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平成25年（行ウ）第217号 損害賠償等請求事件（住民訴訟） 

原告 小林洋一 

被告 和泉市長   

 

原告 第３準備書面 

 

 

平成２６年４月１８日 

 

大阪地方裁判所第２民事部合議1係 御中 

 

原告 小林洋一 

原告は以下被告第１準備書面に反論する。 

 

第 1 投票管理者事務手当の適法性について 

１ 法定外業務の内容について（被告第１準備書面１～５頁） 

被告は、公職選挙法は選挙管理委員会の職務と投票管理者の職務とを明確

に区別して規定している（同法第３８条第１項及び第２項、第４０条第２項等）とこ 

ろ、被告が主張する法定外業務は、次の①～⑨のとおり、いずれも選挙管理委

員会の職務であって、投票管理者の職務ではない。と主張するが失当である。 

被告があげている公選法第３８条は、投票立会人の選任に関する規定であり、

選挙管理委員会が投票立会人を選任し、選挙当日に投票立会人が欠けたとき

に投票管理者が補充選任することを定めたものである。本件では投票立会人の

選任依頼は、選挙管理委員会名で行われており（乙４号証の４）、投票管理者は

これを自治会長などに送り届けるいわゆるメッセンジャーの役割を担っているに過

ぎない。投票管理者はその殆どが自らの居住場所の投票所の投票管理者となっ
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ており、通勤のついでにこの仕事を行っているに過ぎない。被告の言う投票管理

者の選任依頼という程の業務ではない。承諾書の回収も同様である。 

公選法では、選挙管理員会は選挙に関する事務を管理し（公選法第５条）、

法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処

理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する（地方自治法第

１８６条）。一方投票管理者は投票に関する事務を担任する（公選法第３７条第５

項）と定めており、選挙管理委員会は選挙に関する全ての事項を管理し、投票

管理者は投票に関する事務全般を担任している。そのなかで公選法等法令に

明示的に規定されている職務以外（多くは付随的職務で本件①～⑨もこれに該

当）については、地方公共団体の選挙執行体制（選挙管理委員会の陣容等）に

応じて、それぞれが協力・分担しながら選挙を公正・的確かつ効率的に行うと解

するのが相当である。そのような観点からすると、被告の主張する①～⑨の業務

は、投票に関連する業務であり、投票を的確・公正且つ効率的に行うための職務

の一環であり、投票管理者の立場で行っている職務であるから、投票管理者の

職務の一部と解するのが自然で、これをことさら法定外業務と定義し、投票管理

者の職務外と位置づけるのは、投票管理者事務手当を正当化するための方便

に他ならない。 

 

２ 投票管理者事務手当の内容について（被告第１準備書面５～７頁） 

（１）選挙に係わる人件費の抑制について 

被告は、投票管理者に対して、頭打ちの時間外勤務手当及び休日勤務手当

として、投票管理者事務手当のみを支給し、選挙に係わる人件費を抑制してい

ると主張するが事実に反し失当である。 

大阪府内の地方公共団体及び全国の政令指定都市の投票管理者の報酬を

調べたものが、別表３であるが、この表にあるとおり、和泉市の投票管理者の報酬

は決して少ない方では無く、むしろ多い方であり、被告の主張は事実に反し失当
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である。 

 

（２）投票管理者事務手当の性格について 

被告は原告の投票管理者事務手当が投票当日の投票管理者の職務（被告

の言う法定業務）の対価であるとの主張に対し、本件内規別表の備考欄におい

て「市の職員に対してはこの表に基づく手当を支給し、特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例（以下報酬条例）に基づく報酬は支給

