
- 4 -

厚岸町議会 条例審査特別委員会会議録

平成24年９月６日

午後１時40分開会

●臨時委員長（中川委員） ただいまから、条例審査特別委員会を開会します。

本日は、委員会条例第９条第２項の規定により、年長の私が委員長が互選されるまで

委員長の職務を行います。

これより、本委員会の委員長の互選についてお諮りいたします。

６番、堀委員。

●堀委員 年長委員指名にて決していただきたいと思います。

●臨時委員長（中川委員） ただいま、年長委員指名の声がありますが、これにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

●臨時委員長（中川委員） 異議なしと認めます。

それでは、私から、委員長には谷口委員を指名したいと思います。これにご異議ござ

いませんか。

（「異議なし」の声あり）

●臨時委員長（中川委員） 異議なしと認めます。

よって、委員長には谷口委員が互選されました。

委員会を休憩いたします。

午後１時41分休憩

午後１時41分再開

●委員長（谷口委員） 委員会を再開いたします。

これより、副委員長の互選についてお諮りいたします。

６番、堀委員。

●堀委員 委員長指名にて決していただきたいと思います。

●委員長（谷口委員） ただいま委員長指名の声がありますが、これにご異議ありません
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か。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（谷口委員） 異議なしと認めます。

それでは、委員長において、副委員長には室﨑委員を指名したいと思います。これに

ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（谷口委員） 異議なしと認めます。

よって、副委員長に室﨑委員が互選されました。

それでは、議案第56号 厚岸町暴力団の排除の推進に関する条例の制定についてを議

題とし、審査を進めてまいります。

進め方についてお諮りいたします。

進め方については、逐条ごとに進めてまいりたいと思いますが、ご異議ございません

か。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 お願いなんですが、逐条でやった後、最後に、総体についてというか、全体

についてという一項を入れていただきたい。

●委員長（谷口委員） それも考えております。

●室﨑委員 よろしくお願いします。

●委員長（谷口委員） それでは、異議ございませんね。

（「異議なし」の声あり）

●委員長（谷口委員） それでは、逐条ごとに進めてまいります。

第１条、目的。ございませんか。

９番、南谷委員。

●南谷委員 委員長、目的というとらえ方で広がるんですけれども、お許しを賜りたいと

思います。それに沿って質問させていただきたいなと思います。

８月の本条例の上程に当たりまして、８月の29日に本定例会の議案が配付されました。

９月の３日の日、議員協議会が開催されまして、議員会説明資料ということで、厚岸町

暴力団の排除の推進に関する条例(案)ということで、わざわざ課長と補佐がお見えにな

って、説明をしていただいたんですけれども、私は、自分のことながら、このとき余り
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質問をしなかったんですよ。

説明資料だから、つい最近、改めて説明をしていただいた、持ってきた資料と、この

議案、全く同じなんですよね。当然、同じものを持ってきて説明するのはわかるんです

けども。もう少し、以前から議会としてはお願いしてたことなんですけれども、この議

案にかかわる部分で、もう少し理解のできるような資料をということを常々言ってきて

いると思うんですよ。

議員の皆さんはそれぞれ優秀ですから、理解されると思うんですけれども、この条文

ずっと僕も、夕べも見ていたんですけれども、私はいろいろ、手立てもないもんですか

ら、平成３年法律第77号、先ほども説明がありました、目的について。その辺について

は、よく理解はするんですけれども、この法律、全然お目にかかったことないんですよ

ね。

少なくても新たな条例をつくるに当たって、この辺聞きに来ないほうが悪いのか、や

はりもう少し議員に対しても親切に、一歩踏み出してもらえないのかなと。これでは町

民だって同じではないのかなと。町民課の皆さんが町民に物を説明するときに、こう決

まりましたから、どうですかと言っているのと同じでないですか。全く同じものを持っ

てきて、見てくれやと、了承してくれやと、これではね。

例えば、法律のこの中に法というのがいっぱい出てきますよ。だけど、どこにもない

んですよ、もらった書類の中には。自治六法見たけども、当然ないですよ。先ほどの説

明でもありました。８月に変わりますからと言っているけど、何がどう変わるかという

書類は我々には来てませんよ。

これでは、せっかく善意本意で考えていただいている条例をつくるに当たって、やっ

ぱりもう少し配慮していただければなと私は思うんですが、皆さんはどう考えるかわか

らないけど、私は、その辺もう一つ配慮していただければなと考えております。

その上で質問をさせていただきます。

今回、ただいま課長のほうから目的について説明を受けたんですが、なぜ今、厚岸町

でこの条例を制定するのかな、なぜ今なんだろうと、そういう思いをさせていただきま

した。必要だからと言われれば、そのとおりなんでしょうけれども、いただいた書類の

中には、全国、全道の中であちこちやっている。だからいいんだ。もう少し、厚岸町で

今、なぜこの時期にやらなければならないのか、そういうことについてもう少し説明を

いただきたいな。

それから、今回、せっかく新たな条例をつくるわけでございますから、例えば、町内

の関係機関って、中にもあるんですげと、これらの関係機関との関係は、この条例を制

定することに、どんな関係機関があるのかな、これらについてももう少し詳しく説明を

していただければなと思います。よろしくお願いします。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） お答えさせていただきます。

まず、１点目の資料等がたりなくてというご質問でございます。確かに関係法令とか

改正点とか、言われるまでもなく、本来お示ししなければならなかったことだと言われ
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て気がつきました。本来、もっと最初から用意しておかなければならなかったのですけ

れども、その辺、配慮が足りなかったことについておわび申し上げます。

それから、なぜ今、必要なのかということに関してですけれども、最初に内容説明で

も申し上げましたけれども、北海道が昨年４月に条例を制定しております。北海道の条

例だけでは町民すべて網羅することが不可能となってございます。それで、これをすべ

て完璧なものにするためには、町もこのような条例を制定しなければ、暴力団に対して

の排除ができない、こういう状況にもなっております。そういうこともありまして、こ

のたび上程をさせていただいたということでございます。

それと、関係機関ですけれども、関係機関として考えておりますのは、国や他の市町

村、道も含めますけれども、地域住民ですとか、職域による暴力団排除活動を行う団体

としておりまして、この団体ですけれども、具体的に申しますと、厚岸町の場合ですと、

厚岸地区暴力追放運動推進協議会、事務局が商工会でございますけれども、こちらのほ

うが関係機関として、私どものほうで考えているところでございます。

●委員長（谷口委員） 南谷委員。

●南谷委員 おおむねわかりました。少なくても、先ほど冒頭、課長の提案説明あったん

ですけれども、これらの要約したぐらいの文面はつけて渡してほしいんですよね、本当

のところ。そうすると、わからない部分は聞きに行けるんですけども、この文面見てい

るだけでは、私の頭ではなかなか理解できないんですよ。

それで、最後にもう１点だけちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、配

付がされました。施行規則３条で別に定めるとなっています。そして、今回上程されて

いる、こっちのほうの条例の制定についても、法第30条の、これは56号の排除条例の制

定についてで、これに基づいて、条例施行規則(案)というのがあるのか、どっちなのか

な。

さらには、３条の、こっちにある、別に定めるということは、これ以外のものがまだ

あるということなんでしょうか、この辺も僕ちょっと理解できないんですよ。お宅らは

プロですから、この辺きちっと時系列で整理しているんですけども、この辺の、夕べも

ちょっと確認してたんですけれども、これがあって、この辺の関係についてもう少し整

理して説明していただきたいなと思います。

●委員長（谷口委員） 休憩します。

午後１時52分休憩

午後１時53分再開

●委員長（谷口委員） 再開いたします。

南谷委員、いいですか。(「はい」の声あり）

それでは、12番、室﨑委員。
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●室﨑委員 目的のところで、この文面の中からちょっとお聞きしますが、暴追法という

のか暴排法というのか、略して、暴力団の排除に関する何とかかんとかの法律。暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律ですね。これに基づいてこの条例ができてい

るということが書かれています。

そうすると、法律では十分でないところを補うという形で、この条例をつくるという

ふうに理解すればよろしいんですか。さっき、道条例がどうのこうのと言っていたけれ

ども、道条例もさることながら、法律があるので、その点、確認しておきます。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） お答えいたします。

暴対法の中、略して暴対法なんですけども、暴対法の中では、道を初め、町村が暴力

団を排除するということまではうたっておりません。それで、その部分について、町条

例の中でうたわせていただいているということでございます。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 法律の第32条、そこで、国及び地方公共団体は、暴力排除活動の促進を図る

ため、情報の提供、助言・指導その他必要な措置を講ずるものとする。２項で、国及び

地方公共団体は、事業者が安心して暴力排除活動の実施に取り組むことができるよう、

その安全の確保に配慮しなければならないと、地方公共団体の責務をうたっています。

私が聞いているのは、その責務を実現するために条例が必要だから、今回このように

したんですかって聞いているわけです、結局のところは。それでいいんですか。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） おっしゃるとおりでございます。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。他に、１条、ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） 進めてまいります。

第２条、定義。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで、定義規定が入っています。定義規定の１号、２号、暴力団と暴力団

員は、法の２条の第２号と２条の６号で定義がありますので、それに乗っかるというこ

とですから、それがどうなのかこうなのかというのは条例の問題ではないと。
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それで、３号なんです。暴力団関係事業者とあります。それで、特に、今回この条例

