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◎開会の宣告 

〇委員長（大渕紀夫君） ただ今から議会運営委員会を開会いたします。本委員会については傍聴

を許可することにご異議ございませんか。 

         「なし」と呼ぶ声あり 

〇委員長（大渕紀夫君） ご異議なしと認めます。よって委員会条例第１６条の規定により、委員

長において傍聴を許可いたします。 

本日の会議につきましては、吉田正利委員が交通の関係でただ今本州の方に行ってまして、こち

らに間に合わないということでございますので、欠席の届け出が出ております。玉井委員は委員外

議員ですけれども若干遅れるという方法がございましたので、ご確認をお願いしたいと思います。

それでは本日の会議について局長から。 

〇議会事務局長(山崎宏一君） おはようございます。皆さんのお手元にレジュメをお配りしてご

ざいますけれども、臨時会の案件でございまして、提出議案につきましては町側の方から２件出て

おります。この内容については後ほど総務課長並びに財政課長の方からご説明いただくことになっ

ております。一般会計の補正予算、１件、白老町指定金融機関の指定１件ということで計２件にな

ってございます。 

なお議会関係が１件ございますが、これも後ほどをご説明させていただきますが、議員の派遣承

認１件ございますので、これを後ほど説明させていただきます。 

それとその他として、これ協議になりますけれども議長の諸般の報告ということで後程ご説明さ

せていただきたいというふうに思います。以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは早速議事に入りたいと思います。提出議案の関係、町長２件ご

ざいます。ご説明の方お願い致します。辻財政課長。 

〇財政課長（辻昌秀君） それでは私の方から議案第１号、平成１５年度白老町一般会計補正予算

第８号説明をさせていただきたいと思います。補正の金額ですけれども、第１条の方に記載のとお

り９６６万６０００円の追加になってございます。この内容につきましては、第１表を省略させて

いただきまして、歳入歳出事項別明細書の６ページ、７ページをお開きいただきたいと思います。

８款土木費のなかで２項１目道路維持費で９６６万６０００円の追加であります。内容といたしま

しては、道路施設維持補修経費９６６万円でありまして、町道除雪委託料の追加になっております。

これまで１２月から何回か、大雪になっておりませんけれども、積雪がございまして、ほぼ満度の

予算を執行というような状況になっておりますので、今後予想される降雪の２回分程度を追加した

いとそういうような内容になっております。次に歳入でございますけれども、４ページ５ページ、

その財源でございますけれども９款地方交付税１項１目地方交付税で９６６万６０００円の追加で

あります。普通交付税を経常追加するということでございます。普通交付税については、確定して

ございまして確定額が３３億８５９６万６０００円となってございます。すでに計上されておりま

す額３２億８４１７万４０００円ございまして、その差し引き、現在までの間を未計上の額１億１

７９万２０００円のうち、９６６万６０００円を追加するものであります。内容につきましては以
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上であります。 

〇委員長（大渕紀夫君） ただ今財政課長より、説明ございましたけれどもこの件につきましてき

ておくこと聞いておくことがございましたらどうぞ。 

      「なし」と呼ぶ声あり 

〇委員長（大渕紀夫君） ございませんね。それでは続きまして議案第２号についてのご説明をお

願いします。白崎総務課長。 

〇総務課長（白崎浩司君） それでは、議案第２号ですが、白老町指定金融機関の指定ということ

で議案提案です。内容につきましては、１６年の４月１日から室蘭信用金庫を指定するという内容

です。議案説明で若干触れたいと思いますけれども本年の４月から指定金融機関の交代の時期にあ

たります。従前、現行の金融機関ということで北海道銀行と室蘭信金の２行によって４年ごとに自

動的に交代すると。今までに言われているのはいわゆるオリンピック方式でということで来ており

ましたけれど、これを改めまして基本的な考え方として本町の指定金融機関としての実績を有し公

金管理上の安全性や有効性の確保され、かつ地域の実情に精通して積極的な地域貢献の実績を有す

るものも選択するという基本方針の中、検討致しましてこの要件を満たす室蘭信用金庫を本町の指

定金融機関として指定したいと。議会の議決を求めるという内容でございます。以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） ただ今ご説明ございました同時にこの件につきましては総務文教常任委

