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橋

広

原

久

子

　平成２０年１０月１５日付けであなたから提出のあった地方自治法（昭和22年

法律第67号）第２４２条第１項の規定に基づく和泉市職員措置請求にかかる監査

の結果を同条第４項の規定に基づき次のとおり通知します。

第１　
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和泉市職員措置請求の受付
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２　和泉市職員措置請求書（以下「措置請求書」という｡）の提出　　

措置請求書の提出日は平成２０年１０月１５日である。

３　請求の要旨

　（1）請求の対象行為

　　　和泉市長井坂善行及び和泉市病院事業管理者山下隆史は、大阪府市町村職　　

員互助会（以下互助会）に対する違法な補給金支出に伴う損害賠償請求訴訟　

（平成１７年行ウ第１ １９号、以下本件訴訟）において、和泉市が互前金に対　　し損害賠償請求権を保有したときは、互助金の退会給付金制度廃止に伴い和　　泉市が互助金から受給した返還金（以下返還金）を前記損害賠償請求権の弁
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　済に充当する旨の互助会の中し込みに合意した。

　　　この合意により和泉市は本来得られた筈の損害賠償金を受領する事が出　

来ず和泉市に損害を与えた。

（2）前記行為の違法・不当の理由

　ア　互助会への不当利得返還請求権について

　　　本件訴訟の判決では退会給行金への補給金の支出を違法と認定し、市が　　

互前金に支出した補給金の７割が退会給付合への支出に当てられたとし　　

て、これに相当する補給金（市長部局及び水道事業の合計１億１８０１万　　

円、病院事業２８４６万２７９２円の合計１億４６４７万８１３７円）を　　

和泉市の互助会に対する不当利得返還請求権と認定した（平成１７年行ウ　　

第１１９号判決文P18、事実証明第一号）。

　イ　互助会からの返遊金について

　　　互助会は市民の職員厚遇への批判や別途提訴された最高裁に継続中の　　

本件と同様の訴訟の帰趨を考慮し、退会給行金制度の維持は困難と判断し　　

制度を廃止した。それに件い退会給付金の支出に備えていた流動資産７０　　

０億円を、職員の掛金相当分として現職の職員に６００億円、残り１ ００

　　億円を清算金として各自治体に直近の補給金の支出比率で按分のうえ返

　　還し（以下返還金）、和泉市は２億１４３５万６２４７円を受領した（事　　

実証明第二号）

　ウ　返遊金の性格について

　　　互助会は退会給付金制度廃止に伴う清算金として、前記イのように職員　　

と自治体に配分したが、この配分は到底合理的な配分とは言えない。市は　　

互助会に職員の福利厚生事業を委託し、その委託料として補給金を支出し　　

ていた。その委託事業の一つとして退会給付会制度があり、この給付に備　　

えて責任準備金として前記７００億円を保有していた。しかるに退会給付　　

金制度の廃止は委託事業の一部廃止にあたり債務不履行に相当する。職員　　

及び自治体はこの債務不履行の見返りとして本件返還金を受領したとい　　

える。そうすると、返遊金の職員と自治体への配分はそれぞれ掛金（自治　　

体にとっては補給金）の比率で按分することが一般的かつ合理的であると　　

ころ、職員の掛金相当分の全額を職員に返還し、その残余を自治体に返還　　

した結果、自治体への返還は不当に低く抑えられる結果となった。
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　　更にいえば、本件訴訟で自治体からの補給金を退会給付金の原資とする　

