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１　多発する自治体の事故・事件

全国の都道府県、市町村を見ても自治体職員

に関する事故・事件は毎月のように発生してい

ます。決して他人事の問題ではありません。ま

た、多くの事故・事件は突発的に起きるもので

す。予約付きの危機などありません。特に、自

治体の管理者の立場にいる者は、自分の所管で

万一事故等が発生したら誰の相談もなく一人で

考え、どう対応するかを判断し、直ちに指示等

を与えなければならない立場におかれているも

のです。その際、危機に際して「うまく対応し

ろ、問題を起こさぬように処理しろ」等の抽象

的な指示は何の意味もありませんし、有害にさ

えなることがあります。

危機に際しての指示は２つのポイントがあり

ます。第１は、如何に具体的な指示が与えられ

るかです。詳細は後に記述しますが、例えば、

事故等が発生したときには必ず事実確認をしな

ければなりません。その際、事実確認を単に指

示するのではなく、確認は必ず事故等の当日に

行い、事故等が発生する前の時点から確認し、

主観をなるべく排除し、なるべく客観的事実を

把握するといった具体的な指示をしなくてはな

りません。第２は、漏れない指示です。管理職

の立場になったら被害者対応、事実確認等を行

うのは当然ですが、その上にマスコミ対応、議

会対応を忘れてはなりません。事故・事件が発

生すれば、被害者等に対する直接的な対応で精

一杯であり、特に議会に対する報告まで気が回

らないのが実態ですが、管理職の立場になった

ら報告を失念しましたでは許されません。議会、

マスコミ等の対応までできて、はじめて危機管

理対応ができたことになるのです。

そして、いつ起きるかわからない危機に際し

て上記の２点が的確・迅速にできるためには、

今現在あなたの頭の中にある知識のみで対応す

ることになります。危機が発生したときに何を

すればいいかをその時点で考える、思いつくこ

とは、現実にはできません。その場しのぎの対

応ではまず失敗します。そのためには、危機に

際しての基本形を頭の中に入れておかなければ

実際の対応は無理です。そして実際に発生した

危機に際し、基本形を踏まえて応用していくこ

とになります。ただし、あまりにも神経質にな

りすぎて詳細すぎる対応マニュアルの作成も実

際は機能しません。マニュアル通りの事故や事

件は起こりません。事故や事件はすべて同じで

はありません。それに対応するためには基本パ

ターンを頭の中に入れておき、いつでもどこで

も対応できるようにしておかなければ危機対応

は難しくなります。

そこで、自治体での危機において最も発生率
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の高い事故・事件を踏まえて危機対応を記述し