員会で委員会協議会の中でご説明あったやに記憶しております。十分承知のうえ、もしこの際聞い

ておくべきことがございましたらどうぞ。加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） これは条例上、こういうふうに設定していると思うんですが、条例は改正

しないですね。結局このまま４年毎に一応検討はするけれども、室蘭信用金庫が指定するというこ

とに永久にというと語弊がありますが、ずっとやるようになるのか、それとも４年ごとに検討する

というのか、条例が残っていればそういう可能性があると思うけれども、どうですか。条例上そう

いうふうに決められているんではなかったんですか。指定金融機関として。それはしてないですか。 

〇委員長（大渕紀夫君） 白崎総務部長。 

〇総務課長（白崎浩司君） 今、条例上の問題のお話が出ましたけれども後、ちょっとまだ確認し

ていませんけれども、後段で言われました４年ごと指定期間の選択をする検討をする機会を確保す

るという形でいわゆる今決めてそのまま検討もなしにそのまま行くということでなくて、４年毎に

それは適正な金融機関はどうかという検討はするということでございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。 

〇委員（加藤正恭君） はい。 

〇委員長（大渕紀夫君） 他。ございませんか。それでは町長提案議案については以上で終わりた

いと思います、ご苦労様でございました。 

  続きまして議会関係の案件に入りたいと思いますけれども、議員の派遣承認の件、局長の方から

お願い致します。 

〇議会事務局長(山崎宏一君） それでは私の方からご説明をさせていただきます。お手元にお配
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りしてございますけれども、承認第１号という１枚のものの表裏です。これは議員の派遣承認とい

うことで裏の方を見ていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。２月の５日６日なんです

が、白老町におきまして管内の議長会の定期総会が予定されます。これに議長の出席という形で派

遣承認をお願いしたいということでございます。以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） この件につきまして。よろしゅうございますね。はい。それでは４番目

の議長の諸般の報告についてということで長からの発言訂正の申し出の取り扱いについてというこ

とでございます。局長の方からお願い致します。 

〇議会事務局長(山崎宏一君） これも皆さん、お手元にお配りしてございます。よろしいでしょ

うか。これからいろんな言葉が出るときに、今の長からのという長いという言葉が使われておりま

すので、町長からという意味でございます。まず、お手元に議長あてに発言で訂正の申し出につい

てというのが町側から申し出がございます。読んでいただきますとおわかりと思いますが、今年平

成１５年３月の定例会、これ吉田議員からの一般質問、それから９月の定例会、これも吉田和子議

員からの一般質問、それと１２月、先般の定例会、これは吉田和子議員の一般質問、同じく土屋か

づよ議員からの一般質問において乳幼児医療費の助成制度の関係での発言でございます。記として

ございますけれども、訂正すると字句ということで、発言では通院は４歳誕生月当月までという発

言をしてはおります。しかし、正式なのは３歳ということで４歳と３歳の違いでございます。した

がって正しいのは通院は３歳誕生月当月までというのは正しいということで、この内容については

３月の定例会、９月１２月というふうにずっと錯誤というのか、その辺のことでこういう発言が続

いてございます。そんな形で今回、町長の方から発言を訂正したいという申し出がございました。 

この件について若干規則との関係もございますので、私の方から簡単にご説明申し上げたいと思

います。まず発言の訂正の部分なんですけれども、これについては会議規則がございます。会議規

則６４条というのはあるんですけれども、これは基本的に議員さんの発言の部分です。今回は議員

さんじゃなくて、町側の発言でございます。したがって町側の発言については、会議規則上はあり

ませんけれども事実としてあった場合は、この６４条の議員さんの発言の訂正する部分を準用しな

さいというふうに言われてございますので、今回それを準用して説明していきたいと思っておりま

す。今回訂正の場合は基本的には議長の許可を得て発言の訂正をすることができるというふうにな

ってございます。発言の取り消しというのも実は今回は関係ありますのですけれども、この発言の

取り消しというのは議会の許可と。発言の訂正は議長の許可というふうに振り分けられます。今回

は訂正でございますので、議長の許可を得て発言の訂正をすることができるというふうになってご

ざいます。この発言の訂正についてはあくまでも趣旨が変更になるということではなくて、字句の

訂正ということに限られます。 

それで処置の方法なんですけども、基本的にこういうふうに訂正がある場合は基本的に当該の議

会の会期中に訂正というのが原則でございます。したがってもすでに過去の定例議会での発言の訂

正でございますので、これは会期独立の原則から考えますと、訂正できないというのが、原則にな

りますけれどもしかし事実としてこういうことが生じる議会側、また町側としても生じる部分も当
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然出てきますのでこの訂正の申し出があった場合、やはりそれを尊重して取り扱いをした方がよろ