ことは違法であると認定されたことから、遡って考えれば過去の退会給付　

金はまずもって職員の掛金から充当すべきである。ところが過去の退会給　

付金の支給実績は同じく職員の掛金を遥かに上回っており、このことは残　

存していた流動資産７００億円には職員の掛金分は全く残っていないと　

考えるべきである。そうであれば流動資産の全額を自治体に返還すべきと　

考えるのが至当である。

　　又以上の論点を抜きにして考えても、職員の掛金は自らへの退会給付金　

以外の給付事業にも既に費消されているから、職員の掛金の全額を返還し　

なければならない合理的理由もない（事実証明第三号）。

エ　弁済充当の合意

　　本件訴訟のロ頭弁論期日（平成１９年１０月１８日）において、上記趣　

旨の返遊金を不当利得返還請求権に対応する弁済に充当する旨の互助会　

からの申し入れに対し和泉市長井坂善行及び和泉市病院事業管理者山下　

隆史は代理人を通じてこれを受諾した（平成１７年行ウ第１１９号、判決　

文P19、事実証明第一号）

オ　違法な弁済充当の合意

　　今回互前金が弁済の充当を申し入れた返遊金は、すでに述べたように本　

来返還されるべき金額に対し極めて少額であり、返遊金の性格からしても　

他のいかなる互助会の債権にも充当すべき性格のものではない。ちなみに　

互助会は本件裁判の不当利得返還請求権を有しない他の自治体について　

も同様な返遊金を支出していることからも返遊金と本件債権とは関係の　

ないものである事は明らかである。

　　弁済充当すべき合理的な理由もなくこのような無用な合意をした結果、

　和泉市は本来得られたはずの損害賠償金を受領できなかったもので、市長　

らの裁量の範囲を超え違法な合意である。今回の弁済充当の合意は本件訴　

訟対策でなされたものでしかなく、市長等のとるべき態度ではない。

　　本件と同様の訴訟である堺市の互助会訴訟（大阪地裁平16（行ウ）第

　90号、事件名：損害賠償等（住民訴訟）請求事件、年月日等：平19.に22　

第７民事部判決で「被告ら及び互助会の上記弁済充当の主張は、堺市の財　

政にとって、法律的、形式的にはともかく、実質的には不利益になると思
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　　　える合意を訴訟代理人を通じて行い、それを抗弁とするものであり、住民　　　

訴訟における被告らの訴訟行為としての妥当性という点では疑問の残る　　　

余地もあるが」とも言っており、本件合意が当該自治体にとっても不利益　　　

になることを明らかにしている。

　　　　尚本件判決ではこの弁済充当を有効なものとしたが、弁済充当そのもの　　　

の有効性を判断したにとどまり、そのような合意を行なった市長らの責任　　　

を判断したものではない。

　　カ　手続違反

　　　　本件判決は、和泉市が互助会への不当利得返還請求権を有することを認　　　

めたが、本件弁済充当の合意により、損害が無くなったとして不当利得返　　　

還請求権が消滅し原告敗訴となった。

　　　　このような弁済充当の合意は、本件訴訟での互助会への不当利得返還請　　　

求権を実質的に消滅させる行為であり、これはまさしく「地方公共団体の　　　

有する財産権その他の権益を対価無く減少させる行為」そのものであり、

　　　市が保有する権利を放棄するときは、議会の議決が必要なところ（地方自　　　

治法第96条第１項第10号）このような議決はなされておらず、手続上も　　　

違法な合意である。

　　　　又、地方公共団体の長が議会の議決を経ずに請求権の放棄をし得る要件　　　

については、地方自治法施行金第171条の７で詳細に定められているが、

　　　本件充当合意による債権放棄がこれに当らないことは明白である。

（3）和泉市の損失

　　違法な弁済充当の合意が無ければ得られたはずの損害賠償金１億４６４

　　７万８１３７円が和泉市の損失となる。

（4）市長及び和泉市病院事業管理者の責任

　　違法な弁済充当の合意により市に損害を与えたことは、市の財産を適切に　

管理せねばならない市長の職責（地方自治法第149条の6）を放棄するもの　

で、舎営注意義務違反にあたる。病院事業管理者についても同様である。

（5）措置請求事項

　　和泉市長は井坂善行に対し、和泉市立病院事業管理者は山下隆史に対し前　

記損害額に相当する金員の返還を請求せよ。
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（6）措置請求書に添付された事実を証する書面

