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 平成２６年余市町議会第１回臨時会会議録（第１号） 

 

開 会  午前１０時００分 

閉 会  午後 ５時２１分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  平成２６年２月２５日（火曜日）      

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     会              

  平成２６年２月２５日（火曜日）午前１０時 

 

 〇出 席 議 員  （１６名）       

  余市町議会議長 １７番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長  ８番 佐 藤 一 夫 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃       ６番 岸 本 好 且 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ９番 彫 谷 吉 英 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １１番 白 川 栄美子 

      〃     １２番 土 屋 美奈子 

      〃     １３番 中 谷 栄 利 

      〃     １４番 佐々木 正 江 

      〃     １６番 安 宅 俊 威 

      〃     １８番 吉 田 浩 一 

 

 〇欠 席 議 員  （１名）        

  余市町議会議員  ５番 溝 口 賢 誇 

 

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  佐々木   隆 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  盛   昭 史 

    行 政 改 革 推 進 課 長  (企 画 政 策 課 長 兼 務 ) 

  財 政 課 長  山 本 金 五 

  税  務  課  長  秋 元 直 人 

  総 務 部 参 事  干 場 隆 利 

  民 生 部 長  澤 谷 栄 治 

  町 民 福 祉 課 長  細 山 俊 樹 

  高 齢 者 福 祉 課 長  永 井 克 憲 

  保 健 課 長  小 俣 芳 則 

  環 境 対 策 課 長  前 坂 伸 也 

  経 済 部 長  飯 野 徹 郎 

  農 林 水 産 課 長  堀 内   学 

  商 工 観 光 課 長  小 林 英 二 

  経 済 部 参 事  須 藤 明 彦 

  建 設 水 道 部 長  柳 田 義 孝 

  建 設 課 長  亀 尾 次 雄 

  まちづくり計画課長  滝 上 晃 一 

  下 水 道 課 長  澤 辺 成 徳 

  水 道 課 長  久 保   宏 

  会計管理者（併）会計課長  岩 戸 宏 平 

  農業委員会事務局長  山 本 正 行 

  教    育    長  中 村 寿 仁 

  学 校 教 育 課 長  東   倫 宏 
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  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 

  選挙管理委員会事務局長  （総務課長併任） 

  監 査 委 員 事 務 局 長  川 村  真 

 

 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  議 事 係 長  枝 村   潤 

  主         任  小 松   暁 

 

 〇議 事 日 程             

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

      行政報告             

  第 ３ 平成２５年余市町議会第４回定例会 

      付託 議案第 ９号 余市町街路灯 

      設置補助金交付条例の一部を改正す 

      る条例案（産業建設常任委員会審査 

      結果報告）            

  第 ４ 報告第 １号 専決処分事項の承認 

      を求めることについて       

      （平成２５年度余市町一般会計補正 

      予算（第８号））         

  第 ５ 議案第 １号 損害賠償に係る和解 

      及び損害賠償額の決定について   

  第 ６ 議案第 ２号 平成２５年度余市町 

      一般会計補正予算（第９号）    

                              

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成26年余

市町議会第１回臨時会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は16名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 なお、溝口議員は通院検査のため本日欠席の旨

届け出がありましたことをご報告申し上げます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期臨時会に提出されました案件は、委員会審

査結果報告１件、議案２件、報告１件、他に議長

の諸般報告並びに行政報告です。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号11番、白川議員、議席番号12番、土

屋議員、議席番号13番、中谷議員、以上のとおり

指名いたします。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇４番（藤野博三君） 平成26年余市町議会第１

回臨時会開催に当たり、昨日午前10時より委員会

室におきまして議会運営委員会が開催されました

ので、その審議経過並びに結果につきまして私か

らご報告申し上げます。 

 委員８名の出席のもと、さらに説明員として鍋

谷副町長、佐々木総務部長、須貝総務課長の出席

がありましたことをご報告申し上げます。 

 今期臨時会に提出されました案件は、委員会審

査結果報告１件、議案２件、報告１件、他に議長

の諸般報告、行政報告でございます。 

 会期につきましては、本日１日と決定いたしま

したことをご報告申し上げます。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 平成25年余市町議会第４回定例会付託にかかわ

る日程第３、議案第９号 余市町街路灯設置補助

金交付条例の一部を改正する条例案につきまして

は、産業建設常任委員会審査結果報告であります

ので、即決にてご審議いただくことに決しました。 
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 日程第４、報告第１号 専決処分事項の承認を

求めることについて（平成25年度余市町一般会計

補正予算（第８号））につきましては、即決にて

ご審議いただくことに決しました。 

 日程第５、議案第１号 損害賠償に係る和解及

び損害賠償額の決定について、日程第６、議案第

２号 平成25年度余市町一般会計補正予算（第９

号）につきましては、それぞれ関連がありますの

で、一括上程の上、即決にてご審議いただくこと

に決しました。 

 以上を申し上げて、議会運営委員会の報告とい

たします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長からの報

告のとおり、今期臨時会の会期は本日１日といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期臨時会の会期は本日１日と決定い

たしました。 

 なお、今期臨時会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 地方自治法第235条の２第３項の規定によりま

す例月出納検査の結果報告が監査委員からありま

したので、その写しを配付しておりますので、ご

了承願います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

                       

〇議長（中井寿夫君） 次に、町長から申し出の

ありました行政報告について発言を許します。 

〇町長（嶋  保君） 損害賠償について行政報

告を申し上げます。 

 本件は、平成23年５月１日に緊急雇用創出事業

により余市宇宙記念館の軽作業員として採用した

商工観光課臨時職員が同年９月29日、余市町労働

福祉会館敷地内で作業中、十分な安全対策がとら

れなかったことに起因し、高所から転落され、重

傷及び重篤な障害を負われた事故に伴う損害賠償

で、当事者である事故に遭われた男性と余市町が

双方の委任弁護士事務所を通じ示談交渉を行って

まいりましたが、損害賠償額について一定の合意

に至ったことから、その概要につきましてご報告

申し上げるものでございます。 

 事故の概要につきましては、会館隣地の民間の

方の敷地内の立木が大きくなり、枝も混雑した状

態となっていたことから、所有者に対し立ち木の

伐採をお願いいたしましたが、所有者から対応が

難しいとの回答があり、立ち木からの落雪による

屋根への損傷、あるいは利用者への事故防止の観

点から枝払い作業を行ったところであり、その作

業中に事故に遭われたものであります。 

 事故の経過ですが、作業前日、商工観光課職員

が造園業に従事経験のある事故に遭われた方とは

別の臨時職員を伴い作業現場に赴き、会館の屋根

に覆いかぶさっている樹木の枝払い作業について

打ち合わせを行っておりますが、このとき現地で

作業内容の指示はしたものの、安全対策、作業手

順までの指示は行われず、同日商工観光課の職員

間で安全帯装着などについての話し合いを行い、

安全帯とロープを準備することとしたところでご

ざいます。 

 事故当日の朝、前日に作業現場で打ち合わせを

行った臨時職員が商工観光課に立ち寄った際、安

全帯１本を手渡し、着用を指示し、口頭で気をつ

けて作業するよう指導したものの、保護帽、足場

の用意はしておらず、安全帯の確保方法を含め細
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かな作業手順の指示まではしておりませんでし

