますけ

ども、これについていかがでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。まず１つは、これはやはり議論しておく必要があると

いうのは（６）の町に納付する税及び使用料を滞納しないこと。これは当たり前なのだけれど

も、これを倫理基準に入れるのか、それとも第７条に（税等納付状況の報告）というのがある

のですけれどもそこでとどめるのかという問題があると思います。これは倫理基準ですからこ

の基準を犯したら審査会にかけられるといったらおかしいけど、かけられる可能性が出るとい

うことなのです。ここが倫理基準なのだから。だからこれは公職選挙法に基づく違法のものと

は違いまして、ここら辺のところを第７条との関係でどういうふうにするかというあたりが、

ここではかなり大きな問題かというふうに私たちの会派は思っております。会派会議の中でも

そういうことが出て果たしてどちらが倫理基準としてどちらが正確なのか。場合にやむを得ず

払えない、例えば１年遅れたという場合でもだめですね。基準で決めた場合は。だからそこら

辺がどういうことになるのかというあたりは議論の必要があるのかということで我々の会派は

議論しました。ほかもあるのですがそこが焦点かというふうに思っていました。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 前回、ちょっと日にちはたっていますけども私たちのほうからも、こ

の１年間の中での計画的な納付というものを確か前田委員のほうに１回お伺いしながら、その

辺の主旨を今までの経験上でちょっと確認をさせていただいたという経緯があります。ですか

ら基準で設けることは本当にそこでがちがちになってしまう部分もあると思いますので、結局

その後の今大渕副委員長が言われたとおり第７条の中での規定の中で１年間という枠の中で絞

った形の中で許されるものであれば１年間という形の中での計画的な納付というのが、例えば

サラリーマンだとか、そうではなくて各小規模事業者で議会に出てこようとする人たちのため

にも今こういった経済状況ですから今後についても必要なことかと思うので、その倫理基準に

入れるのか、その後の先ほど言った第７条の税等の納付状況の報告という形の中でおさめさせ

ていったほうがいいのかということはここで皆さんと一緒にやはり議論していかなければいけ
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ない問題だと思います。私もそこについては余り厳しく、厳しいといっても１年間という厳し

さはあると思いますけどもその中でおさめていけるのであればそちらの方向の中で定めること

がよいのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 今氏家委員と同じ意見なのですけど、今私のメモにこう書いてあるの

です。次年度の納付書が出て支払いのないとき、ですから１年間の猶予があるということだと

思うのです。だからそういう考えでいいのかというふうには思っているのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。もうちょっとイメージが出るように上坊寺事務局長に

聞きたいのですが、１つは公職選挙法では滞納している人は立候補をしたらだめだとは書いて

いませんね。滞納していても立候補をする権利は保障されているのです。だけどこの倫理基準

で決めた場合は倫理基準に違反した場合、この後決まれば議員が２人以上あるいは 200 分の１

以上の町民が言った場合は倫理審査会に間違いなくかかります。ただ第７条でいえば、そうい

う状況があったとしてもそれは町民の請求によって議長が公開をしなければならないわけだか

ら公開したら大渕紀夫は１年以上滞納していたということがばれてしまうと。だけどそれは倫

理基準にかかっていなかったら審査会にはかからないということになるのですか。それとも

200 分の１の町民が１年間以上大渕は滞納しているから審査会にかけてと言ったらかかるので

すか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） まず倫理基準と第７条の関係からいうと第７条は要するに議員

が滞納をしていると。要するに権利と義務です。それをしないので住民が次の選挙に判断とし

てそのために公表できるようにしておくのです。ただ第５条の基準に入れると滞納イコール基

準違反なのです。ですから何らかの多分間違いなく違反ですから処罰がくうのです。審査会に

やってもはっきりしています。議長は審査会をおこさないで実際やるかもしれませんし。です

から基本的に今度は規定のほうにくるのですが注意だとか公開で審査だとか最終的には辞職勧

告までいくのです。毎年滞納が続けば多分そういうところまでいくと思います。ですからこれ

は皆さんの、ほかの事例でも１カ所しかないのです。土浦でやっているのですけど。ここの基

準まで入れるということは本当に相当なしばりをかけてしまうのかという気はします。ただ滞

納はいけないことですから、その辺をどう判断するかということです。ただ滞納している人も

立候補できますので。（６）が多分ないとしても（１）に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。となっています。ここがすごくあいまいなので

す。第１条というのはすごく難しいです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は確かに倫理基準で設けるということは本当に厳しいことなのかも

しれないけれども、１年間の分納という１つのものというのが認められる部分というのは土浦

でもやっています。これは分納という形の中で、論理基準の中で押さえている。私はある程度
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皆さんと意見の同意を得たいと思うのだけども倫理基準で縛るのであれば報告義務云々という、

そちらのほうはカットしてもいいような気がするのです。逆に倫理基準ではなくて第７条のほ

うの中でやるのであればそちらを残して倫理基準のほうは外すとか、そういった柔軟な対応、

柔軟とは言わないかもしれないけども、議員の倫理条例１年間の税の納付を１年間という形の

中が１つの厳しい縛りだとすれば、あえてそういったものを設けるのも議員としての資質の１

つになるのかと思ったりもするものですから、ですから倫理基準で設けるのであれば第７条の

ほうの報告云々という部分は私は必要ないような気がするし、倫理基準で設けないということ

であれば第７条のほうを生かしてやるべきなのかという感じはするのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今の氏家委員のお話はよくわかるのですけど、今個人保護法の関

係があるから、そこをなくした場合に何をもって倫理基準違反とするか、本人の申告以外でわ

かる方法はきっとないと思います。だから自らの申告という部分がなかったら何か違うところ

の情報でやらなくてはだめです。個人保護法の関係でいえばそのことをやった方は個人保護法

違反になるのかどうかよくわからないけど法律的にはかなり面倒なことになるのではないかと

いう気がするのです。だから２つも残したほうがいいとかそのようなことを言っているのでは

なくて、そういう先ほど言った公職選挙法と倫理条例の関係とかを我々自身がよく頭に入れて

おかないと、町民の言っていることはよくわかるのだけれども、町民の皆さん言っていること

はそのとおりですから滞納している人はとんでもない話だというのはそれはもうこの中のどこ

かでクリアしなくてはいけません。だけどそれは町民の皆さんは単純に税金を払っていない人

が議員に出るなんておかしいのではないかという認識です。我々がこれをつくるときはやはり

そういうところまで立ち至ってきちんとしておかないといけないかと思うものだから公職選挙

法との関係、それから今言った問題は第７条をきってしまうとではどうやって個人保護法クリ

アしてここに、町民の皆さんがわかるということはあり得なくなってしまう可能性がないので

すか。と私は思うのです。私が滞納していないと自己申告しないです。 

○委員長（山本浩平君） ほか委員の方、この件について。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） １つ議論するという部分でちょっとお話したいのだけども、こ

この納税の部分の、過去に私も言っていますけど矛盾するか別にして先進倫理の（６）町に納

付する税及び使用料を滞納しないということを今議論しているのですけども、ここに載せるか

どうかということも１つあると思うのだけども、町に納付する税ということは税は憲法で義務

になっているのです。それを、１つはここであえてまず載せる必要があるかということと、私

は前から言おうと思っていたのですが、次の第７条も関連してくるのです。この第７条の中で

いろいろな問題があるのですが先ほど氏家委員からも話があったのだけど現年度分という部分

がここに入っていいのかということがあるのです。分納というのはあくまでも払っていない人

に対する１つの払ってくださいという手段だから、それはそちらにおいて逆にここに現年と入

れてしまうと今年度分滞納された部分がではいいのかという部分になってしまうので私はこの

辺が大事だと思います。それともう１つは第８条で、今議論していたのですけど第７条でこの
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町に納付する税ですといったときに、これは第８条でこれを証する資料を添えてといったとき

