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◎開会の宣告 

○議長（山本浩平君） ただいまより全員協議会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○議長（山本浩平君） 初めに、第５次白老町総合計画（案）について、説明を求めます。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） おはようございます。時間をいただきまして、全員協議会開催あり

がとうございます。この後担当職員のほうからの説明を主にいたしますけれども、先に私のほ

うから、第５次白老町総合計画策定についての基本的な考え方を申し述べます。 

まず、１点目に策定の趣旨でございますけれども、本町では平成 16 年９月に第４次白老町総

合計画を策定しまして、町民が主人公、活力あふれるまちを将来像として、地域の人々や議会、

行政とが協働しながら、まちの発展を目指してきました。この間、全国的な少子高齢社会や、

人口減少社会の到来、国や地方財政の逼迫、地方分権の進展など、地域社会を取り巻く社会、

経済情勢がより一層厳しさを増し、町民の価値観やニーズもより多様化、複雑化しております。

このような時代にあっても、白老町の進むべき方向性を見据え、将来にわたって白老町が抱え

ているさまざまな課題に適切に対応していかなければなりません。こうした状況を踏まえなが

ら、時代の変化に的確に対応し、本町の持続的な発展を目指すため、白老町自治基本条例第 26

条及び第 27 条の規定に基づいて、中長期的視点に立った総合的かつ計画的なまちづくりの指針

として、第５次白老町総合計画を策定することといたしました。 

２点目に、第５次総合計画の特長についてであります。第５次総合計画では、４次の総合計

画を基本としまして、現状の課題や町民ニーズを踏まえ、所管分野ごとに各課単位で計画、素

案を策定し、町民意識調査や、将来像のアンケート、団体意見提案、小中学生へのまちづくり

標語募集を行い、審議会を中心に議論を重ね、計画案の策定を進めてきたところでございます。

第５次総合計画では、基本構想、基本計画、実施計画の三層構造といたしました。基本構想と

基本計画を８年としまして、また、実施計画は、社会経済のめまぐるしい変化や、町民のニー

ズに適切かつ柔軟に適応できるように３カ年度の計画期間として、毎年度見直しを行うローリ

ング方式といたします。また、第４次の計画に引き続き、将来像アンケートを実施しまして、

ＡＨＰ分析という客観的な結論を導き出す分析方法を用いて、町の将来像の検討を進めてきま

した。第４次と同様に、町民まちづくり団体、事業者が共に取り組むための目標として、総合

計画を位置づけております。第４次計画策定後に自治基本条例が策定されたことから、第５次

計画では、計画を進めるための基本姿勢として、自治基本条例と連動して進める計画としてお

ります。将来人口の推計は、人口問題研究所の算出方法をベースとしておりますが、人口の増

加を目標数値とするのではなく、計画を進めるための目安としておき、子育て環境の整備や、

産業振興など、誰もが住み続けたいと思えるまちづくりを進めることで、人口減少を最小限に

とどめるよう努めることとしております。基本構想の総論で導いたまちづくりの主要課題を基
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本計画で重点プロジェクトとして、重点的に取り組む姿としております。 

次、３点目に、町長公約との整合性についてですが、町長公約の実現に当たっては、基本構

想に掲げる町の将来像や、基本計画で示す重点プロジェクト、分野別系に公約の趣旨を反映す

るとともに、事業評価を行いながら毎年度策定する実施計画への反映を図りながら、総合計画

と町長公約を一体的に推進することとしております。 

４点目に、財政計画等との整合性と進行管理についてでございますけれども、基本構想に掲

げたまちの将来像の実現に向けて、新財政改革プログラムや行政改革実施計画との整合性を確

保しながら、人材や財源などを有効に活用し、選択と集中に基づく事務事業の実効性の向上に

努めることといたしました。実施計画において新財政改革プログラムと毎年度の予算編成との

連動に留意し、財政計画との整合性も取れた計画といたします。政策については、その達成度

を示す具体的な評価指標を設定し、行政評価と連動しつつ、定期的な成果の検証、評価を行い、

計画の進行管理を行っていきたいと考えております。 

以上、策定に当たっての基本的な考え方を申し上げましたが、この後担当者より順次概要等

を説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本浩平君） では、続きまして高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） 企画政策課長の高橋です。よろしくお願いします。説明に入

る前に、きょうお配りしております資料の確認をさせていただきたいと思います。まず、スク

リーンにも映っています、計画案の概要という冊子です。それから、地方自治法改正と町の対

応についてというペーパー、それから、自治基本条例の見直しについて、最後に参考資料とし

て、第４次総合計画の進捗状況という４つの資料を本日お配りしておりますので、よろしくお

願いします。 

私のほうは、白老町総合計画（案）という資料に基づいて説明させていただきます。まず、

既に資料１から５というもので先日配付しておりますけれども、今回の計画案の概要について、

スクリーンを見ながら説明をいたします。まず１枚目です。第５次総合計画の概要ということ

で、この図につきましては、基本構想の将来像、基本方針、基本姿勢と総論からの総合計画の

役割というところ、それから、基本計画の重点プロジェクトと基本方針からなる分野計画を図

示したものです。内容については順次説明いたします。 

 まず、第５次白老町総合計画策定に当たってということで、策定体制についてご説明いたし

ます。まず、総合計画の審議会、これは公募３名、推薦７名の町民からなる組織でございます。

左側の列が町民関係の組織図、真ん中が行政、右側が町議会ということになってございまして、

町民組織のほうでは、さらに直接町民との関係団体に対しまして、町民アンケート、小中学生

の標語作品募集、まちづくりフォーラム、将来像アンケート、それから、これから行う町民説

明会とパブリックコメント、これらを行っております。そして、町といたしましては、各課プ

ロジェクトチームということで、全課に対してプロジェクトチームをつくり、素案をつくって

きております。策定事務局としては、企画政策課のグループと、建設課都市施設グループが事

務局を担ってきております。町民と町との間に策定委員会というのを置きまして、副町長、教
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育長、以下関係部長、それから、学識経験者としまして研究者２名、町民２名の計 13 名で策定

