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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７月２７日（火曜日） 

 開  会   午後 ２時１２分 

 閉  会   午後 ４時０９分 

                                         

○会議に付した事件 

１．第３次議会改革について 

                                         

○出席委員（７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       

                                         

○欠席委員（なし名） 

                                                  

○説明のため出席した者の職氏名（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 

     主        幹     熊 倉 博 幸 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（山本浩平君） これより、議会運営委員会を開会いたします。 

                                （午後 ２時１２分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 先般の続きになりますがあと何項目かだけだと思います。議員論理

条例の全面見直しについてということで、再度私どもの会派を中心に反対をしているわけです

から検討してほかの会派の皆様方も「もう一度考えてきてください」といったようなことでお

話をしていたと思います。その部分についてやっていきたいと思いますが、最終的には議員一

人一人の身分にかかわることでございますので全会一致というような形でなければ無理に載せ

るようなことはしないというようなことも前回確認はさせていただいたというふうに思ってお

ります。それでは懸案になっていたところから行なっていきたいと思います。皆さん前の資料

をお持ちでしょうか。「議員倫理条例と先進事例案の対比表」でございます。資料の３でござい

ます。第５条の（４）（５）（７）についてだと思います。（６）については「納付に関する税及

び使用料を滞納しないこと」これに関してはこれでいいというようなことだったと思いますが

確認します。第５条の（６）「町に納付する税及び使用料を滞納しないこと」これに関しては次

のページの第７条「税等納付状況の報告」ということでございます。こちらのほうを残して政

治倫理基準等には載せないというようなことで前回確認をしているということでございますが

そう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） ではこの（６）は載せないということで決定をいたしたいと思いま

す。及川委員。 

○委員（及川 保君） これは前回の議運の中で私が申し上げたのですが（６）は残して逆に

７はなぜここまでやらなければいけないのかという話を前回させていただきました。 

○委員長（山本浩平君） 清風さんはそういうことなのですね。決定ではないということです

ね。それではこれもやはり議論をしなければならないということになるというふうに思います。

ほかのことに関しましては私どもが、４と５と７を反対しているのですが、これも再度私ども

会派の中で打ち合わせをいたしましたがこのような具体的な項目を政治倫理基準等に載せるこ

とに関してはあらためて賛成できないとこういう結論になりましたのでその報告をいたしたい

と思います。扱いとしてどうしますか。要は全会一致ということにならないということなので

す。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党、氏家です。今委員長、今回倫理条例の議論に入る前に全会一

致でなければ載せるべきではないという話で進んでいますからそういうことであれば各会派の

意見をしっかり聞いたほうがいいと思います。こういった議運の場ですからまずなぜというの

が今までのまとめの中で話してもらいたいと思いますし、我々の考え方は我々の考え方の中で

ちょっとお話をさせていただいてやはり記録に残しておいたほうがいいと思うのです。我々公
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明党としてはこの先進事例案にとらわれているわけではなく上位法というものが１つあってそ

