
－109－ 

平成２１年３月第１回室戸市議会定例会会議録（第４号） 

 

１．日 時  平成２１年３月１２日（木） 

２．場 所  室戸市議場 

３．出席した議員の番号及び氏名        

  １番 脇 本 健 樹    ２番 久 保 八太雄    ３番 久 保 正 則 

  ４番 上 野 祥 司    ５番 濱 口 太 作    ６番 米 澤 善 吾 

  ７番 立 石 大 輔    ８番 山 本 賢 誓    ９番 谷 口 總一郎 

  10番 徳 増 寿 子    11番 山 下 浩 平    12番 堺   喜久美 

  13番 鈴 木 彬 夫    14番 久 保 善 則    15番 林   竹 松 

  16番 町 田 又 一 

４．欠席議員  なし 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  木 下 恵 介 

  事 務 局 次 長  中 山 一 彦 

  議 事 班 長  長 崎 潤 子 

  議 事 班 主 任  柳 原 直 哉 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  副  市  長  武 内 土佐雄     総 務 課 長  谷 口 稀 稔 

  企画財政課長  上 山 精 雄     滞納整理課長  安 岡 稔 光 

  財産管理課長  萩 野 義 興     税 務 課 長  中 岡 當 行 

  市 民 課 長  久 保   正     保健介護課長  山 本   勉 

  人権啓発課長  前 川 美智夫     農林課長併農業委員会事務局長  松 本 正 明 

  建 設 課 長  川 邊 幸 雄     水 産 課 長  久 保 重 章 

  観光深層水課長  柳 川 明 彦     会計管理者兼会計課長  中 川 博 嗣 

  福祉事務所長  上 田   満     教  育  長  谷 村 幸 利 

  教育次長兼学校教育課長  植 村 幸 治     生涯学習課長  黒 岩 秀 祐 

  水 道 局 長  亀 井 賢 夫     消  防  長  佃     均 

  監査委員事務局長  山 本 君 子 

７．議事日程        

  日程第１ 議案第20号 平成21年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算について 

  日程第２ 議案第21号 平成21年度室戸市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について 

  日程第３ 議案第22号 平成21年度室戸市老人保健事業特別会計予算について 

  日程第４ 議案第23号 平成21年度室戸市介護認定審査会運営事業特別会計予算について 
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  日程第５ 議案第24号 平成21年度室戸市介護保険事業特別会計予算について 

  日程第６ 議案第25号 平成21年度室戸市海洋深層水給水事業特別会計予算について 

  日程第７ 議案第26号 平成21年度室戸市障害程度区分認定審査会運営事業特別会計予算 

             について 

  日程第８ 議案第27号 平成21年度室戸市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

  日程第９ 議案第28号 平成21年度室戸市水道事業会計予算について 

  日程第10 議案第29号 農林関係施設の指定管理者の指定について 

  日程第11 議案第30号 水産関係施設の指定管理者の指定について 

  日程第12 議案第31号 水産関係施設の指定管理者の指定について 

  日程第13 議案第32号 室戸市バイクライダー交流宿泊施設の指定管理者の指定について 

  日程第14 議案第33号 市道路線の廃止について 

  日程第15 議案第34号 安芸広域障害程度区分認定審査会共同設置規約の変更について 

  日程第16 議案第35号 損害賠償額の決定及び和解することについて 

  日程第17 議案第36号 損害賠償額の決定及び和解することについて 

  日程第18 議案第37号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第19 議案第38号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  日程第20 議案第39号 平成20年度室戸市一般会計第10回補正予算について（追加議案） 

８．本日の会議に付した事件 

  日程第１より日程第20まで 

９．議事の経過 

  次のとおり 
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            午前10時０分 開議 

○議長（町田又一君） おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告を議会事務局長よりいたさせます。木下議会事務局長。 

○議会事務局長（木下恵介君） おはようございます。 

 諸般の報告をいたします。 

 出欠の状況でございますが、定数16名、全員出席でございます。 

 なお、執行部から小松市長が入院のため欠席届が出ております。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 昨日に引き続き大綱質疑を行います。 

