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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 ４月１４日（木曜日） 

   開  会  午前 ９時５８分 

   閉  会  午後 ０時０２分 

                                         

○会議に付した事件 

協議事項 

１．第３次議会改革について 

２．その他について（議会運営基準の一部改正） 

                                         

○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    千 石 講 平 君 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（山本浩平君） ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

                                （午前 ９時５８分） 

                                         

○委員長（山本浩平君） 本日の調査事項でございますが、議員倫理規定の全面見直しにつき

ましては、今まで何度も議論をいたしまして合意の得られた部分につきましては、きょうは資

料１という形の中でまとめていただいておりますので、それらの確認を行いたいと思います。 

また、(２)の政治倫理に関する条例施行規則(案)につきましては、持ち帰りになっていたとい

うことでございますので、これの確認もちょっといたしたいというふうに思っています。 

それから、会派のあり方、その他ということでございます。 

それでは、まず初めに１番目の議員倫理規定の全面見直しについての(１)白老町議会議員の

政治倫理に関する条例(案)の資料１の説明を千石事務局長からいただきたいと思います。 

○事務局長（千石講平君） まず条例案につきましては、今委員長が言われたとおり前回まで

の議運の中でそれぞれの会派等で一致を見た部分をまとめて条文化した形になってございます。

今回については、現在ある条例の全文改正という形になろうかと思います。大きくは政治倫理

基準と第５条の部分を中心に議論が行われた中で確認されてございます。従前にもありました

宣誓書等の部分、また兼業・兼職報告書の部分につきましては、従前も規則等でも様式等も定

められてございますので、これにつきましてはそのまま改正の条例にもってきてございます。 

それと、確認ですが、第７条、税等納付状況の報告については、今回の改正で新たに定めら

れている部分でございます。それぞれの納付状況等を毎年３月 15 日から４月１日の間に証明書

を添えて議長に提出するという決め事になってございます。またこれについては閲覧の対象と

しないという定めでございます。 

第８条、町民の調査請求権の請求の件で、「選挙権を有する者の 200 分の１以上の者の連署」

この部分が数の部分を含めて新たに改正としたものでございます。前回までの現状の部分につ

きましては、「30 分の１以上の者」これから「200 分の１以上の者」と。数的に大きく変えた部

分でございます。 

また、議員の調査請求権ということで、この部分については新たに議員から請求ができると

いうことで、これにつきましては、「議員定数の 12 分の 1 以上の者」ということで、当町にお

きましては２名以上の連署をもって請求できるということを定めたものでございます。 

以上が確認されて網羅した新しい改正文の主となるものでございます。 

○委員長（山本浩平君） それでは、一応確認だけしていきたいと思いますので、質問等ある

いは、たしかこうだったのではないかというものがございましたらおっしゃっていただきたい

と思います。それでは、条ごと伺っていきたいと思います。全部読んだら時間がかかりますの

で、目を通していただきたいと思います。 

まず、目的のところの第１条、特に何かございますか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） では、第２条、議員の債務というところでございます。第２条は１

から５までございますが、これについて何か特段ございましたら。協議の中で合意を得られて

いるということでございますので確認だけさせていただきたいと思います。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 次、町民の債務、第３条でございます。これもよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 特に文章の中で表現がおかしいというところがあれば、ご指摘いた

だければと思います。第４条、宣誓書の提出、これも合意をいただいていることでございます。 

〔「特にありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 次、第５条、政治倫理基準等でございます。これは(１)から(６)と。

これは(１)などとなっているのと、普通に括弧しないで１、２、３などとなっていますよね。

これは統一したほうがいいのではないでしょうか。何か特別理由がありますか、千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） (１)というのは、条例の関係で申し上げますと「号」という意味

です。１、２は「項」という、括弧が「号」ですので、第１項については番号は振られていま

せんが、次に第２項がありますので「号」ということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） わかりました。 

○委員（及川 保君） ５の１の１ということですね。 

○委員長（山本浩平君） そうです。政治倫理基準等に関しましてもよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 続きまして、兼業・兼職の報告という第６条でございます。これは、

特に昔と変わっていないのですか。変わったところありましたか。これらも確認し合っている

ことでございます。第６条に関して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） 第７条、税等納付状況の報告でございます。先ほど事務局長から説

明がございました。これはもう過ぎていますから来期からということになりますね。及川委員。 

○委員（及川 保君） この税等納付状況の報告なのですが、改選する候補者は理解すると思

うのです。ところが、新たな候補にどういう周知の仕方をするのかということをお聞きしてお

きたいと思います。このあたりのことは決めなくてもよろしいのかというようなことを皆さん

に諮りたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） ちょっと説明をしていただきたいと思います、千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 第７条の第２項をご覧いただきたいと思いますが、ここの中に選

挙に当選した者について、新たに当選した者についての取り扱いについて規定してございます。 

○委員（及川 保君） それはわかっています。 

○委員（西田祐子君） 立候補する前に、こういうことを町民にきちんと説明をしなくていい

のかということです。 
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○委員長（山本浩平君） この辺については皆さんどうですか。及川委員のほうから新たに出

られる方に対して周知をする必要があるのではないかということですよね、及川委員。 

○委員（及川 保君） 倫理条例は当然開示するわけですからそこまで踏み込んで決める必要

はないかなと思うのですが、そのあたりの徹底はされたほうが。後からトラブルになったので

は、せっかくの条例制定も、何をやっていたのだという話になるとまた困るなということなの

です。そこまでやらなくてもいいだろうということであればそれはそれでいいです。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時１０分 

                                         

再開 午前１０時１９分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて再開いたします。 

何点かありましたが、その公表の仕方については、基本的には広報誌に載せるというような

ことしかないということで認識していただければというふうに思います。先ほど及川委員から

出たことに関しましても議会だより等で載せる以外にないのではないかという皆さんのご意見

だったということでご理解いただきたいと思います。 

続きまして、第８条、町民の請求権でございます。大きく変わったのは 30 分の１から 200

分の１ということで、ハードルを少し下げたということでございます。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 第９条、議員の調査請求権ということでございます。12 分の１以上