の中で白老町がこれから目指す倫理条例、具体化した形が今回のこの条例の中身だと私たちは

とらえています。ですから幾らこれから外そうが何をしようがあくまで上位法の中で議員は身

分を守られているということは間違いないのです。ですから本来であれば誰が出てもこの議会

に挑戦してきてもこれを見ればしっかりと自分の身分が守られるような条例でなければならな

いと私たちはそういう観点からできるだけわかりやすくしていくことが一番大事なことだと思

いますので、ただしあくまでもこれは条例であります。条例文にしていきますとどうしても制

限があってこういった形にしかならないという部分もありますでしょうから私たちは、本当は

できるだけわかりやすく条例として載せるべきだと考えていますので、今回いろいろな議論を

今まで尽くしてきたと思いますので各会派の考え方だけはしっかり聞いておいたほうがよろし

いかなと、これはどこで行なっても町民の前に出て行ったときに訴えることができることだと

思いますので私は上位法がある以上は具現化していくことが大事なことだと思います。条例案

として条文にするときにはこういった形になるということは公明党として理解しているつもり

でございます。 

○委員長（山本浩平君） 今、氏家委員から出ましたのでそれぞれ記録に残しておいたほうが

いいということでございますのでなぜそれでは反対なのかそして賛成なのかということをそれ

ぞれの会派から伺って見たいというふうに思います。一つ一つやっていきたいと思います。（４）

政治活動に関し町が締結する工事、製造、その他の請負契約云々あります。これについてなぜ

賛成なのか反対なのか。私どもこれに関しては載せるべきではないというようなことでござい

ます。これは、一つ一つとってどうのこうのというのではなく私、前にもお話をしたように先

進地の倫理条例をそのまま載せるということは、先進地というのはいろいろと過去に問題等々

があってその上で恐らく議会に対しての町民や市民からのいろいろな信頼関係そういったもの

が損なわれるそういうような状況の中から恐らくこういった具体的なことも載っていたのだろ

うというような想像の中で、私どもは基本的には倫理条例そのものに関しては審査会のハード

ルを下げた状況の中でそこまでで十分だという基本的な考え方を私どもは持っております。で

すからこういった具体的な内容云々書いているものに関しては必要ないという考え方から（４）

についても必要がないというような考えでございます。それでは伺っていきたいと思います。

日本共産党さん（４）について。 

○副委員長（大渕紀夫君） 先ほどちょっとお詫びがありましたが私たちは具体的にきちんと

すべきと抽象的に決めるというのは一番だめな行動だと、議会として決めるわけですから私は

具体的に決めていく、それは町民も議員もよく理解できるそしてこれを変えて議員が新しくな

った場合もよく理解ができるというような条文にしないとそれはいくらつくっても宝の持ち腐

れなのです。なぜ先進地かと、例えばトラブルがあったにしてもそういうトラブルはそれでは

白老で起きる可能性がないのかといえばゼロではないです。いろいろなことが起きる可能性は

どんな場合も全部あるわけです。そうすれば先進地のまねをするとかそういうのではなく、最

も進んだところの議会の形を取り入れていくということは、私はしごく当然なことだと思いま
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すし、それがもし言葉上の先進地だとしましたら私はそこに学ばなければいけないとこれは当

然のことだと思います。ですから私はまねをするとかそのようではなくよりよい倫理条例をつ

くるために我々のための倫理条例ですから本当に具体的なものにしていくとそのことが今私は

一番大切ではないかという立場から我々の日本共産党としては具体的な条例、条文にすべきと

いう意見でこの件については賛成でございます。 

○委員長（山本浩平君） それでは及川委員、清風クラブさん。第５条の（４）について賛否

分かれている内容を一つ一つ各会派から伺っていくと。 

○委員（及川 保君） なぜ事細かに決め方は条例化しないといけないのかということが会派

の中では議論になっております。今、具体的にという話もあったのですが基にありますように

政治倫理基準というのがもともと３条からあるのですがこれで十分ではないかという考え方で

ございます。こと細かに決める必要はないのではないかとすべて網羅されているのではないか

という考え方であります。 

○委員長（山本浩平君） 今までの平成 11 年３月 25 日に制定された第３条の中で十分ではな

いかということですね。ですからこの（４）は省くべくということですね。わかりました。そ

れでは近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブは大分前に議論したのですが決めることはきちんと決める

と、決めたことは議員を守りますしまた議員もそれによって守られるという非常に大事なこと

だと思うのです。何かいいかげんにやっておいて常に抜け道を狙うようなことはあってはなら

ないとこんなふうに我々は考えております。常に議員として町民の上に立つ者は平たくいいま

すと「清く正しく美しく」というような人生教訓でいくべきだと私は思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。先ほども申しましたとおり条文化するということ

は本当に誰もが見てわかりやすく、先ほど大渕副委員長も言っていましたが具体的に載せるべ

きものだと思います。それを条文化するとこういった形になるのだろうなと先進地に学ぶとい

うことは決して恥ずかしいことでもないですし、本当にそういったものを１つ教訓にして自分

たちの身を守るそれが倫理条例だと私たちは思っておりますのでこの（４）についてはこのま

までよろしいと思っております。 

○委員長（山本浩平君） それでは前田委員外議員、参考までに伺ってみたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君） 私も前回言ったように議会議員はかくあるべきだということで、

ここにも書いてあるように議員はやはり議決やまちづくりなどでかなりの権限を持っています

のでやはり範を示すというべきであり具体的に決めるべきだと思います。近藤委員、氏家委員、

大渕委員それぞれお話しましたが最もだと思いますので私も具体的に書いておくべきだとこう

思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。結論としては賛成３、反対２という

会派の数ではそういうことになりましたがこの（４）についてさらに何か申し述べておきたい

ようなことがあればどうぞ。それでは私のほうからこのことに対して賛成をされている方々に
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ちょっと伺いたいのですが「最後に関係者から寄付を受けないこと」となっております。白老

町は非常に小さな町でございましてこの町の仕事、製造業からの業務委託、契約から何から行

なっている業者さんあるいはそれと関係している個人の方々もそれぞれのいろいろな人たちを

応援するケースがあると思います。決して事業者からの寄付とかではなく仮に個人の寄付があ

るとします。しかしこの内容から見ますとその関係者からの寄付を受けないこととなっている。

これに関してはその部分に触れるのではないかなというふうに思われるのですが、この点につ

いていかがでしょうか。私はこの小さなまちの中でこのようなことを載せる必要はないという

考えでございます。これについて氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。これは小さいとか大きいとかという話ではなくし