委員会を組織してまいりました。そして、町議会につきましては、全員協議会、それから、こ

れから提案をした後に特別委員会を予定しております。こういう体制で進めてきております。 

これまでの策定経過と今後のスケジュールについてですが、まず審議会、策定委員会につい

ては、昨年２月から委員を選びまして、策定方針をつくり、第１回の策定委員会から始まって、

これまでに４回の策定委員会と 11 回の審議会を重ねて、案が練られてきております。町民参加

につきましては、先ほど申しましたように、町民意識調査、標語募集、フォーラム、町長懇談

会とか、団体意見提案等を行ってきております。議会と行政につきましては、各課プロジェク

トの説明会から始まりまして、全員協議会、各課の検討、ヒアリング、各課説明、協議、町長

説明などを繰り返してきております。その後、2012 年４月以降につきましては、今後、ちょう

どきょうの全員協議会からあした、11 日から１カ月間パブリックコメントを行う予定となって

おります。これはホームページ、公共の各施設の窓口に案を配置して、多く意見募集するもの

です。それから、５月 25 日から 27 日まで３地区において、計画素案の町民説明会を行う予定

となっております。その結果を受けまして、審議会と策定委員会で最終案の検討をなされて、

審議会答申を行う予定となっております。審議会答申でまとまった案につきまして、議会６月

会議に提案し、その後決定という予定をしております。 

次に、内容に入りますが、まず、総合計画の総論といたしまして、この総論の部分では、総

合計画のフレームと時代背景、それから課題整理を行っております。趣旨といたしましては、

総合計画とは、白老町の政策執行に関する最高規範であるという自治基本条例の 35 条を用いて

おります。それから、基本構想では、８年後の町のあるべき姿を示す将来像を定め、まちづく

りの基本方針と施策の体系、推進のための基本姿勢などを定めるということにしております。

この総合計画の役割といたしましては、まちづくりの羅針盤である、協働のまちづくりのため

の活動指針である、広域的な行政運営の指針であるという３点で整理されております。 

この総合計画の構成と期間につきましては、ちょっと字が抜けていますけれども、基本構想、

基本計画、実施計画という三層構造になっていまして、基本構想と基本計画は８年間。基本計

画につきましては、必要に応じて中間年度で見直す必要があるときは見直すということにして

おります。それから、実施計画を３年計画として、毎年の予算決定後に３カ年計画をローリン

グするという形を取るとしております。 

総論の中で、人口想定ということで推計値を出しております。この計画の平成 31（2019）年

に推計値といたしまして、総人口が１万 7,100 人ということになっておりますが、この総合計

画の政策展開で、まちづくりを取り組むことによって、推計値よりも人口減少を最小限にとど

めるということを目標としております。 

次に、総論でいう時代の押さえ方ですが、時代の潮流としては、次の８項目で整理しており

ます。①、少子高齢社会と人口減少社会の到来。②、地球環境問題の深刻化。③、安全・安心

意識の高まり。④、地域経済を取り巻く環境の変化。⑤、社会の成熟化と価値観の多様化。⑥、

教育に対する関心の高まり。⑦、住民参加・協働意識の広がり。⑧、地方分権と市町村財政。
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ということで整理しております。 

それから、まちの現状と特性、白老町の姿ということで、①、立地・自然条件。②、沿革。

③、人口の推移。④、風土に根差した多彩な交流資源。⑤、バランスのよい産業構造。⑥、ま

ちづくりを支える豊富な人材。⑦、暮らしを支える都市基盤・公共施設など。⑧、財政運営。

ということで整理しております。 

次に、まちづくりの主要課題として、これからのまちづくりの重点課題は、次の６項目で整

理しております。１点目に、暮らしの安全・安心の確保。２点目に、まちの活力や魅力の強化。

３点目に、次代を担う子供・若者の育成。４点目に、未来に受け継ぐ持続可能なまちづくり。

５点目に、町民力・地域力の向上。６点目に、町民と行政の信頼関係の強化。という６項目が

主要課題として整理され、これを基本計画の重点プロジェクトに連動させていくということで

整理しております。 

総論の次に基本構想に入りますけれども、基本構想では、先ほど説明したように、まちの目

指す将来像ということで、ＡＨＰ分析法というのを使いまして、アンケート調査の結果から、

安全・安心というものと、活力・個性というそのキーワードが重視される結果となりました。

これらから将来像の言葉を現在のところ「みんなで育む 心つながる 笑顔のまち」というふ

うに整理しておりますが、これは審議会の最終結果を見て、また再提案することとなります。

それから、都市の姿としては、都市計画マスタープランと一体にまちづくりを進めるというこ

とで、都市構造につきましては、持続可能な都市を目指すために、適切な規模でまとまったま

ちづくりを進めると。いわゆるコンパクトシティという概念を出しております。土地利用につ

きましては、環境との共生、安全・安心、快適な暮らし、まちの活力という視点で進めるとい

うことにしております。 

次に、基本方針と施策体系ということで、まちづくりの基本方針ということで、まちの将来

像の実現に向けて取り組む基本的な方向性、基本方針は、まず１点目に、人と環境にやさしい

安全で快適に暮らせるまち。２点目に、支え合いみんなが健やかに安心して暮らせるまち。３

点目に、生きる力を育み生きる喜びを実感できるまち。４点目に、地域資源を生かした個性あ

ふれる産業のまち。５点目に、人と人との理解と信頼による協働のまち。ということで、これ

が基本計画の生活・環境分野、健康・福祉分野、教育・生涯学習分野、産業分野、自治分野と

いうふうにつながってまいります。 

次に、施策の体系についてでございますが、施策の体系については、基本方針５分野と、そ

れから、36 の施策で構成されております。生活と環境につきましては 13 の施策。それから、

健康・福祉については６つの施策。それから、教育・生涯学習につきましては９つの施策。産

業につきましては６つの施策。自治につきましては２つの施策ということで、36 の施策で体系

化しております。 

それから、基本構想の最後ですけれども、基本構想の推進に当たっての基本姿勢ということ

で、次の３点に整理しております。１つは、自治基本条例との連動によるまちづくりの推進。

２つ目に、町民と行政の協働によるまちづくりの推進。３つ目に、達成すべき目標の明確化と
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進行管理の実施。ということで、まず先ほどもお話でましたけれども、前回の計画策定時には