　　　第一号　平成17年行ウ第119号　判決文関係箇所抜粋

　　　第二号　退会給行金制度廃止に伴う清算金（返還金）について（通知）　　　

第三号　互助会決算集計表（請求人作成）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当該内容は省略した｡）

４　監査請求書の補充及び補正

　　平成２０年１０月１７日に補充書と称する書類の提出があった。

第２　監査の実施

　１　要件審査及び請求の受理

　　　本件請求は、違法な事業を実施している互助会にその費用として補給金を支　　

出しだのが違法であるとして提起された住民訴訟（大阪地裁　平成１７年（行　　

ウ）第１１９号損害賠償請求事件）において、和泉市は大阪府市町村職員互助　　

会（以下「互助会」という｡）に対し不当利得返還請求権を有すると判断され　　

たが、互助会は、仮にこの補給金の支出額の相当額が不当利得に当たるのであ　　

れば、退会給付金制度の廃止に伴い、和泉市等に支払った清算金（返還金）を　　

これらの返還債務に充当したい旨の充当合意を中し込み、市長（水道事業管理　　

者の権限を行う市長を含む）及び和泉市病院事業管理者がこれを承諾したため、

　　本来得られたはずの損害賠償金が得られず、市に損害が生じており、違法な弁　　

済充当の合意によってこうむった市の損害を補填するなどの措置を求める請　　

求であると理解し、この理解を前提として地方自治法第242条第１項に規定す　　

る要件を具備しているものと認め、平成２０年１ｉ月１１日にこれを受理した。

２　監査対象事項

　　住民監査請求書に記載されている事項等を勘案して、監査対象を次のとおり　

とした。

　　和泉市長及び病院事業管理者が互前金と合意した清算金（返還金）の弁済充　

当が債権の放棄にあたり、議会の議決を経ていないなどの違法な手続きにより　

財産（債権）の管理を怠る事実により損害が生じているか否かを対象とした。
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３　請求人の証拠の提出及び陳述

　　請求人に対し、自治法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２０年１１月　

２６日に証拠の提出及び陳述の機会を設けた。

　　なお、請求人からは意見陳述要旨と題する書類の提出と、事実証明書第三号　

から第六号までの追加があった。また、請求人陳述の際、関係部局職員４名が　

立ち会った。

　　なお、請求人から請求の要旨の補足として以下の内容の陳述がなされた。

（1）互助会への不当利得返還請求権について

　　　住民訴訟（平成１７年行ウ第１１９号）において、互助会の退職する職員　　

への退会給付金の支給は実質的な給与の支給であり、給与条例主義に反する　　

として、退会給行金の支出を違法と認定し、市が互前金へ支出している補給　　

金の７割がこの退会給付金の支出に充当されているとして、それについて和　　

泉市の互助会へ不当利得返還請求権を認定したものである。

（2）退会給付合制度の廃止

　　　一方互助会は、前記訴訟が継続中の平成１７年１１月に退会給付金制度を　　

廃止した。既に吹田市の住民訴訟で大阪高裁が追公約付会の支出を違法と認　　

定し、最高裁の判断が間近に迫っている中で、職員厚遇批判の世論にも押さ　　

れて互助会はこの制度の維持は困難として制度廃止を決めたものである。

　　　しかしながらその実態は、自治体の財政難から補給金が次第に減少し、追　　

会給付合の支出に備えて保有している責任準備金の運用環境の悪化もあっ　　

て、最早この制度は破綻しており（従前のような退会給付金の支給を続ける　　

と早晩準備金が底をつく事態）、退会躾別金制度への移行等の給付金の削減　　

の対応を行ったが事態は好転せず制度廃止に至ったもので、一連の厚遇批判　　

の中で自己責任を明らかにしないでこの制度を廃止するのは互助会にとっ

　　ては草ろ渡りに約であった。

（3）制度廃止に伴う不当な自治体への返還金

　　　互釣合は退会給付金制度廃止に伴い、その支給のため保有していた流動資　　

産（責任準備金）７００億円を、職員に掛金相当分として６００億円、その　　

残余の１ ００億円を自治体に返還した。各自治体への返還は直近３年の補給　　金支出比率で案分した。

　　　しかしながら、この返還の方式は自治体にとって極めて不当なものである。
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　　　互助会は、今後退会給付金が支給できなくなったことから既に退職し給付　　

