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平成２２年白老町議会議会運営委員会会議録 
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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。 

                                 （午後 １時３０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、メインは第３次議会改革の今後

の協議についてということの内容になってございますけれども、なかなかこれは意見が分かれると

ころで全会一致を見るにはもう少しいろいろと各会派の議論も必要ですし、どこまで折り合いをつ

けられるかというところだと思ってはおりますけれども、ということでまず、このその他とか、２

番目の議会運営基準の変更だとか、この辺から先にやっていきたいと思います。その他の議会の開

催について、７月 23 日と 27 日の件、これについてちょっと説明をください。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） きょうお手元に配布しておりますとおり、７月会議は 27 日に開か

れるということに、一応今のところなっております。それで 23 日金曜日ですが、議案提出日で議案

説明を合わせまして議会運営委員会を 10 時からということにさせていただきたいと思います。それ

と正、副委員長で事前に決めておりましたけど、27 日の午後１時半からきょうの続きをするという

日程を確保しているということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 何か質問ございましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） ほかに何かその他でありますか。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 特にありません。 

○委員長（山本浩平君） では、２番目の議会運営基準の変更についてでございます。後からやっ

ておりますけども、これについて資料１、２がございます。上坊寺事務局長のほうから説明を願い

ます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料１と２をまず出していただいて、裏、表になっていると思いま

すけど、１のほうからちょっと事務局提案という形でお諮りしたいと思っています。というのは、

議会関係の資料を読んでいましたら改正事由の事項が書いておりまして、このようにしてはどうか

ということでの提案なのですが、議員の申し出による発言の取り消し及び訂正、これについては会

議規則では口頭でもよしとしてあるのです。文章でなかったらだめだということではございません。

ただ文献に書いてあるのは、特に取り消しは重要な問題であることから、後になって申し出の有無

をめぐって争いが生じないように文章によることが適切であるということで、標準書式例の町村 38

に様式が示されてございます。別冊になっておりますけど、ここには持ってきておりませんが、そ

ういう基準がありますので、議会運営委員会の中で文章によることという明文をしてはどうかとい

う提案でございます。まず、第６章の 33 ですが、その後にまた会議録の記載方法が出てきますが、

これも合わせて整理をしたいと思っておりまして、現在議長が取り消し措置をした場合、後刻記録

を精査の上措置をしますと宣言をした場合、後で議会運営委員会で記録を調査し、今までもやって
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おりますけども不穏当（不適切）な箇所を認定して本人の部分を経まして削除するという記録にな

っております。それを、記録の部分を一たん削除しまして、次の資料２にゆだねたいと思ってござ

います。ここの発言のところでいうのは 34 の部分を新たに１項目追加したいと思っています。議員

が発言の取り消し及び訂正を議長に申し出る場合は、文章によるものとする。ただし、発言の訂正。

取り消しではなくて訂正です。訂正で軽微なものは口頭によることができる。この１文を設けたい

ということでございます。 

 続いて、資料２をご覧になっていただきたいと思いますが、取り消し、訂正のあった部分の会議

録の記載の状況ですが、改正前につきましては発言の取り消しについては会議録の原本にはそのま

ま記載するということになっていましたが、今は原本には何も手を加えていない状況です。配布用

については、削除したものを消して配布するということになっていますが、後々発言の取り消しを

したところがわかるように会議録の原本には取り消し箇所に取り消し線をして記載をするというこ

とにしたいと思っております。下の例を見ていただきたいと思いますが、取り消しをした場合は原

本にこのように取り消し線を引いて表示をしておいたほうが後々わかりやすいということです。そ

れと６ですが、６も同じです。議長が発言を命じた場合、先ほど削除しましたので、ここで同じよ

うに取り消し線を引いて記載するということです。それと７は、訂正の部分ですが、訂正の部分は

従来傍線を引いて付せんをつけることだったのです。付せんだとはがれて落ちてしまう可能性があ

るということで訂正した部分を本文の中に括弧書きで記載をしたいということなのです。下の例を

見てもらったとおり、記載した付せんをつけると括弧書きで記載するという形に、わかるようにし

ておきたいということなのです。原本の記載です。というのは、時間がたってしまうと取り消しを

した箇所とか訂正した箇所がわからなくなるのです。ですから原本だけをこういうふうに表示をし

ておきたいと。取り消し線ですから元の文章は見えるわけですから、このような形で表示をして、

これは外に出さないような措置です。閲覧用は出しませんので。という形で直したいと思っており

ます。 

○委員長（山本浩平君） ただいま事務局のほうから提案がございました、運営基準の一部改正に

ついてのことでございますけども、まずこれについて何か質問がございましたらどうぞ。ありませ

んか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） このような方法で、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） それでは全会一致ということで決定をさせていただきたいと思います。

上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） きょうづけで訂正ということで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、１番上のほうに戻っていただきたいと思います。今後の協議

について、協議の途中となっているものとして、議員定数と議員報酬、議員倫理条例の全面見直し
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について、政策研究会の運営方法について、会派制のあり方についてということで、それぞれがそ

れぞれの会派で考え方がちょっと異なっている部分があるというふうに認識しているわけでござい

ますけれども、どのように進めていけばよろしいでしょうか。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。ちょっと時間が大分経過していて、確か倫理条例は６月に

挙げるというようなことで議論してきたと思うのですけれども、倫理条例と政策研究会をちょっと

先行して先に上げてしまわないと、これ以上時間をかけているとどうにもならなくなるのではとい

う気が私はしていたのです。それで落とすものは落として基本的な審査会に対する態度というのは、

もう皆さん意思統一をされているのですね。ですから倫理基準だけの問題なのです。安易にやると

いう意味ではなくて、大体もうたたいてどうしても受け入れられないところは落とすなり何なりで、

一応倫理条例を上げ、そして政策研究会も、これも自治基本条例の中にもうたわれているのです。

ですから現実的には上げていかないと、何かこれ政策研究会つけて審議がとまってしまってからも

う大分たちますね。もう６カ月ぐらいたつのではないですか。私は集中審議をしてでもいいから、

ここら辺ちょっと上げると。議員定数と報酬についてはそういうわけにはいかないでしょう。多分、

上げ方としては難しいと思うのです。ですから、だけどこれも来年の 11 月ですから、ことし中あた

りにはいっているところまではいかないとだめですから、そうなると２と３の倫理条例と政策研究

会はやはり一定の意思統一でして上げていくというふうにしたほうがいいのではないかというふう

に私は思っておりますけど、お諮りを願いたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 今、大渕副委員長のほうから倫理条例と政策研究会については早く上げ

ていかなくてはならないと、集中して審議してはどうかという意見がございましたけども、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、②と③を集中的に審議を行うということでよろしいですか。

そういう方法でやってみると。清風クラブさんいかがでしょうか。及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風です。集中審議をやるというのは、これは結構だと思います。ただ、

そうしてはこの政策研究会、今大渕副委員長のほうからかなり遅れているという話なのです。私は

④にどうしてもひっかかってくるのです。ですからこの部分も同時並行でやってもらえるのであれ

ばそのほうがいいかというふうに考えております。 

○委員長（山本浩平君） 政策研究会については、会派制とリンクするということですね。それで

は、私のところも異論はございません。先ほど大渕副委員長のほうから落とすものは落としてとい

うようなご意見もございました。一部、議員倫理条例に関しては、私どもはちょっと余り厳しくす

るのはいかがなものかという基本的な考え方を持ってございますので、なかなか皆さんと一致点を

見られないところがありますので、この辺を含めて議論させていただきたいというふうに思ってお

ります。それではこの議員定数と議員報酬については、これも続けてやらなければなりませんけど、

まず倫理条例から行っていきたいというふうに思います。 

暫時、休憩いたします。 
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休  憩  午後 １時４８分 

                                          

再  開  午後 １時５５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。 

 まず資料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、これをベースにして

それぞれ検討を行ってまいりました。その中で、目的、議員の責務、町民の責務、宣誓書の提出、

これについては全会一致をみております。確認をさせていただきたいと思います。目的、議員の責

務、町民の責務、宣誓書の提出、これについては事務局の案と申しますか、この対比表で出てきて

いるこの案で全会一致をみております。ですからこの下について意見が異なっているわけですから、

これについて審議をしたいというふうには思ってはおります。結論から申し上げますと、私どもが

１番反対をしているのかと。基本的には、これから議員になられる方、新しく議員という仕事に挑

戦する方も含めて、自ら議員の倫理条例そのものを非常に厳しいものにして活動に制約を受けるよ

うなことを議会自らがそこまでやるのはいかがなものかという考え方が私どもの会派にはございま

す。ですから政治倫理基準というのは、今までの白老町議会の今までで行われたこれで十分だとい

うような考え方を持っているものでございますので、この第５条、政治倫理基準等ということの第

５条の（１）から（７）までありますけども、私どもは（４）、（５）、（７）に関してはのむことが

できないということでございます。（４）、（５）、（７）に関しては、これはのむことができないとい

う考え方を持っております。これについて何か、これについてと申しますか、この政治倫理基準の

ところでほかの会派のご意見もちょっと伺ってみたいと思いますけど、いかがでしょうか。公明党、

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。前からの議論の延長上に話はしたくないのですが、今山本委員

