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平成２３年白老町議会議会運営委員会会議録 

 

平成２３年 ２月 ７日（月曜日） 

   開会  午前 ９時５９分 

   閉会  午後 ４時３７分 

                                               

○ 議事日程 

１．議員政治倫理条例（全面見直し）について 

２．会派制のあり方について 

３．未協議事項について 

４．全員協議会の開催について 

５．その他について 

                                             

○会議に付した事件 

１．議員政治倫理条例（全面見直し）について 

２．全員協議会の開催について 

３．その他について 

                                               

○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        委員外議員    前 田 博 之 君 

 委員外議員    吉 田 和 子 君    議   長    堀 部 登志雄 君 

                                               

○欠席委員(なし) 

                                               

○職務のため出席した事務局職員 

 事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

 参 事    千 石 講 平 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したいと思います。 

                                   （午前１０時００分）  

                                               

○委員長（山本浩平君） 本日の調査事項、議員政治倫理条例についての全面見直しについてと、

会派制のあり方ということについて、でございますけれど。若干、その前に議運の委員長の立場で

皆様方にお話をしておきたいということが２点ございますので、お聞きいただきたいというふうに

思います。 

 去る１月 25 日に北海道新聞で報道されました記事のことでございます。テロップが、24 日開か

れた総務文教常任委員会ということで、「報酬大幅引き上げの諮問に町議は困惑気味だ」と、写真入

でこういう記事が載ったのを、皆さんご覧になっているとは思いますけれど。私、議運の立場で、

この内容については、ずっと報酬については、議会運営委員会で協議をしてきた内容でございます

ので、事実こういったことが総務文教常任委員会の中で討議されたのかどうかということを総務財

政部長にもお尋ねをし、また、委員長等にもお尋ねをしたところ、「一切この総務文教常任委員会で

は通常の所管事務調査の内容であって、このようなことではなかった」というお話をうかがってお

ります。きょうはたまたまマスコミが来ておりませんけれど、これが意図的にこういった、私は単

なる誤報だということでは済まされない内容だと思います。実際に協議をされていないことが、あ

たかも協議されたことのように掲載されて、しかもその審議会の内容について、いかにもその審議

会での内容が総務文教常任委員会で説明があったかのように誤解を招くようなこういう記事、許さ

れないというふうに思っております。今後このようなことが議会運営委員会の記事で掲載された場

合は、私はきちっと報道に対して抗議をし、事実確認をいたした中で、まず謝罪をしていただいて、

記事の誤りを載せていただくというような方法を取りたいというふうに思っております。また、こ

のようなことがあれば、いくら情報公開といっても、そのようなことをするマスコミに関しては、

一時的にはこの会議の中に入れるということもいかがなものかということも、もし問題が起きたと

きには、皆さんと相談していきたいと思います。 

それと、記事の内容について、でございますけれど、記事の内容そのものを１つ、１つ取って、

「どうだ、こうだ」と言っても、これは多少脚色して書かれている部分があるかもしれません。し

かしながら、この報酬については、何度も何度も、この議会運営委員会の中で協議をされて、私の

記憶の中では、無会派の方も含めて、報酬引き上げについては、反対のところは１つもなかったわ

けでございます。共産党さんも、町民の合意の得られる範囲であれば、それは問題ないという解答

をいただいております。そういった中で、無会派も含めて、熊谷委員外議員さんはほとんどこれの

ときには出席がなかったかもしれません。また、発言もなかったと思いますけれど。全会一致でこ

の報酬については、上げることについては何も問題ないということになっているにもかかわらず、

こういう記事になっているわけです。「町長は強気、議員は困惑」と。 
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読んでいきます。「支援者や知人からの批判を浴びた議員も多く、厳しい町内の雇用情勢や町財政

を考えると説明がつかない。真意を諮りかねる」など異論が噴出。ある町議は「このままの内容で

議案を出されても判断に困る」と、このように載っているわけです。これが事実かどうかはわかり

ませんけれど、いくら個人の取材、議員個人としてのコメントだということがあったとしても、会

派制をとってこの議会運営委員会の中で何度も何度も協議されていることにもかかわらず、個人的

な見解でこのようなことがもし実際に発言されていたとすれば、会派制そのものいったいどうなの

だというような、きょうの２番目の調査事項にもなっていますけれど、会派制そのもののあり方、

これは非常に疑問を投げかけるような、もしこういう発言があったら、私はそのように考えており

ます。このことが１点です。 

それともう１点。これは２月３日の全道版、１面に載っている記事です。これは皆さん１面に載

っていますから、「揺らぐ自治」ということで、今、いろいろなところが連載されております。白老

町議会、これ、２番目の連載のところで載っています。２月３日の１面の記事です。これも、議会

のコストと報酬と定数削減加速ということでございます。この中に、これも、もし事実関係と異な

ることが載っているのであれば、当然、これはマスコミに抗議も必要ですし、逆にこれが、本当に

こういう発言をされているのであれば、私はちょっと、非常に問題になると思っています。 

「当の町議ですら町民の理解を本当に得られるだろうか。（堀部登志雄議長）」ということで、名

前も載っています。不安をぬぐいきれない提案ということで、これ、全道の１面にこういうことが

載っているわけです。議長はこの報酬に関して、議会運営委員会の中に諮問をして、そして、何度

も何度も協議をした中で、先ほど申し上げたように、報酬に関しては全会一致の中で、無会派の方

も含めて、上げることについては、今後の将来の議会の構成のあり方、いろいろなところからまた

出てこられるような環境をつくるという中で、それぞれ皆さんが実行して、しかも町民の厳しい批

判あるいはこういう経済情勢の中で、いろいろなことが加味されることを予測した上でも、それぞ

れの会派の中で苦渋の選択の中で一定の結論を出したにもかかわらず、このようなことがもし議長

の発言として、こういう１面に載るということは、私は非常にいかがなものなのかというふうに思

っていることでございます。これからほかの事入りますけれど、ではいったいこれから議会運営委

員会の最終報告として口々にこのようなことが出てくると、どのようなまとめ方で、まとめて発表

しても、「私はそういうふうには思っていなかった」と。ちまたで個人的に発言を万々されるのであ

れば、本当に会派として協議をしていることが、根底から覆されることになると思います。非常に

このことについて、私はある意味の危機感を感じていることでございます。 

以上２点ほど申し上げましたけれど、この点について何かご意見なり、私の言っていることが間

違っているということであれば、またご意見を頂戴したいと思います。一方的に私が話をしただけ

ですから、「何を言っているのだ」ということもあるかもしれません。このままだと本当に、審議会

のこれからまだ会議が今、２月ですから、２月、３月、４月ぐらいまでにあと３回ぐらいは審議会

を開くやに、総務のほうからは私は伺っています。ですから、最終的なまとめはそれからになると

は思いますけれど、やはり今の状況でこのようなことが出てくると、今までの前回まとめた、まと
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めたと申しますか、最終的な報酬についての結論が、全然違うことになっていくのではないかとい

うふうに思っています。何か皆さんの中でご意見ございましたらどうぞ。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は委員長の言われているとおりだろうと思います。掲載された写真なん

かも誤って使われている部分については、そのとおりですし、そういった部分では強く抗議してい

い部分だと思います。 

 それから、報酬についての議員のここの記事が出ていますけれど、そこもちょっと、記事がしっ

かりとした経過説明がなくて、ポイントだけを突くから、見る人によっては、すごくとらえ方が、

「何」という感じで見る人が、やはり多くなるということです。あくまでこれは、議会で議論した

ことは、今後の議会のあり方は、このままでは議会運営については、本当にこのままではだめだろ

うということで、全会派一致の中で報酬を上げるということについては、今後の議会としての方向

性、これは議会運営委員会の報告として出せるぐらいのものはできたのではないかと私は思ってい

ます。ただ、審議会を経て、私たちが結局は、はっきり言って金額決められるわけではないですか

ら。あくまで第三機関の報酬等審議会がそういった答申をして、そしてそれを受けて町長が、今回

町長が金額を提示したと。その金額に対して、結局議会はそのまま受け入れるものだとかいう問題

ではないですよね。また、それがあくまで報酬等審議会に持ち帰られて、報酬等審議会の中でそれ

が妥当かどうかということが決められてくる。そうであるのに、なぜそういう記事が出てしまうの

かと思って、それがすごく不思議なのです。額については、確かに「こんなに上がるのか」という

人も中にいるかもしれないし、その金額について驚こうが、こちらが決められるものでないのだっ

たら、あくまでも報酬等審議会から出てきたものに対して、私たちがそれに対して賛否を問うだけ

の話です。そこら辺の記事の書き方がやはり・・・。別に悪意は持っていないのだろうけれど、今

の一般世間の流れからいって、その流れの同調から外れるような形をとる白老町議会という部分で、

多分見ているのではないかと。揺らぐ自治だとかというのは、ほかの例えば、阿久根だとか、今の、

今回の名古屋ですか。そういった部分に当てはまるかもしれないけれど、白老町なんか揺らぐ自治

なんてことは、はっきり言ったら、一切考えてやっているわけではないですよね。これからの自治

をどうしていったらいいのかとか、これからのまちづくりをどうしたらいいのかということを、今、

みんなで考えている最中であって。そういう揺らぐ自治という記事の中で白老町議会が取り上げら

れるこということ自体が、私は何かおかしいような気がします。だから、今、委員長が言ったとお

り、文面も文面ですけれど、そういった間違った写真の掲載なんかがもしあるとすれば、それにつ

いては厳重に注意して、そして、そういった記事を載せるのであれば、そこに至った経緯もちゃん

と載せていただかないと、見る人によっては誤った見方をするということもあるでしょう。ただそ

れが報道の自由をこちらが侵害するのかという話にもなるかもしれないけれど、言うべきことはち

ゃんと言っておいたほうがいいかもしれないですよね。それで、直す、直さないは、向こうのほう

でしょうから。 

○委員長（山本浩平君） 土屋委員。 
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○委員（土屋かづよ君） 土屋です。私もそれを読んで、確かに過去には町民から理解を得られな

いとかいうことは、私たちも発言しましたし、だけれど１月 25 日、その記事の部分では、いろいろ

今までの経過を書かれない状況の中で、そういう中で、総務でそういうふうに話したとなっている

ような記事ですよね。だけれど、実際にこの報酬を決めたときは、そういう発言は全くしていない

わけで、果たしてそれがそのときの本当のインタビューなのかなと。議員に対して、当日そのよう

なインタビューがあったのかなと、ちょっと疑問に思ったのです。私は一切受けていないし、おそ

らく議運の中にいた人方だって、そういう発言はしていないと思います。決めたことに対して反論

するつもりもないですから、ちょっと変な記事だと思っていたのです。だから、それはやはり、道

新ですか、その記者に真意を確かめてみる必要があるのではないかと感じましたけれど。 

○委員長（山本浩平君） 今の点ですけれど。私は議運の委員長の立場で、立場というか、個人的

かもしれませんけれど、この記事を書かれた方にお会いしています。記者クラブに尋ねて行きまし

た。そこにいらっしゃるというお話でしたので。お話を聞いたところ、何時ごろの発言かというよ

うな時間の経過については、ちょっとはっきりしなかった。それと、当然これは、個人に対しての、

個々個人、議員に対しての取材ですから、誰がこのような発言をしたということは、一切、それは

おっしゃっていただけませんでした。私はそこまで、はっきり言って尋ねました。ですから、その

辺の時間の経過、あるいは、こういう発言が本当にあったかどうかということの確認は、残念なが

らできませんでした。しかしながら、これも私、個人的なあれだったかもしれませんけれど、及川

委員長や近藤副委員長のところに「これは正式に委員会で抗議をすべきではないですか」というお

話をいたしました。先般、総務文教常任委員会は、教育委員会との何か懇談があったと思うのです

けれど、そのときに全員集まられた中で、例えばそういったことで、総務文教常任委員会としての

アクションを私は起こしていただきたかったのですけれど、事務局に尋ねたところ、そのようなア

クションはなかったというふうにも伺っていましたので、本当にこれ、このままでいいのかなとい

うふうにも思うのです。それだけ真剣に、我々今まで協議積み重ねてきたことですよね。これ、誤

報ですよね。及川委員長写っていますけれど、24 日の日、及川委員長は総務文教常任委員会に欠席

だったですよね。そういうふうにも聞いていたのです。ですから、完全にこの写真とこのテロップ

は全然違うあれではないですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは 24 日です。 

○委員長（山本浩平君） すみません。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） まず、この問題を議会運営委員会としてきちっと取り上げるかどうか

ということを諮って、そして、正式に取り上げるのであれば、取り上げるという形の中で行わない

と、今、現実的に、正式な会議が始まっています。これが正式な議題でないにもかかわらず、議事

録にも残るわけです。ですから、議題をきちっと整理して、これを取り上げるということで、議運

の皆さんがオーケーということであれば、取り上げて、きちっと議論をしたほうがいいのではない

かと。例えば、個人的に、委員長権限であろうとも、それは、取り上げてやっているのか、どうい
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う形で今の議論をしているのかわからなくなってしまいます。例えば、あとで議事録を見たときに、

「何だ、これは」。「どういう権限で、確認もしないのにやっているのか」、ということになります。

ですから、議運できちんと取り上げるのであれば、取り上げるということが１点。 

 それから、内容と新聞報道の関係は、私は、内容に至って、内容が間違っている部分はやるべき

だし、そのことと新聞報道で取り上げるということは別ですから、そこはきちっとやらないと、新

聞記者の皆さん方とのギャップが出ると困りますから。ただ、私が言っているのは、誤報がいいと

いっているのではないです。間違っているものは間違っている。と同時に、当該の常任委員会があ

るわけです。そこを、たまたまきょう来ていないからだけれど、当該の常任委員会があるわけです

から、そこの尊重も、我々自体は考えなくてはいけない。それがそうでないということであって、

皆さんが一致して、これは取り上げるべきだというのならば構いませんけれど。少なくとも当該の

常任委員会がありまして、名前も出ているわけですから、そこもきちっとしながら議論しないと、

みんな一緒にしてしまうと、わけがわからなくなってしまうのではないかと思うのです。だから、

そこは整理をして、取り上げるのであれば、この問題は非常に新聞報道で町民に影響を与えるとい

うことで、例えば、個々の議員のコメントというのは、これは、新聞ももちろん名前を言うわけが

ありません。そんなことを言ったら、この次から絶対書けなくなりますから。誰もコメントしなく

なる。同時に、それは新聞社が、新聞記者が個々にコメントを取るという自由が、これはあるわけ

です。だから、この中での意思統一の問題です。逆に言うと、議員の側の問題なのです。新聞の側

の問題ではないかもしれないのです。そうですよね。だから、そこら辺は、我々が決めたのは、「上

げるということについては、皆さん合意ができますよ。条件がいろいろあります」と。ピンからキ

リまであるけれど、上げるということについては、合意を得たという範囲ですから。ですから、そ

このところをきちっとして議論をしないと、たまたまあれですけれど、違った方向になると困りま

すから、そこはきちっと議題に取り上げるなら取り上げるということで、手続き上きちっとしてや

られたほうがいいのではないでしょうか。局長そこら辺はどうですか。議題で取り上げないでやる

というわけには、ちょっといかないと思うので。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうですね。一応基本的に調査事項の確認とありますので、ない事

項は、その他でも、議員発議でもいいのですけれど、大渕副委員長が言われたとおりだと思います。 

 それともう１点は、確かに議会運営委員会で議論してきたのは、紛れもない事実ですけれど、記

事のテロップは、ほかの委員会ではないのです。その辺の整合性、やはり考える必要はあるのでは

ないかと思います。ですから、新聞記事の下段の内容と写真とは切り離して、テロップと切り離し

て見るべきではないかと。今、問題があるのは、多分写真のテロップ、写真とテロップだけだと思

います。記事については、報道の自由、確認された事項でしょうから、その辺も含めて議論したほ

うがいいのかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 本日の調査事項の中ではなかった項目で、私が一方的にお話を進めさせ

ていただいたことは、ちょっと行き過ぎたところもあったかもしれません。しかしながら、これか

ら行う調査事項よりも、今、目の前の大変重大なことが、本当にこれ、揺れてしまうような状況の
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懸念の中から発言をさせていただいたわけでございます。これを正式に議会運営委員会の中で取り

上げるのか、仮に取り上げるとしても、また、当該の総務文教常任委員会とありますので、その辺

の考え方もいろいろとあると思いますので、ちょっと皆さんのほうからご意見を頂戴したいと思い

ます。 

 議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、取り上げる、取り上げない。それは皆さんでいろいろお話していた