の者の連署をもって議長に対して調査を請求することができるということで、これも皆さんと

協議をして決めたことでございます。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 第 10 条、調査請求者の責務ということでございますが、問題ないと

思います。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 第 11 条、調査請求者の保護でございます。よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 第 12 条、審査会の設置等ということで７つに分かれてございますが、

審査会は委員７人以内をもって組織すると。これも皆さんと話し合って決めたことでございま

す。委員については社会的信用や地方自治に精通している者のうちから、議長が委嘱するとい

うことになってございます。これもよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 第 13 条、審査会の調査等ということでございます。審査会の会議は

公開するものとする。ただし、出席委員の３分の２以上の合意により非公開とすることができ

る。ということでうたわれてございます。この部分もよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（山本浩平君） 第 14 条、議員の協力義務です。これもよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 次、議員の弁明、第 15 条でございます。書面により弁明することが

できる。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 第 16 条、調査結果の公表でございます。これも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） 第 17 条、議会の措置です。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 第 18 条、職務関連犯罪による起訴後の説明会でございます。現実的

にはこんなことに本当になるのかなというところはありますが、一応皆さんと決めたことでご

ざいます。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 第 19 条、有罪確定後の議会の措置です。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） こういうふうになったときは、本当にあれではないですが、多分そ

の前に辞職を提出するということにそれぞれなるというふうに思います。 

資料１の確認は終わりました。その中で事務局長どうぞ。 

○事務局長（千石講平君） お渡ししている資料で、施行月日が本年 23 年４月１日から施行す

ると記載してございますが、これについては当然議決を要しますので、６月会議になろうかと

思います。議決後の施行ということでこれにつきましては訂正させていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 附則でございます。議決後になるということでございます。 

持ち帰り協議になっていたものの１つとしまして、意見が分かれていたところがございます。

何かと言いますと、倫理規定、倫理条例を決める前にパブリックコメントを取る必要があるの

ではないかというご意見もございました。パブリックコメントは必要ないというところは清風

クラブさんと私ども新風だったわけですが、必要だというところが日本共産党さんでございま

した。前回までのおさらいをします。公明党さんからは、パブリックコメントは議論する前に

行うものではないのかというご意見が出ておりました。もう遅いのではないかということだと

思います。新政クラブさんは、アンケート調査において町民がどのようにとらえているのか、

その後でもよいのではないですかというご意見でした。清風クラブは、パブリックコメントを

行うことによりアリバイづくりになるのかというようなご意見。私どもは、政治倫理に関する

条例等のパブリックコメントをすること自体いかがかというような意見です。前田委員外議員

からは、事案により行うのではなく、パブリックコメントを行う案件を整理する必要があると

いうことで出されておりました。パブリックコメントを必要だというのは共産党さんというこ

とでございますが、一応持ち帰りということになっておりましたのでどちらからでも結構です。

これだけ意見が分かれてございますので、なかなか合意を得られるというのは非常に難しいか
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と思いますが、それぞれの考え方を再度述べていただければ。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党、氏家です。先ほど委員長が、今までの議論の中で公明党の私

たちの意見が、もし取るのであれば前もって取るべきではないかという話、たしかそのような

話もしていたような気がします。ただ、よくよく考えてみますと、私たちは政治倫理条例につ

いてはさまざまな場面で町民の方々からいろいろな意見を聞いてこれではだめだと、政治倫理

もしっかりきちんと考えて確立してやっていかなければいけないという思いにたって、今まで

ずっとこの議論をしてきたつもりでいるのです。そういうことが言葉になって私出たと思うの

ですが、改めてこういった形のものも条例案としてできましたよと、皆さんこれについてどう

ですかというパブリックコメントは、もし時期的に取れるのであれば、やはりそういった意味

でパブリックコメントというものがあるとすれば、町民の意見を聞いておくことも必要かと思

います。それに対して町民が、確かにこれを全部見たときにそれがわかりやすく書いているか

書いていないかと言われると、なかなかわかりやすく町民に見られるという部分ではないよう

な気がしますが、いずれにしましても、今までの政治倫理条例についての全面見直しをしてき

ましたという部分では、皆さんのご意見をお伺いしたいということでのパブリックコメントと

いうのは取れるものであれば取ってもいいのではないかという気はします。 

○委員長（山本浩平君） ほかいかがでしょうか。例えば、パブリックコメントを取るにして

も、どういった手法になるのでしょうか。公明党、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 公明党、氏家です。先ほど言いましたが、全文を町民の方々がしっか

り見ていただけるかというと私は難しいのではないかと思います。大きく変わったところ、例

えば、町民の調査請求権が 30 分の１から 200 分の１になりましたとか、これは町民にとりまし

てすごく大きなことだと私は思います。ですから、代表的な部分、こういったところが大きく

変わりましたというところだけでもいいですから、そういう形の中で。ただ、どうなのでしょ

うか。部分的なところだけ見ても皆さん全体を理解しなければ、こういうことも必要ではない

でしょうか。ああいうことも必要ではないでしょうか。という、多分そういうものも出てくる

のかもしれませんが、実際はこの中に全部書かれていますという話になるのかなと思ったりも

しますし、確かに難しいかもしれないです。ただ、私が思うには、変わったところは町民に対

して、こう変わりました。そのほかに皆さんどう思いますか。というようなパブリックコメン

トの取り方というのはあってもいいような気がしますが、手法についてはなかなか今ここで、

こうしたらいいのではないかというのは言い切れないかなと思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員、どうぞ。 