長が言われるように制約を厳しくするとこれから出てくる若い人たちの町議会に対する意欲をそぐ

ような、そういう内容では私はないと思うのです。極論から言うと。ということは町議会に出よう

とする人はこういった内容、本当にこれは詳しく細かく出ています。こういったものを厳守して出

てきてくださいと。こういったことを知らないで出てきたときには何らかの、そういった法的なこ

とにひっかかる場合もありますというような、出てくる人に対しての道しるべが、ここに書いてい

るような気がするのだけど、そう受け取ったほうが私は自然のような気がするのです。だからもし

細かく書くことが、例えば今までの白老町の政治倫理条例の中でもっとここを詳しく書いてほしい、

もっと理解しやすいように書いてほしいというのであれば、もっと細かく書いても私はいいような

気がするのです。ですからここにどうしてこんなことまで書かなくてはいけないのということを書

いてあげることが逆に言うと議員に出てこようとする人たちに対しての私は思いやりだと思うし、

またこれを読んだときの町民の方々の認識というか、意識もかわってくるのではないかと、私はそ

う考えるのです。ですから倫理条例に対して、ここまでしたら出てこれないという、そういう感覚

で私は倫理条例というのはとらえないほうがいいような気がするのです。 

○委員長（山本浩平君） 私はこれから挑戦する人たちのことを冒頭におきましたけども、これか



 6

らの人ばかりだけではなくて、我々議員活動を日常行っている中で、例えばこの左側の（３）に関

しては町が行う許可、認可、請負、その他の契約に関して特定の個人、企業、団体のために優位に

取り計らいをしないこと。ここでこういうような表現になっているわけですから、これ以上のこと

を何も明確に事業者等及びその関係者に寄付を受けないこととか、こういったことを載せること自

体が私はナンセンスだというふうに思っているものですから、これに対してはこの（３）のままで

いいという考え方でございます。それと（５）の圧力をかける行為、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、こういう独特の表現が出ておりますけども、これは三田市議

会というところの先進事例を原本にしてやっていると思うのですけれども、これは先進事例ですか

ら何か具体的にそういうようなことがあったからこういうようなことを載せているのではないのか

というふうに私は想像するわけでございまして、そこまで白老の町議会が人様から後ろ指を指され

るような議会ではない状況にもかかわらず、こういった言葉を並びたてるということに対しては賛

成できないということでございます。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今５番目のセクシャルハラスメント、パワーハラスメントは地位を利用し

てのいやがらせ行為だとか、圧力行為というのは本当に難しい問題だと私は思うのです。思うのだ

けども、例えば地方議会だけではなくて、国会、県議会、そういったところを通しながら最近の政

治に対しての不信感というのは町民を始め国民も政治を見る目というものがすごく低下しています。

私はそういった面から国民の政治に対しての見方が今の世論の中にあるということだと私は思うの

です。ですから白老町議会がそうではないだとか、どこがそうではないとかではなくて、議員でい

る以上はこういうことに気をつけないとだめだということをきちんと条例の中にうたっておくとい

うことは、私は大事なことだと思うのです。だから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、そういった根底に難しい部分があるのかもしれないけども、

でも今国民が、例えば議会を見たときに、議員の資質というのは実際はっきり言って低下していま

す。白老がどうのこうのではないです。でもそういったことをきちんと議会としてそれを認識して、

こういったことをきちんとうたっておくということは、私は大事なことだと思うのです。だからあ

るとかないとかという以前の問題だと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） この件に関しては多分恐らく議論しても見解の相違でずっと議論される

というふうに思います。７番目に関してなのですけども、これも左側の（６）町から委託または補

助を受けている団体の長になったときは、その団体の自己の利益のために利用しないこと。これで

私は十分ではないのかというふうに思うのです。この（７）、これは補助金も書いております。事業

者等を自己の利益のために利用しないこととなっておりますけども、では現実的に議員で町内会長

さんをやっている方がたくさんおります。今、白老の議会で。この辺は、では目をつぶってそのま

まにしておいて、こういった規制だけをするのかと、こういったことになります。ですから私は別

に今町内会の各事情の中で議員が直接本当になかなか町内会長さんのなり手がいなくて頼まれるケ

ースが多々あると思うのです。本当に自分から進んでではなくて、そういう事情なら、ということ

で引き受けてやられている方々もたくさんいらっしゃると思います。ですから、そういう現実は、
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私は何も否定するべきことではないと思っておりますし、そのためにもこういったものの制約を受

ける可能性のあるようなものはあえて載せるべきではないと、こういう考え方でございます。ちな

みのほかの会派の方々のご意見を伺ってみたいと思いますけども、この私どもが賛成をしていない

（４）、（５）、（７）については異論ないという考え方、このままでいいという考え方でしょうか。

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） 要するに倫理条例を何のためにつくるのかと、ここら辺だと私は思う

のです。これは議員を縛るものではなくて、議員はここのところはやはり常識でいってもだめだと

いう範囲なのです。だから私は大体倫理条例にかかるとしたら審査請求をしなければかからないの

です。議員か町民が審査請求をしないかぎり審査会にはかからない、倫理条例が必要ないわけです。

これをつくってから白老は一度もないのです。これは我々が自ら襟を正すという意味で非常に不合

理なこと以外はやはり一般常識よりも議員という身分、立場がありますから、それだけ守られてい

ることもたくさんあります。ですから、そういう上で我々がきちんと守ろうということですから、

例えば東北などで実際あるのを見ますと親戚の契約の問題でやはり全然そういうふうに思っていな

いで倫理条例はつくったけども入札をしたらひっかかってしまったというのが結構あるのです。１

年間に５回もひっかかったというのがいるのです。だからそういうことは実際あるのです。そうい

う非合理的なことは、私はいいと思うのだけども、あとこれは、やはり考え方として逆に言うと議

員を守るためのものでもあるのです。なぜかというと、このことを守っていれば絶対問題がないの

ですから。そういう意味ですから。だからそこら辺で町民がわかる立場、へりくつで言えば何とで

も言えるのですけども町民がよりわかるような条例でなければだめだと私は思っています。ですか

ら（４）と、この（５）なんかはどうなのですかね。いらないと言えばいらないかもしらないけど、

ただ私はこういう具体的なことが書かれているほうがわかりやすいかというふうには思います。そ

れから町内会長の件なのですけど、これはやはり最終的には面倒だったらなかなか受けられなくな

っていくのではないかと、全国的に。そういうふうになっていくのではないかと私は思うのです。

ただ、市などでも町内会長やっている市会議員がたくさんいます。私知っている人がたくさんなっ

ています。だからそれが法律的にどうなのかというあたりが、そこの判断の問題だと思うのです。

私が思っているのはこの中で５条の括弧がついている２、３まであるのですが、これでどうしても

こここはどうしてもあれだというなら私は落としても構わないと思います。はぶいても私は構わな

いと思います。それはなぜかというと、これは後で今見直しているように見直すことができるもの

ですから、私はやはり一致できない部分についてははぶいて、そして後ほど載せられるものは載せ

るということでも何もおかしくないと思います。それは何もいい加減な仕事ではなくて、一致しな

いものを無理やり載せるなんてことはしないほうがいいと思います。ですからそこでみんなが話を

して、ここはやはり載せないようにしましょうというなら、それは載せないようにすればいいので

す。私はそう思います。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私は昔から思っているのですけど、どうして町内会長がだめで、言っては
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なんだけど防犯協会の会長であるとか、交通安全の会長であるとかは許されるのかということが非

常に不思議でならないのです。町内会長といってもその上には連合会長というのがあるわけです。

その下がなっているのです。そういうことを考えると、そんなに町内会長がやり玉に上がること自

体が非常に不思議でならないです。皆さんがどういう意見を持っているのか私は聞きたいのです。 

○委員長（山本浩平君） 私は先ほど言ったように、町内会長の部分もあるのだからこういったこ

とを具体的に網羅する必要はないという意見です。町内会長は別に問題はないと思っています。各

町内会で受けざるを得ないいろんな事情ですとか、率先してまた受けられる方もいっらしゃると思

うので何も問題はないと思っています。及川委員、全体の議論を聞いていてどうでしょう。及川委

員。 

○委員（及川 保君） 私はこの倫理基準のところでは、特にこのことを決めて非常にまずいなと

いうことには私はならないというふうにはとらえていたのです。ただ、先ほどから近藤委員からも

ありました町内会長というのはどういうことなのかと私自身もその部分が、余り厳密にやっていく

とやはりそこに突き当たるのは間違いないはずなのです。簡単に今私は大丈夫だと思うというよう

な言い方をされている委員もおられますけど、余り突き詰めていくとこれは本当に厳しい状況にな

ることになるのかと思ったりもして、今ちょっとこの判断がつきかねてはいます。ただ、この全体

としては特に大きな障害になるような、議員活動をこれからの障害になるようなことは私はないと

いうふうにはとらえております。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけど、要するに町内会長の件はここでいくら決めても上位法