だければいいと思います。この２月３日の記事ですか。揺らぐ自治ということの中で、私の名前が

出ていますけれど、これは実際に私と町長のほうに、過去にここにいた道新の方が札幌から取材に

来ました。そして、いろいろお話した中で、この一部分だけ書かれているのですけれど、実際に取

材はあったということで、これは町長のほうにも行っていますので、これは町長ともいろいろと議

論した、この形だけで議論したわけではありません。いろいろな観点でお話した中で、こういう具

合に書かれているということですので、これをどうとらえるかということで、それぞれのあれだと

思いますけれど、実際に私として、議長に取材したいということで来たものですから、これは私の

いろいろな話、１時間ほどお話しましたので、その中で非常に今、こういう流れの中で、議会定数

を減らし、議員報酬を下げろという中で、極めて白老の場合は、ほかにないような事例なので、道

新もかなりこれについては興味を持って、「どうなのだろう」ということで取材に来たという経過が

ありますけれど、私自身は、特に今まで我々が議論してきている中で、それを大体皆さんの気持ち

も察した中で、私としての考えを申し述べて取材に応じています。ということで、これについてど

うの、こうのというのであれば、これはまた、ここで正式に議題とするのであれば、それはそのと

きにお話ししますけれど、そうでなければ、個人的にもし疑問があるようであれば、私のところに

来ていただければ、私は私なりに、こういう気持ちで話をしたということはお話したいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） せっかく委員長がそういっているのだから、私は取り上げて議論する

のは何も構わないことで、皆さんが、15 人しかいない議員の中の議会運営委員会のメンバー、これ

だけしかいないわけですから、そこで総務文教常任委員会の写真も出ているわけですから、それは

何もここで議論するのはおかしくもなんともない。疑問というか、不振というか、そういうものを

委員長が持っていらっしゃるというのだから、それはここで議論をして、やはり議会として一番い

い方向を見出すというのが、私はいいと思います。緊急に今、この問題ですから、私はやるのは構

わないと思いますけれど。議論して。長々やる必要はないだろうけれど、一定限度の。総務文教常

任委員会のご意見もちゃんと、私は、正式に、そうであれば聞いたほうが、不信感にならないよう

な形で。せっかく議会が一枚岩で動くわけだから、ちゃんと不信感にならないような形で、相互理

解、納得できるような形でやるし、マスコミとの関係だって、いい部分だってあるわけだから、や

はりきちっと、私はマスコミに言いたいことも、はっきり言えばたくさんあります。書き方の中で

はたくさんあるけれど、そういうこと含めて議論したほうがいいのではないですか。ただ、向こう

に侵害にならないような形でやらなければだめだから。私はここで正式な議題として議論しても構
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わない中身だと思いますけれど。 

○委員長（山本浩平君） ほかどうですか。 

［「なし」と呼ぶものあり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは、皆さん構わないということでございますので、その他という

ことで、一番最初に取り上げてまいりたいと思います。 

 この 25 日の報道の取扱いについて、議会としての何らかの形をとるのか、総務文教常任委員会の

ことの記事ですから、総務文教常任委員会のほうに差し戻してやるような形の中で、アクションを

起こしていただくのかも含めて、皆さんのご意見を伺ってみたいと思います。どうぞ。 

 及川委員。 

○委員（及川 保君） まずこの１月 25 日付の写真掲載が総務文教常任委員会の所管事務調査の

際の写真でありました。私もこれ、朝いきなりこれを見たときに、確かに違和感は覚えました。あ

たかも総務文教常任委員会の中で、この議員報酬の部分が議論されたような印象を与えるわけです。

総務文教常任委員会でこれを議論したという中身では、実はなかったものですから、確かに委員長

のほうから私のほうにもそういう趣旨は連絡がありまして、私もそのときにいろいろとお話、私な

りの考え方もお話させていただきましたし、総務文教常任委員会として行動を起こすか、行動を起

こすというのは、報道関係者に、記者の方に反論を、抗議をするような形をとったほうがいいかな

とは思ったのですけれど、そのときは、この委員会の了解もなしに私も行動を起こしてはいけない

なという思いがあったのですけれど。先日教育委員会の懇談がありまして、その場でこの議題を載

せようと思ったのですけれど、次の日にまた議運が控えていまして、これを総務文教常任委員会の

中で抗議をするという内容、確かに写真は掲載されましたから、確かに町民に誤解を与える部分は、

確かにあるとは思いましたけれど、これももう少し待ってからでもいいかなという全体の考え方、

きょうも議運の中でそのこともあり得るなと思っていましたので、やったほうが、逆に全体になる

なと。総務文教常任委員会も当然そうですけれど、議運の中で、ここでまた議論されれば、正式に

総務文教常任委員会としての抗議としてやるのであれば、議会の総意としてできるなと思っていた

ものですから、あまり荒立ててやってしまうと、もしやるとすれば、写真だけとらえて、私とやる

ことになると思いますので、中身については、報酬というのは、議運で議論されている中身ですか

ら、それは総務文教常任委員会で中身を抗議するという話にはならないものですから、このあたり

はちょっと、どうするかというのは、今、きょうたまたま委員長のほうから投げかけがありました

ので、それは正式にやっても遅くはないなというふうには思ったのです。総務文教常任委員会とし

ては、副委員長ともその話は、先般の懇談の終わったあとにやっておりまして、きょうこの議運を

終えてから結論を出そうという話になったのです。あさってまた総務文教常任委員会があるもので

すから、その中で正式に、もし抗議をするということであれば、総務文教常任委員会の総意として

抗議するという形で持って行きたいという考え方です。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私、実はしばらく病気のほうで入院しておりまして、ここの議運の中に出
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席しなかったものですから、議運の中で具体的に個々の議員とか、会派のほうの意見がどうの、こ

うのと細かいことは、余りよくわからないのです。同じ会派のほうの及川委員のほうからは、話は、

大体は。ざっくりとしか聞いていないものですから、正直言いまして、１月 25 日に記事を読んだと

きに、総務文教常任委員会で報酬を決めるための話し合いが行われたのかと、私は単純にそういう

ふうにしか受け取れないような感じだったです。私、もし、皆さんと同じように議運に入っていた

ら、そういうような思いはなかったと思いますけれど、本当に町民が読んだら、単純にそう思った

し、事実私も、「総務文教常任委員会で報酬のことについて何時話し合うように議運で決めたのです

か」と、「話があったのですか」と、正直言って聞きましたら、「そんなことあり得ない」というこ

とだったものですから、やはり私はきちっとこの辺の事実関係だけは、町民の方に説明しないと、

報酬等審議会で審議されているものが、いつの間にか総務文教常任委員会で審議されているかのよ

うに、私なんか正直言って、議員の私でさえもこんな誤解をしてしまうのであれば、一般の町民は

誤解してしまうだろうという危惧はしました。事実私も、確認するまでは、やはり「あれ」という

思いがありましたので、その辺だけはきちっと町民の方に誤解を与えないような形で、何だかの形

をとられたほうがいいのかなという、その思いだけでちょっと発言させていただきます。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員、いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） この件につきましては、委員長と先日のときにちょっと立ち話で話をした

のですけれど、これは 25 日で、しかもきょう２月７日ですか、２週間近くたっているわけです。来

週、あさって、総務のほうでももう一度検討するといっても、やはりこういうのというのは、時間

が経てば、効果といいますか、あれはないのではないかと思うのです。私は、ですから、これをま

た取り上げて、記者のほうに「ああだ、こうだ」というのは、逆に逆効果になるのかと、そういう

気がしてなりません。別にここは、ただ写真がテロップとあれが誤解されるようなあれであって、

誰かがこれでもって被害をこうむったということにはならないかなと思いますし、実際ここに書い

てあることは、後段のほうの「支援者や知事らの批判を浴びた議員も多く」という、こういう部分

につきましては、ちょっと問題がありますけれど、ほかの部分は、読めばこれはちゃんとわかる文

面ですので、私は、これはあえてまた取り上げて「どうの、こうの」やることには、実際反対です。

以上です。 

○委員長（山本浩平君） ほかの方どうでしょうか。なければ、私のほうから。 

今、近藤委員がおっしゃられたとおり、これは本当に出た翌日とか、それぐらいのときに議会と

して抗議しなければならない内容です。それか、２日後とか３日後でも構いませんけれど。総務文

教常任委員会の中、全体を通して皆さんの意見を聞いてとかいうよりも、私が残念だったのは、委

員長、副委員長の中で協議をされてすぐ、報道機関に全く違うものを載せられて、本当に町民の誤

解を招くような記事なわけですから、すぐに抗議しないと。今、近藤委員がおっしゃられたとおり、

今、これから「どうの、こうの」となると、はっきり言って、賞味期限切れだと思います。 

しかしながら、こういったものを載せられて、皆さん何も思わないということはないと思うので

す。これだけ深く議論してきた中で、この内容だけを町民受け取ったら、何か町長だけがこういう
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のをやりたがってやっているけれど、本当は議員はそう思っていないみたいに、一般の町民はこれ

を見ます。大きな字で、「町長は強気、議員は困惑」なんて、こういう記事を載せられているわけで

すから。しかし今までの議運での協議の内容からすると、こういったようなことでは私はないと信

じたいですし、会派制としてやっている以上、このような個人的な発言がぼんぼん出てくる、取材

で出てくるとは、時期的なものも確かにこれは載っていませんから、大分以前の段階の内容をこう

やって載せているのかもしれません。ですけれど、こういう記事が載ったときに、「別に構わない」

ということでは、私はないと思うのです。この辺だけちょっと申し上げたいと。取り上げる、取り

上げないは別にして、それだけは私は申し上げたいというふうに思います。 

大渕副委員長どうですか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私は、今、これから抗議するということにはならないと思います。そ

れは、出たときに。何か、総務やっていたときに、たまたま、私、来たのです。忘れてしまいまし

たけれど、山口部長がそこにいまして、「これ、総務でやったのですか」と私も言ったのです。「違

います。全然関係ないです。」と。それだったら「すぐに言ったほうがいいのではないか」とは言っ

たのです。それは、単なる普通の話で言っただけです。「これは全然違うではないか」ということを

言っただけです。だから、そのときにこれは、中身があっているかどうか別にして、写真とあれが

全く違うわけだから、総務で１回も議論していないのだから、それはやっぱりすぐ言ったほうがよ

かったと思います。ただ、今から新聞記者に言うとかという中身のものではないと、私は思います。

そこは。 

 取材の中身については、これはやはりなかなか難しい部分があって、ちょっとしゃべったことが

大きく書かれたりするということは、たくさんあります。実際に私もありました。ですから、全体

の流れを言って書いてくれる記者と、書いてくれない記者がいます。それは事実です。ですから、

私なんかはっきり言えば、ある新聞記者が今までの経過を全部書いてくれて、ほかのところ、全部

書かないで書いてしまうものだから、町民の受けとめるのは、違う新聞を読んだら、中身同じこと

を書いているのに、全然違った受けとめ方になるというのは、現実的には、今までだってたくさん

あります。だから、そこら辺はなかなか難しいかなと。委員長がそういうふうに思われるのは最も

だと思うのですが、それは記者の範囲の中で書いているのかどうかというあたりだけの問題ですか

ら、なかなかそれは難しいかなと。だから、内部の問題のほうが大きいかなと。 

率直に言えば、町民からものすごくいろいろな意見が出ているということは、確かです。電話も

たくさん来ます。ですから、これから議員の皆さん方のところに取材に行けば、揺らいだ発言も出

ると思います。私はそう思います。あれだけいろいろなところで実際に、電話も私のところにもた

くさん来ます。「職員上げた上に、議員も上げるのか」と。職員は上げたのではない。「職員は 10％

カットされていて、戻しただけですよ」と。そうは、言わないのです。「職員上げて、議員も上げる

のか」と。議員だけ上げるのかという電話は、私のところにもものすごく来ます。だから、そうい

う状況の中で議員の皆さんが会合に出られたりして、揺れるというのはこれからもたくさんあると

思いますので、そこら辺でやはりきちっと話をしておくということは必要かもしれないなというふ
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うには思います。 

○委員長（山本浩平君） それでは、公明党氏家委員どうでしょうか。 

○委員（氏家裕治君） 「どうですか」と聞かれても、私は委員長の言われているとおりだと思い

ます。今までこれだけ真剣に議論してきて、私たちだって同じです、支持者の方々のところに呼ば

れて、そういった協議会の中で、「いったいこれはどうなっているのだ」と。町を二分するような考

え方の中で、あなたたちは当然反対に回るのだろうみたいな話も出てきます。「それは違う」と。我々

だけでもし議会が運営されるのであれば、それはそれで。それがまちの望むことであれば、それは

私たちはそれでいいかもしれないけれど、議会というのはそうではなくて、さまざまな人が出てき

て、いろいろな意見を交換して、そして議論交わしながらまちづくりを進めなければいけない場所

だということで。私たちだって結局、この話というのは、これからの議会運営のあり方について議

論してきた結果、こうなってきたということですよね。私たちだけの問題ではないのです。私たち

だけの問題だったら、こんな話はしない。当然、今までの議会改革を進めてきたのは、ここにいる

メンバーであり、先人から受け継いできたものを、私たちがずっとやってきたことだから、私たち

は、それなりに責任は取れる。でも、これから託す人たちは、はっきり言ったら、そんなこと関係

ないわけです。でも、そういったものをしっかり受け継いでいってもらわなかったら、まちづくり、

これからの議会、議員としてあるべき姿みたいなものは、やはり託さなくてはいけない。私たちが

もし一町民に戻ったとしても。そう考えたときには、私たちもしっかりその辺は。私は、揺るがな

いです。結局は、私もくくるところはくくって、腹くくって、支持者の前に出て行っているつもり

でいますから。ですから、そういったことでは。ただ、町長が上げる、上げないの金額が出たもの

を示唆して言うものだから、「この額はこれで決まったわけではないですよ」という話は、私はよく

するのだけれど。だから、今までのとおりです。議会運営で話し合ったことを、それをそのまま私

は支持者のところへ行って話をする。別にそれに対して一切揺らぐことは、私ははっきり言って、

ないです。 

○委員長（山本浩平君） 取り上げる、取り上げないの議論に関しては、いろいろ意見が出ていま

すけれど、タイミングとして、今、取り上げるとかということではないということですね。わかり

ました。 

○委員（氏家裕治君） いずれにしても、そういった部分で、間違った写真を使われるとすれば、

それに対しては、一言、言っておくべきでしょうね。これからのこともあるのだから。 

○委員長（山本浩平君） そうですね。 

○委員（氏家裕治君） 遅い、遅くない。「今から訂正して」とか、「訂正文を出して」みたいな話

ではなくて、しっかりそういったことは言っておかなければいけない。これからの報道等の関係と

のつき合いもあるわけだから。 

○委員長（山本浩平君） それは委員会としてではなくて、これは議会全体の問題。この協議の内

容は、議運で行っているわけですから、議長名なら議長名で、そういった形をとるのも１つだと思

いますけれど、その点についてはいかがですか。 
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○委員（氏家裕治君） それでいいのではないでしょうか。それでもって例えば、当然間違ったフ

リップを使っているのは、向こうも認めざるを得ないところでしょうから。これからそういったこ

とをなくしてほしいという文面であれば、別に問題はないと思います。それは大きな、議会として

の意見、意思だと思います。 

○委員長（山本浩平君） この件について、前田委員外議員、何か意見があればどうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 写真と記事については、今、言ったような皆さんの議論と同じだと

思います。ただ、ここで言っている記事の中身については、私は触れたくないけれど、ただ、コメ

ントしたという話はしていますけれど、委員長が言ったように、議会として報酬を上げようという

方向の議論をされている部分については、これは皆さんで「いいのではないか」と言っていますし、

その経過は、それぞれ皆さん個人議員として、「こういう処方のあり方あるのではないか」という意

見を言ってきていますから、それはその中で生きていると思います。ただ、ここで言っているのは、

町長がこういう金額で報酬等審議会に諮問したことに対して、どうですかということを言っている、

それに対しての意見を言っているのではないかと私は思うので、議会で上げたことをどうこういっ

たから、意見統一して対処するとかという話にはならないと思うのです。これからまたいろいろな

額とか、定数の削減の人数とかによって、いろいろまた動いてくると思うし、先ほど氏家委員も言

ったように、最終的に議会の中でもし議案が上がってきたときに、議員個々が態度を表明するのだ

から、その過程にある話だと私は思うのです。ただ、今、言ったように、写真と記事については、

確かに私も、「あれ、前田委員外議員の委員会で、これ議論したのですか」と言われたものだから、

それは事実として、強いか、弱いか別にして、どなたが言うのか別にして、委員長が言うのかわか

りませんけれど、「こういうことはちょっとどうですか」ということの話はいいと思いますけれど、

記事の内容については、私たちが触れる話ではないと思います。署名記事でもありますから。以上

です。 

○委員長（山本浩平君） おおむね皆様方の意見は出ていると思うのですけれど、今から「訂正を

して」とか何とかというのは、これはもう時期を逸しているというのは、皆さん共通する大体の認

識だと思いますので。ただ、この誤報、これ自体完全に誤報ですから、それは記者も、それは認め

ました。この写真と、このテロップは違うのではないかという話は、これは認めていますので、こ

れはやはり、こういうことのないように、議会としての申し入れ、これは何もしないということに

は、私はならないと思うのです。今、先ほど氏家委員から出たように、それはやはり、厳重注意と

いうか、そういった形は行うべきだと思うのですけれど、これについてはどうですか。異論ありま

すか。ほっておきましょうということですか。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） それは、やはり「こういうことはまずいですよ」ということで、文書