 質疑に際しましては、ページ数と款、項、目を御指摘の上、御質疑を願います。 

 なお、自己の意見の多い質疑や議題外にわたる質疑については、御注意をお願いします。 

 日程第１、議案第20号平成21年度室戸市国民健康保険事業特別会計予算についてを議題とい

たします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時１分 休憩 

            午前10時32分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第２、議案第21号平成21年度室戸市住宅新築資金等貸付事

業特別会計予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。前川人権啓発課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時33分 休憩 

            午前10時41分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 
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 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。議案第21号について質疑を行います。 

 39ページ、歳入の第１款県支出金、第１項県補助金、１目住宅新築資金等貸付助成事業費県

補助金、１節の住宅新築資金等貸付助成事業費補助金のうちの上の住宅新築資金等貸付助成事

業費補助金についてですが、この助成事業には特定助成事業と償還推進助成事業があると思い

ますが、その一つの助成事業の特定助成事業の市町村への補助対象には条件が３つあると聞い

ております。この条件それぞれの内容についてお聞きをいたします。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。前川人権啓発課長。 

○人権啓発課長（前川美智夫君） 谷口議員にお答えします。 

 国の補助制度でございまして、要件として昭和53年から61年の貸付件数が20件以上、同和関

係人口比率が２％以上、財政力指数が0.8未満という３つの条件があります。以上です。 

○議長（町田又一君） ほかに質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第３、議案第22号平成21年度室戸市老人保健事業特別会計

予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時45分 休憩 

            午前10時51分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第４、議案第23号平成21年度室戸市介護認定審査会運営事

業特別会計予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 
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            午前10時52分 休憩 

            午前10時55分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第５、議案第24号平成21年度室戸市介護保険事業特別会計

予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。山本保健介護課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前10時56分 休憩 

            午前11時７分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第６、議案第25号平成21年度室戸市海洋深層水給水事業特

別会計予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。柳川観光深層水課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時８分 休憩 

            午前11時16分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第７、議案第26号平成21年度室戸市障害程度区分認定審査

会運営事業特別会計予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。上田福祉事務所長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時16分 休憩 

            午前11時19分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第８、議案第27号平成21年度室戸市後期高齢者医療事業特

別会計予算についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保市民課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時20分 休憩 

            午前11時28分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第９、議案第28号平成21年度室戸市水道事業会計予算につ

いてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。亀井水道局長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午前11時29分 休憩 

            午後０時５分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。林竹松君。 

○１５番（林 竹松君） 15番。議案第28号平成21年度の室戸市の水道事業会計予算書につき

まして質疑を行います。 

 まず、19ページの支出の分の中の５節法定福利費が144万1,000円組まれておるわけですけど

も、その内訳として下から２番目に、介護保険料の３万6,000円という予算が組まれておるわ

けですが、これは職員に対する40歳以上からの介護保険料というような説明もあったわけです

けども、この介護保険料をいわゆる水道企業が水道会計で支出しなければならないという法的

根拠について説明を願いたいと思います。以上です。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。谷口総務課長。 

○総務課長（谷口稀稔君） 林議員さんにお答えをします。 

 その介護保険料というのは、事業者側の負担部分でございます。負担率としまして1000分の

5.4を事業主が負担するということでございます。以上です。 

○議長（町田又一君） ほかに質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 昼食のため午後１時10分まで休憩いたします。 

            午後０時８分 休憩 

            午後１時10分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第10、議案第29号農林関係施設の指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。松本農林課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時10分 休憩 

            午後１時13分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第11、議案第30号水産関係施設の指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保水産課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時13分 休憩 

            午後１時16分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第12、議案第31号水産関係施設の指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。久保水産課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時17分 休憩 

            〔15番 林 竹松君 退席〕 

            午後１時19分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            〔15番 林 竹松君 入場〕 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第13、議案第32号室戸市バイクライダー交流宿泊施設の指

定管理者の指定についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。柳川観光深層水課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時20分 休憩 
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            午後１時21分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第14、議案第33号市道路線の廃止についてを議題といたし

ます。 

 執行部から補足説明を求めます。川邊建設課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時22分 休憩 

            午後１時26分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第15、議案第34号安芸広域障害程度区分認定審査会共同設

置規約の変更についてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。上田福祉事務所長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時26分 休憩 