に納税証明というのは本人でないと取れないのです。あとは職権で取るとすれば情報公開の条

理でいけば審査会をつくって、この請求された個人情報を出していいですかという手続きを得

ないとだめなはずなのです。そうするとここでいう町民の人が私が税金を滞納しているという

のはいろいろとわかっていてそのときにそれを証明するというのはできないはずなのです。そ

ういう証明つけれないはずなのです。そうするとここで縛りを受けてしまうからその辺の議論

なのです。だから私は第６条の部分をあえて云々するならば、逆に第７条でこういうふうに規

定をしてやはり議員が自ら身の潔白を明かすということで第７条でこういうふうに議長に出す

ということを規定して、その義務を果たしていない人は公表するという形のほうがどうなのか

と思うのです。その辺の議論はどうなのかと思って今ちょっと提案してみました。 

○委員（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今の前田委員外議員の話があったのでそれに付随して第７

条で規定しながら、規定するのはいいのですが倫理基準のほうは、ではどういう形で、それは

一緒にセットで考えたほうがいいという考え方ですか。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私は今言った流れの中でいけば種類は別にしても第６条に町に

納付する税ということをここできつく縛りをしないで当然払わなければいけないとなっている

のだから、ここであえてまた屋上屋を架すような形で縛りを受けることは払わなければいけな

いということをなぜわざわざ倫理条例で再度うたわなくてはいけないという話になるのかと、

こう思うのです。いろいろ議論すると。（６）をとって、私は今の議論している状況の中の判断

でいくと逆に第７条でここでいっておいて自ら公表する、納税証明を出すとか、そういうこと

にしたほうがいいのかと。ただ、そこでなったときに現年という文言がどうかということです。

その２つです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午前 １０時５９分 

                                         

再  開  午後  １時０１分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開したいと思います。 

 先ほど上坊寺事務局長のほうからいろいろポイントについて説明がございましたけれども、

第５条の上のほうからやっていきたいと思いますけども（１）、（２）、（３）は、これはおおむ

ね了解だったというふうに記憶しております。それは了解ということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） （４）に関しましていかがでしょうか。ご意見のあるところからで

結構でございます。この（４）に関しましては左側の政治倫理基準の（３）の部分をもっと具

体的に表した内容になっていると思います。もともとの白老町議会政治倫理条例の（３）は町

が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等のために有利な取
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り計らいをしないこと。となっておりますけれども、この（４）に関しましては具体的に寄付

を受けないことというような内容になってございます。（４）、（５）、（６）、（７）が持ち帰りと

いうことになっておりまして、（６）に関しましては先ほど再度会派と打ち合わせをしたいとい

う申し出がございましたので、（６）以外（４）、（５）、（７）についてご意見を伺いたいと思い

ます。もし会派で打ち合わせをしていないところは個人的な見解でも構いませんのでおっしゃ

っていただければというふうに思います。新政クラブさんいかがでしょうか。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） みんなと休みの時間の中でも話したとおり、なかなかこういうふうに

細分化すると非常に難しい気もしますし、とっつきづらいというかそういうあれがあるのです。

でもやはりこれは倫理基準ですから、これぐらいのことは必要なのかというふうに思っており

ます。以前もこれはうちのほうは、これでいいだろうということで決まっておりますので、そ

のとおりです。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。白老町の政治倫理基準の中にもうたわれているとおり、そ

の具現化してきたものだろうなと思います。有利な取り計らいということがすべてそういった

金品にかかわるものではないかもしれない、見返りとしてのそういうものにはならないかもし

れないけども、でも一応白老町の政治倫理基準の中に有利な取り計らいを行わないこととうた

っていますから、その具現化をしていく形の中ではこれぐらいの条例をふたしておいてもいい

のではないのかと。最低限議員としてやってはいけないことだし、そういったことについては

国だとか地方は関係なくこういったことについての倫理基準は設けておいてもよろしいのでは

ないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さん、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） うちは（４）、（５）、（７）、結構でございます。 

○委員長（山本浩平君） 新風ですけども（４）、（５）、（７）については具体的に盛り込むこ

とにすることに対しては余り賛成をできません。理由というのはなかなかあれですけど政治倫

理基準、実際に何かこれだというような問題があればこの先進地のような形にするのはやぶさ

かではないのですけども具体的にそういったことがない状況の中で議員そのものに縛りを設け

ることに関して反対の立場に考えておりますので（４）、（５）、（７）については記載しないと

いう結論でございます。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） 私はいいと思います。やはり１つの項目としておいておくとま

ず精神的な部分もありますけど自分に持っするということと相手に対して議会としての姿勢を

きちんと示されています。それに対して理解していただけるかと思いますので、私はいいと思

います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員がまだ来られていませんので、自由討議したいと思います

ので何かございましたら。では私のほうで特に（７）のところで気になるのがいろいろな団体

の役員をされている議員さんもいらっしゃると思います。この事業者等、自己の利益のために

利用はしないことと、これは自己の利益のためにというのはそのとおりだとは思うのですけれ
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どもいろいろな団体の役員を就任しているということはいろいろなことでまたお願いごともあ

るのかというふうに思うのです。そういったときに、例えば役員といっても、では会長だった

らだめで副会長ならいいだとか、そういうことにもならないでしょうし、この辺のところは皆

さん、私は非常にかかわってくることではないかというふうに思うのです。この点についてい

かがでしょう。町内会長さんも含めてやはりいろいろな頼まれごとをすると思うのです。氏家

委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今言われたとおり、例えば町内会長さんあたりというのは

これにひっかかってくる部分ではないかと思うのです。（７）町からの活動又は運営に対する補

助金等を受けている団体の中には町内会も入ってくるわけですから、その中の長をやるという

ことは本来その町内会のために会長として行政に訴たえていくということがある。やはりそう

いった圧力団体になります。変な話、そういった長になるべきことは控えるべきだろうと。そ

ういう形には段々なってくると思うのです。今の現状がどうだということではなくて将来そう

いったものが少しずつでも改定していかれないと本来のあり方みたいなものがやはり問われて

くるのだろうと、私はそういうふうに思いますので、先ほどいろんな話が出ていましたけども、

例えばいろんなお祭りごとだとかいろんなことに会費を払って参加していく形がいいのか、そ

ういったものも１つの基準ができることによって段々かかわり方というのは変わってくるよう

な気がするし、なあなあでいいのではないかというところがずっと続いていくといつもそうい

う状態の中のかかわり方になってきてしまいそうな気がするものだから、私はこのあくまで長

からの補助金等を受けている団体の役員には就かないという部分では規定しておくと、逆に相

手側からもこういう基準になっているということで受け入れてもらえる部分が出てくるのでは

ないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 町内会長の件なのですけど、町内会の上には連合町内会というのがあ

って総元締めという形で町といろいろ折衝して予算とか補助金とかをもらっているわけです。

その下に各地区の連合があって町内会長がいて町内会長自体は町内会の会費の中から年に２万

円とか３万円もらって運営をしているということであって、もしそれがそういう形でそのこと

にひっかかってくるのであれば本当に町民のために１番やるということのものがはじかれるよ

うな気がしてならないのです。言っては申し訳ないのですが、例えば議長は防犯協会の会長と

いう立場でやっています。山本委員長は交通安全協会の会長という形で最高のトップをやって

いるわけです。ですからそういうことも踏まえるとやはり町内会長だけが上がるというのは私

はちょっとおかしいのかという気がしてならないのです。自分のことでも依然指定管理者でも

って公民館の委員長だったのがそれはまずいということで私は今事務局という形でやっている

のですけども、そういうこともあってやはり町民からいろんな形でお願いされたことがそうい

うことで阻害されるといったらおかしいのですが、はじかれるようなことがあればちょっとう

まくないのかと。町民に対して逆に申しわけないなという気持ちが私としてはあるのです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩をして自由討議をしたいと思います。 
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休  憩  午後 １時１３分 

