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     平成１６年白老町議会運営委員会会議録 
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 委 員 長   大 渕 紀 夫 君     副 委 員 長    熊 谷 雅 史 君 

委   員   山 本 浩 平 君             吉 田 正 利 君 

        吉 田 和 子 君             谷 内  勉  君 
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委員外議員   西 田 祐 子 君                

               

○欠席委員（２名） 

 委   員   加 藤 正 恭 君     委員外議員   玉 井 昭 一 君 

             

○説明のため出席した者の職氏名 

 助      役       三國谷 公 一 君 

総 務 課 長       白 崎 浩 司 君 

財 政 課 長        辻  昌 秀 君 
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○職務のため出席した者の職氏名 

事 務  局  長       山 崎 宏 一 君 
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      ○開会の宣告 

○委員長(大渕紀夫君)  おはようございます。ただ今から議会運営委員会を開会いたします。 

                                          

○委員長（大渕紀夫君）  本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

               ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○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。本日の委員会の中身ですけれども、ご案内のとおり協

議事項、議長の諮問に関する事項でございます。議長から諮問に関する事項の中身についてお

願いいたします。 

○議長（堀部登志男君）  皆さん、今日はご苦労様でございます。今、議運の委員長からお

話がありましたが、この件につきましては９月の定例議会前の９月１７日議会運営委員会で説

明・報告がありました。それで９月２１日に町長の行政報告でこの問題につきましては、賠償

額については行政報告があり、その後、議員の一般質問あるいは条例改正を議会で議決という

ような経緯で過ぎてまいりましたが、その後、この件についてですね、特に賠償額の決定等に

ついて法的根拠が不明確であるというようなお話しがあり、また報道も一部されたところであ

ります。この際、改めて賠償額の決定の経緯を町側に説明していただいて、議会として、議員

として共通認識しておく必要があるだろうという具合に私なりに判断いたしまして、本日の議

会運営委員会を開くことになったということで、ひとつこの後につきましては委員長の方で会

議を進めていただければという具合に思いますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（大渕紀夫君）  はい。申し訳ありません、最初に言うべきでしたけれども、委員

の加藤委員が所用により欠席をしております。なお、委員外議員であります副議長、玉井議員

も所用により欠席をしておりますので最初にご報告をしておきたいと思います。 

 それでは、経過について資料も出ておりますので、町側からの説明をお願いいたします。白

崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  それでは私の方から職員の賠償責任ということについてのご説

明をさせていただきます。ただ今、議長の方で経過を説明していただきましたけども、この度

の職員の不祥事については先ほどの説明のとおり、議運で説明させていただき、行政報告で報

告させていただきました。この度の職員の不祥事にかかる賠償責任についての考え方について

申し上げます。事件が発覚後、職員の賠償責任ということで、地方自治法第２４３条の２職員

の賠償責任という規定がございます。これにつきましてはお手元に資料として配布させていた

だきました。資料につきましては、本文の部分と逐条解説の解説と、一番最後のページには問

答集ということで資料を添付させていただきました。自治法の２４３条の２には職員の故意又

は重大な過失の場合は損害を賠償しなければならないというような規定がございます。この条

文に照らし合わせまして職員の賠償責任ということで当初考えて進めておりました。その時に

法の解釈ということで逐条解説を見ていただきたいと思いますが。資料の３ページになります
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けども、蛍光ペンでアンダーラインを引かせていただきました。３ページの左側のところにな

ります。職員が加害行為に関連してなんらかの反対給付があったときは、その反対給付が普通

地方公共団体の需要を充たすものであれば、その需要を充たす限度において損害はないものと

考えるべきである。と、もう一つは次の行になりますけども、一度損害が発生してもその損害

が普通地方公共団体の負担によらず回復されていれば、損害はないと解するというような解説。

それと合わせて、一番最後のページになります。９ページです。これは問答なんですが、事例

としては自動車事故なんですが法の解釈の意味ということで説明させていただきます。ちょっ

と朗読させていただきますが、問いとしては職員が公用車を運転中事故を起こしたと。とりあ

えず市費で修復し、その後、共済会の自動車損害共済からの保険金を受け取ったと。この場合、

市に全く損害がなかったものとして、事故を起こした職員には、自治法第２４３条の２による

賠償責任はないものと解してよいかというような問いでございます。これの答えとしましては、

２行目から行きますけども、責任の有無の決定に当たっては、一つは職員の過失によるもので

ある限り賠償責任があるが、共済会からの給付によって実損が補てんされることを配慮して免

除するのか。２つ目には、損害がないのだから賠償責任はないと考えるのかという点が問題と

なると。賠償を命ずべき額は、市の受けた財産上の一切の損害額をいい、加害行為に関連して

何らかの反対給付があったときは、その限度において損害はないものと考えるべきであると解

されていますので、２の考え方が適当と解しますということで。２の考え方というのは損害が

ないのだから、いわゆる自治法第２４３条の２による賠償責任はないという答えでございます。

戻っていただきまして。そこで、考え方なんですが本件につきましては本人は当初から非を認

めて損害賠償額を弁済するという意思表示を示しておりまして、損害額につきましても双方合

意の上賠償額を弁済しているということから、この時点で町の損害は今の事例のとおり、損害

は発生しないということになります。したがって、今回の賠償はこの２４３条の２の行政処分

ではなく、民法上の賠償で賠償をしたということになります。同条の３項の部分が今回ご指摘

の部分だと思いますけども。この３項の部分、これも罫線を引かさせていただきましたけども、

いわゆる地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、いわゆる監査委員に対して決定するこ

とを求めるというふうになっています。先ほど申し上げましたとおり、町の損害は発生してい

ないということになりますので、監査委員への手続き要件には該当しないということになりま

す。本人が賠償責任の有無あるいは賠償額を認めないとき、いわゆるこちらと合意しないとき

には当然損害は回復されていないので同条、この条文そのものが適用になり３項の規定により

監査委員に対して求めるということになります。したがって、今回、３項の規定の監査委員に

求めないというのは私どもはこういう解釈の上で監査委員には求めておりません。前段として

は以上でございます。 

 もう一つの解釈がですね、損害額の算出につきまして、いわゆる行政報告の中でも申し上げ

たと思いますけども、あるいは一般質問の中でも申し上げましたけども、推定額であるという

ことでご報告申し上げました。いわゆる未処理書類分の損害賠償額の算出に当たっては、その

期間の事務処理が実質算出不可能ということであり、損害額を算出する他の算出する方法がな
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いことから直近の１６年１月から５月までの取り扱い分をもって算出し、その期間の月平均額

にいわゆる未処理分の１４月分を乗じ、さらに白老町の負担率を乗じた金額をもって損害額と

決定したものであります。今、申し上げましたとおり、損害額を決定する方法で他に損害額を

算出する合理的な方法がないことから、この方法は妥当なものであると判断いたしております。

以上でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、総務課長から説明がございました。今の逐条解説等々を

含めましてね、見られまして疑問な点、またはこういうことを聞いてみたいというようなこと

がございましたら委員の皆さんどうぞ。はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  ２点ほどお伺いいたします。前段、説明があった地公法の２４３条

２の規定の解釈なんですが。その解釈の中でですね、例えば住民監査請求だとかいろんな部分

のところが発生するということになったときに、きちんとした法的な反論する根拠があるのか

どうか。まず、それが一点。それからもう一つ、推定額の話も今、聞きました。それから当日、

一般質問の質疑の中で割合、国保・社保の割合の中の算出でという額で聞いております。この

ことも今、白崎総務課長の方からはこれは認められるというふうに言われましたけども、それ

がどういう判断の中で認められるのかというところを、もし事例があれば。こういうところで

判断しましたと。町自体でそれを判断されたということについては、この間理解はしたんです

よ。だけど、それがさっきの上の２４３条のときのように、例えば住民の方からそういうこと

で、町民の方からちょっと理解ができないよということになったときに、きちんとやっぱり説

明する根拠、わかりやすくする根拠があれば教えてもらいたいなと。 

○委員長（大渕紀夫君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  １点目の、例えば住民監査請求とか、そういう場合があったと

