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 北海道開発局においては、職員の官用車運転時における交通事故等が頻繁に発生しており、

事故の相手方に対する損害賠償責任の認定、和解契約及び訴訟対応においては、開発監理部総

務課が所管する規程により事務手続等を行っている。 
本稿は、上記の事務手続等を進めるに当たって留意すべき点、現状における課題等について

考察した上で、その改善方策について検討したものである。 
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1.  はじめに 
 
北海道開発局（以下「開発局」という。）職員の官用

車運転時に交通事故等が発生した場合には、開発監理部

長（各開発建設部においては開発建設部長）（以下「部

長」という。）は、「北海道開発局損害賠償事務取扱規

則」（以下「規則」という。）及び「北海道開発局損害

賠償事務取扱規則の運用について」（以下「運用」とい

う。）に従い、開発局の責任の有無及びその程度並びに

関係職員に対する求償権の行使の必要性及びその程度に

係る認定（以下「責任認定」という。）を行うこととし

ている。 

そして、民法又は自動車損害賠償保障法（以下「自賠

法」という。）を根拠として、開発局に責任がある旨認

定した場合、部長は、損害賠償額について「北海道開発

局損害賠償額算定基準」（以下「算定基準」という。）

に基づき算定することとなる。 

上記責任認定及び損害賠償額の算定結果に基づき、部

長と相手方の間で和解契約を締結し、支払を完了するこ

とで、損害賠償に係る一連の事務は終了する。なお、事

故発生時から事案の解決に至るまでの詳細なフローは、

図-1 のとおりである。 

上記の手続は、民間においては損害保険会社、弁護士

を始めとする専門家が行うことが一般的であり、特に、

責任認定及び損害賠償額の算定事務は、専門性、難易度

ともに高いものとなっている。 

このため、損害賠償責任の根拠法及び開発局における

損害賠償事務手続について概説するとともに、責任認定

及び損害賠償額算定に当たっての課題並びにその解決に

向けた改善方策について検証する。 

なお、本論文では、官用車の運転が公務によるもので

あり、かつ、正当な手続を経ていることを前提とする。 

 

 
図-1  交通事故の発生から解決までの概要 

 

2.  公務上の交通事故等に伴う損害賠償の根拠法 
 
国が他者に損害を与えた場合には、国家賠償法（以下 

「国賠法」という。）第１条第１項の適用が検討される。 

同条は、「公権力の行使に当る公務員が、その職務を

行うについて」与えた損害に限って適用されることとな

る旨規定するが、「公権力の行使」には、純然たる私経
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済作用は含まれない旨判示されており（昭和５２年４月

２７日東京高等裁判所判決）、官用車を運転する行為は、

私人による運転と何ら性格が変わるものではないことか

ら、純然たる私経済作用に当たると判断され、同条は適

用されないこととなる。 

したがって、職員の官用車運転時における交通事故等

によって他人に損害を与えた場合には、原則として一般

法である民法が適用されるが、その損害が生命又は身体

に係るものである場合については、民法の特別法である

自賠法を根拠として、損害賠償責任を負うこととなる。 

次に、民法及び自賠法に基づく賠償責任者の考え方等

について説明する。 

 

(1)  民法 

交通事故等に伴う損害賠償に当たっては、不法行為に

よる損害賠償責任について規定する民法第７０９条が適

用される。 

民法第７０９条では、「故意又は過失によって他人の

権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これに

よって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されて

おり、損害賠償責任を負う者は、主として、直接事故を

発生させた運転者となる。 

一方、民法第７１５条では、「ある事業のために他人

を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三

者に加えた損害を賠償する責任を負う」と規定されてい

る（使用者責任）。この責任については、「事業の執

行」の範囲はどこまでかという問題があるところ、職員

の官用車運転は、本論文の前提下においては、開発局の

事業の執行に当たるものと解される。したがって、同条

の適用により、開発局が使用者責任を負うこととなる。 

なお、使用者責任によって責任を負う使用者の損害賠

償債務と被用者の不法行為責任は不真正連帯債務である

とされていることから（昭和４６年９月３０日最高裁判

所第一小法廷判決）、開発局が使用者責任を負う場合に

も、民法第７０９条による職員の損害賠償責任が直ちに

免責されるものではなく、開発局と職員は、相手方に対

して、それぞれが損害賠償責任を負うものであるが、不

真正連帯債務は、一債務者の弁済が他の債務者にも効力

を及ぼすため、開発局から相手方に損害賠償金を支払っ

た場合には、職員は免責されることとなる。 

 