で出すまでのことではなくて、これは間違いなく間違っているのだから、「これは今後こういうとこ

とをやってもらっては困ります」ということで、お話をするというぐらいでいいのではないかと、

私は思いますけれど。 
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○委員長（山本浩平君） 議長いかがでしょう。皆さん方の意見の中で。 

○議長（堀部登志雄君） この記事とやっている写真が違うということなのですけれど、それはき

ちっと違うことは違うという具合にお話をする部分は、きちっとしたほうがいいかなと思います。

だけれど、ここに私もいましたから、「これ違うな」ということだったのだけれど、そのときにぱっ

と言えばよかったのかなという具合に思いますけれど、きちっとお話だけは。何もこちらから言わ

ないというよりは、お話だけはしておいたほうがいいと思います。ただ、文書でもってどうの、こ

うのというところまでは、やらなくてもいいのではないかなという感じがしますけれど、やはり「こ

れはまずいよ」ということで、議長からきちっとお話をしたほうがいいというのであれば、そのよ

うに私もしたほうがいいと思っていますけれど。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど副委員長のほうからのご意見、そして今、議長のほうからも、皆

さんの総意であればそういうふうにしたいということですけれど、そういったことで皆さんよろし

いですか。この件については、おさめたいと思いますので。 

［「はい」と呼ぶものあり］ 

○委員長（山本浩平君） では、そのようにさせていただきたいと思います。 

 暫時休憩をいたします。 

休 憩   午前１０時４９分 

                                               

再 開   午前１１時０２分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 それでは、協議事項のほうに入ってまいりたいと思います。その前に全体の、開会項目の確認を

させていただきたいということでございますので、上坊寺局長お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、まだ協議のないところもありますけれど、一応第３次改革で

「これは検討しましょう」と出た項目なのです。横長の表を見ていただきたいと思います。その中

で区分分けしておりますので、一応確認だけはさせていただきたいと思います。 

一応一定の協議が完結したものとして、５項目ございます。まず１つ目は、議会定数と議員報酬

です。整理の方法としては、議員定数は、１減です。定数を 15 にすると。次期改選期からというこ

とで、おおむね理解をいただいているところです。それと、議員報酬については、引き上げが相当

と。これだけ、まとまっているかなと思います。額については今後、報酬等審議会の議論が積み重

なっていくだろうと思います。 

それで、３月まで一応委員会報告をして、条例案を上げるという動きになっていくのではないか

と思います。 

２つ目です。政策研究会。公的機関の運営方法について、でございます。これにつきましては、

定例会 11 月会議でおおむね皆さんの合意をいただきまして、一部決まってないところもございます

が、運用していくということになりまして、22 年 10 月 14 日の議運で決定して、11 月 29 日の本会

議で２つの政策研究会を置いて動いております。 
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３つ目です。夜間議会のあり方について、でございます。ナイター議会でありますが、録画中継

による公開を担保して廃止すると。これは、１月 18 日の議運で決定してございます。定例会３月会

議から廃止するということで、すでに日程上は廃止しております。ここで補足の説明をちょっとさ

せていただきますが、一応再放送という形でさせていただきたいと。今のところ録画で常時流すと

いうことは、ちょっとデータの重さの関係で、できないという部分で、録画を再放送すると。今、

考えているのは、３月定例会中にちょっと難しいだろうと。編集もありますので、カットしますの

で。１日の分を多分、今、２つにカットして、２日間で再放送しようと。従来の夜やるように。４

月に入りましたら、２日間の日程、４月号の広報に載せるのか、３月号ではナイター議会中止で、

４月に再放送しますという告知をして、４月に１日号で何時、何時という。そのときメンバーも決

まっているでしょうから、そういう形でするかということが、今、考え方として。一応当面は、再

放送という形で行くのではないかなと。再放送ですから、３月は、代表質問しかしませんけれど、

４月以降は検討されて、一般質問も再放送するのか、夜に再放送するのかということも可能になっ

てくるかなと。将来に向けては、前にも話したように 400 万円かかるのです。今、400 万円出すこ

とがいいか、どうか。それをかけると、直接いつでも見られるような形が組めるということなので

す。ですから、今後の議会においては、その部分も、全部の議会日程、例えばＡという議案審議し

ているときのクリックすると、見られるようになるという。そういう部分も検討されていったらど

うかと。当面は、再放送で対応します。 

次です。代表一般質問のあり方についてです。これは、会派制を採用している限り、代表質問は

必要ということです。今後会派制のあり方の議論に伴って、動く可能性はございます。 

ナイター議会を廃止しますので、昼間の会議に１日間、一括方式で、持ち時間１時間。15 分の休

憩を取りますと、10 時から 16 時 45 分で代表質問が終えるであろうということで、３月はその形で

進めさせていただきたいと思います。 

５番目です。反問のルールの再確認について。これについては、持ち時間に含めて当面は実施し

ていくということで、11 月 15 日の議運で確認をしてございます。20 年４月 30 日に議論しました会

議録、議運の会議録にもその規定がきちっと載っておりますので、当面はこれでいくということで、

一応５点がおおむね完結したのではないかと思っております。 

それと、次の大きな項目です。協議の途中になっているものとして、１つは議員の倫理条例の全

面見直し。それと、会派制のあり方。これについては、議論の途中になってございます。 

それと、もう少し時間をかけるということにしたものでございます。決算特別委員会、予算等特

別委員会の関係でございます。１つは、「回数制限をしない運営をしていきましょう」と。基本的に

は３回という、そのものの趣旨的な運用に、皆さんの個々の良心にお任せして、回数制限しないと。

従来も委員長、必要があれば認めていますので。ということにしましょうということで、11 月 25

日の議運で決まっております。 

それと、課題となっているのは、予算等審査と決算審査を連動させる方法。決算審査の委員会報

告の必要性が出されていまして、これについては、議運でも継続して議論しておきますが、議員会
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の政策研究会等で研修会を開いて勉強していきましょうという話題が出てございます。 

それと、議決事件の追加でございます。地方自治法の 96 条の第２項、これにつきましては、第４

次に持ち越しかということになってございまして、今、国会のほうで地方自治法の改正見込み案が

出てきていまして、参議院の選挙から継続審査になっている部分と、今回追加で上げるという議案

の中に、この部分が結構入っているのです。ですから、その様子を見て決めたいと。総務のほうで

は、その審議過程を見て進めていきたいということを行っていますので、これも様子見かなと思っ

ております。 

それと、まだちょっとはかじっているものもございますけれど、協議通してなっているものは、

１つは専門的知見の具体的な運営方法。それと、本会議終了後の一般質問、議会運営委員会の検討

会の設置。それと、本会議における自由討議の運営方法の検討。それと、委員会の活性化。それに

ついては、進めていくということになっていますけれど、具体的なものは話しておりませんので、

これも話す必要があるかなと、思っております。 

それで、今回当面協議の途中になっているものを２つ上げさせていただきまして、時間があれば、

未協議となっているものについても、若干入っていただきたいなと、事務局では思っております。 

それともう１つ、全員協議会の要請がありますので、これはあとで、お話と説明をしたいと思い

ます。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 何か、事務局に確認したいことがあれば、どうぞ。 

 よろしいですね。 

 それでは、時間が大分経過しましたけれど、議員政治倫理条例の全面見直しについて討議をして

まいりたいというふうに思います。 

 これについては、全会一致している部分と、意見が分かれているところとあるというふうには思

いますけれど。 

○事務局長（上坊寺博之君） おさらいしますか。 

○委員長（山本浩平君） そうですね。時間も経過しているので、ちょっとおさらいしたいと思い

ます。 

○事務局長（上坊寺博之君） 事務局のほうから、おさらいをさせていただきたいと思いますけれ

ど。倫理条例の前にお配りしているもの、多分、書き込みもされているかと思いますけれど、お持

ちになっていらっしゃるでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 資料３というＡ３番の資料。 

○事務局長（上坊寺博之君） 相当前に出していますから、ちょっと。なければ、印刷してきます

けれど。 

○委員長（山本浩平君） きょう、お持ちでない方いらっしゃいますか。なければ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 隣の人と一緒に見ていただいて、進めていただければありがたいな

と思います。 

 ざっくばらんに言いますと、決まっていないところが、一定限度のところしかないのです。基本
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的に第５条と、第７条。政治倫理基準等というところと、税と納税状況の報告等第７条、ここが煮

詰まっておりませんで、ほかの情報については、おおむね皆さんいいだろうということで、オーケ

ーをいただいているものでございます。ですから５条の関係で言いますと、まず５条の第１項、第

２項、第３項は協議中なのです。４項がオーケー、５項、６項については、削除すると。載せない

と。７項については、オーケーと。５条の（１）から（７）は、１項なのです。わかりますね。次

の大きな２が、２項なのです。 

ですから、協議中なのが、第５条の１項の１号から７号まで、２項３号が協議中です。４項は次

のページです。２ページ入って、次の４項はオーケーです。５項は削除です。白老町には盛り込ま

ないと。６項も盛り込まないと。バッテンです。７項は、オーケーです。という、５条の関係は、

今、なってございます。その中でも１項にいいますと、１項の（１）から（３）まではオーケーな

のです。（４）から（７）、それと、２項、３項は、まだ協議が整っておりません。それと、２ペー

ジ目の第７条を見ていただきたいと思いますが、税等納付状況の報告、議長に納付状況を提出しな

さいという規定ですが、この記述と５項の（６）の記述のせめぎ合いと言ったら変ですけれど、ど

ちらに盛るかということになっていまして、ここが協議ついていないということです。あとはおお

むねいいだろうということになってございます。 

それと、規則も併せてお配りしているのですけれど、規則には、まだ入っておりません。 

私からは、雑駁でしたけれど、経過報告、おわかりになったでしょうか。規則配布は別に行って

いるはずです。同じようなやつですが、なければ言ってください。まだ全然手つかずですので、焼

くことはできます。 

○委員長（山本浩平君） それでは順番に行きたいと思うのですけれど、政治倫理基準等の第５条

の１項の（１）から（７）なのですけれど、今、局長がおっしゃられたように、（１）から（３）は

オーケーになっています。４、５、６、７に関しては、意見が大体半分くらいに分かれています。

前回（４）については賛成３会派、反対２会派ということになっております。この辺をどうするの

かと。全会一致まで持って行くのか、それとも、それは、そうなるとなかなか難しいから、この部

分については盛らないのか。それとも、民主主義なのだから、多数決も１つの決め方だよというこ

とで、多数決で決めてしまうのかということもあると思うのですけれど、どのように進めていった

らよろしいでしょうか。なかなか時間が経過して、決まらないというのは、その辺意見が分かれて

いるというところもあるわけなのですよ。多分、１つ、１つの会派から項目ごとに聞いていっても、

ほとんどそんなに意見は変わらないのかなと思うのです。進め方についてちょっと私も、どのよう

に進めていったらいいかと思っているところなのですけれど。 

 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ここの部分については多分いろんな議論があって、例えば、私はこの文面

の読み方の違いだと思うのです。今回町民からのアンケート調査をしました。そこから帰ってきて

いる部分で、やはり大半を占めるのは、私たち町議会に対しての、資質の向上だとか、それから、

議員の質性なのです。そういったものが、町民から見る、議会に求めるものが、今回のアンケート
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調査に顕著に表れているのではないかと、私は思うのです。であれば、我々は「町民の合意を得る」

とか、「町民との合意」とよく言うけれど、そういった町民の思いみたいなものが、期待するものが、

言葉として表れているということが、私は大事なのかなと思う。ここの政治倫理の関係で言うと、

上位法があるのだから、そんなごたごた難しいことを書かなくてもいい。すべては上位法で、ある

程度はそこで精査されてくることだからという意見もあったけれど、私は逆に、町民にもっともっ

とわかりやすくできるものはわかりやすく載せたほうが、逆に、町民もこれから議会に出てこよう

とする人もわかりやすいというか、そういうものでなければならないのかなと思うのです。この文

面の読み方、解釈の仕方で、だんだん違う意見になってきてしまったりするものだからあれなのだ

けれど、私は今回の町民からのアンケート調査なんかをちょっといろいろと見ると、やはりわかり

づらい議会というか、そういった指摘を見ると、もっともっと情報公開し、もっともっと町民にわ

かりやすい議会を目指すとすると、こういったことをきちっと書きとめておくことも重要なことで

はないのかなと思います。特に今回報酬等についても、上がる額については今、議論するべきでは

ないと思いますからあれですけれど、例えば、報酬等審議会の流れからいっても、多分いくらかは

上がるでしょう。上がった中で町民は、今まで以上に議会に対しての関心が高くなるということは、

私は間違いないと思います。またそうならなければいけないと思っていますし、その中で我々議員

がどうあるべきなのかということは、やはり自分たちは自分たちなりに守れるところは自分たちを

守っていかないと、自分たちを守れるものをしっかり載せておく。今後出てこられる方々が、そう

いったことをしっかり理解して、出てこられるようになるようにすることが、大事なのではないか

と思います。 

○委員長（山本浩平君） ほか、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。ちょっと今、氏家委員からもございましたけれど、私も、

できれば具体的になるべく書くほうが、町民はわかりやすいのではないかというふうに思っていま

す。何度も言っていますから、皆さん知っているけれども、第５条の６、税の関係について言えば、

倫理基準ではなくて、報告義務と。報告義務のほうに載せたほうがいいのではないか。これは、皆

さん結構言っていましたけれど、私は何回も言いますけれど、私は、そのほうがいいのではないか

と。言えば、そのほうが弱くなるのです。議員の立場としては、逆に弱くなるのだけれど、報告の

ほうの義務のほうが私はいいのではないかというふうに思っています。あと、残りの部分はいろい

ろなご意見がございますけれど、要するに、一般常識的なことを書いているのです。こういうこと

は、うちの議会でもほとんど起こったことがないのです。全然ないとは言いません。ほとんど起こ

ったことがないとしたならば、やはり具体的に、町民の皆さんがわかるように書くというのが、一

番こういう場合大切だろうと。自治基本条例の中では、町民の責務や議会、議員の責務や町民の責

務、町長の責務とあるわけだけれど、そういう部分の中では、具体的に書いておりません。こうあ

るべきだという理念的なことが書かれているのだけれど、この条例になると、やはり私は、なるべ

く記載したほうがいいのではないかというふうに感じております。ほかのところの倫理条例なんか
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を見ても、そこら辺が一番大切だというふうに書かれていますので、私もそこはそう思います。中

身は、白老町の議会でつくるべきだとは思いますけれど。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ほかの委員の方、いかがでしょうか。 

 なければ、私どもの会派からの、述べさせていただきたいと思いますけれど。 

前回から、変わりはございません。（６）に関しては、今、大渕副委員長がおっしゃったようなこ

とに、私どもは賛成をいたします。ですから、（６）はここに載せずに、報告義務のほうにするとい

うことに賛成はしたいと思いますけれど、（４）、（５）、（７）に関しましては、今までの政治倫理基

準、これで十分であるというふうに思ってございます。ここは意見の異なることですけれど、先ほ

ど氏家委員、大渕副委員長は、町民のわかりやすいように、具体的に載せるべきだというふうにお

話がございますけれど、このことについて先ほど大渕副委員長のほうから、これに触れるようなと

ころは今までなかったというようなお話でもございます。そういった中で、逆にこういうことを具

体的に載せることによって、若干でもそれに関係しているような方が、今度新しく議会活動に挑戦

しようとするときの１つのハードル、もしくはプレッシャーになる可能性が、私はないとは言えな

いと思っています。そういったことを考えても、何も具体的に載せる必要はないし、特に（５）の

これは、当然議員ばかりではなくて、一般社会人としても、これはやってはいけない行為のことが

載っているわけです。こういったことも、私は載せる必要がないと思いますし、（７）の補助金等の

関係を言えば、町内会だって、これは補助金をいただいている。しかしこれは、町内会は含みませ

んよというような形になるのかもしれませんけれど、あえて補助金等をうたえば、いろいろな会の

会長さんだとか、副会長さんですとか、町民からお願いをされて就任をされている方々もたくさん

いらっしゃると思います。こういったことをかんがみても、何も、「実際にこれどうなのだ」という

話にもなってきますので、そういったことを具体的に盛るというのはいかがかというところで、（６）

に関しては賛同いたしますけれど、４、５、７に関しては、一切これは載せる必要がないという考

え方で、私どもはございます。以上です。 

ほかの会派の方、いかがでしょうか。 

それでは（６）について、これ、決まるのであれば、決めたいと思いますけれど、これについて

どうですか。今、大渕副委員長の会派と、私どものこれ、賛同というか、「ここには表現せずに報告

義務にしたらいかがか」という意見になっているのですけれど。この（６）のみ、ちょっと協議し

たいと思います。「町に納付する税及び使用料を滞納しないこと」。これは、先進事例案としては、

政治倫理基準等で載せているところがあるらしいということですね。三田市議会を中心にというこ

とですけれど。これについてどうですか。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私たちは倫理基準に載せるのであれば、報告のほうで取り上げていただけ