きにいわゆる説明できるのかというようなお話しだと思いますが。これにつきましては、先ほ

ども逐条解説の中で説明したとおりですね、解説の説明、それから最後のページに載せました

けども問答の実例。そういう中でいわゆる損害額が補てんされていれば損害が発生していない

というようなことなものですから、それについての解釈についてはそのようにいたしました。

なお、これにつきましては道の方にもこちらの方で相談はさせていただいて、そういう法の解

釈と言いますかね、それについては相談はさせていただいております。その中で私どもが決定

いたしました。 

 それから、推定額ですけれども、先ほどもご説明したとおりですね、いわゆる未処理の期間

につきましては通常国保から社保、あるいは社保から国保ということで作業をするわけですけ

ども。その中では資格があるのかないのか、それは当人にも聞く。あるいは医療機関にも聞く

というようなことで、通常６ヶ月を過ぎますとそういうような作業ができなくなると。実質上

できなくなるというようなことなものですから、書類は再出力いたしましたが、それについて

の追跡調査は実質不可能であるというようなことで。ただ、損害が発生しているということは

事実なことなものですから合理的にする方法がないのかということで直近の１６年の１月から

５月までを推計したと。で、他の方法ということも当然考慮しましたけれども、他の方法はな
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いということで、私どもがそういうような判断の中で推計額ということで判断いたしました。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  説明はわかりました。そうしたら、地公法の判断というのかな、

それについてはいろんな関係機関と相談されたと。それで、ちょっとこれは必要かどうかわか

らないんですけども、実は１０月４日新聞記事が出られているということは承知ですよね。こ

の中で言うと、監査委員さんの立場が出ているんですけれども、今、言ったような中身を理解

すると損害がないということの判断の中から、ご本人との合意があったという根っこがありま

すよね。その中で町は判断していたと。ただ、やっぱり法律的に解釈される部分のところを見

ると、やはり監査委員の意見と言うのかな、町はする必要がないよと考えていますと。ただ、

監査委員としては、この新聞によるとですよ、どうも必要があるような捉え方をされるのかな

というふうに思うんですけれども、これについて監査委員とは何かそういうやりとりというの

はあったんですか。もし、そのやりとりの中でわからなければ監査委員からもちょっと聞きた

いなと思うんですけど、委員長。申し訳ないんですけども。その辺でご答弁願いたいと思いま

す。 

○委員長（大渕紀夫君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  監査委員の方には私ども事前に法の解釈ということで、いわゆ

る事前にご相談したという経緯はありません。当然、こちらの方の相談をさせてもらったとい

う法の解釈と、こちらの方の逐条解説の中で判断いたしました。ただ、法の解釈の中で、監査

委員のいわゆる法の解釈と言いますかね、そこら辺はどうですかということでこちらの決定後、

監査委員さんの方に私の方から出向いて、その解釈を聞いて、相談ではないですけども出向い

たというような経緯はありまして。監査委員さんの方もそれについての解釈は同様であるとい

うようなお話しはさせていただきました。で、新聞報道の中で監査委員からその理由を求めら

れているというようなことの表現がありますが、特に求められているということではなくてで

すね、私どもの方で監査委員の方に出向いていったというようなことでございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  経過はわかりました。新聞報道での議論をここでしようとは思

わないんですけれども、どうもこれを見るとですね、報告の義務があっただとか、それが明示

されているとこれは捉え方として非常にまずいのかなと思うんです。そうであれば、やはりき

ちんとした形でね、今回、議会の報告でわかりますけれども、委員会の中で何らかの形でそれ

を説明するという機会を考えているかどうか。その辺どうですか。例えば、求められた時にそ

れをきちんと説明する機会を持つということを、考え方を持っているかと。町側が町民に対し

て、聞かれたときにということです。そういう意味です。 

○委員長（大渕紀夫君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  ただ今の新聞報道の関係でございますけれども、これは要するに

監査委員の意見ですか、これを聞く必要が義務付けられているというのは２４３条の第３項に
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この規定はあるんです。ただ、事はここに行かないまでで双方で、先ほどから総務課長が説明

していますように双方合意の下でもう弁済終わっていますから意見を聞く必要がないという話

ですから。条文はこのとおりなんです、確かに。そういうことですから、特にこのことがどう

だというようなね、町民に対して説明するという気は特にありません。この条文は合っている

話ですから。ただ、前段ですね、問いただしており、６日監査委員の統一見解をまとめるとい

うのはですね、この部分は監査に聞きますと要するに６日までに監査委員として、一応先ほど

言ったような判断はしていますけれども、監査委員さんお二人いますから、これはお互いに意

見はあるわけですね。ですから、ここの判断を監査委員としてまとめるということをする作業

だとこういうふうに聞いていますからね。そのために町に聞いているよという部分だというふ

うに聞いていますから、そういう私どもは理解をしているということでございます。ただ、総

務課長が言ったように、問いただしているとかでなくて私どもも監査委員さんに対してはです

ね、この一連の不祥事については報告もさせていただいて、その時点で町で判断したことです

ねということの見解をいただいておりましてね。監査委員さんも私どももそこのところについ

ては、町の判断については触れませんよということでは、その時点ではお互いに確認し合って

いるということでございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  熊谷委員。 

○副委員長（熊谷雅史君）  言っていることはわかるんです。その経過もわかりました。た

だ、町民から聞かれたときに答える機会を持つのかということなんです。どうですか。 

○委員長（大渕紀夫君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  それは町民から聞かれたときには当然、議員さんからも問い合わ

せありますからそういった経過の説明はさせていただきます。町の考え方とかですね。ですか

ら、あえてその場を設けるとかでなくて、聞かれればそういう形にしていただきたいと思いま

すので。今日の議会の場もそういうことで議員さんもいろいろな場面で聞かれるでしょうから、

そういうことを経過を説明してほしいという形の中で我々もその考え方というのを説明してい

るというふうに認識しておりますけれども。 

○委員長（大渕紀夫君）  いいですか。議長、どうぞ。 

○議長（堀部登志男君）  今、熊谷委員の方から場合によっては監査委員の意見もというよ

うな話をされましたが、この件につきまして私も代表監査委員にちょっとお話しを聞いてまい

りまして、監査の意見がこの際必要でないかということについては町の説明どおりですね、監

査委員としての意見を付することではないということは私も確認をしておりますので、一つ申

しそえておきます。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の委員の方どうぞ。ご質問のございます方。ちょっと私から一

つお尋ねしたいんですけどね。一つは２４３条の３項は当初から皆さん方が承知をしていて監

査委員に聞かなかったのか。それとも承知をされていなかったのか。そこら辺はどうですか。

きちんとわかっていてそういう処置を取ったかどうかということです。どうぞ。 

○総務課長（白崎浩司君）  先ほども説明いたしました経過の中で職員が賠償責任があるか
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どうかというような判断の中でいわゆる故意なのか、重大な過失なのか、あるいは業務上そう

いう中でいわゆる失態を犯したのかというような判断の中では、一般質問の中でもお答えして

いますけども、条文までは言っていませんでしたけれども自治法の中で職員の賠償責任がある

よというようなことで答えているとおり、この部分についても合わせてこちらの方で、この部

分もということは３項も含めてですね、この部分はあると。当然、法の解釈ですから全てが全

て頭の中に入っているわけではございませんので、私どもの方で逐条解説を見ながら判断して

いったと。ただ、こういうような判断をすることでやはりどうなのかというような疑問もあり

ますのでね、それで監査のところに行ったというのは事実ですけども、これを全然知らなかっ

たということではなくてですね、そういうことの確認はさせていただいたということでござい

ます。 

○委員長（大渕紀夫君）  一般質問の答弁の中でですね、『白老町に損失をかけた額が２７万

程度ではないかと。これはあくまでも推計でございまして、正確に出せとなったら、正直言い

まして１年かかっても、２年かかっても、なかなか難しい部分がございます』と。こういう答

弁を正式にされておりますね。で、これは推計額というのは例えば９ページで説明された自動

車の損害賠償。これは始めから決まっているものなんですね。第三者がきちんと決めてきてい

るものなんですよ。ところが今回の場合はそうではないですよね。私の解釈です、これはあく

までもね。それをお聞きするんだけども。本人が納得したとかしないとかそんなことじゃなく

て。この推計額の出し方といったら極めて曖昧ではないかと。この推計額の根拠はここに答弁

されていることだけなのかどうかね。例えば、本人から請求来なかったら２７万というのは損

害になりませんよね。２７万という金額が請求来なかったら、返してくれって言わなかったら

何も損害にならないよね。この２７万という根拠だね、推計だとは言ってもどういう根拠、算

出根拠に基づいているということが僕は問題だと思うんですよ。だから、監査委員に僕は相談

すべきでないかという考えなのさ。私の考えは。明らかにはっきり２７万程度ではないかと言

っているわけですよ。それは推計が算出根拠が出たというふうには私は解釈できないんですよ。

そういうときにこそ監査委員に相談すべきものではないのかなと、こういうふうに私は解釈す

るんです。ただね、本人が納得していればいいという話もさっきございましたから、それはそ

こに及ばないのかもしれませんけれども。私はやっぱりそういうところが明確でないと後で起

こったときに、とやかく出たときどうなりますか。そこら辺が私ね、何度も言うんですけれど

も損害賠償の過失、過誤の精算書だとかを含めて、何でどういうふうな形でこの２７万という

のは、答弁しているのはよくわかりますよ、６．３％云々というのは、そんなことを言ってい

るんではないんです。その前の部分です。何を根拠にこの２７万というのを出しているかとい

うことです。そうであればね、自動車とは全く違うわけですから。車の損害賠償というのは第

三者でちゃんと決めていますからね。これは何も問題ないですよ。それとは全く質が違うもの

だと僕は思っているんですよ。ですから、そういうふうに言うんですけどね。そこら辺をもう

ちょっとわかるように一つ説明してください。はい、どうぞ、白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  今のご質問の中で、たまたま私の方で説明した中の９ページの
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事例。これは先ほど断りましたけども、事例としては自動車の話ですよと。ただ、法の解釈の