ていきます。その態様を大別しますと、職員の

行為に起因するものと自治体の施設上で起きる

ものがあります。前者はさらに職員の故意によ

るものとして汚職、官製談合、公金の着服、セ

クハラ等があります。また職員の過失によるも

のとして飲酒運転、公用車の事故、教師等の不

注意による児童・生徒の怪我などです。後者に

関しては、自治体が管理する道路、河川、公園、

プール、体育館等の施設の設置又は管理上の瑕

疵（かし）によって生じる事故があげられます。

その他にも病原性大腸菌O－157、牛海綿状脳症

（BSE）、鳥インフルエンザ、食品表示偽装事件、

無認可食品添加物使用事件など市民生活を脅か

す事件が発生し、またコンピュータの発達に伴

う個人情報流出事件などが深刻な事態を招いて

います。今日においては、どのような事件・事

故が起きても不思議ではない時代となっていま

す。このような中で市民生活を守る一翼を担う

自治体職員として、危機管理に対する対処方法

を磨くことは重要であり、特に危機発生時の初

動対応は最も大切なものとなります。そこで、

基本的事項について順次説明していきます。

２　被害者への対応

被害者対応は最優先事項です。職員の過失等

で発生した事故や施設の管理上で起きる事故で

市民や子供に被害が出た場合の対応です。特に、

市町村においては、市民が利用する公の施設と

しての公民館、プール、公園をはじめ、学校、

幼稚園、保育園等でけが人が発生することがあ

ります。けが人が発生し、治療行為を要すると

思われる場合には、速やかに医療機関に連れて

いく、これは当たり前のことですが、これを徹

底させることです。このことは自分だけが認識

していてもだめであり、職員すべてに徹底させ

ておかなければなりません。特に、子供さんた

ちを扱うような職場の場合、事故と怪我はどう

しても起き得ます。その際、救急車を呼ぶと後

で事務処理や手続が面倒くさいからといって、

なるべく呼ばないという発想を持っている人も

いますが、被害者対応を考えるにおいては本末

転倒です。

そして、首を強く打つ事故、又は内臓などを

強く打つような事故は外傷がありません。外傷

がないから、外から見ただけではわからないの

です。しかし、その場合の素人判断が一番恐い

のです。外傷がないから何となく大丈夫だなと

思っても、時には大きな事故につながることが

あります。特に小中学校でプールが始まる時期

になると、子供がプールに垂直に飛び込み頭を

強く打つ事故が起きることがあります。そして

頸椎を痛める事故が発生します。こういう事故

はまさしく外傷がありません。また、けがをし

た子供に先生が「大丈夫？」と聞いたら、子供

が「平気だよ。」と言ったから医療機関に連れて

行かなかった。後日、視力が落ちる、めまい、

吐き気が出てからでは遅いのです。必ず素人判

断をしないで、速やかに医療機関に連れて行く

ことを職員全員に徹底することが必要です。

また、そのときに、自治体職員、特に施設等

を管理する担当者が一番気をつけなければなら

ないことは、事件や事故が起きた最初というの

は、怪我等が発生した原因がどこにあるかわか

らないという事案が多いということです。筆者

の20年の法務経験から言っても一見見て自治体

のミスだと思っても、よくよく調べてみたら、

実はそうではなかったという事案もあります。

そこで、最初の時点で外から見えている状況だ

けで即断して職員が自治体のミスを認め、被害

者に対して責任を認める発言をすると、仮に後

日、自治体の責任がないことが判明しても実質
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上はその発言を撤回することは難しいものとな