た。午前９時15分ころ、臨時職員３人が現場に到

着し、９時30分ころから作業を開始しております。

このとき商工観光課の正規職員は現場におらず、

作業中に現場に行く予定でおりましたが、10時２

分ころ造園業に従事経験のある臨時職員から商工

観光課に臨時職員が屋根から落ちたので、救急車

を呼んでほしい旨電話連絡が入り、余市消防署に

救急車の出動を要請するとともに、作業現場へと

急行してございます。事故発生時、他の臨時職員

２人は会館の屋根最上部におり、音がしたので、

声をかけたものの返事がなく、はしごも下に落ち

ていたことから、偶然通りかかった通行人にはし

ごをかけてもらい、下へおりてきたところ地面に

倒れている臨時職員を発見し、商工観光課に連絡

したものでございます。事故に遭われた臨時職員

は、ドクターヘリにて札幌市の手稲渓仁会病院へ

搬送され、同年11月13日に退院なされたものの、

その後も同病院及び北海道大学病院にて手術、治

療、リハビリなどを続けられ、町としてはご家族

との連絡を密にし、お体の状態を伺いながら公務

災害の手続などを進めてきたところでございま

す。 

 平成24年５月22日、総務課職員が北海道大学の

主治医とソーシャルワーカーにお会いし、現在の

症状や今後の対応について話し合いを行ってござ

います。このとき医師から町に対し、本人に見合

った仕事を見つける機会として職場復帰について

の要請がありましたことから、医師との話し合い

をもとに職場復帰の可能性についてご本人、さら

にはご家族との話し合いを続け、ご本人も強い就

労意欲をお持ちだったことから、ご本人の症状に

配慮した中での就労の可能性について話し合いを

続け、休業補償が切れる平成25年３月をめどに具

体的な協議をすることとしておりましたが、平成

24年12月28日に総務課職員がご本人のご自宅を訪

問した際、ご家族から医師より就労困難と告げら

れ、最終的に就労は断念したことが伝えられたと

ころでございます。 

 その後、平成25年１月28日、事故に遭われた方

の委任弁護士事務所から事故に関する本町との交

渉につき依頼されましたので、ご連絡申し上げま

す。なお、今後はこの件に関しましては、私たち

にご連絡いただきますようお願いいたしますとの

文書を受理いたしてございます。しかし、休業補

償や各種手続の関係で連絡をとり合うことが頻繁

に発生することが予測されたことから、翌日総務

課職員が相手方委任弁護士事務所に対し、本人の

不利益とならないよう休業補償などの事務的手続

のみ相手方委任弁護士事務所を通さずに直接対応

させていただきたいことを申し入れ、了解をいた

だいたところでございます。その後、同年２月13日

開催の余市町議会第１回臨時会において委任弁護

士委託料の予算補正を議決いただき、同年２月

20日には余市町と弁護士法人佐々木総合法律事務

所とで委任契約を結び、同年２月22日に相手方委

任弁護士事務所に対し、余市町から委任を受けた

こと、さらに解決方法等についての提案をいただ

きたい旨の通知をいたしたところでございます。

本町の委任弁護士事務所からは、過失割合を争え

る事案でないと判断されることから、示談交渉に

より早期解決を図るべき事案との見解が示され、

町としても早期解決を図るべく示談により解決す

べきとの方針を決定したところでございます。 

 同年７月８日付で相手方委任弁護士事務所から

損害賠償を求める文書の送付があり、その後数度

にわたり交渉を続けてまいりましたが、損害賠償

額１億2,215万7,533円で当事者間の一定の合意が

整いましたので、本議会に所要の議案を提出させ

ていただくとともに、ご報告を申し上げるもので

ございます。 

 今後におきましては、全職員が地方公務員とし

ての自覚を再認識し、法令の遵守はもとより、再

発防止と町民からの信頼回復に向け、全庁を挙げ
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て綱紀粛正に取り組むとともに、業務に必要な安

全衛生教育や作業時における安全配慮の徹底を図

ってまいります。 

 今回の事故によりご本人、ご家族のみならず、

議員各位を初め町民の皆様に多大なご迷惑と町政

の信頼を損ねたことに対しまして深くおわびを申

し上げます。今後町民から信頼される町政確立の

ために全力を傾注してまいる所存でございますの

で、議員各位の特段のご理解を賜りますようお願

いを申し上げ、行政報告といたします。 

〇議長（中井寿夫君） 以上で町長からの行政報

告を終わります。 

                       

〇議長（中井寿夫君） 次に、平成25年余市町議

会第４回定例会付託にかかわる日程第３、議案第

９号 余市町街路灯設置補助金交付条例の一部を

改正する条例案を議題といたします。 

 この際、産業建設常任委員会委員長から審査結

果の報告を求めます。 

〇13番（中谷栄利君） ただいま上程されました

平成25年余市町議会第４回定例会において産業建

設常任委員会付託にかかわる議案第９号 余市町

街路灯設置補助金交付条例の一部を改正する条例

案につきまして、その審査の経過と結果について

ご報告申し上げます。 

 委員会の開催年月日、出席委員、説明員等につ

きましては、議員各位のお手元に報告書が配付さ

れておりますので、報告を省略させていただきま

す。 

 本条例案につきましては、昭和40年条例制定後、

街路灯を新たに設置する区会等に対して補助を行

っていますが、省エネルギー型街路灯への更新に

ついても補助対象とするために改正を行うもので

す。 

 当委員会としましては、本条例案の審査に当た

って町側に資料提出を求めながら、慎重審査をし

てまいりました。 

 審査の過程では、省エネルギー型の定義につい

て何を指すのか、ＬＥＤに偏重していないか、省

エネルギー基準をクリアしたものであれば対象と

すべきではないかとの質疑がされ、理事者側の答

弁では調査した結果ＬＥＤが一番経済的と判断、

区会からの申請の際、事情も聞いた中で柔軟に対

応し、判断していきたいとし、その対応について

も要綱等を整理したいとの答弁がなされました。

また、更新について予算内としているが、区会配

分などの考えについて質疑がされ、理事者側で区

会にアンケート調査をしたところ、構成世帯、財

政状況の違いなどにより計画的に更新したい区会

もあれば、故障した後更新など、さまざまである

ことが報告され、緊急度合いなど事情を考慮、調

査の上、区会と相談し、理解を求めながら進めて

いきたいとしました。更新についてさらに区会の

事情により防犯上明るくしたいなどあるが、省エ

ネとせず利用しやすいものにする考えについて

は、地球温暖化など環境への負荷軽減、電気料の

経費節減、器具の延命を図ることを目的に省エネ

効果が高いＬＥＤなど導入したく提案させていた

だいている。また、更新の取り扱いについて器具

本体取りかえのみか、配線など一部改造も対応す

べきでないかとの質疑には、改造等も省エネタイ

プという形になれば更新の取り扱いで進めたいと

しました。更新の補助金を１回限度としているこ

とについて、耐用年数、区会の財政状況があるが、

どのように判断しているかとの質疑には、更新に

ついて地球温暖化の環境対策として町として重く

受けとめた中で省エネ対策の誘導を図っていきた

い、街路灯設置に当たる区会が維持管理をして更

新等をしていかなければならないという基本的な

考えとして１回限りの更新の補助との見解を示し

ました。 

 これらの審査経過を踏まえ、採決に付したとこ

ろ、平成25年余市町議会第４回定例会付託にかか

わる議案第９号 余市町街路灯設置補助金交付条
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例の一部を改正する条例案は、全会一致をもって

原案可決との結論を得た次第であります。 

 議員各位におかれましては、よろしくご審議、

ご決定賜りますようお願いを申し上げまして、産

業建設常任委員会の審査結果の報告とさせていた

だきます。 

〇議長（中井寿夫君） 委員長の報告が終わりま

した。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第９号を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は原案可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号 余市町街路灯設置補助金

交付条例の一部を改正する条例案は、委員長の報

告のとおり決しました。 

                       

〇議長（中井寿夫君） 日程第４、報告第１号 専

決処分事項の承認を求めることについてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇財政課長（山本金五君） 上程されました報告

第１号につきまして、提案理由をご説明申し上げ

ます。 

 報告第１号につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定に基づき専決処分いたしました平成

25年度余市町一般会計補正予算（第８号）につい

て、同条第３項の規定に基づき報告し、承認を求

めるものでございます。 

 平成25年度余市町一般会計補正予算（第８号）

の内容につきましては、平年に比べ１月の降雪量

が多く、不足が見込まれます除排雪経費の補正計

上を行ったものでございます。また、歳入につき

ましては、特別交付税に求め、歳出との均衡を図

ったものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 報告第１号 専決処分事項の承認を求めること

について。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙専

決処分書のとおり処分したので、同条第３項の規

定により報告し、議会の承認を求める。 

 平成26年２月25日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。  

 専決処分書。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

 平成26年１月28日、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。 

 平成25年度余市町一般会計補正予算（第８号）。 

 平成25年度余市町の一般会計の補正予算（第８

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ5,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ82億7,969万円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 歳出からご説明申し上げます。１ページをお開

き願います。１ページ下段でございます。３、歳

出、８款土木費、２項道路橋りょう費、２目冬期

除雪対策費、補正額5,000万円、13節委託料5,000万

円につきましては、町道ほか除排雪委託料の追加

計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

同じく１ページ中段でございます。２、歳入、10款

地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税、
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補正額5,000万円、１節地方交付税5,000万円につ

きましては、必要となる一般財源について特別交

付税の計上でございます。 

 以上、報告第１号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議の上、

ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇18番（吉田浩一君） 除雪費の専決ということ

で、特別それがいいとか悪いとかという問題では

なくて、ちょっと聞きたいと思います。 

 １月28日に5,000万円を追加したということで

す。それで、今１カ月くらいたったのですけれど

も、この5,000万円の残高として今どれぐらい残っ

ているのか、これだけお願いいたします。 

〇建設課長（亀尾次雄君） 18番、吉田議員のご

質問にお答えしたいと思います。 

 １月28日付の専決5,000万円の今現在の残高で

ございますが、おおよそ300万円程度でございま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより報告第１号を採決いたします。 

 本案は、報告のとおり承認することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、報告第１号 専決処分事項の承認を求

めることについては、報告のとおり承認すること

に決しました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 次に、さきに議会運営委

員会の委員長から報告がありましたように、日程

第５、議案第１号 損害賠償に係る和解及び損害

賠償額の決定について、日程第６、議案第２号 平

成25年度余市町一般会計補正予算（第９号）の以

上２件を一括議題とすることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第５ないし日程第６を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ただいま一括上程さ

れました議案第１号 損害賠償に係る和解及び損

害賠償額の決定について提案理由のご説明を申し

上げます。 

 今回ご提案申し上げましたのは、平成23年９月

29日に発生いたしました余市町労働福祉会館にお

ける余市町臨時職員の転落事故にかかわる損害賠

償の和解及び損害賠償額の決定についてでござい

ます。本件につきましては、事故により重傷及び

重篤な後遺障害を負われました男性の委任弁護士

事務所から平成25年１月28日付本件に関し委任を

受けた旨の連絡がございまして、同年２月13日開

催の余市町議会第１回臨時会におきまして委任弁

護士委託料の予算補正の議決をいただき、以降双

方の弁護士事務所を通じ、解決に向けて交渉を行

ってまいったところでございます。このたび一定

の合意に至りましたことから、地方自治法第96条

第１項第12号及び第13号の規定に基づきまして和
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解及び損害賠償額についてご決定を賜りたく、ご

提案を申し上げる次第でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第１号 損害賠償に係る和解及び損害賠償

