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那珂市議会全員協議会記録 

開催日時 平成28年４月13日（水）午前10時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 議 長 中﨑 政長   副議長 遠藤  実 

議  員 大和田和男   議 員 冨山  豪 

 〃  花島  進    〃  筒井かよ子 

 〃  寺門  厚    〃  小宅 清史 

 〃  綿引 孝光    〃  木野 広宣 

 〃  古川 洋一     〃  萩谷 俊行 

〃  勝村 晃夫    〃  笹島  猛 

〃  助川 則夫    〃  君嶋 寿男 

〃  福田耕四郎     

欠席委員 議 員 須藤  博  

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 深谷  忍  次 長 寺山 修一 

     書 記 小田部信人 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐以上及び発言者） 

市 長 海野  徹   教育長 秋山 和衛 

副市長 宮本 俊美    

総務部長 川崎  薫  総務課長 川田 俊昭 

総務課長補佐 渡辺 荘一 

財政課長 茅根 政雄 

上下水道部長 石井  亨 水道課長 助川 啓治 

水道課長補佐 鹿志村 則男 

会議に付した事件と結果概要 

     （１）議会運営委員会委員長報告 

        ・平成28年第１回臨時会について 

        ・選挙管理委員会委員及び補充員の選出方法について 

        結果概要：報告内容について了承 

     （２）損害賠償請求に関する和解及び損害賠償の額の決定について（案） 

結果概要：報告内容について質疑あり 

議事の経過概要 （出席者の発言は以下のとおり） 

     開会（午前10時0１分） 

 

事務局長 ただいまより全員協議会を開会いたします。 

始めに議長よりご挨拶をお願いいたします。 
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議長 改めまして、おはようございます。 

議員各位におかれましては、学校入学式、あるいは地域の団体の総会等いろいろご多用

中のところお集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。 

緊急の臨時議会前の全員協議会でございます。 

慎重なるご審議をお願いして、あいさつといたします。 

ご苦労さまでございます。 

事務局長 それではこの後の進行は議長にお願いいたします。 

議長 ご連絡をいたします。 

会議は公開しており、傍聴可能といたしております。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放映しております。 

会議内での発言は必ずマイクを使用し、質疑答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願いをいたし

ます。 

携帯電話をお持ちの方は、お切りいただくか、マナーモードにしてください。 

ただいまの出席議員は17名であります。 

欠席委員は、須藤博議員の１名であります。 

定足数に達しておりますので、これより全員協議会を開会いたします。 

会議事件説明のため、市長、副市長、教育長、ほか関係職員の出席を求めております。 

職務のため、議会事務局職員が出席をしております。 

議事に先立ちまして、市長が出席しておりますので、挨拶をお願いいたします。 

市長 おはようございます。 

議員各位にはご多忙の中、ご出席いただきましてまことにありがとうございます。 

本日の全員協議会におきましては、平成28年第１回臨時会にお諮りをいたします損害賠

償請求に関する和解及び損害賠償の額の決定について、ご説明をさせていただきます。 

慎重なるご協議をお願い申し上げまして、簡単ですが挨拶の言葉といたします。 

よろしくお願いいたします。 

議長 ありがとうございました。 

これより議事に入ります。 

議会運営委員会、君嶋委員長より報告をお願いします。 

君嶋議員 議会運営委員会の開催及び結果につきまして、ご報告いたします。 

ただいま議会第２委員会室において、議会運営委員会を開催いたしました。 

会議事件は、平成28年第１回臨時会の提出予定議案について、会期日程案についてであ

ります。 

提出予定議案は１件です。 

なお、議案の委員会付託については、議事の都合上、委員会へ付託せず、会議規則第37

条第３項の規定に基づき、省略すべきものと決定いたしました。 
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以上のことから、今臨時会の会期日程案は、本日４月13日の１日間とすべきものと決定