れば、これで十分だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブも（６）については、載せていただいたほうがいいという考え
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です。 

○委員長（山本浩平君） 載せたほうがいい。載せたほうがいいということは、このまま載せたほ

うがいいということですか、それとも、報告義務という形にしたほうがいいということですか。載

せたほうがいいということになると、このままこれに賛成するということになりますけれど。７条

のほうに持って行ったほうがいいのか、この５条のところで。 

○委員（及川 保君） ７条は、うちとしては反対しているのです。６で載せて、これでいいので

はないかと。 

○委員長（山本浩平君） なるほど。わかりました。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 新政クラブは、これ、７条のほうで詳しく載っていますから、こちらのほ

うで、賛成で、ここに載せることはないと。 

○委員長（山本浩平君） 参考までに、前田委員外議員の意見も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、６条、これは当たり前のことなのです。ですから、７条のほう

で具体的に載せたほうが、逆に、議員自身の問題、認識されるのかなと思うので、７条のほうがい

いと思います。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。ということで、これも全会一致という形にはなってはい

ないのですけれど、清風さんで７条のほうに載せることには反対だという、逆に理由というか、も

しあれば、ちょっとお話をしていただきたいのですけれど。５条としてここに打ち出すというほう

がいいということの理由が何かあれば。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） すいません。かなり日にちがたっているものですから。そうなのです。も

ともとごく当たりませのことなのです。税を納めるということは、町民等しく皆さん同じくやらな

ければいけない義務なのですけれど。ここであえて細々と、まして議長に報告しなければいけない

ということが、納得できないのです。わざわざ議長に納税報告をしなければいけないという基準を

つくるということが、なぜ必要なのだということなのです。 

○委員長（山本浩平君） これ、厳しさから言うと、政治倫理基準等の５条に載せたほうが、厳し

い状況にはなるのです。ということは、これに入れてしまうと、本当に何か間違いがあったときに、

町民から指摘されて、署名集められたときに、どうしようもない事態に、完全になってしまう状況

です。だからといって、柔らかくすべきだということではないのかもしれませんけれど、この辺は

ちょっとあるのかな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） 大渕です。時間がたっているものですから、どうも認識が一致してい

ないような気がして、私はしょうがないのです。それで、なぜ倫理条例をつくるのかというところ

をもう１回やらないと、これはいくらやっても、この議論は進まないと、はっきり言えば、私は思

います。私が言っているのは、また時間かけるという意味ではないです。時間をたくさんかければ



 20

いいということではなくて、認識が、議論の認識が、ちょっと違っているような気がしてしょうが

ないのです。議論の認識が、それぞれの会派によって全部違うのです。この倫理条例というのは、

何か我々を町民にさらすのではなくて、我々が本当に襟を正して、これを守るというか、これはど

うやってみても、当たり前のことしか書いていないのです。それが、どこまでやって、我々が襟を

正して、なんというか、倫理を守って、これは、罰則規定も何も設けられるわけでは、何もないの

です。どこもそうですけれど、最終的には、辞職勧告決議案をするぐらいしかないのです。刑事罰

は、全部上位法で、刑事罰はあるわけですから、それを乗り越えてやるということは、我々は何も

できない。最高にできるとしたら、本当に倫理条例でない部分は、議会は除名したりする部分はで

きるけれど、そういうこと以外で言えば、倫理というのは、一般的な襟を正すための条例を、町民

の皆さんに知っていただくというような中身なのです。その根本的な最初の部分が、どうも何か議

論したの、私含めて失念してしまって、ここの部分だけやるものだから、何か本当にそこのところ

を議論できているのかなという気がしてしょうがないのだけれど。私だけならいいのですけれど、

私は何かそう感じて、これはちょっと、審議このままやっていっても、なかなか上手くいくのかな

という気が、率直に言えば、すごくしているのです。もう少し深いおさらいをしないと、だめなの

ではないのかという気がしているのですが。 

○委員長（山本浩平君） 今、大渕副委員長から、そういうお話が出たのですけれども。私は、目

的はわかっているのですけれど、これ、考え方の違いもあると思うのです。そんな中で、私は根本

的な考え方としては、政治倫理基準をより具体的に厳しく、厳しくというか、具体的に盛ったから

といって、そのような項目に逸脱したような議員が絶対に誕生しないとは、これ限らないと思って

いるのです。私はやっぱり、根本的には個人の、何と言いますか、根本的に問題がそこにあると思

いますから、逆に、こういった具体的に厳しいというか、具体的に表現する必要性がないという考

え方です。ですから、根本的にスタートの時点のあれが違うから、なかなか意見がまとまらないと

ころにもなると思うのですけれど。 

公明党氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。委員長よく、ここまで書かれたら、それが足かせになって、若

い人たちが出てこられないような状況も出てくるのではないかという。 

○委員長（山本浩平君） 関係しそうなところ。 

○委員（氏家裕治君） だから私は、関係しそうな人、どういう範囲の人を言うのかわからないけ

れど、逆にここまで書いていてくれたほうが、例えば自分がそういう志を持って議会に行ったとき

に、それはプレッシャーを感じながら、例えば少しでもそれは改めなければいけないという方向性

に向かっていかないと、本来でいう町民からの信頼関係というのが、はっきり言ったら、できなく

なってしまいます。本来ここで書かなくても、上位法でもし引っかかるような話であれば、それを

ちゃんとわかっていて、それをいい方向に向かわせるという自分の気持ちがそこにないと、町民と

の信頼関係というのは、あり得ないですねということです。委員長の言っていることは、私わかり

ます。みんな 100％の人間ではないから。ただ、町民から支援されて、その場に行ったときには、
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その自分の環境も改めなければいけないものは、改めていかなければいけない部分も出てきたりも

します。私はこれでいいのだと言って出てきて、それを振り返るものがなければ、変な話、いけな

いような気がするのです。だから、逆に私は、これはあくまで条例だから、具体化できるものはよ

り具体化して、例えば、基準で定めるのか、それとも、そういった報告だとか、先ほどの７条の納

税関係の部分と同じように、どちらかでもって、私はどちらでもいいと思っているのだけれど、具

現化して、具体化して、わかりやすくというのが、私は１つの条例のあり方だと思っているのです。

山本委員長が言われることは、私も十分わかるし、ただそういったものを背負って出てきた人間は、

議会は、その中でやっぱり考えなければいけない場所だと、私はそういうふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 私、委員長の立場で余り、皆さんの意見を伺いたいと思ったのですけれ

ど。今、たまたま発言をさせていただいて、それについて回答ありましたので、またお話したいの

ですけれど。今までの政治倫理基準の第３条の（５）、政治活動に関し、個人、企業、団体から政治

的または道義的批判を受ける恐れのある寄附を受けないこと。これは、こういう形で載っているわ

けだから、私はこれでいいと思うのです。しかし、こちらのほうには具体的に、「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、業務の委託契約云々、また、これらの下請けもしく

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」と、具体

的に載っていますけれど、小さなまちで町の何か関係するようなことの、これ、商店も含めて委託

契約みたいな、商店というか、物品のことも含まれていると思うのです。ほとんどこれ、結構商売

をやっている人たちは、ある意味関係してくる可能性が、私はあると思うのです。こういった中で、

こういうふうに具体的に載せてしまうと、政党から何だかの助成金をいただいているところの方々

は、これに載せようが、載せまいが構わないかもしれないけれど、全くそうではなくて個人で出ら

れている方で、もしそういったことで、何らかの身内なり何なりから寄附というか、というような

資金を、選挙のときにあった場合にも、触れられないとは限らない内容になっています。そうなっ

てくると、こういったことを具体的に載せることによって、逆に商売とかをされている人たちが、

あえてこの議会に挑戦しようというようなところの気持ちが、薄らいでくるという可能性が私は出

てくるのかなというふうにちょっと感じるのです。ですから、このところに関しては、今までどお

りの表現の仕方で十分ではないかと。具体的にこのようなことを盛り込むことによって、非常にプ

レッシャーがかかることになるのではないかという、これに関しては、考え方なのです。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 委員長が言われていることは、私、すごくわかるのだけれど、もともとの

白老町議会は、倫理条例の中の第３条第５項の部分、これは、政治的、または道義的批判を受ける

恐れのある寄附という、抽象的な、抽象的ではない、読む人が見れば、「そのとおりだ」というふう

にして受けとめられるかもしれないけれど、ここははっきり言ったら、口利きだとか、そういった

ことで、例えば、利害関係を生まないような防止策として、７条がもっともっとこれを具体的に書

かれている部分だと、私は思っているのです。だから、口利きというのが、政治家にとって、それ

はあるべき姿ではないということは、皆わかっているというか、いれば、「それは、やめましょう」
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という、そういった具体的に口利きみたいなものが、ここには言葉として表れているというふうに

して、私はとらえています。だから、さっき言ったけれど、政治的だとか、道義的だとかという言

葉から、その部分が具体的にここに表されたのだというふうにしてとっているものだから、別に個

人商店の人たちが出てこられるとか、出てこられないとかという判断ではなくて、例えば商店街の

方々が出てくるのであれば、そういった、やっぱり、自分の商売を１つの基準にして、周りの方々、

団体の人たちだとか、そういった人方の思いを議会に運んでくるということが、その人の務めにな

ってくるのではないかと。議会の議員としての立場から考えると、私はそういうふうに思います。

だから、議会としての、議員としての政治倫理ということであれば、そういったところでの規定と

いうのは、私は何か、出てくる人たちにとってのマイナス的な考え方になるものではないと、私は

思っています。あってはいけないことを、抽象的な言葉からちょっと具体的な言葉に変わってきた

という文だと思ってとらえています。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員、今のことに関してはいかがですか。 

○委員（及川 保君） この項については、今、氏家委員がおっしゃっていたような、私もそうい

う思いでおります。確かにこれ、抽象的なのです。３条の５項ですか。「批判の恐れのある寄附を受

けない」ということなのですけれど、具体的には、個人、企業、団体と載っていますけれど、確か

に具体的に新しい７項については、確かに具体的にはなっていますけれど、これ、余り、どうです

か。これと左側の文と比較すると、そんなに変わらないと、逆に私は、この方がいいのではないか

と思うのですが、いかがですか。結果的には、左側と言っていることは同じですよね。寄附等を受

けないと。 

○委員長（山本浩平君） 私、委員長の立場で余り、委員長発言するとあれなのですけれど。先進

地の事案例というのは、確かにこれは、経緯の中では、事務局にお願いをして出していただいたの

です。これは、いろいろな問題があったからこそ載っているようなところだと思います。うちは、

今まで先進地の事例、ないですよね。具体的にないのにかかわらず、これを白老の議会が載せてし

まって、言い方、極端な言い方になるかもしれませんけれど、政治倫理を厳しくするということは、

はっきり言って、自分たちの首を逆に締めつけることにもなるのです。何か問題があったことを是

正するために、この部分についてはこういうことを詳しく載せて、「こうしましょう」というのなら

わかるのだけれど、一般的な政治倫理の中で、この先進地に学んで、これと同じものを白老がしな

ければならないということになると、私は何か、本当にちょっとハードルを上げることによって、

具体的に載せることによって、本当に活動に対して仮に興味を持っていても、こういうことが疑わ

れるのだったら、「面倒くさいからいいわ」みたない風潮にならないとも限らないかなというふうに

ずっと考えているのです。今の及川委員の発言からすると、これ、（４）に関しては、前回３対２だ

ったのですけれど、これ、４対１ということで、恐らくこれ、近藤委員は、前回これに関しては問

題ないということでしたよね。私の会派だけが載せるべきではないという形になってしまうと。 

失礼しました。（７）の部分で私今、言っていたのですが、（７）はオーケーでしたか。まだ行っ

ていませんでしたか。失礼しました。 
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○委員長（山本浩平君） 第５条の（４）の話です。 

○委員（及川 保君） 失礼しました。（４）と（５）については、うちの会派としては、この必

要はないだろうということで意見がまとまっているのです。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） いろいろ議論されていますけれど、私、率直に思いますのは、委員長がい

ろいろお話になって、自分たちの首を絞めるのではないかとかどうの、こうのとおっしゃいますけ

れど、私は表現が悪いかもわかりませんけれど、今の聞いていると、何か常に抜け道や逃げ道を、

常にあれするというか、表現悪いですけれど、そんなふうに感じ取られるわけです。我々は実際に

なったからには、やはり厳しくして、厳しい中にも、条件によってはそれに引っかかる場合もあり

ますけれど、最初から新しく出る人のためにこれを緩めるとか、何だかというのは、これは論外だ

と思うのです。やはりもっと厳しく、やることは厳しくして、そういう人が議会に出ていただくと。

それをクリアできない人は、「出るな」と、それぐらいの強い気持ちがあるべきだと、私は思います

けれど。皆さんどう思いますか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私は、今の近藤委員の言葉に尽きるのではないかと思います。例えば今の

国を見ても、どこを見ても、政治不信というのは、個々の議員の政治姿勢だとか、理念だとか、や

はり政治倫理です。そこからそういったいろいろな政治不信が生まれたりしているということが現

実にあるわけで、議会に出てくる議員になるということについては、今、近藤委員が言われたとお

り、そういった、自分を縛ることになるかもしれないけれど、逆に自分を守るという、そういうも

のにもなってくる、そういった条例でもありますから、私はそういった形の中で、出てこられる方

がしっかり自分を見つめて、出てこられるべきだろうと。ですから、先進地の事例がどうの、こう

のではなくて、自分たちの例えば政治倫理基準、この中でもっと具体的にしたほうがいいというも

のは、もっともっと具体的にしてみればいいし、それがたまたま先進事例の中の案の中に何点か出

ているということだけであって、別にそれは先進地のまねをするのではなくて、自分たちの今まで

考えてきた、やってきたことを、もっともっと具現化していくための１つのアイテムみたいな形で

しか、私はとらえていません。 

○委員長（山本浩平君） 土屋委員、いかがでしょうか。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。今、氏家委員と近藤委員が言われたように、私もそういうふ

うに思っております。やっぱり、公的な立場に立つ人間の責任というか、それは本当に厳しいもの

が問われるのではないかということで。だから、これだけ厳しくていいのかどうか判断ができない

のだけれど、やはり、例えば議会に志してくる人は、それ相当の覚悟を持ってくるわけですから、

やっぱり、この様式でいいと私は思うのですけれど。 

○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） 私は近藤委員の言っていることは、ちょっとここのところとは意味が違う

ふうに解釈していました。といいますのは、「ここまで厳しくしなくてもいいのではないか」と、私
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たちの会派がそういう結論に達しましたのは、議員の報酬というのはもともと、白老町もそうです

けれど、全国的に町村議員というのは、非常に少なく、兼業の人が多いわけです。そこの中で、あ

くまでも、確かに利益誘導型の議員が出てはいけないと思いますけれど、しかしながら、そちらの

ほうで生計を立てて、議員活動というのは、本当にいただく報酬というのは、生活の中心となるも

のではないようなのが町会議員の立場ですので、それをしてしまった場合に、果たして議員の人た

ちが、きちっと活動できるだけの人が立候補していただけるのかというところで、私たちは、「寄附

するものを制限するものではない」と。もっと上のほうの上位法で、業界からのそういう、町から

の仕事ですか、そういうものに対しての半分以上請けてはいけないとかという規制がありますので、

あくまでもそこの部分できっちりしていればいいのではないかというのは、私はそういうふうに感

じていたのですけれど。それが、解釈がちょっと違うのでしょうか。その辺を私、ちょっと。寄附

ですよね。だから、寄附ですから、そこまで厳しくする必要はないのではないかと、私はそのよう

に解釈して、「必要ない」というふうに私どもの会派は決めたと理解しています。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 近藤です。私、寄附のことについて言ったわけではないのです。要するに