でも定義をきちんと決めていくというのは、単に、条文上長くなるのを短くして載せる

というようなものではなくて、この条例は、ここで定義に当たるとされた人ですね、要

するに団体でも個人でもいいんですが、要するに認定を受けた人は不利益になるんです

よね。いわゆる権力の行使があって、不利益を生ずる住民がいると。いわゆる不利益条

項というものですよね、この条例は。

したがって、恣意的な解釈は許されないんですよね。担当者がかわるごとに、ここに

書いているような暴力団関係事業者になったり、ならなかったりということは許されな

いわけです。ですから、厳密な定義というものが必要だということを前提にしてお聞き

いたします。

ここで、暴力団関係事業者というのは、この法律には出てきません。したがいまして、

この条例がつくる概念であります。

そうしますと、ここで、暴力団員が実質的に経営を支配する事業者となっています。

それから、その次の文章では、暴力団員と密接な関係を有する事業者と、このようにな

っています。どちらも、いわゆる規範的な記述なんですよね。そのこと自体から、具体

的に、これがそれに当たるということは自動的には出てきません。必ず解釈が必要です。

まず、この点についてご説明をいただきたい。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） お答えさせていただきます。

第２条の第３号の関係でございますけれども、これの補足としまして、参考資料とし

て提出させていただいております、暴力団排除の推進に関する条例施行規則、こちらの

中で、このものについては、定義を、補足説明というわけではありませんが、説明させ

いただいております。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 今、参考資料でこの中身を言っているのだという答弁が出ましたので、いわ

ば、２条の問題として、参考資料に触れてよろしゅうございますか。それをしないと議

論できないもんですから、よろしくお願いします。

それでは、お聞きしますが、この参考資料として、いわば、第２条の３号の解釈を規

則でもってきちんとするんだということでつくられたと思う規則についてお聞きします

が、これはもちろん３号の話として聞いているんですけどね。

そこの第２条で、実質的に経営を支配する事業者とはというのが第２条の１項に書か

れています。途中飛ばして言いますと、実質的に経営を支配する事業者とは、実質的に

関与している事業者を言うと、こういうことになるんですよ。これでわかりますか。実

質的に経営を支配する事業者とは、実質的に関与している事業者を言うというんですよ。

答えになっていないでしょう。実質的とは何かということが何も書かれていない。実質

的に関与している。言葉を置きかえただけじゃないですか。それが何を意味するのかと
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いうのがわからないものを規定しておいて、おまえは、例えば室﨑はマルＢ事業者であ

るというふうにいきなり言われても、この条例から予測できないんですよ。予測できる

ように客観的な説明をお願いいたします。

●委員長（谷口委員） 休憩します。

午後２時02分休憩

午後２時08分再開

●委員長（谷口委員） 再開いたします。

町民課長。

●町民課長（板屋課長） 大変貴重な時間を使わせてしまいまして申しわけございません。

後段の、実質的に関与している事業者というものの考えですけれども、暴力団の親族

などが代表取締役を務めている、実質的に当該暴力団員が、その運営を支配している事

業者のことを考えております。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 代表取締役になっている場合なんですね。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） お答えいたします。

代表取締役に限らず、役員、従業員すべてを含むものとします。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 役員、従業員すべてを含むということになりましたら、今言ったような最初

の答弁なんか成り立たないじゃないですか。最初は、代表取締役と言ったんですよ。代

表取締役と従業員の端までが全部一緒だと言うんだったら、全く違うでしょう。実質的

に関与しているってどういうことですか。全然今のでは指標にならないことを挙げて言

っているんじゃないですか。もう一度ちゃんと言ってください。

●委員長（谷口委員） 暫時休憩します。

午後２時10分休憩

午後２時12分再開
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●委員長（谷口委員） 再開します。

副町長。

●副町長（大沼副町長） 町民課長から答弁をさせていただいておりますが、この暴力団

関係事業者という言葉の定義を２条３号でうたわせていただいております。

その中身について、内容についてのお尋ねでありますが、これは、暴力団、それから、

暴力団員、これが経営に事実上参加している事業者、これはもちろんであります。それ

から、それを表に出さないで、暴力団員の親族等が代表取締役等を務めている場合があ

る。これも、その事業者については、実質的に支配しているというような事業者。それ

から、暴力団員であるということを知っていながら、その者を雇用したり、あるいは使

用しているという事業者、これらも含めて、ここで、第２条第３号で、暴力団関係事業

者という言葉で定義をさせていただいているという内容でございます。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 こういうのを排除したいんだ、意図はよくわかる。

ただ、不利益条項ですから、この後に出てきますが。そうすると、これを客観的にき

ちんと、だれが見てもわかるようにしておかないと。

例を挙げます。差しさわりがないように、私にしますけどね。私が何かの事業をやっ

ていて、ある日、役場と契約しようと思ったら、おまえは、いわゆるマルＢであるとい

うふうに認定されるかもしれないというのは非常に、実質的にとか密接な関係とか、そ

ういうような言葉でくくられていれば、何が入ってくるかは予測できないんです。調べ

てみたら、おまえの同級生に１人、あの組みのやつがいたというようなものが、これで

は解釈のしようによっては入ってくるんじゃないかというふうにもとれるんですよね。

まさかそんなことまでするとは思えないけど。それで、客観的ということを言っている。

そのときに、私が今言っているのは、暴力団関係者もなるべくそのような、この条例

に適用されないようにしなさいと言って、そちらを助長するために言っているんでは全

くないんですよ、誤解しないでくださいね。そういう本来排除すべきでない人が、たま

たまその中に入れられて、いわば、こういうときにそういう言葉はよくないけども、無

実の衣を着せられて、そして、こういう不利益条項の対象になってしまえば取り返しが

つかない。

したがって、これは税法なんかのときに、特にはっきりと問題になりますが、不利益

条項というものは、非常に厳密に規定されます。

そういうことがあるからでしょうか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律にはこういうものは出てこないですよ。密接な関係を有するとか、実質的な支配され

ているものとかというような言葉は使われないですね、法律では使われていませんよ。

それが条例に、そういうものが出てくるということは、私は問題があると思うんです。

今、規則を聞いていると、やっぱり実質的にとか、そういうことで言わざるを得ない。

例えば、形式的なもので、代表取締役がなっていますというと、本来排除したい人た
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ちは、非常にそういう点に関しては知恵にたけてますから、代表取締役にならないで、

いわゆる隠棲を敷くわけでしょ。今、副町長、陰で代表取締役になるって言ったけども、

代表取締役は、登記しなきゃ代表取締役じゃないですよね。だから、陰でということは

ないわけですよ。

そうすると、実質的にそういうものを動かしている。じゃ、その基準、何なのか。こ

れは実質的に動かしている人だし、実質的に動かしている人でないというようなことを

明記しないとわからないわけです。そのときの担当者によって、あるいは時の政策によ

って、ぐーっと幅広くしようとするというと、ぐーっと解釈できるようにしておいたほ

うが、実際に動かすほうはやりやすいです。でも、それをやったら、結局人権侵害の問

題が出てくるということがここにもあるわけですね、それで今聞いているんです。

今の問題のほかにもう一つ提起しておきます。

この第２条の２項のほうに行って、暴力団員と密接な関係というところも、条例の２

条の３号の中には二つあるんですね、実質的経営支配と密接な関係。この密接な関係だ

って、何だかよくわからない。その密接な関係についても定義規定を置いて、何とかこ

れを客観的にしようとしています。

第三者に危害を加える目的を持って暴力団員を利用する。不正な利益を図る目的を持

って暴力団員を利用する。これはある程度わかります。

ただ、適正な目的と不正な利益というのと、ここのところがこんなことで書かれると

いうと、またそこでもってちょっとわからなくなってきますね。

その中で、規則の２条の２号、資金を供給し、または便宜を供与するなどと書いてい

る。ほかの方法もあるんですね。これ、何を考えてこういうふうに書いたのか。

それから、直接的あるいは積極的にと書いている。直接、間接の違い、積極的、消極

的の違い。いやいや、おれは消極的だよと言ったら当たらないのか。

それで、次の３号はまだ抽象的な書き方なんです。暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係。これ、非難される関係じゃないんですね。非難されている関係でもないんです

ね。非難されるべき関係なんです。べきというのは、今、非難してなくても、一定の基

準に従えば、非難されるべきであると考えられるのが、非難されるべき関係ですね。現

に非難されていても、非難されるべきではないということになるというと問題ないわけ

ですね。

それから、４号では、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用。私、暴

力団員の正当な利用方法というのはちょっとわからないんですよね。これどういうこと

ですか。非常に何かもやっとさせることによって、そのときそのときにどうにでも使え

るように意図しているんじゃないかというふうに悪くとることもできるんです。こうい

う点、明確にしていかなきゃならないんですよ。そうでなければ、何回も同じことを言

うけども、不利益条項というのは、とんでもない人権侵害を起こす可能性がある。

町が、そういう意味でもって、こういう条文を使って不当なことを行ったということ

がもし万が一あったら、万か一でもあっちゃいけないですけど、訴訟を起こして損害賠

償請求すればいいじゃないかという議論は常にあります。でもそれは許されないんです

よ。

なぜなら、損害賠償請求、要するに不法行為の問題ですが、それは、一つの行為によ
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って、社会内に損じた損害をだれが背負うのかという話ですからね、原状回復は不可能