金を受給した職員との均衡を考慮して職員へ手厚く返還したものと思われ　　

るが、元々この給付金は違法との判断が出ており、これを受けられないと言　　

って不利益を披るとの考えは当たらない。その結果自治体にとって不当に低　　

額の返還となり、ひいては市民に対する不当な処分となってはね返る結果と　　

なった。

　　　その返還が不当とする理由は以下の２点である。

　　　第一に職員に対し掛金相当分を返還したが、掛金は退会給付金以外に結婚　

祝い金等の給付や互助会の運営費等にも費消されており、その分について現　

職の職員も便益を受けており、従って掛金の全ての返還を受けるのは合理的　

ではない。

　　第二は制度廃止に伴う清算は一般的には、資金の提供の割合で返還するの　

が通常であり、職員と市の資金提供の比率は職員１に対し自治体は２を超え　

ているから、少なくとも自治体には７００億円の２／３は返還されるべきで　

ある。

（4）高砂市職員互助会の判決

　　　高砂市職員互助会について本件と同様の訴訟で、退職生業資金の支給は違　

法と認定し、更に退職生業資金の廃止に伴い積立金から会員に支給した「リ　

フレッシュ助成金」についても退職金の前払いとして違法な支給と認定、互　

助会は市の負担金分は市に返還すべきとした。（事実証明第五号参照）

（5）返遊金の受領は市の権利である

　　　市は互助会に対し退職する職員に対する退会給付合の支給を前提に補給　

金を支出しており、そのために７００億円の責任準備金を保有していたので　

あるから、この給付会制度を廃止することは互助会の市に対する債務不履行　

にあたり、市は互助会に不当利得返還を請求する権利を有しており、制度廃　

止に伴う返遊金はそれに対応するもので互助会から市への意志的給付では　

ない。（事実証明第六号）

　　又地方自治法第３１条では、「普通地方公共団体の歳入を収入するときは、

　政令の定めるところにより、これを調定し・・・」とあり、その解釈として　　

「歳入の徴収及び収納の行為を行うには、その前提条件として必ず法令又は　

契約等に基づくなど合理的に収入し得る権利がなければならない。普通地方
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　　公共団体の長は、正当な原因のない歳入はこれを徴収することができない」　　