            午後１時30分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は産業厚生委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（町田又一君） 次に、日程第16、議案第35号損害賠償額の決定及び和解することにつ

いてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。佃消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時30分 休憩 

            午後１時33分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。立石大輔君。 

○７番（立石大輔君） ７番立石。議案第35号について質疑をいたします。 

 この件は、救急車が救急搬送中の事故で、病人を乗せたまま事故を起こした件ですが、その

ときに、聞いたところによると、患者を乗せたまま次の救急車を呼んで、それまで待って救急

発進したと聞いております。ほんで、最初に積んでいた患者は、病院なのか途中なのかわかり

ませんが、亡くなったということです。ということなので、この状況を詳しく、どのようなこ

となのか、また事故に遭われた方も、後の救急車に乗ったのか、さきの救急車に乗ったのか。

そして、時間的にどれくらいおくれたのか、また時間がおくれたからといって亡くなったわけ

ではないと思いますが、事故としてはまたいつ何どき起こるかもわかりません。気をつけなけ

ればいけませんが、今度またこのようなことが起こった場合にどのような対応するのか、また

同じような対応するのか、状況の説明をとりあえずお願いいたします。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。佃消防長。 

○消防長（佃  均君） 立石議員さんにお答えします。 

 議員さん御指摘のように、当時現場において約15分間を救急車へ患者を乗せたままでおって

おります。それにつきましては、道路交通法の72条におきまして、事故時の対応について定め

られております。72条におきましては、まず直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し

なければならないということになっております。もし、負傷者を救護せずに置いたままの走行

になりますと、自分の知る限りにおきましてはひき逃げに該当すると思っております。 

 それから次に、今後の再発があった場合ということでございますが、対応は同じことになる

と思います。まず、負傷者の救助が一番であります。今回の場合におきましては、負傷者の手

当てをすると同時に、次の救急車を呼びました。署に待機しておる救急車を呼びました。その

救急車が現場に来るまでの間の15分を待たせております。最初の亡くなった患者さんにつきま

しては、うちに入った通報の状況が腰痛で救急を要請しております。こちらとしても、その腰

痛ということで対応しておりましたんで、後になってわかったことですが、どうも心臓に持病

があったということを後になって聞いております。その時点でわかっておれば、また対応が違

ったと思っておりますが、今回の場合は、その時点では全然わからなかったということで、こ
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ういう事態になっております。以上です。 

○議長（町田又一君） 立石大輔君の２回目の質疑を許可いたします。立石大輔君。 

○７番（立石大輔君） 立石。２回目の質疑をいたします。 

 その交通の72条で事故対応で負傷者の何とかとありますが、この場合、事故対応が大事なの

か、人命が大事なのかということですが、今その負傷者がたまたま足をけがしておったので、

そういうふうなことしたかもわかりませんが、その負傷者としては、大体事故を起こすと、脳

なんかの調べますが、足だけやなしに脳とかも打っている可能性もあります。それを救急隊員

が判断でそういうふうに待機をしていいものなのか。例えば、その事故を起こした方が、動脈

なんか切って血が出ている場合にも同じような対応するのか。ほで、血が出てないからといっ

て、足を折っているからといって、頭を打ってないとは限りません。救急隊員がそういう判断

をまたしてええのか。それと、最初乗せてた人は腰痛ということですが、その本人の家族が言

った腰痛を救急隊員は医者でもないのに、そういうことを信じてそうやって15分置いていいの

か。ほで、またそれはそれとして、対応どおりやったので何も責められるとこはないと思いま

すが……。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（町田又一君） ちょっと一般質問的になっておりますんで。 

○７番（立石大輔君）（続） はい、はい。今後何かの対応を考えてほしいと思います。あと

は総務委員会の方に任せますので、練ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。佃消防長。 

○消防長（佃  均君） 立石議員さん２回目の質問にお答えします。 

 負傷者の状態云々につきましては、我々といたしましても救急救命士を乗せて運用しており

ますんで、一応救急救命士の判断に任す等になると思います。 

 救急救命士がもし判断してですわね、どうしても運ばないかんと、今すぐに運ばないかんと

いう判断を下されましても、我々公務員といたしましては、法律を遵守する義務がありますん

で、ひき逃げを云々と言われるような行為は絶対しません、それは。 

 それと……。 

（発言する者あり） 

○消防長（佃  均君）（続） はい、済んません。今後におきましても、同じ事態が発生し

た場合においては、救急救命士の判断でどうするかという等になると思いますんで、よろしく

お願いします。 

○議長（町田又一君） ほかに質疑はありませんか。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ８番山本。議案第35号に関しまして質疑を行いたいと思います。 