ごく私は当たり前の話だと考えています。幾ら小さいとか大きいだとかいう単位で物事を考え

るのだとすればそれはそういった単位ですべての物事を考えなければいけなくなってしますの

ではないのかなと私たちはそう考えますのでこれはしごく当たり前のこととそう考えています。 

○委員長（山本浩平君） 前段に小さい大きいと私が申し上げたのでそのことに触れられたと

思うのですが、小さい大きいは抜きにしまして具体的に例えば公明党さんを支持されている

方々がご商売をやっていると「何かのことでお役立ててください」ということで「これは１業

者としてのあれではございません」と「町から仕事をいただいている業者としてのあれではな

くあくまでも私個人の浄財ですから何かの選挙活動資金にご利用ください」と言ったときにこ

の部分は触れないのか触れるのかということです。この点についてはどのように考えられます

か。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。これはあくまで町が発注する工事、請負契約また再委託そ

ういった関係性をもつ業者さんからのそういった寄付はもらうべきではないと、ほかのいろい

ろな個人の業者さんがいらっしゃるかも知れません、しかしそういった形の方々というのは私

たちが例えば寄付を受けたにしても収支報告書にきちんと載せて別に後で何を言われてもいい

ように、ただ町の発注する工事請負契約そういったものを結んでいる業者さんからの寄付とい

うのは、私たちはもらうべきではないとそういうふうに考えます。 

○委員長（山本浩平君） 共産党さんはいかがですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに上位法があって個人からの寄付と業者からの寄付という

のは全く違うわけですよね。全く違うと思うのです。ですからここでいう関係者の中身はいろ

いろ問われる部分はあるかも知れません。ですが個人からもらうという部分についていえば例

えば直接仕事をもらっている社長さんから寄付をもらうということはいろいろありますが私は

もらわないほうはいいと思います。それははっきりしています。ただ関係者といえばどこまで

関係者というのか知りませんが勤めている人も関係者というのかどうかわかりませんが、個人

からもらう分については正式に規制法では違反ではございませんので上位法には抵触しないわ

けです。ですから、そういう範囲のことも含めて考えないとそれはひょっとしますと審査会の

判断基準になるかのどうかわかりませんが私は法律的には罰せられないわけですから、ただ個

人的にいえば例えば誰かが仕事をもらっているその社長から寄付をもらうというのは個人であ
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ってもそれはやはり私は自粛したほうがいいと思うという範囲です。ですから上位法との関係

がございますからそこは法律的に違反しなかったら法律違反ではないわけですから。ただここ

の倫理基準というのはあくまでも倫理基準ですから我々がどういう議会活動をどういう議員活

動を送るのかということですか私はそういう判断でいいのではないかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 私はむしろその関係者から寄付を受けないことが明言されておりま

す。これはどちらにも取れるような内容ですよね。ですからこういったものを具体的に何も載

せる必要がないのではないのかと。逆にそういうふうに私どもは考えているわけでございます。

近藤委員いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） 私、業者関係ないのでもらったこともないのでよくわからないのです

がやはりこれはこれなりにきちんとインパクトがあるものですからこれはきちんと載せておく

べきと私は思います。 

○委員長（山本浩平君）  

 

 

 

 

 

 

 

 

私が言いたいのはそれぞ

れいろいろな立場の中でいろいろなことがあると思います。ですから議員そのものの活動を狭

くするような内容のものを具体的に載せていきますと、これから議員になる人あるいは議員活

動を行なっていかなければならない人たちも最終的には自分たちの首を絞めるような内容を盛

る必要はないのではないかとこういう考え方で私どもの会派としては具体的な内容について載

せることについては賛成しかねるということでございます。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党の氏家です。今、委員長のほうから機関紙の関係、個人的な見

解だと思いますがそういう言葉が議運上で出てきたということは私もやはりそのまま聞き逃が

すわけにはいかないのです。党の機関紙の購読を推進していくということは我々党員にとって

党の理解のために大事なことです。それを何かの政治資金のために何かに使っているとか使っ

ていないとかという何かそういうニュアンスの言い方をされますと、話が倫理条例の話をして

いく中でそれがどう倫理とかかわってくるのでしょうか。私たちは恥ずかしいことをしている

わけではありませんし、どこの法律に照らし合わせてもそれは間違ったことをやっているわけ

ではありません。                                変な

勘違いをされているのではないですか。それを真に受けているのが委員長だと私はそういうふ

うに思いますがそういった話をこの議運の場でする話なのでしょうか。 
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○委員長（山本浩平君） この関係者から寄付を受ける、受けないということは明言されてこ