額の決定について。 

 余市町臨時職員の転落事故による損害賠償につ

いて次のとおり和解し、及び損害賠償の額を定め

たいので、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。 

 平成26年２月25日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開きいただきたいと思います。 

 記といたしまして、１、和解の相手方、住所、

・・・・・・・・・・・・、氏名、・・・・。 

 ２、和解の要旨、余市町は和解の相手方に対し

転落事故にかかわる損害賠償金の支払い義務があ

ることを認め、１億2,215万7,533円を支払うもの

とする。 

 ３、事故の概要、（１）、事故の発生年月日、

平成23年９月29日。（２）、事故の発生場所、余

市郡余市町梅川町855番地、余市町労働福祉会館敷

地内。（３）、事故の内容、余市町は平成23年５

月１日に和解の相手方である男性を商工観光課臨

時職員として採用し、同年９月29日、余市町労働

福祉会館敷地内において同会館屋根にかかわる樹

木の枝払い作業に従事させた際、十分な安全対策

をとらなかったことに起因し、高所からの転落に

より重傷及び重篤な後遺障害を負わせたものであ

る。 

 以上、議案第１号 損害賠償に係る和解及び損

害賠償額の決定についてご説明を申し上げました

ので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう

お願いを申し上げます。 

〇財政課長（山本金五君） 一括上程されました

議案第２号につきまして提案理由をご説明申し上

げます。 

 平成25年度余市町一般会計補正予算（第９号）

の内容につきましては、一括上程されました議案

第１号 損害賠償に係る和解及び損害賠償額の決

定についてでご説明いたしました損害賠償金と本

件に係る委任弁護士事務所への委託料と除排雪経

費の不足見込みにより本年１月28日付の専決処分

により追加補正を行ったところでございますが、

予想を上回る降雪のため、町民生活に支障を来さ

ないよう不足が見込まれます除排雪経費の追加補

正を行うものでございます。 

 また、歳入につきましては、財政調整基金繰入

金並びに地方交付税により歳出との均衡を図った

次第でございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 平成25年度余市町一般会計補正予

算（第９号）。 

 平成25年度余市町の一般会計の補正予算（第９

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ１億5,257万9,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ84億3,226万9,000円とす

る。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成26年２月25日提出、余市町長、嶋  保。 

 歳出からご説明申し上げます。２ページをお開

き願います。２ページ中段でございます。３、歳

出、２款総務費、１項総務管理費、12目諸費、補

正額１億2,257万9,000円、13節委託料42万1,000円

につきましては、一括上程されてございます議案

第１号でご説明いたしました損害賠償和解に係る

委任弁護士委託料の計上でございます。22節補償

補填及び賠償金１億2,215万8,000円につきまして

は、損害賠償和解に伴う損害賠償金の計上でござ

います。 

 ８款土木費、２項道路橋りょう費、２目冬期除

雪対策費、補正額3,000万円、13節委託料3,000万
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円につきましては、町道ほか除排雪委託料の追加

計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

１ページをお開き願います。１ページ下段でござ

います。２、歳入、10款地方交付税、１項地方交

付税、１目地方交付税、補正額3,042万1,000円、

１節地方交付税3,042万1,000円につきましては、

必要となる一般財源について普通交付税の計上で

ございます。 

 次のページをお開き願います。18款繰入金、１

項財政調整基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、

補正額１億2,215万8,000円、１節財政調整基金繰

入金１億2,215万8,000円につきましては、歳出で

ご説明申し上げました損害賠償金に係る財源を財

政調整基金に求めるものでございます。 

 以上、議案第２号の提案理由につきましてご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 議事の取り扱い上、暫時休憩します。 

（「議事進行」の声あり） 

〇２番（吉田 豊君） 今提案されたのだけれど

も、議長において理事者側に確認してもらいたい

ことがある。事故の発生場所は、今のあれでは梅

川ということになっていますけれども、私が聞き

及んだところによると富沢５丁目13番地というふ

うになっていますので、そこを確認してもらいた

いと思います。発生場所が全然違うわけだから、

それをきちんと整理してください。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま吉田豊議員から

議事進行発言がございました。事故発生場所につ

いて確認をとるために暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時３６分 

                              

再開 午前１０時４８分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 ２番、吉田議員の議事進行発言に対する答弁を

求めます。 

〇総務課長（須貝達哉君） 答弁のためお時間を

いただきましたことありがとうございました。た

だいま２番、吉田議員からのご質問にお答えを申

し上げます。 

 今回の事故の発生場所でございますけれども、

再確認をさせていただきましたけれども、議案に

記載のとおり、余市郡余市町梅川町855番地の余市

町労働福祉会館敷地内で間違いございませんの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 議事の取り扱い上、暫時

休憩します。 

休憩 午前１０時４９分 

                              

再開 午後 ３時４５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一括議題の議案２件についてこれより質疑を行

います。順次発言を求めます。 

〇13番（中谷栄利君） 今一括になった賠償額の

問題、それに係る補正の問題ですけれども、この

23年９月25日の事故に当たって、やはり議会に対

して、町民から選挙で選ばれた住民の代表に対し

てその議会に報告がないというのは極めて遺憾で

あり、住民に対してどういう説明責任を果たすの

か、そこを問わなければならないと思います。事

故が発生して多大な災害になっている状況の中

で、この問題について明確に議会に報告はない。

しかも、１年半近く町側からこの問題が議会に報

告になる前に決算特別委員会での質疑の中でこの

問題が明らかになり、その後にわたってもこの問

題について明確な説明が正式に正副議長にされて

いないというのはいかがなものでしょうか。幾ら

個人の補償の問題、あるいは療養、そういったこ

とでいろいろな問題があったにせよ、途中経過と
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しても事態のことは議会に報告すべきだし、行政

と議会、住民、そういったかかわりでこの問題に

ついて報告がないというのは、どういう認識を持

っているのか問わなければならない問題だと思い

ます。 

 賠償額についても１億2,000万円を超える額。行

財政改革の中でさまざまな住民要求がある中でも

調整などしている状況の中で、こういった賠償額

が支出される問題について住民に対して理解が得

られるような内容になっているでしょうか。補償

の問題ですから、幾ら示談の中で早急に速やかに

やらなければならないという問題があったにせ

よ、それはやはり双方の弁護士同士でやりとりす

る以前に公的な判断、裁判所の判断でそういうも

の、示談などを進めていくのはわかります。そう

いった公的な判断がない中で、双方の弁護士同士

で賠償額が決まっていく。それに対して住民が、

また議会がその中でどういう経過のものなのか判

断する材料はわからないまま進んでいく。これに

対してどういうふうに説明を果たしていくのか問

われる問題だと思います。町民とともに歩む町政、

住民が主人公、そのことを掲げてこれから頑張っ

ていかなければならない町行政が住民に対してど

う襟を正して理解を求めていこうとしていくの

か、その考えをお伺いします。 

〇町長（嶋  保君） 13番、中谷議員からのご

質問に答弁申し上げます。 

 まずもって先ほど来答弁申し上げてございます

が、いろいろな要因が重なったということを言い

わけにするつもりはございませんが、そういった

中で結果的に私どもの議会への対応が報告等を含

めおくれて、また欠落した部分があるという部分

は私非常に反省してございます。今後そのような

ことのないよう、しっかりと議会の皆様にまたお

知らせするべきことは報告していかなければなら

ないという部分でございます。それとまた、町民

に対する部分、この件に関してはしっかりとまた

町民に対しても広報紙等を通じてこの事のてんま

つ等を含めてお知らせはしなければならないとい

うふうに思ってございます。 

 また、公的な判断、裁判所の示談という中での

お話等もございました。これにつきまして先ほど

も答弁申し上げましたが、私どもも専門家に相談

したところ、これは争うような事案でもないと。

というのは、過失割合等を含めて争っていけるよ

うな話ではないという形の中で、相手、被害者等

の部分も考慮いたしまして、示談という形の手続

を踏ませていただきました。そういった中で、や

はり当事者同士の２者の弁護士同士の示談という

中では評価がしっかりとした検証がとれないとい

うことで、ほかに２名の弁護士にお願いをいたし

まして、この示談が正しいのか、妥当なのかどう

か当事者以外の弁護士２名にも評価をお願いした

ところでございます。そういった中で、いろいろ

な中で弁護士同士の示談という中で議会に対する

報告等のおくれ、そしてまたなかなかそういった

細かいところまで申し上げられない部分もござい

ました。そういった中で今回判断をいただくとい

う部分につきましては、私もまことに心苦しい部

分もございますし、申しわけない部分もございま

したが、いろいろな要件が重なったという中でご

判断をいただきたいと、このように考えてござい

ます。 

 また、議会軽視という言葉もいただきました。

結果的にそのようになったということを深くおわ

び申し上げる次第でございます。 

〇16番（安宅俊威君） せっかくの機会ですから

除雪対策について質問いたします。 

 前回専決で 5,000万円ですか、そして今回

3,000万円、３億4,000万円余の予算が計上されて

います。ことし、去年と比べて積雪量、雪の量多

いのですか、尐ないのですか。その辺ちょっとお

聞きしたいと思います。 

 それから、今２月でしょう。これから暖かくな
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ってきます。屋根に雪があって、非常に危険な場