意味の解釈は補てんされていれば、２４３条の２項の賠償責任はないんだよということを先ほ

ど申し上げました。それで、損害額の確定につきましては担当課長から補足があればしていた

だきますけども。先ほど説明したとおり、実質上未処理の部分の１４年１１月から１５年１２

月までの１４ヶ月分なんですが、それについては遡っての計算が実質上不可能であるというこ

とで書類としては再出力させていただきましたけども、それは実務上実質できないよというよ

うなことで、先ほども言いましたけど損害額があるんだから、それじゃあ合理的に算出する方

法はないのかというようなことでいわゆる直近のものを使わせてもらって・・・。それで１６

年の１月から順次出しまして５月分まで毎月出しまして、これも同じような答弁になってしま

いますけども。同じことはちょっと省略しますけど、それをもって推計損害額と。で、この方

法につきましては、本人が了解しているからいいということでなくてですね、本人にも弁明の

機会を与えましてですね、その方法とそれから損害額について、本人が請求したからでなくて、

そちらの方でこれが推定損害額でこの金額をもって確定とするということで、本人も方法を含

めて、金額を含めて合意したということで、それを損害額として返済してもらったということ

でございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  長野課長どうぞ。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  社会保険に加入している老人医療の方々が基本的には

基金の方に医療機関が請求する形になるわけですし。逆に国保に入っている方は支払基金では

なくて国保連の方に請求するというシステムになっています。本来、我々の方で見た中に支払

基金の方に請求をしなければならないものが入っていたと。それはたまたま白老町の方に請求

が来ていたと。その金額を１月から５月まで算出した結果、この金額が出てきたと。 

○委員長（大渕紀夫君）  その合計額が４２７万だということですか。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  はい。で、その他にも５００万近い数字があるわけで

すが、これは基本的には国保の方で負担すべきお金ですから、例えば老険であっても国保であ

っても白老町は基本的には根っこにあるわけですから、それは負担すべき額としての出す場所

は違うにしても基本的には白老町ですよと。ただ、元々支払基金で払ってもらうお金を白老町

が払ったよということの金額が４２７万という数字。それの６．３％が２７万であるよという

数字ですから、基本的にはこの金額が間違っている、あるいは間違っていない、もっと正式に

やることは１４ヶ月全部出せば一番いいわけですけども、先ほど総務課長がお話したとおり６

ヶ月間という、これは正式にという話でなくてお互いにやりとりの中での合意事項ですので、

それ以上遡ってということになると医療機関の方にも相当の迷惑をかける形になりますから、

そういう形の中で直近のものを使わせてもらったということでご理解いただけるかなと思いま

す。 

○委員長（大渕紀夫君）  それで、そういうときに監査に相談をするべきではないのかとい

う見解なのさ、私が言っているのは。そういう推計でね、今言ったのは推計だから、今、課長

おっしゃたように、根拠はここだというものはないんですよね。これとこれと、これとこれを
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足したものが２７万ということじゃないですからね。ですから、論拠としてそうであれば相談

すべき中身のものでないのと。本人と合意していようが何していようが、そういうときに監査

と２４３条の３項というのはそういうときに生きるんじゃないのかということを私は言ってい

るんですけど。そこら辺の見解はどうですか。三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  ３項の監査の役割は先ほど総務課長も説明しましたけれども、こ

れはお互いに、要するに債権者と債務者、町と損害を与えた職員との間であくまでも合意がな

らなかったという場合について監査の意見を聞くよというのが一つあるのとですね。それとも

う一つは、例えば１０の過失があってその内の割合を、本人が全部１０じゃなくて何割持たせ

るのかと、町がこれはみるべきものがあるよというときには監査の意見を聞いて判断して、そ

の場合はまた議会に意見を付して決定すると、こういう監査の役割だということがまず法の解

釈。それで大渕委員長の言われることも監査ですから、そういうことは後か先になるかわから

ないけれども、そういうことも考えられると思いますが。ただ、私どもも判断しましたのは、

そうしますと監査も同じことを同じものを持って同じことをやらなければならないと。算出す

るに当たってはですね。そして、なおかつ算出に当たっては本当に専門的な知識が必要なこと

でございまして、監査委員がやることもこれも不可能だろうと、現実的に。そういうことで、

これはこの算出方法しかないという判断に立ったというのが先ほどの説明なんですよ。それと、

そのことについては、これも先ほど言っていますが上級官庁に見解を伺ったり、また行政実例

ですね。例えば北海道の方でもご存知のことで裏金の関係でも空出張だとかということも２０

億の損害賠償をしましたが、これも当事者同士でもう話しがついているから監査の意見は必要

ないという判断だとか。そういった監査を付してやっている例はほとんどないと。過去に１件

というようなこともお聞きしましたりしましてね。これは時間もかかりますし、速やかに現状

を回復するということでは、やはり私どもが、先ほどから総務課長言っていますがそういう判

断の元でですね、これは最終的な判断の元で監査の意見は聞かなかったということでございま

すので、その辺ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  ちょっと誤解しているところがあると思うんですけどね。私が言

っているのは監査が同じ手続き、同じ方法しかなかったけれども町のとった行為は推計で正し

いよという監査の意見が必要だったのではないかということを僕は言っているんですよ。同じ

ことでもいいんですよ。調べ方も同じでもいいんです。だけど、町のとった行為は第三者機関

である町の監査がこれは町のとった行為は正しいというふうにね。そのために監査というのは

僕はあるんじゃないかと思うわけよ。だから、そこがなぜ監査に相談しなかったのかというこ

とを言っているんですから。同じ方法でしか調べようがないかもしれないけれどもね。その時

に監査が必要じゃないのかというふうに思うんです。だから、そこは同じ回答しかなかったら、

それはそれでいいけれども、私はやっぱり監査というのはそのために、そういうことをして、

町のやった行為、例えば総務課がやった行為というのは裏づけされると。第三者によって裏づ

けされると。推計というのはそれでも正しいんだというふうになる。そこのところが僕は手続

き上必要だったんじゃないのということを言っているんですから。同じく調べても何してもい



 10 

いんですよ。判断が正しかったというのを第三者機関がやるべきでないかというふうに思うと

いうことを言っているんですけどどうですか。白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  一番最初の説明の中でもちょっと重複する部分あるんですけど

も。先ほど言いましたとおり推計額ということは、他に合理的な方法がないという判断の中で

額を当該職員にも説明しまして、方法も含めて説明しまして、その合意の上ということでお話

ししました。先ほどの説明の中でもいわゆる町に損害がないというようなことで、同条の適用

でなくて、自治法上の行政処分でなくてですね、民法上の賠償責任ということで返済していた

だいてもらっていますので、その時点でこの手続き上、書くということで監査の方に要求は求

めなかったというような、それはその時の条文の解釈で監査の方には行かなかったと。ただ、

監査の方の意見を、相談と言いますか、意見をということはその時点ではそういうふうには考

えておりませんでした。 

○委員長（大渕紀夫君）  わかった。そこはそれでいい。ただね、推計額ということは逆に

言えば今後、増えたり減ったりすることがあるということなんだよ。推計額なんだから。そう

いうことを十分頭に入れて、２７万ぴったりというふうになるのかどうかね。推計額というの

は増えたり減ったりするから推計なんだよ。推計の根拠というのはそういうことですよ。だか

ら、そういうことが起こっても大丈夫なようにするためには私はそういう行為が必要だったん

ではないかということを言っているんだから、そのことが必要ないということであれば、その

推計額というのは今後２７万が正しかったのか、多かったのか、少なかったのか、ぴったりだ

ったのかということがわかるんですか、今後。確認できるんですか。だから、根拠をきちんと

監査なら監査に聞いておくべきだって。第三者に聞くべきだと言っているのはそういうことな

んです、僕が言っているのは。そこのところがはっきりしていないと、後で増えた、減ったと

か、丁度良かったとかそんなことでなくて、何もわからなくてこのまま行っちゃうのか、そこ

ら辺どうなんですか。結果としては。それで相手に賠償責任を負わせるということがいいのか

どうかということですよ。はい、長野課長。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  基本的にはこの数字が変更になるとか、確かに推計額