こに載っています。寄付というのは政治活動の活動資金になりますよね。ですから機関紙等も

当然これは活動資金に当てはまりますよね。そういったとらえ方なのです。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 委員長がどうとらえようが私の言っていることは上位法の中で党の機

関紙を購読してもらうことが政治資金法に引っかかる話なのですかということです。 

○委員長（山本浩平君） それは引っかからないと思います。 

○委員（氏家裕治君） それは個人的な意見ですよね。                 

それを当たり前のようにして議運の中で言っていること自体が私はおかしいのではない

ですかと言っているのです。これは上位法に引っかかるような話で今の話をしていますよね。

おかしいのではないですかということを言いたいという言い方をするということはやはり上位

法に引っかかるのですかということを聞きたいのです。機関紙の購読をお願いし、それはただ

で読んでもらうわけではない。機関紙を、それをただでやるということは大変失礼なことです

から当然ほかの人たちと一緒の立場の中でお金はもらって読んでもらいます。それを我々が勝

手に使っているわけではなく、それは党の仕事の中で使わせてもらっている部分、きちんと明

朗会計になっているのではないですか。それが何か政治資金規制法の中で引っかかるような話

なのかということなのです。今は政治倫理の話をしているのです。政治倫理の条例をどうやっ

てつくっていくかという話をしているときに何それが関係あるのですかということです。関係

のない話をしないでほしいのです。限られた時間の中でみんな議論をしているのです。 

○委員長（山本浩平君）   

 そ れ は

上位法に確かに触れないと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） ちょっといいですか。今の山本委員長の発言ですがこれはまずい

です。これは憲法上の問題になります。憲法で保障されていることなのです。そうですよね。

そのことを倫理と何も関係がないです。どこが倫理と関係ありますか。どこが言ってみてくだ

さい。そのことは倫理と何が関係ありますか。それは全然履き違えていますよ。憲法で保障さ

れている中身です。それはどういうものを読もうと自由ですよね。今、倫理条例というのは町

から指名をもらっている人からお金をもらう話をしているのです。それは全く関係のない常識

外の発言だと私は思います。そういうことがもし通っていったとしましたらこれは大変なこと

になってしまうのではないでしょうか。もしそれが公式に記録に残り、なっていったとしまし

たら大変なことになってしまうのではないのかなと私はそこの部分は思います。公式な発言だ

としたらです。それは全然違います。倫理条例とどこが関係ありますか。そう思いませんか、

私はそう思います。これはやはりそういう発言は取り消しならきちんとしておかないとまずい

と思いますが。 

○委員長（山本浩平君） 倫理条例に関して直接関係あるかないかということでお話されまし

たがこれに関しては明確に「これはこうだから倫理条例と関係ある」というようなことは私の

中ではちょっとここで明言できるものを持っておりませんのでそれは控えさせていただきたい
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とは思いますがそういったような話が出たということのお話をさせていただいただけです。 

○副委員長（大渕紀夫君） それは公式な立場で発言していい中身とそうでない中身というの

があるのです。おわかりですか。今、話しているのは倫理条例に違反しているかどうかと上位

法との関係とはどうなのかという議論のわけですよね。ですがいろいろな法律、憲法等々で保

障されていることが倫理条例に抵触するようなニュアンスで話されているのです。 

○委員長（山本浩平君） そのような言い方は決してしていませんよ。 

○副委員長（大渕紀夫君） それでしたらなぜ倫理条例なのにその発言をされたのですか。何

の意図ですか。倫理条例の議論をしているときに今発言されたわけですから、我々は倫理条例

に関係がないなどと思って聞いていません。ですからこれは記録に残るわけですからきちんと

やはりそこはしておかないと私も政党人です。わかりませんがあなたも政党人かも知れません。

ですから、そういうことでいえば皆さん政党に属している方と属していない方がいらっしゃる

かも知れませんがどこの党とは言っていないわけですからどこの党でも構いません。ですがそ

れが倫理条例に抵触するような言い方にしか我々は聞こえないのです。倫理条例を議論してい

るときにそうご発言されたわけですから。ですから私は言っているのです。そうでなければ何

も私は別に言いません。ただそこは我々も小さいとはいっても政治家ですから町議会という議

会を担っている政治家ですからそれはやはりちょっとそのままというわけにはいかないのです。

倫理条例にそういう機関紙の活動をすることが私たちにとっては倫理条例にあたかも抵触する

ようにしか聞こえないのです。そうでなかったのなら何も今言う必要ないわけです。ですから

そこだけははっきりしておかないとこの後のことでいけない部分だと思います。私は登別の市

議会議長さんも公式な立場では絶対そのようなことは言わないと思うのです。登別の市議会議

長さんが公式の場でそのようなことを言ったのなら本当に大変なことになると私は思いますか

ら多分公式な場ではそのようなことは言わないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 決して公式な場ではないです。 