全体的に、寄附だって、手続きとってやれば別に、貰ったっていいわけですから、そのことは全然

問題ないし、ただ全体的に、やはり出る人のためには、基準を厳しくして、それをクリアした人が

出ていただくのが一番いいのではないかということを私は言っただけでありますから。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは時間となりましたので、暫時休憩をいたします。 

休 憩   午後１２時０２分 

                                               

再 開   午後 １時０３分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 それでは、前田委員外議員から、何か、今までの議論を聞いていて、特におっしゃりたいことが

あればどうぞ。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 結論から言うと、先ほど近藤委員がお話された分かなと思います。

それで私は、前にも言っていますけれど、この倫理条例は、「議会とか議員はかくあるべきだ」と。

そういうものと、議員に対して、私は「戒め」だと思います。先ほどから話し出ていますけれど、

議員になる前は、正直言って、倫理条例があるか、ないかわからないのです。私は入ってから議員

条例を読んで、自分を厳しくしていくのだという、そういう１つの方向から行けば、委員長のお話

されている、以前の部分の条例案についても理解はしますけれど、もう少し具体性があってもいい

のかなという、そういう考えです。 

○委員長（山本浩平君） それでは局長のほうから、ちょっと説明もしたいということもありまし

たので、局長のほうから説明を。 

○事務局長（上坊寺博之君） これ、先進事例を集めてきた部分ですので、今の流れとしては、わ

りとはっきり規定がされているというのが事実です。それで、前の古い３条と、今、示している第
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５条は、そんなに違いは大きくいって、ないのです。ちょっと条文対比してみますけれど、第５条

の（１）というのは、前の３条の（１）なのです。その前段なのです。第５条の（２）というのは、

３条の後段なのです。それ、ただ単に分けただけで、内容はほとんど変わらないと思います。次に、

第５条の３号、ここはオーケーなっていますけれど、これは第３条の２項そのものなのです。これ、

違いはほとんどないです。第４号は、先ほど来から出ていますとおり、第３条の５号なのです。「政

治的動議的批判の恐れがある寄附を受けないこと」と。ただし、ここが徹底的に違うのは、旧の第

５号は、恐れのある寄附を受けないということなのです。だけれど、第５条の第４号は、町と契約

している人から貰わないということですから、はっきりここは、まるっきり違うのです。旧のほう

ですと、町の工事請けている人でも、疑惑が持たれなかったら寄附を受けるということですから。

新しいほうは、より厳しいといったら、厳しいかもしれないし。契約している人から貰わないとい

うことですから、ですからここは、ちょっと比較してみたらいいと思います。それと、新しい５条

は、従来持っていない規定なのです。新たに規定された規定で、旧の条文にはない規定です。新た

な追加項目です。５、６は納税も含めて前の条例は持っていません。それと７号ですが、７号は旧

の６号です。６号で、ここが、どこが違うかと言ったら、ここもほとんど違いはないのです。違い

がないということは、委託または補助を受けているという規定が、単に補助金等になったというだ

けで、白老町補助金交付規則云々かんぬん、この規定が入っただけなのです。だから、何もほとん

ど変わらないと思っていただいていいのではないかと思います。 

それと大きな２項です。その下、括弧がついていないところです。これは、先ほど言った旧の（５）

号の規定を受けているものですが、これは大きく違うのは、前のやつは、「政治活動に関し」という

表現だけでしたけれど、これは、後援団体を規定していますので、前よりは拡大している規定なの

です。はっきり「後援団体も受けない」ということですから、これは旧の規定からいくと、比較す

るときにはもっと厳しくなっているということが言えるのかなと思います。 

それと３項です。３項の（１）、これは、従来の３号の規定なのです。３号の規定で、町が行う許

可、認可、または請負、その規定を言っているものでございます。請負、その他の契約という、ち

ょっと漠然としているのですけれど、これをきちっと明記して、町が締結する契約、それと下請負、

再委託に関するものに。要するに口利きをしてはだめだということです。ですから、下請負、再委

託、これは前の文章には明示されておりません。 

それと２号ですが、４号の規定に該当するものなのです。ただし、古い条文では、「職員、臨時職

員を含む」と書いて、「採用に関し」と書いているのです。だから、採用だけなのです。旧の条文は。

ただ、３項の（２）号は、さらに追加になっているのです。「昇任、異動、その他職員の人事に関与

しない」と。職員の人事に口利きをしないと。だから、徹底的に違うのは、旧は採用に関してだけ

だったのですけれど、新しい条文は、人事全般に口利きしないという規定になります。だから、そ

こが大きく違うと。それと（３）号ですが、ここも難しく表現をしておりますが、旧の３と何も変

わらないのです。町が行う許可、認可、これが俗に言う手続法の法律なのです。ですからここは、

意味は変わらないということです。 
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そういうことで、大きく分けると、ここで旧の条文と新の条文で大きく違うのは、第１号の（４）

号、これは従前はもらえたかもしれないけれど、新しい条文では、もらわないということになって

いますから、ここは協議したほうがいいと思います。それと、５番目、６番目が新たな事項。それ

と、大きな２項が、これも後援団体に幅が広がっていますので、これも議論が必要ではないかと思

います。それと、３項の（２）号、職員の採用だけではなくて、人事全般にかかわらないというこ

とで、枠が明確に広がっているということです。あとの部分は、今、問題になっている１項の７号、

３項の１号、３号は、左の条文とちょっと書き込みは、表現は変わっていますけれど、意味は全然

変わるものではないというもので理解して、もう１回議論していただいたほうがいいと思います。

ですから、４、５、６、第２項、第３号の２項は、旧条文と比較したときに意味合いが違ってくる

と。７号、３項の１号、３号は、ちょっと表現が法的な分の解釈が入っているだけで、意味はほと

んど変わらないということでございます。解釈上だけちょっと注釈をつけさせていただいています。

よろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 それを踏まえて何か、皆さん意見がございましたらどうぞ。 

 意見が出ないというところでは、今、説明があったと思うのですけれど、恐らく皆さん説明を受

けたからといって、今までのそれぞれの会派の協議をされてきて、打ち出してきている内容が、変

わらないのではないのかなと思います。「こういうことであれば、私のところはこうします」という

ような意見があるわけではなさそうですので。これ、どのように取り計らっていったらよろしいで

しょうか。意見、分かれているとことで、これを多数決で決めるということも、これ、民主主義で

すから、１つではあるかもしれませんけれど、政治倫理基準というのは、議員一人一人の身分にも

かかわってくる内容になってきますので、その辺の決定の仕方、なかなか私も難しいと思っている

ところなのですけれど。 

氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） まずこの政治倫理条例については、期限を決めて今までずっと議論をして

きたはずです。私は、ある程度の議論は煮詰まったのではないかと思います。政治倫理基準、この

全体の見直しについては、私は、今、あるものを決して否定するものではないし、今、あるものを

より具体化したものが町民に望まれるということでは、私は、全然これはどこに出て行っても説明

がつく論理だと思っていますので、いろいろな意見はありましたけれど、私は限られた時間の中で、

これを「じゃあ、皆さん意見が違いますね」で集約してしまっていいのかなと、私は思っているの

です。ある程度は意見の出尽くしたところで、例えば、私は１つの、ある一定の形はつくったほう

がいいと思うのです。例えば上位法以上のものをつくるという話ではありませんので、仮にでき上

がったものに対して、何ら縛られるとか何とかという感覚ではとらえられないというか、そう感じ

ている１人でありますから、ここまでの議論をし尽くして決めるのであれば、私は民主主義の１つ

の一手であります多数決、そういったものの中で、この倫理条例についてはまとめていっていただ

きたいなと思っています。 
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○委員長（山本浩平君） ほか、いかがですか。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。要するに、日本の国の法律にあるものを越えて、うちの町

が倫理条例をつくるということはできないわけです。ということは、日本の国の法律の許容の範囲

の中で、より具体的に、かつ町民にわかりやすく、また、議員が自らの身を守ると。逆に言えば、

このこと以外の、これさえやらなければ問題ないということですから、議員が自らの身を守るため

のものでも、私はこの倫理条例はあると思っています。ですから、そういうことで言えば、法を逸

脱して、より厳しいものを求めるということになれば、これは問題が出てくるかもしれませんけれ

ど、現段階としては、ここに決めたことは、法で定めているものよりうんと低いわけですから、そ

ういうことで言えば、私はこういう中身でぜひ決めていってほしいというふうには思います。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先ほども言いましたとおり、４番と２項は注意しなければいけない

と言いましたけれど、これは法律を余計厳しくしているのです。というのは、町の指定業者であっ

て工事していても、寄附行為というのは、基本的に受けられます。受けられるのだけれど、これは

もらわないと言っていますので、これは厳しいです。ですから、ここの４と２項は注意していただ

きたいということは、そういうことなのです。というのは、町の業者ですから、そこは襟を正すと

いう姿勢ですから、普通の法律上は、もらっても構わないのです。その辺だけちょっと注意したほ

うがいいかなと。 

○委員長（山本浩平君） いかがですか、ほか。 

及川委員。 

○委員（及川 保君） 私どもも今、局長から説明があったようなことも踏まえて、やっぱり進め

るべきだと。それぞれの議員、こういう小さな町村の議員は特に、そういう厳しい部分はやっぱり

あると思うのです。限られた状況の中で、議員個々の襟を正すという倫理条例というのは、これは

私も当然必要だというふうに思うのですけれど、法を超えてまでつくるとなれば、これはやっぱり、

しっかり考え、そこまでやる必要は、私はないと。なぜそこまでしなければいけないのか、という

ふうになってくるものですから、もう少しこの当たりを見極めて進めるべきだと。やる方向には、

だめだと言っているわけではないですから。だから今、もう少し議論が必要ではないかという話な

のです。先ほど西田委員のほうからもありましたけれど、私たちの会派としては、いろいろ議論を

し尽くした中での意見だったのですけれど。十分それらを踏まえて、進めていただきたいと。確か

に民主主義のルールで行けば、多数決で進めるのも当然有り得るととらえていますけれど、とらえ

ていますけれど、そのあたりの部分をしっかりと議論した中で、詰めてまとめていただければとい

うふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） 私は委員長の立場ですけれど、会派の代表としての意見としては、及川

委員さんの会派と同じ意見でございます。特に（４）に関しては、先ほど局長から説明があったよ

うに、上位法よりもより厳しいものだというお話しもございました。これもよくよく見ますと、工
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事を請負しているところ、製造しているところ、あるいは委託契約、物品もこれ、関係ありますか

ら、ほとんど町の商売している方で、何らかで町と契約を結ぶところの方の、例えば寄附を受けな

いこと、関係者から寄附ですから、そこの、例えば息子さんが出ると。親がそこの関連していると

ころの何かオーナーだったり、会長だったり、いろいろな形の中で関与している場合、それだって

受けられないということに、厳密には、これをこのまま載せてしまうとなりますよね。ということ

は、私は今、この報酬等の問題でいろいろな各階層から出られる情況をつくらなければならないの

だということで、全会一致をしてやっていながら、こういったところも厳しくすると、より挑戦す

ることのハードル、これを必然的に上げることになるわけです。今までこういう具体的なものが何

もない、それを先進地から事例が上がったから、これをやりましょうということには、本当にそれ

でいいのかなというふうに正直言って思うのです。ですから今の状況の中では、確かに議論は出尽

くして、意見が半分というか、会派の数だけでいうと、３対２で分かれていますけれど、この状況

の中でもし多数決をして、決定をしたとしても、この報酬の関係で、全会一致にもかかわらず、個々

の議員からはいろいろな意見がこうやって、報道の話ですけれど、出てくるわけです。当然この倫

理条例に関しても、全会一致でない中で、もし多数決で決めて、「いやいや、これは、私は反対した

のだ」みたいな話になってくると、これはまた厄介なのかなというふうにも思うのです。ですから、

特に倫理条例に関しては、議員の個人の身分に思いっきりかかわってくることですから、原則、私

は全会一致でないものを今の時点で決めるというのは、私は非常に難しいと思っています。この倫

理条例というのは、これからもまだ続いていくことですから、新しくなった方々で全会一致の部分

があれば、その部分は決めていくのも１つですから、今まで決定した中では全会一致のものも結構

ありました。ですから、あえて今のこの時点でこの多数決によってどんどん決めていくということ

はちょっと、私としてはやりたくないなというふうに思ってございます。 

公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。今、委員長からそういう話が出たということは、この倫理条例

に対する工程表は狂うということですか。そこを前提にちょっとお話をしていただかないと、話を

これからどこまで詰めていくのか、委員長からそういう言葉が出るということは、それだけのこと

をちゃんとはっきり明確にしてから言っていただかないと困ります。私たちはこの中で決めようと

いうことでもって、工程表つくってやってきているわけです。ちょっときょう、私、工程表持って

来ていないけれど。 

○委員長（山本浩平君） 工程表といっても、そういう意見が分かれている中で、今までも、当初

よりは、現状として、大分遅れては来ているのです。 

○委員（氏家裕治君） その辺を明確にして、例えば全会一致でしか上げられないものでもって議

論するのだったら、例えば今回盛り込んでいこうとなれば、それを盛り込んで、今回やめるなら、

やめるで、私はいいと思います。次期のそういった人たちに、次で議論していただくということで

あれば、それはそれでいいけれど、決めた工程表の中で動いていかないと、はっきり言ったら、議

会運営委員会の中で託されたことだから、そこだけ明確にして進めていただかないと、私は、その
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辺はちょっと違うのではないかと思います。及川委員が今、言われたこともそうだし、委員長が言

われたこともそうだけれど、上位法をより厳しくしたものについては、だから、そこは削るのだっ

たら削る。それだったら、私は納得しますよ。上位法以上に締めつけのあるものについては、やめ

ましょうというのであれば、それは「わかりました。納得しましょう」と。でも上位法にのっとっ

て、より具現化したものについては、「いいですね」という話に私たちはなるけれど、違うのですか。 

○委員長（山本浩平君） 私のところは違います。 

○委員（氏家裕治君） 違うのですよね。及川委員のところは、私はそういう意味でとらえたのだ

けれど。 

○委員長（山本浩平君） なぜ具現化する必要があるのかというのが、私のところの考え方です。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私は、この先進事例が厳しいから云々ということではなくて、大切な

のは、白老町議会として何を決めるのかということなのです。それぞれの意見が、もちろん私の認

識も、不足していました。ただ聞いている範囲では、皆さんもほとんど私と同じだったです。上位

法の関係で言えば。はっきり言わせていただけば。そのことをきちっとわかって言われたのなら、

結構です。私は今、局長の話を聞いて、私の意見が間違っていたということで、認識しました。だ

けれど、ほとんど皆さんも変わらなかったのではないですか。そういう主張をされていましたか。

今まで「これ違う」なんて、言っていないですよね。そういう認識で、我々の議論というのは、議

論しているのです。私が何を言いたいかと言ったら、本当に白老町で決めるとしたら、ほかのとこ

ろがどうだ、こうだというのは関係ないのです。本当に必要だったら、白老町で。これはへ理屈で

はないです。へ理屈ではなくて、私は上位法があっても、それより厳しくしてだめだとなっていな

いのだったら、それはそれでも構わないということです。だけれど、私の認識としては、そうでは

なかったということは、事実です。それは、認めます。だけれど、皆さんも、上位法より厳しいと、

これがわかって議論をしていたかと言ったら、私は、はっきり言えば、そうではないと思います。

言わせていただけば。だから、私は白老町に必要なものを決めるのであれば、今、ほかの方も言わ

れたけれど、それだったら、上位法以外のものはみんないいのかということになってしまうのです。

だから、白老で我々が本当に真摯に町民に議員として向かうときに、自分たちが自分たちの倫理条

例をつくるのだから、本当に町民の皆さんにこういう趣旨で我々は、私は議員をやりたいのだとい

うことでつくるのが倫理条例なわけです。そこのところが私、きっちりしていかないと、なんかお

かしくなってしまうのかなというふうに、率直に思います。 

○委員長（山本浩平君） 先ほどちょっと工程的な話をされましたけれど。私の頭の中でいつから

いつまでというのが・・・。 

○副委員長（大渕紀夫君） ６月までに上げるということで、私が提起して、６月までに上げると。

それは、間違いないです。それが、今まで日程が延びている。 

○委員長（山本浩平君） 延びている理由として、意見が一致を見ない部分があるわけですから。

そういう中で、これ、一致をしていたら、とんとん、とんとんと行ったと思うのですけれど、どう
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しても譲れないのだというところがあるわけですから、この中で無理やり決めるのは、いかがかと

言っているのです。こういった、特に身分に関する条例に関しては、より慎重に行うべきではない

かということです。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。それは、言われるとおりだと思うのです。ただ、その範囲