(2)  自賠法 

自賠法第３条では、民法と異なり、損害賠償責任を負

う者について「自己のために自動車を運行の用に供する

者」（以下「運行供用者」という。）と規定されている

ところ、運行供用者とは、「自動車の使用についての支

配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己

に帰属する者」と判示されている（昭和４３年９月２４

日最高裁判所第三小法廷判決）。 

官用車については、その使用についての支配権を有す

るのが開発局であることは明白であり、また、その運転

は、本論文の前提下においては、開発局の事業の執行を

目的としてされるものであるから、その利益は開発局に

帰属することとなる。 

以上のことから、職員の官用車運転時における交通事

故等に伴い、自賠法に基づく損害賠償責任を負う運行供

用者は、運転者ではなく、開発局となる。 
 

 

3.  開発局における損害賠償事務手続 
 

 開発局における損害賠償に係る事務手続は、大別して、

責任認定、損害賠償額の算定及び和解契約の締結である

ことは上述したが、以下、それぞれの詳細について説明

する。 
 

(1)  責任認定 

責任認定については、規則第６条第１項に規定されて

いる。具体的には、次に掲げる事項の検証などを行い、

部長の決裁を経て、その手続は完了する。 

a)  事実確認 

責任認定では、開発局と相手方における責任の割合

（以下「過失割合」という。）及び職員への求償につい

て判断することとなるが、当該判断に当たり必要となる

のは、交通事故等に関する事実の確認である。 

事実の確認は、聴取書、交通事故証明書、位置図、写

真その他の規則第４条別表（概略は、図-2のとおりであ

る。）に定める資料のうち、事故の態様に応じて必要と

なるものを収集し、その内容を詳細に検証することで行

われる。 

 
図-2  証拠資料一覧 
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b)  過失割合の判断 

a)で確認した事実を判例等に当てはめ、過失割合を判

断する。交通事故等の過失割合を判断するに当たっては、

主として、交通事故に関する裁判例を基に事故を類型化

し、これに応じた基準を整理した「民事交通事故訴訟・

損害賠償額算定基準」（以下「認定基準」という。）に

記載されている事故類型を参考としている。 

また、認定基準の事故類型に記載がなく、当局の事例

においても類似の例がない場合には、弁護士相談又は札

幌法務局への法律意見照会を行うなどにより、専門家か

ら聴取した意見を参考として、過失割合を判断している。 

c)   職員に対する求償の検討 

国が相手方に対して損害を賠償した場合には、当該事

故における運転者である職員に対して、その損害を求償

することがあり得る。 

使用者による求償について規定する民法第７１５条第

３項は、公務員の故意又は重大な過失を求償の要件とす

る国賠法とは異なり、求償に関する特段の制限を設けて

いない。 

しかし、「被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、

加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散に

ついての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、

損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認めら

れる限度において」可能である旨判示されている（昭和

５１年７月８日最高裁判所第一小法廷判決）ことから、

開発局では、国賠法による求償権の行使との公平を期す

るため、民法、自賠法が適用される交通事故等において

も、職員の故意又は重大な過失が認められた場合のみ、

求償を行うこととしている。 

損害賠償に係る「重大な過失」の定義については、

「通常人に要求される程度の相当な注意をしないで

も、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な

結果を予見することができた場合であるのに、漫然

とこれを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著

しい注意欠如の状態」と判示されている（昭和３２

年７月９日最高裁判所第３小法廷判決）。 

一方、上述の認定基準では、過失割合の判断における

「重過失」について、「故意に比肩する重大な過失」と

定義している。 

このように、損害賠償に係る「重大な過失」と認定基

準の「重過失」については、いずれも、「故意に近い

（比肩する）」著しい注意欠如の有無がメルクマールと

なっていることから、開発局においても、「重大な過

失」に当たる行為としては、認定基準に挙げられている

居眠り運転、酒酔い運転、３０㎞以上の速度超過等の具