自治基本条例が制定されておりませんでしたので、今回の計画から自治基本条例との連動とい

うことを定義化しております。 

次に、基本計画に入ります。基本計画につきましては、将来像に向けた重点プロジェクトと

いうものと、分野別の計画という２つの大きな内容になっておりまして、１つ目の重点プロジ

ェクトにつきましては、この総論で示した６つのまちづくりの主要課題というものに対して、

将来像実現に向けて６つの重点プロジェクトということで整理しておりまして、さらにそのプ

ロジェクトごとに 14 のプランを設定して、重点的、優先的に取り組んでまいります。１点目が、

安全・安心プロジェクト、これは、暮らしの安全・安心の確保。２点目に、活力・魅力プロジ

ェクト、まちの活力や魅力の強化。３点目に、教育・共育プロジェクト、次代を担う子供・若

者の育成。４点目に、持続・安定プロジェクト、未来に向かって持続可能なまちづくり。５点

目に、町民力・地域力プロジェクト、町民力・地域力の向上。６点目に、共感・信頼プロジェ

クト、町民と行政の信頼関係の強化ということで、重点的にプロジェクトを行っておりまして、

このプロジェクトにつきましては、予算づけの優先度が高いものということと、行政内部では

横断的な事業があるということで、プロジェクトチーム等の活用が見込まれております。 

次に、基本計画の分野別計画でございますが、１つ目に、生活と環境ということで、施策体

系の中で申しました 13 の施策に対して基本事業がそれぞれございまして、生活と環境の中では、

基本事業は 44 挙げられております。中身については、ここでは詳細は省かせていただきます。

２つ目に、健康・福祉ということで、６つの施策に対して基本事業がそれぞれありまして、23

の基本事業を挙げております。３つ目に、共育・生涯学習ということで、ここでは９つの施策

について 28 の基本事業ということを掲げております。４つ目に、産業。産業につきましては、

６つの施策について基本計画では 20 の基本事業を掲げております。５つ目に、自治という分野

で、２つの施策につきまして、８つの基本事業を掲げております。これで総合いたしまして、

５分野 36 施策、123 の基本事業ということで、基本計画で載せております。 

続きまして、基本計画の計画実現に向けてということで、推進体制について。１点目、計画

推進体制ということで、１つは庁内、行政内部における計画推進体制ということで、この計画、

各部署が責任を持って目標や取り組み内容を町民と共有しながら取り組みますということと、

重点課題を横断的に進めるために、プロジェクトチームなどの効率的な実施体制で進めます。

それから、施策を効率的に進めるために、必要に応じて組織の再編成を行っていきますという

ことです。それから、協働・連携による計画の推進体制として、計画の推進に当たっては、町

民・議会・行政が協働するとともに、広域的な連携体制を含めて取り組んでいきます。それか

ら、町民組織の育成を支援しながら、施策の達成に向けて、町民の主体的な活動を促進してい

きますということです。２点目に、進行管理の仕組みについてです。ＰＤＣＡと書いてありま

すが、いわゆる政策とか経営循環と言われるものです。プラン・ドゥ・チェック・アクション

という循環アクションに基づく進行管理体制で進めますということで、このことによって効率

的で効果的な行政経営を一層推進していきます。それから、町民の目線による進行管理という
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ことで、町民アンケートによってその町民の意識や満足度を定期的に把握します。その評価指

標に基づいて、定期的にその結果、進捗状況を公表していきますということです。それから、

３点目に、予算・財政計画との連動ということで、財政計画と整合性の取れた実施計画の立案

ということで、毎年度ローリング方式で作成を予定している実施計画については、予算編成と

の連動を図って、財政計画と整合性の取れた計画とするということと、実施計画は基本計画に

より体系化して、重点プロジェクトとの関連性も明確にしていきます。それから、予算編成・

執行手法の継続的な研究として、今後計画を進めていくに当たって、さらに手法の改善ですと

かを続けながら、目標を高めるために持続的な運用をしていきますということです。 

最後になりますけれども、実施計画について今回は提示されておりませんけれども、実施計

画は先ほどから説明のとおり、予算が決定した後に向こう３年間の事業計画としてつくられま

すので、予算が確定し、早い時期に策定していくということにしております。実施期間は３年

間で、毎年のローリング方式とします。実施計画には、基本計画に示す施策の基本事業ごとに

分類を行って、政策的事務事業を掲載していく予定としております。重点プロジェクトの事業

については、その重点プロジェクトの事業とわかるような表示を行って、基本計画と実施計画

が連動する事業コードによって管理していきます。財政計画との整合性については、計画期間

における事業費総額とその一般財源、プログラム上ではその一般財源は２億円以内となってお

りますので、そういうラインをきちっと示して、財政計画との整合性を確保していきます。町

長公約との整合性については、町長公約の個別事業を先ほどの重点プロジェクト同様に表示す

るとともに、町長公約と総合計画を一体的に進めてまいりますということが、これまでの審議

会を経た計画案となってございますので、この機会にご意見、ご質問等がありましたら、よろ

しくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（山本浩平君） ただいま第５次総合計画案の概要につきまして、高橋企画政策課長よ

り説明がございました。この件について特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

５番、松田謙吾議員。 

○５番（松田謙吾君） ただいま総合計画案をお聞きしました。私も本日の全員協議会に入る

前に、協議会の原則的な組織の取り扱い方について、議長にちょっとお聞きしたいのです。私

も長く議員をやっているのですが、全員協議会、きょう、全員協議会をやっています。このあ

り方について、理解はしているつもりでおります。この全員協議会のあり方や、委員会協議会

のあり方についても、理解しているつもりでおります。しかし、最近こういういろいろな、議

会が近づいたりすると、協議会の開催が多くなっていると私は感じているのです。議会運営の

基準があります。我々が持っている基準、これを私もよく読んだのですが、この議会の意思決

定、この協議会は、「議会の意思決定にはならず」と書いているのです。そして「何ら法的効力

が伴わない」、そして、当然、拘束力もないと、私は思っているのです。この協議会でいろいろ

と今までやっても。議長として、こういうことをどう考えておられるのかと思って、１回お聞

きしたいと思っているのです。この協議会の議長の考え方を。 
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○議長（山本浩平君） 協議会のあり方についてですか。 

○５番（松田謙吾君） はい。 

○議長（山本浩平君） この場で議員から議長の考え方についての質問が来るとはちょっと思

っておりませんでしたけれども、基本的に、例えば町側から協議会の要請があったときに、必

ず、まず議会運営委員会の中でもみまして、その中で担当の常任委員会だけでいいのかどうか

も含めて、議運の中で基本的にはもんでいただいて、そして、全員協議会がふさわしいかどう

か。それはもちろん常任委員会の委員長の考え方、これも必ずそこには意思が働いていると思

うのですけれども、その中で皆さんの意見を聴取した中で、そこで大体決定されていくという

ことで、決してこの協議会そのものが、民意が反映されていないとは、私は思っていないわけ

でございます。先ほど松田議員からお話がございました、「協議会そのもので議会の意思決定と

は違いますよ」と。これについては、基本的にはそのようなことだと私も思っておりますし、

あくまでもこの協議会は、今回は、この第５次総合計画と、これから自治基本条例の説明会で

ありますので、これについての今後のスケジュールを見ると、最初に説明もあったかもしれま

せんけれども、議会に対しての提案というのは、またこの後に正式にあるわけでございますの

で、きょうの説明がすべて、中身が決定されたものということとは、受けとめてはおりません。 

５番、松田謙吾議員。 

○５番（松田謙吾君） 松田です。なぜ私はこういう確認をしたかというと、今回、今までこ

ういう計画案をつくった方々、いろいろな部長職やそれから人事異動でガラっと中身が変わり

ました。先般の一般質問の中でも耳に残っていたのですが、介護保険の案がありました。建設

厚生常任委員会にあったのです。これも建設厚生常任委員会の協議会だったのです。ここに介

護保険の説明があったのですが、私は先般の質問で、白崎副町長が建設厚生常任委員会に手続

きを経ているというような言い方をしていたのです。 

議会運営基準の中に、先ほど言ったように、「説明し、報告のみとする」という文言もあるし、

「質疑、意見まで」、そして、「その他」になっているのです。そういうことからいくと、こう

いう協議会で説明されるのは、先ほど言ったこの説明のみとする、それから意見までとすると

いうことからいくと、先ほど同僚議員に一般質問で「報告済みだ」という副町長の意見の、こ

ういうことが、どうとらえているのかと、こんなことで質問したのです。ですから、その辺の

区分をきちんとしておかないと、後からやっぱり説明した、しないということになるような気

がしてならないのです。 

もう１つ言っておくと、例えば学校給食センターも常任委員会で所管として説明されました。

あれは学校給食の給湯管の老朽化ということで調査して、報告されているのです。しかしなが

ら、学校給食の食育センターの原案では、説明が終わっていると、こういう言い方をされてい

るのです。ですから、私はその辺のあれが疑問に思って、こんな質問をしたのです。こういう

協議会できちっと説明されたものがどうなのかなと。こんなことで、今質問してみたのです。 

○議長（山本浩平君） 松田議員の言おうとされているようなことは、理解できないわけでは

決してございません。この第５次白老町総合計画策定に当たっての、この１ページ目を開いた
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ところに、今後のスケジュールと書いていますけれども、本日 2012 年４月、これが議会全員協