ではございますけれども、基本的にはそれなりの根拠を求めて作ったわけですから。ただ、そ

れが１４ヶ月の未処理分まで波及することが可能かどうかというふうになりますと、まず不可

能であるということが言えるわけですし。金額がこれ以上減ったり、増えたりするというよう

なことはまず基本的にはないだろうというふうには確信いたしてございます。 

○委員長（大渕紀夫君）  どうして、それで推計額になるのさ。そうしたら推計額でないで

しょ。決定額でしょう。そういうの推計額って言うの？僕が言っているのはそういうことをき

ちんとしてほしいと言っているだけだからさ。はい、どうぞ。 

○総務課長（白崎浩司君）  表現として推計額とこちらの方で言っているのはですね、いわ

ゆる未処理期間のそのものを調査したということであれば、それをもって確定額ですね。ただ、

そのものでなくて直近のやつを使わせてもらったということで推計額という表現はします。そ

の推計額をもって確定額というようなことで当事者にも話していますので、こちらとしてはそ
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の推計額をもって損額の確定額という解釈をしております。 

○委員長（大渕紀夫君）  ということは根拠があるということになりますね。推計額でない

ということになりますね。確定額だから。だって、これで読んだら、そうしたってね、『２７万

程度ではないか。これはあくまでも推計でございまして、正確に出せとなったら正直に申しま

して云々』って答弁ちゃんとしているんだよ。だから、なぜこの時にこれは確定額ですって言

わないの？論理的にそうならないでしょう。いや、一つ断っておかなければ駄目なのは、僕ね、

そのことがどうのこうのじゃないのさ。そういうことが後で出た時に大変になるから。僕は何

回も言っているんだから、そのことはね。だから、そこはそれでいいんですかということを言

っているんですよ。そこだけは誤解しないでください。そこが分かればいいですから。別に細

かいこと聞いたってしょうがないんだから。だから、そこの考え方が間違ったら大変なことに

なるよということを言っているんですから。暫時、休憩いたします。 

休  憩    午前 １０時４０分 

                                         

再  開    午前 １０時４９分 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。はい、三國谷助

役。 

○助役（三國谷公一君）  それではご説明をさせていただきます。先般の定例会の中で斉藤

議員の方から、この関連の質問の中でこの損害額について質問がございます。その中で担当課

長の答弁でございますが、『白老町に損失をかけた額が２７万程度ではないかと。これはあくま

でも推計でございまして、正確に出せとなったら、正直言いまして１年かかっても、２年かか

っても、なかなか難しい部分がございます』というところでですね、２７万円程度でないかと。

推計の話だよということで答弁させていただいてますが、これはちょっと説明不足がございま

して、このことについてちょっと補足して、関連して説明させていただきますが。そういうこ

とから今、総務課長の方から説明いたしましたが、この推計額２７万というのは、やはり未処

理の部分についてはですね、これから調査がもう困難だということで、一番正確であろう直近

の５ヶ月を推計させていただいたと。これは事実でございまして、この推計額２７万円をもっ

て損害額として決定して本人に了解の上でこれを弁済させたということでございます。そうい

うことでご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  他。他の委員さん、ございませんか。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  大体、今、結論出たようでございますけれども。この種の一つのい

ろんな疑義を総括してみますと、どうもやっぱり一般的には納得できないという要因が非常に

多いと思うんですね。それで、今、話された損害額の基本を算定する一つの基準にいたしまし

てもそうですし、それから期間の認定にしてもそうなんですけれども。どうも役所内部ではそ

れで通そうと思っているかもしれない。だけども現実的に町民が果たしてそれを理解できるか

というとなかなか理解できないと思います。ですから、その辺の説明を明確に。先ほども前議

員も話されておりますけれども、きちんとやはり明確にすべきだろうと思うんですね。ですか
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ら、いろいろとあると思うんですけれども、直近の６カ月間の算定云々かんぬん、それがベー

スになるわけですけれども、果たしてそれが理解されるのかというとなかなか理解されないだ

ろうと。少なくても私はそういうふうな意味で、この算定の基礎についての捉え方についてや

はり一番大きな問題があると思うんです。ですから、今後のいろんな問題にもあるとおもうん

ですけれども、これらについて役所ベースだけでものを捉えてはいけないんじゃないかという

ことを一つ、きちんとお互いに反省すべき点だと思うんですね。で、これを考えたときに私は

まだまだ結論が出てもくすぶる可能性あると思うんです。これらを役所ベースでものを回答し

たらから、それでいいという判断で逃れたときには非常に問題があるだろうと。私はやはり一

般的な考え方をそこに取り入れる必要あると思うんです。ですから、前議員が質問あったよう

にこれらの捉え方について十分反省していただきたいとそう思います。以上。 

○委員長（大渕紀夫君）  町側は見解ございますか。三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  そういうことも踏まえましてですね、今回はこの問題につきまし

ては事実関係が判明した時点から町長の方とも、これは町民に対してきちんと公開しましょう

と。議会に対しても公開しましょうということで作業も進めてきました。ただ、全容を解明す

るのにちょっと時間かかりましたが。そういうことで従来みたくですね、ただ、内部で処分し

て終わらせることではなくて、きちんと報告をさせていただきたいということで、そういうこ

ともさせていただいた経緯もございますし、また、ご指摘のことにつきましては今後、定期監

査の中でも監査の方の一つの判断もあろうかと思いますので、そういうこともきちんと受け止

めながら対応はしていきたいと思っておりますし。また、今後のことにつきましても、このこ

とを反省を踏まえてやはりどういう問題であっても、きちんと処分した内容については議会、

それから町民に対してきちんと公表していこうというふ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。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  それから、一番最後の交通災害の事例をとっておりますが、これは

判例でございますのでいろいろと出てくると思いますが、今回の場合は非常に不適切な判例の

引用だと思うんです。やはり、これらについては十分考えるべきだと思います。私は結論から

申し上げて非常に申し訳ないんですけれども。これを今回の事例にこの判例を合わせるという

のは非常に無理があると思います。いかがでしょうか。 

○委員長（大渕紀夫君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  中間でご説明したと思いますけども、この判例と言いますか、

問答なんですけども、いわゆる自動車事故ということで案件は違いますよと。ただ、その法に

適用するかどうかという解釈をこれで説明させてもらうと。先ほどそういう意図で説明させて

もらいました。いわゆる損害を弁済されていれば、損害が発生したと解さないんだということ

で、同条の規定の損害責任はないんだよというような法の解釈をここで説明させてもらったと

いうことでございます。先ほどの論点になりますけども、今回の推定額という言葉の中と、そ

れから、先ほど委員長が言いましたけどもね、事例が違うんじゃないかと言うようなことのご
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指摘もありましたけども。私の方でこれを付けたのはですね、法の解釈をこういうふうにしま

すよということで、損害額が補てんされたので自治法上の行政処分でなくて、民法でいきます

よというようなことでこの資料を付けたつもりでございます。以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  だから、私は言うんですが、これはやはり非常に無理があるんです、

法的にですね。これは例えば事例で話されているんですけども、理解するための一つの手段と

してはわかるんでしょうけれども、これこれしかじかでこの問答があるからこの一つの事例に

対して引用できるというには非常に無理があると僕は思うんですね。これは何て言ったらいい

んでしょうか。この２４３条の３項の事例と、それからこの問答にはいささか関連ないんです

よね。で、これを関連あるようにいかにもこじつけのように聞こえるんですが、これはあまり

無理しない方がいいんでないかと思うのですが。 

○委員長（大渕紀夫君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  私の方の答弁、たぶん同じことになろうかなとは思うんですけ

ども。ここで言われているのは、先ほどの前段で３ページの部分を言いましたけども、いわゆ

る自治体の負担によらず回復されては損害とないと解するんだよということの意味合いを詳し

く説明しようとしてこれを出しました。それで３項にいきますけども、損害を与えたと認める

時は監査委員に行くんだよということですから、この事例で同条の賠償責任はないんだよと。

だから、自治法でなくて民法で賠償させるんですよということを説明するために、理解をして

いただくためにこの資料を付けたのでね。自動車事故のやつの事例は適切ではないかもしれま

せんけども、法の解釈を理解してもらうために資料を付けたと、私はそのつもりで出しました。

以上です。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  理解したような、しないようななんですが、私はそれで通そうと思

うならそれでいいと思うんですが。今回の場合はちょっと疑義がございます。以上。 

○委員長（大渕紀夫君）  例が悪いということを言っているんだよ。それだけはわかって。

吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君）  私も先ほどちょっと休憩時間に話していたんですけど、やっぱりこ