                                         

再  開  午後 １時３９分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

 清風クラブの西田委員に伺いたいのですけれども、（５）についてはいかがでしょうか。これ

は私どもは今載せるべきではないと話はしたのですけれども、ちょっと参考までに伺いたいの

ですけども、（５）については清風さんとしてはいかがですか。清風クラブ、西田委員。 

○委員（西田祐子君） これに関してはうちの会派では特に議論はしませんでした。つまり載

せたかったら載せてもいいし、どうでもいいという感じで議論にも上がらなかったぐらい記憶

にないです。 

○委員長（山本浩平君） なぜ私が清風さんにお伺いしたかというと、この部分は載せるべき

だというお話であれば、私どもも同調してそうすれば全会一致になりますので、これは確かに

書いていることは当たり前のことであると思うのです。ただ、ここまで明文化して載せる必要

が本当にあるのかというところで私どもは載せるべきではないというお話はしたのです。一致

するということであれば、この部分に関しては私どもも設けるというふうにしたいという気持

ちが多少あったものですから、伺ったわけなのです。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 話も出ませんでした。すいません。 

○委員長（山本浩平君） ではこの（４）、（５）、（７）、について（６）も含めてですけども

もう１度清風さんと私どもで文言も含めてちょっと検討してきていただきたいのですが。私ど

もも書いていることは先ほど上坊寺事務局長がおっしゃったとおり当たり前のことだとは思う

のですけれども、ただこの（７）に関してはいかようにも受け取れるところがございますし、

今の現状を考えたり、これからの人口減のことも考えたら実際に議員さんなのだからこれぐら

いのことを受けてくださいという話がますますふえないとも限らないと思いますのでハードル

を高くしておかないほうがいいのかと、今のところではそういうふうに感じておりますけれど

も、そういったことも含めて清風さんも考えてきていただきたいというふうに思います。ほか

の会派は全部（４）、（５）、（７）については載せるべきだというご意見でございました。西田

委員。 

○委員(西田祐子君) （４）なのですけども、これは申しわけないのですけども現実的に町か

ら仕事をいただいている方々が議員さんをやっていますね。その辺はどう整理されましたか。 

○委員長（山本浩平君） ここはそういう関係者から寄付を受けないことということでござい

まして事業そのものをやっているのがいいとか悪いとかという話しではないのです。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 事業をそもそもやっていますね。そうすると当然そこの同属の会社と

かそういうところの親や兄弟、そういう関係から寄付をもらってはいけないということですか。

そういうことをこの（４）では書いてあるのです。 

○委員長（山本浩平君） これはそういうことではないですね。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ここの規定は町から受注している業者、どんな形態でもいいの



 18 

ですけど町から何らかの形で受注している業者からは寄付をもらわない。例えば今おっしゃっ

た法人が町と契約していなければこれには該当しないということです。例えば、町の指名業者

で町から工事を受注している業者からは議員だから寄付はもらわないということです。町の指

名業者ではなくて町から工事ももらっていない業者からはこれには該当しないということです。

条文の解釈からいったらそういうことです。 

○委員（西田祐子君） 町から仕事をもらって仕事をしているような関係者の人たちというの

は町会議員になるのは非常に難しいということですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町会議員ではなくて議員がそこから寄付をもらったらだめだと

いうことです。そこに就任するとかしないとかという文面ではないです。 

○委員（西田祐子君） 簡単に言ってしまうと玉井議員とか山本委員長とか、自分の町からの

仕事を直接もらっている業者、自分の会社がそうだと、そういうところから１円ももらっては

いけないということですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町から受注していればだめだという規定です。 

○委員長（山本浩平君） 個人献金は構わないのですか。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 個人は規定していないです。 

○委員長（山本浩平君） 会社からはまずいのかもしれません。 

○委員（西田祐子君） 個人献金は構わないですね。わかりました。 

○事務局長（上坊寺博之君） だめです。事業者等及びその関係者からですから個人献金もだ

めです。受注している関係者ですから。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩 午後 １時４６分 

                                         

再  開 午後 ２時３２分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

 きょうどうしても議論しなければならないところがあるということでございますので、一た

んこの倫理条例は休ませていただきまして、その他のケネル市の団表団への参加要請というと

ころに関して皆さんと相談したいというふうに思います。上坊寺事務局長、説明をお願いいた

します。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料がついていると思いますが、資料９です。町のほうからケ

ネル市訪問団、ことしの５月 13 日（木曜日）から 21 日（金曜日）まで９日間ケネル市を訪問

することになるのですが、この中で公式に派遣要請、町理事者１名、議会１名、随行１名とい

う公式の派遣をお願いしたいということがきていまして 19 日までに報告しなければなりませ

ん。それでこれは３月議会で派遣承認を取りますが派遣承認にあたっては議会運営委員会で協

議をして決めるという基準になっておりますのでよろしくお願いします。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） まず質問のございます方どうぞ。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。これは代表でいくのですから正、副議長が以前交互に行く
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というような話しを聞いていましたので私はそれでいいのかというふうに思っています。 

○委員長（山本浩平君） ほか、皆さん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） 慣例どおり議長、副議長で交互に行くということでございます。 

 正、副議長で協議を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〕 

○委員長（山本浩平君） 西田委員よろしいですか。 

○委員（西田祐子君） 正、副議長で行くのは構いませんけども、これは全額公費で行かれる

のですね。副議長は初めてかと思うのですけど議長は前回も行かれていらっしゃったのかしら。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議長はもう４回行っています。議長として行っているのは１回

で個人参加が３回です。 

○委員（西田祐子君） 個人的な意見ですけども、この間私はもういいと言っていたのでどう

なのかなと思っていたのですが、議長が行くなら構いませんけど。 

○委員長（山本浩平君） 議長、副議長で相談をしていただいて決めていただくということで

よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ではそのように決定をさせていただきます。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ３日の日の議運で示させていただきますのでよろしくお願いし

ます。 

○委員長（山本浩平君） ほか、上坊寺事務局長その他で何か決めなくてはならないことはあ

りますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） その他はもっていません。これだけは決まると思います。４の

１だけは、２はわかりません。 

○委員長（山本浩平君） それでは次４番の条例・規則・運営基準等の改正について。（１）

議員の賛否公表（試行実施から本格実施へ）ということでございますけれども、これについて

の若干説明を上坊寺事務局長お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会の賛否公表、今試行段階でございまして昨年の１月から賛

否状況を公表ということで今議会運営基準の中で試行の位置づけをしてございます。見ていた

だけるとわかると思いますが議会運営基準の 23 ページの表決というところで議会において議

案に対する議員の賛否を公表するため表決及び公表の方法は次のとおりとし、当分の間は試行

する。ということでもう１年が過ぎました。１年間見させていただきますと特に混乱したとこ

ろも見受けられませんし、過去にもずっと試行できてやってきたこともございまして、この試

行が今ご協議いただいて、いいだろうということになれば本格実施に移してはどうかと事務局

では思っております。それで資料３をご覧いただきたいと思いますが、まずこれは会議規則で

すが会議規則を直してはどうかということです。今の会議規則上は多少認定して可否を、結果

を先行する、要するに可決か否決かの宣告をするだけですが、それを可否の数と可否の結果を
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報告する。要するに今やっています何対何という部分でやりたいと思っています。それともう