なんです。これが一番簡単にわかるのは、殺してしまったときですよね。どんなに損害

賠償して、お金積んでも殺された人は生き返らない。

そうすると、損害そのものが完全になかったことになるわけではないので、そういう

ものが起こらないようにしなきゃならない。特に、権力行使というような場面では、こ

れが非常に強く言われるわけです。今、憲法まで引っ張りだして言う気はありませんの

で、法理論の話はこれぐらいにしますけども、そういう意味で非常に問題があると思い

ますが、いかがでしょうか。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 条文化して条例を制定するわけですから、中身については、き

ちっと細かく説明できるようにしておきべきだという基本的な考え方は、そのように思

います。

しかし、この場合、暴力団の例えば関係事業者、実質的な支配ってどういうことを言

うのかということを定義するには大変難しい部分があろうかと思います。

といいますのは、ここにこういうふうに規定していて、さらには、２条の１号、２号

に該当する暴力団あるいは暴力団員というものにつきましても、実は、役場のほうでは

具体的な情報は持っていないわけであります。

この条例、ほかの、これ以降の条項に関係してくるわけでありますけれども、これを

運用していくためには、例えば町有施設の利用許可申請が上がってきた場合、あるいは

既にもう一部運用しておりますけれども、公営住宅に入居したいという申請があった場

合、あるいは今回この条例の、特に、道条例で補完されていない部分を補完したいとい

う考え方は、町民課長からも前段申し上げましたけれども、町の入札に参加したいとい

う業者、これらにかかわる、指名願いが上がっている業者に関する暴対法の関係は、我

々としては、実は、実はといいますか、情報は持っていない。

そうしたときに、そういう団体が、いわゆる暴力団あるいは暴力団員、それから、今

言いました暴力団関係事業者というものに該当するかどうかというのは、必要に応じて

警察等に照会をかけなければ把握することができないことになります。

そうしたときに、そういうふうな申請等が上がった場合、利用申請あるいは入居申請、

あるいは入札の指名願い等々が上がった場合に、そういう個別の作業をその時点その時

点でしていかなければならないというのが背景にありますし、そのように考えていると

いうことであります。

大変残念ながら実質的に、もっと用語の解釈を、あるいは基準を定めるというのは大

変難しいということをご理解をいただきたいと思いますが。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 自分たちで概念をつくれないものを、条例として制定しなければならないと

いうことは大変危険だと思うんです。何によって動かされるのかということになるわけ
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です。

それで、じゃ、暴力団関係事業者という非常に難しい概念をあえてここでこしらえな

ければ、実効性がないのかということなんです。私はその必要ないと思う。法律にだっ

てそんなものないんですよ。暴力団員もしくは暴力団が含まれている事業者は、その暴

力団を排除するという意味で、適切な措置をとるという規定もあるんですよね。そうす

れば、厚岸町があえて火中のクリを拾う必要もなくなると思いますよ。

その点にもう少し精査をしてほしかったなということなんですけどね。いかがでしょ

うか。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 確かに今、上程をさせていただいております条例の２条、１号、

２号、これだけで規定することは可能だろうというふうに思いますが、先ほどちょっと

言葉が適切でなかったかもしれませんけれども、あらゆる手段を講じて、こういう団体

ですとか、こういう方々は、自分たちの存在を表に出さずに、そういう自分たちの利益

になるような事務事業に関与しているという例は相当たくさんあるというふうに理解を

しておりまして、それらも含めて、この条例の中で規制すべきであるというふうに考え

て上程をさせていただいております。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 意図はわかる。私も意図に関しては全く、だから目的のところでもって、お

かしいんでないかなということは全く言う気もないし、そう思っていない。

問題は、今、何回も同じことを言うけども、暴力団会計事業者だと思って排除したん

だけども、よく調べたらそうは言えなかったというようなことが簡単に起こり得るよう

なことが予測される規定はおやめになったほうがよろしい。

それはなぜかといったら、不利益条項には、その条項を見て、もちろん立法者はもち

ろんのこと、厚岸の条例ですから厚岸の町民ですよね、見たときに、そこからぱっと、

あっ、こういう人のことを言うんだということが一義的にわからなければうまくないん

ですよね。

だから、いろんなことをやりますよ、例示をしたり、どうしてもそういうことが一義

的に定義できない場合には、例示によって、これに類するものなんてという仕方でやら

ざるを得ないこともありますよね。そういうところが、これではちょっと徹底していな

んじゃないかというふうに思うんです。

これでわかりますか、今言ったように、社会的に非難させるべき関係、あるいは実質

的に関与している事業者であるとか、そういう非常に規範的な用語を並べて、それによ

って具体的に一つの事案を見たときに、これは実質的であるというようなことがわかり

ますか、私は無理だと。

そうすると、今度逆に、何かでこういうものをやったときに、相手方がそこをついて

くるんです、逆に。それは、いわゆる善良な市民は泣き寝入りです、大抵。むしろこっ
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ちが徹底してやらなきゃならないと思っているような人たちのほうが理論的にも、それ

から資金的にも、いろいろな意味で能力があるんですよね。そういう人たちが、そうい

うところには、また、専門の法律的技術を持った人もいますから、ついてくるというこ

とがあるので、そこまでやっぱり考えていかなきゃならないと、そういう意味なんです。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） お答えをさせていただきたいと思いますが、そこで、やはり実

際の運用に当たっては、我々はそういう情報を持ち合わせていないがために、これは、

警察との連携、これが重大なことであるというふうに認識をしております。その情報を

与える側の警察、これもそれなりの情報、あるいは確信、あるいはそれまでの活動の状

況ですとかというものをきちっと把握した上で、例えば大沼という組織はこの事業者に、

該当しますよと、相手はという情報が我々に寄せられるものだと。我々がそれを頼るし

かすべがないというふうに考えておりまして、それは警察機関と情報の交換、その真偽

内容、これらを適切にとらまえて運用をしていかなければ、とんでもない不利益等を生

じさせるということになりますので、そういうことがないように運用をしていきたいと、

そのように考えております。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 今の話をもうちょっと端的に言えば、だれが暴力団関係事業者になるか、だ

れが、いわゆる入札だ、あるいは町とのいろいろな契約の相手方、町営住宅の話から始

まって、物品のやりとりから始まって、いろいろあると思う。そういうところは、みん

な警察からもらった情報と、警察の判断によって厚岸町がそれに従ってやりますという

ふうに聞こえるんです。警察が黒だと言えば黒、白だと言えば白。

それで、その結果が、厚岸町が不法行為であるというようになったときに、厚岸町は、

警察からもらった情報と、警察の言う判断を信じてやったまでのことです。責任は警察

にありますと言って免れることできますか。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） そこで、そういう警察の情報の関係を担保するといいますか、

警察の責任、町にそういう情報を与える警察の責任といいますか、そういうことは、警

察とのやりとりの中で、例えば合意を交わして、そういう情報に関する責任というもの

は、その情報を与えた警察、そういう権利の排除をされた側から町が不服の申し立て等

を受けた場合、あるいはそういうような事案があった場合には、その情報を与えた警察

署、これがその正当性を立証するというようなことなど、必要な協力を行っていただく

というような内容の合意書といいますか、協議書といいますか、そういうことで対応を

していきたいと、そのように考えております。
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●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 それは町と警察の申し合わせですよね。今、私、聞いているのはそうじゃな

い。第三者から厚岸町が訴えられた場合、そういうことが弁明としてできないでしょ。

それは警察へ行ってください。厚岸町なんか警察が言った情報でもってやったんですと

いうことは許されないですよね。でないのかなと思うんです。

今、不服申し立てと言ったけども、その話は後にして。一番極端な場合の裁判です。

行為者は厚岸町。そういうことをやったときに、厚岸町は、警察情報でやったから過失

がないんだと言って通るのかと。

警察とどんな申し合わせしてもいいですよ。それは厚岸町と警察の話で、第三者はそ

こに入っているわけじゃないんです。いかがですか。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） おっしゃるとおりだと思います。ここに今、私が申し上げたの

は、そういう情報をきちっとした立証をするための協力をする、我々にしてもらうんだ

と、警察がですね。もちろんそういう訴えを受ける当事者というのは町がなるわけです

から、町はそういう協力を得て、そういう弁明をさせてもらうということになろうかと

思います。そういう場合は、そういう事案が発生した場合。そういうことで考えており

ます。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 構造が少しわかってきました。

それでは、条例の中にはっきりと、警察で、これは当たると、こういうふうに該当す

るというものを明記した申入書をもらって動くぐらいなことを書いておき必要あるんじ

ゃないですか。厚岸町は判断しないんでもの、今の話聞いていたら。どこまでも警察判

断で動くというんだったら、そのとおり明記すべきです。これだったら、今、この後言

おうと思っていたんですけどね、誰がどんな手続によって判断するのかというもの、こ

こに書かれていないんです。ちょっと答弁が入ったんで、先走りして申しわけありませ

ん。

それで、そのことを含めていかないと、相手方の、これは、最初、私、冤罪のような

話ばっかりしてますけども、実際には、暴力団という人たちにだって基本的人権あるわ

けです。それを、こいつは暴力団だから何やってもいいんだ、そういうことにはならな

い。担保しなければ。そういう意味でも、適正手続情報というのが、この後、私言いま

すけれども、そういう問題も出てくる。その前に概念をはっきりさせようということで

言っていた。

そうしたら、町では概念をはっきりさせることを含めて、誰がこれに当たるかという

ことの判断は実際上はできないんだと。それだけの調査能力もないし、また、町がそう

いうものの調査に入るというと、これ権限も非常に問題になってくると思う。できない



- 17 -

んだというんであるならば、警察から、こういう人がこうですよという申し入れをいた

だいて、それによって町がこの処分をするというような構造にすべきではないのか、明

記するということですね、そういうことが必要だろうと思うんですが、それはできない

んですか。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） それは、この条例の中で明記はしておりません。おりませんが、