○委員（西田祐子君） 西田でございます。私も、パブリックコメントをするということであ

ればもっと早い段階でやったらよかったなと。今ここにきて、もしやるのであればできる手法

が非常に限られてくると思うのです。よくいろいろな環境町民条例等、条例案が出たときに役

場のほうでやっているやり方というのが、インターネット上でご意見を求めますよね。ですか

ら、こういうものというのは、もしやるとしましたらそれくらいしかできないのではないかと

いうふうな思いはあるのですが、もし本当にパブリックコメントを求めるのであれば、倫理条
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例を改正しようという話が入ったときにすれば本当は一番よかったのですが、やるやり方とし

ては皆さんのご意見をいろいろ聞いて、こういう倫理条例を今提案しようと思っています。こ

れについて何かさらに皆さんからご意見ございませんか。という程度しかないのではないかと

思うのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） それでは、パブリックコメントを行うべきだという主張をされてご

ざいました共産党さんから、考え方や手法も含めてございましたらちょっと意見を聞かせてい

ただきたいと思います。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。私は必要だと思っているのですが、１つは前田委員外

議員が言われた、パブリックコメントの取り方の整理をきちんとしなければいけない。これは

私もそう思います。そうしなければ、１回１回取らなければいけないとなっているにもかかわ

らず、どういう経緯のものは取らなくてもいいとなっているわけですから、実際に自治基本条

例の中にそうなっているわけですから、やはり議会としてパブリックコメントを町民の皆さん

に求める場合は一定のどういう段階になったら取るかという整理はしておく必要はあるだろう

と。これはそう思っています。今回の場合は、例えば住民が不利益をこうむる場合も考えられ

ますよね、住民が不利益を得るということも考えられるということで言えば、私は議員という

のは皆さんから選ばれて代議制できているメンバーですから、私はそういうものを選ぶ場合に

ここで選ばれてくるわけですから、倫理条例というのはパブリックコメントを取るべきだと。

手法はいろいろあると思います。例えば町がやっている公表して意見を求める、インターネッ

ト上に流して意見を求める、町側もほとんど成案に近いものでパブリックコメントを取ってい

るのです。そうでなければ町民は何を判断していいのかわからないのです。ですから、取るの

は今の段階だと私は逆に思うのです。こういうふうに議会の倫理基準条例を変えたいのです。

ですが町民の皆さんはどうですか、と。今西田委員が言われたように、不十分な点はございま

せんか。というようなことでパブリックコメントをいただくと。もちろん 20 分の１が一人でも

やりなさいと例えばきたとしたら、それは議会としてはそういうふうに考えられません。20 分

の１でやります。というふうに説明すればいいことですから。町民の言ったことを全部受け入

れなくてはいけないということではないわけですから。ただ、町民の皆さんの意見を聞いて、

もしその後改正できるものがあればよりよい方向に改正するというのが私はパブリックコメン

トの主旨ですから、広報なり議会だよりでも結構ですが、広報なら広報に載せていただいて、

その中で、こういうふうに変えます、と。主には先ほど氏家委員が言われたように、こういう

ところとこういうところが主に変わります。ということで意見を聴取すると。もちろんインタ

ーネットとダブルでやっても構わないと私はそういうふうに考えています。 

○委員長（山本浩平君） それでは、前田委員外議員のご意見も伺ってみたいと思います。前

回発言されてございますので。 

○委員外議員（前田博之君） 今、大渕副委員長がお話された考えと同じです。今議会の自治

基本条例をやっていますから、そういう中できちんと整理されるというのであればいいですし、

今の部分については何も私は否定しませんが、ただ経過の中で見れば、それではこれも大事で
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すが、その前に議員定数をやったときになぜやらなかったのかという部分が出てくるのです。

この場合、町民に受ける感覚は大きいと思います。そういうことをそっちへ置いておいて、こ

こで言っています、町民が不利益をこうむる部分は、私は否定しませんし前向きには理解して

いますがその辺の整合性が。この前、議員の定数を我々可決したばかりですよね。その前に何

もパブリックコメントをしないでおいて、自分たちでその案を決めておいて、この部分につい

てさあやりますよとなるかどうかということだと思うのです。私は、やはり基本的なものを考

えるときは整理をしてこうだと言っていくのであって、この部分については、結構前の政策研

究会がアンケートした中でもやはり我らの倫理が求められていますから、そういうのも踏まえ

て一歩踏み込んだものをつくったと思っていますから、私は否定しませんが、やはりもっとそ

ういう基礎的に整理した中で次回からきちんとやるものはやるべきだと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 及川委員いかがでしょうか。 

○委員（及川 保君） 及川です。パブリックコメントをどうするかという話なのですが、私

どもは先般の中でも、ここまででき上がってほぼ完成して、苦労してまたいろいろかなりの時

間をかけてようやく意見の一致を見てでき上がったものですよね。それをさらに町民の皆さん

の意見を求めて。副委員長はそれによって変わることではないと言いましても、やはり町民か

ら求められますと、それをむげに排除することは難しいということも考えさせられるというこ

とと、前田委員外議員が先般でもおっしゃっているのですが、やはりパブリックコメントをや

らないといけないもの、やらなくていいものをしっかり確立した中でやっていかないと、常に

この問題が出てくるわけですよね。ですから、やる前に、取りかかる前にそれをまずやるべき

だと私はそういうふうにとらえるのです。ですから、今回の自治基本条例についてはしないと

いうことでよろしいのではないかと私は思います。 

○委員長（山本浩平君） 新政クラブさんいかがでしょうか。 

○委員（近藤 守君） 私はやはりパブリックコメントは取るべきだと思っております。大渕

副委員長が言ったような形で取るべきだと思っております。前回のアンケートにおいてもやは

り意見が約 300 名の方から出ております。その中で、やはり複雑な部分については 50 人かその

くらいの人数だと思うのです。ですから、この部分に関しても議会だより等に挟めて、意見が

ないですかということになれば、やはりそのくらいの人数の人から意見は出てくるのかなとこ

んなふうに思いますので、それを全部受け入れるのかどうなのかは別としまして、やはり出し

てパブリックコメントを取るべきかなとこのように思います。 

○委員長（山本浩平君） もう一度、公明党さんあればどうぞ。なければ先ほどの意見で結構

です。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほどと変わらない意見だと思います。ただ、今及川委員の言われた