いたしました。 

続きまして、選挙管理委員会の委員の選出について報告いたします。 

那珂市選挙管理委員会委員及び補充員の任期が、６月29日で満了となることから、選挙

について、別添写しのとおり、選挙管理委員会委員長から通知がありました。 

６月定例会において、後任の委員の選挙を行う必要があり、選出に当たっては、これま

でどおり地区割りで、該当する地区の議員が候補者を推薦することといたしました。 

選出地区につきましては、市内８地区を二つに分け、４地区ずつ交代で行っており、今

回の選出地区は神崎、菅谷、後台、瓜連となりますが、神崎地区の議員が不在となったこ

とから、選出方法を協議した結果、額田地区の議員が神崎地区の委員及び補充委員の選出

を行うことに決定いたしました。 

選挙は、指名推選となります。 

該当する地区の議員の皆様は、議会開会日の６月10日までに、委員及び補充委員につい

て事務局に報告をお願いいたします。 

この後事務局から補充説明をさせます。 

以上で報告を終わります。 

次長 それでは私のほうから補充説明させていただきます。 

今、議運の委員長より報告がございましたように、選挙管理委員会委員につきましては

６月29日に任期満了になるため後任を選挙するということでございます。 

こちらにつきましては、地方自治法182条の規定によりまして、議会において選挙するこ

ととなっております。 

先ほどお話しありましたように、那珂市は８地区ございますので、今回につきましては、

神崎地区、菅谷地区、後台地区、瓜連地区ということで選出をお願いいたしたいというふ

うに考えてございます。 

選挙の方法につきましても、指名推選で行いたいと思いますのでよろしくお願いをいた

したいと思います。 

先ほどもお話がありましたように、各地区の議員さんにつきましては６月定例会開会日

６月10日までに、事務局のほうまで委員及び補充員につきましての報告をお願いいたした

いと思います。 

補充員につきましてはですね順位を決定しなくてはなりません。 

この順位につきましてはですね、恒例によりまして行政順というふうになってございま

す。 

こちらにつきましても、ご協議をお願いいたしたいというふうに考えてございます。 

よろしくお願いいたします。 

以上です。 
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議長 ただいま議運の君嶋委員長と事務局からの補足説明がございました。 

ご意見、ご質疑ありませんか。 

ないようですので、それでは委員長報告のとおりと決定をいたします。 

次に、損害賠償請求に関する和解及び損害賠償の額の決定についての説明を執行部に求

めます。 

市長 今回、全員協議会に付議いたしました案件の概要について、ご説明を申し上げます。 

全員協議会資料の第１ページをお開きいただきたいと思います。 

損害賠償請求に関する和解及び損害賠償の額の決定について（案）の件でございます。 

続いて、その概要についてご説明をいたします。 

損害賠償に関する和解及び損害賠償額を下記のとおり決定するため、地方自治法第96条

第１項第12号及び第13号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

１、相手方の住所氏名につきましては、資料に記載のとおりとなります。 

２、事件の概要については、平成25年10月に那珂市菅谷地内交差点におきまして、水道

課嘱託員が運転する公用車と相手方自家用車が衝突し、相手方自家用車を破損させ相手方

運転手及び同乗者を負傷させたものになります。 

３、和解及び損害賠償額につきましては、本件に関わる過失割合を市が６割、相手方を

４割と双方において確認し、相手方損害総額533万7,565円のうち、市の損害賠償額を338

万7,281円とするものでございます。 

以上でございます。 

水道課長 水道課長の助川です。 

補足説明をさせていただきます。 

お手元の資料の２ページをお開きください。 

位置図をごらんください。 

事故を起こした場所ですけれども、常陽銀行菅谷支店南側平塚薬局脇の道路を入ったと

ころの事故発生場所と記載してあります交差点におきまして、水道課嘱託職員が運転しま

す公用車、軽自動車ですけれども、相手方の自家用車とですね出会い頭に衝突したもので

ございます。 

公用車が走行していた道路幅員は４メートル、相手側が走行していた道路幅員は５メー

トルになります。 

１番下にあります写真が公用車の進行方向から写した交差点の現場写真になります。 

道路にはセンターラインや停止線はありません。 

右側にコンクリートのブロック塀が迫っておりまして、カーブミラーはありますけれど

も見通しの悪い交差点になっております。 

次に、資料の１ページですけれども、３番、和解及び損害賠償（２）に記載してありま

す損害総額533万7,565円の内訳ですが、車両の損害額が104万9,940円です。 
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人身損害額が運転手、同乗者合わせまして428万7,625円で、車両と人身を合計しました