○副委員長（大渕紀夫君） 公式な場だとしましたらこれは政党の場合はきちんとそういうと

ころに抗議をしなければならないとなりますから、しごく当然のことです。一般的なことだと

私は思います。もちろん委員長が、意図があって言われたなどとは思っておりません。思って

はいませんがやはりそれは発言して記録に残るとしましたら私は黙って「はいそうですか」な

どとはいかないです。倫理条例に関係のないことがなぜそこで発言されるのかと委員長という

立場でなぜそこで発言されるのかということが私には理解できない。倫理条例に関係があるの

ならいいです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 暫時休憩を求めます。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします 

休憩 午後 ２時４４分 

                                                                                  

            再開 午後 ２時５４分 
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○委員長（山本浩平君） 55 分ちょっと早いですが休憩を閉じて会議を再開いたしたいと思い

ます。先ほど私のほうから倫理条例にかかわるお話のときに党で発行されている機関紙の話を

例に出して他の議会の話し、議会の個人議員の方の個人的な見解をこの場でお話してしまった

ことに関しましては大変不適切だったということを私自身認めます。それで今文章にきちんと

しなければならないということでこの場での訂正ということにはできないということでござい

ますので後日この私の発言した内容の部分は削除させていただきたいというふうに思っており

ますけれども皆さんいかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） それでは氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 暫時休憩をお願いします。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５５分 

                                                          

            再開 午後 ３時０９分 

○委員長（山本浩平君） 休憩と閉じて会議を再開いたします。（４）についてほか何か皆様

方のほうからご意見等がございましたらどうぞ。なければ一つ一つやっていくということでご

ざいますので賛成が３、反対が２会派ございますのでこの（４）につては今回この内容を載せ

るということは行なわないということで決定いたしたいと思います。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 続きまして（５）に移りたいと思います。「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なわないこと」とございます。この点についてもそれぞれ意見を伺っ

てみたいというふうに思います。私どもこれを反対していますが最後にお話をしたいというふ

うに思います。それでは日本共産党さんのほうからどうぞ。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。当然載せるべきものと。具体的にしなければ本当に具

体的に私はしていくというのが一番いいと思うのです。ですから具体化が不十分のところは具

体化を強化すればいいと思うのです。この前の４条も同じですけれども不明朗なところがあれ

ばより具体的にするということが私は一番大切だと思っています。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。これも先般会派会議の中でいろいろ議論したのです

がやはりなぜここまで具体的にしなければならないのかということが会議の中で議論されたこ

となのですが現在の条例の中で（１）の中できちんと載っていますよね。「町民全体の代表者と

してきちんと名誉を損なうような」というのが載っておりますので十分これでことが足りるの

ではないかというような考え方でございます。 

○委員長（山本浩平君） それでは新政クラブ、近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私はこの５番の文言でいいと思います。以上です。 
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○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も具体化しているといいますかこれはあくまでも議員という地位を

利用しての嫌がらせですとか強制、また圧力をかける行為これがセクシャルハラスメント、パ

ワーハラスメントといわれる今の時代を象徴するようなそういった文言が入ることによって自

分を律することもつながってくるのではないかと思いますから、先ほど及川委員のほうからも

出ていましたがそれをより具現化する１条文だと思いますので、私は、ここはこれでよしとし

ます。 

○委員長（山本浩平君） 新風ですがこれについても再度話し合いをいたしました。これは当

たり前のことでありまして議員が地位を利用して嫌がらせですとか強制ですとか圧力をかける、

その他いろいろ書いてありますがこういったことをまずやること自体が当然おかしなことであ

りまして、特に法に触れるようなことになった場合は刑法に反することになりますからこうい

ったものを具体的に載せなくてもこの第３条、今までの政治倫理基準に書かれている「代表者

として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎む」この文言で十分であるという考えの中か

らこういった具体的な内容を載せる必要はないという考えの中から私どもは反対をいたしたい

というふうに思います。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） 私もより具体的に書くべきだと思いますし常日頃ここに書いて

ある文言を自分自身としてやはり戒める、ですとか常に謙虚でなければいけないのです。相手

が私の発した言葉で受ける側にとっては非常に受け方が違いますので常に私はそういう立場で

やっていると思うのですがやはりこういうことをきちんと明記しておきますと、ちょっと見た

ときも反省をして、議員がやはりみずから認識できるのかなと思うことで私は明確に記載して

おいたほうがいいなとこう思います。 

○委員長（山本浩平君） この部分においても意見が分かれるところでございますが何かあれ

ばどうぞ。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 前回のときも確かここの文章でお話があったと思いますが現実的に