部分ですよね。例えば自治基本条例上に出ているパブリックコメント、軽微な部分は取らなく

てもいいという、軽微という部分と、どうしても取らなければいけないというものをきちんと

分けると言いますかそういった作業もこれからは必要になってくるのだろうと思います。それ

が例えば自治基本条例の解釈の中でできないのであればまたそれは別の形の中でしっかりと定
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義していかなければいけないことになってくるのかなと思いますが、それは今後の１つの課題

として頭の中で整理していきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 私どもは、必要なしという意見は基本的に変わらないですが、先ほ

ど前田委員外議員がおっしゃったのも１つあるのかなと思うのですが、やはりパブリックコメ

ントを単なる議会としてやりましたよと、開かれた議会ですから皆さんに取りましたよという

パブリックコメントでしたら何か余り意味のない、それこそアリバイづくり、開かれた議会の

アリバイづくりということでございますので、私はもし今回やるのであれば協議されている本

当の最中というのか、ほとんど成案になっているような状態ではないときにコメントを取り、

そして取ったコメントを協議に生かしていくということであればわからないわけでもないので

すが、ここまでほぼ何度も何度も議論した中で譲り合うところは譲った中でここまでほかのと

ころから比べましたら、かなり厳しい内容になっているのではないのかなと私は個人的にそう

思っているわけですが、ここまでやったわけですからこれを今この時点において取るというこ

とになれば、さらにそれをまた１からではないかもしれませんが、議論して条例化するとなり

ましたらまた時間もかかる話ですから、その辺もやはり考えた場合は今回取るということはい

かがなのかなというふうに思っています。 

共産党、大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。今の委員長の発言に決して私は反論するわけでも何で

もないです。そういうことで言うのではないというふうに理解してほしいのですが、１つはや

はり一定限度の成案ができないで町民に投げかけるというのはなかなか難しいと思います。そ

れはなぜかと言いますと、町民は何を書いていいかわからないと思います。ですから、普通パ

ブリックコメントというのは、一定限度の成案ができ上がった後にいただくというのが町でも

どこでも同じだと思います。なぜかと言いますと、議会の倫理条例はいかにあるべきですかと

例えば出したとしましたら、町民は今の３倍くらい厳しい中身でくるのではないかと、はっき

り言いましてそう思うのです。ですから先ほど言ったのは何も変えないなどという意味ではな

いのですが、変えるのなら変えても構わないですが、それは議会が町民の意見を十分聞いた上

で変えますよという意味なのです。変えないところは変えなくてもいいです。ということだと

思うのです。１つはそこです。ですから成案に近いものができないでここまできてからパブリ

ックコメントを取らない限り、私は町民の判断は仰ぎづらいだろうというふうに思います。 

もう１つは、そもそもパブリックコメントというのは何なのかと。ですから先ほど前田委員

外議員が言われたように整理をきちんとしておく必要があります。どこまでのものをかけてど

こまでのものをかけないのかという整理は、私はどうしてもやらなくてはいけない、そうでな

ければ全部かからなくなってくるのです。ですが、この参加の機会の保障という自治基本条例

の第 10 条の観点からいえば、より細かいものでもパブリックコメントをもらうという視点でこ

れは書いているのです。ですから排除条項が決まっているのです。ですからやはりそこは、町

民とともに歩む議会ですと、町民の皆さんの意見を聞いて進むのですと、協働のまちづくりを

するのですということになれば、私はやはりここはこれからきっと避けて通れない部分だろう
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と。特に倫理条例をパブリックコメントかけないとしましたら、議員の決めごとを議員が勝手

に決めたというふうに町民の方々は多分思うだろうなというふうに思うのです。そこが代議制

で、やはり町民の皆さんが議会議員を選んでくるということでいえば、そういう代議制の中で

物事を考えた場合は、やはり私はこの定数も同じですが、この倫理条例というのはパブリック

コメントが最も必要な中身のものだろうなというふうに思います。決して委員長に反論とかそ

ういう意味ではございません。ただ、私はやはりそれが自治基本条例の原点はそこにあるので

はないかなというふうに思っていますから発言させていただきました。すみません。 

○委員長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします 

休憩 午前１０時４８分 

                                         

再開 午前１０時５９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。 

いろいろちょっと意見が分かれてございます。共産党さんは強くやるべきだと、政治倫理に

関することを自分たち議員だけで決めるということはいかがかというご意見でございますので

やるべきだというご意見ですが、皆さん方のご意見を伺っていますとなかなか今回の段階で合

意に至るというところにはならないと思いました。そういうことで、今回については今後パブ

リックコメントをどういったケースのときにそれではどういったものでやるのかということを

議会運営委員会の中で議論を深めていく必要があるのかなというふうに思うのですが、そうい

ったようなことでいかがでしょうか。 

〔「承認します」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） そのようなことにさせていただきたいと思います。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） パブリックコメントではなく、確認だけお願いします。審査会の設置

等のところで、前にたしか議員２名で一般町民が５名というような形で、何かそのような話が

あったのですが、それは全然関係なくどこにも書いていないのですけれども、それはどこか違

うところにあるのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 何条のどこですか 

○委員（西田祐子君） 12 条です。 

○委員長（山本浩平君） 審査会の人数ですか。委員７名以内をもって組織するということで

なっていますが。 

○委員（西田祐子君） 前回のときは７名のうち２名が議員で５名が町民という話だったと思

ったのですが。 

○委員長（山本浩平君） 資料２の規則の 12 条に載っていると思います。 

○委員（西田祐子君） わかりました。結構です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、暫時休憩をいたします。 
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休憩 午前１１時０２分 

                                         