損害総額が、533万7,565円になり、そのうちのですね市の賠償額が338万7,281円になりま

す。 

この賠償額はですね、全額損害保険会社のほうから支払われることになります。 

また、市の賠償額338万7,281円は、市の過失割合になります６割を損害総額533万7,565

円に、掛けた金額にはなっておりませんけれども、これはですね人身傷害の損害につきま

しては自賠責保険、つまり自動車損害賠償責任保険からですね、限度額120万円までは、

100％支払われますので単純に過失割合で求めた数字よりですね、18万4,742円多くなって

おります。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

議長 はい、ただいま執行部からの説明が終わりました。 

ご意見、ご質疑等ございませんか。 

笹島議員 随分長引いたんですけども、これはあれですか、示談が長引いたということで、も

う一つはやはりその過失割合が６対４ということで、だいたい出会い頭というと５対５だ

と思うんですけれども、何でそれかということと。あとは、これよく示談で終わったなと、

普通はここまで来ると裁判沙汰になるんですけど、そのあれもあったんじゃないのかとい

うことで、もう一つやっぱりこれ、こんなところ通らないんですよね私ら、わかりません

けどね。 

カーブミラーも有ってということで、不注意極まりないですよね、ほとんど前に出てま

すもんね。ですから、これ多分聞いたことだと横断して向こうの道路に行こうというかた

ちをとったらしいんですよね。一般的に我々通るのは向こうの大宮街道とか、商工会のほ

うから曲がってくるんですよね、広い所から広い所へね、何でこのなようなことをしてい

るのかということの４点。 

水道課長 やはり当初ですね、議員おっしゃるとおり相手方の過失割合の要求が、やはり那珂

市７割、相手が３割で主張しておりまして、なかなか決まらなかったということですね。 

損害保険会社が事故現場の状況ですね、そういうのをもとに判断すると、那珂市６割、

相手が４割ということで、過失割合が折り合わなかったということで、お互いその主張が

合わないということで、交渉が長引いて現在に至ったということです。 

やはり皆さん考えるとおりですね、ここの幅も狭いところで、なかなか通行しないとい

う道路ですけれども、たまたまですね、嘱託職員ということもありましてまだその道のル

ートが慣れていないということもあったかと思うんですけれども、そういうのでたまたま

ここを通ってしまったということで事故に遭ったということでございます。 

以上でございます。 

笹島議員 嘱託職員ということで、これやっぱりといえども、最近ねこの那珂市でも結構その
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事故多いですよね。 