指名競争入札の指名の手続に関する規定、これで、必要に応じて警察に照会をかけて、

警察から回答をいただくと。その中に、これに類する団体あるいは個人、これがある場

合は、その指名から除外するという規定になっておりまして、今、室﨑委員がおっしゃ

るような具体的な、もうちょっと具体的な概念といいますか、そこまでには至っていな

いというのが事実でございます。

●委員長（谷口委員） 12番。

●室﨑委員 今、入札規定の話が出てきたんですけどね、そういうものが規則、規定でも

って実際上の運用だけで行われているということが許されるかどうかということも、や

っぱり検討する必要があると思いますよ。だって、入札から排除されちゃうわけですか

らね。条例は公示されますけれども、規定、訓令、これは公示されないわけでしょう、

基本的にね。そういう中で行われているということになるというと、これも問題だと思

いますよね。そのあたりを整理して、今回きちんとなさったらどうですか。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 時間を費やして申しわけありません。

先ほども答弁をさせていただいたとおりでありまして、条例、規則、要綱、訓令、こ

れらに関して、町民に対して規則性があるのは規則まで、条例、それから規則。それは、

条例は、議会の議決を経て公布手続をとっています。規則は、町長の権限に属すること

を決定し、それも公布するという格好をとらせていただいておりますので、町民に対す

る規則性は認められているということでありますが、前段、先ほど私が答弁させていた

だいた厚岸町指名競争入札参加指名基準、これは条例でも規則でもなくて、町長が、そ

の事務手続に関する手法なり規則を町職員に対して、こういうふうに取り扱うんだよ、

作業するんだよということを示しているものであります。

この中では、厚岸警察署長から町長に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業

者、またはこれに準ずるものとして、公共工事などから排除要請がある、こういうよう

な場合には、請負業者として不適格であるというふうに判断させていただいて、指名の

業者等から除外をするという内規を定めております。

これは、言われますとおり、規則性がどこまであるのかというのは、これは内部の手

続の問題でありますから、こういうふうになっていますが。そうすると、それの根拠に
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なりますのは、今回上程をさせていただいた条例、これに、それらに類するものについ

ては、暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者というものもひっくるめて、そういう対応

をさせていただくという考え方で整理をさせていただいているところでありますので、

ご理解をいただければなと思いますが。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 それ、施行方法が逆でしょう。だってね、今までそうやってやってきたんで

しょ、この条例がある前。そういう警察から、これはうまくないと。なんか専門の人た

ちはマルＢという言葉を使うそうですね。これマルＢだよというふうに言われたときは

排除しようということが今までずっとやられてきているわけですね。そうすると、この

条例があってもなくても現実には何も変わらないんだというところがあるんだと思う。

それが、条例をつくるにしては随分と、答弁のほうを聞いていると、安易だなと。こ

のあたりはまだまだ突っ込まれるんではないかということで、十分に準備運動してから

出てきているのかなと思ったら、そうでもなかったというのは、今までやっていたこと

と同じだからという頭がどっかにあったのかなと今思いました。

それで、私があえて言うのは、現実に、そのように警察からの指摘を受ける、あるい

は警察に判断をお願いする。そういう手続を持って行っているんであれば、そういうこ

とがやはり条例なり、最低限規則にそういうことを入れておくべきでないか、明記すべ

きでないかというふうに思うんですよ。そういう上位規定に、不利益を課せられる条項

ですから、そういうものを入れておくということが、やはりこういう条例や規則、厚岸

町の立法ですね、それの透明性を図るという意味で非常に大事でないかというふうに思

うんですけどもね、いかがでしょうか。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） そういう他の例との整合性も勘案して、今回上程させていただ

いている第７条、ちょっと移ってしまいますが、逐条でやっているのに移ってしまいま

すが、お許しをいただいて。この７条に、町の契約事務における措置ということをうた

わせていただいているということでございます。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 まだまだ、逐条ですので、前に進まなくなってしまうから、一旦、これは私

ここでもってやめます。決してこの問題、納得したわけじゃないので、ほかの角度から

聞くために、２条についてはこのぐらいでやめます。

●委員長（谷口委員） 他に２条ございませんか。

（な し）
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●委員長（谷口委員） それでは、進めてまいります。

第３条、基本理念。ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） 第４条、町の責務。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここは町の義務を書いているんですね。それで、暴力団の排除に関する施策

を実施するというんですが、現在どんな施策を考えていますか。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） お答えさせていただきます。

町の行う施策ですけれども、第４条で、町の責務としておりまして、第７条にある町

の契約事務における措置から第11条の青少年に対する支援、これらが町の行う措置とし

て考えております。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると、二重に規定したということですね。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） 申しわけございません。お答えいたします。

先ほど７条以下と言いましたけれども、実際に、具体的に申し上げますと、町の行う

施策としまして、町の契約事務、公の施設の管理及び利用からの暴力団の排除、暴力団

の排除のための広報、啓発活動、町民及び事業者が暴力団排除に積極的に役割を果たす

ことができるよう情報の提供その他必要な支援を行う。このようなことが町の行う施策

として考えられております。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 今考えられるのは、そういうわけで、後のほうの条文に全部載せたと。だけ

れども、それ以上にまた出てくるかもしれないから、総論的な条文も記載しておいたと

いうふうに理解すればいいんでしょう。自分で聞いて自分で答えるのも変な話だけれど

もそういうことですね。はい、わかりました。

●委員長（谷口委員） 第４条、他にございませんか。
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（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、第５条、町民及び事業者等の役割。ございませんか。

●委員長（谷口委員） 第６条、職員等への不当な要求に対する措置。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 この暴対法ですか、それの第９条なんですが、ここに、暴力的要求行為の禁

止といって、幾つ書いてあるのかな。20号まであるんですね。その中にまた、イ、ロ、

ハと入っていますから、30くらいあるんじゃないのかな。具体的にいろいろ書いてある

んです。先ほど私、目的のところでお聞きしたんですが、この条例は、法でいわば網の

目のかかりきれないところを補う形で、この条例を作っているというふうにお聞きしま

したので、法がわざわざ規定しているものを、また、ここでもっては考えていないと思

うんですよね。それで、ここで、職員が暴力団による不当な要求があった場合、適切な

処置をとると。指定管理者同様というふうに書いてある。これは、この法の第９条に書

かれている以外のことを考えていると思うんですけれども。そこでいう不当な要求、こ

れは法以外のところでどういうものがあるんでしょうか。

●委員長（谷口委員） 暫時休憩します。

午後２時58分休憩

午後３時40分再開

●委員長（谷口委員） 再開いたします。

引き続き審査を続けてまいります。

それじゃ、答弁お願いいたします。

町民課長。

●町民課長（板屋課長） それでは、質問にお答えさせていただきます。

本条例の第６条と、暴対法の９条の関係ですけれども、第６条におきまして、これは、

町の行う事務事業に対しまして、職員に暴力団による不当な要求行為があった場合に、

組織的に適切に取り組みを行うことを規定しているものでございまして、暴対法第９条

の行為を町職員が受けたときに、町のほうには厚岸町不当要求行為等の防止に関する要

綱がございまして、これに基づきまして、組織的に取り組みを行うことによりまして、

町の事務執行に適切に対処しまして、職員の安全と事務事業の適正な執行を確保するも

の、このようになっております。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。
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●室﨑委員 先ほど南谷委員からもあったんですが、そういうものがあるんであるならば、

やはり資料として示してもらいたいわけですよね。そうすると、今まで要綱か、要綱と

いうのは訓令か、あるいは規則か何か、とにかくそういうものでもって、不当要求に対

応する、いわゆるマニュアルがあったんでしょう。今のお話しだと、答弁だと。それを

今回この条例の中に盛り込む形で整備したというんであるならば、やっぱりそういう話

も聞かせてもらわなきゃならないですよね。

●委員長（谷口委員） 暫時休憩します。

午後３時42分休憩

午後３時43分再開

●委員長（谷口委員） 再開いたします。

12番。

●室﨑委員 ちょっと、ここの基礎になっているような訓令があるんだという話でしたの

で、その内容、簡単でいいですから教えてください。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） お答えさせていただきます。

厚岸町不当要求行為等の防止に関する要綱の内容ですけれども、本町の事務事業に対

するあらゆる不当要求行為及び暴力的不当要求行為に対し、組織的に取り組みを行うこ

とにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑、適正な執行

を確保することを目的とするものとしておりまして、職員が不当要求行為を受けた場合

に、不当要求行為の防止に関する基本となるべき対策事項を協議・検討するために、不

当要求行為等防止対策委員会を設置することになっております。

この中で、委員会は、不当要求行為の対策事項の協議を検討、関係機関との連絡・調

整、不当要求行為等の未然防止及び啓発事業が委員会の行う活動となっております。

それで、不当要求行為が発生したときですけれども、まず、職員は、不当要求行為を

受けたときは直ちに所属長に報告するとなっております。所属長は、所管する業務に関

して不当行為が発生し、そのおそれがあると認めたときには、直ちに警告、退去命令、

排除等必要な措置を講じまして、不当要求発生報告書という様式がございます。これに

よりまして、会長に報告しなければならないとなっております。

この場合において、所属長は、事態が切迫していると認めるときには、直ちに警察等、

関係機関に通報するという内容でございます。大まかには、このような内容となってご

ざいます。
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●委員長（谷口委員） よろしいですか。他にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、進めてまいります。