とされている。即ち本件返遊金の受領もそれを受領する原因・理由が必要で　　

あり、ただ返すというのでこれを受取ったというものではない（事実証明第　　

三号参照）

（6）弁済充当の不当性

　　　以上の如く、互助金からの返遊金は市が当然互助金に請求する権利に対す　　

る給付であり、且つ本来受けられる領に対し不当に低額でもあり、このうよ　　

うな返還金は互助会の市に対するいかなる債務にも充当すべき性格のもの　　

ではない。今回の合意充当は本来債務を弁済するときに、複数の債務が存在　　

したときにどの債務に充当するかを債務者が指定し、それに対して債権者が　　

合意する充当方式であり、返遊金を受領したときには互助金への不当利得返　　

遊請求権は存在していないからもともと合意充当の行為自体が存在しない。

（7）合意充当そのものの不当性

　　　本件に係わる住民訴訟は退会給付金への補給金の支出が違法であると認　

定したこと、更に互前金が退会給付金制度を廃止したこと等一定の成果があ　

ったため控訴はしなかった。一方大東市については本件と同様の判決を不服　

として住民側が控訴した。

　　その判決（平成20年行コ第26号）が先日大阪高裁であった。その判決で　

本件の合意充当は返遊金を受領した段階で、その金員を雑収入として計上し、

　その時点で清算金の返還に関する債権債務関係は消滅しており、その時点か　

ら２年６ケ月以上経過した後に行われた弁済充当の合意はその効力を有し

　ないと判断している（事実証明第四号）

（8）議会に諮らなかったことについて

　　地方自治法第９６条第１項で「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事　

件を議決しなければならないとし、その１０で法律もしくはこれに基づく政　

令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること」とさ　

れ、何ら対価なく権利を放棄するときは議会の議決が必要とされている。本　

件の合意充当は認定された不当利得返還請求権を消滅させる行為であるこ

　とは明らかであり、その点で権利の放棄と同視されるべきであり、その点て　

何ら議会に諮ることなく合意したことは違法と考えざるを得ない。

８



（9）和泉市の損害

　　以上のように、市長は必要でない弁済充当に合意し、更にこの合意そのも　

のが不当なものであり、その結果得られた筈の互助会への不当利得返還請求　

権を消滅させたもので、これは和泉市にとって損失となる。

（10）市長の責任

　　市長は善良に市の財産を管理せねばならない義務を有するところ、このよ　

うな不当な弁済充当の合意を行ったことはその職責上極めて重大な誤りで　

ある。市長は議会で市長の立場と互助会の評議員の立場にあって、苦渋の選　

択であったと答弁しているが、市長の立場はまずもって市の利益を第一に考　

え行動すべきであり、互助会の評議員の立場を同列に解すべきものではない。

　　本件合意はこの裁判の訴訟対策上なされたものと理解せざるを得ず、市長　

の職責を放棄したに等しい。

（11）新たな互助会に対する債権の成立

　　本件の合意充当は大東市の高裁の判断に従えば無効なものであるが、本市　

の裁判では有効として確定しており、本件弁済充当は有効である。

　　この契約即ち互助会からの返返金を当初の債権債務の関係から不当利得　

返還請求権に対し一部振り替えたことにより、当初の債務に対してその分の　

給付が不足することになる。市はその不足分について新たに返還請求権を有　

した事になり、市長は新たに返還請求権を互助会に行使すべき義務があると　

ころこれを怠っている。

４　監査対象部局

　　ひと・まち創造部人事課、市立病院事務局総務課を監査対象部局とした。

第３　監査対象部局の説明

　　　本件について、市長等に対して請求にかかる意見書等の提出を求めるととも　　

に、監査対象部局の職員から陳述を聴取した。その概要は以下のとおりである。

１　事情を聴取した者

　　平成２０年１１月２６日に関係部局職員から事情を聴取した。その者は次の　

とおりである。
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　ひと・まち創造部次長［人事担当］、ひと・まち創造部次長兼人事課長、市