しない。」と規定し、法定業務分としての投票管理者の報酬を支給しないこととし

ていることをもって、本件投票管理者事務手当が法定業務分としての投票管理

者の対価である報酬ではない。と主張するが失当である。 

このような規定をもうけた趣旨は、地方自治法で定める投票管理者の職務の

対価としての報酬条例に基づく報酬と、内規で定める市の職員が投票管理者と

なったときの職務の対価としての本件投票管理者事務手当を併給すると、地公

法第２４条第４項の併給禁止の規定に抵触するため、報酬条例に基づく報酬を

支給しないと定めたものであり、投票当日の投票管理者への報酬を支給しない

事を定めたものではない。本件に係わる住民監査請求の意見陳述で、選挙管理

員会事務局次長の池内氏も同様趣旨の陳述を行っている（甲第１２号証２頁参

照）。被告の主張は歪曲した解釈で全く理解出来ない論法である。 

被告が主張するように投票管理者事務手当が主として選挙当日の投票管理

者の対価としての報酬（手当）でないとすると、報酬条例に基づく報酬も支給され

ないから、投票管理者の職務の対価が全く支払われない事となる。 

報酬や費用弁償は、地方公共団体が支給しなければならない義務を負うもの

であって、これを受ける権利は公法上の権利であるから、条例をもってこれを支

給しないことを定めたり、予めこれを受ける権利を放棄することは出来ない（大判

大７．１２．１９）。（逐条地方自治法第３版改訂版 松本英昭著６４２頁）とされてお

り、投票管理者事務手当で報酬条例の報酬を代替すればともかく、一切支給さ
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れない事は許されない。 

又被告は本件内規第４条について、法定業務分としての投票管理者の報酬

を支給しないこととしているため、投票管理者が、投票日当日に、職務に従事し

ないという事態が発生する可能性を否定できない。そこで、このような事態を避け

るために、投票管理者が、選挙管理委員会の指定する時間帯においてやむを得

ない理由等により従事しなかったときは、一時間あたり２、５００円を差引き支給す

ることとしたものが、本件内規第４条である。と主張する。 

被告の主張は全く理解出来ないが、仮に報酬が出ないから職務を放棄する可

能性があり、それを避けるためペナルティーをもうけると言うことであれば、とんで

もない暴論で、職員を信頼しない愚弄するに等しい主張であり到底容認できない。

又被告の主張では、投票当日の投票管理者に対する対価（被告はこれを法定

業務分に対する報酬と言っている）は存在しないと言っているのであるから、そも

そも内規第４条に規定する減額の対象が無く、被告の主張は破綻している。 

既に原告は投票管理者事務手当が投票当日の投票管理者の職務の対価で

あると主張しているが、選挙事務等における手当等の支給に関する内規（乙７の

１）別表に投票管理者事務手当の金額が日額３２、５００円と規定されており、被

告の言う法定外職務の時間外勤務手当や休日勤務手当の対価であるとすると、

それらの業務が一日で全て行われるとは限らないから、投票管理者事務手当は

業務を行った日数×３２，５００円となり法外な金額となりあり得ない。敢えて規定

するとすれば１選挙当たり３２、５００円と規定すべきである。 

又本件内規（乙７の１）の規定によっても、投票管理者事務手当と投票当日の

選挙事務に関して支払われる投票事務従事者手当がいずれも日額として併記さ

れ、内規の第４条が投票管理者及び投票事務従事者に共通で適用されることか

らしても、投票管理者事務手当が投票当日の手当として支払われる投票事務従

事者手当と同様、投票当日の投票管理者の職務の対価であることは明らかであ

る。尚大阪府内で同様の手当を支出している自治体がいくつかあるが、いずれの
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自治体でも手当を投票当日の投票管理者の職務の対価として支給しており、被

告の主張するような支出を行っている自治体は皆無である。（別表３参照） 

以上から投票管理者事務手当は、投票当日の投票管理者の職務の対価であ

って、被告の言う法定外職務の対価では無い。 

仮に被告の言う法定外職務があったとしても、その対価をそれとは全く関係の

ない投票管理者事務手当で支給したのであれば違法な給付であり、その他検討

するまでもなく、本件投票管理者事務手当の支給は違法である。 

 