 まず、その説明資料の中で、事故の概要としまして救急走行中に右前方より不意に出てきた

と、歩行者というふうに書かれております。私も、この件につきましてちょっとお聞きをした
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ところ、この方は、女性はその当時酒を飲んでおりまして、かなり酔っていたというふうなこ

とを聞いております。といいますのは、その方を家まで送っていった方に直接私もお聞きをし

ましたので、足元がおぼつかない程度のかなりの酔いであったというふうなことも聞いており

ます。それから、その方は家の中へ送った時点で帰りまして、そのすぐ後に救急車が来て、そ

れに当たったと。そんで、その方の話では、一回中へ入っていったのを確認しておるけれど

も、後から救急車の音に気がついて出てきて接触と。ほれから、通常で考えれば、自分から救

急車に当たってくれるというふうなことはまずないというふうに思います。足元がふらついて

いたので、こういう結果になったと、私は考えております。 

 そこで、事故の状況というものをちょっとお聞きしたいと思いますので、消防長のほう、よ

ろしくお願いします。 

 まず、救急車の走行スピードというものはどの程度であったのか。サイレンは鳴らしていた

と思いますが、鳴らしていたのかどうかと。それから、接触した位置、前方か後方かというこ

とになろうと思いますが、その点をお聞きしたいと思います。 

 それから、この事故でこれぐらいの120万円ともいう損害賠償額が決定をされております

が、こういうことになるということは、その事故の状況等も当然消防長も報告を受けて状況判

断もされたと思いますけれども、救急の運転手のほうに非があったと考えているのかどうか、

お伺いします。 

 それから次に、保険金額の件に関してでありますけれども、これは市のほうが掛金を掛けて

共済のほうから支払うということになってますけれども、その賠償金額決定に至るまでの手

続、何かほかの団体がこの中に査定をするという、事故認定といいますか、それをするのにか

かってるようですけれども、どのような経緯を経ているのか、お伺いします。 

 それから、当然自賠責での対応ということになろうと思いますが、100％支払い、90％支払

い、いろいろあると思いますが、その支払いは当然過失割合と密接につながっているわけです

けれども、今回のその決定といいますのは、過失割合はどういうふうになっているのか、お聞

きします。 

 それと、過失割合が決定をされるまでに当然関係する団体に室戸市のほうも説明をされてい

ると思いますが、その説明資料と状況資料を、説明された資料を朗読していただきたいと。 

 それから、過失割合決定の中で、例えばその過失の率が８対２とか、９対１とか、７対３と

かあろうと思いますが、どのラインなら損害賠償額を満額に払うラインがある。そして、どの

ライン以下なら減額賠償というふうな決まり事があるやにも聞きましたが、そこなところをお

願いしたいと思います。 

 それから、査定を決定された通知、ほういうふうな賠償支払い状況になりますよという通知

が当然その対象団体から室戸市にも来ていると思いますが、それをちょっと報告していただき

たいと思います。 
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 以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。佃消防長。 

