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平成20年（行ウ）第１５０号 特別報酬の支給差止等請求事件（住民訴訟） 

原告 小林洋一 

被告 和泉市長 他 1 名  

 

原告 第３準備書面 

 

 

平成２１年７月１日 

 

大阪地方裁判所第２民事部（乙係） 御中 

 

原告 小林洋一 

 

原告は以下のとおり、被告ら（以下被告とする）の準備書面（３）に反論する 

 

第１ 給与条例１２条（以下改正条例）の適用について(乙１４) 

被告は本件職員の内、被告の区分による①から④の職員について、給与条例

12 条が適用されると主張するが失当である。本件職員は既に述べたようにいず

れも地公法 3 条 3 項 3 号に規定する特別職であり、その職員に適用される条例

は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（甲５）であ

り、①から④の職員には一般職について定めた給与条例の適用はなく、従って

給与条例１２条の改正は本件に何ら影響を及ぼさない。 

 

仮に本件職員（①から④の職員）が一般職とみなされたとしても、本件職員への

特別報酬は違法な支給である事を以下主張する。 

 

第 2 改正条例においても給与条例主義反する。 

給与条例主義は、給与の支給時期の調整のような技術的、細目的な事項につ

いて地方公共団体の長の定める規則に委任することは許されないものではない
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としても、給与の種類、額、支給方法等の給与に関する基本的事項については、

条例自体でこれを定める必要がある（東京地判昭 53・7・4 行集二九巻、最高裁

第一小法廷 昭和 50 年 10 月 2 日）。 

ところで改正条例には、一般職の非常勤職員に報酬を支給すること（第 12 条第

1項）、一般職非常勤職員報酬表が適用され（第 12条第２項）、報酬の号給は規

則で定め（第 12条の２第 1項）、各号に定める額にその職種、勤務日数、職務内

容その他の条件で規則で定める率を乗じ（第 12 条第２項）と定められている。 

即ち改正条例では、各号給に対する報酬額を定めるのみで、いかなる職種がど

の号給に対応するか、更には職種によって報酬を調整する率等は全て規則に委

任している。このような条例の規定では、本件職員についてその報酬を定めること

はもとより、どの程度の報酬が支給されるかの目安すらつかないものである。この

ような規定の仕方は、議会の影響が及ばない規則において本件職員の報酬をい

かようにも決定できるもので、条例において単に給与の支給根拠のみを定め，具

体的な額，支給要件等の基本的事項をすべて普通地方公共団体の長又は規

則に委任するようなことは，給与条例主義の趣旨に反し，許されない。（平成 20

年 1 月 30 日 大阪地裁） 

被告は、本件職員の職務の多様性等から、条例で全て規定することが困難であ

り、規則に委任することが必要であると主張するが、新たに改正された施行規則

（乙１７）を見ると、職種により号給の対応はパート保育士が５０号それ以外の本件

非常勤職員は４９号の 2 種類と定め、給与の調整については、パート保育士が

100 分の 80、学校給食調理員が 100 分の 88、その他は 100 分の 100 の３種類と

定めている。このような規則での規定を条例に定めることに何ら技術的な問題は

無い。 

更に本件非常勤職員の報酬の改定は H9 年度より、今回の改訂まで一度も行わ

れておらず、その点からしても被告の主張する条例で定めることにより柔軟な対

応が不可能になったり、瑣末な（被告の主張）条例改正が頻発となる恐れもな

い。 

従って、改正条例はそれ自体で報酬を定めたことにはならないし、それを条例で

定めることに何ら困難性を認めることが出来ないから、この改正条例をもってして

も給与条例主義に反すると言わざるを得ない。 
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第３ 改正条例の違法性 

