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平成３０年（行コ）第 106 号 損害賠償請求控訴事件

控訴人 小林洋一

被控訴人 和泉市長 辻 宏康

被控訴人補助参加人 社会福祉法人遺徳会理事長 嶋田 祐史

控 訴 理 由 書

平成３０年９月２１日

大阪高等裁判所第１４民事部 御中

上記控訴人 小林 洋一

控訴人は、民事訴訟規則第１８２条に基づき原判決の取消しを求める理由書を提出す

る。

第１ 事案の概要

事案の概要は以下である。

尚以下原告、被告、補助参加人については便宜的に原審の呼称を用いる。

本件は、大阪府和泉市が児童発達支援センター和泉はつがの園（以下「本件

施設」という｡）を運営する被告補助参加人に対して交付した平成２８年度児童発達

支援センター事業補助金（以下｢本件補助金」という｡）について、補助参加人が行

った補助金申請から補助金支出命令までの一連の行為は、補助対象事業が既に

完了した状態で行われたもので、補助金交付の効果が観念出来ず、又本件補助

金交付の根拠となる和泉市児童発達支援センター事業補助金交付要綱（以下「本

件要綱」という。）に反し赤字補填を目的として交付されたものであり、本件補助金
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は地方自治法２３２条の２の定める「公益上必要がある場合」の要件を満たさず、そ

の支出は違法・無効であるとして、同法２４２条の２第１項４号に基づき、和泉市の

執行機関である被告を相手に、①その当時から和泉市長の職にある辻宏康（以下

「辻」という。）に対し、不法行為に基づく損害賠償金２４７０万４０００円及びその遅

延損害金を和泉市に支払うよう請求することを求めるとともに、②被告補助参加人

に対し、不当利得金２４７０万４０００円及びその利息を和泉市に支払うよう請求する

ことを求める住民訴訟である。

第２ 原判決の要旨（原判決が請求を棄却した理由）

１ 本件補助金の交付の目的は，和泉市における障害児通所支援の充実を図る為

に児童発達支援センターに交付されたものであるところ、 障害児通所支援の充実は

正に和泉市の責務であるから，本件補助金の交付の目的が公益に合致することは明

らかである。

２ 和泉市は児童発達支援センター事業を自ら行わず、公募により福祉法人遺徳会

（被告補助参加人）に行わせる事としたが、その事業に多額の赤字が生じた。赤字の

主たる要因は本来福祉事業では必要とされていない機能訓練士等の専門士を配置

した結果（いわゆる加配）その人件費がかさんだためである。当初からこれらの経費の

増加は放課後等デイサービスの収益で賄う事を予定していたが、放課後等デイサー

ビス事業者の急増により、放課後等デイサービスの利用者が低迷し、これを賄う事が

出来なくなった。これらの事情を考慮すると、その損失の全てを被告補助参加人に負

わせることは適当でない。

３ このように放課後等デイサーピス事業によっては十分な収益の確保を期待し得な

い状況の下では，和泉市による財政的な援助がなければ，被告補助参加人が，平成

２９年度以降，加配を解消する措置を講じたり，本件事業を廃止又は休止したりする

事態も想定し得る状況にあったといえる。このような事態となれば，和泉市の責務であ

る充実した障害児通所支援の実現に支障が生じることは否定し得ない。
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このような経緯等に照らせば，本件補助対象事業を対象として，平成２８年度の加配