第７条、町の契約事務における措置。

12番。

●室崎委員 全体で言ってもいいし、ここで結局、不利益処分がはっきり書いていますか

ら、ここでお聞きしますが、まず、前提として、こういう問題に行政手続法は適用にな

りませんよね。

●委員長（谷口委員） 暫時休憩します。

午後３時47分休憩

午後３時54分再開

●委員長（谷口委員） 再開いたします。

副町長。

●副町長（大沼副町長） たびたび大変時間をとり申しわけございません。

行政手続法の３条３項では、この条の１項、２項に定めるもののほか、地方公共団体

の機関がする処分等については、この法律の２章から６章までの規定というものは適用

しないというふうに行政手続法ではうたわれております。それを受けて厚岸町では、平

成８年に、行政手続条例というものを、条例を制定させていただいております。

ここで、基本的には、この行政手続条例は行政手続法の趣旨にのっとってという前段

をつけ加えながら、適用除外、それから不利益処分等に関する手続、これらを定めさせ

ていただいているということでございます。

●委員長（谷口委員） 室崎委員。

●室崎委員 そうですよね。行政手続法の46条で除外をした３条３項のことももちろん入

ってなんですが、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透

明性の向上を図るため必要な措置を講ずるべきであるということが書いていますよね。

それに従って、厚岸町行政手続条例というのに規定される。

そうしますと、今ここで、入札にあなたは参加できませんよ。何となれば、マルＢ事

業団だからというようなことになった場合に、この行政手続条例が働くんですね、どう

いうふうになるんですか。
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●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 行政手続条例では、厚岸町が行う行政処分、さまざまあります。

許可、許認可等々が、そういう処分に当たりますけれども、その処分をするに当たって

の基本的な考え方、処分基準、それから処分をするまでの標準処理期間を事案ごとにき

ちっと定めておきなさい。

例えばどういう例があるかといいますと、かつての機関委任事務、今は法定受託事務

というふうになっていますが、例えば総務課の窓口では、臨時運行許可というものを法

定受託事務で受けております。これの審査基準、これをきちっと定めておきなさい。そ

れから、標準処理期間というものをきちっと備え置きなさいというふうな規定をこの条

例で定めてあって、それらに関する不利益処分に関しての理由を求められた場合に、ど

ういう理由でこういう処分をしたのかということをきちっと相手方に提示しなさいとい

うようなこと、それから、それら一連にかかわる流れについて、この条例では規定をさ

せていただいているということでございます。

●委員長（谷口委員） 室崎委員。

●室崎委員 具体的に、例えば私が入札の札を入れようとしたときに拒否された。あんた

だめですよというのがまさに行政処分ですよね。そういう場合には、具体的にどのよう

な形になるのかということです。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 行政手続条例の14条では、行政庁、この場合、町になりますが、

不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、当該不利益処分の理由を示さなけれ

ばならないという規定になっております。

この暴排条例に関して、どういうことが理由になるかというと、その団体等が、ある

いはそういう組織なりが、暴力団あるいは暴力団に名をかりた団体と認められるような

場合ということが付されるということになると思います。

●委員長（谷口委員） 室崎委員。

●室崎委員 行政手続法、条例も同じなんですが、これができて完全に明文化されたわけ

ですよ。これは、今まではそれぞれの事案に応じてという形で、体系的になっていなか

ったんですけども、学説は、憲法の31条、13条あたりを根拠にして言ってきていて、そ

れを判例が、一つ一つの事案で、これでは違憲でないとか、これでは違憲だとかという

形で認めていって、平成４年の成田何とか事件というのがあって、そこでもって原則論

というのかな、理論的なことも判例が触れるようになったというような話はあります。

どういうことかというと、不利益処分を行ったときには、たしか最高裁の言い方は、

告知弁解防御の機会をと、こういうことですね。それで、今、講学上は、告知聴聞の機
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会をというふうに言われていまして、憲法の31条は、刑罰に関してこれが書かれている

んですけども、これは刑事事件だけではなくて、行政的なものも全部入るんだというの

が大方の見方で、憲法の何条を根拠にするかというあたりでは、いろんな説がどうも入

り乱れているようですが、この平成４年の最高裁判決、そして平成５年の行政手続法を

もって立法的解決が行われたというふうに、原則が明記されたというふうに言われてい

まして、当然行政手続条例もそれに倣って各自治体がつくってきたというのが流れだと

思います。法律的な面倒くさい問題は今ちょっとこっちへ置いて。ですから、この場合

の不利益処分に関しても、告知聴聞というのがきちんと行われなきゃならないわけです

よね。

それで、今、副町長おっしゃったように、不利益処分に対して理由を示して、あなた

はできないですよと。何となれば、かくかくしかじかだ。これは告知というものですね。

それに対して、相手方のいわゆる弁解防御、その機会も保障されなければならないわけ

ですよね。それもこの行政手続条例の中できちんと決まっているんだと思うんですが、

いかがですか。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） そのとおりでございます。

行政処分をするに当たって、どういう基準なのかということをきちっと組織内で定め

ておきなさい。それから、処理する時間も、どのくらいかかるのかというのをきちっと

定めておきなさい。その行政手続法の背景にあるものは、今、室﨑委員のほうからおっ

しゃっていただきましたけれども。

こういう事案もありました。薬事薬価法の適用を受けるために申請書を上げたと、業

者さんが。それが山積みになっていて、担当者の山積みになっていて、いつ処理される

か、いつ決定されるかわからないというような事案があって、それをきちっと透明性を

確保するために、そういう法律が整備されて、地方自治体は、地方自治体にかかわる行

政処分の手続を明記しておきなさいと。

今、ご質問の趣旨でありますけれども、聴聞の通知ですとか、代理人の考え方ですと

かというものは、この条例の中に規定をしているということでございます。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室崎委員 委員長、前のところの山積みと一体化してくるんですけれども、よろしいで

すか。ここで、手続的保護という点で、前の問題を抜きにすると話ができなくなってし

まうので、ちょっとその点をお許しいただきたい。前の論点を中心に議論するわけでは

ありませんから。

それで、結局ここで相手方に、判例の言い方をすると、弁解防御の機会、これ非常に

わかりやすいんですよね。アメリカのデュー・プロセス規定を直訳したほうは、聴聞と

いう形になっているものだから、ちょっとそこのところの内容がわかりづらいんですけ

ども、そのためには、何を根拠にして、どういうふうに判断したかという経過がきちっ
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と相手に教えられなければ、相手方としては反論のしようがないわけですよ。そうする

と、単なる聴聞が、問いただしに終わってしまうわけですね。

それで、ここはどこまでも、厚岸町側では、あんたがこういうことやっているからこ

れに当たるんだというふうに判断しましたとはっきり言うと、相手方は、そんなことや

ってませんよということが言えるわけです。そこのところが、警察に聞いてみたら、あ

んたがブラックリストに載っているそうだから、そのブラックリストだって本人見れな

いわけですよね。あるいは、我々もよくわからんけど、警察のほうでは、あんたはこう

いうから、だからこの処分にしましたでは、相手方は反論のしようないんです。これが、

行政運営における公正の確保と透明性の向上という、素通しになってなきゃだめですよ。

ブラックボックスではだめですよっていうことをわざわざ法律に明記していることなん

ですよ。それが手続的正義というものなんですね。

それを、行政手続法は、一番最初に素案ができてから、物すごい時間がかかったらし

いんですけども、それがどうしてそうなったかは知りませんが、平成５年になってやっ

とでき上がったというふうに聞いています。

そうすると、その精神を十分に酌み取って、きちんとした行政手続条例をつくってい

る我が町厚岸町としては、やはりその趣旨がこの問題でもきちんと生きるようしなけれ

ば、仏作って何とやらということになってしまうと思うんです。

そうすると、告知聴聞の手続に関しては、まさに行政手続条例があるんですけども、

その中身に関してはやっぱりこっちの条例なんですよ。

それで、先ほども言うように、判断をした過程、それがやはり透明性を持ってなけれ

ばならないと。そうでなければ、こちらのほうで、告知聴聞が幾ら担保されていますと

言っても、それは単なる形式論にすぎなくなってしまうということだと思うんです。

そうすると、そこで考えられるのは、ちょっと質問の域を超えて提言みたいになって

申しわけないんですが、まず、あなたは、２条の言うところの暴力団関係事業者ですよ

と判断したのは、この人たちによって、こういう手続をもって判断しました。その中に、

もちろん警察の資料というものが入って、その判断を十分参照してやっていいんですよ、

そんなことは当然だと思う、それはね。だって、そうでなきゃできないですよ、こんな

ことは。

だけども、それは、相手方が、そういうときに、いやいや、私そんなもんじゃありま

せんよということを反論したいときに、できるだけの具体性と、何というのかな、透明

性というのかな、それがなければ、要するに不利益処分を受けた人の人権をきちんと担

保していますと言えなくなってしまう。そこが問題だと思う。それが結局、私が２条で

しつこくしつこく言っていた内容なんです。その点で、どのようにお考えですか。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 前段でもご答弁をさせていただきましたけれども、これらに関