やはりそういう職員に対してどのようなね、安全教育をしているのかどうか、これ注意

力が足りないんじゃないの、そんな感じするよね。 

これ自分の車だったらもうちょっと慎重にやるだろうけど、人の車で保険は市町村会で

下りるから、だからって何かそういうたるみがあるんじゃないかなっていう感じがするん

だけど、どうなのそれは。 

水道課長 部内におきましてもですね、安全教育ということで交通事故に関しては十分注意す

るようにということは、話しておりますけれども、やはりなかなかそのときの事故が起き

るっていうことはなぜと、こういう現場でなぜというところできてしまうのがありますの

で、この事故以後についても職員に対する安全教育というのは、継続的に行っております。 

以上でございます。 

笹島議員 車の講習、トレーニングはどういうことをやっているの。 

水道課長 年に１度は安全教育ということでやっていますけれども、あとはですね口頭でです

ね交通安全を守るということでやっております。 

以上でございます。 

笹島議員 県内でもね、茨城県というのはワーストですよね、交通事故ね。那珂市も結構多い

よね県内のほうでもね、それの汚名を着せられてれいるわけだから率先して市の職員がや

らなければならないのに、よく交通事故を起こしているよね。 

だからそういうもの定期的に、今言っていた口頭だけではなくやはり、この嘱託員の人

は聞くところによるとひたちなか市の人でしょ、わかるわけないんじゃないですか那珂市

の菅谷あたりなんか、そういうことをよくほったらかしにして好き勝手に行かせたなと、

きちんと教えて、ここは危ないっていう、そういう暇があるんでしょう時間が、そういう

徹底した安全教育をやらなければだめですよ口だけでは、それをどうするのか市長に聞き

たいね、これからやっぱ、市長どうですかそれ、どういう安全教育をやっていくか。 

市長 例えば、新採の職員これについては交通安全センターかな、ひたちなか、そこで安全教

育を実施するというな形で全般的に安全教育の徹底はしています。 

ただね、好きでみんなね事故を起こそうと思っている人はいないわけですから、十分注

意をして運転しているわけですよ。それでも、どうしても避け切れないものもあるという

ことも、ご理解いただければと思いますけれども、どうですかご自分の身に置きかえてみ

て。 

笹島議員 私は自分の車だから注意しながらやっていますよ、人の車だから、市の所有だから

ということなんですよ、だから自分の車だと思ってそういう注意力が足りないからこうな

るんだっていうことで、それをやはりトップがね戒めないとね、これは自分の車ではない

んだと、人の車なんだから余計丁寧に扱えよというふうにやらなければ、やっぱり今言っ

ていた好き勝手にね、あっちいった、こっちいったというふうになるんだから、やっぱり
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これだけたくさんの人がいるんだから、職員が使っているわけだから、徹底した安全管理

をやらないとということでよろしくお願いします。 

中﨑議員 はい、ほかにございませんか。 

小宅議員 ３年ほどかかったということで私伺った話では、むしろこの助手席に乗車された方

のほうが、けがが重篤でちょっと後遺症が残るほどのけがを負ったというふうに伺ったん

ですね。 

写真見ますと確かに、エアバッグは助手席のほう開いていまして、というとこなんです

けど、これ一回示談が終わった後、今度症状固定の後に、またこういう障害の請求という

のが来る、また別にやるという解釈でよろしいですかね。 

水道課長 保険会社のほうから連絡もありまして、この内容で示談を含めて今後ほかの請求と

か、そういうのも一切ないということで協議を進めている状況です。 

以上でございます。 

小宅議員 わかりました。 

議長 ほかにございませんか。 

花島議員 ３年かかって大変だったと思うんですが、ちょっと僕が新米議員で知らないので、

幾つか聞きたいことがあります。 

一つは公用車が何台くらいあるのかっていうことですね。 

車によっては余り運転しないものもあると思いますが、動いているものだけでもいいで

すが聞きたい。 

それから事故の状況に対して、補償交渉のときになかなか意見が合わなかったと思うん

ですが、そういうときに非常に参考になるのはドライブレコーダーなんですよね。 

そういうものをつけた車があるのかないのか、あるいはつけているのだったら何台ぐら

いつけているのかをお聞きしたいと思います。 

財政課長 財政課の茅根です。 

よろしくお願いします。 

公用車ですが、公用車の動いている台数は94台です。 

ドライブレコーダーがついている公用車は１台もございません。 

以上です。 

花島議員 私もですね、数年前からつけているんですよね。私も何回か事故があって、ぽんと

前にだされたり、自分の不注意でなってしまったこともあり、ただそのときにちゃんと記

録があるかどうかが自分に責任を被せられないようにっていう意味だけじゃなくてですね、

きちっと考える上で参考になると思って数年前からつけてずっと動かしているんです。 

昔と違って、それほど高くないので、特に頻繁に動く車はそういうのを付けとくという

こともいいかなと思うんです。 

それからときに自分のドライブしたのを見るとですね、こういう場面で、こういう点で
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よかったのかなと感じることもありますので、是非考えていただきたいと思います。 