ります。特に、首長や管理者の発言は非常に重

いものです。ここで勘違いしてはいけません。

居直りなさいといっているのではありません。

特に最初の時点では、あくまでも慎重な対応を

図ってほしいということです。調査した結果と

して、自治体側にミスがあることが判明したな

らば、これを認めて、補償等の問題に入れば良

いのです。事故等の発生直後に責任の有無を言

及する必要はないということです。

では、実際、施設等で事故等が起きた場合の

対応としてはどのようにすればよいのでしょう

か。先に述べたとおり、事故が発生した最初の

時点では原因がはっきりわからないことが多い

ものです。その時点で言えることは、２つしか

ありません。１つは「現在この事故、事件に関

して調査しています。」、２つは「調査が終わり

ましたら、その結果を御報告いたします。」とい

うことです。原因がいずれにあるか分からない

時点では、責任が自治体にあります、あるいは

責任がありませんと断言することはできません。

したがって、この２点しかその場で言えないの

です。

その際に謝ってはいけないかという問題があ

ります。ここで「謝罪」と「陳謝」という概念

があります。「謝罪」は法的責任を認めて謝るこ

とです。具体的には、①公務員の過失を認める

こと、②自治体の施設の設置又は管理に瑕疵が

あることを認めること、を踏まえて謝ることは

謝罪となりますので、次に損害賠償等の問題が

発生します。これは事故等が発生した最初の時

点で発言することは避けてほしいのです。しか

し「陳謝」は法的責任の有無を言及せずに謝る

ことです。具体的には、「保育園で事故が発生し、

お子さんが怪我したことについては心からお詫

び申し上げます。」「大変に遺憾に思っておりま

す。」と率直に心情を表明することは大切ですが、

基本的にはこの時点では被害が発生したことに

対する陳謝に留めて置くべきです。特に、管理

者は、事故等の原因が明確になっていない段階

では「謝罪」と「陳謝」とを明確に意識して対

応することが必要です。

３　事実確認

事実確認を行うことは自治体にとって非常に

大事なことであり、必ず実行しなければなりま

せん。事故・事件が起きたら、事実確認は事故

等が発生した当日に行うことが重要です。事実

確認をしていない、あるいは１週間も10日も遅

れて事実確認をするようでは、事実確認の意味

をなしません。事実確認を行う目的は２つあり

ます。第１は、その事故・事件の解明のためで

す。なぜその事故等が起きたのか、その解明に

あたることが一義的な理由です。第２は、今後

自治体に提起される可能性のある訴訟へ対応す

るためです。現在、自治体に対する訴訟は確実

に増加しているのです。

そして、事実確認は、その事故・事件が起き

る直前から確認しなくてはなりません。前記し

た児童がプールで頭を打つ事故であれば、何も

１週間前にさかのぼる必要はありません。当日

の天気、水の温度、水の透明度、水の深さがど

のぐらいなのか、生徒は何人いてプールサイド

に何人、プールの中に何人いたのか、何人の先

生がどういう配置態勢でいたのか、どの様な状

況下で事故が起きたかということです。

そして、事実確認の記録をとるときには、３

つのポイントを押さえて記録をとる必要があり

ます。第１は、主観を入れないで客観的事実だ

けを書くということです。感情の赴くままに書

かれた記録は、特に裁判における準備書面や職

員が証人に立つときに混乱を招くことがありま

自治体のリスクマネジメント
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すので十分注意しなくてはなりません。第２は、

必ず時系列で書くということです。事故や事件

の経過にそって記載することであり、あちらこ

ちらに内容が飛ばないようにすることです。第

３は、項目ごとに箇条書きで書くということで

す。長文は避けてください。準備書面等を作成

する段階において長文で書かれていると、事実

関係の把握に時間を要し、逆にややこしくなっ

てしまうことがあります。

また、事故・事件が起きると、市民に怪我人

が出たりすることがあります。特に自分が所管

するところで怪我人が出たりすると、管理職が

一番陥りやすい行動様式は何かというと、自分

を含めた全職員を被害者の対応に当ててしまう

ことです。そして、被害者の対応が一段落した

後になってから「そうだ、事実確認しなければ

いけない。」と思いつくのです。この時点では事

実確認をする意味がほとんど失われてしまって

います。ではどうすればいいか。そのポイント

は、部下職員を同時並行に使うということです。

具体的には、部下職員に対して「ＡさんとＢさ

ん、あなた達は被害者の対応に入ってください。

そしてＣさんとＤさんは事実確認をしてくださ

い。」というふうに職員に指示し、速やかに行動

に入ってもらうことなのです。言われれば当た

り前のことと思うでしょうが、現実にはこのよ

うな単純なことができないのです。こういう事

故・事件に遭遇する経験は多くの職員にとって

は初めてということです。したがって、特に管

理者は具体的な指示や対応を常に意識し、考え

ておかなければ危機に対しての適切な行動は取

れるものではありません。

さらに、記録をとることの重要性に関し、訴

訟の側面からも考えておかなければなりません。

例えば公用車の事故ということになれば、通常

は国家賠償法が適用されます。国家賠償法の中

には時効の規定がないことから、国家賠償法第

４条に基づき、民法第724条の規定を適用して消

滅時効３年となります。したがって、公務員等

から怪我を受けた市民は、原則としては３年以

内に訴訟等、一定の行動を自治体に対して起こ

す必要があります。ところが、自治体において

発生する事故等においては、それと異なり債務

不履行に基づく安全配慮義務違反の事件も発生

します。このような事案では、時効が３年では

なくて民法第167条に基づき10年となります。10

年前までのものであれば自治体に対して訴訟等

を起こせるということです。具体的なものとし

て、公立小中学校で起きる児童の事故、公立病院

での医療事故、公の施設と利用者との間で起きる

事故などが考えられます。自治体での事故等は事

案によって時効期間が異なることに留意していな

くてはなりません。

実際に事故・事件が起きた場合の事実確認や

記録のとり方は、担当者まかせのところが多く、

把握すべき事実もまちまちであるのが大半の自

治体の実態です。確認すべき事実や統一基準の

雛形を作成し、事故・事件が起きた場合の初期

対応等を研修等で学んでおかなければ、自治体

は常に損害賠償を負うリスクを背負う可能性が

あります。

４　事故報告

日常業務に関する報告は、通常５Ｗ１Ｈの原

則に従って報告します。しかし、事故・事件が

起きたときは、５Ｗ１Ｈの原則に従って報告す

る必要はありませんし、また５Ｗ１Ｈの原則に

従って報告を求めることは有害であり、やって

はいけないことです。では、事故・事件が起き

たときの報告はどうすればよいのか。ポイント

は２点です。第１は、すぐに報告することです。

内容を飾ったりしないで、すぐに報告します。
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第２は、何が起きたか（what）を報告すること