する情報というのは、厚岸町としては実際としては持っていないと。持っていないがた

めに、警察等の関係機関に照会をかけて、その上で判断材料としなければならないとい

うふうに考えておりまして、それの情報提供に当たられる警察のほうには、その我々に
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与えた情報に関して、きちっと立証できるように協力をしてほしいという、町と警察と

の間で取り決めをきちっとさせていただいて、その上で、その処分に当たっては具体的

に、その申請のあった方もしくは団体等が、暴力団あるいは暴力団員、あるいは暴力団

関係事業者というふうに認められるという理由を付して、行政処分に当たっていきたい

と。

不利益処分にかかわる弁明の機会の付与ですとか、聴聞の機会を与えるですとかとい

うことに関しては、行政手続条例に従った形で運用されていくと､そのように考えており

ます。

●委員長（谷口委員） 室崎委員。

●室崎委員 副町長としての意図はよくわかります。ただ、制度的担保ないんですよ、今

の話。だって、そうでしょう。特別にこれを審査する委員会があるわけでもないし、そ

れから、その情報源である警察からどういうものが具体的に来て、どうなったかという

のも、今の話では、きちんと記録がとられて、そして、そういう場では公開されるとい

う担保もないんです。ただ、警察のほうには、何か問題があったときに厚岸町が火の粉

をかぶるようなことのないような、きちんとしたものをよこしてちょうだいね、はい、

わかりましたということでありますよね。

これ、相手方の立場に立って考えますと、そういう記録というか、足跡がきちんと残

っていて、それが提示されるというようなことがなければ、制度的な担保ではないんで

すよ。

だから、副町長が健在なうちは、そのようにきちんとされるかもしれないけど、担当

者がかわった途端にやり方変わってしまうかもしれない。なぜなら条例に書いていない。

そこを言っているんです。

だから、やはりそういうことが、こういうふうに行われるんだと。そしてその先は、

行政手続条例ですよというようなものが、条例の条文にないとしたら、最低限、委任さ

れた規則の中で、そういうことがきちんと書かれていかないと、やはりうまくないんじ

ゃないかというのが、私はそのように考えるんですが、その点いかがでしょうか。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 大変ありがたいご提言をいただきまして。今、提示をさせてい

ただいている施行規則、これはまだ、検討の余地が十分にあるということは今、改めて

気づかせていただきましたし、それから、情報の提供元である警察とのやりとり、簡単

に、こういう業者が今来ているんだけども、どうだというような、後の形で消えてしま

うようなやりとりでは、後々の対応に支障が出ることが予想されますので、その辺は、

規則もしくは相手方との、相手方というのは、警察との合意書の中できちっと明文化す

る形で対応してまいりたいと、そのように考えておりますので、ご理解いただきたいと

思います。
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●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 あえて申し上げますけどね、今、私、規則と言ったんで、それにぽんと乗ら

れたような感じがするんだが、その中の主要なものは条例に載ってこなきゃやっぱりだ

めですよ。だって、議会でこの後どんな規則つくるかということについては手が出ない

んだもの、だから今、規則案まで出してきた。

それから、相手方との合意書というのは、何遍も言うけども、第三者には関係のない

ことです。相手方って、ごめんなさい、警察との合意書、それはそれできちんとやって

いただきたいんですよ、もちろん。

それから、もっと言うと、一大プライバシー侵害のおそれのある情報ですよね、警察

情報ですからね。そうすると、それができる、できないというのは、まさにそれを必要

とする公共の利益、それとの利益考量ですよ。

そうすると、やっぱりそれなりの、まず、町側から照会するとなれば、それなりの疑

義があるから照会しなきゃだめですよね。こいつちょっと来たとき生意気な顔してたか

ら照会してやれ、そんなもんではないですよね。もちろんそんなことでもって厚岸町の

担当者がやるわけないのは百も承知で言っているんですよ。

そうすると、やっぱりこういう場合に、こういう疑義があるから照会したと。あるい

は警察のほうからは恐らく、先ほどちょっと見せていただいたんですけども、いろんな

事業所に、こんな大きな紙で「暴力団を排除してください」というようなポスターが、

ポスターと言っていいのかな、字で書いたものですが、そういうものも警察はずっとあ

ちこちに張ってもらっている。そこまでやっています、もう既にね、何年も前からなん

です。

ですから、警察のほうでも当然町とのいろいろな協議の中で、これは気をつけなさい

よというような情報はいろんな形で入ってくると思うんですよ。完全な明確な名指しで

あるかないかは別にして。ですから、いろんな形でもって厚岸町も情報を得ていると思

うんです。何にもわかりませんということはあり得ない思います。

ですから、そういう意味で、誰が疑いを持って調査をしたのかというところから始ま

るはずです。調査というのは、自分たちで行って調べなくても、警察情報を入手したと

いうことでも調査ですよ。

そうすると、やはりそういうことを含めた客観性を持った組織、例えば、こういうと

きには、この条例に関する、こういう問題に関する委員会みたいものが役場の内部にあ

ってしかるべきだと思うんですよ。そこのところで、こういう警察情報を得て、こう評

価したからこうなるというようなものが、やはりこの条例が提出されるときにはできて

なきゃならないですよ。今、私が思いつきで言ったことをもって、いい話だから、これ

から考えてやりますというんでは、この提案は、それまで保留しなきゃならなくなって

しまいますよ。いかがでしょうか。

つけ足していいですか、今のにちょっと補足。

それで、提言させていただきますと、今までの文言を見ても、まだまだ練らなきゃな

らないところもあるようなんですよ。そうすると、これ今、この議会でつくらないとど

うしても間に合わないような事案ではないでしょう。もっと知恵出し合って、いわゆる
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規則を含めて、いいものにして、そしてつくり上げるというようなことも考えてみては

いかがでしょうか。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 具体的な事務作業として、この議会に上程するに当たって、我

々が事前に考えられたのは、例えば公共工事に関する取り扱い等が挙げられました。そ

れは、前回の議会の中でも、北海道条例で補足できていない部分がここですからと、ほ

かのものは北海道条例でほとんどが包含されているという考え方で、この７条の部分を

主に協議をさせていただきました。

その際、我々はどういうふうに考えていたかというと、例えば指名基準があります。

指名をするに当たっては、指名選考委員会というものを内部組織で構成をしております。

その際に、そういう情報等が得られた場合、あるいは得る必要があるというふうに判断

した場合は、そういう機関に照会をかけて、その上で指名にするかどうかという判断を

しなければならないと、そのように考えておりました。

それから、町営住宅に関しては、これも既存の例規の中に入居選考委員会というもの

が組織されております。この中で、町の条例等に基づいて、暴力団等の関係者等を排除

するという、もう既にそういうふうにうたっておりますので、入居の希望者について、

事前に照会をかけて、いわゆるマル暴というか、マルＢというんですか、というものに

該当するか、しないかというものは事前に情報を得て、その上で入居の選考を行うと、

入居の可否を決定していただくという格好になっておりますので、それらはそういう規

定でもって運用は可能であるというふうに我々は解釈をして、今回この条例を提案をさ

せていただいております。

あと、そういう情報の提供機関である警察とのやりとりというものは、概要、先ほど

こういうやりとり、こういう文案で進めていったらどうかという考え方を示させていた

だきました。立証に対する協力依頼というものをきちっと明文化して、町と情報提供機

関であるところの文書をもって取り交わしておくという考え方で整理をさせていただい

ているということでございます。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 ですからね、厚岸町としては今まで何もできなかったということではないん

ですよね。やるべきことはきちんとやっているんですよ。それは私もよくわかっている

つもりです。その上で、それを全部まとめて、今、条例つくるわけでしょう。であるな

らば、せっかくつくるんなら、その表現、それから今言ったように、規則に盛っていく

か、条例条文に盛っていくかというものがあるでしょうけれども、それについてもう少

しきちんと煮詰めたほうがいいんじゃないか。

それで、３カ月とは限らないですよね、臨時会でやったっていいんだから。よしんば

３カ月遅れたからって、今何もできないんで、条例早くつくってやらなきゃならないと

いうんならば、これはわかりますよ。完璧を期すより拙速のほうが大事だって、これは
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わかります。でも、この際は、厚岸町はやれているわけですから、それだけの能力があ