３ 給与条例主義違反について（被告第１準備書面７～８頁） 

被告は、給与条例第１７条は、時間外勤務手当の支給とその算定方法を定め

たものであるところ、給与条例第１７条により、和泉市は、時間外勤務をした職員

に対して、時間外勤務手当を支給する義務を負っている。 

本件投票管理者事務手当には、職員の時間外勤務に対する対価部分が含ま

れているのであって、給与条例第１７条に基づかない算定方法がなされていたと

しても、本件投票管理者事務手当が時間外勤務手当の性質を有する以上、本

件投票管理者事務手当の支給行為が無効となるものではない。 

と主張する。 

仮に被告の主張する法定外勤務が存在し、それが時間外勤務や休日勤務で

処理され、その対価を投票管理者事務手当として支給しているとしても（到底容

認できないことは既に述べているが）、投票管理者事務手当が労働基準法３７条

及び給与条例第１７条による支給であるためには、法定外勤務による時間外勤

務や休日勤務時間を把握することが大前提であるが、法定外勤務が正規の勤務

時間外で処理したものかどうか、どの程度の時間を要したか等が全く把握されて

いない。 

更にそれぞれの職員固有の時間単価によらず全ての投票管理者に一律支給

となっており、労働基準法３７条及び給与条例第１７条による時間外勤務や休日
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勤務の対価であるためには、時間外や休日勤務時間およびそれぞれの職員の

時間単価で計算されるべきであり、それを定額で支給する事が許されるとしても、

その額が本来の時間外や休日勤務時間と時間単価でした額を上回ることが必要

であるが、時間外や休日勤務時間が把握されていない状況で支給される投票管

理者事務手当はその要件を満足していない。 

既に原告第１準備書面１０頁で述べているが、以下再掲する。 

昭和 63 年 5 月 27 日 東京地裁 事件番号 昭６１（ワ）１３２３７号 

（労判 519 号 59 頁）によれば、 

法三七条は使用者に対し労働者に時間外労働をさせた場合には通常の労働

時間又は労働日の賃金に加えてその計算額の二割五分以上の率で計算した割

増賃金の支払いを義務付けているが、その趣旨が法定の割増賃金を確実に使

用者に支払わせることにより、超過労働を制限することにあることからすれば、割

増賃金が法所定の計算方法により厳格にかつ機械的に算出されることが望まし

いのはいうまでもない。だが、計算方法が法の定めるとおりでなくても、例えば、一

定の手当を支払うことによって時間外割増賃金の支払いに替えることも、結果に

おいて割増賃金の額が法定額を下回らないように確保されている場合まで、これ

を敢えて本条違反とする必要はないであろう。しかし、割増賃金の額が法定額を

下回っているかどうかが具体的に後から計算によって確認できないような場合に

は、そのような方法による割増賃金の支払いは本条の趣旨に反していることが明

らかであるから無効と解するのが相当である。（下線は原告が追記） 

とされている。 

以上のように投票管理者事務手当は、労働基準法３７条及び給与条例第１７

条による時間外勤務や休日勤務の対価と言うよりも、投票管理者に就任したこと

に伴う報酬（手当）と考えるべきである。そうすると投票管理者事務手当の支給は

地方自治法第２０４条の２に反し違法な給付である。 

仮に投票管理者事務手当が労働基準法３７条及び給与条例第１７条による時
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間外勤務や休日勤務の対価であったとしても、給与条例に従いその額が決定さ

れないから、その額及び支給方法を条例で定めなければならないとする地方自

治法２０４条第３項及び地公法２４条第６項に反し違法な支給である事に変わりは

ない。 

 