議会で説明ということになっています。正式には議会の 2012 年６月会議で提案と。そして、議

会の９月会議によって決定という、こういうスケジュールになっておりまして、きょうの説明

イコール、説明したからこれがすべてこの中身が決定したことですよと、議会の承認もらいま

したということには決してならないと、このように受けとめてございます。 

○５番（松田謙吾君） 今、そこの確認をしたかったのです。 

○議長（山本浩平君） 町側で何かこのことについてもしコメントというか、あれば。今議長

にこういうお話がありましたので、私の考えは述べさせていただいたのですけれども。こうい

うことでよろしいですね。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今の、議会の内部の仕組みということで、全員協議会、あるいは委

員会協議会のあり方といいますか、そういうようなお話がありました。法的な解釈を含めて、

今議長が議会の内部の組織のあり方といいますか、その考え方については、今議長が答弁した

とおりなのかなというふうに思います。あわせて行政のほうは、所管事務調査ありますけれど

も、そのほかに委員会に説明する、あるいは、委員会協議会の中で説明する、あるいは、案件

によっては、所管の委員会だけではなくて、全議員にかかわる大きな案件につきましては、全

員協議会の中でご説明させていただくというような取り扱いを、議会とも協議した中で、その

案件、案件によっては委員会で収まるか、あるいは全員協議会というようなことを議会とも協

議する中で、説明の機会を与えていただいて、その場所で説明させていただくということにつ

いては、これからも情報提供ということと含めて、そういう場面をこちらのほうも開催してい

ただいた中で説明申し上げたいというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（山本浩平君） それでは、先ほどの第５次総合計画案の概要について、この中身につ

いて、特段お尋ねしておきたいことがございましたらどうぞ。せっかくですので、どんなこと

でも構いません。 

13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） 今松田議員が確認の意味で質問されて、議長から話ありましたので、

このスケジュールからいけば、特別委員会も、これは議会が決める話ですから、想定した中で

公にありますので、きょうは説明、流れを聞くという話だと思いますので、１点だけ確認して

おいて、もしこれが次回に反映されるのであれば、整理してほしいと思うのですけれど。 

この先に送ってきた資料１の総合計画案の２ページの人口想定の関係で、解釈だけお聞きし

ます。これ、前回の第４次の時は、ちゃんと目標の数字をつくっているのですけれども、ここ

では後段に想定規模と次のような目安を置きますと。米印がついて、「目標値ではありません」

と、こう言っているのです。これの違い。あえて目標ではないと注釈しているのですけれども、

この文言というのですか、この使い分け、違いをどのように理解したらいいのか。これは、ち

ゃんと整理しておかないとだめだと思いますけれども、まずその辺だけお聞きしておきます。 
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○議長（山本浩平君） 高尾企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（高尾利弘君） 高尾でございます。前回、ご存知のように人口推計値に対

して 1,000 人上乗せする、それを目標値という形でしておりましたけれども、今回につきまし

ては、この人口推計の部分につきましては、審議会、策定委員会の中でも非常に議論というか、

意見の多いところで、専門委員でいろいろ都市計画関係の先生のご意見ですと、例えば、今こ

れは人口問題研究所の数値を出しているのですけれども、人口問題研究所が出した数値で、そ

れ以上上回ったことはほぼないということがまず１つ。あと、町民の皆さんからの意見では、

日本全国的に少子高齢という人口減少社会という中にあって、人口増加を目標とするのではな

くて、それぞれが、住んでいる人がいかに幸せに暮らせるかということで、こういった形で人

口の目標とせずに、あくまでも目安ということで数字を考えております。その推計値のそのま

まの数値を使って、こういう規模に将来、８年後はなりますけれども、この中でいろいろなま

ちづくりを進めていきましょうという考えでございます。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） ちょっとわからないのです。それで、ちょっと言わせていただきま

す。私、20 年９月の議会で人口について２万 1,500 人について大いに議論をしたことがあるの

です。私は、今説明があった後段の部分の言い方をしたのですけれども、絶対これは支持する

のだ、変えないのだ。とこういう言い方されて、今回変りましたけれども、思いは別として、

私が言うのは、目安、目標という意味合いが同じなのです。広辞苑なんか見てくると。これは

意図的というか、恣意的な、言葉悪いけれど、つくる側の将来的なもの含んで議論された部分

の言葉が出たのかなと思うのですけれども、これはちゃんとはっきりさせておいたほうがいい

と思います。特別委員会まであると思いますけど、それまで整理をするし、あえて町の考え方

お聞きします。誤解を生むというか、意図的、恣意的な部分が十分見え隠れしているので、そ

の辺だけは整理してきたほうがいいと思います。 

○議長（山本浩平君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 今策定委員会等でこれまで議論された中で、高尾主幹のほう

から答弁申し上げました。内容はご理解いただけるかと思うのですけれども、今前田議員から

ご指摘いただいた部分については、ちょっと持ち帰りまして、さらにこの辺整理させていただ

いて、もう一度ご提案させていただきたいというふうに考えております。 

○議長（山本浩平君） よろしいですか。 

○１３番（前田博之君） いいです。 

○議長（山本浩平君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

 それでは、続きまして、地方自治法の改正と町の対応についての説明がございます。担当課

の説明を求めます。 

大黒企画振興部長。 
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○企画振興部長（大黒克己君） 企画振興部長の大黒でございます。それでは、お手元に配付