です。「Ａ保育園で子供の事故が起きました。」、

「Ｂ小学校で食中毒が発生しました。」と端的に

報告してください。

事故・事件が起きたとき、第一報を受ける者、

特に管理職が一番やってはいけないのは何であ

るかというと、事故・事件の第一報が入ってき

たときに受けて側とすれば、「けが人はいるの

か。」、「原因は何だ。」というように様々な状況

を聞くことは当然なことです。ただし、事故・

事件が起きた直後というのは、原因を含めて全

体を把握することは無理だということを管理職

もまず認識しておかなければなりません。した

がって、当然詳細にわたって質問すれば「これ

はまだ分かりません。」、「それもまだ分かりませ

ん。」ということにならざるを得ません。そのと

きに受信者、特に管理者が「何でこんな不完全

な報告しかできないんだ！」と相手に向かって

怒ったり、叱責することがあります。これは有

事のときの受け手側が絶対にやってはいけない

ことです。立場が上がるほど多くなる傾向があ

るといわれています。

もしこのような対応しかできないようであれ

ば、報告する側とすれば、第一報を入れている

のに、叱責されたり、文句を言われるのであれ

ば、今後、同様な問題が生じたときには、ある

程度状況が分かってから報告しよう、と思って

しまうことになります。それでは報告が遅れ、

どんどん傷口は広がるし、対応はますます遅れ

てしまうことになり、危機に際しての最も重要

である初期対応を遅延させる要因を管理者の一

言で招くことにもなりかねません。これを避け

るためには、第一報は不完全なものにならざる

を得ないことを踏まえて対応を図ることを強く

認識することです。

そこで大事なことは、その後のフォローです。

第一報の時点では不明な部分が多くあります。

そこで「中間報告」をしっかりさせるというこ

とです。一般的には、時間の経過に従って、事

実関係は徐々に分かってきます。そこで、どん

なに細かいことでもいいから、わかり次第報告

してもらい、次に分かったらまた報告してもら

うことが一番大事なことなのです。最初の報告

があってから、その後３、４時間全然報告がな

されず、数時間後にまとめて報告されるという

のでは困るのです。これを「中間報告の励行」

といって、どんなに細かいことでも、必ずわか

り次第、報告をあげるよう徹底させることが一

番大事なのです。これを有事の際において実効

性を担保するためには日常的に繰り返し確認し、

肌で覚えるようにしなくてはならないのです。

５　情報の一元化

情報の一元化とは、もし事故・事件が起きた

ときには、特定の者に情報を集め、その特定の

者が情報の発信もするということです。つまり、

受信・発信を同一人が行うということです。危

機管理において重要なポイントです。

そのためには、事故・事件が起きてから、だ

れに情報を集めましょうというのでは、危機対

応としては意味がありません。これでは｢泥縄｣

になってしまいます。そこで、もし問題が起き

たらだれに情報を集めるか、ということを事前

に定め、すべての職員に周知徹底させておかな

ければなりません。しかし、例えば、課長に情

報を集めるとしても、その課長が常に職場にい

るとは限りません。もしいない場合は課長補佐

というように、サブを含めて事前に決めておく

ことが大事です。

そして、マスコミが取材に来た場合でも事前

に決めた者が対応します。それ以外の者は、マス

コミのインタビューに応じる必要はありません。
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その場では「申し訳ありません、課長が取材に応