４ 管理職手当と投票管理者事務手当の関係について（被告第１準備書面８～９

頁） 

原告は管理職手当を受給している職員には過勤務手当や休日勤務手当は支

給できないことになっているが、「市長が災害その他緊急事態の発生等により特

別の勤務を命じた場合は、この限りでない。」として過勤務手当や休日勤務手当

の支給を認めている。しかしながら、投票管理者の時間外勤務などを命じるのは

任命権者である選挙管理委員会であるから、この但し書きは該当しないとの主張

をした。 

これに対し被告は市長は、その補助機関である職員を選挙管理委員会の事

務に従事させることができるのであって、被告は、その補助機関である職員に対

し、「特別の勤務」として、選挙管理委員会の事務に従事させることができるから、

この但し書きが妥当すると主張する。 

しかし事務に従事させることが出来ることと、それを時間外勤務や休日勤務で

対応することを命じることは別物であり、被告の主張は失当である。 

又この但し書きは災害その他緊急事態の発生等が要件となっており、但し書き

の文意から災害その他緊急事態とは事態の発生が予見できなく、その職務がど

のようなものになるか、場合によっては危険性を伴う業務をこの対象としていると

解すべきであり、日程が事前に確定し、同じ職務を経験した職員が多い投票管

理者の職務が災害その他緊急事態に当たらない事は明らかである。又本件以外

に管理職手当を受給する職員が市の行事等で正規の勤務時間以外に勤務する

ことがあるが、災害対策本部が設置されその職務に当たる場合（文字通り但し書
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きに相当）を除いて時間外勤務手当や休日勤務手当を支給している例はない。 

行政実例に関する反論については、被告の訴状８頁３行目から５行目の自己

の担当する職務と関係の無い事務に対しても、管理職手当を受給している職員

に時間外勤務手当等の支給が出来ないとしているものではない。との被告の主

張に対する反論である。 

 

５ 労働基準法３７条に関して（被告第１準備書面９～１０頁） 

被告は定額の割増賃金（時間外勤務手当及び休日勤務手当）を支払ってい

た場合において、現実の労働時間によって計算した割増賃金額が上記一定額

を上回っているときは、労働者は使用者に対しその差額の支払を請求することが

できるのであり、定額の割増賃金の支払自体が無効となるものではない。 

と主張するが、本件投票管理者事務手当が被告の主張する法定外職務の労

働時間、それが正規の勤務時間以外に処理されたものであるか否かが明らかで

なく、職員の時間単価に関係なく一律支給されていることから、割り増し賃金額が

上回っている保障はなく、割増賃金の計算も出来ない。むしろ頭打ちの手当で

市の支出を抑制すると言っていることから割り増し賃金額が労働時間と時間単価

で計算した額を下回っていることが想定されるから、このような支給方法は労働基

準法３７条に反し違法である。又現実の労働時間によって計算した割増賃金額

が上記一定額を上回っているときはその差額を請求出来るから、定額の割増賃

金の支払自体が無効となるものではないと主張するが、既に述べたごとく正規の

勤務時間以外に処理された時間が一切明らかでなく差額の請求は不可能であ

る以上、被告の主張は失当である。既に６頁に記載した東京地裁判決を見ても

明らかである。 

 

第２ 損害の発生についての反論（被告第１準備書面１０～１３頁） 

１ 損害の発生について 
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被告は、仮に、和泉市が、投票管理者に対して、法定外業務についての時間

外勤務手当又は休日勤務手当を支給し、かつ、法定業務についての報酬を支

給した場合、投票管理者事務手当の額以上の額を支給することとなる。それゆえ、

和泉市には、投票管理者事務手当を支給したことによる損害や損失はない。と

主張する。 

しかし、投票管理者の職務の対価は、報酬条例に基づく報酬の支給で対応す

べきであり、それで全て賄われるから投票管理者事務手当の支給は必要のない

支出である。又投票管理者事務手当は給与条例主義違反や時間外勤務手当

が支給できない管理職手当を受給している職員について支給されるなど違法な

給付であり、投票管理者事務手当の中で報酬条例の報酬を超える部分が損害と

なる。 

 