してございます、地方自治法の改正と町の対応ということで、私のほうから説明をさせていた

だきたいと思います。まず、１番目の地方自治法の改正ということで、改正の趣旨ということ

なのですが、地方自治法が平成 23 年５月２日公布、８月１日に施行ということで、改正がござ

いました。その中で、今回総合計画にかかわる部分の市町村基本構想の策定義務を含むもので

ございました。この内容というものにつきましては、（２）でございますが、第２条第４項にお

いて、これまでは「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の決議を経てその地域

における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うよう

にしなければならない」という条文がございました。これがすべて削除となってございます。

ということは、この米印なのですが、まず基本構想の策定義務がなくなったということと、そ

れから、また、策定するにしても、議会の議決について、これは法律上義務がなくなったとい

う、こういう趣旨でございます。ということは、逆に裏を返せば、この辺は、市町村が定めて、

自由な裁量で定めてよろしいということになったということでございます。 

このような状況におきまして、２番目、他の自治体の対応の事例ということで、参考として

３市町ほど確認してここに記載してございます。まずは隣の苫小牧市でございますが、苫小牧

市におきましては、自治基本条例で、「議会の議決を経て基本構想を定める」としておりました

が、この改正後は、議会の議決事件に関する条例の第２条の議決すべき事件に「この基本構想

を定めること」という１号を加えてございます。苫小牧市はあくまでも基本構想のみの議決の

追加という対応でございます。２番目に、岐阜県の多治見市でございます。多治見市につきま

しては、市政基本条例で、従来から基本構想、基本計画について、議会の議決を経ることとさ

れておりましたが、改正後におきましては、これは地方自治法第 96 条第２項の規定により議会

の議決すべき事件を定める条例、この中で、「総合計画基本計画の策定または変更」を「総合計

画の基本構想及び基本計画」ということで、ここに基本構想をつけ加えて、これは基本構想、

基本計画ともに議会の議決を経るという形にしたという事例です。３番目は、むかわ町でござ

います。改正前の自治法の第２条第４項の規定による基本構想のみの議決としておりましたが、

改正後につきましては、まちづくり計画の議会の議決に関する条例というのを新たに制定し、

基本構想と基本計画を議決するというものにしたものでございます。 

 それで、今回議会の議員の皆様にご検討いただきたいという部分での論点ということで、ま

ずは米印の①ですが、基本構想のみを議決するのか、あるいは、基本構想・基本計画を議決す

るのかというところでございます。それから、②として、議決すべき事件を定めるための条例、

これは、本町では白老町議会会議条例の第７条にありますが、これに加えることが必要である

のではないかということでございます。それで、先ほど高橋課長の説明の中でも、自治基本条

例の中では総合計画は策定するということになっておりますので、あくまでもこれを基本計

画・基本構想、これをどのような形で議決するのかというようなところが今後の焦点になると

いうところでございます。 

次のページでございます。２ページ目です。３の町としての対応方針、あくまでも町側の案
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でございます。（１）、総合計画の必要性ということで、先ほど申しましたとおり、自治基本条

例第 27 条第１項で策定するということで、規定しております。それで、今後もまちづくりを進

めていく上で指針となる中長期の計画は必要であり、引き続き総合計画は策定するものという

ふうには考えてございます。（２）の町議会の議決でございますが、自治基本条例第 35 条では、

自治基本条例を自治制度に関する最高規範として位置づけており、総合計画を政策執行に関す

る最高規範として位置づけております。それで、政策執行に関する最高規範である総合計画を

策定するに当たりましては、町議会の議決をいただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。あとは手法でございます。（３）、議決の範囲。先ほど申しているとおり、基本構想

のみか、基本構想と基本計画とするのかということでございますが、まずは①の改正前の地方

自治法の規定に準じまして、基本構想を議決事項としたいと考えております。②で基本構想・

基本計画を一体的に策定し、説明等の手続きも同時に行っておりますことから、基本構想と基

本計画についても議決事項としたいというふうに考えてございます。③番目としまして、具体

的な事業や取り組みを掲載する実施計画につきましては、毎年度ローリング方式で策定すると

いうことでございますので、予算議決と連動し、整合性が確保されるため、実施計画について

は、ここまでは議決事項とはしないというふうに考えているところでございます。いずれにし

ましても、白老町議会会議条例の改正も伴いますことから、この案については今後議会の皆様

とご相談しながら結論を出していきたいというふうに考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（山本浩平君） ただいま大黒企画振興部長より市町村基本構想の策定義務の撤廃の内

容の話がございました。これにつきましては、議長として議会運営委員会にお諮りをいたしま

して、議会の意思を今後決定してまいりたいとこのように考えるところでございますけれども、

まず、本日のこの説明について何かお尋ねしておきたいことがございましたらどうぞ。 

13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） １点だけ確認しておきます。この自治法改正によって、基本構想の

議決について、私 12 月の代表質問で質問しているのです。それで、その答弁を副町長からもら

っていますけれども、多分その状況の中でいろいろと深く、就任したばかりで総合計画も目も

通していなかったと思うし、その辺もあると思いますが、それで、副町長こう言っているので

す。「特に議決を要するというふうなことは考えておりません」と、こういうふうに言っている

のです。だけれども、この件、今説明を受けたら、ここでは、町議会の議決をいただきたいと

考えていると、こうなってきたものですから、これは、私会派の代表質問をしたのです。その

とき副町長はそういうような、もう１回言いますけれど、会議録を読みますけれど、「特に議決

を要するというふうなことは考えておりません。ただ、議会等は今までも十分な基本構想、総

合計画の中身についても協議していただきます」と、こう言っているのですけど、変わったと

いうことでいいですか。 

○議長（山本浩平君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 12 月の議会で今の説明のとおり質問も受けましたし、そのとき私も
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今言ったとおり答弁いたしました。その後内部協議を十分しまして、あるいは他市町村の動向

も踏まえながら検討しました。答弁したときの後段で言ったとおり、総合計画の構想なり自主

計画なり、その重要性はいずれにしても重要だよというようなことでお答えしたとおり、そう

いう位置づけはそう思っておりましたし、その後の内部協議の中で、やはりこれは説明云々と

いうことだけではなくて、従前どおり議決を要したほうが、それは位置づけとしては大変重要

な計画、最高峰の計画なので、それは議決を要したほうがいいというようなことの内部協議の

結果、きょうの説明に至ったということでご理解していただきたいというふうに思います。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） そのときの答弁から変更して、議決を要するというふうに姿勢を変

えたという確認をしてよろしいですね。 

○議長（山本浩平君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今答弁したとおりでございます。 

○議長（山本浩平君） ほかございませんか。 

４番、大渕紀夫議員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番大渕です。実務的なことだけちょっとお尋ねしたいのですけど。

この案でいきますと、いずれにしても議会の態度を決めるのは、６月会議の中で条例提案をし

ないとだめだというふうに。議会の会議条例の改正であれば議会の側がやらなければいけませ

んので、それは６月会議でやらなければいけないということなのか、９月に議決がありますの

で、９月当初にこれをやれば間に合うのかその点だけ。実務的に。 

○議長（山本浩平君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 今の大渕議員のご質問でございますが、こちらの総合計画の

上程を６月というふうに考えてございまして、なおかつ今私のほうで説明させていただきまし

たが、あくまでも総合計画の基本構想、基本計画につきましては、議会の議決を要する形のほ

うがよろしいかというふうに考えてございますので、その辺のスケジュールからすれば、やは

り上程する前にこの議会の会議条例の改正を先議でやっていただくのが望ましいかなというふ

うに考えてございます。スケジュールは非常にタイトとなってございますが、その辺ご理解と

ご協力をお願いしたいというふうに、こちらのほうとしては考えてございます。 

○議長（山本浩平君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

○議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

それでは、これをもちまして地方自治法の改正と町の対応について、ならびに第５次白老町

総合計画案に関しての質疑なしということにいたします。 

それでは、ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時００分  

                                         

再開 午前１１時１１分  
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○議長（山本浩平君） それでは、休憩前に引き続き全員協議会を再開いたします。 