の事例というのはちょっと違っているんじゃないかということ。それから、私は何回読んでも

理解できないんですけど、この９の例を挙げるとね、２の方をとったという先ほど、その事例

として１と２があると。だけど損害が無かったので２の方をとってやったと。で、相手も納得

したからそれでいいと先ほど説明がありましたけど。私、さっきからずっと３回か４回読んだ

んですけど、答えとして職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、これは例がおかしいと言

うのはおかしいんですけど、町の求めより監査委員より行うものですと。で、そこで責任の有

無の決定に当たっては職員の過失があるか、賠償があるとかないとかっていうふうに１と２で

解釈しているんじゃないかなと私は思って見ているんです、これ。ところが課長の説明を読む

と、担当課と職員側とやりとりをして損害があったと。損害額もある程度推計で決まったと。
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で、お互いの話し合いでそれは納得できたから損害もないから、この２の方を取ったんですと

言うんですけど。賠償がある、ない、それから賠償額の決定というのは監査委員が行うものだ

と書いているこの一行は関係ないんですか。これで見ると、なぜ、ここ一行関係ないのかなと

私、さっきからそう思って見ていたんですけど。職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定は町

の求めより監査委員が行うものですというふうにここに。これは事例だから関係ないんですか。

この傍線引いているところだけが関係あるということなんですか。事例として出されたこれが

意味がおかしい、私も合わないと思って見ているんですけど、答えを２の方を取りましたって

課長さっき説明しましたよね。２の方を取る以前に、その以前に損害の賠償責任有無及び賠償

額の決定は町の求めより監査委員が行うものですというのは、これは関係ないんでしょうか。

今回の事項に関しては。 

○委員長（大渕紀夫君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  ２の方を取りましたということよりも、この事例は２の考え方

が適当と解しますということですね。この②の方は損害が無いのだから賠償責任はないと考え

るのかという話ですけど。この問いの方でいわゆる自治法第２４３条の２による賠償責任は無

いものと解してよいかと。だから、２の方が適当と解するということは自治法の２４３条の２

による賠償責任はないよということなんですよ。だから、自治法の行政処分じゃなくて民法上

の方で賠償をしてもらいますよと。ということは、そもそも２４３条の２の条文には来ないよ

と。このものにかかった時には３項に行くんですよということなんです。だから、先ほども言

いましたけども賠償責任のあるとかないとか、それから賠償額をこちらの方で１００万あると

言った時に、私は５０万しかないよとか、そういった時に合意に達しないで当然回復しないと

いったときには、当然、損害をまだ与えている状態ですから、それは２４３条の２に該当して

３項に行きますよということなんです。で、私がこの事例の中で説明をしたのは自治法の方に

は行かないですよということなんです。行政処分には行かないですよと。民法の方のやつで戻

してもらいますよと。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  例として、この例を挙げられたんですけど日本全国３千自治体以上

ある中でこういうことというのは今までなかったんですか。もっと先例と言うのかな、例とし

てもっと身近にこのもと近いもので挙げられる先例というのはないんですか。やっぱり、そう

いうふうに各自治体でそれぞれ処分しまうから、こういう先例としては法で決められてこうい

うふうになったもの以外はあまり先例としては残っていないということなんですか。もうちょ

っと私、身近なものの先例がないのかなというふうに思ったのもあるんですけど。これを読ん

でいると、あまり解釈がよくわからないんですよね。 

それともう一つ、私もその部分納得できないんですが、推計で出したと。で、これはこの金

額を出すのを不可能だという。役所の仕事の中で過去のものを出すのが不可能だというのは、

それは国のものだからわからないんですよね。そういうものもあるんだなと私は改めて思った

んですけど。行政でやっているもので過去に請求しなかったから、そのものは絶対に調べるこ
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とができないということが一つ不思議だった、すごく不思議なことだったんです、私にすれば。

役所の１円でも違えば徹底してやる行政がね、今度、遡って請求するのは、その金額を調べる

のは不可能だということ自体が私すごく不思議なんです、一点。それと先ほどおっしゃったよ

うに、不可能で推計の金額であるからきちんとしたそれを証明できる人というのは必要でない

かなと。そうでないと、吉田委員もおっしゃったけど内々に終わっちゃったのかなという感覚

は、町民はやっぱり受け取るんじゃないかなというふうに思うんです。本人が納得したから、

行政もそれで推計だけれどもそういう金額だから。じゃあ、本当にそれ以外に町民に損害は与

えていないのかという、その辺がきちんとしたものがないような気がするんですよね。それは

出しようがやっぱりないんですね。不可能って言ったから不可能なんですね。考えられないこ

とじゃないかなってちょっと思うんです。ちょっと疑問として。これは町民の方、みんなそう

思うと思うんですよね。行政でやっていることで、一年経ったから、じゃあ、その金額調べら

れないとか、そういうことってやっぱりあるんですね。その辺ちょっと確認しておきたいんで

すけど。 

○委員長（大渕紀夫君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  前段の適切な事例云々というお話しですけども、実は実例・判

例とか、逐条解説もそうですけども、今、ここに持ってきていませんけども調べました。それ

と合わせて先ほども道の方にも相談に行きました。ただ、適切にですね、例えばこの自動車を

ぶつけたとか、物品を扱っている人がぶつけたとか、公金を横領しただとか、そういう事例は

ままあります。ただ、こういう調べた中ではこれに見合うようなと言いますかね、それ相応の

事例がなくてですね、こういうふうにはお出しできないんですけども。自分は事例の中で法の

解釈、この逐条解説の中の法の解釈がどうなのかということを説明したくて先ほどのを持って

きたと。確かに車の事故ですから、それは修理工場に出して金額が出て、保険も出てとかって、

これはもうはっきりしますよね。ただ、それははっきりするんだけど、法の解釈として２４３

条の２の賠償責任になるのか、ならないのかということを解釈してもらいたくてこれを出した

んです。だから、先ほども言いましたけど、それは３ページにもありますけども、回復されて

いれば損害はないと解するんだよと。損害はないと解するので２４３条の２でなくて民法に行

くんですよということを説明したくて、これを出していると。適切でないよと、なかなか理解

しづらいよと言えば、事例としては好ましくなかったのかなというふうに思いますけども。自

分の気持ちとしては、やはり法の解釈をしてもらいたくて事例としては適切ではないかもしれ

ませんけども、法の解釈を理解してもらいたくてという気持ちで出しました。 

 それから２点目の方、実際に本当はできないのかということについては担当課長の方から。 

○委員長（大渕紀夫君）  長野課長。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  実際にそれはできないかという話になりますと、相当

の時間をかければ決して不可能ではないということは言えると思いますが、現実にその処分を

するために、あるいは額を算出するため、手法をいろいろ講じたとしても基本的にはまず相当

難しいものだろうというふうには考えております。したがいまして、基本的にやはり、ここで
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結論的に言えることは無理ですということが結論として言えるのかなというには考えておりま

す。それともう一つですね、これはどうしても病院とのやりとりとの関係が出てきます。です

から、もし病院の方で、そのお互いのやりとりの中では６ヶ月程度という話になってございま

すから、それを過ぎたものについて、こちらの方で判断するということはまた逆に言うと不可

能になっちゃうということでございますので。どうしても第三者的な、要するに医療機関との

関わりもあるということでご理解いただけるかなというふうに思いますが。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  そうなるとね、やっぱり納得できない部分があると思うんですよね。

推計で現状を、損害賠償は回復したとみなしてそういうふうにとさっきおっしゃいましたよね。

回復したということにはならないような気がするんです。どうしても疑問詞が付くと思うんで

す。 

○委員長（大渕紀夫君）  暫時、休憩します。 

休  憩    午前 １１時０９分 

                                         

再  開    午前 １１時１０分 

○委員長（大渕紀夫君）  会議を再開いたします。長野課長。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  基本的には医療機関とのやりとりが必要でございまし

て、６ヶ月間と、お互いに申し合わせになっていますから、それに遡ってやることについては

実際上はできないというふうに判断してもらって結構だと思います。したがいまして、先ほど

から何回もお話ししている直近の方を使わせてもらってやっているものだということでござい

ますのでご理解いただければなと思います。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  これで終わりますけど。これが最高の手法であって、これ以上は出