１つは可否の数を確定するために今はしておりませんが可否のうち少数の議員名を議場の中で

宣告したいと。例えば反対者が少ない場合は反対者何番誰々、何番誰々という形、賛成者が少

ない場合は賛成者何番誰々、何番誰々ということで数の少ないほうを宣告するということで会

議録には名前がおちることになります。手を挙げない場合、起立しない場合は否決にみなしま

すという規定です。というのは議員の表決行動には可否も表明しない、要するに棄権というの

も含まれていますのでそういう場合は事前退席されるか、可否を挙げない場合はそういう形に

いたしたいと。それと記名投票が従来なくなりますのですべて無記名投票の選択肢しか残りま

せん。挙手による部分については可否を破棄させるわけですから可否をはっきりさせないため

の無記名投票の規定だけ残していきたい。ですから４番目、前の２のところを記名投票を削除

すると。それと 65 条も記名投票の部分をすべて削除するという形に直したいということでござ

います。次の資料４ですが、これは委員会規則になります。委員会規則でございますが、これ

は委員会においても同じ方法を取りたいと。ただし委員長は必要があるときはほかの方法によ

ることができるという規定は残したいと思います。これはなぜかというと委員会については委

員の氏名ごとに賛否を表すと。誰々さん反対、誰々さん賛成、誰々さん反対と、７人しかいま

せんのでこういう形はとれるだろうと。ただし委員会であっても予算委員会、決算委員会とい

うのは全員の委員会になりますので、これについては本会議と同様な形を取るためにただし書

きを残しているということでございます。あとは本会議と同様でございます。資料５です。資

料５に今試行で規定している部分はすべて抹消しまして、19 に新たに公表の方法だけ残してお

きたいと。議案の表決について議員の賛否の結果を公表するものとし、会議録及び議会広報誌

等に掲載して行う。前段で説明しましたとおり会議録にも載ることになりますので、このよう

な形で修正したいと。以上、別紙３，４，５でございますので協議をお願いいたします。 

○委員長（山本浩平君） 皆さんいかがでしょうか。この資料３，４，５を参考にしていただ

きましてご意見を伺ってみたいと思います。この賛否の公表を試行実施から実施へということ

に関しては皆さん異論はございませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 申しわけありません。清風クラブですけれども会派会議をやっていま

せんのでこれについては何も話し合っていませんので時間をいただけませんでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。十分議論をしてきていただきたいというふうに思い

ます。次、（２）会派制・会派代表者会議の明記ということでございます。これについて上坊寺

事務局長説明をお願いします。 

○事務局長（上坊寺博之君） これにつきましては先般の議会運営委員会で議論していただき

まして一応会派制を明記すると、政策研究会の位置づけもありますので、とうことに決まった

かと思っております。それで会派制は今後も引き続き議論していくと。定数が削減したときに

はその時点で直せばいいということでございましたので、こういう形で設けてはどうかという

１つの提案でございます。まず資料６ですが資料６の会議条例の中に会派の位置づけをすると

いうことでございます。新たに９条を下げまして９条に（会派）という条文を設けると。 
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(会派) 

第９条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。  

  ２ 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。 

  ３ 会派は、政策立案、政策提言等に関しての推進を図るものとする。 

  ４ 会派の結成に必要な手続きは、議長が別に定める。 

という規定を基本的に会議規則に設けるということです。 

それともう１つ次の資料７です。会議規則の一部改正です。これは現在公の会議で全員協議

会が位置づけられてございます。これに会派代表者会議も公の会議に位置づけるということで

ございますので第 14 章に全員協議会という規定がございますが、これを協議又は調整を行うた

めの場という表現に改めまして位置づけるものでございます。括弧段に別表のとおり設けると

いう形で行いたいと思っております。別表には全員協議会と会派代表者会議の従来の全員協議

会と会派代表者会議を別表で改めるということでございます。それと資料の８です。今公の会

議で全員協議会の運営要綱がございますので会派代表者会議の運営要綱を新たに定めるという

ものでございます。ちょっと読み上げます。 

  （趣旨） 

第１条  この要綱は、白老町議会会議規則（平成 20 年議会規則第２号）第 103 条第２項の規

定に基づき、会派代表者会議の運営その他必要な事項を定めるものとする。 

  （会議の構成員） 

第２条  会派代表者会議は、議長、副議長、会派の代表者及び代理者をもって構成する。 

２  会派の代表者は、自身が会派代表者会議に出席できない場合、会派から代理者を選出し

て会派代表者会議に出席させなければならない。 

  （会議） 

第３条  会派代表者会議は、次に掲げる会議を開催する。 

（１） 議員の身分及び議会運営に関し、複数の会派の代表者から議長に対し開催請求のあ

る会議 

（２） 政策研究会の設置のため課題整理に関する会議 

（３） 一般選挙後、議会運営委員が選任されるまで議会運営に関する会議 

（４） 前号に掲げるもののほか、議長が会派間の調整及び協議を必要と認める会議 

 （招集） 

第４条  会派代表者会議は、議長が招集し、会議を主宰する。ただし、前条第３号に規定す

る会議は、議長が選任されるまでの間、議会事務局長が招集し、主催する。 

 これは従来一般選挙後行っている部分でございます。 

  (議長の職務) 

第５条  議長は、会派代表者会議を整理し、秩序を維持する。 

  （議長の職務代理） 

第６条  議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長がその職務を代理する。 
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  （定足数） 

第７条  会派代表者会議は、議長又は副議長及び会派の代表者（会派代表者の代理者を含む。）

の全員が出席しなければ開くことができない。 

 これは議長もしくは副議長どちらか、プラス会派の代表者、代理者を含めて全会派が出席し

なければ開くことができないという規定です。 

  （会派を構成していない議員） 

第８条  議長は、必要があると認めるときは、会派を構成していない議員（以下無会派議員）

という。）に対し、オブザーバーとして会派代表者会議への出席を求めることができる。 

 ２  無会派議員は、議長の許可を受けて会派代表者会議において発言をすることができる。 

 ３  議長は、無会派議員の出席を求めない場合、事前に無会派議員の事案に対する考えを 

聴取し、会派代表者会議において意見反映することに努めなければならない。ただし、

緊急に会派代表者会議を開催しなければならない場合は、この限りではない。 

 ４  議長は、無会派議員の出席を求めない会派代表者会議において、合意決定された案件 

がある場合、無会派議員に対して結果概要を知らせなければならない。  

  （会議の公開） 

第９条  会派代表者会議は、これを公開する。ただし、構成員の発議により３分の２以上の

多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 

 ２  前項の発議は、討論を用いないで可否を決定する。 

  （会議の記録） 

第 10 条  議長は、職員をして会議の概要、出席議員氏名等必要な事項を記載した記録を作成

させ、これに署名又は記名押印しなければならない。 

 ２  会議の記録は、白老町議会会議規則第 99 条の規定に準じて作成しなければならない。 

  （補則） 

第 11 条  この要綱に定めるもののほか、会派代表者会議の運営に関し必要な事項は、会派代

表者会議に諮って議長が定める。 

 訓令の日付は決まっていませんので丸々にしておいてください。 

 一応前回の会議を受けての案でございますけど、示させていただきたいと思います。以上で

す。 

○委員長（山本浩平君） これについても持ち帰りということになるとは思います。きょう初

めてのことでございますので。皆さん質問があれば、まずこの原案に対しての質問受けたいと

思います。ございませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） この白老町の会派代表者会議の正式な場にするとした場合、当然正、