はどうかという問題なのです。上の問題なのです。ここでいくら決めても上のほうでだめだったら

だめですから。これは白老町の議会が決めることだから。だけど補助金等の関係で、例えば自主運

営などをやっているところの町内会長は、そこの親方がやるのは面倒だと、それはこの関係ではな

いのですね。そこは割り切って、そういうふうに考えたほうがいいのではないかと私は思うのです。

ここで決めても上のほうがだめだったらだめでしょう。いくら頑張っても。そういうふうになって

しまいますね。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員の意見も伺ってみたいと思います。 

○委員外議員（前田博之君） 私は前から言っていますけども、トータル的に倫理条例とすれば具

体的な部分も今議論されていますけど、私はやはり議会とか議員はかくあるべきだというこの一連

の規範となるものなのです。そうするとやはり議員自ら高いハードルを設けておくということが必

要だと私は思います。その原点に立った議論をしていかないと個々でいくとそういう部分になって

しまうのかと思います。それで、今具体的なこと入っていますけども（７）でいえば、これは私は

逆な立場からいえば、近藤委員も今言いましたけど、私も町内会長をやっていますし、今回町連合

の理事が順番で充て職というのですか、なったのです。だけど私は町内会に行って連合の理事はで

きませんと、議決機関になりますね。理事が町から補助をもらっていますからと言ったら、そこの

局長はでは中で相談してみますと言って返事がきませんけど、やはり私はこういう部分がきちんと
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うたっていれば町民のほうが逆に、変な話です。会議録されているからいいのですが。善意で、議

員をやっているなら町内会長をやったら選挙のときによくなるとか、こういう部分もあるのです。

だけど私は近藤委員がお話をしたとおり、本来はこういう部分があればはっきりだめだと断れるの

です。そして私は防犯協会の議長もやっていますけど、私はやはり広く町民がそういうところに参

加すべきだと思っています。議員がしめるべきだと思っていません。そうするとこういう倫理条例

で一つの規範をつくっておけばそれを盾にきちんと言えるのです。私はそういうことを大事に、逆

に今大渕副委員長も言っていましたけど、自分たちの立場を鮮明にできる部分というのを整理して

おいたほうがいいかと思うのです。あいまいさを持つよりは。そういうことで私は、今言ったよう

に議会議員はかくあるべきだという原点の上で、こういうのをつくる議論をしたほうがいいかと思

っています。 

○委員長（山本浩平君） 各それぞれの意見を伺ってまいりましたけれども、先ほど大渕副委員長

のほうからも出ましたけども、やはりこの政治倫理基準というのは議員一人一人の身分に関係して

くることですから、全会一致のないまま決めてしまうというのは私はやはり問題があるかというふ

うに思います。ですから今後の、またさらに踏み込んで倫理基準を見直す機会もあると思います。

そのときに見直すなどして、全会一致が得られない状況の中で無理にこの提案された条例をそのま

ま載せるということに関しては反対をしたいというふうに思います。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。冒頭この会議に入る前になかなか進まないという状況が、発言

がありましたね。今この政治倫理基準に入っているのですけども、確かに合意は得られていないわ

けです。そこをやはり何らかの方法でクリアしていかないと結果的にはまた後日に、大きく全体と

してとらえながらの、その部分だけではなくて全体としてまた議論になっていくということがまた

繰り返されるというのが私は危惧しているのです。そうであれば何らかの進め方をやはりきちんと

持っていかないと、結果的にはまた何カ月か後にこの部分でまた、この部分だけならまだいいので

すが全体的にまたとらえた中で、この政治倫理基準をどうするという中でまた会議を開かなければ

ならないというような状況になっていくと思いますので、どういう進め方がいいのかはちょっとま

た協議だと思うのですけど、何らかのきちんと区切りをつけて進められたらいかがかというふうに

思います。 

○委員長（山本浩平君） ですからなかなか合意を得られないものを無理に一致するというのも、

これはなかなか難しいものですから、今回の政治倫理基準の見直しについては、合意を得られない

部分については左側に書いている部分とリンクしているところがありますから、それを入れていた

だくということで押さえていただけないのかというふうに私どもは思っております。及川委員。 

○委員（及川 保君） ちょっと上坊寺事務局長にお伺いしたいのですけども、この政治倫理基準

と、この今第５条の部分になっているのですが、この５条をそっくり左側の第３条をここに振り当

てたとして全体の基準の何か不都合はありませんか。 

○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） それでは私のほうから、旧政治倫理基準と先進的な事例案、これを
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対比したときにどう対比するかというのをまずお話をしますのでちょっと関連するところを矢印を

つけていただきたいと思います。まず旧政治倫理基準の（１）号です。１号については、これは先

進事例の１号と２号に分解している意味合いだと思います。前段が理念を損なう一切の行為を行わ

ない、慎むというのと、後段が不正の疑惑を持たれるおそれのある行為を行わないということで、

これは単に現在の倫理基準を１、２に分解しただけです。これはわかりますね。それと現の２号、

金品の授受をしないという観点からいったら３号に一致するのです。先進事例の３号です。先進事

例が具体的に書いているだけだと思います。それと現在の（３）号、これは意味合いとしては第５

条の３項以降、下のほうに３項がありますね。３項、４項、５項、６項、この辺にかかってくる文

章だと思います。ですから具体的に書かさっているだけです。それで次に現在の５号については、

具体的には書いてありますけど５条の第４号とその下に２項とありますね。これにかかるものだと

思います。それと現在の６号については、７号にかかるものだと思います。ですから現在の倫理基

準に新たに追加になっている意味合いだと思うものは５号、６号、これは照らし合わせても左のほ

うにはありません。ですから山本委員長がおっしゃっているように旧からはほとんど網羅、旧ので

も意味合いはかわらないと思います。ただ、表現上先進事例が具体的になっているということだけ

だろうと思います。よろしいですか。私の回答は以上です。 

○委員長（山本浩平君） どうでしょうか。全会一致という形にはならないということで、私ども

の会派としてはその関係している部分はそのまま旧倫理条例を当てはめていただきたいということ

でございますので、そういったことで皆さん了解はいただけませんでしょうか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 政治倫理基準の第５条の（６）のまちに納付する税及び使用料を滞納しな

いことというのは、これは７条の、前にそういう話がありましたね。こちらに載せればいいと。こ

の一つはこれでいいですね。そうなると（５）の地位を利用してのセクシャルハラスメントの問題

と、あと（７）の話になるのですね。 

○委員長（山本浩平君） （４）、（５）、（７）です。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 新しいほうの先進事例案のほうの（７）もちょっと今ひっかかっていると

いう話ですけど、これは白老町の政治倫理基準の（６）と同行ですね。ですからここまで詳しくし

ないほうがいいというのですね。 

○委員長（山本浩平君） そういうことです。何も直す必要はないのではないかというのが私ども

の意見です。これで十分ではないかという。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） その辺は一回整理したほうがいいのではないですか。私は政治倫理はもう

少しわかりやすくしたほうがいいと思っている人間ですから、それをまだ簡略化していいというこ

とで、それでもって新風さんのほうが納得されるのであればそこでいちいち議論する話でもないと。

これが一つのネックになって決められない話ではないですね。うちの会派は（６）でいいです。 

○委員長（山本浩平君） （４）に関しては、（５）で十分だと。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 仮にこれは（５）のほうは今はおいておいて（４）のほうですが、ここま

で詳しく書いておくことが大事なのではないかという感覚ではないですか。新風さんのほうは。 
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○委員長（山本浩平君） ここまで具体的に書く必要はないということです。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） でも、例えば（５）の部分で考えるとどこまでという話になりませんか。

どこまでと後で聞かれてみんながそれぞれ答えていかなくてはいけない話なのかと私はそう思うの

だけども。こう書いておいたほうがやはりいいのではないかと私は思うのだけど。先ほど大渕副委

員長が言われたように、例えば上のほうの法律の中で縛られる問題であれば、ここでしっかり説明

しておいたほうがいいのではないかと思うのだけど、どうなのでしょう。旧白老町議会の倫理条例

の（５）の中でもこれでわかるのではないのと言われれば、そのとおりかもしれないけど、どこま

でなのという話になりませんか。 

○委員長（山本浩平君） だから基本的に私どもの考え方は漠然としておいたほうがいいという考

え方ですから、そこがまず違うところです。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 政治倫理を漠然という考え方はおかしいでしょう。そこで議論して合意が

取れないからってこれ以上延ばすなんてことはしないです。その漠然という言葉はやめてください。

今、政治倫理の話をしているのです。 

○委員長（山本浩平君） ですから冒頭にお話をしたように、本来であればこれはそれぞれの各会

派で持ち寄って政治倫理はどうしようかとやればいいのですが、そういう時間もあれですし、事務

局から出していただいてこういうふうにやりましたけども、本来であればやはり自分達でやるべき

内容のものだと思うのです。今たまたま事務局にお願いをしてこういう先進事例が出てきたけれど

も、先進事例になる先進事例で問題のあったところと同じようなものを、なぜ白老町議会がやらな

くてはならないのかというところです。私の考えです。大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。先進事例というのは先進だから先進事例というのです。進