以上です。 

古川議員 ２点お伺いします。 

嘱託職員だから運転が未熟だとかそういったことはないと思うんですけども、お幾つぐ

らいの方なのかわかりません。男性なのか女性なのかちょっとかりませんが、嘱託職員と

か臨時職員とかそういう方には運転をさせないほうがいいんじゃないかという気がするん

ですけど、それが１点それをどう思うか。 

それから、注意して乗りましょうという口頭による指導はあるんでしょうけども、こう

いう事故を起こす職員っていうのはどうなんですかね、結構事故起こす方って結構起すん

ですよね。 

だからそういう方に、そもそも運転をさせることの上司の責任というものについては、

どのようにお考えですか。 

水道課長 水道課の業務の中で水道の開栓業務、閉栓業務っていうのを、この方は業務として

行なってもらうために採用をした訳でございまして、それが運転免許はあるということも

条件の一つで採用していますので、運転をさせないとなるとやっぱりその業務に支障が出

ているというか、その採用自体が出来ないかなっていうことでやっぱり、職員の数が少な

いということで嘱託職員を採用していますので、ちょっとそれはなかなか考えづらいのか

なっていうふうに、考えております。 

以上でございます。 

議長 もう１点、安全指導の質問がありましたけれども。 

総務課長 安全指導につきましては、先ほど市長が申しましたとおり、新採職員につきまして

は中央研修所でやっておりますし、あと例えば私がこの本庁舎の総務課長が、安全運転管

理者ということで、安全管理者の講習会を行います。 

その際に、いろんなその資料をいただいたりとか、あとはそのときに学んだ部分のとこ

ろをですね、実際にその講習会とかは開いていませんけれども、各パソコンで、そのグル

ープウェアといいまして、そこで皆さんで掲示して注意喚起を行うとか、そういったこと

も総務課のほうではしております。 

古川議員 私が申し上げたかったのは上司の責任はないんですかっていう意味もあるんですけ

ど、つまり事故を起こして保険があるから保険で対応をしましょうということで終わりじ

ゃなくて、そういう指導がきちんとされていなかったんではないかという、その上司の責

任もあるんではないかなっていう気がするんですけれどもどうでしょうか。 

市長 やはりね、運転する本人もそうですけれども、やっぱり上司の人はですねちゃんと注意

勧告といいますか、安全運転でということで徹底しています。 

ただ、このケースばかりでなくですね、全般的に大体お互い様というのはおかしいです

けども５対５という部分、あるいは先方に過失があるというような形で、本当に重篤なそ
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の過失割合が市のほうにあるというのは、ほとんどないんじゃないかと思いますけれども、

そういうことで全員気をつけて運転しているということで、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

寺門議員 １点伺いますけれども、先ほどから職員の方にですね、その安全運転講習をやって

いるというふうに答えられていますけれども、これは正職員だけで、嘱託ですとか、臨時

の方はやっていますか具体的に、その安全運転講習、実技も含めてですね。 

それがまず１点と、やっていなければ今後どういうふうにしていくのか、きちっとやっ

ていかないとまたこれ再発しますんで、それともう１点は先ほど安全管理者がいて、講習

を受けて持ち帰ったいろんなその安全のノウハウをフィードバックするというお話があり

ましたけれども、それは具体的にやっているのかどうか、例えばその事故を起こしそうな

運転者がいるとペーパーテストでもわかりますよね、それで、危険と思われる方について

は例えば自動車教習所で安全講習会を直接受けさせる。そして、実際に実技をやってです

ね、危ないところを直していくと、幾らでも方法があると思うんですよね。 

その辺をきちっとやんないとまた起きてしまいますよ。 

その辺はどうお考えなんですか伺います。 

総務課長 実際のところですね、正職員ににつきましてはそういった講習は行っておりますけ

れども、臨時職員、嘱託職員につきましては現在のところ講習を行っていないというのが

現状です。 

これからやっていくのかどうかということにつきましては、当然その辺は検討していか

なくちゃいけないなというふうに感じております。 

寺門議員 だって実際に水道料金を回収して回るのは嘱託の人でしょうよ、何で教えないの、

だって職員に言っても駄目でしょう、だって実際に運転する人に言わなければ、そういう

ことじゃないですかおかしいいでしょうそれは、運転しない人に幾らね教えたって、非常

に大事なことなんですけど、実際に回る方にここは危険カ所なのでこういうふうに注意し

てくださいと言ってあげないと、もしくは講習していかないと、いつまでたってもその嘱

託の人は変わりますしね、当然臨時の方もそうです、いつも同じ人じゃないですからね。

また起きちゃいますよこれ、その辺ちょっとおかしいですよ、きちんとだから立ててやら

ないとだめでしょうよ。 

もう一遍聞きます、今後どういうふうにしますか。 

総務課長 十分に検討してまいりたいと思います。 

寺門議員 だからその検討という段階は実施を年２回やるとか、きっちり決めていかないと、

やらないんじゃないですか、検討するで終わっちゃって、また職員だけに言って終わりで

すっていうふうになっちゃうでしょ、そこはね本当にやってくださいよ。 

笹島議員 聞いていると、危機感がないよね。 

これたまたまさっき言った示談で終わったからいいけど、このケースはもう裁判なるか
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らね、そしたらお互いにすごい労力を使ってね、大変な事になるでしょ。 