って、それだけのことやっているわけですよ。

ですから、その上でつくる条例ですからね、やはり、なお万落ちのないようにきちん

として、その上でもってやったらどうでしょうか。それこそ取り下げないで保留にする

とか、いろんな方法あると思いますけれども、それはとにかくこっちへ置いて、もう少

し練ったほうがいいんじゃないかというところが幾つか審議の議論の中で出てきたと思

うんです。それを入れてはどうかという考えなんですが、いかがでしょうか。

●委員長（谷口委員） 町長。

●町長（若狭町長） 私からお答えをさせていただきます。

暴力団排除条例の内容につきましては、警察権限との関係もあり、限定的なものにな

らざるを得ない。先ほどご指摘されているとおりであります。

一方、契約や公共施設における排除は、特段、条例という法形式をとらずやっている

んだからいいじゃないかというご意見も、指摘あったと私は受けとめました。

しかし、自治体として、町の権限の範囲内で厚岸町の意思を、議会の決定を得て、一

体となって対応を図ることが重要と考え、その意義を持って条例として提案をいたして

おりますので、この点、ご理解をいただきたいと思うわけであります。

特に、これは、警察はもちろんでありますが、やはり住民とも連携しながら暴力団を

排除していかなきゃならない。安全・安心なまちづくり、私はそこにあると考えておる

わけであります。

●委員長（谷口委員） 12番、室﨑委員。

●室﨑委員 町長は、私の話を意図的に誤解しているんじゃないかというふうに言わざる

を得ない。私は、これ反対しているわけじゃないんですよ。よりいいものをきちんとつ

くるために知恵出し合おうと今言っているんですよ。誰もこんなもの必要ないなんて言

ってませんよ。必要なんですよ。より完璧なものが必要なんですよ。せっかくつくるん

なら、こんな、私がちょこちょこ聞いただけでもって答弁に詰まって、休憩休憩になる

ような、そんなものじゃだめだと言っているんですよ。だめですよ、今のような話は。

私の意図を全然理解していないのかということになりますよ。私はこれつくるべきだと

思っている。

ただ、拙速を要することではないと思っている。何となれば、今言ったように、具体

的な問題では厚岸町はちゃんと動いているわけです。それをまとめてきちんとしたいい

ものにしようということですから、それならば、やはり、より完璧なものをつくるべき

だというふうに思って言っているわけですから、誤解しないでいただきたい。

●委員長（谷口委員） 町長。

●町長（若狭町長） どうも私の答弁を、反対におかしくとっているような気がいたしま
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す。私は、室﨑委員は、ふだんやっているでしょうということだから、私はそういう意

味で答弁しています。いいもの、町長として、最高のものとして提案をさせていただい

ているところであります。そういう中で議論をいただければと思っておりますので、ご

理解のほどお願い申し上げたいと存じます。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。

7条について、他にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ進めてまいります。

第８条、公の施設に係る措置。ございませんか。

（な し)

●委員長（谷口委員） 第９条、町民及び事業者等に対する支援。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 ここで、情報の提供その他の必要な支援というふうに書いているんですが、

これ具体的にどんなこと考えいてますか。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） お答えをさせていただきます。

その他の支援ですけれども、暴対法第32条第２項に規定しております安全の確保に配

慮することに関してなんですけれども、これに基づきまして、北海道暴力団の排除の推

進に関する条例の第10条に、警察による保護措置というのがございまして、内容ですけ

れども、暴力団の排除に関する活動に取り組んだことなどにより、暴力団から危害を受

けるおそれがあると認めた者に対して、警察官による警戒その他、当該者の保護のため

に必要な措置を講ずるもの、これを考えております。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 具体的には、全国いろんな問題起きるんです。いわゆる暴力団の威力を使っ

て、いろんなことを行う場合ですね。

それから、釧路ではマンションに、全く知らないで契約をして入ったら、賃貸マンシ

ョンですね、それが暴力団だったと。それで、事実上、組事務所みたいになってしまっ

たんですね。それを出てってもらうために訴訟を起こして、随分いろんなことがありま

したですね。これ、全国的でもモデル的になって報道されています。

そういうときに非常に有力な助言・指導をやってもらえる、これはやっぱり法律の専
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門家なんですよ。それで、厚岸町として必要な支援のときに、そういう、いわゆる弁護

士さん、そういう人を、こういう問題で仲介するというか、必要に応じて。今、法テラ

スというようなものもありますけれども、訴訟まで入っていくというと、それで済むか

どうかというのもいろいろありますけれども、そういうことを含めての支援ということ

は考えられないでしょうか。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 基本的には民と民との間のことに関して、行政が介在するとい

うことは、積極的な理由がなければ介入すべきではないというのは、基本的な考え方を

持っています。ただし、事案によっては、我が厚岸町では顧問弁護士という方を置いて

おりますので、事案に応じてその対応を協議、あるいは教えを請うと、ご教示をいただ

くということはできるかなというふうに思います。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 ４条で、町は基本的な理念にのっとって、暴力団の排除に関する施策を実施

すると書いていますよね。これは、基本的には行政的な施策を言っているんだけども、

それと９条を組み合わせていくと、今のようなこともやりやすくなるんでないかと思う

んです。通常の民事介入とは別だと思うんですよね。そういう意味で、実際にはそのあ

たりまで支援していかないと、なかなか具体的な問題で支援を受けたということにはな

らない場合が多いんじゃないかと思うので、その点もご配慮いただきたいんですが、い

かがでしょうか。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 実は、既にご案内かもしれませんが、９条の運用に当たっては、

北海道の条例が丸々適用される部分でありまして、北海道のほうでは、北海道暴力団の

排除の推進に関する条例10条、これで警察による保護措置等々もうたわれております。

それらも十分勘案しながら対応をしていかなければならないものと、そのように考えて

おります。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。他に、９条、ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） 進めてまいります。第10条、広報及び啓発。

（な し）
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●委員長（谷口委員） 11条、青少年に対する支援。ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） 第12条、委任。

９番、南谷委員。

●南谷委員 先ほど委員長の適切なご指導ありがとうございました。

ここでお尋ねさせていただきます。ここに、一番末尾のほうなんですけれども、12条、

この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める、こううたっています。議案の

ほうでですね。これに基づいて、56号の参考資料、条例施行規則、これが移行してきて

いるんだろうと。さらに、施行規則第３条、一番下のほうなんですけれども、この規則

に定めるもののほか必要な事項は別に定めると記載してあるんですよ。

私さっきちょっと言いかけたんですけれども、さらに、別に定めると書いているもの

ですから、通常であれば、本文にうたっている、想定されるもの以外が発生した場合に、

別に定めますよという意味なのか。はたまた、最初の本文の目的、今回上程された第１

条の目的にかかわる部分で、新たに町長権限でそういうものが、別に定めるものがある

のか、ないのか。想定されるものがあるのか、ないか、それがちょっと僕は読み取れな

かったんです、この条文では。その辺につきまして、もしあるのか、ないのか。なけれ

ばそれでいいんですけど、あるとすればどういうものがあるのかお尋ねをさせてくださ

い。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） お答えさせていただきます。

南谷委員おっしゃるとおりでございまして、条例のほうで委任しているものにつきま

しては、今回、案として提出させていただいています施行規則になります。施行規則の

ほうで、第３条その他で、規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるとなって

ございますけれども、今のところ要綱等、定めているものについてはございません。

●委員長（谷口委員） 南谷委員。

●南谷委員 そうすると、目的にかかわる部分も含めて、ここでは、現状ではないんだと、

こういう理解をさせていただきました。

それから、行ったり来たりして申しわけないんですけれども、条例の２項というんで

すか、一番下のほう、同項中、法第32条第３項、１項とあるのは、法第２条の第１項と

するというのは合っているんですけれども、これ読ませていただいたんですけど、ちょ

っと理解ができなかった。何でこういうややこしいことを記載しているのかなと、この

意味がわからなかったものですから、これについて説明していただきたいと思います。（発

言の声あり）行ってないですか、済みません。附則まで行っていない。済みません。



- 33 -

●委員長（谷口委員） 町民課長。

町民課長が訂正あるみたいなんで許可しました。

●町民課長（板屋課長） 先ほど委任の関係で、ほかに何もないと答弁申し上げたんです

けれども、これから予定しているものとしまして、警察との合意書がございます。ない

というのを訂正させていただきたいと思います。

●委員長（谷口委員） 南谷委員。

●南谷委員 答弁が変わってきたんで質問させていただきます。

ないという返事でしたから、わかりましたと言ったんですけれども、当然さっきから

の話からすると、警察との合意書と。これらについてはどんな内容に、雑駁でいいです

から説明願います。

●委員長（谷口委員） 町民課長。

●町民課長（板屋課長） お答えさせていただきます。

警察との合意書を交わす上での内容でございますけれども、町のほうから、その者が

暴力団であるかどうかの照会を警察にさせていただく。それに対しまして警察が町に対

して回答する。そういう手順等が主でございまして、その中では様式等も定めて、担当

者がかわってもやり方等変わらないように定めるものでございます。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。

室﨑委員。

●室﨑委員 今、南谷委員のほうから、別に定めるという部分をお聞きした。私は、委任

規定で規則が出てくると思うんですが、案としてこれが出ているんですけども、先ほど

の副町長のお話しでは、これと全く違うものが相当に出てくるというふうに思うんです

よね。私の言ったことに対して、手続規定を施行規則の中で載せていきたいということ

をおっしゃっていますが、そのあたりもう一度整理してください。何か理事者不統一に

なっていますから。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） これまでの質疑の中で、この暴排条例、いわゆる暴排条例以外

のことで、これまで行ってきた内容、あるいはこれまで来て、既に規定されている内容

等々を説明させていただきました。

特に、今までの質疑を通して感じておりましたのは、今、町民課長のほうから説明を

させていただいた警察機関との合意にかかわる内容、今、案でありますから、もう少し
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詰めなければならないというふうには思っておりました。詰めた形で、さらにもうちょ

っと透明性を確保するというような意味からも、今、町民課長が言いましたとおり、私

がいるうちはどうだ、誰かにかわったらこうなったというようなことがないようにする

ために、例規と、例規というのは、条例、規則、要綱、訓令、基準それぞれありますけ

れども、そういう形で。合意書というふうになりますと、もう綴じられてしまったら、

探さないと出てこないと。

例規ということになりますと、委員の皆さんご案内のとおり、厚岸町例規類集という

ものの中に、情報が見やすい形で提供させていただいておりますし、これはインターネ

ット等を使えば、厚岸町例規類集といって、厚岸町のここに来なくても、今、全道、全

国で見れるような形になっておりますので、そういうような形で整備することも必要か

なと、そのように考えております。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 先ほどその話ともう一つあったんですよね。今のは警察との合意の部分なん