改正条例の報酬には、非常勤職員に支給が許されている普通報酬以外に本件

特別報酬と事実上の退職金にあたる特定退職金共済制度（特退共）への自治

体の拠出金 3000 円／人が含まれている。（甲第３７号証、甲第４１号証） 

特別報酬の違法性は既に主張した通りであるが、特定退職金共済制度とは個人

事業主又は法人が、所得税法施行令第７３条に定める特定退職金共済団体（商

工会議所、商工会等）と退職金共済契約を締結、掛金を拠出し、加入事業主に

変わって特定退職金共済団体から従業員に直接退職金等の給付を行う制度で

あり、特退共への掛金は非常勤職員に支給出来ない退職金の前払いであり、特

別報酬と同様違法である。この違法な支出を毎月に分割し普通報酬に上乗せし、

形式的に違法性を逃れようとするもので到底許されない。 

更に改正条例第 2 条の２ 第２項には｢前項の規定により号給を決定する場合に

おいて、前年度 1 年間を通じて一般職非常勤職員であったものを同一の職務の

非常勤職員に任用したときは、前年度の勤務実績に応じて規則で定めるところ

により、前年度における号給の1号上位の号給に決定することが出来る｣と定める。

規則（乙１７）で定める勤務実績とは規則第 38 条に勤務率が 100 分の 85 以上で

ある事と定められている。このことは通常の勤務を行い、引き続いて同じ職務に任

用されたときは 1 号給昇給するいわゆる定昇の制度を定めたものである。ところで

改正条例の対象となる職員はいずれも継続雇用を前提としない職員であり、この

ような任用形態の職員に任期の定めのない継続雇用を前提とする正規職員と同

様の定昇制度は設けることは、非常勤職員制度の根幹に抵触するもので、違法

のそしりを免れない。このような継続雇用を前提としない職員について総務省の

通達で、｢再度の任用についてはあくまで新たな職に改めて任用されたと解すべ

きであり、その報酬は同一であるべきである。｣とされている。（総務省 臨時・非常

勤職員及び任期付き短時間勤務職員の任用等について 甲第３８号証 P7,8） 

東京都港区はこの総務省の通知と同趣旨の指導を東京都から受け、非常勤職

員の定昇制度の実施を中止（延期）している。（甲第３９号証） 

報酬の支給額をどのように決めるかは市長等の裁量の範囲であるとしても、その

内容が、法令の規定ないし趣旨に反する場合には、条例としての効力を有しな
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いものといわなければならない（最判昭和五三年一二月二一日民集三二巻九号

一七二三頁参照）。このような趣旨で報酬を定めることは公序良俗に反し、市長

の裁量の範囲を逸脱し、このように定められた改正条例は無効であり、この条例

をもって以下述べる過去の違法性が治癒される余地はない。 

又、今回の改正条例の議会審議にあたって、実質的な報酬を定める規則は議員

からの再三の提示要求にも拘わらず提示されず、改正条例に違法な特別報酬

や特退共の拠出金が含まれることが明らかにされない状態で審議されたもので、

そのような違法な報酬を含めて、改正条例の報酬が定められることを議会が了解

し、議決したものではない。（甲第４２号証） 

 

第４ 遡及適用について 

被告は準備書面３の3頁の４，５にて、改正条例は附則3項の経過措置の規定を

もって、給与条例主義の趣旨の一層の徹底をはかる観点から制定されたもので

あると主張する。被告の主張は必ずしも明らかでは無いが、仮に本件特別報酬

の支給が違法であったとしても、改正条例の経過措置に基づき違法性は治癒さ

れるとの主張と解し、以下反論する。 

 

１ 条例等法は未来に対して法律的効果を発揮するもので、過去の事件につい

ては何ら影響を及ぼさないのが原則であり、改正前の法律にてらして違法であつ

た計画が法律の改正によって適法になる理由はない。（昭和27年 1月25日 最

高裁第二小法廷 民集 6 巻 1 号 22 頁） 

但し民事訴訟においては、国民に不利益を与えたり、既得の権利利益を侵害す

るなど国民の権利義務を侵害しない範囲で遡及適用が認められる可能性がある

が、それも公共の福祉を実現するなど遡及適用を認めるにあたって特段の合理

的理由が必要とされる。（最高裁大法廷 昭和 24年 5月 18日、高知地裁平成 4

年 10 月 13 日）  

ところで改正条例の附則３項による遡及適用については、同じく改正条例附則第

４項において旧条例で支給した給与の総額が新条例に基づき算定した額と異な

る場合も調整しないと規定する事から、新条例は旧条例支給された本件非常勤

職員の給与（報酬）の額に対して何らの影響も与えないもので、寧ろ改正給与条
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例によって被告の主張する特別報酬の違法性が治癒されるとすると、市長に対