をどこで持つかというのは、非常に難しい部分だと思うのです。例えば、定数減らすのも、身分の

範囲なのです。間違いなく身分の範囲ですよね。16 人から 15 人にするのです。それは、多数決で

決められたわけです。ですから、私は「多数決でやれ」と言っているのではなくて、そこは、何を

基準に多数決で決めるか、決めないかということの中身というのは、私は非常に難しいと思います。

そういうふうにしてやると、これから全部そういうふうになります。そこを、これは身分にかかわ

る問題だ。報酬だって、身分にかかわる問題です。低いと思っている人は、絶対身分にかかわる問

題です。高くしてほしいと言っている人は、身分にかかわる問題です。自分の生活、大変だからと

いうことだってあるわけだから。だから、そうやって言ってしまったら、議員活動というのは、公

な活動ですから、全部身分にかかわるのです。だから、そこのところは気をつけないと。このこと

は身分にかかわるから、多数決でやめましょう、これは身分にかかわらないから、多数決でやりま

しょうという中身のものというのは、よほど吟味をして考えないと、難しいのではないかなと、私

は思っています。多数決でやれと言っている意味ではないけれど、私はやっぱり審議を尽くせと。

まだ審議が不十分だから、審議を尽くしてやりなさいというのだったら、それは、話わかるのだけ

れど、そこはちょっと違う部分ですから。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私も、身分を守ってほしいのです。自分の身分を。町民からも

守ってもらいたいし、そして、自分自身からも守ってもらいたいのです。人間だから、いろいろな

ことを考えます。ただ、議員というバッチをつけて、そういった身分の中で、自分はやらなければ

いけないことを、ただ律しているだけだと思います。いろいろなことを、例えば人それぞれやりた

いこともあるでしょうし、例えば、町内会の会長さんだって頼まれたりもします。しますけれど、

この議員をやっている以上は、そこは「今できません」と、私は言う何者も。例えばちゃんとこう

いった条例でうたわれていれば、「今はこれで、できないのだ」と、私は言えれると思うし、そうな

ったら、私は自分の身分を守ってもらいたいという気持ちは、十分あります。そのためには、もっ

ともっと具体化して、具現化して、町民の人たちがわかりやすく、理解できるものにしてもらいた

いと思います。そういう面で考えれば、私も同じです。出てきたい人たちのことだけ考えないでも

らいたい。私たち現役も、今、やっている議員も、自分の身分は守りたいという思いで、この倫理

条例をつくってもらいたい。言っていることも、ちゃんと理解していただかないと。そこでもって

議論がかみ合わないのだったら、手をつけられないのかもしれないけれど、いずれにしても、この

倫理条例については、どこかで決めなければいけない問題ですよね。町民を交えなければいけない

話になるのか。でも、私は倫理条例で、政治倫理ですから、議会の自分たちの身分の中でもって、
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しっかり議論して決めていくべきものだなとは、自分では思っています。 

○委員長（山本浩平君） 今の氏家委員のお話の中では、７番が逆に引っかかってくるのかなとい

うふうに思うのです。これも、役員の関係ですね。町から活動、または運営に関する補助金等の関

係。現実的には、先ほどお言葉にありましたけれど、町内会長さん、今、議員の中でいらっしゃる

のです。それを否定するような形になると思うのです。これをそのとおり（７）ですか、それをそ

のまま入れるとなるとですね。それも含めて、賛成だということですね。という解釈でよろしいで

すか。 

 氏家委員どうぞ。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私は本来そうあるべきだと思っています。本来そうでないと、

これがよくて、あれがだめだという議論に。すべてのものがそういう議論になってしまうと思いま

すから。それは、町民の方にもちゃんとした理解を、そこで持っていただかなければいけない。そ

こを抜きにして、私、今までこんな議論をしてきたとは思っていません。だから、町内会長さんあ

たりは、確かに大変だけれど、例えばそこに議員としてかかわっていかなければいけない、どうし

てもかかわっていけなければいけないという問題ではないと、私は考えていますし、議員というの

は、多分、いろいろな制約の中で、議員という仕事をやっていかなければいけない。そう思ってい

ますから、特にそういう上位法に照らし合わせたって、結局ここは、何も間違ったことは言ってい

ないと、私は思います。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。ちょっと確認したかっただけで、すみません。 

 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕ですけれど。具体的に言えば、例えば、「葬式で名前を出してあ

げたらだめだよ。お祭りに寄附はだめよ」となっているのです。だけれど、出しているのです。実

際に見ましたよね。政治倫理条例にそういうことが書けるのか、私はわかりません。だけれど、前

に前田委員外議員が言ったのです。私はそうやってここに書いてくれれば、「町内会長をすぐに辞め

ます」と言いました。前田委員外議員は確か、私は記憶しています。書いていないから、やれる範

囲だからやると。だから、それがだめだとここに書いていれば、町民に「だめだ」と。寄附だって、

祭りの寄附だめなのだから。だけれど、出しています。私、何人も見ています。出したらだめなの

です。だから、それをここに書けば、町民の皆さんは、寄附は求めなくなると私は思います。うん

と具体的に言えば。それがここに書けるかどうかは知らないけれど、私はそういうことを書いてく

れれば、我々を守るというのは、そういうことも含めて守るという意味なのです。だって、実際に

法律でだめなのだから、だめなのです。だけれど、それは、出してしまっている。会社の社長の名

前と自分の名前を出したって、だめなのだから。だから、厳密に言えば、盆踊りにジュース１箱出

すのもだめだから。私、聞いたのだから。だめなのだから。自分の後援会だって、名前で後援会と

いうのは多数の人が来る。後援会に自分の名前を出した酒を出すのは、法律的に言えば、だめです

よね。守っていますかと言ったら・・・、ねえ。町民の皆さん何と言うか。「あなた寄附出さない」

と言われます。そういうこと考えたら、ここに書いていることというのは、いったいどういうこと
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なのかと私は思ってしまいます。だから、自分たちの身を守るという意味は、そういうことを書い

ていいか、町民の皆さんがわかったら、「なるほど」。本人が出ない町内の葬式に、香典を包んだら

だめだとか、みんなわかるわけです。本当はそういうふうにすることが、きっと、全部が理解でき

る中身になると思うのです。だから、我々は法に違反しても、寄附したりするというふうになって

しまうのではないかと、私は思ってしまうのです。現実的には、我々そういうところで法を犯して

いる人がたくさんいるにもかかわらず、年賀はがきは、あれは自分で書いて出すのは、違法ではな

いのです。あれは、我々で、申し合わせでやっている中身だから、法律的にはなんでもないのです

よね。直筆の返信はいいのです。印刷したやつはだめですよね。直筆の返信でないとだめなのです。

だから、そういうことを本当に町民の皆さんがわかれば、要求しないですよね。「なるほど、出さな

いの、当たり前だ」となりますよね。そういうことが我々の身を守るということではないかと、私

は思っているのです。だから、こういうものというのは、そういうことで。書けるかどうかは、わ

かりません。そういうことも含めてかければ、町民の皆さんは、こうやって倫理条例で書いている

から、寄附出せないのだと、香典も出せないのだとなるのではないかと思うのだけれど。 

○委員長（山本浩平君） それは、大渕副委員長の意見としてはわかるのですけれど、逆に申し上

げますと、寄附をしなければならないような立場の人もいます。議員の前に。例えば、会社を経営

している。これはいろいろな角度から、いろいろなケースの場合で、寄附は、本当に町内だったら、

いろいろなところからお願いされて、それはいろいろ吟味しながら、全部付き合ったら大変ですか

ら、そんなのはいろいろ吟味しながらやると。あるいは、先ほどのお祭りの寄附なんかいったら、

はっきり申し上げて、私は神社の責任役員までやっていますから、非常に何か建てるとか何とかと

いったら、多額の寄附をお願いされることもあります。皆さんどこかのお寺の、もし役員なんかや

られている方がいたとしたら、そこはあると思うのです。ですから、自分たちの確かに身を守るか

ら、そういうことを載せておけば、しなくてもいいというのではなくて、逆に、そういう寄附なり、

いろいろなところに貢献を、貢献といっていいかわからないけれど、やっている人たちが逆に、こ

ういうようなところに、議員にはもうなれないのではないかと思ってしまうのではないですかね。

そこまで縛りつけて、この小さい町の中で、本当にいいのですか。今、16 人から 15 人にして。違

法かもしれません。違法かもしれませんけれど、現実にはあるわけです。 

○委員（及川 保君） 上位法で、これ、決められているのです。だから黙っていても、既に、こ

こで決めようが決めまいが、だめなのです。例えばそこを出しているとかというのであれば、出さ

ざるを得ないとかというのであれば、どうしても違反しているという話なのです。ここをやっぱり

気をつけていかないと、町議会はそれを個々の議員に任せますという話になってしまうので、さっ

きの花輪の話も出ましたよね。これもやっぱり、実はだめなのです。花輪は氏名を入れて、何々会

長、何々誰と。これも、実はだめなのです。弔電、香典は、自分で出席して、お参りするというの

は、これは許されているのですけれど。そういうことまで厳密にやっていくと、やっぱりそれぞれ

の個々の皆さん、上位法のほうで既にかなりあれしている部分が、いっぱい散見されるわけです。

我々、それでも何も言わないのです。言わないのだけれど、ここで規定することによって、より厳
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しい。上位法より厳しいわけではないのだけれど。上位法があるわけだから、だからそれで入れな

かったとしても、上位法での違反なわけですから、そこをもう少し吟味してやっていかないと、す

べてが一緒くたになっているかなということがあるので。 

 ただ、もう一度言わせていただければ、私たちも反対といっている部分があります。５条の７項

までですよね。４、５なのです。そこの部分で、前の委員会の中で、どうしてもここ、合意を見れ

ないのであれば、旧の部分をここに取り入れて、とりあえずまとめたらどうだという意見も、確か、

出たはずなのです。前の委員会の中で。皆さん、調べていただけば、ありますよね。そのほうが、

今、氏家委員から、期限がどうの、こうのという話もありましたけれど、例えば定数だとか、報酬

という話は、今回もいろいろ期限があったわけです。ある一定のところまでやらないと、結局は次

期に反映されなくなってしまうということがあったから、定数の部分で言えば、確かに多数決の部

分がありました。だけれど、これについては、きちっと議論をして、できるだけ合意形成ができる

中で進めるべき、まとめるべきだと私は思います。それで、旧の部分を取り入れてやっていけばい

いのではないかという意見も、前の委員会の中ではありましたので、去年の、半年以上前の話だっ

たのですけれど、発言させていただきました。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休 憩   午後 １時４７分 

                                               

再 開   午後 １時４７分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 前田委員外議員にお伺いしたいのですけれど、今、現実に町内会長さんやられています。そうい

った中で、こういったような問題については、いかがですか。 

○委員外議員（前田博之君） ここで発言しているとおりで、日々苦悩しているのです。それで、

ただ言われている具体的な話が出ましたから、どうかということ別にして、ここでいっている７号

です。「事業者との自己の利益のために利用しない」と。これをどう具体的に解釈していくかによっ

て、また違ってくるのです。私は、前も話したように、亡くなった鈴木議員も、町内会長をされた

のだけれど、今、倫理条例をやって、なるべく町内会長をしないほうがいいという、こういう議論

をされているから、「私は遠慮させていただく」と、こう言って、受けなかったと。私、向こうの町

内会長から聞いていますけれど。言い方ちょっと違っているかもしれませんけれど。私もそういう

言い方で常時話をしているのですけれど、どうしても言っているようには。公の仕事をいっぱい持

つのではなくて、皆さんが、それぞれの人がそれぞれの立場で持ってもらって、町行政に参画なり、

議会に参加していただいたほうがいいかなとは、こう私は思っていますので、できれば町内会長は

やっぱり、そういう公職は受けないほうがいいかなと、私も実際に思っています。 

そして先ほど話が出ましたけれど、うちの町内会で亡くなったら、供花出すのです。どこでもそ

うですけれど。供花に町内会だけではなくて、町内会長誰と入るのです。そこも、非常に、本当は

だめなのだけれど、町内会とすれば、人格違うのだから、町内会で出したって、ちゃんと責任者が
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いるのにどうだということやっているのだけれど、ここで整理されれば、ちゃんとそれもしなけれ

ばいけないと思うのだけれど。法的にはあるから、だめだとは思うんだけれど、その辺の部分もや

っぱりあるのです。 

○委員長（山本浩平君） 結局、私もその辺なのですけれど、私は会社の代表として。それは、本

音で話をしないとだめですよ。法律違反かもしれないけれど。 

 暫時休憩をいたします。 

休 憩   午後 １時５０分 

                                               

再 開   午後 ２時３７分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 休憩中に今、ちょっと出ていたのですけれど、（６）については、公明党さんのほうからも、休憩

中にちょっとありましたけれど、この条文どおり残すことについては、何も異論がないということ

でございますし、特に異論がなければ、（６）はこのまま残したいと思うのですが、いかがでしょう

か。ここ残せば、７は、逆に削除すると。７というか、ごめんなさい。７条はなくなるということ

になると思うのです。 

 公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ここで、６でうたわれている一番議論したのは、滞納という言葉のとらえ

方、とらまえ方。そこが、例えば、委員長が言われるように、本当に小さな事業をやっている人た

ちが、１年間の中で、例えば納税の義務にはっちゃきになってがんばっている方もいらっしゃると

いうことは、これは、皆さんご理解しながらやらないと。その納期があるわけだから、このとらま

え方を間違えると、例えば２カ月遅れていますとか、３カ月遅れていますという話で、そういう話

になるのか、そこだけちゃんと理解してこれを決めないと、私はだめなような気がするのです。そ

こだけ「いい」という話になれば、それこそ逆に言えば、山本委員長が先ほどから言っている、本

当に小さな企業、いろいろなところから出ようとする人たちが、それを足かせに、それこそ「もっ

てのほかだ」と言われれば、そうかもしれないけれど、私はそういうことが実際にあったから。自

分で仕事をやっているときには、どうしても最後の 12 月の資金繰り、そして４月の納税、本当にぎ

りぎりになって、そういうふうな運転資金に駆けずり回ったこともあったから。でも、その中でも

議員生活やらせていただいたけれど、でも、そういうこともちゃんと考えないと、自分の環境は自

分で変えてはきました。きたけれど、これから出てくる人たちは、今の自分の環境の中から出てく

るのだから、来てからやっぱりその中で整えていかなければいけない部分もあると思うけれど、そ

こは皆で考えていかないとならないのではないかと思うのです。私は、決めていただいていいのだ

けれど。 

○委員長（山本浩平君） この辺の意図している期限というのは、どのくらいの期限のことを言っ

ているのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 滞納ですから、法律上に滞納と認定されれば、滞納です。 
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○委員長（山本浩平君） 例えば町民税だったら４期に分けて、１期、２期、３期、４期ですよね。

でも、１期といったって、納期限決められているわけだから、例えばそれでも滞納は、滞納になっ

てしまいますよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 滞納は、滞納の法律的な解釈です。 

○委員長（山本浩平君） 局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） 例えば、規則の中で起こる滞納は、滞納繰越した時点のことを指す

のか。滞納繰越というのは、年度を新たにして繰り越してしまったら、滞納繰越と言うから、そう

いう部分を指して、規則で解釈をしてしまうか。滞納という言葉、法律用語だから、法律にのっと

って解釈しなかったら、難しいかなという気がしますけれど。だから、そういうふうにやっていっ

たら、いろいろな条件があるのです。あくまでも滞納は、法律上の事実になってしまうから。ただ、

じゃあ誠実に履行する分納していた場合、何年まで許すのかとか、そういう部分も出てきますよね。

だから、なかなか難しいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 難しいと思いますよ。 

 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 確かに難しいけれど、情けない話だと思います。そんなことまで最初から

言って、決めなければならないなんてことは、本当に私に言わせれば、資格ないです。まずなった

って、借りるとか、いろいろなことができると思うのです。そういうことでもってやって、ある程

度それはここでこういう形で決めないと、さっき言ったように、逃げ道、なり道ができるような形

になって、本当に倫理なんてものではなくなってしまうと思うのです。だからその辺は、きちっと

やるべきだと思います。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私、近藤委員の言われることは、十分わかるのです。わかるのだけれど、

例えば基準で抑えるということは、そういった覚悟をしなければいけないということですよね。そ

うですよね。近藤委員の言われることはわかります。だから、ここをもう少し、報告的な立場の中

で、前回も確か、この議論しているはずなのです。だから、こちらの報告のほうで何とか、報告し

ていく中で、もし開示を求められれば、「こういうふうな状況です」ということで、示していければ、

そこまでの話にならないだろうということで、多分、７条のほうにしましょうということだったの

だと思うのですけれど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 別に５条に入れるということは、すべて倫理審査会の審査の対象だ