所がいっぱい見受けられます。私は、特に軽４輪

トラックで毎日町の中走っている。危ないなと思

うのだけれども、今回の雪の降り方は吹きだまり

が多かったでしょう。偏っているのです。だから、

これからの対応についても、後で雪の関係で事故

が起きたといったらまた理事者側は大変な目に遭

うから、よくその辺検証していただきたいと、こ

ういうふうに思っていますが、その辺の考え方に

ついてまずお伺いいたします。 

〇建設課長（亀尾次雄君） 16番、安宅議員の除

雪に関するご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１点目の積雪と降雪量でございますが、

降雪量につきましては昨年と比較しまして今年度

のほうが多くなってございます。積雪深につきま

しては、12月にも降雪があったのですけれども、

気温の関係で、比較的暖かい日もあったというこ

とで積雪深は昨年よりは若干低い形に推移してお

ります。 

 それと、先ほどご質問ありました屋根等、そう

いう危険箇所の関係でございますが、町も除雪し

ながら町のパトロール等を通じまして、議員おっ

しゃるとおり、危険な箇所も正直あるというふう

に、落雪の可能性もあるという感じは若干認識い

たしております。それにつきましては、落ちる部

分、要するに所有者がいる方につきましては雪の

処理なり、危険防止ということでお願いしている

部分等です。あとそれと、空き家の部分につきま

しては、知り得る限りわかる人にはそういう落雪

がないようお願いしているところでございます。 

 それと、吹きだまりに関しましては、やはり気

象状況により吹きだまりによって若干の除雪体制

もおくれるような状況もございますが、そこら辺

につきましても住民の生活の安全を確保するとい

うことで極力住民に被害が及ばない形で進めてま

いりたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

〇16番（安宅俊威君） 皆さん走っているけれど

も、国道とか主要路線は非常に広い。町道がひど

いです。１回ぐらいしか入っていないところざら

にあるでしょう。それと、車、道路に置きっ放し

が４台も５台もあるのです、町道に。ようやく人

が通るぐらい、車交差できない。そういうところ

たくさんあります。そういうのもちゃんとやっぱ

り検証していただかなければならないです。だか

ら、とにかく国道とか主要道路はいいけれども、

町道でも入ったらもう車交差できないところいっ

ぱいある。その辺も事故起きたら大変ですから、

町長。これからが危ないのです。だから、町道な

んかもちゃんと公平に除雪しているのかと疑問を

持つのです。一回も来ないところある。そして、

非常に今は年寄りが多いでしょう。空き家になっ

ているでしょう。ひどいです。大川町のうちの区

会の裏のほうなんかだったらひどいでしょう。全

然除雪していないでしょう、余り。車はもう置い

てあるし。だから、これから雪解けに入るのだか

ら、一番心配するのは事故なのだ。だから、事故

の起きないようにちゃんと見て回って歩くべきだ

と思うのです。これからがおっかないから。寒暖

の差が激しくなるから。そして、平均町道なんて

何回入っているのですか。入っていないところい

っぱいある。これから雪解けというのが一番危な

いですから。もし事故起きたら、また大変なこと

起きます。その辺十分気をつけて、ちゃんとパト

ロールしながらしていただきたいなと思うのです

けれども、そういう気持ちを持ってこれからも対

応していただきたいと思いますが、再度考え方を

お伺いしておきます。 

〇建設課長（亀尾次雄君） 16番、安宅議員の再

度のご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１点目の町道が除雪が狭いというのと駐

車の問題でございます。これにつきましては、や

はり限られた予算の中で進めている中におきまし

て、時間等の関係で横に車があるとか道路の状況
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等により若干そういうふうに狭くなっている部分

があるかなと思います。車の駐車に関しましては、

やはり除雪の支障になるということでございます

ので、そこら辺ひどいところにつきましては警察

等の協力もいただきながら、極力正規な形という

のですか、そういう形で進めていきたいというふ

うに考えています。 

 あとそれと、町道の除雪の回数でございますが、

今現在で全路線出ているのは19回町道の除雪は出

ております。 

 あと、空き家等の関係でございますが、道路に

面している部分でやはりそういう危険箇所という

ものも当然ございますので、そこら辺も各方面の

情報を得ながら、事故のないよう進めてまいりた

いというふうに考えておりますので、よろしくご

理解のほどをお願いしたいと思います。 

〇16番（安宅俊威君） 今答弁した限られた予算

ってどういうことですか。それはいいかげんでし

ょう、そんな答弁。それはないでしょう。それで

やらないのですか、予算がオーバーするからと。

それは間違っているでしょう。そんな答弁ありま

せん。人の命のこととか、そういうふうに何が起

きるかわからないのに予算なかったからここやら

なかったって、そしたらそこで人落ちたらどうし

ますか、町道で。どう責任とるのですか。そんな

答弁ない。金ないって、何かすれば役場というの

はお金ない、お金ないと言うのだ。役場にいろい

ろ頼んだけれども、予算がないと。これ町長そう

いうふうに命令しているのですか。余計なところ

いっぱいあるのでしょう、予算の無駄遣い。そう

いうのたくさんある。予算あるとかないとかでな

い。これは避けられないでしょう、除雪というの

は。何ですか、その答弁。だめだ、そんな答弁。

そうでないですか。予算がないから、限られた予

算と。そんなの町民が聞いたら怒られます。義務

なのだから、これ。オーバーしたってやるところ

はやらなければならないのだから。と思うのだが、

町長、どうですか、その辺。予算なければ、限ら

れた予算であればやらないのですか。何でもそう

なのだ、役場というのは。何かあれば予算がない

から。議員だって何か言ったものいっぱいあるで

しょう。予算がないからと。それはないでしょう、

予算がないからと。そういう発言というのはない。

と思うのですけれども、再度見解をお聞きいたし

ます。 

〇町長（嶋  保君） 16番、安宅議員よりの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 往々にして以前から議員からもご指摘ございま

して、予算がないとかそういうことではないとい

う部分で、確かに予算は限られていますし、効率

的に使わなければならない。しかし、予算がなく

てストップできるものと、そしてこのような生活、

また住民の安心、安全の部分というのは、最大限

ここは予算がないとかではなくてやっていかなけ

ればならない部分でございまして、今回もご提案

させていただいていますように専決で5,000万円

の予算をつけさせていただいております。そして

また、先ほど答弁ありましたようにそれが300万円

ほどしかないということの中では、今回も3,000万

円の補正予算を提案させていただいているという

ところでございます。私どもこのライフライン、

これは救急車も通りますし、消防車も通ります。

それぞれの方々の生活もあるところでございま

す。これは、やはりしっかりと取り組んでいかな

ければならない。予算がないからといって削れる

部分だとか待っていただける部分ではないという

ふうに思ってございますので、そういった気持ち

でしっかりと取り組んでいきたいというふうに思

ってございますし、除雪につきましては以前より

私数年はよくもなってきているなと。また、一部

にはオペレーターの技術力の違い等によりまして

いろいろなご提言をいただく部分もありますが、

今までよりも排雪にしても除雪にしてもしっかり

と出しているつもりでございますし、またいろい
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ろなご提言等をいただきながら、この除雪という

部分につきましては命の問題でございますので、

議員おっしゃるとおり、しっかりと取り組んでま

いりたいというふうに考えてございます。 

〇18番（吉田浩一君） 議案２本一括審議という

ことで、予算のほうもあれなのですけれども、ま

ず今安宅議員が除雪の質問をしましたので、私も

除雪のほうから入りたいなと思っています。 

 今回除雪費と賠償金の問題が一緒に提案されて

います。今回この一般会計補正予算否決されたら

除雪どうなるのですか。5,000万円専決したけれど

も、300万円しかないという答弁でした。これ正確

な数字かどうかわからないけれども、除雪で１日

１回全町に出動したら400万円ちょっと、450万円

ぐらいというふうに聞いたことあるのだけれど

も、300万円では全町出せないということです。今

回否決されたら、あした雪降って、否決されたら

除雪もできないということになるではないです

か。なぜこういう提案の仕方するのでしょうか。

確かに何でも専決すればいいというものでもない

でしょうけれども、除雪は今の時期してもらわな

ければならないのだし、専決したって誰か異議あ

りという人、そういうあれはいないと思います。

なぜこういう提案の仕方するのか。それがまずわ

からないのです。提案の仕方が悪いというのは、

過去何回もそれこそ言われていることではないで

すか。なぜこういう提案の仕方するのか、まずそ

れ１点目お伺いしたいと思います。 

 次、この賠償金の問題なのですけれども、一連

の問題で初めて行政報告がされて、補正予算も提

案されたと。１億二千何百万円と。金額が余りに

も多くて、正直びっくりしています。それと同時

に事故発生以来さまざまなうわさがあって、真実

はどこにあるのだということを初めて公の場所で

議論ができるというふうに思っています。 

 質疑に当たっては、行政報告を含めた部分もと

いうふうになりますけれども、行政報告午前中に

町長がされましたけれども、この行政報告読んで、

事前配付されてずっと読んで、何でとよくわから

ないところがたくさんあります。まず、第１の疑

問は、このたびの件で余市町はどうして裁判で争

わなかったのかという、これがまず第１の疑問で

す。これは、先ほど中谷議員も質問しています。

例えば道路に穴あいていて、そこを通って穴に足

突っ込んでけがしたよと。それは、道路管理が悪

いからだということで町を訴えることもできるの

ですけれども、一般的に、一般論としては、おま

えそんなのちゃんと前見て歩いてなかっただろう

と、その責任もあるのでないかとなるのではない

ですか。今回の事件で行政報告の中では高所から

転落というふうに書いてあるのですけれども、高

所ってどこなのですか。それが屋根なのか、はし

ごなのかもわからないし、さっきの道路の穴では

ないですけれども、けがした本人の責任というの

もやっぱりあるのではないかなということも考え

られなくもないのではないか。行政報告の中では、

本町の委任弁護士事務所から過失割合を争える事

案でないというふうに書かれてあって、では何で

余市町は弁護士をかえてでも争わなかったのかと

いうのがやっぱりわからないのです。質問の１点

目ですけれども、なぜ余市町は争わなかったのか。

争わないというふうに判断したのか。余市町の委

任弁護士に言われた以外の何かがあって争わなか

ったのか。これをまず第１点目にお聞きいたしま

す。 

 次です。事故に至る経過として、その発端は労

働福祉会館の隣の民有地の木が大きくなってき

て、雪の落下等による事故が考えられたと。所有

者に言ったけれども、所有者がやらないと言った

ので、役場でやりますということが発端というか、

そういうことですよね。そういうふうに書いてい

ます。事故当時の様子では、作業を開始して30分

ほどで事故発生というふうにありますけれども、

ここでちょっと質問なのですけれども、９月29日
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の事故発生まででこの枝払いの仕事というのはま