立病院事務局総務課課長補佐、市立病院事務局総務課庶務係主査。

　なお、この事情聴取に際し、法第242条第７項に基づき請求人２名が立ち会

った。

２　説明の概要について

　監査対象部局の説明は、概ね以下のとおりであった。

　（1）請求に対する考え方及び意見

　ア　返遊金の性格について

　　　　市町村への返還金（約１ ００億円）は、流動資産総額（約７００億円）　　　から会員個々の会費累計相当額（約６００億円）を差引いた残額であると　　　聞いている。

　　　　この返遊金は､退会給付合制度廃止に伴うものであるが､平成１６年度、

　　　１７年度分を含む補給金の返還だと考えている。

　イ　弁済充当の合意について

　　　　平成１７年（行ウ）第１１９号において、「原告は上記充当合意につい　　　

て、契約内容が確定していない無効なものであると主張するが、被告ら及　　　

び互助会の合意は、どの範囲の返還債務につきどの順序で充当すべきかを　　　

明らかにしてから、原告の主張には理由がない。（中略）

　　　　原告は、上記合意充当には、契約締結又は権利放棄として議会の議決が　　　

必要（地方自治法９６条１項５号、１０号）と主張する。　しかし、議会の　　　

議決を必要とするする契約は、工事又は製造の請負であって、契約金額が　　　

１億５０００万円を超えるものと定められているし（地方自治法施行令１　　　

２１条の２第１項、同別表３）、上記充当合意は権利放棄でもないから、

　　　議会の議決を要しないことは明らかである。原告の主張は失当である｡］　　　

とあり、平成２０年１月４日に確定しているもので､違法な合意ではない。

　　　　したがって、１億１８０１万５２４５円は適法に弁済充当されているの　　　

で、和泉市の損害とならない。

３　市長以外の意見等（要旨）　

ア　病院事業管理者
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第４　

１

　監査請求に対する意見及び考え方については、弁済充当額以外の部分に

ついては市長部局と同様である。

　監査の結果

　事実関係の確認

　関係書類の調査等により、本件に係る事実については、概ね次のように認め

られた。

Ｏ）互助会からの清算金返還について

　　互助会は、平成１７年１１月２５日、同月３０日付け退会者への給付をも　　

って退会給付会制度を廃止し、流動資産約７００億円のうち１ ００億円を清　　算金として各自治体に返還することとし、和泉市（水道事業を含む）及び病　　院事業管理者は､互助会より平成１７年１１月２５日付（犬互発第２０１号）

　　をもって退会給付金制度廃止に伴う清算金（返還会）についての通知をうけ、

　　同年１２月６日付けをもって「振込ロ座届」を返送したところ、同年１２月　　

１５日に次のとおり互助会から振込みがあった。

○清算金の返還状況

ロ　座　名　義 �金　額（円）

和　泉　市　収　入　役 �202,116,508

和泉市福利厚生人事課長 �12,239,739

和泉市病院事業管理者 �49,605,284

計 �263,961,531

(2)補給金の支出額

　　次に、本件請求の対象となっている平成１６年４月から平成１７年１１月　

分までの補給金の支出額については次のとおりであった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)

区分 �平成16年度 �平成17年度(4月～11月)�計

市長部局･水道 �121,212,775 �47,380,576 �168,593,351

病院事業会計 �28,954,903 �11,706,229 �40,661，132

計 �150,167,678 �59,086,805 �209,254,483
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（3）また、上記補給金のうち住民訴訟（大阪地裁平成１７年（行）ウ第１１９　　

号損害賠償請求事件）において、互助会に対して不当利得返還請求権を有す　　

るとして認定された金員については次のとおりであった。

　　○市長部局（水道を含む）

　　　　（上記補給金支出額）１億6859万3351円×70％＝1億1801万5345円　　

○病院事業会計

　　　　（上記補給金支出額）　　4066万1132円×70％＝　　2846万2792円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合計１億4647万8137円

（4）充当弁済の指定について

　　　民法第488条第１項は、債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的　　

とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべ　　

ての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、

　　その弁済を充当すべき債務を指定することができるとし、また、開法同条第　　

２項は、弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領　　

する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することがで　　

きると規定している。

（5）議会の議決を必要とするものの規定

　　議会の議決を要するものについて、地方自治法第96条１項第５号は、そ　　

の種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結

　　することを規定し、同項第10号は、法律若しくはこれに基づく政令又は条　　

例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄することと規定している。

　　そして同法96条第１項５号の規定に基づき議会の議決に付さなければな　　

らない契約は、予定価格が１億5000万円以上の工事又は製造の請負である　　

旨規定されている（地方自治法施行令121条の２第１項、同別表第3几

（6）地方自治法施行金第171条の７の規定

　　地方自治法施行金第171条の７第１項は、普通地方公共団体の長は、前条　

の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特

　約又は処分をした債権について、当初の履行期限（当初の履行期限後に履行　

延期の特約又は処分をした日）から十年を経過した後において、なお、債務　

者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ弁済することが出来る見込みが　

ないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除する
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ことができると規定し、闘茶第２項は、前項の規定は、前条第１項第５項に

掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る債権で、闘号に規定す

る第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期

の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債

務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなけれ

ばならないとし､また､闘茶第３項は､前二項の免除をする場合については、

普通地方公共団体の議会の議決はこれを要しないと規定している。

２　本件に係る判断

(1)弁済充当の成否について

　　本件請求に係る不当利得返還請求権は、大阪地裁(平成１９年１２月２０日　

判決、平成１７年(行ウ)第１１９号)損害賠償等請求事件において、互助会に　

支出された補給金のうち退会給付金支給の原資となることを目的とした部分　

について、給与条例主義の趣旨を潜脱するものであり違法であるとし、和泉市　

は互助会に対して不当利得返還請求権を有するとされた返還請求権である。そ　

して、和泉市と互助会は同裁判の第１４回弁論期日(平成１９年１０月１８日　

午後２時００分)において、退会給付金制度の廃止に伴う清算金を不当利得に　

充当する旨の合意を行い、同裁判においても当事実に関する認定を受けている　

ものである。

　　判決ではこの行為を議会の同意を必要とする契約の締結ではなく、またその　

根拠に係る理論構成が不明確である嫌いはあるが権利放棄でもないと認定し　

ており、その後に明らかとなった他の裁判における判断と異なるようにも見受　

けられる。また請求人は、その弁済充当の内容、順序等が少なくとも収入され　

た時点で明確ではないから、その弁済充当行為自体が存在しないと指摘するが、

　和泉市を当事者とする上記裁判において行われたであろう詳細な証拠調べ、確　

認された事実行為等をもとにこのような認定を受けている以上、現時点におい　

て監査委員がそれらと異なる見解を表することは困難であり、この判決で示さ　

れた考え方の上で結論を表せざるを得ない。

　　ところで、弁済充当については他市においても同様の裁判が提起されてお　

り、それらの判例を見ると不当利得返還請求権の存在を認めた上で、弁済充当　

合意の有効性を認める判決が多数を占めている。上級審判決を見ると、最高裁
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　昭和３５年７月１日第二小法廷判決を示しながら合意充当を有効と判断した　

堺市を被控訴人とする控訴審判決（大阪高裁平成２０年９月１２日判決、平成　

１９年（行コ）第１ ２９号）がある一方、清算金を受領した時点で弁済充当の　意思が存していたとの証拠がなく、その後におこなわれた充当合意を有効と認　めることはできないとの高槻市、大東市を被控訴人とする控訴審判決もあり、

　法廷における判断は一つに定まっていない。このような状況において、今回の　

請求にあたって前提となる弁済充当については、和泉市を当事者とする上記裁　

判における判決の考えに従い有効であったと考えざるを得ない。その上で請求　

人は、新たな債権（返還請求権）が発生したと主張するが、その主張に係る根　

拠及び債権の在否が明白でなく、監査委員としてこの点についての判断を行う　

ことはできなかった。

（2）市長等の責務について

　　請求人は、市長には善良に市の財産を管理せねばならない義務があり、不当　

な弁済充当の合意を行ったことはその職責上きわめて重大な誤りであると主　

張する。弁済充当合意の有効性について争われた同旨の裁判が多数提起されて　

いる現実をふまえると、このような行動をとるにあたっては、より慎重な過程　

を経て行われるべきであるとする考えにも一定の合理性は認められるが、あく　

まで当市を被告として争われた裁判において、弁済充当合意が有効であると判　

決された以上、その行為を行った市長に職責上の重大な誤りがあるとは認めら　

れない。

第５　結　論

　　　以上の判断により、市長及び病院事業管理者に対する互助会への不当利得返　　

還請求権の消滅に伴う損害賠償順に相当する金員の返還を求める請求人の主　　

張には理由がないものと判断する。

Ｈ


