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平成２３年（行ノ）第４４号 特別報酬支給差止等請求控訴事件上告受理の申立事件 

上告受理申立人 小林 洋一  

相手方       和泉市長 辻 宏康 

相手方       和泉市病院事業管理者 山下隆史 

 

上告受理申立理由書 

 

平成 23 年７月２７日 

 

最高裁判所 御中 

 

上告受理申立人 小林 洋一 

 

 

頭書事件につき、申立人らは下記のとおり上告受理申立の理由を提出する。 

 

記 

 

 原判決は、市長の過失の判断について経験則違反、審理不尽の違反があり、判決に影

響を及ぼすことは明らかである。 

 

第１ 本件の概要 

本件は和泉市及び和泉市病院が雇用する非常勤職員（以下本件職員）に対し、特

別報酬を支給したことが違法であり、和泉市市長及び和泉市病院事業管理者に対し、

当時の和泉市市長であった井阪善行に、同じく和泉市病院事業管理者であった山下

隆史を相手方とし、それぞれ損害賠償請求を行うよう求めた住民訴訟である。 



2 

第２ 原審の判断 

原審は本件職員の内、和泉市病院が雇用する企業職員については特別報酬の支

給に違法は無く、市が雇用するその他の職員については、特別報酬の支給そのものが

違法であり、給与条例主義にも反する違法な支出であり、新たに制定した給与条例を

遡及適用してもその瑕疵は治癒しないと判断した。しかしながら市長としてこの違法な

支出を阻止すべき注意義務を怠った過失は認められないとして、損害賠償請求を棄却

した。 

この原審の判断は、経験則違反、審理不尽の違反があり、判決に影響を及ぼすこと

は明らかであり、以下その誤りについて述べる。 

 

第３ 上告受理申立理由（当時の市長であった井阪の故意・過失の判断について） 

１ 原審の判断 

原審は以下判示する。 

 争点（5）（井坂の故意又は過失の有無）について 

 （1）まず、地自法２０４条２項に規定する同条１項の常勤の職員に該当しない非

常勤職員に対し期末手当に該当する本件特別報酬を支給した点について、井坂

の故意又は過失があったかを検討する。 

   ① 国家公務員については、人事院規則１ ５－１５が非常勤の職員の勤務

時間を定めるが、地方公務員については、地自法及び地方公務員法その他の法

令において、常勤の職員と非常勤の職員とを区別する一般的基準や手当の支給

の可否に関する基準は設けられていない。② 平成１９年当時、常勤の職員と非

常勤の職員とを区別する基準や、その他非常勤の職員として任用されている者に

対する手当の支給が開法２０４条２項に基づく手当の支給として適法となるための

要件を明らかにする行政実例や裁判例があったことはうかがわれない。控訴人が

挙げる裁判例（甲５９の１、２、甲６０の１、２、甲６１の１、２）も、常勤の職員と非常勤

の職員の区別の基準や手当支給の可否に関する判断を示したものとは解されず、
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これらについて、前記2（1）に係る解釈を採るべきであるということが実務において