体例を想定している。 

なお、職員に重大な過失が認められた場合においても、

損害の公平な分担という見地から、職員への求償は、信

義則上相当と認められる程度に限定すべきと考える。 
 

(2)  損害賠償額の算定 

損害賠償額を算定する際には、算定基準に掲げる項目

（図-3 参照）について、責任認定に当たり収集した資

料等を用いてその必要性、金額を判断し、開発局と相手

方の損害額を確定する。 

算定基準に掲げる項目として、人身については、本人

の治療費のほか、休業損害、慰謝料、喪失した労働能力

に対する損害、葬儀料等、物件については、事故発生時

における交換価格又は修理費用、修理期間中当該物件を

使用できなかったことに伴う逸失利益等が挙げられる。 

損害額を確定した後、3.(1) b)で判断した過失割合をそ

れぞれの損害額に乗算し、互いが最終的に損害賠償責任

を負う金額を確定する。 

なお、官用車による交通事故等においては、自賠法第

５条の規定により、全ての自動車に加入が義務付けられ

ている自動車損害賠償責任保険（以下「責任保険」とい

う。）により、生命又は身体に係る損害に対しては、責

任保険の加入先である損害保険会社から事故の相手方に

対し、直接、保険金が支払われるが、その金額について

は、既に損害が填補されているものとして、開発局が支

払う損害賠償額からは控除されることとなる。 

 

(3)  和解契約の締結 

完了した責任認定の内容に基づき、部長と相手方の間

で和解契約書を取り交わすことで、和解契約を締結する。 

さらに、損害賠償金の支払手続を経て、損害賠償に係

る事務手続は終了する。 

なお、被害者が比較的長期にわたり治療を継続してい

る、和解協議が難航しているなどの事由により、賠償す

べき損害の全てを塡補し得ない場合には、物件の損害な

ど、損害額の確定が比較的容易である範囲について責任

認定及び損害賠償額の算定を行い、損害の一部に係る和

解契約を締結することも可能である。 

 

図-3  損害賠償額の算定の基礎となる損害の種類 
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4.  課題 
 
官用車運転時の交通事故等における損害賠償について、

実際の事務手続は、可能な限り迅速に行うことが望まし

いが、担当する職員の大半は、当該事務処理の経験がな

いことから、自課所等における過去の事例確認、本局担

当者に対する基本的事項に係る相談などにより、相応の

時間を要しているのが実態である。また、責任認定及び

損害賠償額の算定に当たり、以下のように判断を困難な

ものとする課題が見受けられる。 

 

(1)  事故に係る事実の判断   

事実関係について、相手方との間で主張に相違があり、

かつ、客観的証拠（警察の判断など）による事実確認が

できない場合などには、過失割合の判断に苦慮すること

が考えられる。 

 

(2)  人身損害における損害額の判断 

生命又は身体に係る損害に対し、責任保険によって保

険金が支払われることは 3.(2) で述べたとおりであるが、

自動車損害賠償保障法施行令第２条では、傷害による損

害に係る保険金の限度額について１２０万円である旨規

定されており、損害額が当該限度額を超過した場合には、

開発局が損害を賠償すべき内容及びその金額を検討しな

ければならない。また、その検討に当たっては、事故と

治療についての因果関係、治療内容の相当性、症状固定

の時期等の判断（以下「因果関係等の判断」という。）

など多岐にわたる事項について、詳細に検討する必要が

ある。 
これらの事項は、全て、医師による医学的見地から

の判断を要するものであるため、疑義がある事項につい

て、医学的見地から判断するに当たっては、外部の医師

に鑑定を依頼しなければならないこととなる。 

しかし、鑑定を依頼する医師については、当該症状に

ついての専門性、中立性（少なくとも、国の立場によっ

た医師でないこと）、鑑定の経験を有することが望まし

いといった事情から、容易に選定することはできない。 

また、鑑定費用については、依頼する医師及びその鑑

定内容にもよるが、数十万円程度を要するのが一般的で

ある。賠償額が鑑定費用と比較して低額となる見込みで

ある場合には、経済比較の観点から、鑑定を行う事は現

実的でない一方、責任認定に医学的判断が必要であるこ

とに変わりはなく、判断に苦慮することとなる。 

 

(3)  人身以外の各種損害について 

開発局では近年における事例はないが、交換価値の減

少又は修理後の価格下落、特殊な物件に対する損害、営

業用車両、店舗等の損傷による休業補償など、損害賠償

の項目としては妥当であるものの、事故との因果関係の

判断又は損害賠償額の算定について、客観的な資料によ

って判断することが困難な損害に係る賠償を求められる

ケースが想定される。このような損害については、どの

ように損害賠償額を算定するか苦慮するものと思われる。 
 
 