再開 午前１１時１９分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

時間の関係上、すぐ終わるものからやります。その他でございます。(１)白老町議会運営基

準の一部改正について。資料３をご覧ください。事務局長から説明をお願いします。 

○事務局長（千石講平君） 資料３につきましては、議会運営基準の一部改正です。これにつ

きましては先般配付いたしました議案等を修正する場合の取り扱いについて議運の中で確認さ

れた事項です。たしか債務負担行為の追加の部分だったかと思います。今後ともそういう修正

等の内容を協議するというような場面があろうかと思いますので、一応確認された部分につい

ては基準の改正をもって基準に追加して、付記して今後の判断の基準とすることが望ましいと

いうことで今回改正したいということの提案でございます。中身につきましては、議案等を訂

正するにあたって口頭及び正誤表によることができる、訂正が許容される範囲を定め、もって

議会の許可を明確にするための規定を追加するものである。ということでございます。改正後

の表をご覧いただきたいと思いますが、22 としてこのように取り扱いたいということで議案等

の訂正における許容される範囲とは、新たな事項の追加及び提案された事項の削除並びに提案

の趣旨が損なわれる場合の訂正以外をいう。という規定でございます。本当に軽微なものが修

正ということで、その他のものについては訂正の正式な手続きが必要になります。というよう

な定めになりますので、これについてご審議いただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） この点についていかがでしょうか。 

〔「そのとおりでよろしいと思います」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（山本浩平君） 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、このように決定をさせていただきたいと思います。 

それでは、１番目に戻ります。１番目の(２)政治倫理に関する条例施行規則(案)について協議

を行ってまいりたいと思います。資料２が出てございます。相当ありますからかいつまんで結

構ですので説明をしていただきたいと思います。事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 前回までに規定について改正前、改正後という形で表をお配りし

てございます。これについて中身がちょっとかなりのボリュームになっているということもあ

りまして、各会派に持ち帰りになって検討いただくということで議運に臨んでいただいたと思

いますので、中身についてはこれから議論いただきたいと思いますが、今回お配りしている中

で、前回お渡ししていなかった様式等を追加してございますのでこれについて若干説明させて

いただきたいと思います。今までの規定の中では様式等については４つほど決めてございまし

たが、今回新たにする規則については１号様式から９号様式まで具体的な様式を定めてござい

ます。まず様式第１号につきましては規則第２条で掲げています、宣誓書の様式を定めてござ

います。この様式については今の規定の中でも定めている様式を、若干いろいろコメントを合
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わせまして整備した中で新たに様式として定めてございます。次のページ、６ページになりま

すが様式第２号、これにつきましては第４条関係の兼業･兼職報告書の様式を定めてございます。

これにつきましては今の規定の中では定めていない様式でございます。次の第３号様式、これ

につきましては第２号様式の変更という形の書式でございます。兼業･兼職変更報告書という形

で、これも新たに様式として追加してございます。次の第４号様式、これにつきましては別途

納税証明書とも、先ほどお配りしましたが第５条関係の税等納付状況報告書でございます。こ

れにつきましては先ほどお渡ししました納税証明書をこの報告書に添付するという形の様式で

ございます。次に第５号様式第７条、調査請求にかかわる部分で、第５号様式は町民調査請求

書になってございます。これについては請求に伴う必要な資料等を添付して請求書を提出する

ということの様式でございます。同じく様式第６号、これも第７条関係でございますが、これ

は議員調査請求書という形で議員が請求する書式を定めてございます。次の様式第７号、これ

につきましては代表者証明書という調査請求者の代表者であることを証明する書式でございま

す。これにつきましては第７条５のほうで選管のほうに選挙人名簿に登録されているかという

ことを確認した中で証明書が発行されるというものでございます。次に様式第８号、ここでは

第８条に基づく署名の関係でございます。町民請求者署名簿、これの書式を掲げてございます。

様式として定めておりますので実際には２枚目以降、３枚目以降というものの添付が想定され

てございます。次の様式第９号、これにつきましては同じく署名にかかわるものですが、請求

代表者に変えて署名を集めるといいますかそれにかかわる委任状の書式を定めてございます。

町民請求署名収集委任状これの様式でございます。最後の様式第 10 号、これについては第８条

第４項の規定で、署名収集委任届出書ということで請求代表者が届ける書式でございます。以

上、条例等の運営に関するものを改正の条例施行規則で定める内容が規則の主旨でございます。 

若干先ほどのことに触れますが、規則の中で第 11 条、審査会の委員の関係で、先ほどのご

質問にありました構成の中で、「第 11 条 議長は、条例第 12 条に規定する審査会の委員を選任

するにあたり、議員から２人を選任しなければならない。」というように定めておりますので、

７名で構成する審議会のうち２名は議員から構成すると、そのような規定が第 11 条に定められ

てございます。以上私から追加の説明とさせていただきます。 

○委員長（山本浩平君） いろいろ説明がございましたが、きょうざっと見るといってもなか

なかそれでいいかどうかというのも時間も取れないと思いますので再度持ち帰った中で、確認

は基本的に次回にしたいというふうには思っていますが、今説明あった中から何か質問がござ

いましたらどうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） まず 1 つ目が様式第５号、第７号、第８号なのですが、町民請求代表

者名が２名ずつになっていますが、２名ずつになっている理由は何なのでしょうか。どこかに

書いていましたでしょか。 

もう１つは、町民請求者名簿の中で、当然白老町民だけということになるのでしょうか。 

それともう１つ、20 歳以下の子供たち、この人たちは町民の中の名簿に入れていいのかどう

なのかということ。その辺はどこか話をして決まりましたでしょうか。 
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今の３つお伺いしたいのですが。 

○委員長（山本浩平君） 事務局長のところで答えられる範囲の中でまずは答えてください。 

○事務局長（千石講平君） まずは請求者の関係について２名という形になっていますが、基

本的には前回の様式を見ますと代表者１名の記述になってございますので、議員につきまして

は２名以上が必要ですので様式第６号、これにつきましては２名の請求者の署名等が必要にな

るかと思いますが、町民請求代表者については１名でよろしいのかなというような気はしてご

ざいます。代表者ですから２人というのは逆におかしいかと、ご指摘のとおりかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 請求できる権利を有するのが町民だけなのかということと、20 歳以