しいんじゃないかと。したがって議運で協議をしてこの取り扱いについてどのような協議をしてど

のような結論に至るかどうかという事が言われてございます。したがって結論的な部分なんですが、

まず会議規則上、先ほど言ったように基本的には議長の許可を得て発言の訂正ということになりま

す。したがって今二つご説明したいと思っておりますが１つは会議規則の運用上、発言の訂正を議

長において許可しますよと、これは許可するんであれば許可するというふうにしますが、これを許

可した場合、この２０日の臨時会でこの訂正の申し出に従って議長が許可して、議長の諸般のこの

報告の訂正を行うと、従って議長が許可しましたよと内容は３歳児、４歳児の関係という話を議長

の諸般の報告でしていただきます。基本的のこれが１つです。もう１つ選択肢として基本的には議

長の許可ということになりますがこれを見ますとこの３月から１２月まで３回もこの一般質問で、

錯誤、いわゆるその勘違いしてこういう発言を繰り替えしてきたという状況になってございます。

そういうことからこの際、本会議の中で冒頭、町長の方からまたは担当課長の方から釈明と言った

方がいいかどうかわかりませんけれど、釈明的ないわゆるそのこういうことで議会の発言で錯誤っ

ていうんでしょうか、誤りがございましたという釈明をさせて、そしてこれを以って議長が許可を

しますよという仕方ですね。これを大きく分けると２通りあるかなというふうに思います。ですか

らこれの選択ですね。許可する、しないもありますけれども許可した場合はどちらの方法でさせる

かということになります。 

これによって会議録の訂正というのが出てきますが、基本的には会議録は訂正できません。原則

的には。それでしからばどこでこのことを訂正するのかというと、この２０日の臨時会の冒頭で議

長の諸般の報告、または町側の釈明、それをもって、本会議の会議録に残りますので。ですからそ

れはさかのぼっていかないとわからない部分になってしまいます。過去の３月、９月、１２月の部

分は訂正できませんので、ですからやはりこの２０日の定例臨時会の中でどちらかの方法でしなけ

ればこれが訂正されていかないということになりますの、その辺も中を含みいただきたいなという

ふうに思います。従って会議録は訂正できないと。これによって一般質問、吉田議員と土屋議員が

しております。このことで４歳３歳の関係で、当時でしたらおそらくそれに対しての質問もあった

ろうと思われますけれども、今となっては一般質問者からの質問は原則できないということになり

ますので、その辺もお含みいただきたいなというふうに思います。そんなことで２０日のこれ、早

い方がいいと思いまして、たまたま２０日に臨時議会ございますのでその冒頭に先ほど言ったよう

に単純に許可をして議長の諸般の報告にするか、それとも町長または担当課長の方から釈明という

形でしていただいてそれを許可すると、こんな２つの方法があろうかと思いますのでその辺を図り

いただければとこのように思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） ただ今の局長の説明で、説明の段階で疑問がございます方どうぞ。中身

の問題じゃございません。取扱上の問題含めて、どうするかっていうことじゃなくて今の説明につ

いて質問がある方どうぞ。はい、加藤委員どうぞ。 

〇委員（加藤正恭君） これ、錯誤ということで処置できる問題なんだろうか。扱いについてはわ
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かったんですが、４歳誕生当月までと３歳と１歳違いですね。４と３のまず数字の違いが錯誤とい