んだところという意味なのです。進んでいるところのまねをするのは私はとっても結構なことだと

思います。何でも物事を考えるときにすべてそういうふうになると思います。企業をやられる場合

だって、例えば先進をやはり学ばないともうからないですね。ですから都合の悪いところは先進事

例はだめ、都合のいいときは古いのだけと、それはやはり私は考え方として違うと思うのです。政

治的な考え方として。それは山本委員長が悪いとかいいとか言っているわけではなくて、私は全然

そういうレベルの話ではないです。私が言っているのは倫理条例をつくるときに、では自分たちの

都合のいいようにつくるのが倫理条例なのかどうかというあたりなのです。自分たちが政治家とし

て見たときに。それが、非常に失礼な言い方ですが、ゆるくしたほうがいいように聞こえてしまう

のです。私たちが聞いていると。何かゆるくしたほうがいいように聞こえてしまうのです。本当は

違いますね。私は厳しくしたほうがいいと言っているのではないです。政治家としてあるべき姿を

ここに載せるわけだから、そこの基準で物事を見ると。私は基準というのはそこで物を見るべきだ

と思うのです。だから先ほどから言ったように町内会長をやったらだめだとは私も思っていません。

だけどそれが法的にだめだったら、うちで規制するのではなくて、法的にだめだったらだめですね。

これは仕方がない話なのです。だから私は町内会長をやるのは何もです、自分だってやってきまし

たから。今はやっていませんが。だからそれは法律的にだめなものはだめ、だけどそれをここで町
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内会長をやったらだめと決めるのは、それはやはりちょっと問題があるかと私は思うのです。そう

ではなくて、では今我々ができる、少なくても 1,800 の自治体がある中でそういうところで倫理条

例をつくっている中で本当に議員として我々がどうあらなければだめかというあたりを見直すため

にこれはあるのだと思うのです。ひっかかるからあるとか、つくるとかという私はそういうもので

はないと、それだったら何も町民のリコールはいらなくなってしまいますから。町民はこの議員は

だめだと思ったらリコールをかければいいわけですから。そういう手立てもあるわけです。だけど

我々はもっとハードルを低くして審査会があって、そこに対して町民が申し立てをすれば、議員を

正しいか正しくないかという。審査会で議員のやっていたことは正しいといえばそれで終わりです

から。何も罪に問われるわけでも何でもないわけです。だから自分たちの襟を正すという意味のも

のなのだから、私はその範囲で許されるものという考えなのです。だから先ほど言ったように全会

一致でやれるのが一番いいし、落とせるものは落としてせっかく先進を含めた事例があるのであれ

ば、ここから学べるものは我々は学んで、少なくてもこれは５条の１から７まで、（１）から（７）

までではなくて、数字の１から７まであるのですね。倫理条例は。だから私はその中に本当にここ

で表現できるものは変えれるのであれば私は変えていって、少しでも高い倫理基準、やはり本当に

議員として望ましい姿というのはこうだよというものがうたえられば、うちであるものよりももう

少し高くなればいいかと。高いというのは厳しいという意味にも取れるかもしれないけど、そうで

はなくて我々がつくる規範ですから、そういう立場で議論すべきだろうということで私は言ってい

るのです。だからそこのところが、ぜひ理解してほしい。何かそうではないかもしれないけど、ゆ

るくしたほうがいいように聞こえてしまうのです。 

○委員長（山本浩平君） 最近の取り巻く環境は非常に議員に対していろんな面で厳しい環境です。

何か議員の、例えば道議会でもどこでもそうですけども視察旅行へ行って帰ってきた内容がどこか

で役所でつくらせたとかいろんなことが出て、それにこうして政務調査費も市民運動のグループが

非常にメスを入れる。札幌市議会もメスを入れられた。そういうような余りにも、そういう風潮が

逆になりすぎているのかというふうに私は個人的にはちょっと考えているところでございます。な

かなかこのことに関しては私も正直言って説得力はないと思います。皆さんに対しては。余り説得

力はないと思いますが、私は今までの倫理基準で十分でしょうと、これ以上具体的にこういったよ

うなことを載せるということになれば、それぞれ皆様方の今後の展開の中で非常にやりにくくなる

部分も出てくるのではないのかというふうに私は感じるところがあるわけなのです。前田委員外議

員。 

○委員外議員（前田博之君） 私は今ここの５についての議論していることについて、いいとか悪

いとかそういうことではないです。合意を得るべき議論はすべきだと思います。ただ、前提となる

のはここでは倫理条例をつくっているのです。すると、これは上坊寺事務局長は一番知っています

けど、条例をつくって仮に倫理条例で、ある程度何々をしないこと、こうだよと言ったことは後か

ら請求があったり、あるいは解釈を求めるときにきちんと用語解説、この条例の３条の１号につい

ては具体的にこうだよということをきちんと条例でつくっていくのです。白老町の基本条例のとき
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も皆さん参加しているのでわかっていると思いますけど、福島町は基本条例をつくって用語解説を

しているのです。具体的にこういうことはこうだよと。そういうことを条例をつくるということが、

それが前提にありますから、そうであれば具体的に書くのか、今山本委員長がお話をしているよう

に、ある程度ほんわかとつくるのか。つくってもやはり今後これからきちんとこの後の作業として、

ではここでも言っていることはどういうことを指すのということを町民の人がわかるようにしてお

かなければいけないと思います。それを、条例をつくっているのです。その条例をつくる前提とな

る部分で議論をしていかないとまた同じ作業になる可能性もあるのです。ですからここでいけば具

体的にもう先進事例、もう具体的に言っているからこれ以上何があるのと、だけど具体的にしたい

と、だけどこちらにきたときにこの場合もし請求があったときにここの文言どうやって理解をする

のと、その場合やはり議会にまた求められるのです。その辺の部分が私は議論していく上で必要な

のかと思います。だけど絶対これをすれという意味ではないです。今言ったように合意をするため

の議論は議論すべきだと思います。一致するべきだと思います。ただ、条例をつくるテクニックと

してはそういうことがあるということだけ申し上げておきます。 

○委員長（山本浩平君） 暫時、休憩いたします。 

休  憩  午後 ２時３８分 

                                           

再  開  午後 ２時４７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。 

 さて、どのように進めていけばよろしいでしょうか。清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） ちょっと山本委員長にお尋ねしたいのですけど、今新たに議論をしている

５条の４号なのですけども、これ自体は事業者等及びその関係者から寄附を受けないこと、こうい

うことなのですね。これは何か厳しい部分がありますか。これは一つ一つやっていったほうがいい。

今全体的に入ってしまっているものだから。 

○委員長（山本浩平君） これに関しては（３）の表現で十分だという考え方です。及川委員。 

○委員（及川 保君） 違いますね。寄附なので（５）ですね。それで寄附等を受けないことと、

これでいいと、このままでいいのではないかということですね。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） この旧の政治倫理基準の３条ありますね。それで（５）の政治活動に関

し個人、企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないことと。

これとこれと政治資金規正法とのかかわりはどうなるのでしたか。これは政治資金規正法では受け

ても構わないことになっているのですか。これを受けて新しい先進事例の（４）があるのですね。

そういう企業から受けたら普通はまずいですね。 

○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） 受けてもいいのです。ここは、現在の倫理基準では受けてもいいの

ですが、批判を受けるような行為を受けたものを受けるのはだめだということです。どういう意味
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かはちょっとよく解釈上わかりませんけど同義的に批判を受ける寄附を受けないということです。

これは受けてもいいのです。批判を受けるものはだめだということです。新しいほうは限定をして

いるのです。町と契約をしているところからもらったらだめだということです。だからその解釈を

ねってもらえればいいのです。 

○議長（堀部登志雄君） 旧のほうがきついということで解釈できますね。新しいほうは、その部

分だけだったらゆるいということですね。 

○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） だから先ほど言ったように、整理をしていかないと旧のほうがこれ

は町内も町外も、同義的批判の定義は別にして、それ以外は受けられないということです。こちら

は、これ以外は町民であっても個人の寄附は受けられるのです。そういうことをきちんと整理され

ているから、もし旧で戻れば今言った議論をきちんとここで全部うたっておかないと、先ほど休憩

で話があったように請求があったときにどう解釈するということになってしまうのです。だから条

例をつくるときに、今いみじくも議論入ってきていますけどそういうことまで、今及川委員も言っ

たように、個々を整理していかないと問題点は把握できなくなってくるのです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 先ほども申し上げたのですけど、この政治倫理基準等の部分を今やってい