せないということがはっきりしているということですね。ですけど、推計とかというそういう

言葉が入ってくる以上はきちんとやっぱり、ある程度議会でも報告されて私たちも大体のとこ

ろは納得していたところもあるんですけど、やっぱりこういうふうに次々出されてくると、ど

うなのかなって。もうちょっと指摘されないようなきちんとした方法というのは取らなきゃい

けない。そのためにはやっぱりやるべきこと、手法、この事例を出して２だからいいんだとか

ということではなくて、やるべき方法、それから取るべき手段は全てきちんと取っておいて、

どこから指されてもきちんとこういうふうにしていますって。今、やっていますってことは言

っていますけれども、何かその辺にちょっと答えにもばらつきがあって。絶対に出せないのか

と言ったら、これは６ヶ月以上は駄目だってことがはっきりしたからいいんですけど。何か答

えの中でまたそういうのが出てくる。現状が回復したと言っているけれども、あくまでもそれ

は推計のものであるという、そういうものが疑問点が残るという。何となく、聞いている者が

ああそうなだって、すっと落ちるものがちょっと無いような気がするんですけども。どうです

か、課長も説明していて、本当にこれは皆に納得してもらえる答弁だというふうに思って答弁
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していますよね、でもね。何かでもね、聞けば聞くほど、あれ、あれっていうふうに感じにな

っちゃうのはこっち側が悪いんでしょうかね。 

○委員長（大渕紀夫君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  言葉の表現としましてね、先ほど言いましたけどその未処理の

期間のものを処理して数字を出せば、これが損害額ですよ、確定額ですよという表現はストレ

ートに行きます。ただ、そこが計算上不可能なので、それは出来ないから直近のものをやった

と。ということは未処理の部分のものをやったわけでないものですから、表現としてはそれを

推計という表現しか出来ないと、こちらの方は。ただ、ほかに他の方法で合理的にその損害額

を算出する方法があるかと言ったらないんです。だから、これを採用したと。だから、出した

額はあくまでも言葉の表現としては推計額としか言えないですけども、それをもって損害額と

して確定したということなんです。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  わかるんです。だから、それを推計額としか言えないというのは何

回も説明聞いているからわかるんです。だから、きちんとした手段、さっき委員長がおっしゃ

ったように第三者のきちんとした承諾も得ておくというかね。納得をしてもらうとかというこ

との手段がもうちょっと必要じゃないかって。行政側と怠った職員とのやりとりの中でもちろ

ん計算はきちんとしたもので遡って５ヶ月分でやったというのはそういうものはわかるんです。

だけど、じゃあ全部現状が回復したのかというふうに聞かれたら確定的な回復ではないですよ

ね。推計による確定ですよね。その辺をきちんと証明できると言うかね、何て言うんだろう、

私たち第三者の者から見ると職員と職員でやったことじゃないのって、決めたことじゃないの

っていうふうになると思う。もちろん計算方法は取るべき手段として国の方だとかいろんなも

のでやったんだと思うんです。だけども、そうであれば損害賠償の現状は回復出来たというこ

とにはならないということには思いませんか。言葉として。どうですか。私は、聞いていると

すごくその辺が納得できないというか、矛盾して頭がぐちゃぐちゃになっているんですけど。

推計ですと、でも、それはこういうふうに出す方法が半年以上遡れないんですと、だから、方

法はありませんと。だから、このもので行きますと。それはちゃんと第三者にきちんと承認し

てもらっていますと。これ以上の方法はありませんというのはわかります。だけど、お話しを

伺っていると現状を回復したからこれはもういいんですというふうにさっきおっしゃいました

けど、現状の回復ではないような気がするんです。推計の金額での回復のような気が。だから、

そこら辺がちょっと微妙な捉え方によっては何か違うんじゃないかなっていう気がするんです

けどどうですか。それで確定したということをきちんとやっぱり第三者なり、そういう監査な

り何かの形で、法的に誰から言われても、きちんとこういうものでこういうふうに整っている

というふうにならないと、職員同士のやりとりでなったものなのって。それも推計なのって。

じゃあ、遡れないなら遡れないですと。それはわかります、遡れないんだから。だから、推計

なんですというふうになったら、推計で判断してじゃあ本当に町に損害はそれだけで終わった

のって。本当にそれだけだったのって。２７万で損害はないのって。それ以上は多くはならな
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いのって。私はそのことを追求するのではなくて、そういうちょっと曖昧な部分に捉えられる

ところがあるから、きちんと第三者なりのものが必要なんじゃないかというふうに思うんです。

どうでしょう、そういうふうにお考えになりませんか。 

○委員長（大渕紀夫君）  要するに、今、吉田委員が言われたのは、こういうふうなトラブ

ルが起こった時に、私、先ほど申しましたけども、第三者機関にきちんと相談するという考え

が今後ないかと。法律的に則ってやるのはわかったと。逐条解説もわかったと。ただ、その確

認をきちんと監査なら監査に今後は取る方がいいのではないかということをおっしゃっている

わけですよ。それはどうですかということを聞いているんですから、そこだけ答えてください。 

はい、三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  第三者というのは監査のことをおっしゃいるんですね。ですから、

それは明らかに私どもは公開もしていきますし、報告もいたします。今後もきちんとした形の

中で。それが一つの町民の皆さんにも知らしめることだというふうに思っています。監査の関

係につきましては、法の解釈はまた別にしてですね、言っておりますが、今回も私たちも報告

した中で監査委員さんは町の判断に誤りはないですねという言葉としてはいただいています。

それで、このことの内容の中身のことについては当然、もうこれで終わりということじゃなく

て定期監査という形の中で監査委員さんも内容については精査されるというふうに思っており

ますので。そこでまたそういったことが出てくれば、そういう対応はしなければならないと思

っていますが、事前に監査にもお話ししている中では町の判断ということについては、一応い

いというようなこともいただいていましたから、こういうような形を取らせていただいたわけ

でございまして。ただ、こういうことはもうあっちゃならないと思っていますけども、こうい

うふうなことになった時には、今後の取り扱いとしては然るべき慎重に、また監査等の対応も

含めて慎重を期してまいりたいというふ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。 

○委員長（大渕紀夫君）  吉田和子委員よろしゅうございますか。他。ございませんか。１

点目のことなんだけれども、このことについてはやっぱり議事録にもこれ残っています。もち

ろん、当然その後の経過もあると思いますから、そういうことも含めて、この教訓は一体何か

ということ、法の解釈、またそれに向かう体制の問題含めてですね、やはり町は、今も出てい

ますようにまだ納得されていません。私の取っている範囲では。きちんと納得しているという

状況でないですよ。ですから、納得できるような論拠、論点をきちんと整理して、そして、例

えば、この議事録を、例えばそれが違っていたらどうするのかということから始まってね。そ

ういうことをきちんとやっぱりやってもらうと。そして、第三者機関というのは監査というこ

とじゃないけれども、やっぱりどこへ出しても大丈夫だよというようなことを事前にきちんと

考えて、そして対処するようなそういう形をぜひ取っていただきたいと。第三者機関というの

は監査だけではないかもしれません。しかし、それは例を含めて納得出来ないような説明では

やっぱり駄目です。両吉田委員さんも、私も含めてですけども、全部じゃあ分かったというよ

うになるかと言ったらそうはなりません。ですから、そこのところは十分町側としては考慮し
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て、今後のことについては対処をしていただくというふうにしていただきたいと思います。 

もう一つ５９万８,２５０円の、この処置の仕方。これについての説明をしていただきたいと

思います。これはやっぱり、この部分はまた別ですから。会計上の問題でどうなのかというよ

うなところを含めて、この５９万８,２５０円、要するに国保連合会に打ち出しのためにかかっ

た費用だというふうに私は理解しておりますけれども。 

この点ともう一つは、このことによって現状復帰するためにどの程度の課で課長を先頭に大

奮闘されているやに聞いております。残業はどの程度で、どういうふうな影響というのは私は

いくらでもあると思うんです。ですから、残業がどの程度やられて現状復帰しつつあるのか。

今の勤務状態、課長の決意。朝何時から出て、何時までやっているのか私はわかりませんけれ

ども、少なくともそういう立場で今、現状復帰のために努力されていると思うんですけれども、

そこら辺含めてちょっと説明を願いたいと思います。討議はその後にいたします。白崎総務課

長。 

○総務課長（白崎浩司君）  今の説明をいたします。まず、１点目の再出力の経費について

ということで説明いたします。廃棄した書類の再出力に当たっては、ただちに現状回復という

ような考えで４月７日担当課長が国保連合会に行き、事情を説明して白老町の依頼で行ったも

のであります。したがって再出力にかかる経費５９万７,４５０円は債務者である白老町に請求

されております。そのため、白老町は国保連合会に有する債務について、その原因者である当

該職員に対して求償を権利を有することとなります。その経費の支払に当たっては支払期間が

限定される中で、その時点では不祥事に係る全容が解明しておらず、議会に対しても詳細に説

明できない状況であることから予算計上を含めた事務手続きによらず、再出力に至った原因者

である当該職員に直接支払わせたところであります。しかし、現時点においては白老町名義の

支払を直接本人に支払わせたことは、賠償方法の一つとしてはあり得ますが、その処理につい

ては事務手続き上適正を欠いたものと判断しております。このことから本件についてはすでに

支払がおわったことにより、白老町と国保連合会との債権、債務及び当該職員に対する求償権

は無いものでありますが、この度の国保連合会、白老町及び当該職員間の債権、債務の関係に

つきましては今後文書により明確にしていきたいと考えております。 

 ２点目の回復業務の残業等々とその体制については、担当課長から答弁させます。 

○委員長（大渕紀夫君）  長野課長。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  時間外の関係ですが、４月から現在までの時間外はそ