う言葉とはちょっとね、これは違うんじゃないかなと思うんだけどね。錯誤というのはそういう意

味じゃないと思うんだけど。まるっきり一歳違うわけでしょう。だから我々議員もそこで異議を申

し立てなかったという不勉強さはこれは責められてしかるべきだと思うんだけれどもね。これは錯

誤で解決できる問題じゃないと思うんだけれど。そのあたりは本会議で聞くべきかどうかは別とし

てね。錯誤っていうのは俺、そういう意味でないと思うんだけどどうですか。 

〇委員長（大渕紀夫君） はい局長。 

〇議会事務局長(山崎宏一君） これも実は、言葉上の錯誤っていうふうに文章にもなっておりま

すが、実は担当課長にも直接お会いしまして聞いてみたんですけれども、まず１つは予算だとか手

続き上、これは３歳で間違いなく、やってることは間違いないらしいんですね。それで錯誤ってい

う勘違いっていうんでしょうか、課長も本当はこれはお恥ずかしい話なんだけれどもということで

３歳っていうのは先ほど言ったように手続き上全部決まっていますので、間違いなくて執行されて

いると。自分の頭の中で、３歳と４歳のその辺の錯覚っていうんでしょうか、勘違いっていうんで

しょうか。そういうことでずっと一貫して３月からされてきたということなんですね。特に他意は

なくて、本当の勘違いだったということで今回直接お会いして、本当に単純な話なんですけれども

だけど中身は一歳違いますのでその辺を制度的にかなりの違いが出てくるんですが先ほど言った手

続き上、それらの執行については３歳でやっていますと、本当に課長としての勘違いだと本当にそ

れに尽きるんだというお話なんですね。だからそれ以上のことはちょっと私も話の中で出てきては

いなかったんですけれども。 

〇委員長（大渕紀夫君） はい加藤委員。 

〇委員（加藤正恭君） わかるんだわ。ただよくわれわれも勘違いするんだが未満という４歳未満

だとか、５歳未満とかさ、そういうことが勘違いすることがよくあるし、それが錯誤といえると思

うんだけれども４歳と３歳という数字がまるっきり後で出るのも全部同じなんですからね。数字が

違うんだもの、まず。これあたりは錯誤というよりも適当な言葉がないのかどうかは別として、錯

誤で処置できるもんですかね。 

〇委員長（大渕紀夫君） はい局長。 

〇議会事務局長(山崎宏一君） これですね、いろいろな理由があろうかと思いますけれども一般

的にというと物事によって全部違うと思いますけれども訂正というのは当然、ちょっとした勘違い

で生じるということが大変なんですが、いろいろな参考書を見ても、それこそ一身上の都合ではあ

りませんけれどもそれでひとくくりというのと同じで、錯誤で訂正というのがだいたいそれで、特

に何か他意があってやれば別ですけれども、普通の理由としては、錯誤によりというのが通常使わ

れている内容でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） １つは恣意的にやったんじゃないっていうことがね。そこがどうかって

いう問題が大きいと思うんですけども、今回の場合はそういう恣意的っていうか作為的でやったも

のではないっていうのがはっきり判明しているというふうに理解していいんですね。そこが１つや
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はり大きな問題だと思うんですよね。 