委員長のほうで「こういうことは絶対あってはならないことだ」と言いますが、ほかのほうに

こういうようなことがきちんと明文化されている部分があればいいですがそうでないとやはり

現実問題として議員だというこれはすべての人に当てはまる行為ですからやはり地位を利用し

て嫌がらせ、強制、圧力、後ろのほうはともかくとしてこの文章を例えば改正してこういう主

旨のことを残すということは今回やられないのかあくまでもこの文章は全部を見ていい悪いで

判断するのかここちょっと表現を変えるとか何かである部分私が一番問題としているのが地位

を利用して嫌がらせ、強制、圧力をかけるような行為は、やはりすべきではないとややもすれ

ばやはり議員という先ほど前田議員が言いましたようにものすごく影響力がある立場ですから、

例えばこれらについて特定の人に便宜を図るとか何かというのもこういう倫理がなければやは

り知らず知らずにやってしまうということもありうるのではないかなということでその辺がち

ょっと心配だなと、過去にも実際には職員の中にもあるやに聞いていますしその辺がどこで判

断するのか難しいところですがこの文章が全部そのままいいか悪いかではなく議員としての肩



11 

書きを持ってやはり強制的に圧力をかけるような発言等々はだめですと、ですがセクシャルハ

ラスメント、パワーハラスメントこういうのは例えば抜いて前段の部分だけにするとかという、

こういうことはやらないのかその辺もちょっと皆さんに諮ってもらったほうがいいのかなとい

う具合に私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、議長のほうから文言を変えた中でこの内容を残してはいかがか

ということをちょっと皆さんにお諮りしていただきたいということでございます。いかがでし

ょうか。どちらの会派の方でも結構でございます。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、議長の言われていること私は大事なことだと思いますが例えば（５）

を見たときに地位を利用して嫌がらせ、強制、圧力というのは後のセクシャルハラスメント、

パワーハラスメントこういったものにかかっている言葉だと私は思っているのです。ですから

実際問題圧力をかける行為を取らないですとかそういった部分でも私は構わないような気がし

ますが、多分今回の全体の議論の中ではそれだけの話ではない。第５条の（１）で問われてい

る部分で十分だという意見の中でこれがどうのこうのという話ではないのだとすれば今までど

おりの委員長の進め方の中でやってもらって決めていったほうがいいのではないですか。それ

以上議論する余地はないということですよね。しごく当たり前の話です。そのままの流れでい

かないと今まで委員長がやってきたことがすべておかしい話しになってしましますからここで

そういった議論してどうのこうのという話ではないような気が私はしているのですが。すべて

は（１）で賄われるというもとの白老町政治倫理基準の第３条（１）ですべて賄われるという

話になっているところに今の議長の話はわかりますがそういう話ではないと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） ほかの会派の方いかがですか。私とは同じことになるのですが例え

ば横文字で書かれていますところを抜かしたとしても結構強烈ですよね。人権侵害みたいな話

も出ていますが地位を利用して嫌がらせとか人権侵害ですとか本来議員でなくてもだめなこと

ばかり書いていますよね。こういうのをあえて載せること自体が何か申し訳ないですが逆に私

は恥ずかしいい感じがするのです。うちの会派の意見としては。ですから第３条（１）のその

内容で十分だといううちの意見ですからこの横文字の部分を削除したからといって「それでは

賛成します」ということにはならないです。清風クラブさんいかがですか。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。議長のご質問なのですが私どももこのように具体的

にどこを削除して条例化すればいいのかという話なのですが、私ども（１）の現在の条例で十

分だという考え方でございます。どこを削除するからいいですとかこの新しい案としての部分

をという話しではございません。 

○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。何かちょっと議論の仕方が本当に非生産的ですし積極

的ではないと思うのです。結果として多い意見の部分が確かに前回「なるべく全体で合意しま

しょう」といったことは事実です。私言いました。ただ、今のような議論で果たして議会とい

うのはいいのでしょうか。私ちょっと何か違うような気がするのです。倫理条例こちらがいい

とか悪いとかを言うのではないのです。ですが案が全部だめで元のものでいいというのでした
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ら何のための倫理条例の議論をしているのかと私思うのです。文面全部、倫理基準は昔の倫理