ですよ。それと処分の相手方との関係での透明性ということで、判断をしたのは誰か、

ちょっと言い方変えたからピンと来ないかな。要するにこの人はこの入札に、例えば入

れるべきでないということを判断するのはだれなのかというような部分で、それぞれこ

の条例に関して、例えば今は、町営住宅では選考委員会がその判断をしているわけでし

ょう。それから、入札のときには、入札何とか審査委員会がやっているわけでしょう。

それぞれ全部場面で違うわけですよね。

ところが、せっかくこういう条例つくるんですから、暴力団の排除、これに関する情

報と、その判断については、そういう特別な委員会があって、そこで警察にも問い合わ

せるし、それから、その情報を得て、これで行けるかどうかという判断もするしという

ようなものも必要でないかという意味で、私もちょっと稚拙な表現だったけど、言った

んです。

だから、そういう暴力団排除に関する手続を役場内部でもこういう形で行ったんです

よと、そこでは、こういうような資料に基づいてこういう判断をしたんですよというの

が明確に出せる。そういうものは、やはり最低限、私は条例に載せるべきだというのが

本則だけれども、一歩譲って、最低限規則の中でもって明記しておく必要があるでない

か。そうすると、行政手続条例で告知聴聞をやるときに、完全に透明なものが、相手方

が判断のできるものができて、いわゆる名実ともにというのは、こういうことを言うん

だけれども、形式上も実質的にも相手方の権利の保障もしていますよということになる

んでないかというふうに思いまして、そういう規則が今回ついていない中でやるのは大

変なんだけれども、てにをはいいとして、こういうようなものがという話が、先ほどち

ょっと副町長が話からちらっと出ていたような気がしましたので、もう一度お願いした

い。

●委員長（谷口委員） 副町長。
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●副町長（大沼副町長） 先ほども答弁をさせていただいておりますけれども、例えば入

居の選考委員会を開いて、入居の可否を検討していただく。最終的な処分権限者は、こ

の場合、町長であります。それから、指名選考委員会も町長の下部組織として、我々職

員が指名選考委員になって組織されているということでありますから、この処分決定者

は、最終的には町長と。それは、ここの条例なり規則でうたわなくても、それぞれの規

定の例規でもってうたわれているということでありますから、これに特筆してやる必要

はいかがなものかというふうに考えております。その必要性というものはないのではな

いかという判断のもとに、今回提示をさせていただきました。

●委員長（谷口委員） 室﨑委員。

●室﨑委員 ほかの部分についても、全部もう一度考えていかなきゃならない問題ははら

んでいるですけどね、あえてここの部分で申し上げるのは、今までそれ訓令でやってい

るんでしょう。規則になっていますか、条例にはなっていないですよね。そうすると、

やはり不利益条項に関してはなるべく表に出したほうがいいんですよ。それが訓令だと

か、そういうようなもので行われているということは、結局見えないんですよね。そう

いう意味で私、申し上げている。せめて規則に載せたらというのは、そういうことです。

●委員長（谷口委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） その部分ではちょっと見解の分かれるところかなと思います。

今回の条例の規定の仕方、制定に当たっては、既に条例を施行している北海道条例、こ

れは全道民にかかわってくるものであります。これは当然の話であります。北海道も行

政機関としてどういう手続をとっているかと、例えば指名選考委員会の考え方、それか

ら、道営住宅の入居選考の考え方、これらもどこでどのように規定されているかという

ことも参考にさせていただきながら、この条例の提案に至っているということで、ご理

解をいただきたいと思います。

●委員長（谷口委員） 他に、12条ございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） 附則に入ります。

１、施行期日。２、調整規定。ありますか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、逐条を終わらせていただいて、総体的にございますか。

８番、竹田委員。
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●竹田委員 総体的なので、お許しを願ってお話しさせてもらいます。

今回の議案第56号についてなんですけども、前回こういったたぐいのものが議会に、

条例の改正、制定部分について、こういう議会に出て審議をしなければならない部分が

多々あります。今回も私、感じるには、提出する側もやはり、９番南谷委員が冒頭にお

っしゃった、説明を詳しくでき得るもの、または我々がわかるもの、これを特に、こう

いう条例の施行についてはしっかりと出していただけねばならないんじゃないかと思い

ます。

また、我々にはプロ中のプロがいるわけではないので、議員協議会等を開いた中でも、

どういった精査をしたらいいのかという部分で悩む部分もたくさんあると思います。議

員協議会せっかく開かれた中で、そのときに、やはり前もって、せっかく議員協議会を

開いてもらっているので、そのときに議員、我々にもうちょっとわかりやすい説明を議

員協議会でしていただければ、このような本議会案を、悩みというのが解消されるんで

はないかと思います。

議会は長々とやればいいというものではないです。やっぱり円滑にやるということが

当たり前のことだというふうに思います。その中で、我々議員としても時間をかけてや

ればいいということではないので、議員協議会等で、わかればその場で質問すればいい

という部分もありますが、しかし、出されてすぐに議員協議会でこれを見て、すぐさま

細いところまで目配り、気配りをして、理解をして質問をするということは、出されて

瞬時にできるものではないです。

ですから、一つは、議員協議会の前に配付をして、見ていただきたいという部分を提

案します、理事者側に。

もう一つは、議員協議会でもっと詳しい説明をしていただきたいということを提案し

たいんですが、いかがでしょうか。

●委員長（谷口委員） 本会議開会のため、暫時休憩します。

午後４時53分休憩

午後４時54分再開

●委員長（谷口委員） 再開いたします。

副町長。

●副町長（大沼副町長） ただいまの、８番委員の要望に関してお答えをしたいと思いま

すが、これまでこの議会でご議論をいただいて、議会から提言をいただいた内容があり

ます。

それは、特に、新規制定の条例に関しては、いきなり議会、要するに議案配付の日に、

何の説明もなくぼんと出すのではなくて、事前に用意ができるのであれば説明を願いた

いという要請を受けてまいりました。その要請を受けて、先ほど９番委員のほうから、

８月29日、９月３日の話をされておりますけれども、８月２日に議員協議会の場で、一
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応その時点で考えておった条例案というものを皆様にお示しをさせていただいておりま

した。その場でも、いきなりということであれば、その時点で、さらに必要な書類等が

あれば、もう１カ月以上の猶予があるわけですから、我々は、そういう要請があれば、

それにこたえるべく準備をさせていただきたい、そのように思いますので、よろしくお

願いをしたいと思います。

●委員長（谷口委員） よろしいですか。他にございませんか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、以上で終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決定するにご異議ありません

か。

（「異議あり」の声あり）

●委員長（谷口委員） 討論がありますので、これより討論を行います。

初めに、原案に反対者の発言を許します。

12番、室﨑委員。

●室﨑委員 私はこの条例の趣旨に反対するものでは全くありません。それから、こうい

うものが必要だということもよくわかっているつもりです。

ただ、こういう、これに限らないんですが、不利益条項の入った条例のときには慎重

にかからなければなりません。下手をするというと、権利侵害を起こす可能性があるか

らです。それだけに、適正手続条項もきちんとしていなければならないし、法的な意味

での行政の透明性というのも十分確保されなければならない。

それで、今回、何とか賛成しようと思っていろいろ聞いていたんですけれども、反対

のほうに反対のほうに私が押しつけられていくような気がしてしようがなかった、それ

は残念であります。

今、どうしてそういう気がしたかというと、わずか12条の条文ですが、その語句の意

味を何点かお聞きしたんですが、そのたびに担当者が答えられなくて休憩になるという

ような場所が非常に多いということは、立法者においても十分概念が明確でないという

ようなことだと思われます。

それから、手続的透明性という点でも、私の考えではいろいろと問題があると、その

ように、今の審議の中から言わざるを得ない。それに対しては、いやいや今のでいいん

だと、おまえとは見解の相違だとはっきり言われましたので、そうであれば、こういう

問題があるんですということを指摘する意味において、反対討論をせざるを得なくなっ

たということであります。

以上、賢明なる皆さんのご判断を仰いでいくことになりますので、よろしくお願いい
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たします。

●委員長（谷口委員） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

９番、南谷委員。

●南谷委員 本条例は、暴排条例、北海道では規制対象にならない厚岸町の発注工事など

から暴力団を排除するというねらいから、町民の、また、厚岸町の行政執行上、私は必

要と考えますので、賛成の意見を述べさせていただくわけでございます。賢明なる委員

の皆様の判断をよろしくお願い申し上げます。

●委員長（谷口委員） 他に、討論ございますか。

（な し）

●委員長（谷口委員） なければ、以上で討論を終わります。

これより、起立により採決を行います。

お諮りいたします。

本案に賛成の委員の起立を求めます。

（賛成者起立）

●委員長（谷口委員） 出席委員11人、そのうち起立者数９人。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で、条例審査特別委員会に付託されました議案第56号 厚岸町暴力団の排除の推

進に関する条例の制定についての審査は終了しました。

よって、条例審査特別委員会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

午後５時01分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２４年９月６日

条例審査特別委員会

委員長