こういうこれを契機に、今までは出会い頭とか云々といって軽い事故だったかもしれな

い、これは大きなあれですよ、それをやっぱりこういうで大反省して、絶対しちゃいけな

いっていう、きょうねそのために私はこれしつこく言っているんですよだから、全然危機

感がない、だらだら検討するだなんて、すぐやりますってそういうはっきりした言葉を言

わないとだめですよ、他人事みたいに、わかりました。 

議長 よろしいですか。 

副議長 先ほどから答弁を聞いておりますけども、これこういったことではまた事故起きます

よね、車の事故なんですよ、先ほど訴訟っていう話もありましたが、今回はこういう程度

で済んだけれども、車の事故ですから死傷者が出てもおかしくないですよね可能性として

は今後、これ安全運転管理者いる、何のためにいるんですか、そして責任者これは市長で

すけども、市長ちょっと答弁おかしいよ、あのね先ほど過失は市にないと思っているとい

う話もしましたね、という答弁をしました。私はメモりましたけれども、そういう意識が

言葉の端々に出ている、市は徹底しますよと、おっしゃっていますけど徹底されてないか

らこういう事故があるんじゃないんですか、そうではなくて徹底しようと努力はしている、

けれども申しわけないというのが本来の答弁じゃないかと思いますよ。 

徹底してないからこういう事故が起きるんでしょう、反省してないですよね。 

反省の気持ちが出ていない、そこらのところは市長どうなんですか、反省しているんで

すかまずこれ。 

市長 はい、十分反省をした上での答弁だと思います。 

不可抗力というのはおかしいですけど、どうしても避け切れないというものもあります

し、先ほどね遠藤議員市に過失はないというふうに言ったと言っていますけれど、私はそ

うは言っていませんよ、今回の事件は６という、あるいは５という、それは半分ないし６

割の過失があるということで、こういう結果が出てるわけですから、全然ないなんていう

ことは言っていませんので訂正していただきたいと思います。 

一生懸命ね、皆さん安全運転でやっているわけですよ、１番嫌な思いをするのは本人で

すから、本人だと思います。 

その運転する本人、職員、それから嘱託職員の人もそうです、嫌だから安全運転をして

いるんだけども、やっぱり避けきれない部分もあるということもご理解いただきたいと、

今後ねどうするかということは、今総務課長もお話しましたように、嘱託員も含めてね、

その安全運転の徹底、これを周知していくと、指導していくという形にするということで

す。 

副議長 このね損害賠償額はどこから出んですか、貴重な市民の税金から出るんですよ、きち

んと市が安全管理を徹底させて、こういう事故を起こさなければ、貴重な市民の血税は使

われずに済むんだ、そういったことをきちんと日頃から徹底をさせていれば、こういうこ
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とは起きないんだ。 