基準でいいということになるのでしたら何のための倫理基準の改正の議論をしているのかと、

ですから今の倫理基準をこう変えるというのでしたらこういう状況ではなくこういうふうに変

えてほうがいいというのでしたら話が見えてくるのですが、今の議論ですと元の倫理基準で全

部やるのでしたら何の議論をしているのかちょっとわかりません。ですから「前の倫理基準を

こういうふうに変えましょう」というのならいいのですが「前の倫理基準のままでいいですよ」

とすべきだということになりますとどうなのでしょうか。私はそういう疑問がすごく出てきた

のです。全会一致のほうがいいのですが多数の意見のほうがどんどん実現していかないという

のはやはり議会の運営上から見ますと私はそうやって言ったことは事実です。それを否定して

いるわけではありません。ですがそれでしたら議会というのは一体どんなことになってしまう

のだろうかと思うのです。ですから例えばこれはだめだ、とですが今の倫理基準をこういうふ

うに変えようという意見があるのでしたらいいのですが少なくても倫理基準を見直そうという

ことで皆さんスタートしているのです。ですから、そうだとしましたら今まで積み上げてきた

ものは審査会のほうは変わっているかもしれませんが一番大切なのは倫理基準が私は一番大切

だと思っていますから。審査会よりももっともっと大切なのは倫理基準ですよね。そこが何も

手をつかないとしましたらどうなのでしょうか。そういう疑問を私今すごく残っているのです。

そこはやはり私は議論をしないとちょっと。「ここを変えよう」というのであれば話はわかるの

です。今の３条をこういうふうに変えましょうというのであれば話はわかるのですが。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩しましょう。副議長も交えて自由にお話ができるように。 

休憩 午後 ３時２５分 

                                                                                  

            再開 午後 ３時４９分 

○委員長（山本浩平君） 会議を再開いたします。及川委員。 

○委員（及川 保君） この５条の括弧、現在の条例と変わらないといえば変わらないのです

がこれで十分こと足りるのではないかということなのです。 

○委員長（山本浩平君） どうぞ氏家委員。質問があるならどうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 質問という話ではないのですが前回も「まちに納付する税及び使用料

を滞納しないことの滞納」という部分について何回か議論を重ねていたはずですよね。前田委

員外議員からいろいろな話も聞きながら私たちはもっと明確になっているのが第７条の「税等

納付状況の報告」ここが１年間の中で納めるものは納めるという部分が適切ではないかという

ことで確かいろいろな説明をしてもらった経緯があったような気がしたものですから、確かに

厳しく取り締まるのはいいことかも知れませんが、滞納という期間を設けることによってある

程度町民からの理解度も違ってくるのではないかなとそう思ったものですからてっきりこれか

ら第７条のほうに移行した部分なのかなと私たちは思っていたのです。ちょっと勘違いでした。 

○委員長（山本浩平君） この６については清風さんだけが賛成ということになっていますが

現実的にはこの倫理条例に入れるというほうが厳しい格好にはなるのですがこれに関しては当
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然会派の中で話し合われて決定されたことですよね。さてどうしますかね。先ほど４は決定さ

せていただいたのですが意見が分かれているところを賛成が多いものに関しては決定すべきだ

という意見もきょうの議運の中では出てきたと思います。ちょっと進め方について異論がある

ようですからどのように・・・。先ほど局長の説明の中であくまでたたき台として先進地の事

例、三田市を中心としてほかの先進地の出ているものを皆さんの前に上げたということである

と。ですから必ずしもこれがすべて具体的なものとして載せるといいますか、消えてもおかし

くないのですというような説明でもあったと思うのです。私のところも一つ一つ慎重に検討し

た中で前の文言の中で十分意味をなしているというような解決をどうしてもしているものです

からなかなかここで意見の一致といっても難しいですね。多数決で決めるということであれば

決定になってしまうということになるのですが。西田委員。 

○委員（西田祐子君） ７条の「税納付状況の報告」というところのこの文面だけを見ました

ら納付状況だけを報告すればいいのでたとえ未納であっても別に倫理基準に引っかからないの

で倫理委員会で別に審議されないということですよね。そういうふうに理解していいのですか。

その辺がよくわかりません。 

○委員長（山本浩平君） 事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には未納で報告すれば住民の閲覧に供するのです。これ

はそのための届出ですから。住民がそれを見て議員という身分でありながら納税していないの

はおかしいと議員の資質に欠けるのではないかということであれば倫理基準審査会に請求はで

きるのです。基本的に旧であっても新であっても１号というのはすごくあいまいなのです。「品

位と名誉」ですとかそういうのが損なわれていないのかという判断、受けとめる人によっては

すごく違うのです。ですから倫理基準にはないですがそれに該当するかも知れないという。審

査会にかける要件にはなるという。ですからなるべく具体的にしておくというのはあいまいな

基準ですと、どんなことでも引っかかってくるのです、ということなのです。ですから先進事

例はなるべく具体的になっていったのは事実なのです、というのは極端に言いますと３以降な

くても全部通用するのです。第５条極端に言いましたら３から５以降なくても１と２で全部網

羅してしまうのです。ですから、そうなったときに範囲がものすごく広くなってしまって議員

の例えば口利きに該当するのはこれだけでしょうと言っているのですからそのほかのほうの口

利きに該当する可能性があると、１、２でやっていけばもっと広くなるということなのです。

ですから逆に言いましたら先進的なものはより具体的になっていますということは倫理基準を

きちんとするということは拡大しないようにしているということなのです。審査会でそれが該

当するかどうかというのはまた審査会の判断です。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私はそのようなことを聞いているのではなく、これでしたら税と納付