により生じた人件費相当額等を本件補助金として交付することは，平成２９年度以降

の本件施設における加配の維持や，本件施設における本件事業の継続につながる

ものとして，和泉市における障害児通所支援の充実を図る目的に沿うものであったと

認められる。

４ 原告は，補助金は国や地方公共団体の施策の推進手段として交付するものであ

るから，既に実施された事業に対する補助金の交付は認められない旨主張する。

確かに，本件補助金が，現に交付されたのは平成２９年５月末頃であって，その時点

で既に本件補助対象事業の期間（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）を

経過していたことから，本件補助金の交付により本件補助対象事業そのものを推進

する効果がないことは原告の指摘するとおりである。しかし補助金の交付決定は，事

柄の性質上，諸般の事情を総合的に考慮した上での政策的判断を要するものであり，

地方公共団体の長に一定の裁量権があると解されるのであって，既に実施された事

業に対する補助金であるとの一事をもって，その公益上の必要性を一律に否定しな

ければならないものとは解し得ない。

しかも，本件補助金の交付は，平成２８年度に実施された本件事業（本件補助対象

事業）を対象とするものであるが，本件事業は平成２８年度で終了するものではなく今

後も継続するものであり，本件補助金の交付は，本件施設における平成２９年度以降

の本件事業の継続等につながり，充実した障害児通所支援の実現に資するものとい

うべきであるから，少なくとも本件事業の継続性を前提とする限り，本件補助金の交付

につき公益上の必要性を認めた和泉市長の判断に，裁量権の範囲の逸脱又はその

濫用があったとは認められない。

５ また，原告は，本件補助金の交付の目的は赤字補填であり本件要綱に反するも

のであって公益上の必要性を欠く旨主張する。

しかし，補助金の交付目的に公益的な事業の赤字を補填する趣旨が事実上含まれ

ているとしても，そのことのみをもって直ちに公益上の必要性を欠くと評価されるもの
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ではない。

そして，本件補助金の交付については，本件事業の赤字補填の趣旨を事実上含む

ことは否定し難いものの，同時に，加配を含む適切な本件事業の継続を図り，平成２

９年度以降の充実した障害児通所支援の実現を目指すものと評価し得る上，本件事

業により生じた赤字による損失を被告補助参加人のみに負担させることが相当である

とはいえないことを考慮すると，本件補助金の交付の目的に赤字補填の趣旨が事実

上含まれているとしても，本件補助金の交付につき公益上の必要性が欠けるものとは

認められない。

第３ 原判決に対する原告の主張

本件補助金の交付自体が公益に資する事については争わない。問題は本件補助

金が補助対象事業が事実上終了した状態で交付されたことである。

本件補助金が当該年度（H28 年度）の事業の促進に効果がない事は原判決も認

定しており争いは無い。そうすると争点はそのような補助金がH29年度以降の本件

事業促進に効果があるのか、本件補助金の支給が無ければ事業が継続できない

のか、赤字補填とみられる補助金の支出に本件要綱に反する点は無いかである。

以下個別に主張する。

１ 機能訓練士等の加配に伴う赤字の負担について

原判決は、児童発達支援センターの赤字をすべて被告補助参加人が負担するこ

とは相当でないと判示する。しかしながら赤字の原因となっている機能訓練士等の

加配は、児童発達支援センター事業の公募に際し、和泉市が努力義務としていた

ものを、被告補助参加人自らが加配を前提に応募したもので、これをもとに和泉市

が事業者に選定したものである。従ってこれに伴う人件費の経費増は当然被告補

助参加人が負担すべきものである。（甲６ 34-38 頁参照）

人件費の増加を放課後等デイサービスの収益で補填しようと計画していたのは、



5

被告補助参加人の内部事情であり、その見通しが狂ったからと言って和泉市がそ

れに責任を待たねばならない理由は無い。

従って機能訓練士等の加配に伴う経費の増加は、一次的には被告補助参加人が

負担すべきであって、これを和泉市が一定負担すべきとして本件補助金の支給の

一つの根拠とするのは失当である。

尚機能訓練士等の加配に伴う赤字は、放課後等デイサービス事業者の急増により

利用者が低迷し、その結果放課後等デイサービス事業の収益で補填できなかった

為としているが、H28 年度と H29 年度を比較すると（下表参照）、放課後等デイサ

ービス事業の利用者が減少しているにも関わらず、収支は大幅に改善しており、

赤字の原因が全て放課後等デイサービス事業の不振であるとの前提は失当であ

る。（甲１２、甲１３号証）

即ち、放課後等デイサービス事業者の急増という社会的事象が赤字の誘因である

から、和泉市も応分の負担をすべきと論は成り立たない。

放課後デイサービス事
業の利用者が一層低迷
しているのも拘わらず、
大幅に収支が改善
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２ 補助金の効果について