する損害賠償請求権が消滅し、結果的に市に損害を与えひいては市民に不利

益を強いる結果となることから、特段の合理的理由も認められなく、公共の福祉

の実現に何ら寄与しないもので、原則に反してまで遡及適用を有効にする理由

は存在しない。 

又、改正条例の議会審議は、もっぱら非常勤職員の報酬の条例化と報酬の経

験加算等についての審議が主であり、改正条例が遡及適用により過去の特別報

酬の支給の違法性を治癒する趣旨を含むものであるとの審議は提案理由の説

明を含め一切なされていない事を付言する。（甲第４２号証） 

 

２ 既に述べた如く条例等法は未来に対して法律的効果を発揮するもので、過

去の事件については何ら影響を及ぼさないのが原則である。遡及適用はその原

則に反し、過去に遡って新たに定められた法律効果を適用するもので、そのよう

な例外的な措置を有効とするには、過去のどの期間について遡及して有効とす

るかを明示的に条例等に定める必要がある。しかし改正条例については遡及適

用の定めは無く、附則 3 項の経過措置をもってしても遡及適用を定めたものと解

することは困難であり、前述した如く改正条例の議会審議においてもそのような

趣旨の説明や審議は一切なされていない。又仮に遡及適用が有効と解したとし

ても、非常勤職員の職務の特殊性から任期が限定され、既に多くの退職者がお

り、それらの人に遡及適用する意味は無いし、それらの人も含め過去の全ての非

常勤職員の報酬の支給について遡及適用するような包括的な定めは許されな

い。 

 

３ 遡及適用による瑕疵の治癒とは、瑕疵の原因に対し新たに定めた条例等（追

認条例）を遡及適用し、新たな法律効果を与えることによって、その原因を除去

し瑕疵を治癒させる効果を言う。 

本件訴訟において違法性を争っているのは、本件職員に特別報酬の支給が許

されるか、許されるとして給与条例主義に反しないかである。ところで改正条例に

は特別報酬の支給について何らの定めは無いから、仮に改正条例を遡及して適

用することが可能であったとしても、改正条例にはそもそも違法な原因に対する
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新たな法律効果を与える余地は無く従って瑕疵が治癒される事もない。 

 

４ 被告は附則 3項の経過措置の規定｢新条例施行前に非常勤職員に支給され

た報酬等一切は新条例に基づいて支給された報酬とみなす｣との規定をもって、

本件非常勤職員の特別報酬が仮に違法であったとしても包括的にこれを合法化

するとの主張とも解せられが、本件訴訟で争われているのは特別報酬の支給の

事実であり、改正条例ではこの特別報酬を 12 分し、それを各月に上乗せして報

酬を定めることによって、特別報酬の支給を廃止し、附則 3項の経過措置の規定

によって年 2回支給された特別報酬を毎月の報酬の一部とみなすものである。即

ち特別報酬の支給が無かったことにし、それを毎月の報酬に転換しようとするも

のである。特別報酬と普通報酬はその趣旨、支給方法など全く異なるものであり、

これを同一のものとみなす（一種の擬制）ことは本件で争っている特別報酬の事

実を没却するもので、事実関係を無視してこのように包括的に擬制し合法化する

解釈は到底許されない。仮にこのような事が許されると、あらゆる違法な支出が新

たに定めた報酬（普通報酬）とみなす事によって合法化されることになる。事実違

法な退職金の前払いである特退共の拠出金もこの報酬に含まれている。このよう

な事は公序良俗に反し許されないことは自明である。 

 

５ このような遡及適用が許されると、たとえ地方公共団体の長が当該地方公共

団体に対する関係で不法行為をしても、はるか後になって条例等を改正すること

によってすべて遡及的に適法となり、当該地方公共団体に対する損害賠償責任

を免れることを是認する結果となりかねない。このような条例改正は実質的には権

力者のお手盛りによる自己免責にほかならず、これを無条件に認めるのは正義

の観念に照らして許されない。 

法治主義の下では、行政行為は法令に適合したものでなければならず、その瑕

疵は容認しがたいが、暇疵のある行為について一定の限度で条理上取消権が

制限され、暇疵のない行為として扱おうとするのが瑕疵の治癒の法理である。 

しかしそれは法治主義の原則の例外をなすものであるから、無制約に適用され

得るものではなく、例えば無効な行為については適用し難いと説かれている。（判

例時報１４７３号 181 頁 甲第４０号証） 
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本件において長が地方自治法に反して特別報酬を支出したこと又それらの支出