続きまして、自治基本条例の見直しについて、担当課から説明を求めます。 

増田企画政策課主査。 

○企画政策課主査（増田宏仁君） 企画政策課企画グループの増田と申します。自治基本条例

の見直しについてということで、私のほうから説明をさせていただきます。本日お配りした自

治基本条例の見直しについてという資料を基に説明をしていきたいと思います。まず、自治基

本条例の見直しについてということで、見直しの話の前に、自治基本条例策定の経緯及び経過

について簡単にご説明をしたいと思います。本町では、平成２年度にＣＩマークを導入して以

降、元気まち運動や元気まち研修会、元気まち 100 人会議など町民を中心とした積極的な取り

組みが進められ、行財政改革や、町民との協働など、自治体運営を町民と行政がともに考える

環境づくりを進めてまいりました。そういった取り組みを将来にわたり継続して町民参加型の

まちづくりを行っていくために、その仕組みや町民、議会、行政それぞれの役割というものを、

自治基本条例として策定しますということで、平成 17 年から策定作業始まりまして、町民、議

会、行政がそれぞれが部会というものをつくりまして、町民検討部会、議会特別委員会、それ

から庁内職員プロジェクトということで、それぞれの分野の条例の素案となるものを各部会で

検討いたしまして、その条例の素案を策定委員会で１つの条例といった形にまとめまして、平

成 18 年 12 月議会に自治基本条例の議案の上程をいたしております。18 年 12 月 14 日に議決を

いただきまして、平成 19 年１月１日から自治基本条例が施行されたという経過でございます。 

それから、今回自治基本条例の見直しを行ったということで、その見直しの根拠となる部分

ですけれども、自治基本条例第 36 条の第１項に、５年を超えない期間ごとに各条項がこの条例

の理念を踏まえ、社会情勢に適合しているかを検討するという規定がございますので、規定に

基づいて見直し作業を進めております。それから、同じく第 36 条の第２項のほうには、第１項

の検討の結果を踏まえて、この条例とこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断し

たときは、必要な措置を取るというような規定がございますので、今回、後ほど説明しますけ

れども、条例改正にかかわる提言もございましたので、今後議会のほうに議会改正案の上程を

予定しているところでございます。 

次のページをお願いいたします。他の自治体の状況ということで、自治基本条例を施行して

いる道内の自治体の中で、既に条例の改正が行われているところをちょっとピックアップして

記載をしてございます。まず１番目、ニセコ町ですけれども、ニセコ町は全国の先駆けとして、

平成 13 年にまちづくり基本条例というのが施行されておりまして、４年ごとに改正を行うこと

になってございますので、既にもう２回改正が行われております。第１回目の改正については、

平成 17 年 12 月に、当初議会関連の条項が入っていなかったという部分を、議員提案で議会の

条項を追加したということと、それから、危機管理体制の確立などの５条項を追加、それから、

第２次改正ということで、平成 22 年３月に 20 歳未満の町民のまちづくりに参加する権利など

の４条項を追加と、２回の改正を行ってございます。それから、苫前町ですが、平成 20 年 10

月に改正を行っておりまして、当初条例の見直し期間を２年と規定していたものですが、２年
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だとちょっと見直しの期間としては短すぎるということで、それを４年に変更してございます。

それから、芽室町ですが、平成 23 年４月に改正を行っておりまして、反問権の付与に関する条

項を新たに追加してございます。 

見直しの体制ということでございます。今回の見直しの体制につきましては、第 36 条第１項

の規定に基づいて、条例の理念を踏まえ、社会情勢に適合しているかを検討する組織として、

自治基本条例検証委員会という委員会を立ち上げまして、策定時と同様に、町民、議会、行政

の三者で構成する委員会を立ち上げて、議論を進めてございます。委員については、資料３の

提言書の 10 ページに委員の名簿がついてございます。会議の開催ですけれども、昨年６月から

計８回の会議を開催いたしまして、平成 24 年１月 20 日に町長に対して見直しに関する提言書

の提出を行ってございます。それから、自治基本条例第 36 条第２項の規定に基づく組織として、

検証委員会の検証結果を踏まえて、条例改正を行うことが適当であるかを判断する組織として、

自治基本条例検証会議というものを設置してございます。こちらについては、町の内部の検討

組織となりますので、各部長職全員で構成した組織でございます。 

続きまして、見直しの視点というところでございます。今回の見直しについては、各条文等

の形式的な検証で終わって、根本的な検証にならないということで、自治基本条例の置かれて

いる現状であったり、課題であったりということも踏まえて検討を進めてございます。資料４

として事前にお配りしているものですが、自治基本条例の各条項に対してどういった取り組み

がされているのかというような資料も使いまして、検証委員会の中で議論を行っております。

議論の結果をまとめたものが、資料３としてお配りしている自治基本条例の見直しに関する提

言書となってございます。 

次のページをお願いいたします。提言の内容及び背景ということでございます。提言の内容

としましては、大きく２つに分かれてございまして、まず１つが自治基本条例の運用改善に向

けた提言ということと、もう１つが条例改正に向けた提言と、２つに分かれてございます。ま

ず１番目に、運用改善に向けた提言ということのご説明をしたいと思います。大きく分けて３

つの提言がございます。まず１つ目ですけれども、自治基本条例の普及啓発ということで提言

がされております。まず１つ目が、さまざまな方法を用いて普及啓発を行うこと。それから、

町民活動と自治基本条例のつながりについて町民にわかりやすく伝えること。それから、継続

的に息の長い普及啓発を行うこと。という提言が行われてございます。背景といたしましては、

自治基本条例が町民全体に広く浸透していないのではないかというような議論が検証委員会の

中でもございまして、どうしてそういったことになったのかという議論もありまして、自治基

本条例自体は以前から協働のまちづくりとして行われてきたものを明文化・制度化したもので

ございますので、広くＰＲしなくても町民に浸透しているという認識であったということ、条

例の構成自体が内容・表現をできるだけシンプルにという視点で策定しておりますので、自治

基本条例の条文の中身には具体的な制度や仕組みといったものは明記されていないため、町民

の方にとっては、自分たちの活動と自治基本条例がどういうふうにつながっているのかがわか

りづらかったのではないかということで、自治基本条例をもう少し広く町民に浸透させていく
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ために、普及啓発が必要ではないかというような提言になってございます。 