補助金は市民の税金が原資となっているから、その公益性を判断する際に、補助

金支給の効果をまずもって検討されるべきである。

本件補助金は H２８年度事業に対し支出されたものであるから、原判決も認める通

り（判決１３頁）、補助金申請から補助金決定までの一連の行為は既に事業が完了

した状態でなされたものであるから、本件事業に対する効果は認められない。そう

すると本件補助金支出の効果は、平成２９年度以降の本件事業に関するものとな

る。原判決では本件補助金による財政支援がなければ、事業の存続や機能訓練

士等の加配に影響するとしているのがそれである。（原判決１２、１３，１４、１５ペー

ジ） そこで以下それについて検討する。

３ 事業の存続や機能訓練士等の加配への影響

まず前提として、本件補助金交付による財政支援は H２８年度に支出された、

24,704千円の補助金に関してであって、H29年度以降の補助金交付については、

和泉市も補助を継続する意思を有しており（甲 6 24 頁参照）、事業開始に先立っ

て補助金申請等の一連の行為が行われれば、本件補助金の支給が違法として争

われている問題は存在しないから、被告補助参加人が補助金の申請を行えば補

助決定がされる可能性は極めて高かったと言える。結果論ともいえるが現実にH29

年度の補助金は既に交付され、H30 年度については交付決定がされている。（甲

１２号証 45、47、48 頁参照）。

そこで24,704千円の補助金による財政支援がなければ本件事業の存続や機能訓

練士等の加配に影響する可能性があるかという事であるが、原判決の１２ページに

は「平成２８年度に本件施設において実施された加配（甲６．２３頁） は，充実した

障害児通所支援の実現に資するものといえるところ，放課後等デイサーピス事業

によっては十分な収益の確保を期待し得ない状況の下では， 和泉市による財政



7

的な援助がなければ，被告補助参加人が，平成２９年度以降，加配を解消する措

置を講じたり，本件事業を廃止又は休止したり(児童 福祉法３４条の３第４項）する

事態も想定し得る状況にあったといえる。」とあるがそのような事実はなく、以下に

述べるように事業の廃止等は想定しえない。

原告第 1準備書面４ページで述べたように、本件事業を行う医療法人徳洲会は多

額の利益剰余金（平成 23 年度末で３，２９４百万円 甲 9 の 10 頁）を有しており、

本件補助金24,704千円が無くても損失は徳洲会グループで十分吸収が可能であ

り、本件事業継続が危ぶまれる状況には無い。

更に本件事業の指定に伴い、国庫等から186,503千円の多額の補助を受けており

（甲 13 号証 7頁）、この補助を定めた社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交

付要綱には、補助事業を中止し、又は廃止する場合には、都道府県知事又は指

定都市若しくは中核市の長の承認を受けなければならない。 （要綱 第２、８、（５）、

ウ）とされ、更に都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の承認を受けて

財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を都

道府県又は指定都市若しくは中核市に納付させることがある。 （要綱 第２、８、

（５）、オ）とされており簡単には事業の廃止は出来ないし、仮に廃止後財産を処分

した時はその全部又は一部を返還させることが出来ると定められている。

又被告補助参加人は、事業開設に当たり上記補助金以外に５１８百万円の多額の

投資を行っており（甲 13 号証 2 頁）、事業廃止となればこの相当分が無駄となる

可能性があり、更に今後経営改善や継続する本件補助金により赤字の縮減は十

分可能である事も考慮すると（現実にも H29 年度は補助金を前提にすれば既に黒

字を達成（甲 12号証 45ページ））、被告補助参加人がこのような事業廃止という不

合理な行為を行うことは到底考えられない。

４ 機能訓練士等の加配の解消の可能性について

上記３で述べたように、H29 年度以降は機能訓練士等の加配に伴う人件費は、被
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告補助参加人が補助金を申請すれば認められる可能性が高く、その補助金で賄う