状況の報告ですからたとえ未納であってもきちんとこの先納付状況報告書を出せば別にとりあ

えずいいわけですよね。あとは町民がそれを見て倫理審査会にかけるかかけないかは別問題と

してこれは別に納付していようがしていない関係なくここまで押さえましたという書類を出せ
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ばいいというだけですよね。あとは町民が例えば審査請求しなければたとえ未納であってもこ

れでいきましたら全然わからないということですよね。 

○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。それは倫理基準に盛っても同じなのです。倫理基準に

盛っても町民が何も言わなければ倫理審査会にかからないのです。ただし正式に閲覧を申し込

んで議員が見てそして議員が２人以上でこの議員は不適切ですよと審査会に申し込めばいくら

でも審査は成立すると。ですから出してもわからなければいいというふうに思っていますが決

してそうではない。ただ基準に盛ったからといっても逆にいうと倫理基準に盛ったからどうし

てわかったのかと個人の納税の状況がどうしてわかったのですかと必ずなるでしょう。個人保

護法の問題があるわけですから。ですから、そうであれば我々が独自にきちんと申請したほう

が確かに倫理基準でないのでそのことによってかかるということはないわけですから。ですか

ら７条のほうでもった盛ったほうがいいのではないのかというのはそういう意味なのです。ど

ちらが厳しいかといいましたら７条のほうが厳しくないのですが直接すぐかかりませんから。

ですが今事務局長が言ったようにこれでいえば品位と名誉が損なわれているということになる

わけですから税金を払っていないということは国民の納税の義務ですので。それは議員が議長

に「閲覧してください」と出して議員が見て誰が払っていなかったら申請すればそうなるとこ

ういうことですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） そのために議員の 12 分の１の審査請求ができるという自助作

用として皆さんつけるということになっていますから議員がみずから自浄作用を起こすべきな

のだろうと思います。ただその人がきちんと誠実に遅れているかもしれないのですが分割して

未納しているかも知れません。 

○委員長（山本浩平君） きょうおおむね４時に終わりたいということでお話をちょっと申し

上げておりました。なかなか２時間経過したのですが前には進んでいません。しかしながらい

ろいろなご意見それぞれ各会派あるいは議員の皆様方それぞれお持ちになっているなというこ

とだけ間違いなく認識をいたしましたし、私の進め方に対してもいろいろと意見がございまし

た。今後のことについてはちょっと副委員長とまた相談をさせていただきたいというふうに思

います。先ほど議長から出ておりましたようにこのことだけで時間を割いてしまうとこれから

やらなければならない項目が相当残ってございますのでその辺も含めてちょっとどのように進

めていくかということを副委員長と相談をさせていただきたいと思いますがよろしいでしょう

か。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） その他何かありますか。事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） その他ではなく４のところで。 

○委員長（山本浩平君） ４「議会運営基準の変更について」でございます。資料１がござい

ますので参考にしてください。どうぞ事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議案説明資料のところにも書いてありますとおり、議員の全員



15 

により構成する特別委員会の正副委員長は、調査を行なおうとしている事務事業を所管する常

任委員会」の正副委員長をその任にすることを申し合わせて運用しております。実際に現在の

運営基準の中では、当初予算に係る予算等審査特別委員会についてはきちんと明文になってい

るのです。総務文教常任委員会の正副委員長がその任を努めること。この規定だけしか今はな

いのです。ただ過去には自治基本条例もそうですし病院、財政健全化もそうでしたがこれに準

じてその所管する、総合計画もそうでしたがその所管する委員長が正副委員長をずっと兼ねて

やってきているのです。全員構成の場合のみです。ですから今回きちんと明文化するために 12

号のところを取りまして 14 号できちんと申し合わせというより明文規定にしたいということ

なのです。この内容では予算等審査と決算審査は全員による特別委員会を設置するという基準

は従来どおり残すということでこの内容に変えさせていただきたい。取り扱いは今までやって

いること、紙ベースで表すということだけですのでよろしくご審議をお願いします。 

○委員長（山本浩平君） まず質問を受け賜りたいと思います。質問ございます方どうぞ。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 質問がないということでございますのでこの議会運営基準の一部改

正については皆さんよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 全会一致ということで決定をさせていただきます。 

                                         

◎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。どうも

お疲れさまでございました。 

（午後 ４時０９分） 