それから、運用改善に向けた提言の２番目でございますが、議会・行政の意識ということで、

提言が出ております。提言の内容としては、まず１つ目が、自治基本条例は自治基本条例に関

する最高規範であり、日常の活動・業務を行う上でも個別の条例や制度の根幹である自治基本

条例の存在を意識すること。それから、議会報告会や出前講座などを実施する際には、当該事

業が自治基本条例に基づいて行われている旨を町民に周知すること。それから、自治基本条例

に基づく取り組みを実施する場合は、その取り組みを広く町民に伝え、町民の声に耳を傾ける

こと。というような内容になってございます。背景としましては、議会のほうは自治基本条例

の施行以降、より積極的に通年議会ですとか、そういった議会改革へ積極的に取り組んでこら

れたかと思うのですけれども、自治基本条例の政策研究会のほうで町民に対してアンケートを

実施したかと思うのですけれども、その結果では、約半数の町民が今の議会を評価しないとい

うようなアンケート結果が出たということで、政策研究会の報告書にもございましたけれども、

町民が求めていたものとはたして合致していたのかというようなこともございまして、このよ

うな提言になってございます。それから、行政側ですけれども、自治基本条例というのは具体

的な制度ですとか、仕組みの規定がないということで、実際個別の条例や制度で運用というか、

実際の業務には当たっているというところなのですけれども、実際にそういった業務を行う職

員のほうでも個別の条例や制度のことは意識しても、その根幹にある自治基本条例のほうまで

は意識が行っていなかったのではないかということで、２番目の提言が出されてございます。 

３番目、町民参加の推進ということで、こちらも提言３つございます。１つ目が、町民参加

を求める場合は、要綱など一定のルールに基づいて行うほか、町民が町政活動に参加しやすい

よう整えること。それから、住民との協働や、住民参加を推進するための体制づくりを検討す

ること、また町連合との連携をさらに密にするとともに、町民に有意義な情報の積極的な提供・

公開に努めること。それから、町民は町政活動に積極的に参加するとともに、周りの人々にも

町民参加の働きかけを行うこと。というような提言がされております。背景としましては、現

状は審議会の委員の公募ですとか、パブリックコメントを実施しておりますけれども、いずれ

においてもなかなか審議委員の応募がなかったり、パブリックコメントへの提出が少なかった

りという現状がございます。こういったことが少ないということですけど、これは行政のほう

の住民参加の周知方法であったり、審議会等の会議の開催時間だったり、そういったものの配

慮ももう少ししたほうがよろしいのではないのかということもございましたので、上記の提言

となってございます。 

次のページをお願いいたします。条例改正に向けた提言ということで、２点、改正の提言が

ございます。まず１つ目が、第 11 条の町政活動への参加という部分でございます。現行条例は、

「町民は、前条の規定に基づき、町政活動の多様な機会へ参加することができます」と。これ

は、町民は町政に参加する権利を規定しているというような現行条例になっておりますけれど

も、改正案としては、「町民は、前条の規定に基づき、町政活動の多様な機会へ参加するよう努

めます」と。これまでよりも一歩踏み込んだ表現として、町民参加を重視していく姿勢を表現
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したいということで、改正の提言となってございます。 

２点目、第 36 条の条例の見直しというところですけれども、今まで、条例の見直しの主体が

「町長は」ということになってございまして、自治基本条例の中で、「町長は」と明確に町長し

か条例の見直しはできないという規定であったのを、改正案では「町は」という表現に直しま

して、表現を「町は」という形に直しますと、これは議会の側からも、自治基本条例の中では、

議会及び執行機関という規定になりますので、見直しを議会の側からもできるようにというふ

うな改正の提案でございます。この改正を行うことによって、議会を通した町民の要望ですと

か、議会からの改正の提案ですとか、そういった町民・議会・行政が一体となって条例を守り

育てていく態勢の構築ができるのではないかということで、条例改正の提言が出ております。 

それから、今回、条例改正の提言までには至らなかったのですが、政策研究会のほうから報

告の中で、自治基本条例の中に議会の理念を入れたいと、議会の理念を入れることができれば、

議会基本条例を別に制定しなくてもいいのではないかといったような報告がなされているかと

思うのですが、今回の改正に当たっては、議会の改選等をはさんだ事情等もございまして、今

回の改正には、その部分については盛り込まないと。36 条の改正のほうがもし改正案として議

決をいただければ、議会側からも条例改正の提案ができますので、そういったことも踏まえて、

今後議論が進めれば、条例改正を進めていただくということも可能かと思ってございます。 

それから、今回の条例改正案についてですが、６月会議の改正案として上程したいと考えて

ございます。 

以上でございます。 

○議長（山本浩平君） ただいま担当課より自治基本条例の見直しについて説明がございまし

た。この件について、特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

２番、吉田和子議員。 

○２番（吉田和子君） 今回の自治基本条例の見直しの中で、町民の中にいかにこの条例が生

きているかというか、活用されているか、わかってもらっているか、理解をされているか、と

いうことが一番大きな課題になったのではないかととらえているのですが、17 年度から 18 年

度にかけて自治基本条例をつくるときに、本当に町民が読んでも理解しやすい、わかりやすい

言葉で、文章というか、条例をつくったほうがいいということで、たしかあのとき、パブリッ

クコメントの１つとして、各小中学校に提示をして、子供たちも本当にわかるかどうかという

ことを、たしか実施したはずです。その後、つくるときにはそういうふうにしたけれども、で

きてから、そして、見直しのときにそういった将来を担う子供たち、町とか町民というのは、

すべての町民ですから、子供も全部入るのです。子供の意見というのは、すごく単純にぽんと

言うことが、すごく大きな意味を含めていることもあると思うのですが、その後この子供たち

に条例がこうあるのだと、また新しく子供も上がってきますし、そういった中で提示したこと

があるのか。白老というのはこんなものがあるのだということを、機会があるごとにやってい

くとか、またこういう改定のときに、そういったことを子供たちにこういうことで、みんなに

も見てもらったのだけど、どうだろうかとかという意見を聞く場を、町民になっているから、
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入っているのかなと思うのですけれども、その辺の考え方は、何かありますか。 

○議長（山本浩平君） 高尾企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（高尾利弘君） 今回の見直し検証の中では、子供を含めてという形は、実

際には取っていません。ただ、提言の中では、自治基本条例をこれから浸透というか広めてい

くために、例えば、紙芝居でやってみたらいいのではないかとか、それは採用されるかどうか

は別として、そういった意見で、やはり子供にもきちんと子供のときから伝えていかないと、

今吉田議員がおっしゃられた趣旨のことで話をしておりまして、きちんと私たちもそれを受け

とめて、今後何かしら、いろいろと広げるための取り組みをしていきたいと考えています。 

○議長（山本浩平君） ２番、吉田和子議員。 

○２番（吉田和子君） 大変大事な立場の子供たちだと思うのです。総合計画はやっぱり条例

に基づきながらやっていることもありますので、将来の、みんなが笑顔で暮らせる町をつくる

わけですから、そういった中に子供たちの意見というのが反映されるというようなことも考え

ていただければと思います。 

○議長（山本浩平君） 特に回答ありませんね。 

それでは、ほかにありませんか。 

５番、松田謙吾議員。 

○５番（松田謙吾君） 意見というより、また議長にお聞きしたいのです。たまたまきょう、

古屋さんという方が傍聴に来ているのです。古屋さんが、先般の議会の原案に対して賛否を取

ったときに傍聴していて、それなりの議会議員に対して求めて出しているのです。議長ご存知

だと思います。議長にも出したはずです。やっぱり、こういう自治基本条例の中でもきちっと

あるように、まさにそういうことは町民参加なのです。なぜそういう答えが各議員出さないの

ですか。こんなものを幾らつくっても、絵にかいたもちになってしまいます。こういうまじめ

な方が議会を傍聴されて、そのありのまま意見を求めているのに、なぜ返答しないのか。議長、

その点についてどう思いますか。 

○議長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時３２分  

                                         