ず終了したのですか、しなかったのですか。事故

発生までに枝払いの仕事は終わったのか、終わら

なかったのか。終わっていないよというのであれ

ば、続きはやったのか、やらなかったのか。やり

ましたといったら、どうやってやったのか。例え

ば足場組んでやりましたとか、高所作業車を使っ

ただとか、はたまた同じく労働福祉会館の屋根に

上がって作業しただとか、具体的なそれを教えて

ください。 

 次です。一連の質疑の中でちょっと考えている

ことがあるものですから、これは答えられるのだ

ったら答えていただきたいなと思います。事故発

生のとき、けがをされた本人はどこにいたのか。

どこから落ちたのかということ、これがわからな

いのです。行政報告の中では、高所から転落とい

うのは書いているのです。このほかの状況として、

あとの２人は労働会館の屋根の最上階にいた、音

がした、はしごが外れていた、通行人にはしごを

かけてもらった、下におりたら倒れているのを発

見したというふうにしか書かれていないのです。

だから、高所からの転落ということでは、結局倒

れていた場所があるのだから、どこから落ちたと

いうふうに判断しているのか。２階の屋根なのか、

１階の部分なのか。これは答えられるか、答えら

れないかはわからないのですけれども、これも質

問いたします。 

 次です。今回の賠償金の支払いについては、支

払い期限というのがあるのか、ないのか。今回の

議案が否決された場合、当然これ支払いはできな

いというふうになります。まず、期限があるのか。

その期限まで支払わなかった場合、一般的に延滞

金等という問題が出てくると思うのですけれど

も、この延滞金等の問題というのは果たしてある

のかどうか。 

 次です。今回の財源については、財政調整基金

を取り崩してということで支払うことになってい

るのですけれども、この手の支払いというのは一

般的に保険が適用されるのではないかと思うので

すけれども、保険はどういうふうになっているの

か。適用されないよというのであれば、何で適用

されないのか。これもお願いします。 

 次です。行政報告の中には双方の弁護士が話し

合いをしたというふうに書かれていますけれど

も、余市町側の弁護士というのは誰かというのが

書いてあるのです。ですけれども、相手側の弁護

士というのは、その氏名等は全然わからないので

す。どこにいる弁護士なのか。どこでやっている

弁護士なのか。それと、今回の補正予算の中で弁

護士費用がもう一つ追加されています。これは、

恐らくこの１億2,000万円のその金額が妥当かど

うか、相当かどうかということを判断するために

それを頼んだということのその金額だと思うのだ

けれども、この弁護士だってどこの弁護士なので

すか。どこに住んでいる何という弁護士なのか。

それがわかりませんので、教えてください。 

 それと、被害を受けた方の年齢です。生年月日

が言えるのかどうかわからないけれども、やはり

年齢がわからなかったら判断できないと。60の人

なのか、30の人なのか、それとも20歳くらいの人

なのか。それによって金額というのが、大体若く

なれば若くなるほど高くなるというのは一般論で

す。ですけれども、生年月日も年齢もわからない

ということではいかがなものかなと思いますの

で、この部分もお願いいたします。 

 とりあえずまず１回目は以上です。 

〇財政課長（山本金五君） 18番、吉田議員から

予算の関係、調製の関係について私のほうからご

答弁申し上げます。 

 まず、除雪費と賠償金をあわせての提案である

といった中で、除雪費につきましては、報告第１

号でご説明申しましたとおり、１月28日付でまず

5,000万円補正してございます。この5,000万円を

もちましてこの段階では３月までもつであろうと
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いう中で5,000万円の専決をいたしました。ただ、

その後吹雪ですとかその他国道と町道の取りつけ

の関係ですとか、それらの関係で町民生活に影響

をしかねない状況が見受けられると。そういった

中で、先ほど建設課長のほうからも現在の残高を

見た中で３月の定例会まではちょっともたない

と。町民生活に支障を来さないようにするために

は、急施案件として今回の臨時会にあわせて補正

予算を提案させていただいたというような状況で

ございますので、ご理解願いたいと存じます。 

〇総務課長（須貝達哉君） 18番、吉田議員から

のご質問に数点にわたる部分につきまして私のほ

うからお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、１つ、町はどうして裁判で争わなかった

のかということでございますけれども、これにつ

きましては、町長からの行政報告にもございまし

たとおり、本町の委任弁護士から過失割合を争え

る事案ではないと判断されるということがござい

ましたものですから、それで余市町としてもそう

いった判断をさせていただいたということでござ

います。ほかに要因があったということではござ

いません。 

 次に、支払い期限でございますけれども、支払

い期限につきましては双方の弁護士間で一定の合

意を見ました段階で２月28日までの支払いという

ことでお話し合いをしてございまして、それを前

提に遅延損害金、利息の部分でございますけれど

も、１月６日でとめていただいております。です

から、これがまた大きく延びるということになり

ますと遅延損害金がふえてくるのかということで

考えております。 

 次に、保険適用、こういった事故の場合保険適

用はあるのではないのかということでございます

けれども、町は総合賠償保険という保険に加入し

てございますけれども、これにつきましては第三

者に対して損害を与えた場合ということで、今回

につきましては第三者ではなくて町の臨時職員と

いうことなものですから、総合賠償保険の適用か

らは除外されたということで、これにつきまして

は公務災害のほうでの対応ということになってご

ざいます。 

 次に、相手方の弁護士、さらには当方で意見書

を求めた弁護士ということについてでございます

けれども、お願いした弁護士につきましては札幌

に事務所を構えておられます弁護士でございまし

て、お一方につきましては弁護士法人山下史生法

律事務所、札幌市中央区に事務所を構えている方

でございます。もう一方につきましては、同じく

札幌市中央区、清水勝裕法律事務所、こちらの弁

護士、石橋洋太弁護士でございます。さらに、相

手方の弁護士でございますけれども、相手方につ

きましては同じく札幌市中央区の房川法律事務所

ということでございますので、ご理解を賜りたい

と存じます。 

 最後にご質問ございました事故に遭われた方の

年齢ということでございます。現在38歳というこ

とでございますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

〇商工観光課長（小林英二君） 18番、吉田議員

の２点について私のほうからご答弁申し上げま

す。 

 立ち木の処理についてでございますが、事故後

におきまして町が専門業者に発注をいたしまし

て、立ち木の処理をいたしたところでございます。 

 それから、もう一点、事故のときはどのような

状態で被害者がいて、どこから落ちたのかという

ご質問でございますが、これについてはその状況

を誰も見ていなかったということで、どこの部分

から転落したかというのについては不明というこ

とでございます。 

〇18番（吉田浩一君） まず、最初の議案の提案

の仕方ですけれども、３月までもたないから今回

提案されたというのは、それはわかります。だけ

れども、それが通るというふうに、この議案が通
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るかどうかわからない話ではないですか。まして

こういう重大案件なのですから。では、これ今回

議案否決されたら、あした雪降ったら除雪できる

のですか。だから、この辺の提案の仕方というの

が果たしてどうなのだということです。確かに何

でも専決すればいいということではないけれど

も、こういう場合は、ましてきょうで300万円とい

うことは、きのう出たのかどうかわからないけれ

ども、その前には１回出たら450万円とするのであ

れば、もうその450万円を切ってあるのであれば全

町出せないということになります。であれば先週

のうちに専決してしまうだとかということも可能

ではなかったのかなと、そう思います。その辺は、

だからどういうふうに考えているのかということ

です。それ再度答弁お願いします。 

 賠償金のほうに行きます。今回の行政報告とい

うか、その事故で、先ほど協議会があって、いろ

いろその中で意見もありましたけれども、やっぱ

り何か隠しているのだろうなと。町長は、やっぱ

り言えることと言えないことがあるのだろうなと

いう気がしているのです。先ほどいろいろ質問し

たのですけれども、行政報告を読んで、これちょ

っと皆さんどういうイメージを持ったかというこ

となのだけれども、行政報告読んでどういうふう

なイメージ持ったのだといえば、まず労働福祉会

館の屋根に枝かかっていると。だから、それを切

るのだよということであれば、枝が屋根にかかっ

ていて、手伸ばしたら切れるのだよという、そう

いうものをイメージします、一般的に。なおかつ

誰も見ていないと小林商工観光課長が言ったのだ

けれども、屋根がすごく広くて、もしくは三角形

の屋根で反対側にいたら見えないよと。だから、

誰も見ていないよという広いか、もしくは三角形

か、だから見ていないのだということを大体イメ

ージするのではないかなと思うのです。それは、

私が勝手にそういうふうにイメージしたのかもし

れないけれども、それをもとに何で余市町は争わ

なかったのという、そういう疑問がまず湧いてく

るのです。これが弁護士同士で話し合いの結果、

裁判でなく話し合いをしたということで、これが

裁判所に訴えて、最終的にこの手の事例というの

は和解せよというふうになるのですから、それで

和解だよというふうになれば、同じ弁護士同士が

話し合ったとしても裁判所という第三者が判断し

たということで、これは議員としてもこの議案を

提案したら、はい、そうですかということで賛成

はできるのです。今回弁護士同士が話し合った結

果、そのほかにその金額が正しいかどうかという

ことで２名の弁護士に頼んだということなのです

けれども、１億2,000万円という金額が出て、では

この１億2,000万円という根拠は何なのだと。この

１億2,000万円というのが果たして賛成できるも

のなのかどうなのかというふうに考えたとき、こ

れやっぱり非常に厳しいなと、そういうふうに思

っています。 

 いろいろなうわさがあるのだけれども、今回行

政報告が先週配付されて、事故の概要が初めて公

にわかったのですけれども、自分も判断の材料に

するのにその場所に行ってみました。行ってみた

感想として、１億2,000万円というその金額が妥当

なのかどうかというのはちょっとわからないのだ

けれども、正直しようがないなというふうに思い

ました。行政報告は、うそ書いているとは言いま

せんけれども、事実を言っていない部分もあるの

だろうなというのも感じています。さっきなぜ争

わなかったのだというふうに質問したのだけれど

も、質問しておいてこうやって言うのは変なのだ

けれども、自分は法律家でも何でもないのだけれ

ども、町の弁護士が争える状況でないという、そ

ういうふうに言ったということはよく理解できた

なと思っています。自分が町側に立って、いや、

こうでないか、ああでないか、町は悪くないので

ないかなんていうことは言えないというふうに感

じました。というのは、この現地見て、この作業
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を命じたのは誰かわかりませんけれども、命じた