２ 損益相殺について 

被告は、本件各選挙において投票管理者が行った法定外業務が、労働基準

法第３２条所定の法定労働時間を超えた勤務及び同法第３５条の休日における

勤務である以上、和泉市は、当該職務に従事した職員に対し、給与条例第１７

条の時間外勤務手当若しくは第１８条の休日勤務手当又は労働基準法第３７条

の割増賃金を支払わなければならないこととなる。このことは、給与条例主義から

の帰結であり、このような考え方は、地方自治法第２０４条の２の趣旨を没却する

ことにはならない。 

と主張するが失当である。 

既に主張したごとく被告の言う法定外業務は投票管理者の職務の一環であり、

報酬条例による報酬で賄われているから、法定外業務に対し給与条例第１７条

の時間外勤務手当若しくは第１８条の休日勤務手当又は労働基準法第３７条の

割増賃金を支払う余地はない。 

又仮に法定外業務に何らかの対価を支給すべきであったとしても、本準備書
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面５－６頁で主張したごとく、被告の言う法定外業務は正規の勤務時間外で処理

したものかどうか、どの程度の時間を要したか等が全く把握されていない等、大凡

労働基準法３７条及び給与条例第１７条による時間外勤務や休日勤務の対象と

は評価できず、投票管理者の大部分が労働基準法３７条及び給与条例第１７条

の支給制限に該当する管理職手当を受給している職員であることからしても、被

告の言う法定外業務に対し、給与条例第１７条の時間外勤務手当若しくは第１８

条の休日勤務手当又は労働基準法第３７条の割増賃金を支払う余地はなく、被

告の言う「当該職務に従事した職員に対し、給与条例第１７条の時間外勤務手

当若しくは第１８条の休日勤務手当又は労働基準法第３７条の割増賃金を支払

わなければならないこととなる」との前提を欠き、法定外職務に対し対価性を認め

る余地は無い。 

又地方公共団体においては、給与その他の支給に関し厳格な規制を設けて

いる。即ち地方自治法２０４条の２には、法律又はこれに基づく条例に基づかず

には、これをその職員に支給することができないとされ、法律又はこれに基づく条

例によることなく一切の給付は出来ないことになっている。このような厳格な規制

を設けた趣旨は市民の税金を原資とする公金の支出に関し、公正性・透明性を

確保し、公金の支出に際し市民にいささかの疑念も抱かせない為に規定されたも

のである。従って法律又はこれに基づく条例に基づかない給付により時間外手

当等の出損が免れ、その結果損害がないと解することができるとすれば、給与そ

の他の支給に関し厳格な制限を設けているにも拘わらずこれを容易に潜脱でき

ることとなり、公金の支出に関する公正性・透明性確保の要請に真っ向から反す

ることになり不当である。 

従って仮に投票管理者事務手当の支給により、労働基準法３７条及び給与条

例第１７条による時間外勤務や休日勤務手当の支出を免れたとしても、投票管

理者事務手当の支給との間に損益相殺の要件である相当因果関係を認めること

は出来ない。 
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３ 国政選挙について 

被告は、和泉市は、国から、本件投票管理者事務手当の支給が目的外使用

であるとの指摘を受けたことはなく、本件投票管理者事務手当の支給相当分の

金員の返還を求められた事実もない。和泉市が国に対して返還義務を負ってい

るとの原告の主張は、具体性を欠いている。と主張する。 

しかしながら、本件訴訟で投票管理者事務手当の支給が違法と認定されれば、

国の交付金の目的外支出として返還義務が生ずることは明らかである。又大阪

府からの平成２４年１２月１６日執行の第４６回衆議院議員総選挙及び第２２回

高裁判所裁判官国民審査に要する経費の交付について（通知）（甲７）でも目的

外の支給を行った時は返還を求めることが明示されている。 

 