事が出来るから、被告補助参加人が加配を解消する可能性は無い。

５ 本件要綱違反について（目的外支出について）

地方自治法 232 条の 2 は，普通地方公共団体が，その公益上必要がある場合に

おいて補助をすることができる旨規定しているところ，当該地方公共団体の長が，

故意又は過失によりその裁量権を逸脱又は濫用して補助を行った場合，当該補

助は，当該地方公共団体に対する関係において違法な権利侵害を構成し，当該

長の地位にあった者は，当該地方公共団体に対し，不法行為に基づく損害賠償

義務を負うと解すべきである。

そして，当該地方公共団体が，補助の趣盲，対象となる事業，補助金交付の手

続等について定めた要綱は，法規範性を有するものではないものの，当該地方公

共団体の内部において，長を含む職員を規律するものであり，かかる要綱に違反

し又はその趣旨に反して補助が行われた場合には，それが軽微な手続上の瑕疵

にすぎない等の特段の事情がある場合を除き，上記裁量権の逸脱又は濫用があ

ったこととなると解すべきである。（ さいたま地裁 平成 25年 6 月 19 日）

本件補助金は、加配に伴う人件費に対し補助するものであるが、原判決も認めるよ

うに実質的に赤字補填に過ぎないものである。本件要綱には赤字補てんを許容す

る趣旨の定めは一切ないから、本件補助金の交付は要綱に反する支出であり、こ

れを承認した市長の判断は裁量権の逸脱又は濫用が認められる。

又、原判決は本件補助金の交付の目的に赤字補填の趣旨が事実上含まれている

としても公益性を有する根拠として、本件補助金の支給がH29 年度以降の本件事

業の継続のために必要であり、赤字の負担を被告補助参加人が全て負担すること

は適当でない事を挙げているが、それらはいずれも上記で否定したところである。

６ 安易な財政支援はすべきでない事について
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第三セクターに関する事であるが、総務省自治財政局長 総財公第 95 号 平成２

１年６月２３日付第三セクター等の抜本的改革の推進等（甲 10）についてで、以下

述べている。

第三セクター等は独立した事業主体であり、その経営は当該法人の自助努力によ

って行われるべきであることから、原則として公的支援は、公共性、公益性を勘案

した上で、その性質上当該法人の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない

経費及び当該法人の事業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う

収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費に限られるも

のであり、単なる赤字補てんを目的とした公的支援は行うべきではない。

上記のように地方公共団体が出資をする第三セクターに対する公的支援ですら、

その当否については厳格に検討すべきこととされている。まして、公益性のある事

業を行うとはいえ、一任意団体に過ぎない本件児童発達支援センターに対しては

安易に助成金の交付を行うべきではなく、赤字処理については一次的には児童

発達支援センターの自助努力によってなされるべきである。

本件補助金は平成 27 年 7 月に事業開始後、僅か１年強が経過した段階でなされ

たものである。事業開始時は往々にして赤字が出る事も多いが、時期が経過する

と事業者の経営努力等で赤字が解消されることもよくある事である。本件において

も５頁に述べたようにH29年度には補助金を前提にしているが黒字を達成している。

そうすると上記の「当該法人の事業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経

営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費」に

あたらないのは明らかである。

７ 議会の対応等について

原判決は裁量権の逸脱又は乱用があるか否かを総合的に判断するための要素と

して、議会の対応や和泉市の財政状況を指摘する。

本件補助金を支給するための厚生文教委員会の補正予算の審議（甲６）では、既
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に事業が行われている段階で補助金を支給する問題や、児童発達支援センター

の対応の問題等で多くの疑問が出されており、最終的に議案は了承されたがこの

議決が本件補助金の公益性を補強する事実とは到底言えない。又議会の議決が

あつたとしても、法令上違法な支出が適法な支出となる理由はない。（昭和37年 3

月 7 日 最高裁大法廷 民集 16巻 3号 445 頁）

又財政状況については、既に述べた如く（原告第 1 準備書面 4-5 頁）、平成 28

和泉市の財政の余裕を示すH28年度年度実質単年度収支は55百万円に過ぎず、

単年度で 30 百万円でかつ毎年継続して発生する事を考慮すると、財政的に余裕

のある状況とは言えない。

以上、諸要素を総合的に判断しても、和泉市長の本件補助金の支出の判断は裁

量権の逸脱・乱用がある。

８ 結論

以上本件補助金は、その目的である機能訓練士等の配置に伴う機能強化に何ら

寄与せず、本件補助金を支給しなくても本件事業の継続は十分可能であり、機能

訓練士等の加配も可能である。本件補助金の財政支援は本件要綱に反し、一般

的に財政支援は慎重になさねばならない事を等を考慮すると、議会の対応や市の

財政状況を総合的に考慮しても、本件補助金の支出に公益性を認めた和泉市長

の判断は裁量の範囲を超え違法である。

以上