下はどうなるのかというお話ですが、これは基本的に町民だけということで皆さん認識してい

るのかなというふうに思うのですが。それと 20 歳、成人以上という認識だと思うのですが、い

かがですか。これについて何か。 

○委員（西田祐子君） どこかにうたわれていますか。 

○委員長（山本浩平君） 規則という中では書いてはございませんが。千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 請求の代表者の認定につきましては、選管において選挙人名簿に

登録されている者を確認する形になりますので、その時点で選挙権がある、有するという形で

あれば当然 20 歳以上の要件が入ってくるかと。また、選管で確認するということになれば本町

における選挙権を有するということですので町内投票者ということになるかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 西田委員、今の件はよろしいですか。 

○委員（西田祐子君） それは代表の方だけですよね。代表の方だけは町内の人で 20 歳以上と

いうことですが、それ以外の選挙人名簿に書かれている名簿の人たちについてはどこかで規定

等されているのでしょうか。もしされていないのならそのことについても話し合わなければい

けないと思うのですが。 

○委員長（山本浩平君） 第８条に載っています。「選挙権を有する者に対し、署名及び押印を

求めなければならない」町民請求代表者に関しての記載がございますということで、第８条に

書いてございますので。よろしいですか。 

○委員（西田祐子君） わかりました。 

○委員長（山本浩平君） 先ほど、代表者のところが２名になっていますが、これは１名でよ

ろしいのではないかという事務局のほうの考え方ですが皆さんそれでよろしいですか。２名と

なっていますが代表者ですから１名ということで。前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） かなり議論されたのですが、規則が出てきたのでお聞きします。

条例の第６条で兼職議員の関係がありますよね。規則の表の６ページ、様式第２号があるので

すが、兼業･兼職報告書ありますよね。かなり議論したのですが、最後の注４で、「本報告を提

出しない議員がある場合は、議会広報等で公表されます」これはいいのですが、この兼業･兼職

ここまでうたっていますからいいのですが、ある程度整理しておかないと、とらえ方が出てく

ると思うのです。ですから町の補助金の 50％以上のものはだめですとかある程度整理しておか

なければ、解釈によって逆に見て、あれをやっているのに載っていないのはどうなのですかと
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なってくる場合があるのではないかなと思うのですが。多分今まで議論されて結論出ていなか

ったと思うのです。町内会長をどうするのかなどいろいろあったのですが、この辺ある程度整

理しておいたほうがいいかと思うのですがどうでしょうか。様式第２号を見て思ったのですが。 

○委員長（山本浩平君） これは、前田委員外議員がおっしゃるとおりだと私は実は前から思

っていたのです。具体的にちょっとお話しますが、うちの会派の議員が高齢者大学の陶芸の講

師をやっているわけです。今また復帰しましたが、教育委員会のほうから望ましくないという

ようなお話をいただいたことがあったらしく、一時辞めたことがあったのです。私がどうして

辞めたのかと聞いたところそういうことですから、それはおかしいと、そういうことになるの

かということで今またなっています。しかしながら彼は講師で、一年間の始まりのときに、こ

としの入学式のときもそうでしたし、去年の卒業式もそうでしたが、出てこないのです。それ

で彼に聞いたところ、今回は聞いていませんが、前に教育委員会からああでもないこうでもな

いとそのような話があったから私は高齢者大学の卒業式や入学式にはもうあえて出ないのです。

というような言い方をしていたのですが、そういうのも違うと思うのです。違うと言いますか 

一定のきちんとしたものがないからそういうようなどこかの部署で見解を示されて活動そのも

のが萎縮してしまうような、これは私は絶対違うと思います。議員というのはいろいろなこと

を町民のほうから頼まれるわけです。なかなか役をやるということがなり手がいない世の中で

す。町内会長もそうです。そういった中でそういったようなことがあると本当に活動そのもの

も萎縮してしまいますし、私はあってはならないなという観点から、今前田委員外議員がおっ

しゃったようなことはきちんと決めておかないと、そういうような場所、場所で見解が違うと

このようなことが起きるということはやはりあると思うのです。きょう皆さんで意見を出し合

って決めるということはまたこれもならないと思うのですが、基本的には 50％、そこから例え

ば町だと、自治体から仕事を売り上げの 50％を超えているものは議員になれない。これは法律

で決まっていますよね。地方自治法でしたか何かでそういうのがありますよね。それ以外に関

してはだめだということには私はならないと思うのですがどうなのでしょうか。及川委員。 

○委員（及川 保君） もともと兼業･兼職というのは判断できれば議員としてはやらないほう

がいいといいますか、ちょっと表現があれですが、そういうものもあるみたいなのです。この

あたりの整理を明確にしてしまうとなりますと、またおかしな話になっていくのではないかと。

もう少し勉強する必要があると思います。ここで、決める、決めないの議論をしたとしまして

も非常に難しいと思うのです。ですから、事例なども含めて事務局のほうでも明確に、ここは

大丈夫ですとか、多分難しいのではないかと。議会の局長に聞いても明確には答えてくれない

と思うのです。ここであえて決めるというのもまたどうなのかと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 以前にうちの会派の件もあったのですが、町内会長のことも含めた、

議長会のほうでどういう見解をもっているのかと、ほとんどが望ましくないという答えなので

す。全部だめになってしまうのです。及川委員。 

○委員（及川 保君） そのあたりの調査といいますか、望ましくないと間違いなく言うので

す。言うのですがこのあたりをもう少し勉強しないと、ここだけの議論でする、しないの、委
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員長の言うような取り決めるべきだというようなことになりますとちょっと厳しいと私は思い