これはね、トップがもしくは皆さん市の幹部が、そういう意識のままでは、まだまだ事

故が起きる可能性が高いと思いますよ、起きてしまったものを我々はこの議会の全協で、

どうのこうのって言うのではなくて、基本は今後起こさないためにどうするんだという意

識で皆さん先ほどから質疑をされているんですよ、それに真摯に答弁している態度が見え

ない、これは非常に危険だと思います。 

市長はそういう意識でございますし、先ほど、これは議事録を確認していただいていい

と思いますけれども、後の問題にしようと思いますが、副市長これは今度職員のトップで

す、新しくなられたばかりで恐縮でございますが、新しくなられたところでどのような意

識で職員を教育していくか、そういったところの意識をお伺いしたいと思います。 

副市長 お答えいたします。 

公用車の運転につきましては、職員も嘱託員もアルバイトさんも乗る機会も当然ありま

す。 

確かに今、皆さんおっしゃるようにですね、だれも事故を起こしたいと思ってしている

人はいないというのは、そこはご理解いただきたいと思いますけども、それには今市長が

言いましたように、いろいろな不可抗力がありましょうが、とにかく安全運転で事故を起

こさないようにするというのが、一人一人やはり意識をもってないと、どうしても事故は

起きやすくなるんだと思います。 

そういう意味では、職員、嘱託員、アルバイトさんの安全運転の研修は徹底してですね、

そこはそういう意識づけを常にもたせて運転をさせるというのが、やはり必要なのかなと

思っておりますので、今後はですね、その辺を十分肝に銘じながら、そこは指導をさせる

ようにしたいと思っておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

以上でございます。 

副議長 市民のね生命財産を守るべき職員がこういう事故を起こして、市民をね、やっぱりそ

のけがをさせる、場合によってはもっとひどい状態にさせるということは、あってはなら

ないんですから、くれぐれもよろしくお願いします。 

小宅議員 皆さん怒っているのはですね、ガバナンスがやっぱおかしいだろうという、市長が

先ほど１番つらいのは本人ですておっしゃっていましたけど、それは本人つらいですけれ

ども、それてやっぱ組織の長が言う言葉じゃないですよね。 

例えば、この間のバス事故のときに社長が１番つらいのは本人ですって言ったら、それ

絶対おかしな話になりますよ、やっぱり民間企業であれば社長が１番に頭を下げると、当

たり前の話なんですけど、それなんかちょっと、いやうちは俺は悪くない的な発言をして

いるから、こんだけ紛糾しちゃったんじゃないかなと思うんですけれども、市長いかがで

しょうか。 

市長 バス事故とね一緒にされるとね、非常に大変状況が違うんであれなんですけれども、こ
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の事故についてはですね、私も細かく報告は受けておりませんけれども、助手席で重篤な

かたちになった方は、シートベルトをしていたかどうかということもちょっと含めてね、

ちょっと不明な部分はあるんですけども、いずれにしても一旦停止して出たというふうに

聞いております、ちょっとね確認をしてね。相手方の車両がどの辺にいたのか確認できな

いで出ちゃったということはあれでしょうけども、グッとその前に前進したということで

はなくて、一旦停止して出て、また停止したようなかたちのところにぶつかってきたとい

うか、そこで衝突してしまったと、車軸のところに衝突しているのを見てもわかると思う

んですけれども、そういった状況も確認するとね、５対５、もしくはね先ほどなんていう

の出会い頭だとだと５対５、５対５ということはお互いに責任があるということだと思う

んですけれども、その辺のことも含めてね、職員の人には十分にねその安全運転の徹底と

いうことは、これから指導していきたいと思いますけれども、そういう内容であるという

ことも、よくお考えいただければというふうに思っていますけも。 

小宅議員 過失割合は、それは双方言い分があると思いますので、それはそれでいいんですけ

れども、そうじゃなくて、やはり組織として皆さん言っているように、責任はすべて私が

あるんだから、私が率先して今後こうしていくというのを、市長には聞きたいわけですよ、 

それを市長がうちは悪くないんだ的な話になっちゃうから、なんかこういうふうになっち

ゃうんだと思うんですね。 

市長 あらかじめ申し上げますけれども、事故を起こしたときにね放置していたわけではなく

てすぐ謝罪に行きました。病院に、起きた直後にね。 

それで、過失割合にもよりますけども、誠実に対応させていただきますということで、

お二方にはお話しておりますので、誠意を尽くさないとかそういう問題ではなくて、ちゃ

んと誠意を尽くして相手方と、普通ねトップがその謝罪に行くということ、あんまりない

んじゃないかと思うんですけども、いずれにしても行ったということは事実ございます。 

議長 いろいろ質疑があります。これは事故の過失割合ではなくて、これから先全庁を挙げて

交通事故の防止、あるいはそういったい教育を徹底すると、そういうのを議員各位はお願

いしているんだと思うんですよね。 

だから事故が起きた、これは本当に市としては申しわけないと、これからなお一層の交

通事故防止に全力を傾注してまいりますと、そういう答弁が欲しいんだと思うんですね。 

だから、これから一つ各部署の部長、あるいはトップはですね、交通事故はもちろんこ

れは起きるかもしれません。でもこれだけの教育をして、これだけの指導をしてきたって

いう、そういう実績を我々に示せるような、あれをしていただければありがたい。 

各議員もそう思っているんじゃないかと思うんですけれど、よいですか。 

それでは、いろいろ質疑はありますけれども終結いたします。 

以上で全員協議会を終了いたします。 

閉会（午前10時42分） 
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