副議長は会派から出られるというふうに理解していいのでしょうか。その辺を１つ、皆さんに

確認をさせていただきたいのですけども。本来であれば正、副議長というのは会派に所属しな

いというのが、会派制を取っている場合それが通例ですから、白老町の場合においては今まで

は入っていてもいいでしょうというふうな形はやっていましたけども、もしこれを正式なもの
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にするというのであればその辺もきちんと正、副議長も無会派にならなければちょっとおかし

いのではないかと思うのですけども、その辺の皆さんのお考え方だけ聞かせてください。帰っ

てから議論するときの参考にさせていただきます。 

○委員長（山本浩平君） この件については前回の議運の中で話し合いがございまして、今の

ままでやるということになっています。 

 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午後 ２時５２分 

                                         

再  開  午後 ２時５５分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。 

 西田委員、再度お願いいたします。 

○委員（西田祐子君） 会派に帰りまして持ち帰らせていただいて再度議論させていただきま

す。 

○委員長（山本浩平君） それでは先ほどの議員の賛否公表、そして会派制・会派代表者会議

の明記につきましては議論をそれぞれ持ち帰ってやっていただきたいというふうに思います。 

次、議決事件の追加について上坊寺事務局長のほうから説明をお願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料もすでに示させていただいておりますとおり、これも 20

年の５月のときに話をしたきりでございまして進んではございません。ただ、第３次改革の中

では盛り込むという方向性は全会派一致した考え方でありますから一応先進的な事例だけは、

先進的な議会だといわれているところの事例をピックアップさせてもらいました。まず１つは、

具体的事項で指定している部分と文章表現で表している議会があるということです。まず三重

県、神奈川県横須賀市、宮城県本吉町ないのですが気仙沼と８月に合併していまして今は本吉

町はございませんがここはちょっと規定の仕方が違うようでございます。それと計画を変更し

ようとするときの議決の明記規定があるのは三重県伊賀市、計画終了後の実施状況の議会報告

の明記があるのは飯田市というようになってございます。ですからこの事例については資料２

から三重県、神奈川県横須賀市、伊賀市、飯田市、本吉町のそれぞれの条文だけはつけさせて

もらっております。あと福島町、今金町、栗山町は個別事項の列記でございますので下のほう

に明記しております。議会基本条例で定めているのは福島町、今金町、栗山町。あとは単独条

例でございます。白老は今姉妹都市の提携と都市の宣言だけは明文化しておりますけど、あと

はしてございません。一応、参考資料として配布させていただきましたので今後の議論に使っ

ていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） まず質問を承りたいと思います。この議決事件の追加につきまして

は基本的な考え方としては項目がいろいろあると思うのですけども、それぞれの委員会の中で

追加したほうがいいのではないかというような意見も、建設厚生のあたりでは住宅マスタープ

ラン関係は議決事項に載せたほうがいいのではないかというような意見がそういう委員会の中

では出ておりました。参考までにです。前田委員外議員。 
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○委員外議員（前田博之君） 96 条の第２項、白老町は今２つやっているといいました。今後

追加をどうするかといいますけど、ただ、白紙で議論されてもわかりません。前に私もちょっ

と言ったのですが事務局のほうから各課のほうにある程度の今現状にある計画をやはり提出し

てもらったほうがいいと思います。それとその中に、この前総務文教もやりましたけども次世

代育成支援高度計画、あれは１つの法的につくりなさいといっているものもあるのです。それ

はそういうもので今白老町にどれだけのものがあるのか、今後計画しようとしているものがあ

るのか。私も一般質問しましたけど教育基本振興計画は教育基本法からいけばつくらないとい

けないのです。載せるとかは別にして、担当のほうに、あるいは町で単独としてある程度大き

なものの今言った住宅マスタープランみたいようなものがあるかということを、ある程度各課

から調査をしてもらって議会に上げてもらったほうがいいと思うのです。そうではないと議会

の追加についての条項の解釈は皆さんしてると思うけど具体的にどういうのがあるかというこ

とを理解した上で議論したほうがいいと思いますけど、いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 今前田委員外議員からちょっと提言があったのですけれども各課に

下ろしていただいて、まずはたたき台を事務局から提案してもらうと。いかがでしょうか。氏

家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今山本委員長も前田委員外議員も言われた、今建設厚生で取り組んで

いる住宅マスタープランというのは町の財政状況だとか人口問題、そういったものが平成 17

年当時考えられたときよりも本当に急激に高齢化が進んでくるだとか人口減少、また経済の変

化だとかがめぐるましく変わってきている時代です。特にまちづくり、大きな観点からみると

１つのまちづくりに関して将来的な展望みたいなものが必要になってくる計画というのが絶対

あるはずなのです。ですからそういったものについての、短期的な計画というのはあるけど、

中、長期的に取り組んでいかなければいけない、将来的な目標をしっかり定めながら取り組ん

でいかなくてはいけない問題に対しての計画がやはり見えてこないと何とも言えない部分があ

るので、その辺はもしあれだったらたたき台として上げていただければと思います。 

○委員長（山本浩平君） ほか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今の計画の件については結構です。ぜひそういうふうにしたほう

がいいと思います。もう１つは、これは議会だけで議論するというわけにはちょっといかない

と思うのです。ですから少なくても町に議会としてはこういう考え方でこれからこういう作法

に入りますということや、以前通年議会のときにそういう調整期間をつくってやっていくこと

を先に確認しておいたほうがいいのではないかと思うのです。議会がこうやるといっても町の

ほうとのかかわりあいがあるわけですから、そういう協議期間をきちんとつくってやったほう

がうまくいくのではないかと。議会は議会としての意見はどんどん言うと、いう中でこちらで

やろうしていることもきちんと町側には伝えて、そしてやっていくようなふうにしたほうがい

いのではないかと思っているのですがいかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 今大渕副委員長から提議されたことについて、皆さんいかがでしょ

うか。協議期間を設けて町側と摂政するということでございますけれども。氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君） その意見には本当に大賛成です。そういったお互いの認識があれば行

政側の先走りもなくなるでしょうし、そういった協議の中で中、長期的な計画についての、別

に何も限るというわけではないですけど、中、長期的な３年、５年以上の計画を盛り込む中で

それが必要であればやはり行政側との調整期間というかそういったものの中でしっかり議論し

ながらやっていくべきものだろうと思います。 

○委員長（山本浩平君） ほかの会派の方々いかがですか。近藤委員いかがですか。 

○委員（近藤 守君） 今、町と協議をしながら期間をおいていくという大渕副委員長の意見

に賛成です。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員いかがですか。 

○委員（西田祐子君） 構いません。 

○委員長（山本浩平君） 私どもも異論はございません。前田委員外議員いかがですか。 

○委員外議員（前田博之君） 私も結構だと思います。ただ、その前に期間を設ける前にある

程度の項目は上げて、ある程度の整理するしないは別にして、こういう部分があるのだという

ことを認識した上で協議を開くべきだと思います。 

○委員長（山本浩平君） その辺は事務局のほうで調整できますか。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは行政側にしても大きな部分ですからやはりきちんと議会