るのだけれども、山本委員長この進め方としていきなり山本委員長のほうから提言があったわけで

すからそれはいいのですけれども、これはやはり一つ一つ逆にやって、入れる入れないの部分でや

っていったほうが、（４）、（５）、（７）の部分でいろいろとられているのだけれども、お聞きします

けど山本委員長はそっくりそのままこういうふうに移動をしたほうがいいという考えで先ほど申し

上げたようですけど。 

○委員長（山本浩平君） 移動というよりも、（４）、（５）、（７）に関しては、記載すべきではな

いという考え方ですから、今までの政治倫理に照らし合わせたところのままでいいという考え方で

す。及川委員。 

○委員（及川 保君） そうであれば逆にこの一つ一つの部分で詰めていって、どういう方法をす

るのかわかりませんがクリアしていったほうが、ただそっくり移動するというのは。 

○委員長（山本浩平君） 一つ一つやっても意見はかわらないです。基本的に、より具体的にする

倫理条例に対しては反対ですから。そういうことです。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。用語解説等で、用語解説というのもちょっとおかしい話になる

のですけれども、具体的に盛り込めるものを盛り込まないで、例えば用語解説で解説するというや

り方に対しては賛成なのですか。結局、町民が見てわかりづらいものに対して用語解説が必要です

ね。規則、規定で。今までなかったのですが、町民から見てもしわかりづらいと判断をされたとき

には用語解説が必要。町民側から見る目で見なくてはだめだと私は思います。議員としての政治倫

理なのだから、議員だけがわかっていてもだめです。それでいいのでしたら私はそれでいいです。

ほかの場所で議論すればいいのかもしれない。ほかで説明できるものをなぜここで盛り込めないの
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ですかという話にもならないのかと思うと、ただの言葉のやり取りの中でしか今議論していないよ

うな気がします。どこかで説明する場所が必要になってきたときには説明しなくてはいけないです

ね。これはこういうことなのですと。ここまで具体的に書かなくてもいいと言いながらも町民に対

して説明するときには、説明しなくてはいけない場面がありますね。ことがおきたときというか、

聞かれたときです。例えば、議会報告会だとか、今回議会改革の中でこういうことをやりましたと。

ではこれでというのはどういうことなのですか、それは個々の思いで話をすることなのか。そうで

はなくて、これはこういうことで統一しましょうみたいな話にまたなるのだったら、今からきちん

と内容は把握しておいたほうがいい。議会として。後でそういう話になるのだったらです。もうこ

れで一切いい、この中で個々が理解すればいい話なのだという話で終わるのだったらいいのだけど

違うとすればです。後のことをよく考えましょう。対応の仕方。 

○委員長（山本浩平君） 私はこの倫理に関しては町民の請求権のハードルを下げましたね。あれ

で十分だと思っていますから。基本的な考え方として。あれはあそこまでよくやったなというふう

に思っています。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。下げた以上はそれに対して町民も、下げたということは私たち

が勝手に下げたわけではない、町民の人たちにもっと理解をしてもらいたいし、そのためにはもっ

と壁を低くしたい、議会と町民の壁を低くしたいという考え方からもっていったことだから、例え

ばこの政治倫理の中でこの言葉自体が難しくて、もうちょっと内容をどうなっているのと、これは

どういうことなのと聞かれたときには答える責任というのは私たちには当然出てきたのです。はっ

きり言ったら。それだけ下げたのですから。町民はそれに対して、そうしたらこういうことで議会

に対して質問できる、議会に対しての請求ができるとなってくるのではないですか。そうなったと

きにはやはり説明責任はあります。これはこういうことなのですと、ではそれは私たちの認識の中

でどこにおいておくのかということだと私は思うのです。詳しく書かなくてもいいという気持ちは

わかるのですが、ではそれをどこかで説明しなくてはいけない場面があるのではないのということ

なのです。 

○委員長（山本浩平君） その究極的な説明は政治資金規正法にふれるかふれないかということだ

けだと思います。 

○委員（氏家裕治君） それは上位法の話でしょう。だからそういったものが結局はこういったも

ので規制されているのですということであればそういった説明の中で政治資金規正法というのはそ

うしたら何なのといった話になったときに町民の方はよくわからないのではないですか。だからこ

この政治倫理のかかわり方というのは、例えば町との委託契約だとか、そういったところの関係団

体から寄附をもらってはいけないとか、具体的に書いています。旧政治倫理のほうはざっくりです。

私はそういうふうに思うのです。だから後々またこれを蒸し返して、こういうことでもって町民に

説明しましょうみたいな話にならないのだったらいいけども、そういうことがもし予測されたり多

分町民ももしこういったものが今回議会改革の中で進められましたということであったときに、そ

ういった質問を受けたときに議会としてどう答えていくかといったら、やはりこういった内容が議
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論の基本にあってこうなりましたという言い方しかできないのではないかと私は思うのです。確か

に今言った政治資金規正法、一つの大きな上位法があります。それのもっと具体化したものが具体

化した形の中で私たちは今議論をしていくのだから。どちらにしてもこれはそこでひっかかるわけ

です。書いても書かなくても。 

○委員長（山本浩平君） だからそれは、これだと町の業者ばかりになるけど町の業者でなくても

同じことですね。そうであればもともとの（５）のほうが道義的批判を受けるおそれのある寄附等

を受けない、このほうがすべて網羅しているのではないでしょうか。個人というのはちょっと違う

とは思いますけど。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私の考え方はそういうふうに思うものだから、今回これをうたっておける

ものはうたっておけば後々町民に対しての説明、そういったものに対しても対応していけるという

形であれば、例えば基準だとか説明の部分を、ここで載せられるものは載せておいても私はいいよ

うな気がするし、もし載せられないのだったらざっくりとした、ざっくりという言葉は好きではな

いですが、そういう形で載せておいて後で説明できるような形をきちんと議会としてとっておかな

いといけないというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） ちょっとまた上坊寺事務局長にお伺いしたいのです。古いほうでいう、例

えば３条の３号、町が行う許可、認可または請負、その他の契約に関し特定の個人、企業、団体等

のために有利な取り計らいをしないことという部分はどこに入るのですか。 

○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） それは３項の１号と、３号に入るのです。３項の１号というのは下

の方に書いてあるのです。５条の３項、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

ないのを１と３なのです。４号が２号なのです。５、６は契約に関することです。ちょっと６、７

は問題があると思います。先進事例であっても。現実にそういう団体がいる以上はそれは慎重でな

ければならない。今そういうのが多いのです。 

○委員（及川 保君） 上坊寺事務局長に言いたいのは、まだあるはずなのに今何かこの部分だけ

とらえて、だから私は先ほどから一つ一つやっていったほうがいいのではないですかという話をし

ていたのはそこだったのです。何かこの部分だけでずっと今議論をしているではないですか。だけ

どこの５条からずっと２、３、７までありますね。山本委員長にお伺いしたいのは、そういう部分

がありますから続けてやったほうがいいのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 第５条については、そういうことでございまして私どもの会派は４、５、

６に関しては左側のところに書いているとおりでいいという考え方です。それでは、２項第４号の

規定は、議員の後援団体について準用する。 これは同じように反対しています。（４）と一緒です。

上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） ちょっと私のほうから感じていることを言っておきます。多分、今

の政治倫理基準の（５）は、これはちょっと規定としては個人も入っているし始めから禁止されて



 17

いることだし、多分これはあってないような気がします。ですから（５）と（４）を直接対比して

はだめだと思います。先進事例の（４）の考え方というのはいやしくも町と契約している業者との

金銭の受け渡しはやめようということですから（５）に近いのですが（５）とは違うかという気が

します。もうこれは完全に現在の（５）のほうは先ほど言ったように政治資金規正法の関係団体か

らもらったら始めからだめなのです。ということではないかと思うのです。多分（５）を落とすか、

（４）を戻すかという議論は正確ではないかというふうな気がするのです。現在の（５）はなくて

もいいような気がします。現在の政治資金規正法からいったらなくてもいいのではないかと思いま

す。それでなおかつ町との契約者との関係を襟を正そうかという部分だと思います。だから、そう

いう観点からやっていったほうがいいと思います。載せなくてもいいのではないかといったら（４）

をはぶけばいいでしょうし。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 私はそれを言いたいのです。それで進めていかないと、ただそっくりこの

まま移動するのではちょっとおかしくなるなというふうに私はとらえているものですから。 

○事務局長（上坊寺博之君） 現の５もおかしいですね。企業、団体からと書いているけど、これ

はいいように受けとめられます。これをつくったときはよかったのですね。 

○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。この間我々が意見書を出しているでしょう。企業、団体献