○消防長（佃  均君） 山本議員さんにお答えします。 

 事故当時のスピードはということでございますが、約20キロぐらいであったと聞いておりま

す。緊急走行車両でありますんで、回転灯及びサイレンは鳴らしております。接触したのは、

車両の前部であります。 

（「前」と呼ぶ者あり） 

○消防長（佃  均君）（続） はい。 

 和解金額は120万円ということで、運転手の非はということでございますが、運転手につき

ましては、現在のところまでまだ免許証等の処分は来ておりませんので、余りないのではない

かと思っております。 

 それから、保険金額の決定ということでございますが、今回のこの件につきましては、自賠

責の引き受けた保険会社同士の一応話であるということを伺っております。 

（発言する者あり） 

○消防長（佃  均君）（続） はい。 

 それから、過失割合ということでございますが、自分の聞いておる限りにおきましては、八

二ぐらいやないかなというふうな話を漏れ聞き賜っております。 

 今回の場合はですね、相手方の方が、門のところがブロック塀でありますが、その陰から急

に飛び出してきましたということで、ブレーキをかけたけれども、間に合わなかったというこ

とでございます。それらを勘案した結果、それぐらいの割合やないかということで伺っており

ます。 

 それから、保険金額の決定方法等につきましては、ちょっともう省略させていただきます。

以上です。 

（発言する者あり） 

○議長（町田又一君） 萩野財産管理課長。 

○財産管理課長（萩野義興君） お答えいたします。保険手続の関係は財産管理課のほうで担

当しておりますので、お答えさせていただきます。 

 基本的な話になりますけれども、公用車のですね、事故が発生した場合の対応としまして、

先ほどから説明しております保険会社は全国市有物件という会社のですね、自動車損害共済保

険に加入いたしております。それで、この保険は総合契約となっておりまして、市有物件のほ

うが室戸市にかわりまして交渉等をできる内容となっています。 

 それで、今回の事故ですけれども、先ほど消防長のほうから八二と言いましたけれども、今

回のことでは自賠責保険の公正公平な支払いを行うためにですね、市有物件のほうから各県に

法律で自賠責損害調査事務所というのが設立されておりまして、そちらで損害調査を行いま
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す。今回のこの件につきましてはですね、この調査事務所の中で被害者の過失割合が70％以上

か否かによって全額支払うか、減額していくかという判断がされます。70％以上被害者の過失

があれば減額されていきますけれども、今回は先ほど言いましたように八二ということですの

で、２が被害者ですので、全額自賠責で支払うというように決定されております。以上でござ

います。 

（発言する者あり） 

○議長（町田又一君） 萩野財産管理課長。 

○財産管理課長（萩野義興君） お答えします。 

 資料ということですけれども、先ほど申し上げました調査事務所ですけれども、ここに対し

て全国市有物件のほうからですね、事故報告書というものが提出されまして、今言いましたそ

の割合とかを決定しているものなんですけれども、その内容が今資料で出しておるような内容

をですね、出しまして、そこで決定していくと。もちろんその内容は、私どものほうからも提

出してありますし、向こうも把握しておるという形のものでございますが。 

（発言する者あり） 

○財産管理課長（萩野義興君）（続） 警察のほうにはですね、届け出が出ておりまして、そ

の内容もその事故報告書の自動車損害調査事務所に依頼した内容の中には、そういうことも網

羅されたものが入っておりますので、そちらのほうでほんで先ほど言いました八二なりの形、

70％以上被害者のほうに過失割合がないかどうかっていうのを判断していっておるものと思い

ます。 

（発言する者あり） 

○財産管理課長（萩野義興君）（続） 済いません、その辺はですね、私どももどこまで、先

ほど言いましたように総合保険で依頼しておるもので、どこまで本人と交渉しましたかってい

うのは、そこまでは確認をよういたしておりませんけれども。以上です。 

○議長（町田又一君） 山本賢誓君の２回目の質疑を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ２回目の質疑を行います。 

 通常で考えれば、そういった事故を起こした本人に事情を聞くというふうなこと、民間の保

険とかそういうもんであれば、当然行うわけですけれども、今回はそういうことがされてない

と。何かもう腑に落ちないというか、納得できない部分があります。 

 その中で、こちらのほうから事故の説明をした資料もないということになります。そうすれ

ば、もう去年の６月のことですから、今さらということにはなりませんが、その当時に被害に

遭った方が、仙頭達子さんがかなり酒に酔っていたというふうな部分があります。そして、救

急車に突っ込んできたと言わざるを得んわけですわね。普通の人やったら、通常の状態であっ

たら、何ぼ救急車が見とうても、わざわざ自分から目の前の車まで突っ込んでいくやというこ

とは考えられんということでありますので、そういうふうな状況説明ができてなかったと言わ
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れても仕方がないんじゃないかと思います。もし、そういうふうな状況であれば、ただ相手方