職員の常識というのを疑われます。行政報告から

受けたイメージというのは、今私言ったとおり、

要するに屋根に上がって手伸びる程度の枝を切る

のだというふうなイメージしたのだけれども、ど

う見ても今回の作業が臨時職員や素人ができる仕

事ではないと。ヘルメットを着用したとかしない

とか、そういう問題ではないと。伐採経験のある

臨時職員が、それに指示したと書いているのだけ

れども、やらせるほうに、それを指示したほうに

絶対無理あります。ちょっと事例違うけれども、

地雷埋まっている原っぱ歩いて物とってこいと言

っているのと同じです、これやらせたというのは。 

 木切ったのかどうかということで、最後は専門

業者頼んだと言いました。大体皆さん場所はわか

るのだけれども、こういうイメージなのだろうな

というのは持っているのだけれども、これ見に行

ったらみんなわかります。建物とまず木は５メー

トル以上離れている。今切ったということだから、

建物に直接覆いかぶさっている枝はないけれど

も、この木の高さ20メートルぐらいあるでしょう。

どこまで枝かかっていたのだかわからないけれど

も、20メートルもある木だから、大体こうやって

枝になっているのが10メートルぐらいからなので

す。かなり太いのです。それを臨時職員の素人に

おまえ切ってこいというのは、それこそ頼んだ職

員の常識を疑われます。切ったということだから、

専門業者が切ったというから、その木はなくなっ

たのだろうけれども、どう見たって２階から、屋

根の労働会館の２階から手伸ばしてこうやって切

れるというあれではないです。それこそやるのだ

ったら足場組むだとか高所作業車使うだとかしな

かったら、はしご使ったり、屋根から手伸ばして

切れるなんてそういう代物ではないです。一般的

にできませんと、そういうふうに判断するのが常

識的な判断だし、私は現地見てそう思っています。

労働基本法がどうのこうのだとか、安全対策がど

うのこうのという問題ではないと。やらせてはだ

めなのです、これ。だから、現地見たら余市町に

は本当に常識ない職員しかいないのだなと言われ

てしまいます。 

 さっき事故発生したとき落ちた職員はどこにい

たのかということ、見ていないということです。

労働福祉会館の一番高いところというのは道路側

にあるのです。せいぜい10メートル掛ける10メー

トルです。片屋根形式でもない。傾斜もそんなに

きつくない。だから、屋根の上に上がったのでし

ょうけれども、だからここの部分から落ちたのだ

というのだったら気づかないわけないのです。直

接落ちたところからは見ていませんというけれど

も、はしごと一緒に落下したのだよというのであ

れば、行政報告の中では発見者ははしごを立てて

もらった人ではなかったらだめなのでしょう。だ

けれども、そうとも書いていないです。行政報告

自身が非常に矛盾に満ちていると。これをもって

双方の弁護士が話し合った結果１億2,000万円と

いう金額が決定したというのであれば、おかしい

というふうに何ぼ言っても、ここどうなのだ、あ

そこどうなのだと言っても、町長いろいろ答えら

れること、答えられないことあるというようなこ

とも言っているようですけれども、やはりどうい

う矛盾があってもそういうことで弁護士同士が話

し合ったのだったら、もうこれ変えることできな

いです。 

 これは、自分が何かの証拠だとか、そういうう

わさがあるというわけでなくて、単純にそういう

ふうに思っただけなのですけれども、この木切っ

てくれと誰かが言ったのではないですか。軽い気

持ちで言った。それをまた軽い気持ちで担当課も

受けてしまったよと。だから、依頼したほうは直

接その事故とは因果関係ないのでしょうけれど

も、これ依頼したのは役場関係者なのかなと勝手

に思っています。事故発生して、この被害を受け

られた方のほうの関係者の人は絶対現地見に行っ
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ています。現地見に行ってどんな印象を受けたの

かといったら、やっぱり何でこんなところ切らせ

たのと。それがまず一番最初にくると思います。

そういうふうに思ったけれども、結局被害を受け

られた方の親は、元役場職員だということであれ

ば、これ真相追及すれば特定の職員のことを追及

するということになるのでないのか。誰かが切っ

てというふうに頼んだということであれば、その

人にも累が及ぶと。結果として、もとの職場だけ

れども、もとの仲間を刺すことになってしまうし、

これを裁判にかければその辺全部明確になってし

まうと。だから、被害を受けた方も余市町も裁判

はしなかったのではないのかなと、私は勝手にそ

ういうふうに思っています。だから、弁護士同士

の話し合いで決着つけたのではないのかなと、自

分は現地見てそういうふうに感じました。そうい

うふうに考えれば、幾ら総務委員会であの資料出

せ、この資料出せとかと言っても、やっぱり出せ

ないよというふうになるのでないのかなというふ

うに勝手に自分はそういうふうに思っています。 

 当然これは誰かを処分しなければならないとい

う話になってきたときに、前回町職員が使い込み

したという問題ありました。使い込みというか、

流用をしたと。懲戒免職にした。結果責任という

ことにおいては、今回の事件はこの流用事件より

重たいです。懲戒免職、当然でしょう。本当に不

幸です。１億2,000万円というお金払ったって、誰

も幸せにならないです。受け取ったほうだって、

これでよかったです、ありがとうございますなん

て一言も言いません。議員だって、我々だってこ

れに賛成したら、賛成しなければならないという

のであれば、町民からおまえたち何やっているの

だと必ず言われます。町民だって何でも今厳しい

財政の中、あのサービスも切る、このサービスも

切るという中、町民みんな負担しなければならな

いということでしょう。誰ひとりとしてよかった

ねなんて言わないです、１億2,000万円も払って。 

 先ほどの答弁の中で支払い期限があると。延滞

があるとすれば延滞金額って何％ですか。延滞が

発生するとすれば、２月28日が期限だということ

であれば、その延滞はいつから発生するのか、金

利は何％か、これをちょっと答弁お願いします。 

 だけれども、今この場で払うということを議員

が同意したとしても、これが当然新聞に出れば何

でよと、おまえたち何やっているのだと言われる

のはっきりしています。さっきも言いましたけれ

ども、議員も厳しい判断しなければならないでし

ょうし、個人的には何でこんな審議しなければな

らないのだと思っています。被害を受けられた方

もいろいろなふうにまた言われてしまうでしょ

う。住民からしてみれば、それこそ役場内の身内

の問題だろうと。何で我々税金負担しなければな

らないのだと。もう税金払わないぞと必ず言われ

てしまいます。余市町として今回、先ほど中谷議

員も質問していましたけれども、どういう形で住

民に説明していくのですか。公にあるものはこの

行政報告しかないのです。行政報告の中には１億

2,000万円の根拠もなければ、その正当性というの

もうたっていない。それでどういうふうに住民に

対して理解求めていくのですか。 

 ２点目として、今後こういう事例が発生しない

ために何が必要なのですか。この答弁をお願いい

たします。 

〇議長（中井寿夫君） あらかじめ本日の会議時

間を延長します。 

〇財政課長（山本金五君） 18番、吉田議員から

再度の提案時期を含めた中でのご質問につきまし

て私のほうからご説明申し上げます。 

 除排雪経費につきましては、町民の安全、安心

に関する大変重要な予算でございます。これにつ

きましては、早急に対応しなければならない急施

案件としてこのたびあわせてご提案申し上げたと

ころでございますが、議員からもご指摘ありまし

たとおり、この点につきましては提案する時期も
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含めて配慮すべき点があったとすればその点につ