再開 午前１１時３７分  

○議長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

この内容について、特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） これについては、議会についても政策研究会で２名の議員が出て、

積極的に協議会で取りまとめたものが反映されていると思います。内容は別にして。先ほど松

田議員からも言われた、きょうは協議会ですよね。そういうこと判断踏まえると、先ほどの説

明で、６月会議に出しますとこう言いました。きょう協議会があって、その間に議員の考え方

は、本会議でこれに対して一般質問をするのかと。提案を受けますから。それで、説明があっ
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たけれども、条例の見直し、今度変わって第 36 条で議会も幾らでも条例改正の提案ができます

と言っていますから、議会の考え方というか、議員個々の考え方はそれに準じてやれというこ

となのか。きょうの説明、基本条例の説明があったけれども、この説明のみで、あとは議員の

声は６月会議で提案されたときに反映されるのだという解釈でいいのか。どこで我々が言った

ことが、もし出れば、提案があったときに、その６月の議案審査するときに受け入れられるの

だという解釈でいいのかどうか。きょうの説明のみですから、その辺がどういうふうに考えて

いるのかということ。 

もう１点。先ほども総合計画でパブリックコメント手続きしますと言っていましたけれども、

22 年の何月か忘れましたが、議会でこの自治基本条例とあわせてパブリックコメント条例をつ

くると、さきの町長が言明していたのです。そして、23 年に早急につくりますと言っています

けれども、いまだに上がってこないで、パブリックコメントは動いているようですけれども、

この後のこのパブリックコメントの手続きはどのような形で収まっているのか。その辺だけお

聞きしたいと思います。あえて一般質問しないで、きょう協議会ですから、先に聞いておいた

ほうがいいかなと思います。これは、どうなってしまったのですか。パブリックコメントとい

うのは、どこに行ってしまったのでしょう。何に基づいてパブリックコメントの手続きをやっ

ているのか。その辺の２点伺っておきます。 

○議長（山本浩平君） 高尾企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（高尾利弘君） パブリックコメントの手続きにつきましては、当初、自治

基本条例の検証委員会の中でも、一緒にパブリックコメントの手続きと審議会委員の公募手続

きについて同時に検討させていただいておりまして、こちらについては、どちらも要綱として

作成すると。当面は要綱として作成するということで、４月１日から施行ということで、前段、

12 月にはパブリックコメント手続きのパブリックコメントだとかそういうものも終えて、あと

は既に４月１日ですから、施行ということで、今は実施するような形になっております。 

○議長（山本浩平君） １点目の質問はどうでしょうか。 

白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） １点目の質問の趣旨といいますか、ちょっと十分に理解できない部

分もあるのですけれども、今まで、従前であれば、議会の本会議で条例改正ということで提案

して、その中で質疑を受けて、採決すると。あるいは、重要項目の改正であれば、例えば委員

会付託、そういう方法があるのかなというふうに思っていますけれども、今前田議員が言われ

た部分については、きょう全員協議会の中で説明させていただきました。今度６月会議のとき

に提案しますけれども、その間に今回改正しようとする内容の質問なり、疑問点なりをどこで

吸収するかという趣旨の質問になりますか。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） それと、総合計画ではちゃんと特別委員会をつくって、そういう集

約をするわけですよね。そういうものがこの条例にはないから、一気に６月の議場で改正の手

続きのときに、提案されたときに話せばいいのですか。それで決まってしまったら、幾ら議論
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しても入らないで、その後 36 条でつくるという言い方なのかということを整理しておかないと。 

○副町長（白崎浩司君） 今回の見直し、一部改正といいますか、改正の内容を説明したとこ

ろが、11 条の関係と 36 条の関係ということで、いわゆる根幹にかかわるというか、そういう

部分ではなくて、字句の修正を含めて解釈を広げたというようなことなものですから、これを

前段の総合計画のように、全部もう見直すというようなことではないものですから、全文改正

ということでもないものですから、この部分については、きょう説明してご理解を得た中で提

案をしていこうかなというふうには思っております。ご理解というのは、内容が、特に一部改

正という部分で言えば、今の説明した部分だけなものですから、大きく全文改正、あるいは趣

旨を改正するというような中身ではないものですから、私どもとしては、きょう説明した部分

で、ある程度の前段としてのご説明はできるのかなと思っているものですから、これで６月会

議の提案というふうには思っておりました。一応質問の趣旨にこたえられたかどうか、ちょっ

とわかりませんけれども。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） きょうは全員協議会ですから、そういう趣旨を踏まえてお話してい

ますので、そうであれば、そういう形で。ただ、私は細かいことを言うつもりはないし、政策

研究会で大渕議員や氏家議員が積極的にかなり研究して話されていますけれども、ある程度通

じると思っています。ただ、流れの中で、総合計画ではちゃんと特別委員会をつくって大いに

意見を集約した中でやっていますと言っていながら、町の憲法だと言っているものが、大まか

なところだけの改正だから、特に必要ないのではないかという見方なのだけれども、その辺の

認識がどうかということです。ルール上の今の協議会から、すぐ６月会議に飛んでしまうとい

う、その間の町の姿勢として、協議会に今松田議員が言った部分を理解した上でなったときに、

どうなるかということです。 

○議長（山本浩平君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） １つは、議会のルールなのかなと思います。前段の総合計画のほう

は、私どもの説明した資料として、議会としてきょうの説明を受けた後、町としては提案しま

す。それを受けて、先例として特別委員会をつくっていますので、今回についても特別委員会

をつくっていただいて、十分審議していただいて、報告を受けるといいますか、そういう手順

が必要だろうと思っています。本来自治基本条例を策定するのであれば、やはりそういう手順

が必要なのかなと思っておりますが、今手順としては、条例の一部改正という部分も２条の部

分で、今の説明をしたとおりの内容なものですから、そういう手順、相互の手順は踏まなくて

も、今回の説明で十分なのかなと、私どもはそういうふうに押さえたものですから、それでご

理解していただければというふうに思います。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） わかりました。もう１点のパブリックコメントについて、４月１日

に施行するのですか。これはもうホームページには載っていて、開けば見られるということで

いいのですか。 
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○議長（山本浩平君） 高尾企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（高尾利弘君） ホームページには、もう既に掲載しておりまして、逐条解

説的なものも含めて掲載しています。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） 何という名前ですか。 

○議長（山本浩平君） 高尾企画政策課主幹。 

○企画政策課主幹（高尾利弘君） パブリック（町民意見公募）手続実施要綱です。実際のこ

れにのっとってという部分では、今回総合計画、私たちがやる、あしたから予定していますけ

れども、それで期間だとかそういうものを定めていますので、それにのっとってという手続き

で、総合計画もやっていきたいと考えています。 

○議長（山本浩平君） ほかございませんか。  

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕  

                                         

◎閉会の宣告 

○議長（山本浩平君） 以上をもちまして、本日の全員協議会を閉会いたします。  

（午前１１時４８分）  