金禁止の意見書を出しているのです。それなのにこの５番があるというのがおかしいでしょう。個

人は認められているけど、我々が自ら手につばをしているようなものですから、それはおかしいの

です。次のページの５項と６項もかなり大変だと思います。これはもう業者さんは議会に出るなと

いうことと同じことですから、早い話が。だから私はそういうことでいえば（５）と（６）は先進

地、これは多分ここの先進かどうか知らないけども、そこでこういうことが多発したのだと思いま

す。先ほどの山本委員長の話ではないですけども。だからそういうものはそういうもので、先ほど

言った東北でひっかかって５人も６人も政治倫理規制でひっかかったというのはこれなのです。親

戚の者がそうやってやっていても全然わからないものですから。言われて初めてわかって、まさか

私が違反していると思っていないと、こうなったわけです。だからやはりそういうものは私ははぶ

いたほうがいいと思います。実情にはちょっと合わないかと。実際に先進かどうかわからないとこ

ろでひっかかってだめになって、それはそこの議会が単にこれをまねてパッとつくってしまったの

だと思います。そこの議会が先進だということで載せてしまった。私は（５）、（６）ははぶいたほ

うがいいと思います。だから、そうなれば先ほど山本委員長がどう解釈するかは別にして、（４）と

か（７）があるのだけど結果として議論の集中するところは５条の１項の括弧の部分なのです。そ

れ以外は皆さんが（５）と（６）を排除すると言えば、あとは今言ったところしか残らないのです。

ほとんど同じことを書いているのですから。新７項は旧２項と同じです。 

○事務局長（上坊寺博之君） （５）は新たな規定ですから（４）、（５）を今山本委員長が言って

いるところを落とすか、（７）を旧規定に戻すかと、これだけだと思います。（６）もいいです。裏
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側にあるのでこちら側の議論でしましょうということですから、（４）、（５）を落とすか、（７）を

（６）に戻すかということです。今ネックになっているのはそういうことだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） その部分で検討を要するのであれば次は 27 日ですから、今整理をさ

れたように、もしその整理が全部納得したかどうかは別ですが、基本的には今の（４）、（５）、（７）

で（７）の部分については（６）をこちらに引っ張ってくるかどうか。（４）、（５）を削ればいいの

か。そこら辺を含めて、あと（２）、（３）、（４）と（７）がありますでしょう。裏の（５）、（６）

をカットしたとしたら、そういうことでいいのかどうかということを新風さんで次の 27 日まで検討

を願うと。そのほうが、今会派の意見なのだから会派でそういうふうに考えていただいたほうがい

いのではないですか。次の進みますので。 

○委員長（山本浩平君） そう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） では次、３番目なのですけど。実はこれは私ども２に関してはよいと 

いうことですけども、（１）と（３）、これに関してもこういったような具体的なものは今まで。３

の（１）、（２）、１ページの町が締結する請負契約等又はこれらの下請け、もしくは再委託に関する

契約に関与することとか、（３）町が行う許認可に規定する許認可等及び白老町行政手続き条例に関

与することというようなことを私どもはあえて載せる必要はないだろうという考え方でおります。

２番目に関しては人事権は我々にあるわけではないですから、これはこれでいいのかというふうに

思ってはおります。関与することというのはちょっと微妙な表現なのですけども。及川委員。 

○委員（及川 保君） 申しわけありません。上坊寺事務局長、意味を教えてください。 

○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） 平たく言うと口利きです。町の契約行為を口利きするということで

す。下は町が許認可をするものに対して口利きをするということです。より働くということです。 

○委員長（山本浩平君） 基本的にはそういったことはないと思うのです。及川委員。 

○委員（及川 保君） 国会議員を含めて、実はこれは非常に大きな大問題になって、例えば議員

を辞めなくてはならないとか、そういう状況がよく事例で出るのはそういうことですね。となれば

やはり厳しいのですか。そんなに厳しいことはないのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 小さなまちの中でいろんなことを相談されることが私はあると思うので

す。個人的にもいろんな団体の人にも。口利きというわけではなくて仕組みを調べてあげたり、そ

のぐらいのことは日常の中で私はあると思うのです。そういうことまでが、こういったことを載せ

ることによってブレーキがかかるとすれば我々の議員の活動範囲というのは非常に狭められてしま

うのです。政令駆使みたいなことばかりを盛ることが果たして我々議員活動にとって本当にそれで

いいのですかということなのです。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） それは山本委員長の言っていることは全然違う話だと思います。議員とし

て情報公開をしていかないといけないということになっているわけですね。あらゆる情報公開をし
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ていかないといけない。その中で今言われた相談業務もたくさんあります。まちの住宅の状況は今

どうなのとか、それから今仕事をこういうことをやりたいと思っているのだけどもまちで今取り組

んでいる福祉のことだとか聞かれます。それでこういうふうに取り組んでいるとか、こういうこと

を今やろうとしている、だから行って相談してごらん、行ってみなさいと言うのは、これは口利き

ではないでしょう。行政に対して、いや実は私の知っている業者が今こういうことをやろうとして

いるのだけども何とか頼むと、これは口利きです。だから、その辺の考え方をしっかりしていれば

情報公開という立場の中では町民、業者関わらず持っている情報はいくらでも提供していいと思い

ます。だから今みたいな言い方で規制するとは誰も思わないです。今までやってきたではないです

か。情報公開、どうやって町民と接していくのかという話は。町民との意見も聞くよと、でもこち

らで持っている情報も公開していくよと。そこでいろんな議論の総意点を見つけながら民意を世論

に変えていきましょうとか民意を聞いていきましょうというやり方を今までもしているではないで

すか。そこで何の制約なんてあるわけないではないですか。ただ、業者を、例えば議員という立場

の中で土木に行ったり福祉課に行ったりして、実は本当にこの業者は大変なのだという感覚の中で

推薦してみたり話をしてみたりという話は、それは口利きになるでしょうという話です。情報公開

は口利きではないです。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 何か山本委員長にお尋ねするばかりで申しわけないのですけど、これは１、

２、３は問題としてとらえるべきではないと私は思うのです。もろに口利きだというわけで、これ

はだめなわけですから、であるならば何も載せても特にこちらは問題はないでしょう。どうですか。

だけど載せてはいるのです。紹介をしないだとか、いろいろありますね。例えば職員の採用に関し

て紹介をしないとか。実は具体的にあるのです。 

○委員長（山本浩平君） その程度でいいです。私の議論は一貫しています。具体的に厳しく盛る

ことによって議員の活動範囲が狭められてしまうだろうという基本的な考え方です。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今までこれでやっているのにどうしてこれ以上のことをやるのというふう

にもとらえられますね。 

○委員長（山本浩平君） それは私の感覚は、十分進みすぎているということです。ほかの市町村、

特に日高、胆振の町村の中でいうと進みすぎているという感覚です。逆によく言われます。議員仲

間に余りやらないでくれと。十分今までやってきているのではないかと。ここでさらにまた突出す

る必要があるのかというのが基本的な考え方です。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私はもしこれを合議していこうという話になるのだったら、多分そこでも

し議論の根底というか、方向性、まちづくりに対しての思いだとかいうのがもしそこであるのであ

れば、これ以上多分進まないと思います。私は思います。ということは、私たちは今までいろんな

議論をしてきたけども何のためにやっているのかという話です。もし町民のためにこれ以上のこと

をやらなければいけないとわかっていてもやらないということなのかということなのです。白老町

はもう進んでいるのだから、もうこれ以上やる必要はないでしょうという話なのか、それとも町民
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のためにはこういうことも必要だねと、町民から民意を引き出すためにはもっとこういうことも必

要だということに対して、そこまではしなくてもほかのまちではやっていないのだからそれ以上に

今までやってきているのだから白老町議会はもういいという感覚にしか私はとらえられません。そ

うなればこれ以上の議論は私はできません。一つ一つの議論でかわるのですか。 

○委員長（山本浩平君） かわるというか一つ一つの項目で進みすぎるとか、ここまで具体的にう

たう必要がないものに関しては反対しているだけの話でありまして、議会改革そのものをとめたほ

うがいいという考え方では決してないです。３について自由討議でどうぞ。多分これは私だけだと

思うのですが。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 自由討議だとして聞いてください。私だけなのか、山本委員長だけなのか。

ここだけの議論をしましょうと山本委員長は言うけども、ここだけではないです。議員としてとら

えていかなければならない問題がたくさんあるのです。だから議員として考えるのであれば、そこ

に町民がいるわけです。町民のために自分たちはどうしなくてはいけないのか。政治倫理も同じで

す。どうしていかなければいけないのか。自分自身のことではない、町民としっかり向き合った中

で考えていかなければならない問題だと私は思うから言うのです。これだけの問題ではない、１項

目ごとの問題ではないと私は思います。私は議員というのはそうだと思っていますから。議会って

そういうものだと思っていますから。そこまで完全に話が違うのであれば、これ以上議運の中で話

をすることはできないでしょう。自由討議の中ではいくらでも自由討議はできます。でも議運の中

ではこれ以上できません。もしそこで隔たりがあるのだったら。だって合議をしていかないとだめ

な場面で。 

○委員長（山本浩平君） 合議だから、この出された案件に対してうちは賛成できませんと言って

いるだけの話です。 

○委員（氏家裕治君） だからその自由意見の中で、例えばこれからの白老町議会のあり方みたい

なものが当然理念の中に、言葉のはしはしに出てくるのです。だからそういったものを聞くと、こ

れ以上は無理なのだと私は思ってしまうのです。私は皆さんの意見を聞いたほうがいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは西田委員いかがでしょうか。 