5.  課題に対する改善方策 
 

先述した各種課題に対する改善方策についての検討結

果は、以下のとおりである。なお、改善方策の中には、

国の制度上又は費用の関係上、直ちに導入することが困

難であるもの、改善方策の効果等について、今後、検証

の必要があるものが含まれる。 

 
(1)  損害賠償に係るマニュアルの整備 

損害賠償に係る事務手続をフロー化するとともに、手

続に係る基本的な事項を解説したマニュアルをイントラ

ネットに掲載することで、交通事故等への対応事例が少

ない部署、責任認定の経験がない担当者であっても、損

害賠償手続に必要な書類、留意すべき事項等が明確にな

ることで、事務処理の迅速・適正化を図ることができる。 

 

(2)  有識者による講習等 

事務手続を行う担当者を対象に、責任認定及び損害賠

償額の算定について、弁護士等の有識者による講習を開

催し、担当者の知見を高めることで、判断の迅速・適正

化を図ることができる。 

また、事故の相手方との対応に係る留意点等を講習内

容に含めることで、示談交渉時などにおける担当者の負

担軽減につながることが期待できる。 

 

 (3)  ドライブレコーダーの導入 

4.(1) で述べたような、事実関係の主張に相違がある場

合における過失割合の判断に当たっては、ドライブレコ

ーダーの導入が有用と考えられる。 

実際に、近年、ドライブレコーダーの記録が裁判上の

証拠として採用されている事例も見受けられるようにな

ってきたところである。 

具体的には、相手方車両の走行時の状況、双方の車両

の位置関係、ヘッドライト・ウィンカーなどの灯火の有

無、事故発生時の速度、信号の状況、周囲の走行状況等、

様々な状況の記録のほか、ドライブレコーダーが作動し

なかったこと自体が、急ブレーキを踏んでいなかったこ

との証拠として採用された例もある。 

 

(4)  任意保険への加入 

任意保険に加入すると仮定した場合には、以下の効果

が期待できる。 

a)  責任認定の簡素化 

任意保険による損害賠償金の支払に際しては、損害に

関係する事実の調査、損害額の査定等を専門の調査機関

を有する保険会社自らが行うこととなる。 
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 特に、人身損害が生じた場合には、専門的な調査機

関を有しない開発局の担当者は、4.(2) のとおり、医学的

見地から因果関係等の判断をすることが非常に困難であ

ることから、当局にとって、非常に有効な手段になり得

るということができよう。 

b)  人身損害に係る治療費等の支払の迅速化 

開発局においては、規則に基づいた手続、すなわち、

責任認定、損害賠償額の算定、和解契約の締結等の一連

の手続を経ることにより、相手方に対する損害賠償金の

支払が可能となる。したがって、何らかの損害賠償責任

を負う可能性が極めて高い事案（例：対歩行者の交通事

故）であっても、和解契約を締結するまでは、損害賠償

金を支払うことができないこととなり、和解契約締結前

に事故の相手方に支払われ得るのは、3.(2) で述べた責任

保険による保険金のみとなる。 

一方、任意保険における損害保険会社による事務処理

においては、示談成立前においても責任保険の限度額を

超えた治療費等が支払われることがある点について、開

発局の手続とは大きく異なっており、任意保険に加入し

た場合には、現状に比して支払の迅速化等が期待できる

ほか、被害者救済の観点からも有用であるといえよう。 

なお、官用車の任意保険への加入については、国、自

治体等においても従前は消極的であったが、近年は、複

数の自治体が任意保険の導入を進めており、北海道にお

いても平成２７年１２月から加入を開始したところであ

る。開発局としても、その効果、運用方法等について検

証することにより、今後の施策の参考にし得るものと考

えられる。 
 

 

6.  終わりに 

 

近年、全国的な交通事故の発生件数は減少傾向にある

一方、交通損害に関する損害賠償請求訴訟件数は増加傾

向にあり、交通事故が訴訟に至る割合は大幅に増加して

いるといえる。 

その理由として考えられるのは、任意保険における弁

護士特約制度の導入、新司法試験制度による弁護士数の

増加等様々であるが、いずれにせよ、職員の官用車運転

時の交通事故等についても、訴訟に発展する可能性が増

していると考えられる。また、示談交渉の段階であって

も、相手方が弁護士を代理人として選任し、当該弁護士

を通じた交渉の際に、より専門的な知識が求められるケ

ースが増加することも意識して、万が一の場合に備えて

おく必要がある。 

このような状況を踏まえれば、上述した対応方策につ

いて検討を進めるに留まらず、最新の判例、社会情勢の

動向に対して常に目を配りつつ、他機関の体制・制度等

も参考として、開発局における損害賠償事務手続が、よ

り的確かつ効率的なものとなるよう、不断の見直しを行

っていく必要があると考える。 