じますので、課長のところへ行って聞いてくだ

さい。」というように対応し、自分は絶対にしゃ

べってはいけないのです。担当者以外の者が取

材に応じないというのは、取材拒否ではありま

せん。情報の一部しか把握していない人や不正

確な情報しか持っていない人がマスコミのイン

タビューに応じて答えると、それが記事になっ

てしまうこともあります。そのためには、自治

体側としては、全体を正確に把握している者が

取材に応じ、正確な情報をマスコミに提供する

ことにより正しい記事を掲載してもらうことに

万全の注意を払う必要があります。一般的には、

情報の一元化の主体となる課長職が適任である

といえます。

なお、事前に周知する職員とは、管理職・非管

理職、一般職・特別職、常勤・非常勤はもちろん

のこと、臨時職員・パート・アルバイト・派遣職

員・委託も全く区別する必要はありません。少な

くともその施設や所管のスタッフ全員が情報の一

元化の問題を理解していなければ意味がないの

です。どうしても、常勤職員だけで、臨時職員

やパート等を外してしまうことがありますが、そ

れでは情報の一元化は徹底されません。

６　マニュアルの作成

危機管理対応のマニュアルは是非作成してお

いてください。特に、有事である事故・事件が

発生した時に、当然ながらそのような経験が少

ない自治体職員にとっては、その場で万全な対

応を図ることはまず不可能といっていいもので

す。マニュアルを作成したとしても危機に対し、

適正な対応を図ることは難しいものです。それ

でもマニュアルは作成したほうが良いのです。

しかし、すべての危機に対応できる万能マニュ

アルはありません。災害時を踏まえたマニュア

ルとなれば「予防・準備・応急・復旧｣にそった

マニュアルを作成することになります。作成に当

たっては、頭の中で考えたり、机上でのマニュア

ルはほとんど役に立たないことは過去の災害等

で実証済みです。災害時には想定していないこ

とが起きることが常です。したがって、過去の

災害（地震、台風、ゲリラ豪雨等）、交通事故・

学校事故等あるいは職員の不祥事（汚職、公金

の着服、飲酒運転、セクハラ等）に対して、過

去の処理事案の中での対応ミス・失敗事例・反

省点を踏まえてマニュアルを作成することが現

実的な生きたマニュアルとなります。

７　議会・マスコミへの報告

事故・事件が起きた場合の危機対応について

述べてきましたが、特に、事故等が起きた所管

課の管理者が忘れてはならないことがあります。

それは、議会とマスコミへの対応です。

各自治体の議員は、朝、新聞で必ず自分の自

治体に関する記事が掲載されているかを見ます。

これは議員の習性です。そこで、議員が知らな

い当該自治体職員の不祥事が載っていたとした

ら、議員はどう感じるでしょうか。「執行部は、

この不祥事に関してマスコミだけに情報を流し

たのか。住民の代表の一翼である議会になぜ報

告しないのだ、議員を軽視しているのか、議会

を無視しているのか」と思う議員も多くいるは

ずです。このような事態は避けなくてはなりま

せん。所属部所でもし問題が起きたら、特に管

理者は必ず議会に報告することを忘れてはなり

ません。「ついうっかりしてご報告が遅れまし

た。」では済まされる話ではありません。

では、どうように対応すればよいのか。議会

とマスコミ対応は原則的には同時期に行います。

基本はＡ４版のペーパー１枚の対応です。枚数

が多ければよいというものではありません。ま
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た内容は、議会とマスコミとほぼ同一内容のも

のでよいのです。記載項目は、第１は事故・事

件についての概要、第２は、それに対する今後

の対応策、第３は、発信者の課名、担当者名

（課長名等）、内線を含めた電話番号、これをほ

ぼ同時期に議会とマスコミにファックス等で送

付します。

議員には、議会事務局に持参すれば事務局か

ら同時にファックスが当日中に議員に届きます。

そうなれば、翌朝、議員が新聞を見て、不祥事

についての記事が載っていたとしても、前日に

ファックスが議員のところに届いているわけで

すから、議会無視だ、議員軽視だという問題に

はなりません。

また、マスコミに対しては、地域ごとに幹事

新聞社が決まっていると思いますのでそこに送

付します。どの新聞社が幹事新聞社であるかは

秘書課や広報関係の課が一般的には把握してい

るものです。

そして、Ａ４版１枚の概要書でなぜ良いかとい

うことですが、まず、マスコミに関して言えば、

文書が届いた時点でマスコミ各社は内容を吟味

し、記事として扱おうとする場合、送付された内

容だけで記事にすることはありません。必ず担当

課に取材し、事実関係をフォローしてから記事を

書きます。また、記事にするものではないと判断

すれば、ファックスを読んで終わりです。さらに、

議員に関しては、詳細な事実関係を伝えるとい

うことよりも、基本的には「こういう問題が起

きてしまいましたので、住民の代表である議員

に対し、まず一番にお知らせします。」という姿

勢が大切なのです。特に議会への報告が漏れる

ことは、首長等の執行部に対する不信感や不満

を助長させる要因にもなりますから、管理者は

細心の注意を払う必要があります。

８　職員に危機対応を徹底させる

事故・事件が発生した際の基本的、具体的対

応について記述してきましたが、事故・事件の

多くは首長や管理職の前でおきるものではあり

ません。８割９割は現場で起きています。現場

にはいずれの自治体においても年齢の若い、経

験の少ない職員が配置されているものです。そ

の前で事故・事件が起きるのですから、管理者

は必ず前記した事故等に対する具体的な対応を

現場職員、部下職員に説明し、万一事故等が発

生した場合の処置等を徹底させておくことが必

要です。危機管理は万一事故等が発生した場合

の準備等をしておき、これが発生しないことが

一番望ましいことなのです。