のセクションでは続いてございます。ただ、もちろん真相究明のために時間外をしたという経

緯もございますが、そればかりではなくて６月の議会に提案するための医療費の改正、これは

１０月からの改正ですが、それに伴う時間外。それから、日常の業務の中での時間外というよ

うな部分で、現実には時間外は現在も続いているという状況でございます。必ずしも、今回の

一連の不祥事ばかりの業務ではないわけですが、少なくともこの部分も確かにある程度加味は

されていると思いますが、それを明確に分類するということはなかなか難しさはあるだろうと

いうふうには思っておりますし。また、中では課長の決意というお話もございましたが、基本
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的にはこういう不祥事を起こしたということについては非常に管理監督の立場にある私として

は心苦しく、また、本当に町民の皆様、議員の皆様、ひいては理事者、職員の信用失墜にも繋

がる話ですので誠に申し訳ないというふうに思ってございます。この場を借りて深くお詫び申

し上げたいと思います。もう二度とこのような不祥事が起きないように、私自身も管理監督に

誠心誠意努力していきたいというふうには思っております。 

○委員長（大渕紀夫君）  ただ今、二つの件についてお話ございましたけれども、委員の皆

様からご質問ございます方どうぞ。無いようですから、ちょっと私から１、２点お伺いしたい

んですけど。一つは、財務会計規則から言ったら今、課長言われたとおりだと思うんですよね。

例えばですよ、ちょっとさっき話ししていて、白老町が間違って払っちゃったからもう一回払

うよと。間違って個人が払っちゃったからね。間違って払ったから町として一回払って、また

受けますよというようなことは財政法上は出来ないんですか。言っている意味わかりますか。

今、払っちゃったから町の会計には通ってないでしょ。ちゃんと通ってやるような方法って出

来ないんですか。はい、財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  今回の件は町の公文書を廃棄したことによって、その現状を回復

するに当たって金銭的な保証だけは済みませんので、現状を復旧するために出力するために依

頼して出力していただいたと。その費用をどういう形で支払ったかという部分です。先ほど、

総務課長からも答弁ありましたように、その時点で予算化して全部整理してという部分では非

常に難しさがあるということで、非常に本来の事務手続きを取るのはその時点では困難だった

のかなというふうに判断せざるを得ないんですけれども。ただ、基本的には債務者は町になり

ますので、町からお支払するのが本来の姿だろうということになろうかと思います。ただ、現

時点での判断といたしまして、町に代わって原因者の本人に払わせたというような、事実上国

保連合会への債権、債務は消滅していると。先ほど、総務課長もお話ありましたように。だか

ら、そういう部分においてはですね、改めて会計処理することなくですね、文書により国保連

合会と一応確認をしていこうと、そういうような考え方でおります。 

○委員長（大渕紀夫君）  ということは町の会計、歳入・歳出は通らないということですね。

通さないということになりますね。はい、どうぞ、財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  現時点での判断として、先ほどお話ししましたように国保連合会

との債権、債務、一応三者の関係になりますけども、改めてまた支出するという部分の債権、

債務については事実上消滅しているということでですね、一応書類上の処理の中で整理してい

きたいというふうに考えております。 

○委員長（大渕紀夫君）  財務会計規則上、それは大丈夫ですか。そういうふうにしてね、

町に来たものを個人が払って、そして町の歳入・歳出に載らないということが財務会計法上大

丈夫ですか。はい、どうぞ。 

○財政課長（辻昌秀君）  財務会計規則というよりも地方自治法の総計予算主義という考え

方がありまして、基本的には町の歳入・歳出については予算を通して収入・支出するという、

そういうような原則というのはございますけれども。ただ、現時点でそういう債務がまた再度
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国保連合会からの請求という形の中でそういうものがあればですね、それは債務の発生という

部分においてきちんと整理しなきゃならないという部分になりますけれども。現状においては、

債権・債務という部分は三者の関係の中では一応消滅していると、そういうような判断を今、

しております。 

○委員長（大渕紀夫君）  だって、国保連合会は白老町に請求書を出して白老町から受けて

いるんですよね。お金は。国保連合会は。国保連合会はそうやって受けて、出し入れしている

けれども、こっちは出し入れ何もないということでしょう。領収証は個人の名前で来ているん

ですか。白老町の名前で来ているんですか。 

○総務課長（白崎浩司君）  領収証は、請求書が白老町ですから白老町と。 

○委員長（大渕紀夫君）  だから、そうなっていて財政を通さないということが後で何か問

題になりませんか。ならないだったらいいんですよ、僕が言っているのは。ただ、法律的に見

るとそういうのはちょっとあり得ないだろうと。財務会計法上で言えば、助役が許可をして助

役がきちんとやらなきゃ駄目だって全部なっていますよね、９０何条かでね。ということは、

助役が個人で払うということを認めたということになりますよ、法律的には。ですから、私が

言っているのは、そういうことはやっぱり、きちんとこういうことするのはしておかないと後

でいろんなことが例えば出た時に、いや、白老町はこういうずさんなことをやっているなんて

なっちゃったら困るから、そこはもうちょっと研究されて。さっき、僕が言ったのはかなりい

い加減な話しかもしれませんけども、この間払ったのは間違って払ったんだから、もう一回払

って町で出し入れして前のやつを戻してもらうとか、そういうことはできないんですかね。実

際は三者でやるって言うんであらば。そうやってすれば、ちゃんと元に戻るでしょ。そういう

ことはできないかっていうことを言っているんですよ。駄目なの？いや、そういう方法でなく

ても、それは僕が素人が考えているんだけど。要するにそういう方法か何かできちんと通して

おかないと。白老町に請求が来て、領収が来ているものが白老町の会計を通ってないというこ

とが明らかだっていうのはやっぱりまずいんじゃないですかと言っているんですよ。 

○財政課長（辻昌秀君）  その部分のご指摘は確かに委員長がおっしゃるようにですね、事

務手続き上その時点での取り扱いについては現時点で判断すると不適切という部分だと思いま

す。それで、その部分の対応について、今、委員長がおっしゃるような方法も国保連合会と相

談しながら、一つあり得るかと思いますけれども。今、国保連合会との協議しようという考え

方については、それによらず国保連合会との文書のやり取りの中で整理できないかと、そうい

うような判断の中で協議して行きたいということです。 

○委員長（大渕紀夫君）  ということは、これからやるということだね、それを。それをと

言うのは文書のことをね。であればさ、ちょっと僕はわからない中で言ってますけども、やっ

ぱりそういうことも含めて、今すぐということじゃないからきちんと判断をして公表ができる

ような形での処理をされた方がいいんではないかと思うんですよ、助役。それをやらないと、

私はまずいと思うんですけど。時間を若干かけるならかけても構いません。議会に、議運なら

議運にきちんと報告さえしてもらえれば、それはそれで。今、絶対やらなくちゃ駄目だという
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ことにはならないかもしれませんけれども。明らかに不適切だったものを、修正しないでやる

というのはいかがなものかというふうに思うんだけどどうだい。はい、三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  現時点にかえれば不適切ということで説明させていただきました

けども、一応、当時の経過も含めて話させていただきたいんですけれども。この不祥事につい

てはですね、先ほどから言っているように担当課長から報告を受けた時点で、これはもう明ら

かにしようと。全部、全てオープンにしようということで進めていました、事務処理をですね。

そういう中で６月の中に請求書が来まして、支払期限が６月２５日だったんですよ。非常に支

払期限が迫っていたということがありまして、その時にかかる経費については補正予算として

計上をするという考えにも立ったんですけれども、その時点では提案理由を含めて内容を説明

するのに不十分だったというのがありましてね。そのことだけを、不祥事で無くしたものを町

費で払うということをぽんと出して、逆に混乱するのでないのかと。今、考えてみますと反省

なんですが、その時点で例えば国保連合会に支払を、出来たかどうかわかりませんが遅らせて

もらったりしてですね、そして、補正して対応するという方法が今となっては良かったのでは

ないかなという反省点はものすごくあります。ただ、その時に、その関係については単純に町

が頼んで町にもらうということじゃなくて、こういうこともありましたと、実は。それで、定

時の作業でないですから、特別にお願いした部分もあったんです、作業としてですね。ですか

ら、５０何万という高い金額になったんですが。そういうお話も国保連合会に素直に、口頭で

すけどさせていただいて、本来、町のものでないけれども個人が賠償するものだけれども、こ

ういう形でお願いできないかということも正直言って申し上げてやった経緯もあるんです。で

すが、最終的に今、委員長言われるように総計予算主義ということからいくとですね、会計を

通さなければ不適切な処理ということになってしましました。今となってはですね。ですから、

この反省に立って、今後はそういった適正な事務処理を心がけてまいりたいと思いますが。今、

そういう関係の債権・債務を口頭ではやっていますけども、きちんとした形で文書を取り交わ

して、どこから見てもきちんとわかるような方法も含めてですね、今後ちょっと検討させてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（大渕紀夫君）  今の件について、他の委員さんちょっと質問あったらどうぞ。こ