ます。職に就いている議員のことを考えればたしかに委員長の言われたようなことはありうる

のですが、自分の信念に基づいてやっていると思うのです。であればそのような引け目を感じ

てどうのこうのという話はおかしいと思うのです。 

○委員長（山本浩平君） ただ、現実的に役場のある課といいますか教育委員会からそのよう

な話が実際にあって、彼は一度講師を辞めたことがあるのです。そういうのが私は問題だと思

うのです。きちんとした、やはりあいまいにするのではなくこの部分に関しては何も問題はな

いと、白老町議会としては町内会長もいいですよというようなことをしていかないと、実際に

いろいろな役を頼まれた方が非常に苦労されるのではないかというふうに思うわけなのです。

及川委員。 

○委員（及川 保君） 堂々巡りになってしますのですが、結局は先ほど委員長がおっしゃら

れた、議員だから頼まれるという部分が多々あるということでおっしゃるのですが、地方自治

法で、公職選挙法でいろいろと決められているわけですよね。要するに踏み越えてしまうわけ

です。決められていることも、これを堂々とやってできるわけですからという話がどんどんや

はり言いかねない部分があるから、そういうことを言っているのではないかと私は思うのです。

望ましくないですとか、そのことをやること自体私は何も・・・。苫小牧市へ行きましたら町

内会長等たくさんやっていますし。議員の皆さんがかなりやっています。ですからそれをやる

こと自体どうのこうのではないと思うのです。問題なのはそれを越えてといいますか、いろい

ろ香典ですとかありますよね、そういった部分ではないかと私は思うのです。厳密に言いまし

たらそこがネックになってくると思うのです。 

○委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 以前は、前の局長は、要するに町内会長ですとかほかのあれであって

も圧力団体というふうにとらえられて圧力をかけてくるということが非常に心配して言ってい

たのですが、そうであるならばトップではなくナンバー２であれば問題ないというようなこと

になるのです。ですが圧力をかけるのであればトップであろうと２番であろうと同じものは同

じなのです。そういう決め方でやりまして私も降ろされたこともあるのです。例の公民館の運

営委員長だったのです。それで今は事務局ですから。三段階落ちたのですが全然問題なくやっ

ているのです。あと利益団体は 50％ということで、ある程度決められているからいいのですが、

やはり町内会ですとかほかの団体の人というのはやる人がいませんから、お願いするというこ

とが多いのでその辺もう少し柔軟にあれしてもらえればいいのかなというふうには思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕副委員長。 

○副委員長（大渕紀夫君） 大渕です。例えば先ほど言いました町の補助金云々ということに

なりますとそのとおりだと思うのですが、そうなりましたら防犯協会や安全協会も同じなので

す。どうして近藤委員がだめで議長がいいのかということになります。同じですよね。それは

許されているということは何かあるのではないかと私は思うのです。ですからここの主旨とい

うのは先ほどの倫理規定の問題とはちょっと違って、受けたことによってこちらが議員の資格
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を剥奪されないようにこれをやろうという、本来の主旨はそこだと私は思うのです。そうでな

ければ何もこのようなことをやっても意味ないですよね。だめだから捕まるというのでしたら

別ですが、議員を辞めなければならなくなりましたら困るのできちんと届け出て、これはやは

りやめたほうがいい、これは完全に法的に抵触しますから議員を辞めなければいけないと困り

ますからやめたほうがいいですと。そういうものをチェックするものだというふうに思わなけ

ればおかしなことになっていくのです。現実的に安全協会や防犯協会も多分全部町の 100％補

助ですよね。会費をもらっているのかわかりませんがほとんどそうだと思います。ですから本

当にそれでいいのかといいますとそういうことになるのでしょうか。 

○委員長（山本浩平君） 100％ではないです。交通安全協会は免許証を持っている人が入るか

入らないかというその会費が一番大きいですから。 

○副委員長（大渕紀夫君） それは問題ないのですね。そういうところがあるとしましたら、

先ほどの近藤委員のように町から同じ補助でこちらはだめですがこちらはいいなどということ

にはきっとならないでしょう。ですが何か法律的にそれは大丈夫ですからということできっと

やっているのだと思うのですが。それでなければおかしな話ですよね。ただやはり灰色かどう

かわかりませんが、及川委員が言ったようにこちらが何か議員として不利益をこうむるような

ことはやはりなるべくやらないほうがいいのかなと思いますが。その範囲なのではないですか。 

○委員長（山本浩平君） 前田委員外議員どうぞ。 

○委員外議員（前田博之君） 私の主旨は、逆に余りにも拘束され過ぎではないかという言い

方で否定的なのです。なぜかと言いますと運営基準についても当初兼職と兼業をきちんと整理

しているのです。法的な部分とやらなければいけないとそういうことで整理されていますから、

ここで言っている、ぶり返して申しわけないのですが、条例のときに議論すればよかったので

すが、この条例を見ますと６号６項、速やかに公表しなければいけない。となっていますから、

そうしますと今議論を踏まえたときに、ある程度議会としてそういう部分を届け出したときに

これはいいのではないでしょうかなど整理するような手順を踏んでおかなくてもいいのかどう

かなのです。そうでないと人の解釈によって、議長が防犯協会の会長をやっているのにどうし

て公表しないのですか。など、こちらはここではないですかということに使われたら困ります

ということで一定のルール的なことはどうなのかと思いまして。ただ杓子定規の云々というの

ではなく、そういう部分が私が言ったように兼職･兼業の中で仮に表彰審議会はこうですなどと

うたっていますから、ここでより倫理になったときに整理しておかなければどうなのかなと思

いまして、ちょっと危惧して言っただけの話であって、どうこうという意味ではなく、自分た

ちのために使われたときに逆に困るのかなと思いますから、一定のボーダーだけは引いておい

たほうかいいのかなと思って言っただけの話ですから。 

○委員長（山本浩平君） 議長、どうぞ 

○議長（堀部登志雄君） これは２つあると思うのですが。今まで議論してきた中では、議員

として審議会等へ入るのはいかがなものかと、議員という立場でそういうところへ入るのはい

かがなものかというのと、法律的にそれはまずいです。と言ったときにそれだけでは灰色の部
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分は来ないと思うのです。何かほかであったときに例えば町民から、これはおかしいのではな