は理事者なりに筋は通しておかなければならないのではないかと事務局としては思います。で

すから事務局がまず一時的にやる部分ではなくて議会として１回やっていただかないと担当課

に直接行ってもきちんと協力はもらえないのではないかという気がするのです。というのは今

変な意味ではないですが議会関係なしで素通りですから、それを議会を関与させるということ

になるわけですからやはりよっぽど通年議会のような専決処分の部分みたいなような部分とい

うのがかなり出てくるので、３次の中でも言っているのは町との審査の協議により追加をする

という表現なのです。ですからその部分で、議長になるのか正副議長になるのか議運の委員長

になるのかわかりませんけど１回そういう協議の場を持つという話はしていただいたほうが事

務局としてはありがたいという気がします。 

○委員長（山本浩平君） 議会だけで勝手にできる話ではございませんので一度やはり議長、

副議長等々と理事者と話をしてもらって、それから協議会なら協議会を設置するというような

ことでいかがですか。その協議会をどのようにつくっていくかというのもあるのですけれども。

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。我々は我々で前田委員外議員が言われたように進めら

れるところは進めると、何もそれは構わないわけです。何も別に向こうの言うとおりにやると

か、そのようなことを言っているのではなくて、我々が町とのかかわり合いがあるものについ

てはやはり協議をきちんとしてやるべきだろうと。ただ、こちらの考え方をまとめるのはどん

どんもし早かったら、どんどんまとめてここまでいったということで向こうと相談するという

ことだから。だからそれはどんどん進めながらやるということで私は構わないと思います。 

○委員長（山本浩平君） どうしますか。この日程的なものも含めて、これは時間を要します
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よね。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） どうして事前にお配りさせてもらったのかというと参考になる

のがここの中にたくさんあるのです。本吉町は完全に法令の部分と法令ではない部分は分けて

いますし、ですからこういう部分から探していけないこともないと思います。ただ、すべての

計画をどういうふうに盛るかというのは当然議会の今後の活動日数にも影響してきますし、そ

の辺は考慮して組まれていくべきかと思うのです。そして従来はうちの議会は政策形成過程に

関与するという形で長いスパンの中で所管事務を生かした中でやってきているのです。議決事

項になると今度は付託案件に変わるのです。どういうふうに審議していくかというのは従来と

違うような、事前審議の形で出てきますから、これも注意しなければならないという部分、注

意というか加味しなければならない部分だろうと。せっかく議決事件にしたことによって逆に

従来の弾力的にやっていたものが狭まるということですから、確かに議会も許可をもらって試

行するということは素敵なことだと思いますけど、逆に議会の意思が激しくなるのであればマ

イナスでしょうし、その辺の議論はまだまだ十分いるのではないかという気がします。まず事

務局としては正、副議長なり議運のほうで１回徐々に筋を通してもらって、それから議論、議

決事項ですから議会が勝手にやれというならやれるのですけど通年議会のように町とのかかわ

りが非常に出てきますので１回筋を通してもらってから進めていければいいかと思っておりま

す。通年議会のときも副町長と総務課長でした。今度は総務部長、総務課長になるのかわかり

ませんけど、それと前は議会運営委員会の正、副委員長が別機関を設けて協議をしたのです。

ですからそういう部分でもいいのかという気がします。副委員長が言われたのはそういうこと

ですね。 

○委員長（山本浩平君） それでは、きょうは議長は欠席ですけれども、まずは理事者側に話

をして、それから進め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） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 今私がどうして言ったかというと２月４日付けで議運の委員長か

ら新聞記事のきていますね。これがあるために私は言ったのです。これは会派でも議論したの

ですがなかなかそんなに簡単なものではないということがわかったのです。我々の会派では。

それでこういうこともあるので今そういう発言させてもらったということで、そこが決着がつ

いたのであれば、これはちょっとやってもらったほうがいいかと思っていました。 

○委員長（山本浩平君） きょう時間があればその部分にふれたいと思ったのですけれども、

せっかくこの機会皆さんお集まりですので、新聞記事お持ちになっていますか。道新に載って

いたと思うのですけれども。ちょっと読みます。全体を読むわけではないですが、たまたま建

設厚生常任委員会の所管事務調査のときに住宅マスタープランのときなのですけれども、その

前日に審議会みたいなのがございましてそこで議論されたことが先に新聞に載ってしまって、

その翌日に建設厚生常任委員会で方向性の説明があったということで町側から課長のほうから

先に報道が載ってしまって申しわけなかったというような謝罪のお話があったわけでございま
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す。それで似たようなことが、かつても今まで白老町以外にもございましたし、苫小牧の道新

の記者なのですけれども苫小牧の市役所もいわゆる議会に発表前だからということで職員にい

ろいろな政策や方向性を記事にしようと思って伺ってもなかなか市当局ではお話をしてくれな

いと、神経質な対応をされるということで、しかしながらこの新聞記者の考え方としては市民

が報道を通して市制の新たな動きを知ることに何か問題があるのだろうかと。市民より市議会

が先という根拠がよくわからないということでちょっと批判的な記事が載っているわけなので

すけれども、この点について基本的な考え方について一度皆さんで議論を、これはなかなかど

ちらが正しいとか正しくないとかということにはならないかもしれませんけれども毎回毎回こ

ういうような問題が多分出てくると思うのです。この辺について一度皆様方のご意見だけ拝聴

したいと思ったものですから、このことについて意見交換をさせていただきたいというふうに

思います。いかがでしょうか。共産党さんでは会派でお話された内容をちょっと伺いたいので

すが。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） きのうやったので忘れていないのだけども、結論を先に言えば卵

が先か鶏が先かの議論にしかならないのです。要するに、苫小牧市も同じだけど町側が、例え

ば水道料金を上げるとしたら水道事業審議会にかけて、そして町民の意見を聞くわけです。そ

こは情報公開条例があるから公開されているわけです。記者さんが入ります。そこをくぐらな

いで議会にかけるというわけには多分町側はいかないのではないかというふうに思うのです。

我々からしてみたら新聞に載ってしまってから議会に言われて一体これは何だと、こうなるわ

けです。どちらが先なのかとなると議会は議案を否決する権利を持っています。審議会は否決

はできるかどうかわからないけど、そういう正式なものはありません。もちろん否決したら町

側はやらないのだろうけども、そういうことを考えると議会に与えられている権利というのは

非常に大きいと。例えば水道事業審議会を通して水道料金を上げるといって決まったものでも

議会は否決をすることができると、そういう権限をもっていると。そういう中で、だけどうち

の会派で出たのは感情論として、どうも審議会の人が新聞に出るから議会に言われてもそんな

ものというのも感情論としてはあるというようなことで結果としてはなかなかこれはやってみ

たら難しいと、議会軽視だとか何とかみんな言うでしょう。先に私たちに教えないで新聞に出

たと。だけどこの苫小牧の記者が言っているのもなかなか含蓄あること言っているのです。こ

ういうふうに書いているのです。昨年９月から市議会定例会を取材しているが自ら情報収集し

調査しするどい質問をする市議もいる。市民が議会に期待しているものは市の予算や政策の審

議を深め厳しくチェックすること。早耳にそれほどこだわる必要はないと思うと書いているの

です。こういうのを見るとどこが正しいとか正しくないとかというのはあるのですかねという

議論で、結果的には終わったのです。それでこういう問題が出たときはやはり余り角を立てな

いで機関競争主義なのだけど町ときちんと打ち合わせをするものは打ち合わせをしながら１番

いい方法は最後は午前中審議会をやって午後から議会をやってもらうと。そうしたら絶対新聞

に１回しか出ないから大丈夫ではないかと。そんなばかなことを言ってもしようがないなとい

うことになったのですが、その程度の意見しかいくらやっても出ないのです。 
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○委員長（山本浩平君） 過去にも何回かあったのです。何でこれ先に載ったのだと。町民か

ら聞かれて、そのとき議員が答えられないと。それが我々にとっては非常に困るのです。知り

ませんでしたとなかなか言いづらいと。 

 暫時、休憩いたします。 

休   憩  午後 ３時２０分 

                                         