が７割悪くなければ、満額支払われますというふうな部分であれば、そらかなり救済もされて

いくというところですけれども、私個人としての考えでは、これなんかは反対に、八二で……。 

○議長（町田又一君） 山本議員、自分のあれは入れない。 

○８番（山本賢誓君）（続） 八二で悪いというふうな判断も思っております。 

 結論からいえば、この残りの慰謝料等も含まれておりますけど、そういったものを一度とめ

て、本人にもう一回事情聴取をみて、承諾をしてからその金額を支払う方向に持っていくかい

かないかというふうに取り計らってもらいたいと思いますが、そこなところを御返答願いたい

と思います。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。萩野財産管理課長。 

○財産管理課長（萩野義興君） お答えいたします。 

 先ほど資料とか交渉を相手方としてないというようなことでおっしゃいましたけれども、私

がちょっと今回について確認してないだけでございまして、実際は先ほど言いましたように、

この市有物件のほうがですね、その被害者との交渉っていうのも、この物件の中で含めてやっ

ておるものと思われます。ですから、した中で、先ほどの自賠責損害調査事務所にですね、そ

の内容、交渉した内容も含めて、そこの中で、さっき言いました70％以上かどうかというよう

なことを判断しておりますので、してないということではないと思います。 

 それから、八二の割合のことを逆じゃないかとかというふうなことをおっしゃってましたけ

れども、それはいいですかね、答えなくて。いいですかね。 

○議長（町田又一君） ほかに質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第17、議案第36号損害賠償額の決定及び和解することにつ

いてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。佃消防長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後１時58分 休憩 

            午後２時１分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。山本賢誓君。 

○８番（山本賢誓君） ８番山本。議案第36号に関しまして質疑を行います。 
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 これも消防長が大変弁明に追われているというところだと思いますが、この場所は平たんな

地域、それほど急なところではないと思いますけれども、この中でこの114万4,500円は相手方

が海洋深層水研究所ということで、看板だけということですわね。ほんで、それで看板に保険

がおりてる。114万円の保険というのは非常に高い、高額だと思いますが、それはもうどうい

うふうな大きさの看板であったのか。それをなぎ倒すほど傷めているのか。それとも、古かっ

たから、ついでに保険でかえろかというふうな分も含まれているんじゃないかと思いますけれ

ども、そこなところをひとつ。例えば、この掛金をしていても、全額見てくれるからというふ

うなことで、安易に保険に頼るというような姿勢も考え直さないかん。それなり、もとの費用

は、もう当然税金でありますから、そういうことも考えた対応を当事者、責任に関係する人は

やってもらいたいと思いますが、この状況の説明をお願いします。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。佃消防長。 

○消防長（佃  均君） 山本議員さんにお答えします。 

 まず、消防車両の停車位置と看板との関係でございますが、消防車両の停車位置から看板へ

向かって若干の下り勾配があって、それで余りのスピードやなしにとろとろとろっと下ってい

って当たったということでございます。 

 事故の程度はですね、看板につきましては基礎部分からちょっと起こされてしまいまして、

傾いてしまいました。看板そのものが傾くやなしに、基礎部分からがっぷり起こされまして、

看板も若干損傷しておると。ほんで、一目で見て壊れておるということはわからん程度であり

ましたが、もう見たら壊れておるということでございます。 

 それと、看板が修理賃が高価ではないかということでございますが、問い合わせましたとこ

ろ、特殊な看板であるという返事がありまして、明細につきましては全部自分のほうが持って

おります。もし必要であれば、議員さんのほうへ回します。以上です。 

○議長（町田又一君） ほかに質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第18、議案第37号固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。谷口総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時６分 休憩 

            午後２時７分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 ただいま議題となっております議案第37号につきましては、会議規則第37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。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 御異議なしと認めます。よって、議案第37号につきましては、委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第19、議案第38号固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題といたします。 

 執行部から補足説明を求めます。谷口総務課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時８分 休憩 

            午後２時10分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま議題となっております議案第38号につきましては、会議規則第37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。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 御異議なしと認めます。よって、議案第38号につきましては、委員会

付託を省略することに決しました。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（町田又一君） 次に、日程第20、議案第39号平成20年度室戸市一般会計第10回補正予