れはきちんと聞いておいた方がいいと思いますから。あります方どうぞ。 

それと長野課長ね、もう一点なんですけど。やはり、この残業はきちんと区別して出すべき

です。出来るかどうかわかりませんけれども、そういうことが私は駄目だと思うんですよ。こ

の問題でどれだけの残業をやったかということがわからないということ自体が、大体僕はおか

しいと思うんです。はっきり言えば。そりゃあ、住み分けをどこでするかということがあるで

しょう。しかし、それこそ課長のさっきのじゃないけど、推計どうかわからないけれども。や

っぱり今回のものについてどれぐらいの残業が必要だったのか。また、課長は残って点検はし

ていらっしゃるんでしょうけれども、少なくともそれを見届ける義務は私は課長にあると思う

んですよ。それが混ざっていてわからないと言うんじゃ、私はやっぱりちょっと違うんじゃな

いかと。もちろん、ここからここまでこの仕事をやりました、ここからここまでこの仕事やり
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ましたというふうにならないでしょう。しかし、少なくてもそういうことがやっぱりわかるよ

うな危機管理を含めた管理職の立場というのは、そういうことを今、求められているんでない

のかなと思うんですよ。そうでないとですね、じゃあ、この問題で残業いくらやったって、苦

労したのは職員だけで残業したから良かっただろうってなりますよ、これ。はっきり言って。

違うでしょ。そういうことはやっぱりね、僕はきちんとしてほしいんですよね。そういうこと

は一体どういうふうに考えているのかなと。民間だったらそんなこと絶対に許されないよ。そ

ちらの経営者の方々に聞いてごらん。そんなことで会社運営したら、すぐ潰れるよ。それぐら

いの危機管理がどうしてないのかということが・・・。課長はそういうことをきちんと最後ま

で見届けてやっていらっしゃるのかどうかというのを含めて、私はちょっとはっきり言って・・・。

そういうことを言うと課長を攻撃しているんじゃないけども、私はやっぱりそこら辺は疑問だ

と思うんですけどいかがですか。どうぞ。 

○町民サービス課長（長野征幸君）  その辺については管理不行き届きが多分にあったから、

こういう結果になったのかなというふうに思っていますし、今後の区別してというところにつ

いても当然、時間外やる時にはこういう業務でやりますという形で来ていますので、その辺で

区別は当然やってやれないことはない。ただし、その辺のまざりの部分についてはちょっと不

可能なところがあるということでご理解いただければと思いますし。危機管理の甘さを指摘さ

れておりますが、おっしゃる部分については深く反省しながら対処していきたいというふうに

思っております。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の方、ご質問ありますか。 

○助役（三國谷公一君）  委員長、時間外の関係でちょっといいですか。補足説明させてい

ただいて。ちょっと大渕委員長が言うのと外れているかもしれない。ちょっと誤解のないよう

に説明させていただきたいのですが。今、時間外やっているんですよ、町民サービス課で。こ

れはですね、主に高額療養費の払い戻しの関係でやっているんです。これは原因は処分した職

員にありますけれども、ただ、作業としてはですね、これを申告制度だと言って待っている姿

勢でなくて全部こちらからやるということでは全部やらなきゃならなかった作業だという。で

すから、余分にかかった労賃というふうにはちょっと捉えていただきたくないと思っているん

ですが。すみません、そのことだけ。 

○委員長（大渕紀夫君）  わかりますけど、日常業務の中でやっていれば、それは減ること

はありますでしょう。厳しく言えば。日常業務の中で５時までの中でやれることは、それ以外

の部分だけしか増えないはずですよ。そうですよね。やっぱり、そういうシビアさが必要。 

○助役（三國谷公一君）  本来はこの業務をその当時やっていれば、残業あったかもしれな

いですけども出来たと。迷惑かけないで済んだということでございますので。その点お願いし

ます。遅らせたことでの行政処分はきちんとしたということで理解してください。 

○委員長（大渕紀夫君）  他の委員の方。吉田正利委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君）  直接的な問題でなくて、今の問題発生についてはやはりいろいろと

あるんでしょうけれども、手続き上の問題とか勘定の問題とかいろいろと複合して出ている問
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題だと思います。そういうふうな意味で、私は理事者も含めて、事務監督者も含めて、今回の

場合はやっぱり十分に経路を分析しましてですね、こういうふうな問題が絶対に発生しないと

いう、そういうふうなやっぱり根拠を明確にすべきだと思います。これはいろいろと経過の中

では説明ありましてね、こじつけもあるかもしれませんけれども。私はそういうふうにとって

おります。申し訳ないんですが、これは当面の課題としてしばらく、やはりきちんとそのよう

な手続き並びに仕事の進め方、体制について管理をきちんとさせてもらうと。それから、見さ

せていただくということについて一つご了解いただきたいと思うんです。ともかく、私はこの

ような問題を発生させることよりも、問題が出た時点での対処の仕方についてどうも最近いろ

いろと考えるところがあります。やはり、これは管理する人がた、それから、それをいろんな

意味で行政的に見る人がたの立場の問題ありましょうけれども、ともかく何かすらそこで一つ

惹起するのがあるんでしょうか。ともかく、そういうようなことで十分考えていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○委員長（大渕紀夫君）  コメントありますか。三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  本当におっしゃるとおりでございまして、１４年１１月から１５

年１２月までのそういった書類が未処理だったということについてはですね、なぜ今、このよ

うな状況になってきたのかというのは本当に私どもも素直に反省しています。これはもう、組

織のあり方、それから監督者の立場の問題もございますし、もっと早く対応していれば本当に

こんな大きな問題にはならなかったと。初歩的なミスだというふうに思っています。本当に深

く反省しているところでございますので、その辺は本当に再度、再度の話になりますけど、十

分今後注意して事務執行に務めてまいりたいというふうに考えております。大変申し訳ござい

ませんでした。 

○委員長（大渕紀夫君）  他、ございますか。ただ今、吉田正利委員の質問が総括的な質問

かなというふうに私も感じましたので。最後に、一つは残業はきちんと住み分けしましたら議

会運営委員会の方に提出をしてください。それから、何度か助役さんが言っておられますけれ

ども、公でやってきたというのは役場の中ではそうかもしれませんけれども、議会にどういう

ような形での公の形があったのかということもございますので、そのぐらいも十分検討してい

ただきたいと思います。私が聞いたのはずっと後でございますから。噂では聞いていましたけ

れども。そこら辺も一つ考えていただきたいなと、今後ね。議長の方に相談来ていたかどうか、

私ちょっとわかりませんけれども、そこら辺も含めてやっぱりきちんと議会との対応も考えて

いただきたいというふうに思います。公であれば、例えば懲戒の審査委員会の議事録なんかは

取っていらっしゃいますか。 

○助役（三國谷公一君）  取っております。 

○委員長（大渕紀夫君）  そういうものは出せますか。 

○総務課長（白崎浩司君）  非公開です。個人情報ですから。 

○委員長（大渕紀夫君）  非公開ですね。わかりました。そういうことを含めて我々はきち

んと議会の立場として要求するものは要求して、きちんとやらせていただくということになり
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ますので。今日、積み残した部分については助役さんの責任で議会の方に、例えば５９万何が

しの件がこうなったというようなことを含めて議会運営委員会の方に報告をしていただくとい

うふうにしていただきたいと思います。その辺は必要において議長に相談しまして、当然、議

長のところに来られるわけですから、議運できちんと議論するというふうにしたいと思ってお

りますので、その点を含めてよろしくお願いしたいと思います。他、無ければ終わりたいと思

いますけどよろしゅうございますか。 

                                         

○閉会の宣告 

○委員長（大渕紀夫君）  それでは、以上をもちまして議会運営委員会を終了いたします。

理事者の皆さんご苦労様でございました。 

 

（閉会 午前１１時４５分）   