いか。と審査請求みたいなものが出てきたときに、やはり灰色か灰色ではないかというその辺

のせめぎ合いで、もしなったときに即いや応なしに議員失職です。となってしまうものですか

ら、やはりその辺の怪しいところはできるだけ入らないようにしたほうが望ましいということ

なのです。ただそれを議員として入るのは望ましくないというのは議会として決められますが、

法律のものは議会で申し合わせをしてそういうことをやっても遠慮会釈もなくばつっときてし

まいますからその辺の兼ね合いが非常に難しいので、先ほど委員長が言ったように議長会とし

ても灰色のところはできるだけ避けて入らないほうが無難です、やらないほうがいいのではな

いですか。みたいなのですが、あたりを見てみますとその辺みんなバンバンやっているのです。

ですから本当に前田委員外議員が言ったように何か決めたいのですが、我々の権限で、いいの

ですということも法律の場合はできないもので、その辺が非常にもどかしいところです。たし

か防犯協会でも別に会費をもらっているわけでもありません。ほとんど 100％そちらのあれで

やっているのですが、何か防犯協会は議長の充て職のようになってしまい、なったらすぐ防犯

協会の会長ですという形で来られるので、何もただ時々出るだけですからいのいかなと思いま

してもやはり兼職は兼職ですから。そういう面もありますが、これは難しいと思っています。 

○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） 後退的な意見ではないですが、ここで言ったものをまたぶり返

して申しわけないのですが、条例の第６条で第１号の６項「報告書を提出しない議員があると

きは、その氏名を速やかに公表しなければならない」とか規則のほうの部分でも「公表します」

と書いているのですが、今の議論を踏まえましたらその部分だけは抜いておかないと逆手にと

らえたときに困るのではないかと言いたかったのです。ですからここにきたときにある程度今

言いました灰色とか何かでも理解して、それはいいのではどうかという議論ができるかと思う

のですが、ここを言ったしまったときに、前田あの役員やっているのにどうして届け出ていな

いのか、議長まで公表しないのか、とこうなってきたときに我々が困るのではないかと思うの

です。公表という１つの罰則のような規程をしていますから。ですから、そうであれば言って

いる以上はある程度こういうような部分の団体以上はいいですなどあいまいな形でもしておく

か、ここの解釈がその都度解釈するのか、NPO ですとか非営利団体ですとかその他の団体、地

方自治体ではその他の団体といいましてもきちんと規定しているのです。準公共的団体といえ

ば農協ですとか商工会はそうですということになっていますから扱えるのですが、ここでその

他の団体という部分はそれまでのことをある程度範疇にしているのですということで規則でう

たうかどうかしなくても、公表すると言っていますのでいいのかなとちょっと思っただけです。 

○委員長（山本浩平君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私はこの論理条例でうたわれる条文についてはこれでいいと思ってい

るのです。ただし、報告の義務についてははっきり言いまして自己責任です。ここでいくら議

論しましても上位法があってそれに逆らうわけにはいかないわけでしょう。ただ例えば、前田

委員外議員が議長に対して、こういう兼職をしますと。これは望ましくないのではないですか
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と言われて、それはいいのです、何かあっても自己責任でやるのですからいいですと。それは

それでいいのかもしれませんが、これは議会の中でもってここまではいいですというようなこ

とは絶対言えないわけではないですか。ただ報告の義務というようなものはきちんとしっかり

受けておくと。その中でこれはちょっと考えたほうがいいですと。これから受ける人たちに対

しても相談する窓口がそこにあるということが私は大事なことだと思ったりするのです。です

から私は決してそれを灰色でどうのこうのではなく、本来議員として自分の職を全うしたいと

きに何かあったときに、これは望ましくないのではないですかという１つの判断基準になるも

のがこの条例であればいいような気がするのです。ただ届出もそういった形の中でしっかり届

けると、もし引き受けなければならないような状況になったときにはしっかりそれを例えば事

務局なり上位法に照らし合わせて自分で判断してやるということしか私はならないような気が

するのです。そうではないですか。私はそのように思うのです。あとは自己責任という形の中

で、ただ、どうして言ってくれなかったのですかでは困りますから。 

○委員長（山本浩平君） 吉田委員外議員からもう一度お願いします。 

○委員外議員（吉田和子君） これは先ほど大渕委員が言ったように、出しておくことで自分

の身を守るということだと思いますし、最終的には議員として町民から選ばれた立場でその兼

職を受けたことで議員を辞めなければならないということは、選んでくださった町民に迷惑を

かけるということだと思うのです。ですから、そういう立場でやはりわからないで受けること

もあると思うのです。立場で言われて。ですがそれは自分の身を守るためでもあり、事務局に

出すことで私も１つ辞めましたから。これはだめですと言われて。そういうことで自分の身を

守るのではなく、議員という責任を守るということになると思いますので、これは出したこと

で閲覧もできますので出していないことのほうが間違いであって、出すことでチェックをして

もらえるというそういうことに効果があると思いますのでこれはきちんと出すと。迷ったとき

はやはり事務局なり町村議会議長会にきちんと問いて、町内会長はみんなやっていて議員を辞

めなければならないというような人はいませんでしたので、その辺がどうなのかは自己判断だ

と思いますし、これはどうなのだろうと心配でしたらやはり事務局に相談して受けていくとい

う議員としての責任を果たすために、やはりそれは断らなければならないものはきちんと相手

に言うと。また組織は困るかもしれませんがかわりの人を探すと思うのです。そういった立場

できちんと言っていけるということでは自分の身をといいますか役職を守るといいますか議員

としての責任を持たなければならない部分を守るということに私はなると思うのですが。 

○委員長（山本浩平君） きょう議論した中身については資料が結構ございますので、もう一

度皆さん精査していただいて次回にまた協議をしたいと思います。そして会派制のあり方につ

いても次回踏み込んでまいりたいと思っております。 

                                         

◎閉会の宣告 

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

（午後 ０時０２分） 