算についてを議題といたします。 

 本案は、昨日市長より追加提案されたものであります。 

 副市長から提案理由の説明を求めます。武内副市長。 

○副市長（武内土佐雄君） 市長が欠席をさせていただいておりますので、私のほうで追加議

案の提案理由の説明を行います。 

 議案第39号平成20年度室戸市一般会計第10回補正予算について。本案は事務事業の確定また
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は確定見込み及び交付税措置等が有利な補正予算債で対応するため、繰り上げ施工することと

いたしました吉良川中学校屋内運動場耐震補強・改修工事を主とした歳入歳出予算、繰越明許

費並びに地方債の補正であります。 

 歳入における国県支出金及び市債等は、各事業に対する算定基準により補正いたしました。 

 歳出の主なものは、吉良川中学校屋内運動場耐震補強・改修事業4,580万円、生活バス路線

運行維持費補助金816万6,000円等の追加及び芸東衛生組合負担金2,672万9,000円等の減額であ

ります。 

 繰越明許費は８件で、主なものといたしましては、吉良川中学校屋内運動場耐震設計・補

強・改修事業4,769万円、地方道路整備臨時交付金事業2,312万2,000円等となっております。 

 繰り越しの理由といたしましては、平成21年１月議決の国の第２次補正予算を財源とする事

業であることや、移転補償対象家屋の移転先の選定等に不測の日数を要したことなどにより、

それぞれ年度内完成が見込めなくなり、地方自治法第213条第１項の規定に基づき予算の繰り

越しを行うものであります。 

 また、地方債の補正は、各事業の増減に伴う変更を行うものでありまして、歳入歳出予算は

それぞれ２億740万3,000円を減額し、総額106億2,564万1,000円とするものであります。 

 以上、概略説明をいたしましたが、詳細につきましては関係課長から補足説明をいたさせま

すので、御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（町田又一君） 執行部から補足説明を求めます。上山企画財政課長。 

 説明の間、休憩いたします。 

            午後２時14分 休憩 

            午後３時６分 再開 

○議長（町田又一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本案の付託は総務文教委員会であります。 

 本案に関し質疑のある方の発言を許可いたします。谷口總一郎君。 

○９番（谷口總一郎君） ９番谷口。議案第39号について質疑を行います。１点だけお教えく

ださい。 

 ページ17ページ、第19款諸収入、１目雑入、２節雑入の中の建物総合損害共済災害共済金、

これヒラメ施設が台風の被害によって保険金がおりてきたという説明がありましたが、１点目

が、この金額すべてが保険金でしょうか。 

 ２点目が、このときの台風による被害の建物の修理代の総額をお聞きをしたいと思います。 

 以上で質疑を終わります。 

○議長（町田又一君） 執行部の答弁を求めます。上山企画財政課長。 

○企画財政課長（上山精雄君） 谷口議員さんにお答えをいたします。 

 すべて保険金です、二千五百数十万円。 
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 それから、あの当時のその被害の修繕費といいますか、主に海岸部に、国道から下にあるタ

ンク、ポンプ室があるがですね、それが主な被害と、当時国道に面したトタンといいますか、

壁がずっと破れてました。ということで、ポンプ室はもう全然直してないです。その被害を受

けたまんまで、もう今休止ですので。 

 それから、あの部分については、ちょっと金額は定かに覚えておりませんが、直したのは国

道沿いにある壁を直したということでございます。 

（「金額」と呼ぶ者あり） 

○企画財政課長（上山精雄君）（続） 金額はちょっと今それはわかりませんけんど、大した

額じゃなかったと思ってます。恐らく二、三百万円あったかと思いますけど。 

○議長（町田又一君） ほかに質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって本案に対する質疑を終結いたします。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 昨日から行われました議案第５号から議案第36号まで並びに議案第39号、以上33件につきま

しては、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託い

たします。 

 お諮りいたします。 

 委員会審査及び事務整理のため、３月13日から３月23日まで11日間休会といたしたいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（町田又一君） 御異議なしと認めます。よって、３月13日から３月23日まで11日間休

会することに決しました。 

 ３月13日から３月23日まで11日間休会いたします。 

 ３月24日は午前10時から会議を開きますので、御参集をお願いいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

            午後３時11分 散会 

 