〇委員（加藤正恭君） 錯誤とはイコール勘違いとは違うと思うんだな。言葉じりつかまえていう

のも変だけどね。まあ意識的にやってんじゃないから十分、それは分かるけど。まあしかたないね。 

〇委員長（大渕紀夫君） いいですよ、局長。 

〇議会事務局長(山崎宏一君） 確かにその言葉をやっていくと、その辺の違いはあろうかと思い

ますけど本当に頭では４歳っていうのがこびりついちゃっていたらしいですね。実際やっている事

務はどうかというと３歳でやっていることは間違いないんです。頭の中にちょっとわかりませんけ

れども４歳でいうのがあったようです。 

〇委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子議員。 

〇委員（吉田和子君） 私が質問したんですが今、たまたまここにいますので、私の頭の中には３

歳までって頭の中に入っているんですね。だから年齢拡大でいうことで質問していますので、４歳

未満だから３歳でいいんだなと勘違いしていたと思うんです。たまたまお母さん方と話したら３歳

の誕生日ではダメなんだというのは話をしているんですよ。だから３歳まではいいっていう感覚が

あるから４歳未満と言われると未満だから４歳になったらダメなんだからと３歳はいいんだとそう

いう頭があるから、そういうやり取りの中でこっちはこっちで分かっているから言われていること

もキチッとそのへんまで確認していないということもあって、そういう行き違いがちょっとあった

んだなというふうに今思えば。こっちはこっちで分かっているからそのことは当然４歳未満だよと

４歳になったらダメなんだという感覚があったものですから。これは課長とは私、何回もやり取り

をしていますので、個人的にもいってやり取りをしていますので、意図的な変な意味合いはなかっ

たと思うんですね。ですから、訂正ということで私はいいんじゃないかと思うんですけど。 

〇委員長（大渕紀夫君） この件の質問が出された時、議場が一瞬ざわつきましてね。３歳未満と

いうのはそういう認識かっていう言葉は多分録音テープに残っていると思いますわ。私もそれ発言

いたしました。記憶しています、決して野次とかじゃなくておかしいんじゃないのという話をして

かなりざわつきました。それはもう記憶していますからね。そういう議論があった中、４歳だと、

向こうの答弁も一回止まってそして答弁しているはずです。そういうことがあったことは事実です。

しかし４歳だっていうふうに向こうはそれで言い切ったんですね。ですからそういう行程があった

のは私ははっきり記憶はしていますね。どなたかが３歳未満というのはそのことかと、３歳からじ

ゃないのと言っていますよ。ですからそういう経過の中でのことだということは私は理解したして

いますけれどもね。 

〇委員（吉田和子君） ４歳じゃなく３歳だよね、っていう話はとちょっとあのときは言ったんで

すよね、あの時もね。それが頭の中にあるから、それをその時訂正しなかったということで今、問

題があるんですよね。 

〇委員長（大渕紀夫君） そうです。そういう部分もあります。根本は違いますけどね。それでは

訂正を許可するということはよろしゅうございますか。これは間違いだから、訂正を許可しないと

おかしなことになるからね。もう１つは、これを議長の諸般の報告で行うか、それとも町長自らこ
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の件についての訂正を行うか、ここのところなんですけれどもこの点での議論をひとつ。議論とい