が給与条例主義に違反して行われた暇疵は重大であると同時に、外形上一見

明白であり、無効と解すべきである。 

そうすると、本件事案について瑕疵の治癒の法理を適用することは出来ない。 

 

６ まとめ 

改正条例は、一般職について適用されるところ、本件非常勤職員はいずれも特

別職であり、改正条例の適用対象外である。 

仮に一般職として改正条例の適用を受けるとしても、改正条例には遡及して適

用する定めが無く、経過措置によるとしても本件で違法とされている特別報酬が

改正条例に何ら定めが無いから、新たな法律の適用により違法性が治癒する余

地もなく、いずれにしても遡及適用により違法性が治癒する余地は無い。 

更に、改正条例自体が条例自体で報酬を確定することが出来ず、給与条例主

義違反の瑕疵を治癒するにあたわず、又改正条例が違法な特別報酬や実質的

な退職手当を含む報酬を定めていることは、長の裁量の範囲を逸脱するもので

改正条例自体が無効と解せられる。議会の審議もこれらの違法な報酬を含む報

酬を定めていることを認識出来ない（市長が細目を提示しないで条例を提出）で

審議したもので、このような状況を了解して議決したものではない。 

このような遡及適用により、かつて違法であったものが適法化されるのは法の建

前に反し、それを例外的に適法化される余地があるとしても、それは制限的に考

えられるべきである。本件の特別報酬の地方自治法違反及び給与条例主義違

反はいずれも重大な瑕疵であり、且つその違法性は明確であるから、特別報酬

の支給は無効と解すべきであり、そのような無効な事件が遡及適用により違法性

が治癒される余地は無い。 

 

第５ 予備的主張 

 仮に被告の主張する遡及適用により違法性が治癒されたとしても、遡って適用

する旨の遡及適用の定めが無いから、特別報酬の違法な支出が合法化され、そ

の支出が許されるのは改正条例施行後であり、既に支給された特別報酬の支給

日から改正条例施行日までの金利相当分は市の損害と評価される。（予備的主
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張） 

その額は法定利息５％として、改正条例が適用される①から④の職員は市長部

局の全てであるから 

・19 年 6 月支給分 金利対象期間は少なくとも 21 ヶ月であり、金利相当額は 

81,912,540×21/12×0.05=7,167,347 円 となる。 

・19 年 12 月支給分 金利対象期間は少なくとも 15 ヶ月であり、金利相当額は 

96,638,767×15/12×0.05=6,039,922 円 となる。 

合計 13，207，269 円であり、以下の予備的請求を行う。 

被告和泉市長は、井坂善行に対し 13，207，269 円及びこれに対する訴状送達

の日の翌日から支払い済みまで年 5 分の割合による金員を請求せよ。 

 

第６ 本件職員を地方自治法 203 条の２の非常勤職員と位置づけることについて 

旧給与条例（乙２）において 

第 1 条 この条例は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 204 条及び地方

公務員法(昭和 25 年法律第 261 号。以下「法」という。)第 24 条第 6 項の規定に

より本市職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。 

とし、地方自治法204条の常勤を対象とした職員に適用していたが、今回の改正

により｢第２０４条及び｣を｢第２０３条の２及び第204条並びに｣と改訂した。このこと

は今回の非常勤職員についての改正は地方自治法第２０３条の２の職員を前提

としたものであり、被告準備書面３の1頁には、｢本件職員を地方自治法203条の

２の非常勤職員と位置づける観点から報酬のみを支給することとし｣ 、更に同２

頁には｢地方自治法 203 条の２第項に基づく新条例も、そのような法令の趣旨に

沿って施行規則が規定することを委任していることは明らかであり｣と同趣旨の陳

述を行っている。 

本件職員が地方自治法203条の２の非常勤職員にあたるか、同法204条の常勤

の職員に当たるかは本件訴訟の争点であり、被告は今まで本件職員が常勤の職

員とも解せられる余地があるとの主張を行っていたが、この陳述の趣旨からすると

被告は改正条例が成立した以前から、本件非常勤職員（①から④の職員）を地

方自治法 203 条の２の非常勤職員にあたることを自認した事になる。 

そうすると本件①から④の職員には報酬と費用弁償以外にいかなる報酬も支給
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できない。 

以上 