再   開  午後 ３時３８分 

○委員長（山本浩平君） 委員会を再開いたします。 

 この際、同じようなことなのですけども、もう１点私のほうから皆さんのご意見を伺って、

これは会派にまた持ち帰っていただきたいのですけども、実は２月 13 日の道新に議員の出席表

掲載のことが記事に載りました。実は私のところの携帯に道新の記者から電話が入りまして議

運の委員長のご意見を伺いたいということで電話がありまして、私の議運の委員長という立場

ですから、この掲載のメリットということで聞かれたものですから委員会の活動など余り知ら

れていない議会活動を町民に知ってもらえる機会にもなるし議員の緊張感も増す、それぐらい

なのかというようなことを話をして、しかし私は個人的にはこの出席、欠席で諮られるという

のは余り賛成はできないのだという個人的にはそういうようなお話をしたのですけども記事と

してはこのような記事が載りました。たまたまきのう会合があったときに苫小牧の元市議会の

議長さんにこの出席表掲載についてのことを聞かれ、逆にそれぞれの自治体の議会議会でいろ

いろ議会改革はあるだろうけれども、このことについては私どもは余り理解できないというよ

うな個人的な見解を実は言われたのです。この出席表掲載について１月 31 日発行の議会だより

に掲載されましたけれども、今後これを、試行としてやっているのですけども、これも公的な

ものできちんと認めてやったほうがいいのかどうなのかというのを一度会派に持ち帰って議論

していただきたいと思っております。上坊寺事務局長、この前言っていたのはそういうことで

したね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ３次改革の項目に入っています。全会派も一致でやるというこ

とになったのです。ですから手続き上は広報広聴でどう載せるかというだけです。 

○委員長（山本浩平君） ちょっと私も勘違いしました。このことについては皆さん了承済み

でよろしいですね。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私も聞かれました。177 日ですか、大渕副委員長がパーフェクトとい

うことで言っていましたし、私は５回休んだと言われてどうのこうのと言っていましたけど、

これはやはり知る権利でもっていいことだとはその方は言っていました。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それが発行されたのは２月ごろだからその前に町内会長のとこ

ろにも届いているのです。たまたま 29 日でしたか、町連合の役員の新年会があって私、部長方

が全部出たのですけど、そこのときもその話題が出ていました。割とそんなに否定的ではなか

ったのです。というのは議会の活動がみえてわかりやすかったという話のほうが多くて、誰が
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何日出ているとか、誰がだめだとかという、そういう話は余り出ていなかったような気がしま

した。参考に。 

○委員長（山本浩平君） ではこのことについては、これ以上議論しても仕方ない、仕方ない

というよりもそういうことで皆さん全会一致で行っているという認識にしたいというふうに思

います。それでは配りながら説明をさせていただきたいと思います。議長の諮問事項の議員報

酬のあり方ということで前回各会派の意見を聴衆をいたしましたけれども、では具体的にどの

ように進めていけばいいのかというところがなかなか明確には出ていなかったということで論

点整理ということで上坊寺事務局長のほうでまとめていただいたものがございますので、この

論点を基本的に皆さんと自由討議をしたいというふうに考えているのです。それぞれなかなか

意見も分かれるところもあると思いますので、上坊寺事務局長この内容について説明してもら

えますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応これは私のほうで素案をつくらせてもらいまして正、副委

員長の中で、一応今後意見を出してもらっただけですからそれが煮詰まって意見がかみ合って

いるわけではないのです。ですから具体的に出して、こういう部分はどうなのだということを

議論していただければいいかと。これは一応皆さんから出されてきているところの主要な部分

をちょっとピックアップしてきたのです。ですから出されている中で出た言葉ですから出てい

ない言葉ではないのです。ですからそういう部分でそこに限って検討という部分で議論しては

どうかと思っています。１ページはちょっと難しいのですけど、２ページ以降は具体的に皆さ

んが言っている部分ですから、町民の民意を反映して民意に応えると書いてあるのです。では

その中身はどうなのですかというのを具体的に議論しないとただ言葉では表現してますけどわ

からないのではないかという気がします。２番目のところを見てもらったらいいのではないか

と。ここは専従職とボランティアの部分なのですが資質の向上を図り、専門性や調整能力がま

すます求められると書いているのです。そういう方向性なら専従化に向かっていくのではない

のかという議論が１つあるのと、地域の代表、市民性のボランティアを志向すると書いてある

のですけど、それだったら行政との競争を図っていくのがだんだん薄れていくのではないかと

いう議論。もう１つは専業化に向かうとしたら兼業している人は立候補できないのかとそうい

う議論もあるのではないかと思いましたので、皆さんから出されている言葉を最大見つけてき

て、ここについてきちんと議論できなければ皆さんの意見が修練していかないのではないかと

思って何点かずつ出しています。まだこれだけではないと思いますので皆さんからも出してい

ただいた中で、今後議論してまとめていければいいのではないかと思って、ちょっと委員長、

副委員長と協議をして案をつくらさせていただきました。１ページ目はすごく難しいかもしれ

ません。下のほうに図式ですとか基本的なことを書いてありますので、これが参考になる部分

かという気がします。 

○委員長（山本浩平君） 質問をまず受けたいと思いますが、何かありませんか。ご意見でも

構いませんけれども。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 論点３の議員報酬の支給の根拠のところの検討の２つ目のところ、多
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様な議員活動を公務と位置づけたとき、その活動は議員の義務となり、町民に対して議員活動

の実証を各議員が説明責任を持つこととなるがどのように考えるかと、何かよくわかったよう

なわからないような文章なのですけど具体的にはどういうことをいっているのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは議論の中でも出ていたと思うのですけど、要するに多様

な活動を公務と位置づけるという考え方は皆さん多いのです。それぞれの会派の考え方は公務

として位置づけると。だけど、それが例えば公務と位置づけるとしたら給与条例に載せればい

いのかという議論も確かに出ているのです。そうしたらそれは議員の活動の義務ですから自分

はこういう活動をこういうふうに費やしてというのは当然町民に説明する義務が出てくるので

はないかという考え方をどう思いますかと聞いているのです。私が、そこに意見が出ているか

らどうなのですかと聞いているのです。ですから皆さんが意見を出したのだから、これに対し

て答えられないとだめなのです。だからそういう疑問にお互いに議論をして考え方を一致しな

ければ町民のところに出ていってもばらばらになるのではないかと。一定源のところは修練し

ていく必要はあるのではないかという気がします。報酬を上げる、上げない、現状でいい、で

あっても将来の議員増のあり方にしたとしても説明は町民につけなければならないのではない

かという気がします。これは清風クラブさんが言っているのではないかもしれないけど多くの

会派はそう言っているのであれば、それは考え方としてやはりそう問われたら答えられなかっ

たらならないです。だからこれは論点として私が皆さんから出ている意見を想像して、こうい

うことで議論したほうが深まるのではないですかということなのです。１番のほうがちょっと

抽象的かもしれません。あとは具体的になっていると思います。 

○委員長（山本浩平君） 基本的にこういうことでやはり検討を重ねていったほうが皆さんよ

ろしいですね。その辺どうですか。必要がないというのであればもうあれなのですけども。西

田委員。 

○委員（西田祐子君） 質問します。清風の西田です。論点５のところの最後の兼業したら地

方歳費は選択できないのかということなのですけど、これは法的根拠はいいのですか。できる

ということで理解してもいいでしょうか。それともできないのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 地方歳費ということは法律上はない言葉です。ただ、県の議長