から。６条に入れるということは、「これ、違反ですよ」ということで、町民なり議員さんが、所定

の人数の署名をもって届け出るわけだから。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。そして、例えば報酬も、いくらかでもベースアップなったとき

に、「金が高くなったのに」という話にならないかということになってしまうと思うのです。そうい

う人を仮定しているわけではなくて、自分が実際にそうだったから、そういうことを言うのです。
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今の経済情勢を見ても、決して明るい見通しではないというのがあるから、そういう、委員長が言

われるとおり、新たに出てくる人たちがどういう環境から出てくるかわからない。本当に個人商店

をやっている人たちが出てくるかもしれないし、そういった人方をとらまえてみたら、本当に金銭

繰りというのは、大変な中でやっているのだと、私は思うのです。だから、近藤委員が言うのはわ

かるのだけれど、そういったものをみんながわかっていて、そういうところに送り出してくれると

いうのもわかるのだけれど、でも実際問題、こういった基準で決めたときには、そういったことが

言えない状況になるということですね。 

○委員長（山本浩平君） 予期をしていない状況に、いろいろな社会情勢の中でなってしまったと

きのことですよね。そこでじゃあばっちり、だめな議員のレッテル、そこで貼っていいのかどうな

のかというところですよね。 

 西田委員どうぞ。今の、この納税のことに関してですよ。 

○委員（西田祐子君） １つ、ちょっと皆さんにお伺いしてみたいのですけれど。７条のところの

納付状況の報告となったときに、うちの会派で一番問題になったのが、「納付金額まで報告するのか

どうなのか」ということだったのですよね。その辺が、はっきりちょっとわからなかったものです

から、例えば事業をやっている人とか、資産のたくさんある人というのは、当然それだけの金額と

いうのは、はっきりわかってしまいますよね。やはりその辺は、「金額なんかも公開しないとか、何

かそういうものがあればいいのだけれど」という意見で、やはりちょっとこの７条は厳しいかなと。

金額がわかってしまうから。資産のない私は、非常に楽ですけれど、これから資産がある方が出た

場合に、いかがなものかと。その辺を。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 前田委員外議員にちょっと聞きたかったのですけれど。前にも聞いたと思

うのだけれど。納税証明書、課税証明書でしたか。あれには金額は入らなかったのではないですか。

どちらか入らないのではなかったですか。入らないやつがありますよね。 

○委員長（山本浩平君） 局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） ７条見ていただければわかるのですけれど、第３項に、「前２項の

証明書類は閲覧の対象にしない」となっているのです。ですから、例えば税務課なら使用料が全部

出てきますから、そこで証明された「滞納がない」という証明書は、閲覧に供さないのです。です

から、本人から課税は、「これと、これあります」と。それは、「納付済みです」という書類はもら

いますけれど、証明書は対象にしない。ですから、金額は、出て行かないということなのです。当

然事業をやっている方だったら、影響も出てきますし。 

○委員長（山本浩平君） どうぞ。及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。会派の中で議論になったのは、そういう資産含め、当然税です

から、資産と大きくかかわるわけです。それがべろべろと外に向けて出て行くのではないかと、こ

ういう議論があったものですから、うちとしては、より厳しくなってしまうということで、この７

条については、反対という立場なのです。今、局長の説明だと、提出はするけれど、閲覧の対象に
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はならないということになれば、事情が変わるのだけれど。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 例えば、及川委員の届出が、「白老町に対して課税は何と、何と、

何があります」と。「滞納ありません」と。「別紙のとおり証明書を添付して届け出ます」と、こう

なったら、証明書見れば、滞納がないということがわかります。だけれど、町民に見せるのは、滞

納がないという部分だけですから、それは議長が確認しているわけだから、それは、例えば事業な

りいろいろなものをやっている中で、影響が出てくるというのは、議員だって絶対あり得る話です

から。そこのところは見せないですから、「滞納がない」という閲覧に供するだけです。 

要するに、届出書類に金額を入れなければ、出ないということです。滞納がないという届出だけ

すればいいのです。「私については、これと、これと、これの課税があります」と。「１年間滞納が

ないことをお届けします」という証明書をつければ、議長はそれで滞納がないという確認が取れま

すよね。町民が求めているのは、金額がいくらあるかではなくて、納めているか、納めていないか

のところだから、そこまで言う必要はない。 

○委員長（山本浩平君） ということです。 

 議長ありますか。はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今の件なのだけれど、それで先のほうに、５条のほうにこれ、もし残し

た場合に、これは第三者がどうもあの人滞納しているみたいだという形で、審査会なら審査会にい

きなりぼっとかけることはできるのですか。かけることになるのですか。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 審査会は、これを証する資料を添えて申請することになっているの

です。ですから、滞納があるという事実が客観的に見えなかったら、それは誹謗中傷に当たります

から、これは審査会には、町民はかけられない。議長のところに、審査会の署名を集めると来たと

きに、「その事実はない」という却下になる。 

 滞納しているかどうかというのは、納税でしか確認が取れませんから、税の滞納、個人情報は丸

秘ですから。多分、出ることは、あり得ない。だから、訴えられることは、ここに書いてあっても、

あり得ないです。 

○議長（堀部登志雄君） 確認するすべは、ここに載せておいても、誰もないのだ。「滞納してい

ません」と言えば、していても、それで済むのだ。調べようがないのだ。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただその、客観的な事実があって審査会にかけられたら、今度は審

査会ですから、一応勢力は持っているので、証明書取るのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休 憩   午後 ２時５３分 

                                               

再 開   午後 ３時０７分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 
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休憩中にいろいろと議論がありましたけれど、政治倫理基準等の第５条の（６）、「町に納付する税

及び使用料を滞納しないこと」と。この部分ではうたわずに、次の裏のページの第７条の税等の納

付状況の報告というところで行うということで、一致が得られるかなと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

○委員長（山本浩平君） 異議ありませんか。 

 それでは、この政治倫理基準の第５条の６はなしということで、第７条のほうでうたうというこ

とに決定したいと思います。 

 （４）のことについてはどうですか。 

 私のところなのですけれど、これやっぱり余りにも具体的に、製造だとか、工事やっているとこ

ろとか、物品の購入だとか言ったら、本当に町の委託を受けている物品のところもたくさんあると

思うのですけれど、具体的にこういったところを載せるようなことに対しては、やはりちょっと、

賛成できかねるというところがあるのです。ですから、できれば（４）については、差し戻してい

ただきたいというところが本音なのですが。仮にそういったときに、どういうような表現に変わる

のかということですよね。ただ戻るということですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ今、企業、団体献金はだめです。ですから、政治活動に関し、

政治的、または道義的批判の受ける恐れのある寄附等を受けないことに直すか。これだと契約して

いる人でも、善意の方からは寄附をもらえる。新しいほうは、善意であろうが、悪意であろうが、

すべてもらわないという姿勢ですから。本当に批判を受ける、何かを受託して、何かをやる、要す

るに、口利きをして金をもらったということはだめだよという。それは違反にもなるのだろうけれ

ど、そういうことです。９条の（５）を生かすのであれば、一般的な寄附、要するに疑いのもたれ

る寄附だけはだめだけれど、善意の寄附はいいですよということなのです。新しいほうは、善意の

寄附もだめ、受け取らないということなのです。 

○委員長（山本浩平君） この、個人、企業、団体等からというところを削除しますよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 削除すれば、今でも実際に使えるのではないかと思いますけれど。 

○委員長（山本浩平君） できればそういう表現で、これはお願いできないのかなというふうに。 

○事務局長（上坊寺博之君） ４をそういうふうに直せば、必然的に２項、後援団体も準用規定は

取れてしまうということなのです。２項も削除になってしまう。「前項第４号の規定は」というとこ

ろは。これは当然、４号直してしまったら、通用しませんから。規定する主張が何者もなくなって

しまいます。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。 

 ありがとうございます。では、（４）に関しましては、そのようなことにさせていただきたいと思

います。 

○事務局長（上坊寺博之君） ５を新規に加えるか、加えないかだけ議論してください。 

 今、無理繰りなくても、今までなかったから。 
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○委員長（山本浩平君） セクシャルハラスメント、パワーハラスメント。 

○事務局長（上坊寺博之君） これ、私、バッテンついているのだけれど。入れないと言いました

か。 

○委員（及川 保君） わざわざもう、当たり前だろうと。議員もみんな町民なのだから。 

○委員長（山本浩平君） ということで、皆さんよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶものあり］ 

○委員長（山本浩平君） この（５）は入れないということで。 

 第５条の（５）ですね。「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の人権侵害の恐れのある行為を行わないこと」という、ごく

ごく当たり前のことなのですけれど、これはもう載せなくていいだろうという結論なのですが。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） これをなくするのはいいのだけれど、自分たちの地位を利用しての強制だ

とか、嫌がらせ、圧力という行為については、これはやっぱり他の人の人権侵害等にかかわってく

る問題だから、これは私、残していいと思うのです。ただ、セクシャルハラスメント、パワーハラ

スメントというのは、どこまでそういうふうにして言うのかという規定については、ちょっと難し

いと思うのだけれど、これを外せば、私たち議員としての立場の中での行為、こういったことの規

制につながるのではないかと思うのですけれど、どうでしょうか。セクシャルハラスメント、パワ

ーハラスメントを外した中で、人権侵害の恐れのある行為を行わないという部分で押さえては、ど

うでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） いかがでしょうか。 

 清風クラブ、及川委員。 

○委員（及川 保君） 清風クラブは、セクシャルハラスメントとパワーハラスメントを取り除い

ていただければ、入れる方向で賛成いたします。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員、いかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） セクシャルとかは除いて、賛成です。 

○委員長（山本浩平君） 日本共産党さん、いかがでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） 私どもは、これそのものは載せる必要がないという考え方でございま

したけれど、決まっていきませんので、皆さんの今の妥協案と申しますか、それに賛成したいと思

います。 

○委員長（山本浩平君） では、言い直します。（５）地位を利用して嫌がらせ、強制、圧力をか

ける行為、その他人権侵害の恐れのある行為を行わないことということに変えて、残こしておきた

いというふうに思います。よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶものあり］ 

○委員長（山本浩平君） 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 今の、前のほうの先ほど５条の１、２、３オーケーになって、上に「議
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員の地位を利用して」と書いて、金品の授受を行わないこととなっていますけれど、これ、オ－ケ

ーになっているのだけれど、「今の地位を利用して嫌がらせ」というのは、上と下の、議員が入って

いるのといないのがあるのだけれど、これは余り関係ないことですか。 

○委員長（山本浩平君） 今、議長がちょっとお話されましたけれど。 

○委員（及川 保君） ５条のところで「議員は」とやっているわけだから。 

○議長（堀部登志雄君） 逆に、とるか、つけるか、どちらかですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうしたら、全部とるのですね。 

○委員長（山本浩平君） とりますか。 

［「はい」と呼ぶものあり］ 

○委員長（山本浩平君） 例えば第５条の（２）に関しましても、「職務に関して不正の疑惑を」

ということに直しますし、（３）「地位を利用してと」いう形に直して行きたいと思います。よろし

いでしょうか。 

［「はい」と呼ぶものあり］ 

○委員長（山本浩平君） 続きまして（７）ですね。その辺の説明を、局長のほうからしてくださ

い。 

○事務局長（上坊寺博之君） 旧の６と新しいほうの７というのは、まるっきり意味は同じなので

す。町から委託または補助を受けているという規定と、町から活動または運営に対する補助金等を

受けているというのは、意味合いは同じなのです。ただ、「補助金と交付規則に基づいて受けるもの

だ」と規定しているだけで、まるっきり同じなのです。それで、団体等の長になったときと、こう

いう書き方が、事業者等の役員に就任した場合と、長と役員の違いだけです。あとは、「自己の利益

のために利用しないこと」というのは、いずれにしても同じなのです。だから、旧６と新７は、「自

己の利益のために利用しないこと」というのは、解釈ですけれど、表現は、古いのも、新しいのも

同じなのです。だから、先ほど言った町内会長になって、そういうものの恐れがあってならないと

いうのも、それはその人の感じ方でしょうし、補助を受けている団体になったとしたって、団体の

長としての役割を果たして、自分のために利益誘導のためにその団体を活用しなければ、就任して

も構わないでしょうし、その議員さんの取り方だと思いますけれど。ただ、政治活動に対して、自

分が所属したものを政治利用してはだめだといっているだけだと思いますけれど。意味合いは、ま

るっきり同じだと思います。その辺でちょっと、見ていただきたいと。団体の長と役員の違いがは

っきりありますから。 

○委員長（山本浩平君） これも暫時休憩して、自由にお話をしていただきたいと思います。 

休 憩   午後 ３時１８分 

                                               

再 開   午後 ３時４０分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 休憩中に意見、いろいろと出たのですけれど、一長一短、それなりにそれぞれあるなということ
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の中で、以前の第３条の内容そのまま生かす意味で、第５条の（７）として、最後のほうですけれ

ど、「何々を受けている事業者等の役員の部分を長に就任した場合は」という形にして、今までのも

のをそのまま生かすということでよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶものあり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは、そのように決定をさせていただきたいと思います。 

 第５条の２に関しては、これは先ほど削除と決めましたので、３番目ですね。「議員は次の各号の

該当する行為を行ってはならない」。これは、１から・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） ３番と同じ。契約、その他の契約。請負、その他。 

○委員長（山本浩平君） （３）までしかないですね。これも、一応持ち帰りということになって

いました。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、町との関係なのです。要するに、いわゆる口利きというや

つです。 

○委員長（山本浩平君） これ、そのまま請負契約しているところはどうするのですか。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、この業者と契約するとか。 

○委員長（山本浩平君） そういう意味合い。 

○事務局長（上坊寺博之君） そうです。すべてそういうもの含めて、そういうふうに契約行為に。

要するに口利き。この業者連れてきて。要するに、口利きはできないよと。そういう関与をしては

だめだということなのです。 

 報酬もらわなければ、できるのです。要するに、金銭援助してやらなければ、できますよね。た

だ、町の契約に主体的にかかわるＡという業者を連れてきて、「これと」ということで、３号と。 

○委員長（山本浩平君） うちとしては、この１と３を実は反対していたのです。というのは、も

ちろん議員が口利きだとか、そういったことは、もちろんよくないです。それはよくないと思うの

だけれど、今後例えば議員になろうと思っているところの事業者の方が、新しい事業展開の中で町

の仕事をしたいと思ったときに、そういったようなことも口利きではなくて、実際に営業活動です

よね。営業活動ができなくなるのかなというような懸念があったのですけれど、これに関してはど

のように解釈したらいいですか。 

 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。それは、あくまで政治倫理基準の第５条の（２）、「職務に関し

て不正の疑惑を持たれる行為は行わないこと」で、ここで、やはり集約されるのではないかと思う

のですが。例えば、圧力をかけて、「仕事回せ」みたいな話なんか、バッチつけている以上、そんな

ことはできないだろうから。 

○委員長（山本浩平君） 要は、通常の手続きの中で、例えば新規事業をやろうとした。それが町

との契約になると。これ、当然、そこの会社は、営業はしますよね。あるいは、そこしかやってい

ないようなケースもありますよね。競争相手はいなくて、そこしかやっていないと。こういったと

きのことも、例えば想定したときに、見た人はどのように解釈するかというところなのです。別に
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それは関係ないよということであれば、よろしいのですけれど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 要するに、「指名に入れて」とか、このＡという工事契約が、近々

出るのに、これに「Ｂという会社を指名に入れて」とか、平たく言うと、そういうことですよね。 

○委員長（山本浩平君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） 普通の営業ではなくて、手続き上ですよ。工事契約が発注されて、

指名委員会がかけて、指名されて、入札執行がなるところ、一連の流れの行政手続きなのです。そ

この中に、今回のこの工事に「Ａという業者を指名業者として入れてください」という働きかけ。

通常の、逆に言ったら、営業が、Ａという会社がこういう新たな事業展開やって、町で何かあれば

１つお願いしますと、会社の人を会わすことは、これは、契約行為に全然関係ないわけです。発注

行為ないわけだから。要するに、契約の一連行為の中にかかわったらだめだということなのです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、局長の言われた話というのは、自分の会社ではなくて。私はそう思っ

ているのです。自分の会社ではなくて、他の会社に対しての口利きのことだから、山本委員長の言

われている心配は、私は全然思っていないのです。自分が営業している分は、だって、会社の社長

であって、町の入札に関与するなと言ったら、仕事できない話なのだから。そうではなくて、相手

の会社から頼まれて、「何とかこの会社入れてやってくれ」とかという話があり得るか、あり得ない

か別にしても、そういうことはだめだよと。そういう考え方ですよね。 

○委員長（山本浩平君） あとは、例えば、許可だとか、認可の手続きに関するような内容で、お

願いされる場合も、ないとは限らないと思うのです。道議会議員あたりは、よくそういうの、現実

的には多分、あると思うのです。例えば、具体的に言ったら、非常にハードルが高いと。認可をい

ただく、許可をいただくにしても。半年か１年ぐらいかかると。それを何とか１年ではなく、もう

少し、何とか短めにできませんかみたいな。 

 暫時休憩いたします。 

休 憩   午後 ３時４９分 

                                               