きましても今後は検討してまいりたいと考えてご

ざいますので、ご理解願いたいと考えてございま

す。 

〇総務課長（須貝達哉君） 18番、吉田議員から

の数点にわたるご質問についてお答えを申し上げ

たいと思います。 

 まず、支払い期限についてでございますけれど

も、支払い期限につきましては、先ほど申し上げ

ましたとおり、２月28日、２月末をもってという

ことで一定の合意を見て、１月６日までの金利と

いうことでとめていただいている状況にございま

すけれども、仮にそれが延びるということになり

ますと、相手方の弁護士とも当方の弁護士と議案

提案前に最終的なお話をさせていただいてござい

ますけれども、その段階では３月の中旪までであ

れば１月６日までの支払利息でとめておくことは

よろしいですよということで議案提案時には説明

を受けておりますけれども、さらにそれ以上延び

るということになりますと、金利という部分では

年５％ということになりますけれども、そういっ

た金利がついてくるということでございますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員からのご

質問にご答弁申し上げます。 

 まず、１つとしては、この示談の部分でござい

ます。これは、吉田議員いろいろなお考えからい

ろいろなお話もいただきましたが、この行政報告

にあるとおり、私ども委任弁護士からこの事案は

過失割合を争える事案ではないという部分を伺っ

てございます。そういった中で、相手弁護士等に

私どもは今回この件に関しては、被害者等の部分

も考慮して、この委任弁護士のアドバイス等も受

けて、裁判という形にはしないで示談という形を

判断させていただいたという部分でございます。 

 それと、どう町民に理解を求めていくのかと。

この１億2,215万7,533円、非常に大きな金額だと

いうふうにこれはもちろん認識しているところで

ございますので、これら含めて、先ほども申し上

げましたが、広報紙等、また別に説明会等が必要

なのかどうか含めて、住民にはしっかりと理解を

いただけるような努力をしていかなければならな

い義務があるというふうに考えてございます。 

 また、最後の質問でございますが、この経験と

申しますか、この事故を踏まえて、私どもも安全

管理という部分につきましての再度の徹底はして

ございます。しかし、組織としては、安全作業だ

とか危険作業とかだけではなくて、法令遵守、こ

の部分を含めて再度組織としてしっかりとした組

織にならなければならないというふうに考えてご

ざいますので、ご理解を願いたいと存じます。 

〇18番（吉田浩一君） 過失割合は争えないと。

当然です。あの状況を見たら、町長も見たのでし

ょう。あんなの素人にやらせる仕事ではないです。

だから、過失割合争えないというのもよくわかる。

労働基準法だとかそんな問題でないと。だから、

さっきも言ったけれども、余市町そういう職員し

かいないのかと。残念だけれども、そういうふう

に言わざるを得ないのです。 

 これは、恐らく相手方のこともあるでしょう。

だから、公にしてはいけないこともあるのだと思

います。ただ、町長、今後安全管理徹底します、

法令遵守しますと言っているけれども、余市町の

不祥事とすれば、町長この前在任中に職員の流用

事件、その前は職員の分限で降格した番外、その

もう尐し前は実際に使い込みした職員もいまし

た。どれもしようがないねと、やむにやまれずや

ったのだという、そういう問題ではないでしょう。

これ個々の職員の問題です。だけれども、何回も

こうやって繰り返される。今回の事件も安全帯が

どうのこうのだとか、安全対策だとか、２メート

ル以上の高さのところを作業させてはだめだだと

か、そういう問題ではないです。誰見たってそん

なの素人にやらせる仕事ではないと、それが普通
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の感覚だと思います。だけれども、誰が指示した

のかはわからないし、誰が頼んだのかもわからな

い。だけれども、結局それをやった職員というの

は、現地行って、あそこ切れ、ここ切れと。何も

考えないからそういうふうになるのでしょう。こ

れ余市町の組織という、個々はみんな優秀かもし

れません。だけれども、組織としてそういう体質

になっているのです。私はそう思っています。だ

から、繰り返されるのです。安全対策徹底します

と。ついこの間だって２階の雪投げするのにヘル

メットかぶっていないと住民から通報入ってきま

した。これだけの事件起きているのに、結果それ

また繰り返していると。幾ら口酸っぱくして言っ

たってできないのだったら、やっぱり体質なので

す。 

 今回のこの事件は、この余市町の体質というの

が変わるのか、変わらないのか、そういう事例だ

と思っています。やっぱり最終的にしなければな

らないことは今回の検証だと。そのためには町長

みずからが語るという、そういう姿勢がなかった

らだめだと思います。それが相手側もあるから、

それはできないのだというふうになるのかもしれ

ません。ただ、本当に町長のこの後の姿勢がどう

いう姿勢で取り組むのかということが町民に理解

を得られるのかどうかと。この教訓を今後生かす

かどうかというのも町長の姿勢だと。そして、役

場組織の全体としての姿勢というのが求められて

いるのだと思います。このまま議案通して、１億

2,000万円通ったら、住民から総スカン食います、

本当に。怒るだけでなく愛想尽かされます。何も

協力しないと、役場に。それはできないでしょう。

まさにこれ町長だけでなくて、ここにいる番外の

皆さん、そして役場全部で本気で取り組まなかっ

たらどうもならないです。それが果たしてできる

のかどうか再度お尋ねいたします。 

〇町長（嶋  保君） 18番、吉田議員からの再

度のご質問に答弁申し上げます。 

 ご指摘のとおり、非常に今回大きな事故でござ

いまして、また今ありましたように職員の不祥事

が連続している部分もございます。そういった中

で、組織としてしっかりとそれに取り組んでくる

という部分では、その都度ではやってきたつもり

でございますが、それがやはり徹底されていなか

った部分があると。これは、紛れもない事実であ

るというふうに思ってございます。 

 今回の事案に関しましても、まず被害者が大き

な障害を負うことになった。そして、金額的にも

非常に大きな財政出動である。この部分をしっか

りと私を初め全職員が組織として受けとめ、この

大きな大きな教訓と申しますか、この事故を転機

に組織として生まれ変われるのか、これをしっか

りやっていかなければならないというふうに思っ

てございます。この大きな障害、大きな財政出動、

この部分をしっかりと町民の皆様に申し上げて、

組織として変わらなければ理解は到底得られるも

のではないというふうに思ってございますし、非

常にこの理解をいただくということも大きな壁と

いいますか、隘路があるというふうに思ってござ

います。しかし、余市町役場として、組織として

もこの部分私を先頭にしっかり取り組んでまいる

所存でございますので、今回のこの議案２件につ

きましてよろしくご理解等をいただきたいという

ふうに考えてございます。 

〇８番（佐藤一夫君） １点だけお聞きしたいと

思います。 

 今回の弁護士に当たり余市町側が頼んだのは、

余市町の顧問弁護士でしょうか。常にそういう相

談をしている弁護士さんなのか、その辺だけお伺

いします。 

〇総務課長（須貝達哉君） ８番、佐藤議員から

のご質問にお答えを申し上げます。 

 今回私どもで委任をいたしました札幌市の佐々

木総合法律事務所でございますけれども、こちら

につきましては北海道町村会の顧問弁護士でござ
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いまして、当初私ども北海道町村会のほうに法律

相談という形で出向きまして、そちらのほうから

ということでご紹介をいただいてございますけれ

ども、本町の抱えている訴訟関係もこちらの弁護

士事務所で対応していただいている方でございま

す。 

〇８番（佐藤一夫君） 本町で採用しているその

弁護士さんの紹介があったのか。今そのように私

は受けとめたのだけれども、その辺ちょっともう

一回。本町の顧問弁護士とは言わないかもしらぬ

けれども、常時頼んでいた弁護士にも相談はした

のですか、この件においては。 

〇総務課長（須貝達哉君） ８番、佐藤議員のご

質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 私の答弁が不十分だったかと思いますけれど

も、今回示談交渉に当たっていただきましたのは

北海道町村会で委任をしている弁護士事務所でご

ざいまして、私ども北海道町村会を通じてその佐

々木総合法律事務所へご紹介していただいたもの

でございまして、その紹介を受けて佐々木総合法

律事務所と余市町とで委任契約を結んだものでご

ざいます。余市町としては、顧問弁護士という方

は置いていないものですから、ご理解をいただき

たいというふうに存じます。 

〇８番（佐藤一夫君） 今まで過去のいろいろな

こういう事件に対しては、ある程度余市町がいつ

も宇宙記念館だとかそれぞれの裁判に関して顧問

弁護士ではなくても余市町専属のやっていた弁護

士さんがいたわけです。それを今回は町村会のほ

うにお願いした、紹介されたということですね。

なぜその辺常時余市町のことをやってくれていた

弁護士さんにお頼みしなかったのか、その辺ちょ

っとお伺いしたいと思います。 

〇総務課長（須貝達哉君） ８番、佐藤議員のご

質問に再度お答えを申し上げたいと存じます。 

 過去に余市町で訴訟等を対応していただいてい

た弁護士は、齋藤弁護士事務所であったかと存じ

ますけれども、こちらにつきましても当時の北海

道町村会の顧問弁護士ということで、当時も余市

町の顧問弁護士ではなくて、北海道町村会を通じ

てお願いをしていた弁護士ということでございま

す。その北海道町村会の弁護士が齋藤弁護士事務

所から佐々木総合法律事務所にかわっているとい

うことでございますので、ご理解をいただきたい

というふうに存じます。 

〇６番（岸本好且君） ２点ほど確認と今後の考

え方をお聞きいたします。 

 １つは、先ほど来から出ているのですけれども、

立ち木の伐採の工程作業の前日の打ち合わせ、当

日の打ち合わせですか、この被害に遭われた方は

宇宙記念館の軽作業として採用した臨時職員とい

うことで、そういうことであればこれは当然我々

素人の考え方としても上らせない、もしくは３人

で打ち合わせた中で３人とも果たして上って作業

をしなければならない作業だったのか。上って木

を落とした下の作業も当然あるわけですから、軽

作業で採用された、ましてこういう作業になれて

いない方を下で作業をさせるという、そういう指

示をやっぱり責任者がきちんとそこは出していか

なければならなかったのではないかと思っていま

す。ですから、その打ち合わせが形式的になって

いるのでないかなと思います。そのことは実際ど

うだったのかということが１つ目。 

 それから、２つ目は、安全衛生教育についてで

す。今回十分な安全対策がとられなかったことに

よって起きた事案だということで、被害に遭われ

た方には多大な苦痛を与えたということは、これ

はしっかり理事者側も受けとめていかなければな

らない、当然受けとめていると思いますけれども、

ここにこれだけの事件、事故が起きた中で、行政

報告の中ではしっかりした教育をしていくという

報告はされましたけれども、きちんとした検証を

していく必要があります。そこで、先ほど町長が

この事故を受けて、しっかりやっていくという答
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弁があったのですけれども、この２年半たった現