第４ 市長の責任について 

１ 市長の故意・過失について 

被告は、長年支給していた本件投票管理者事務手当の支給について、国や

府から指導を受けたことも無かったから、本件投票管理者事務手当の支出の適

法性について疑義があるとして調査をしなかったことについて注意義務違反があ

ったとは言えず、また、本件投票管理者事務手当の支出命令権限を有する補助

職員らが専決により行う財務会計上の行為である本件投票管理者事務手当の

支出命令を阻止すべき指揮監督上の義務に違反し、故意又は過失によりこれを

阻止しなかったともいえない。と主張する。 

しかしながら、違法な支給について国や府から指摘が無かった事が過失を阻

却する理由にはならないし、和泉市については本件監査請求前に、非常勤職員

に関する手当の支給に関する住民訴訟があり、その訴訟で手当の支給が給与

条例上違法との認定がされ、それに応じて辻市長は給与条例を改正した経緯が

あり、それにも拘わらず漫然と本件投票管理者事務手当を支出したことの過失は
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免れない。 

又前記住民訴訟の控訴審で引用されている臨時職員に対する手当等の支給

が違法として争われた訴訟で、 高裁第二小法廷は、千葉裁判官の補足意見

で以下述べている。 

本判決の言渡し後は、臨時的任用職員に対する手当等の支給については、

地方自治法２０４条２項及び同法２０４条の２の要件との関係で、その適法性の有

無を早急に調査すべきである。その結果、本件と同様な実態が存する場合には、

上記要件を欠く支給であることは容易に知り得るのであるから、そのような違法状

態を解消するため条例改正が速やかに行われるべきであって、漫然と条例を改

正しないまま手当等の支給を続けるときには、当該地方公共団体の長は、違法

な手当等の支給について過失があるとして損害賠償責任が追及されることにもな

ろう。（平成22年 9月10日 高裁第二小法廷 平２０（行ヒ）４３２号） 

前記訴訟は臨時職員に関する訴訟であるが、地方自治法２０４条２項及び同

法２０４条の２の要件に関する点では本件と共通しており、給与条例主義に反す

る給付が行われていないかどうかを調査する必要がある点では何ら違いは無い。 

又投票管理者事務手当について大阪府内自治体及び全国の政令都市の自

治体の支給方法を調査した結果（別表３）を見ると、本件のような支給方法は少

数であり、このことからも従来の支給方法を続けることに正当性は無い。 

 

２ 損害の発生について 

被告は、原告の本件投票管理者事務手当の支給には「法律上の原因」がなく、

本件手当を受領した職員には、報酬条例による報酬を上回る額の範囲で、不当

利得返還義務があると主張するので、和泉市は、本件投票管理者事務手当を受

領した職員に対して、報酬条例による報酬を上回る額の範囲で、不当利得返還

権を有することとなる。 この場合、和泉市は、本件投票管理者事務手当を受領

した職員に対して、不当利得の返還を求めることができるから、和泉市には未だ
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損害が発生していない。と主張する。 

しかしながら、代位請求における当該職員と相手方の関係について、地方公

共団体の職員が行った違法な財務会計行為の相手方に不当利得返還請求権

を有することを理由に、財産的損害を被っていないとして、当該職員に対する損

害賠償が出来るかどうかの問題は、当該職員に対する損害賠償請求と相手方に

対する不当利得返還請求との競合を認めるのが判例・通説である（伴義聖・大塚

康男共著 実務住民訴訟参照 甲１１）。 

裁判年月日 平成 11 年 3 月 31 日 東京高裁 事件番号 平１０（行コ）７７号 

事件名 損害賠償等請求控訴事件 〔茅ヶ崎市職員派遣事件・差戻後控訴審〕

判時 1677 号 35 頁 

も同様な判断をしている。 

従って被告の主張は失当である。 

 

第５ 原告主張の整理 

原告主張を整理すると以下のようになる。 

１ 投票管理者は地方自治法２０３条２及び和泉市特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例（報酬条例）で定める非常勤特別職