再 開   午後 ３時５９分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 特定の利益の人に有利に働く云々と入れてもいいのだけれど、この

１号、２号、３号見たら、そんなに解釈が大きくないのですよね。ただ１、２は決まりきっている

のです。逆に変な言い方するのだけれど、これくらい影響力を持てる議員になりたいなと思うのだ

けれど。これは別にしても、３も許認可とか、手続きは、逆に申請した人守っているのですよね。

多分延び延びにしないで、何日以内にしなさいということで、逆に規制かけているのです。そうい

う部分をちゃんとしなさいという言い方だから、逆にさっき言った議論されたのは、次の４項にか

かると思うのですけれど、３については限定されているから。入れるなら、入れてもいいのですけ
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れど、法律の条文の解釈から言ったら、特に限定する必要があるのかなと思います。１、２、３と

限定されているから。私は、あるのかな、ないのではないかと思うのだけれど、どうなのかな。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。結局、請負契約また下請けもしくはという解釈の仕方が、自分

が経営者で経営を営んでいる会社も含まれるか、含まれないかという話もここに出てくるわけだか

ら、だから、逆に言うと、そこに一文入れておいてくれると、例えば、ほかの一定の団体に対して

の、そういった関与はだめだというふうにして、わかりやすく規定してもらったほうがいいかなと

いうことです。もしそれが、それでもって納得できるのだったら、別に、これ自体はそのままあれ

だから、最初の条文のところに入れてもらえれば、それでいいかなと思いますけれど。 

○委員長（山本浩平君） 私のところもそういう形であれば、異論はないです。 

 そのような押さえ方でよろしいですか。 

 前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） ここ、口利きは禁止ですから、今、氏家委員がお話された部分は、

別に営業行為ですから、別に自治法のほうで営業売上げ半分以上になったら、制約ありますから、

それはあえてそういう含みではなくて、営業行為は正常にやっていることだから、あくまで口利き

であって、我々とか、部分でないのかなと思うのです。こだわるわけではないです。ただ、解釈と

して。それにひっかけてしまうと、ちょっと、かかわる人方は、両方にひっかかってくるのかなと

思うのです。これは、あくまでも、前も言ったように、仮に規定かなんかでつくったときに、その

辺の解釈ちゃんと入れておくかどうかは別にしても、その辺ちゃんと整理しておかないと、正当な

営業行為が逆に、こちらに絡んでくるのかなと、私は思うのですけれど。 

○委員長（山本浩平君） 局長どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君） これは、条文だけの読み込みからすると、正当だとか、正当でない

というのは、一切関係ないのです。「行為をしてはいけない」ですから、契約に関することをしては

いけないのです。ですから、正当であろうが、口利きであろうが、「関与してはいけない」という、

条文の読み込みで行けば、そういうふうに読み込めるのです。 

 それともう１つ。１つ注意をしなければならないのは、「またはこれら下請け、もしくは再委託に

関する契約に関与すること」ということは、町が契約してから、下請け、再委託なのです。だから

これ、民間事業のことなのです。そこにもかかわらないという制限ですから、これが果たしていい

のか、どうなのかということなのです。多分これ、ちょっとアンダーライン引いていますけれど、

これが果たして、ほかの町の規定だからあれだけど、「議員さんは、町の契約に関与しません」と。

また、下請けのこと。町から請け負った業者が下請けするのですから、ここにもかかわらないとい

うことですから、その辺ちょっと揉んでもらいたいと思います。 

例えば、町から道南総合が契約を受けましたと。下請けにヤマテさんに出すか、岩崎さんに出す

か。そこに関与しないということですから、上のほうとちょっと違うのです。 

もう１つは、先ほど前田委員外議員が言ったように、やっぱり「行為を行ってはならない」だか
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ら、やっぱりこの条文ではすべての行為を指すものだと思うので、やっぱり、さっき言った善意の

ものは、そこから除外しておかなかったらだめなような気がしますけれど。ですから、特に特定な

ものに有利に働くような許認可のかかわり方だとか、契約のかかわり方だとか、特定の職員の有利

になるような人事に関係したらだめだという解釈にしておいたほうがいいのではないかと思います。

前田委員外議員の答えともう１つは、ちょっと、こちらのほうを議論していただいたほうがいい。

このまま取ると、そこもノータッチですから。例えば、山本委員長が町内のＡという企業さんが、

町から受注した道南の工事の一部でも「おれのところに来ないか」という、それもしてはだめだと

いうことだから。下請け、再委託だから。しないということですから。下請け契約とか、そういう

ものは、町はちゃんと届出を受理して、どこに発注されたかという管理していますから。 

○委員長（山本浩平君） そうなってくると、今の話だと、建設業者は、逆に議員になれないとい

うことになりますよね。ここは、削除してもいい項目かなと思っているのです。 

ここまでうたう必要があるのかなというのが、私どもの考え方です。 

○事務局長（上坊寺博之君） 事務局も、そこは心配していました。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 及川です。５条の３項の１号なのですけれど。これは、あらゆる想定をし

なければいけないのですけれど、実際に経営者が発注に対して契約をしようとするときに、請負契

約から、下請けから再委託も含めて、関与することということは、委員長が今、おっしゃったよう

に、経営者は参入できないということにならないか、非常に厳しい状況になるのではないかと、私

は判断するのですけれど。やっぱり、きちっと吟味しないと、議員という肩書きをもって、想定し

てのことを言っているのですけれど。大変議員としても厳しい状況に至るなという判断するもので

すから、ここは削除するというか、必要ないのではないかというふうに思うのですが、いかがでし

ょうか。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。私は、自分個人がもし下請けの業者として、町発注の元受さん

のところに営業に行くということは、別にそんなの全然関係ない話ですよね。だから、それをもし

規定されるのであれば、条文に「特定の業者さんとのそういった部分の口利きはしない」というこ

とで、うたえばいいだけの話で、自分の仕事の営業を抑える何者でもないような気がしているので

す。ただ、見方によって、それがそうではないというのであれば、私は、それは削っても全然構わ

ないと思うし、必要ないかなと思うけれど。ただ、もし自分が経営者じゃなくて、議員という立場

の中で、特定の企業さんから頼まれて、例えば「紹介するよ」とか、そういうことだって、はっき

り言ったら、私あると思うのです。だから、それが結局は、お金につながったり、そういうことで

周りから見られるところがあるから、そういう規定をしなければいけないのかなとは思っているけ

れど。でも、普段のつき合いの中でも、例えば、あそこでこういう仕事が出たみたいだけれども、

全然面識がないのだと。ちょっと「もし知っていたら、紹介してくれないか」という部分だってあ

ると思うのです。それを口利きと言ってしまえば、口利きなのかもしれないけれど。「それはだめだ」
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と、ここでは言っているのですよね。だから、そういう面で考えたら、別にそれが特定な業者では

なくて、いろいろな業者さんから聞かれれば、「行ってごらん」と、そういうことというのは、日常

茶飯事あるではないですか。そういったものを規定するものであれば、この文章はちょっと問題が

あるかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 私は、この文章自体問題があるかなと思っているのは、例えば町が、Ａ

という会社に落としましたと。その下請けに関してが、下請けを町が、Ｂを使いなさいとか、Ｃを

使いなさいという権限ないですよね。逆に、落とされたＡという会社が、どこの下請けを使おうが、

関係ないことだから、このこと自体が何かちょっと、よくわからないというのか。出したところの

市があると思うのだけれど、何でこれ、下請けまでうたっているのかなというのがあります。 

○事務局長（上坊寺博之君） これの解釈だけちょっと言っておきますけれど。次のページに５で

見てもわかるように、そこにも下請け契約、再委託と出てくるのです。これは、議員は、町の公共

工事を辞退するのです。下請け工事も、再委託も。というのは、税金が入っている金の流れだから、

権力を持った議員の行為をしないという権限なのです。これは、わりと大都市に多いのです。大都

市に多いといったらおかしいけれど、大都市というのは、公共工事も民間工事もたくさんあるわけ

です。だから、公共工事を辞退しても、別な工事というのは、あるのです。ですから、辞退すると

いうやつは、大きなところに多いのです。だから、議員になったら、町から発注する工事は辞退す

ると。下請け工事も辞退する。再委託も辞退する、そういう行為なのです。これ、全部すべて、一

連の流れなのです。だから、ここにも入っているのです。関与しないということです。関与しない

ということは、自分が議員が建設業だったら、「俺のところに下請けほしい」という営業努力もしな

いという制限なのです。 

○委員長（山本浩平君） だとしたら、例えば白老清掃さん。息子さんが議員になりたいです。遠

慮しなければならないという話ですよね。ということですよね。あそこは、ほぼ町の仕事が多いの

だから。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町の工事は、すべて辞退するという流れです。 

○委員長（山本浩平君） 果たして、いいのかなと。 

○事務局長（上坊寺博之君） そういう町の公共工事、税金の入っている工事には、議員はかかわ

りませんということなのです。だから、道南さんが落札したという工事がわかっていて、自分のと

ころもできるような工事でも、自分のところの営業はしないということなのです。他人も紹介しな

いということなのです。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） だから、うちの場合は、４と５と６はバッテンにしたのだから、バッ

テンにしているのだから、何も問題ないですよね。それに併せて、３を考えればいいということな

のです。そ私が思うのは、そういう意味だと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） ここの３項の規定は、口利きとは一切書いていませんから。想定し

ているのは口利きだけれど、関与しないといっていますから、口利きもすべて。口利きは当然悪い
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ことだけれど、関与しないということは、すべてかかわらないということです。 

○委員長（山本浩平君） そういうことですよね。だから、うちは１と３、これ、反対なのです。

全部関係してくると思うのです。認可だとか、許可に関しても。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただそれは、さっき言った「特定のものの利益のために動かない」

という１項目を入れれば、クリアしますよね。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） それで、そこの部分はそれで解決します。問題は、この「下請けもし

くは再委託に関する契約」、この部分なのです。この部分を自分で営業活動はいいけれど、なぜ下請

けまでだめだというかというと、そこの議員さんなら議員さんが、一般的にいう役場がやるツルの

一声と同じ、神の声というふうになっていったらだめだということを書いているだけでないかと、

ここの部分は、私は思います。それが、なぜかというと、５と６を見たらわかるように、５と６か

ら逆さまに考えれば、そういうことになるのです。われわれは５と６だめだと言っているのだから、

だから、「下請けもしくは再委託に関する契約」というところを取って、「町が締結する契約、請負

契約等に関与すること」ということにすれば、それは、口利きやったらだめだという意味だから、

そうですよね。そういうふうにすれば、口利きやれないということになりますよね。町が直接やる

ときですよ。だから、下請けは、関係ないということです。とやれば、問題ないのではないですか。

ただしその前に、さっき言ったのを入れないとだめだけれど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 有利になる行為をしないと。有利にならない行為は、構わない。 

○委員長（山本浩平君） 何か私、引っかかるのは、自分のところはじゃあいいのかという話に。

指されたときどうなのかなと思います。もし、普通の営業行為ですよと言っても。果たしてどうな

のかな。「町が締結する請負契約に関与すること」と入れてしまったら、普通の営業行為でも「関与

だ」とね。 

○副委員長（大渕紀夫君） 特別の利益を得るためにやったらだめだという意味です。 

○事務局長（上坊寺博之君） 自己、もしくは特定の人の有利になることに関与してはならないと

いう。 

○委員長（山本浩平君） 自己もですよね。そうしたら、これは、そういうところの人は、議員に

はなってはいけませんということになるのです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 営業活動は利益になると解釈するのかな。 

○委員長（山本浩平君） 営業活動ということは、請負ということですから。 

大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 要するに、「俺のところによこせ」と言ったらだめだということです。

それは、だめだと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君） 町が締結する請負契約だから。 

○委員長（山本浩平君） それはわかります。 

○事務局長（上坊寺博之君） 将来発生するための営業をしてはだめだということです。町が締結
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しようとしている契約ということは、入札行為から指名行為から入ってきます。 

○副委員長（大渕紀夫君） それを「俺のところによこせ」というのは、だめだということです。 

○事務局長（上坊寺博之君） 「指名に入れて」、「俺に落ちないか」とか、そういうのはだめだと

いうことです。 

○委員長（山本浩平君） 参入するあれは・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 参入するのはいいではないですか。町が指名するのですから。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休 憩   午後 ４時１７分 

                                               

再 開   午後 ４時３０分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 ３の（２）の職員の採用、承認、移動、その他の職員人事に関与することに関しては、皆さん問

題ないですか。 

［「はい」と呼ぶものあり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは（１）と（３）については、注釈を入れると。注釈を入れるの

が、規則のところですね。規則のところで、注釈を入れるということで。注釈の案は、局長のほう

で出していただけますか。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今は入っていませんけれど、皆さんの合意の中で、今、言った倫理

基準で共通解釈しておかなければならないものは共通解釈する。例えば、繰り上がるから２になる

のですけれど、その１は、請負契約等、町が締結する請負契約等に関与すること。これの解釈は、

要するに、指名業者から落札、入札までとか、一連の行為をいうとか、に関する口利きをいうとか

と定めておけばいいのではないかと。３番目は、町が行う許認可に関すること。これは、特定の有

利に運ぶ行為を指すとか、そういうふうにしておけば。 

○委員長（山本浩平君） そうですね。逆に、口利きというような内容をきちっと入れたほうがい

いと思うのです。 

 そのような方向で、皆さんよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶものあり］ 

○委員長（山本浩平君） では。もうまもなく終わりますけれど、次のページの４については、前

回決定ということでなっております。これよろしいですね。確認です。 

［「はい」と呼ぶものあり］ 

○委員長（山本浩平君） ５、６バツと。７に関しては丸ということですね。 

 ということですね、きょうは４時半ぐらいになりましたので、非常に時間はかかることになって

おりますけれど、次回またこの続きと会派制のことについても若干次回は触れたいというふうに思

います。 

 その他の部分で、全員協議会の関係がございます。局長どうぞ。 
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○事務局長（上坊寺博之君） 町民課から三連携推進方針の改正についてということで、実は、委

員会協議会でお願いしたいということで提出されたのですけれど、議長のほうから三連携の推進方

針については、当初も全員にお話をしているので、全員でやられたほうがいいだろうという判断の

下で、全員協議会で扱いをしたいということでございます。それで、当初は 25 日にやってください

と来たのですけれど、たまたま３月１日から議案説明会に入りますので、議案説明会の１日目、時

間等状況を判断しまして、全員協議会終了後にかけたいなと思っておりますけれど、ご審議をお願

いしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） まず、質問ございます方どうぞ。 

 それではこのような、今、お手元にあると思うのですけれど、内容でよろしいでしょうか。 

○副委員長（大渕紀夫君） ２日にやるということですね。 

○事務局長（上坊寺博之君） ２日は議運が入ってくるので、１日の状況を見て、時間調整したい

と思っています。２日目は早めに終わっても、議運を終わらせて、終えたいと思っています。１日

に直してください。２日なら、時間配分、ちょっとどうなるかわかりませんので、１日多分３時く

らいまでやって、そのあとすることになろうかと思います。多分３月１日、２日の議案説明会は、

新年度予算の説明がありますので、ちょっと時間かかりますので、２日目にしないで１日目の状況

を見てということにさせていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員。 

○委員（及川 保君） 実は、総務文教常任委員会のほうに、バスの、福祉のほうではなくて、調

査していた分がありますね。この部分を説明したいという申し出が、実は来ているのです。この件

というのは、所管としては、福祉バスのほうは、今、やっている調査の部分は総務文教常任委員会

なのですけれど、福祉バスの全体の白老町の交通の一環なものですから、全体でやっていただけな

いのかという話を、実は担当部局に言ってあるのです。その一件も総務文教常任委員会の皆さんに

はまだ相談していないのですけれど。前回の委員会の中で、一応相談はしたのです。それで、全体

の中で説明をしていただけないかという、こちらのほうから申し入れしてありますので、それも入

ってくる可能性がありますので、了解をしておいていただきたいというふうに思います。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。 

 よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶものあり］ 

○委員長（山本浩平君） ほか、その他、ございましたらどうぞ。 

                                               

•••Â会‚Ì•é•• 

○委員長（山本浩平君） なければ、本日の議会運営委員会を閉会いたします。お疲れ様でござい

ました。 

（午後４時３７分） 

 