在、当然その間こういう作業というのはほかの伐

採以外のものでも草を刈る作業を含めてあったわ

けですけれども、どこか変わったのでしょうか、

その教育が。それが変わったことがなければ、ま

た同じようなことが起きてしまうと思うのです。

ですから、その辺の変わったところ、そして今後

どんな方針でこの安全教育をやっていくのか、そ

のお考えをお聞きしたいと思います。 

〇経済部長（飯野徹郎君） ６番、岸本議員から

の立ち木伐採作業にかかわりますご質問にご答弁

を申し上げます。 

 私どもで認識をいたしてございますのは、今回

の作業については、宇宙記念館の業務という中で、

当日の作業の効率化、こういったものを当時の考

え方としては優先しなければならないということ

でその作業員を労働福祉会館の業務にお手伝いし

ていただいたということでございまして、その中

で作業の流れの中ではしご、あるいは高所に上っ

てしまったということでございまして、そこに現

地の安全対策といった指示の徹底、それから現場

での監督というのがしっかりできていなかったと

いうことで、不十分な点が多々あって、こういっ

た事故になったということで認識いたしていると

ころでございますので、ご理解を願いたいと存じ

ます。 

〇総務課長（須貝達哉君） ６番、岸本議員から

のご質問の事故後、事故を教訓に何か変わったの

かというご質問でございますけれども、本来であ

れば事故以前からしなければいけなかったことと

いうふうに認識をしてございますけれども、平成

24年度から刈り払い機、さらには振動工具等、業

務に必要な部分での安全衛生教育ということで職

員に講習を受けさせて続けてございますので、ご

理解をいただきたいというふうに思います。 

〇６番（岸本好且君） 最初のほうの作業工程の

指示のあり方ですけれども、今の部長の答弁聞い

ていますと結局任せきり。当然軽作業で採用した

臨時職員が上らないだろうという、その意識あっ

たのではないですか。ですから、やはりそのこと

が今回このような事故に発展してしまったという

一番の原因だと思いますので、今回の事故の教訓

というのはまさにこれから試されますし、しっか

り目に見える形で、２番目の教育の関係も含めて、

一部だけでなくて役場全体で本当に町長が先頭に

なってこの安全教育を徹底していただきたいと、

そのことを申し上げて終わります。 

〇４番（藤野博三君） ちょっと１点だけ、遅延

損害金の件についてお尋ねしたいのですけれど

も、１月６日をもって停止されているというよう

な答弁あったのですけれども、この１月６日をも

ってということはそれ以前には遅延金が加算され

ているということになるのですか。ということで

すよね。我々の常識的な考えからすれば、その前

に、これは契約ではないけれども、契約なり、和

解なりができていたということなのでしょうか。

和解がいつ幾日できたから、そこから遅延金が発

生するという形ではないのですか、通常は。我々

の商売でもいつ幾日にお金支払いますよと。例え

ばそれが12月１日だったら、その契約の時点から

もし支払わなかったら、約束の日から払わなかっ

たら延滞金というもの発生してくるのです。１月

６日に停止されているということは、その前から

発生しているということなのか、それとも１月６

日時点から発生しますよということなのか。とい

うのは、この和解金の中にそれも含まれている、

もし前もって発生しているとすれば。もしそうで

あればなぜ前もって総務委員会のほうにそういう

連絡をしなかったのか。和解になっているのであ

れば、その時点で和解になりましたと総務のほう

に、最低総務の委員会に、今の担当の委員会には

それを報告するべきだったと思うのです。それか

ら、この遅延損害金というのが１月６日に停止し

ているというのがどうもちょっと今私わからない
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というか、その前から発生しているから１月６日

に停止、28日に支払いしますよということで、で

は６日付でそれはわかりやすく言えば利息の発生

は停止しておきますよということだと思うので

す。損害賠償の決定についてという報告されてい

るのだけれども、その中にはいつ和解になったの

かという報告もないです。だから、その辺も含め

て答弁お願いいたします。 

〇総務課長（須貝達哉君） ４番、藤野議員のご

質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、遅延損害金の部分でございますけれども、

今回の事故による損害賠償といった場合ですと事

故発生日から支払い日までの間遅延損害金が発生

するという形になってございます。ですから、事

故発生日、23年９月29日から本来支払った日にち

まで遅延損害金が発生していくという形になって

ございますけれども、相手方の弁護士のほうから

は１月６日でとめて、一旦額の確定といいますか、

和解そのものが議会の議決を得なければ和解でき

ないという形になってございますので、議会に提

案するに当たっては額の一定程度の確定をしなけ

れば議会にも提案できないということなものです

から、そういった部分で相手方の弁護士も配慮い

ただけたものと思っておりますけれども、１月６

日で遅延損害金をとめていただいたということで

ございます。ですから和解につきましては、議会

議決後に和解するという形になろうかと思います

ので、ご理解をいただきたいと存じます。 

〇４番（藤野博三君） そうすれば23年９月29日、

ちょっと私も裁判のことは詳しくわからないので

すけれども、そしたらその事故があった時点、こ

れ事故があった日ですよね。その日から裁判にな

るものか、それとも和解になるものかわからない

ものに、ある程度和解した後にというか、今説明

のとおり、議会の議決を得ないと和解できないと

いうこと今答弁ありましたけれども、その金額の

わからないものに遅延損害金というのが事故の起

きたそのときにかかるということなのでしょう

か。実際事故あったときに、事故あれば何が一番

先に動くといったら、まず警察と、それから労働

基準監督署です。どうなるかその辺がわからない

うちからそういうふうにかかってくるというもの

なのですか、遅延損害金というのは。事故が起き

た時点から。過失割合も何もわからない時点から

かかってくるということなのですか。その辺につ

いてもう一度答弁お願いいたします。 

〇総務課長（須貝達哉君） ４番、藤野議員のご

質問にお答えを申し上げたいと思いますけれど

も、過失割合によっては損害賠償額というのが、

そもそも損害賠償額自体が変わってくるものと思

います。その額について事故日から支払った期日

までの遅延損害金という形になりますので、損害

賠償額によって元金といいますか、その部分が変

わってくるものというふうに考えております。で

すから、法的にはあくまでも事故があった日から

支払った期日までのということで遅延損害金が発

生するということでご理解をいただきたいという

ふうに存じます。 

〇４番（藤野博三君） それはおおむね理解はし

ましたけれども、今の説明は。１月６日時点では

ある何かの話し合いがあったということですよ

ね。それとも、１月６日付でこちらのほうから例

えば28日ごろ議会の議決が得られれば支払いでき

そうだと。それが１月６日の日にそういう話し合

いがあったということなのですか。何かがなけれ

ば１月６日という数字は出てこないですよね。今

須貝課長が答弁したとおり、実際きょう議決もら

わないと最終的な和解にはなりませんというこ

と、それは今の説明でわかりましたけれども、こ

の１月６日という日付は何かの動きがあったの

で、そういう形になったと思うのです。 

 あとそれから、その辺の事故の争いのものはわ

からないのだけれども、裁判のことはわからない

のですけれども、遅延金というのはそういう形で
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発生するのかどうか、私の認識とはちょっと違う

のかなと。通常の労働災害の場合とちょっと違う

のではないのかなという思いがあるものですか

ら、あえて今質疑させてもらったのです。だから、

その１月６日というのがどんな根拠があるのかと

いうことと遅延損害金というのが労働災害におい

ては必ず発生するものなのか、その辺について答

弁お願いいたしたいと思います。 

〇総務課長（須貝達哉君） ４番、藤野議員から

のご質問にお答えを申し上げたいと存じます。 

 法的には遅延損害金というのはこうした事故の

場合発生するものというふうに認識をいたしてご

ざいます。これにつきましても先ほど来ご説明申

し上げましたとおり、事故発生日から支払い期日

まで発生するものということで認識をいたしてご

ざいます。 

 さらに、１月６日の時点で利息をとめていただ

いているということでございますけれども、その

間数度にわたりまして当方の弁護士事務所、さら

には相手方の弁護士事務所とでいろいろな部分の

金額の相当性というのでしょうか、そういった部

分でのやりとりをいたしてございます。１月６日

の時点で一定の方向性が見えてきたわけでござい

ますけれども、その時点で相手方のほうから提示

があった金額でございます。その後、１月16日に

最終的な一定の合意といいますか、双方でこの金

額でということが１月16日で一定の合意を見たと

ころでございます。その後、当方から意見書を求

めておりました２名の弁護士事務所から１月27日

付で最終的な意見書の提出があったものですか

ら、それらをもとに余市町としてはこの金額、損

害賠償額について相当性がある、妥当性があると

いう判断をさせていただいたということでござい

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 まず、議案第１号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 損害賠償に係る和解及び

損害賠償額の決定については、原案のとおり可決

されました。 

 次に、議案第２号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 平成25年度余市町一般会

計補正予算（第９号）は、原案のとおり可決され
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ました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 以上で本日の日程は全て

終了いたしました。 

 よって、会議を閉じます。 

 これをもって平成26年余市町議会第１回臨時会

を閉会いたします。 

閉 会 午後 ５時２１分 
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