うかご意見を賜りたいと思います。加藤委員どうぞ。 

〇委員（加藤正恭君） 一課長であるけれども、これは当然、議長が諸般の報告で申し上げること

じゃなくて、町長の言葉でしかじかこうだったということでやるのは当然ではないかと思います。 

〇委員長（大渕紀夫君） 他、今の加藤委員のご発言でよろしゅうございますか。私もそう実は思

います。そうあるべきですし、一課長がやるべき中身の問題じゃございませんし。これはやはり町

長がきちっとやるべきものであろうというというのを理解を私はしますけれども、よろしゅうござ

いますか。よろしいですね。それでは町長にこの件について釈明をしていただくと、ということで

訂正を許可するというふうな結論にしたいと思います。議会運営委員会の結論としては以上でよろ

しゅうございますね。議長、何かご発言ございますか。 

〇議長（堀部登志雄君） 釈明をした後に議長で許可するということですね。それに対してどうの

こうのということはないですね。 

〇委員長（大渕紀夫君） それはもうこれで終わりといったらおかしいけれども、質問も何もなし

ということで、はい。委員の方でこの件について他ございませんか。なければ委員外議員の西田祐

子委員どうぞ。 

〇委員外議員（西田祐子君） これは当日本会議の中で質問ができるんでしょうか。 

〇委員長（大渕紀夫君） これは釈明ですから、この件についての質問はできません。はいどうぞ。 

〇委員外議員（西田祐子君） もう１つ。先ほどのこれ、私がずっと聞いていた時に３歳未満と思

っていたんですけれども、長野課長が何回も４歳の言っていたものですから、私は一切引き上げら

れたと思うでずっとそういうふうに理解しておりました。また、もしこの４歳が間違いだったとい

うことであれば当然、担当の係の方が課長の下の方とか、他の課長の方もそれは違うでしょうとい

う形で、訂正があるだろうと思っていましたのでその辺のチェック機構とかというのは、この町長

の発言の時に何かそういう形があればありがたいなと思ったんですけど。以上です。 

〇委員長（大渕紀夫君） 局長。 

〇議会事務局長(山崎宏一君） 当然そうだと思いますけれども、議会の対応が課長を中心に議会

対応しているものですから、今ですと庁舎内のインターネットで１６日からされていますよね。そ

れが今回からだったものですから、今回そういうこともあったものですから課長の言っていること

が後からっていうんでしょうか、その時本当は皆さん見ていればいいんですがそういう訳にもいき

ませんので、そういうこともあってそれが気付いて今回のきっかけになったようですから。本当に

今、言ったように全部の職員がっていうことはなかなか議会対応ができないものですから課長が中

心になって議会対応しているものですから課長の発言が今言ったように単純に間違っていても、他

の担当者がわからないようなっていうか仕組みじゃありませんけれどもそのような状況だったもの

ですから、今後は今言ったようにインターネットで今庁舎内全部入りますので見ている職員がいれ

ばこういうことが気がついて会期中に訂正をということになるんでしょうけれども、今回３月から

のものですから、そんなことで一連のことが今回の１２月議会が終わってから気がついたと、こう
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いうような状態のものですから今後そのようなことがないようにこちらの方の立場からも皆さんに

協力方、お願いしたいと思っておりますけれども、今回そういう形でやむを得なかったのかなと思

っております。 

〇委員長（大渕紀夫君） よろしいですか。今の件は、非常に大切な部分だと思います。町全体の

ものが今までわからなかったのがなぜかということはもう、危機管理上の問題を含めてちょっと今

委員外議員の西田祐子委員の言われたことについてはわれわれも含めて、われわれもあの場で質問

しなかったということがちょっとまずかったんだけれども、町側も今まで分からなかったというこ

とが言われる通りやはりここはちょっとここは問題があるかなと思いますけれども、訂正というこ

とにだけ関して言えばそれはそういう処置を取らざるを得ないということで今後の質問の中等々で、

ひとつ議会活動の中で生かしていただくというようなことで今回は訂正を許可し町長にやっていた

だくと。委員外議員の玉井委員どうぞ。 

〇委員外議員（玉井昭一君） これは今までは３歳誕生当月までとこうなってる訳だけど、当然こ

れには条例ついていますわね。これ４歳誕生当月までとなると条例改正になりますよね。ですから

この辺のことも、条例改正はない訳だからない訳ですよね。全然。だからその辺のことも当然考え

れば錯誤といったことは当然なんだろうけれども。そういうことであれば今の町長が陳謝するとい

うことでいいんでないのかなと思いますけれどね。 

〇委員長（大渕紀夫君） この件につきましてはよろしゅうございますね。先ほど確認をきちっと

致しましたので、そのような処置で今回は行うということで決着を付けたいと思います。それでは

５番目の会期の決定の件ですけれども、１月２０日、一日間という会期に致したいと思います。こ

れはご異議ございませんか。 

         「なし」と呼ぶ声あり 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは第１回臨時議会の日程につきましては１月２０日、一日間と致

します。議事日程がついております。局長どうぞ。 

〇議会事務局長(山崎宏一君） 議事日程、最後の一枚ついておりますけれども、よろしいでしょ

うか。ここに議事日程ありますが、今の関係、日程第２の会期の決定の後に諸般の報告というのは

これは私の方からもありますので、この中に含めてこのときに町長から今回の訂正についての釈明

をしていただくということになりますので、この部分で考えていただきたいと思います。あとは日

程３、４、５については先ほど来から出ております一般会計補正予算、指定金融機関の指定、最後

に議員の派遣承認という流れになります。以上でございます。 

〇委員長（大渕紀夫君） それでは第１回臨時議会の日程等々につきましてはよろしゅうございま

すね。その他何かございますか。その他ないようですので議会運営委員会を以上で閉会したいと思

います。なお１月２６日に議会運営委員会を招集しております。議会改革の中身についての頭出し

と言いましょうか、全体の意思統一を図るための会議でございます。各会派で会派会議を開いてい

ただきまして、どのような改革を今後すべきかとどういうことのご提案を願うというふうになって

おりますので、１月２６日１０時から、議会の議会運営委員会を開会いたしますのでよろしくお願



１１ 

いしたいと思います。それでは本日の会議を以上で終了いたします。ご苦労様でございました。 

                             （閉会 午前１０時３７分） 