○委員（西田祐子君） 西田でございます。私はこの件に関しましては、ちょっとやはりここまで

細かくやる必要はないのかというような考え方を以前から持っております。というのは、ここまで

やらなくてもいいというのは、もうこれ以上改革をしないという考え方で言っているのではなくて、

今回の改革においては審査請求、議員自らできる。それと町民が審査請求をする場合の人数の制限

をもっと低くする。そしてさらにもう一つ大事なことは、議会がこれらのハードルを下げることに

よって町民が厳しい目で議員を見るようなことがあったときにすぐにでも審査請求をされるという

立場になるわけですから、そこの部分が一番大事なのではないかと私はそのように感じておりまし

たので、先進事例のこういう中身のことについて具体的にというのは余りそこまではしなくていい

のかと。第一段階として、とりあえずそこの二つをハードルを落として次の段階でもっと具体的に

やっていってもいいのかというふうにはちょっと感じておりました。以上でございます。 
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○委員長（山本浩平君） 日本共産党、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 私自身どのような判断をするのか、先ほどから読み直しをしながら。た

だ、あくまでもこの先進事例を起用するというのではなくて白老町独自のものというのが、こうい

うものの中から形取られたほうがいいのではないのかと思うのだけど、正直漠然とわからないとい

うのが今の私の気持ちです。どこまで踏み込んでいいのかと。以上です。 

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

○委員外議員（前田博之君） 私は先ほどから言ったようなことでかわりませんから、議会議員が

かくあるべきだという規範をつくるべきだと思っていますから、ある程度やはり私は厳しくすべき

だと思うし、逆に今言った第５条の３項の３号でいっても、逆に行政手続き上きちんとうたってい

るのです。そういうものに関与してはだめだと言っている。逆に私たちの立場からすれば許認可が

あたったことが町民のために、この許認可おかしいのではないのと、逆にどういう判断で許認可さ

れたのという責めるぐらいの気持ちを私は議会であるべきだと思っているので、そういう部分から

いけばそのときに政治的な判断をされたとかどうとかいう仮にあったとすれば、それを正すのが私

は議員だと思っていますから、こういう部分についてはやはり議会というものは議員としてそうい

うものにきちんと許認可については正しい姿勢であるべきだということできちんとうたっておくべ

きだと私は思います。この項目だけでいけばです。だから私は前提は先ほど言ったとおりですから。

ですからある程度の部分は厳しくしておくべき。そして自分がそれにそって活動すべきだと思って

いますから。あとは議論してはどうかというのは別です。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） いろいろご意見はあるのですけども、厳しくするというのは、これで話が

おかしくなってしまうと私は思うのです。厳しくするのであれば、これは後から大変な状況になる

と思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私は議論が違う議論になっていると思うのです。旧法で書いているの

は、その団体の有利な取り計らいをしないことと書いていますね。有利な取り計らいをしたらだめ

だというのです。そうしたら具体的に言えば町が締結している請負契約と、これら下請け、もしく

は再契約に関する契約に関することと、そのものです。一番わかりやすく書いています。ここに、

この３に書いていることと、１に書いていることなら私は３に書いていることのほうがもっと漠然

としていて、厳しくしようと思ったら何ぼでも厳しくなるのではないかと思います。３に書いてい

るのは具体的にこれはやってはだめです。そんなのは誰でも思っています。山本委員長もだめだと

思っているのです。３がいいと思っていなかったら絶対そんなことを言うわけないのだから。だか

ら、それが具体的になることが厳しくなることかと言ったら私は全然違うことだと思います。だか

ら、こういうやはり私は、もっとあるかどうかわかりませんけど、新しいほうの３は先進地も何も

ないのです。これははっきり言えば常識の範囲なのです。だからもっとあればもっと書いたほうが

いいと私は思うぐらいです。中身としてみれば。もっと書いたほうがいい。そのほうが我々はやり



 22

やすいのです。なぜか、そこをやったらだめだと書いているのだからやらなければいいのです。３

でやってごらん、こじつけてやる人はどんなこと言っても提訴できます。例えば山本委員長が全然

違う業者と一緒に町長室に入ったと、あれはおかしいやってやるとここに書いていますね。３、特

定の個人、企業、団体の有利なと。ひょっとしたらそうではないかとなりますね。具体的に書いて

いれば何のことで行ったのかとなったときは全然関係がなくなります。私は具体的に書いたほうが

ずっとわかりやすいと思うし、町民もわかるし。だから具体的に書くということが私は大切だと、

そのことが厳しくなったり縛りがかかったりするということとは違うことだと私は思うのです。私

はです。だから具体的にすることによって町民がわかるのです。だから、やる人はどうやっても引

っ掛けてやると思うのです。議員を引っ掛けてやろうと思う人はです。実際やっている人は具体的

なほうがいいのです。やる人、訴える人、私はそうだと思います。 

○委員長（山本浩平君） この（１）、（３）につきましても、私どもは再度持ち帰りをさせていた

だきたいと思います。若干、西田委員も私どもと同じような意見でございましたけど、再度その辺

のところは清風クラブさんももう一度議論してきていただきたいと思います。私どもも再度検討し

たいと思います。 

 続きまして、４、５、６です。この辺に関してはいかがでしょうか。この４番なのですけども、

なぜこういうのが載ってこなければならないのかというふうに思うのです。この三田市議会さんが

こういうようなことなのでしょうけれども、基本的にはあり得ないですね。ある得ないようなこと

も載せるということはやはり厳しくするということですね。この辺どうなのかというふうにちょっ

と感じています。５、６に関しては先ほども出ていましたけど、これは完全に反対だというふうに

思っています。皆さんいかがでしょうか。公正な職務の遂行を妨げてと具体的にそういうような事

例というのはあったのですか。どういうことなのでしょう。よく理解できないです。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） この４の文章を私なりに解釈すると、例えば権限というから議会の議長

とか委員長、あるいは議員という地位を利用して職員を恫喝するようなこと。こんなことをやった

らただではおかないみたいなこと、例えばですよ。やはり議員となったらかさにきて、職員をやっ

て職員はもうおろおろして何をしていいのかわからなくなるということが多々あるのです。うちら

の議会でもあるのです。職員を地位を呼びつけてがんがんやるとやはり職員はびびってしまうとい

う、そういう行為はやはり非常に職員はものすごく気にしていますので、これはそういうことだと

思うのです。私の解釈では。そういうことについて、職員のところへ怒鳴り込んで行ってやるとい

うことは往々にしてありそうな気もするのです。それをやってはならないということなのでしょう。

平たく言えばです。私はそういうふうに解釈したのです。これについて皆さんどう思いますか。 

○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） 今も議員引退してますけど、過去には私はそういう例がありました。

私がやった仕事の上で、ある記者さんと共謀してやられた事実もあります。これはきちんと上司に

報告しましたけど、２回ぐらいありました。昔の議員さんは。やはりかさにきるというのか、昔は

もっと議員議員という部分があったし、私も若かったのであったのです。今の若い人方でも物の言
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い方によってきちんと言える人と言えない人と、同じ言い方でも私の言い方と別な人の言い方の受

け方によってとらえ方が違ってきますから、私はやはり議員の姿勢として、議員の個性があります

から、今はそういう議員さんはいないと思いますけど、そういう部分では我々が自覚する意味も含

めて入れておいたほうがいいのか思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員、この４番に関していかがでしょうか。 

○委員（及川 保君） 及川です。これは特にここに絶対入れなければいけないかと言われると、

ちょっと疑問符はつきますけども、ではまったく入れなくてもいいかと言われると、確かにそうい

う事例がありそうなのです。と考えれば、やはりこの１項目はよくないですね。個人の意見として

はあるのでしょうけども、特定の地位を利用するということですから、私は余りやってはいけない

と思うならこの文言は特に入っていても特に疑問はないというふうに思います。私の個人的な意見

です。 

○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） 今、議長や前田委員外議員が言われたとおりです。私もそういう現場

を実際に見ていますし、職員の皆様方はやはり議員に対してはこちらが思っている以上に気を使っ

ているのだけれども、そういうふうになかなかなっていないというところもありましたし、本当に

怒鳴りつけてひどいのもありました。だから実際ないかといったら、余り近々だって私はないとは

言えないと思います。私は注意をして気をつけてはいますけど。載せたほうがいいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私もこれは載せたほうがいいと思います。議員というのは私は思うのはバ

ッチをつけると勘違いをするのです。決して白老町議会がそうだとは言わないけども、これから出

てこられる方々に対してもきちんとこういったものをうたっておかないと、私は変に勘違いされて

も困ると思うのです。ですからそういった面においても、将来の白老町議会のためにも、私はこの

文は載せておくべきだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 私どもですけど、皆さんの意見を伺って、堀部議長の意見も伺いました。