会から提案されていたり実際に議員報酬を議論するときに国会の総務委員会の中で議論されて

いる言葉ですから法律上は明文化されている言葉ではありません。ただ、兼業していたらやは

り地方歳費を選択できないという考え方もある以上は、ここは議論しておいたほうがいいので

はないかという気がします。なぜ選択できないのかという部分も含めて。兼業していても今は

議員さんは立候補できます。立候補ができるのだから、それは報酬をもらう権利は当然あるか

ら報酬をただ単に地方歳費と名前を変えただけですから。地方歳費の考え方というのは年俸制

の考え方ですので、要するに議員活動１年間の活動と例えたときに政務調査なり費用弁償も含

めて年俸制としていくらあればいいかという議論ですからすごく説明責任は難しいと思います。 
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○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 清風の西田です。もう１つ、議員報酬というのは生活給なのかどうな

のかということが大きな論点ではないかと思うのです。ところが先般議員年金を廃止するかし

ないかといったときに議員年金は、結局今いただいている方々は議長がそのときに言った発言

は生存権にかかわる問題だと。だから議員年金をもらっている方々が今議員年金というものを

全面的に廃止をしてしまったらそういうものを奪ってしまうことになると。そうなってしまっ

たらそういう議長の話を聞いているとそのときには議員報酬は生活給ではないと言いながら、

では年金になってしまったらそれがないと食べていけないということになってしまったらやは

り議員報酬も生活給ではないかと私はそういうふうに感じたのです。そういうところの議論と

いうのは今回はしなくてもいいのでしょうか。私はそこがどうも引っかかってすっきりしなく

て、皆さんはどう考えてらっしゃるのですか。 

○委員長（山本浩平君） この辺に関しては論点４のところで整理をされていまして、前回の

中では清風クラブさんは会派としての意見の統一に至っていないというふうになっていますけ

れども、ほかのところはそれぞれの考え方が出ております。私どものところはボランティア化

ではなく生活給として採用するほうがベストとはいいませんけどベターではないかという意見

ですし、共産党さんもそうです。一応前回はそういった意見は出ています。さらに議論を深め

ていくために、この論点４の中に検討事項として専従化に近づいていくとしたら生活給にはな

らないか。とか、役務の退化、実費弁償だとする矢祭町議会の日当制であってもいいのではな

いかと。これは必ずしもいいと言っているわけではなくて、この辺をどうなのでしょうかとい

うことで、町民の前に出たときに説明を果たせるようにしたほうがいいのではないかというこ

とだというふうにとらえています。いろいろ考え方は出てくると思うのです。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。いずれにしてもやはりもうちょっと議論として深める

必要があるだろうというふうに思うのです。ですから２時間なら２時間やはり、会派では当然

議論していただくわけだけれども会派で議論しながらもそこに縛られることなく自由に、それ

はスイッチを切る切らないということではなくて、自由にやはり本当に議会議員とは何なのだ

と議会の果たす役割とは何なのだと議員の果たす役割とは何なのだと、白老町はなぜ今改革を

しているのだと。そしてその結果として報酬はそれに見合っているのかどうかというあたりを

自由討議で、何を言ってもいいという意味の自由討議ではなくて建設的に白老町議会が今後目

指す方向に一致していけるような議論がやはりもうちょっとしておく必要があるのではないか

と私自身は思うのです。そこがないと、町民の皆さんに説明する説明責任といっても報酬を上

げる上げないという説明をするにしてもできないのではないかと私は思うのです。ただ、上げ

るとか上げないとか、出ている日数が多いとか少ないとか、そういうことではなくて白老のま

ちにとって議会が必要なのかどうかという話になると私は思うのです。だからそういうことを

もうちょっと議会の果たす役割、議員の果たす役割とは何なのだというあたりを含めて議論を

したほうがいいのではないかと私は思うのです。だから自由討議という定義も今はないのだけ

どやはり私は切らないで、そしてきちんと議事録に残るような形で２時間でも３時間でも自由
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討議を何回か重ねたほうが、この問題についていえば私はいいのではないかというふうに思っ

ています。 

○委員長（山本浩平君） 皆さん、いかがですか。今、副委員長から意見がございましたけど。

前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 私はやはりいいことだと思います。そして同じやるにしても本

当に自由に議論できるようにしたほうがいいと思います。だから仮に議運でやるにしても会派

会議で一生懸命議論したことを会派代表ではなくて会派ではこういう意見があったと、ここに

来た人はここである程度議論を言えるような形で自由に本当に討議したほうがいいと思います。

私も含めて、そういう人も無会派だからこうではなくて本当に記録を取る取らないは別にして

も、あくまでも本当に議論したほうがいいと思います。ちょっと何か公のテーブルになると発

言することをわだかまりをもっているような言い方でやっているから、そうではなくて本当に

学習も含めて私は議論したほうがいいと思います。今大渕副委員長が言ったのはもっともだと

思います。それによってお互いにわからないことも理解していくので、そういう機会というの

をもったほうがいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど上坊寺事務局長からこればかりではないというお話もござい

ますし、当然ここに書かれたことすべてが、私個人的にはそうかなと思うところもたくさんあ

りますのでやはり自由な討議を次回の日程のときにやりたいと思いますので、まずは会派に持

ち帰って議論をしていただいてそこで会派で意見が統一されなかったとしても出された意見

等々をぶつけ合ってみたいというふうに思いますのでよろしくお願いをしたいと思います。な

かなか、非常に難しいところもございますし、今までこういったことを報酬のことで真剣に議

論したことがなかったと思うのです。ですからある意味いい機会なのかというふうに思います

のでよろしくお願いをしたいと思います。きょうもそんなに進まなかったのですけれども、や

はり中にはいろいろといいご意見もたくさん出たと思いますので次回の日程はまだ決まってい

ませんね。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応日程は２月 18 日、３月３日です。ただ、18 日は用のある

方が２名ぐらいいます。２月 18 日議案説明会の後の議会運営委員会。議案説明会は多分１時間

かからないのかと思います。３月３日は新年度予算の議案説明会が２日ですから議会運営委員

会が何分とれるかというのがちょっと微妙なのです。多分２日間で一般会計の説明から特別会

計、議案の説明まで含めて２日間ですのでちょっと厳しいかと思っております。とれないかと

思っております。３月８日の日は一般質問の通告締め切りですけど３時から広報の小委員会に

場を空けなければならないですから多分時間は無理だと思います。そうなると勢いよく３月議

会が終わるまでは１回もとれないということになるのです。ただ、８月まで一応報酬の議論、

９月ぐらいには多分新財政改革プログラムの改訂版が出てくるのではないかと思いますけど４

月からですとあっという間に過ぎますので６月議会を挟みますので議論は本当に短いという。 

○委員長（山本浩平君） ということで、はっきりとした日程はまだ決められませんけれども、

きょうの残った部分についてまた１つ１つ行っていきたいと思いますので、倫理条例もそうで
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すし、この議長の諮問事項について並行してやっていきたいと思いますのでよろしくお願いを

したいと思います。政策研究会の関係がございまして条例規則、運営基準の改正について、先

ほど説明がございました議員の賛否公表と会派制会派代表者会議の明記というところについて

は３日までぜひ各会派での話し合い、調整を終えていただきたいというふうにお願いを申し上

げておきたいと思います。文章でとらせる形をとりますか。それとも３日できるかどうかわか

らないのですね。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ３日が議案の関係でどうなるかわからないです。ただ、８日の

日が一般質問、代表質問の締め切りですから。３日の日様子をみてみましょう。３日のもしだ

めだったら３日の日にもう１回調整をとってもらって。一般質問も代表質問もありますので。

３日の日の様子をみるしかないです。会派会議だけはしてもらって。 

○委員長（山本浩平君） ３日の日に何とか調整をしたいと思いますので、それまでに会派で

会議を行っていただきたいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告  

○委員長（山本浩平君） 以上もちまして、本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。  

（午後 ４時０５分） 