であり、報酬及び費用弁償以外にいかなる給付も出来ない。その報酬は報

酬条例に１選挙当たり１１、０００円と定める。 

２ 投票管理者の職務については、投票当日以外に事前準備として諸々の職

務があるが（以下被告の言う法定外業務）、それらの職務も投票管理者の職

務の範囲である。従って法定外業務も報酬条例の報酬で賄われており、追

加の給付は必要が無く、報酬条例で定める報酬を超える投票管理者事務

手当の支給は違法である。 

３ 仮に投票管理者の職務でない法定外職務が存在したとして、被告はその

法定外職務に対し投票管理者事務手当を支給していると主張する。しかし
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ながら投票管理者事務手当を定める内規に日額当たりとあること、勤務を欠

いたときの減額が投票管理者事務手当を投票時間で除した金額であること

から、投票管理者事務手当は投票当日の投票管理者の職務の対価として

定められたものである。従って被告の主張は投票管理者事務手当の目的

外支給であって、その他を検討するまでもなく違法な支給である。 

４ 更に、被告は投票管理者事務手当は事前準備などのその他職務（法定外

職務）に対応する時間外勤務や休日勤務手当であると主張する。しかしな

がら法定外業務を正規の勤務時間外で行った根拠が無く、全ての投票管

理者に一律支給であることから、投票管理者事務手当は労働基準法３７条

に定める時間外手当や休日勤務手当というよりも、投票管理者に就任した

ことに伴う報酬（手当）と解すべきであり、そうすると投票管理者事務手当は

地方自治法第２０４条の２に反し違法な支出である。又仮に投票管理者事

務手当が時間外手当や休日勤務手当であるとしても、給与条例でその金

額が確定できないから、投票管理者事務手当の支給は給与条例主義に反

する。 

５ 投票管理者の大部分は管理職手当を受給している職員（以下管理職とい

う）が担当しているから、仮に投票管理者事務手当が時間外や休日勤務の

対価であるとしても、時間外手当や休日勤務手当の支給は違法である。被

告は管理職の、時間外手当や休日勤務手当の支給制限を定めた条例の

但し書きにより、管理職にも時間外手当や休日勤務手当が支給できると主

張するが、投票管理者の事務はその但し書きの事務に該当しない。 

６ 国政選挙についての投票管理者事務手当は国の負担であるが、投票管理

者事務手当は違法な支出であり、違法な支出については国に返還義務が

あるから、市に損害が発生しており、国政選挙についても市に損害が発生し

ている。 

７ 被告は市長に責任は無いと主張するが、府内の自治体及び全国の政令指
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定都市において、投票管理者事務手当と同様な支出を行っている自治体

は少数であり、市長は自ら過去に給与条例主義に反するとして起こされた

住民訴訟を受けて、条例の改正を行っており給与条例主義に反する支出を

行ってはならないことは十分認識しており、それにも拘わらず漫然と本件支

出を行った過失は免れない。 

８ 被告は本件支出が仮に違法であったとしても、その支出の結果時間外勤

務手当等の支出を免れており、市に損害が発生していないと主張するが、も

ともと、投票管理者の報酬の報酬は報酬条例の報酬で賄われており、時間

外勤務手当等の支出の必要が無く、仮に必要であったとしても投票管理者

の大部分は、時間外勤務手当を受給できない管理職であることから、被告

の言う損益相殺の対象が存在しない。 

仮に損益相殺の対象が存在したとしても、地方自治法２０４条の２は職員へ

の給与やその他の給付に厳格な規制を設けており、それに反してなされた

支出により仮に何らかの利益があったとしても、それを損益相殺する事は給

与やその他の支給について厳格な規制を潜脱するもので許されない。 

９ 被告は本件支出が仮に違法であったとしても、違法に受領した職員に不当

利得返還請求権を有するので、損害は無いと主張するが、当該職員に対す

る損害賠償請求と相手方に対する不当利得返還請求との競合を認めるの

が判例・通説である。 

 

以上  

 

 