もと職員の前田委員外議員の意見も、ベテランの大渕副委員長の意見も参考にさせていただいて、

この４番に関しては載せるということで皆様方と同調したいと思います。この４番に関してはよろ

しいですね。このまま載せると。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 問題は５番です。５番、６番ということになってくるのですけど。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。私は先ほど言ったとおりです。載せるべきではないと。 

○委員長（山本浩平君） ほか。清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブです。私どもも、これが非常に大きな問題になっているという

ことであれば、これは非常に入れないで進めたほうがいいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君） 私はこの地方自治法の第 92 条の２の規定を尊重しという文章がすごく気に

なるのです。ちょっとまだ目を通していないからはっきり言えないのだけど。まずこの１文がすご

く気になる。それでこの条文の中の最後に、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たときはそこの限りではないとうたっていることは、多分そういった、これ

は多分工事関係の話しだと思うのだけども、そういった意味での理解を私はしているのです。ただ、

この 92 条の２でうたわれたものの主旨を尊重しというこの文がすごく気になるものだから、この文

についてちょっと皆さんできちんとした理解をしておいたほうがいいと思うのです。いろんな事情

があるにしても。これを確認した中で会派の意見をまとめたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 持ち帰りということですね。上坊寺事務局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 92 条の２というのは兼業禁止規定なのです。議員が町と直接契約を

することを禁止しているのです。ただし、法人の場合はその主たる業務が２分の１を超えない場合

は構わない。構わないというか許容範囲です。法人の場合はいいですが個人の場合は１回きりでも

だめです。それになったとき失職するのです。それは議員という身分を抱えて町という契約に優位

に働けるような関係にあるということなのです。それを防ぐために兼業禁止があるのです。ここで

言っているのは、その主旨を尊重しということがそれに該当しない工事も配偶者なり親族の人が辞

退するように努めましょうということなのです。だからすべての白老町から発注される工事は辞退

しましょうという主旨です。ただし、緊急時に業者がたくさんいる場合に、それまでは規制しない

という、５項の条文の解釈はそう取ってもらっていいのではないかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） この規定は兼業の禁止の部分で何か。この兼業とは違うのですね。直接契

約の中での１年間の工事請負額の 50％の部分と違うのですか。 

○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） 50％、本来それが法の主旨なのです。法の主旨で失職ですから、失

職にならないような法で許されているような工事も辞退しましょうということです。例えば建設業

の人が議員になったら町との工事は辞退しましょうということなのです。 

○委員長（山本浩平君） 親族でもだめです。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。そういうもし解釈で、ちょっと私は解釈できないのですが、も

し上坊寺事務局長の言われるような解釈でこの条文をとおるのであれば、これは私は削除するべき

だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員いかがですか。 

○委員外議員（前田博之君） 私は地方自治法の中で今上坊寺事務局長の説明した部分とそれ以外

でも、ある程度の逐条解説で具体的に制限されている部分というのがあるのです。それを守られて

やっていると思いますので、これ以上これをやってしまうと、ちょっと話が飛躍しますがこれから

出てくる人たちも制約されてしまうので、これはやはり地方自治法の逐条解説とか前例に任せたほ

うがいいのかと思いますので５については特に載せなくてもいいです。 
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○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） １つ追加したいと思います。２行目に請負等と書いていますね。請

負等というのは、先ほどの１の４ですべての契約ですので物品請負のすべてもだめだということで

す。工事契約だけではないです。物品もすべてだめです。 

○委員長（山本浩平君） すべてだめです。商店の人も議員になれないし、誰も議員になれない。

では皆さんこの５、６については削除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） ５、６に関係もしてきますけど、７番はどのような扱いにしますか。前

項と同じですね。同じであればこれは残すという解釈でよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 27 日にもう一度ございますので、再度これ以降のものもちょっと協議を

いただいて、あとは特に私どものですけど持ち帰りをしなければならない部分を再度持ち帰って、

歩み寄れるところは歩み寄れるように議論はしてみたいというふうに思います。ではちょっと７条

だけやります。７条、税等納付状況の報告ということでございます。これについて各会派の議論は

いかがでしたでしょうか。日本共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 我々はこれは第５条の６でこれを外しますので、ここで盛ると。倫理

基準よりも届出基準のほうが若干猶予がありますので、我々はここではきちんと報告すべきと。こ

のまま生かすということであります。 

○委員長（山本浩平君） 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私たちも先ほど言ったとおりです。第５条のほうで規定しないのあれば、

第７条での規定ということで先ほど言ったとおりです。 

○委員長（山本浩平君） 私たち新風は共産党さんの意見に同調したいと思います。清風クラブ、

及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブは前にも申し上げているはずですが、ここまでやる必要が本当

にあるのかという意見でまとまっております。 

○委員長（山本浩平君） 反対ということですね。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） ５条の６項が７条でということで私もいいと思います。ただ、ここ

でちょっと議論する必要があるかと思いますが、第７条の１番上段で町に納付する税及び使用料の

現年度分、あえて現年度と入れる必要があるのか。使用料の納付状況を記載するにしたほうがいい

のかどうか。その辺をちょっと。なぜかというと現年であれば、多分そういう人はいないと思うけ

ど、今年度に残っている分は野放しで、ではそのときに払えばいいのかという。だからあえて入れ

ないで、納付状況とすればそのときのいろいろな噂だとか、議長の判断でそうしたら今年度の分は

どうなっているのということが言えるかと。逃げられるのです。そういう人はいないと思いますが。

滞納の催促状はくるけども、新たに納付書は出ません。未収額で繰り越すだけですから。それを今

度税務の職員が全部チェックして行って、あなたは前年度分をもらいます、去年の分を先にもらい
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ますとか、状況を見ながら徴収をしていくのです。 

○委員長（山本浩平君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） これは私の個人的なあれなのですけど、たまたま銀行でこの税を引き落

とす関係で銀行のほうとやり取りをする中でうまくいってなかったのですね。それでいきなり督促

状がきたのです。こちらはてっきり払っていると思って。それがたまたま期限内であればいいけど、

期限が過ぎていて、これは現年度滞納したのではないかと言われてしまう可能性もなきにしもあら

ずだから、今前田委員外議員が言われたような現年にがっちりあれをしないほうがいいのではない

かと思います。そこまであれをしてしまうと何かちょっとした手違いでなったりすると、ぎりぎり

でたまたま数字だけそこに残ったら、何だあの人と今度やられても、これはたまらないですから。

やはりそういう面も含めると、それぐらいのあれはつくっておいて、だけどそれは滞納だから１年

とか２年とかあるでしょうから。どうなのでしょうかね。現年というのは何かちょっと余りにも、

それだったら２年とかそれくらいにするとか、複数年とかあれしたほうが。現年というのはちょっ

ときついのかと。毎年報告義務があるわけだから報告するわけです。 

○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） まだこちらはやっていませんけど、納付納税証明書を町が発行する

ことでかえるということにしているのです。基本的には納税証明というのは現年分なのです。です

から指定をしない限り、過去何年と指定をしないで滞納も全部といったら証明をしようがないので

す。基本的に納税証明というのは現年分です。だから過去何年と区切らないとやはり証明書の出し

方としてはだめです。滞納を全部くださいということには証明書としてはならないと思います。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 現年なら現年に限ってしまうからケース・バイ・ケースで考えたと

きに、今上坊寺事務局長が言ったように議長がいろいろ話を聞いて、ないのか、私ありません。い

つまであるのかと聞いたら最低限３年とか何年まで出しなさいとか、現年も含めて出しなさいとか。

そういう裁量的な部分も含めれば現年と入れないほうが裁量がでるのではないかという意味です。

現実には現年だから。これをやってしまうと過去のが、今の人はいないですが新しく入った人が議

員になったらずっとたまっていても当選すれば議員になれますから。それがここにあったら現年度

出しますと言ったら今度議長のところに何々議員、議員になる前にいっぱいありますが、どうなっ

てますかと。今の人はいないと思うけど、そういう部分があるから逆に私は、今上坊寺事務局長が

言ったとおりだから、ただ限定して入れておかなくて議長の裁量が、ある程度運用できる人はどう

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） それはだめです。基本的に条例ですから。裁量権を任すというのは

平等とかそういう部分でなるので、やはりきちんと過去２年なら２年と盛り込むべきだと思います。

議長の裁量権にすべて任せて取るということにはならないのではないかという気がします。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 
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○委員（西田祐子君） ここのところで第７条の最初のところの税等納付状況報告書に別に定める

証明書類を添えてと書いてありますね。これは税等納付状況の報告は納税証明ですか。それとも自

分の払った納付書ですか。やはりそこまでやる必要があるのか。ここはなかなか、うちの会派では

難しいかなと。 

○委員長（山本浩平君） この件も各会派で持ち帰って議論してきていただけますか。内容につい

ても２年分なら２年分なのか、それともどうなのかということも含めて。載せることに反対だとい

う会派もございますので再度協議をしてきていただきたいというふうに思います。 

                                           

      ◎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といたします。 

 お疲れさまでした。 

                                  (午後 ４時００分) 