一般の認識となっていったともいえない。③ 職員①～④の勤務時間は、常勤の

職員の基本的な勤務時間の４分の３に近接しており、常勤の職員の実働時間の４

分の３を超える例も少なくなかった。 

  以上の各事情に照らすと、当時の市長である井仮において、職員①～④に対

し本件特別報酬を支給するに際し、その違法性について疑義があるとして調査を

しなかったことが市長として法令による適正な執行を遵守すべき注意義務に違反

するとまではいえず、また本件特別報酬の支給が地自法２０４条２項の要件を満た

すものでないことを容易に知り得たとは言い難い。 

（2）次に、本件特別報酬の額及び支給方法又はこれらに係る基本的事項につい

て条例に定めのないまま本件特別報酬を支給した点について、井坂の故意又は

過失を検討する。 

 ①非常勤職員についても、給与の額及び支給方法又はこれらに係る基本的事

項は条例で定めるべきであるが、いかなる項目・内容をどの程度具体的に定めな

ければならないかは法令上一義的に明らかではない。② 旧自治省は、非常勤職

員の給与に関する条例の準則として、「一般職の職員の給与に関する条例（市の

事例）」（乙１３）及び「企業職員の報酬及び費用弁償に関する条例（案）」（乙４）を

示しており、和泉市の条例はこれに準拠している。③ 大阪府及び大阪府下の市

（計３４団体）には、報酬限度額を決め、報酬具体額の決定を任命権者に委任して

いたものが１９団体あるが、和泉市と同じく、報酬具体額の決定について、全面的

に任命権者に委任していた例も１０団体あった（甲４９、乙２２、乙２３の１～３１）。 

 以上の各事情に照らすと、当時の市長である井坂において、地自法上の上記規

定との関係で、本件特別報酬の支給の適法性に疑義があるとして調査をしなかっ

たことが適正な法による執行を遵守すべき注意義務に違反するとまではいえず、こ

れを支給することが同法の上記規定に反することを容易に知り得たとはいい難い。 

 （3）本件特別報酬の支給に関しては、井坂の権限に属する財務会計上の行為
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を、補助職員が専決により処理している。上記（1）（2）でみたところによれば、井坂

において、補助職員が専決により財務会計上の違法行為である本件特別報酬の

支給をすること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まではいえない。（原審17頁から19頁） 

 

２ 原審判断の誤り 

以上の原審の判断のうち特に（２）給与条例主義について重大な誤りがある。 

（１）誤りと判断する要旨 

原審の市長の故意・過失についての判断は平成 22 年最高裁判例（平 20(行ヒ)

第 432 号）（以下平成２２年最判）を基礎になされているものであるが、過失を判断

する上で、当該事件の背景等個別事情を考慮しなければならない所、何らそのよ

うな考慮はなされず、平成 22 年最判を盲目的に踏襲したもので、経験則違反、審

理不尽の違法は明らかである。 

即ち平成 22 年最判は、臨時職員への手当の支給に関し、訴訟に至るまで議会

やマスコミからの指摘が一切無い状態で起こされた事件についての判断であり、

そのような事情では市長が多数の事務事業についてその合法性について一切合

切懐疑的に調査することは事実上困難であり、手当の支給に明らかに違法と認め

られる点が無ければ、その支給について疑義があるとして調査を行わなかった事

に故意・過失は無いと判断したもので一定首肯出来る。しかしながら本件は訴訟

に先立つ 2 年前に和泉市市議会の定例会で本件職員への特別報酬の支給は違

法であるとして、３つの裁判例を示しながら具体的な議論がなされており、平成 22

年最判とは事情が異なり本件では調査を行うのに十分な契機があり、そのような中

で手当の支給について何ら調査を行わず、調査を行えば違法な支出であることが

容易に判断できたにも拘わらず、漫然と支給を続ける事を阻止しなかった市長に

重大な過失があり、少なくとも過失は免れない。以下個別に検討する。 
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（２）平成 22 年最判の背景 

平成 22 年最判の１審（平成 17 年行（ウ）第１４６号）判決文 P31 の被告の主張で

は 

｢臨時的任用職員に対する本件一時金の支給については，その支給が開始さ

れた昭和５６年ころから平成１７年度までの間に，原告らによる本件監査請求以外

にその支給が違法である旨の指摘がされたことはなく，昭和５５年９月２６日自治給

第４０号各都道府県知事，各政令指定都市市長あて自治事務次官通知が出され

た以降も，自治省や大阪府から本件一時金の支給が給与条例主義の観点から問

題があるといった指導を受けたことも，議会やマスコミ等によって当該支給が違法

であるとの指摘をされたことも無かった。｣（引用終了） 判タ 1287 号 124 頁、判時 

2036 号 3 頁、判例地方自治 309 号 35 頁 

以上、平成 22 年最判は、臨時職員への一時金の支給が違法であるとの指摘が

全く無かった背景の事件である事に留意すべきである。 

 

（３）市議会での議論（甲４５） 

一方本件では、平成 18 年第 4 回定例会の一般質問で、小林昌子議員が非常

勤職員への特別報酬の支給は違法ではないかと質問している。その質問で、非

常勤職員は常勤の職員ではなく正しく非常勤の職員であり、地方自治法上手当

の支給は出来なく、更に特別報酬の支給について条例に定めが無いから給与条

例主義に反し違法な支給では無いかと質問している。その際関連する裁判例（群

馬県東吾妻町の臨時職員への期末手当に関する訴訟（甲59その 1及びその 2）、

熊本県御所浦町（現天草市）の割増報奨金に関する訴訟（甲 60 その 1、同その 2）、

京都府八幡市の非常勤嘱託員への期末勤勉手当に関する訴訟（甲 61））をあげ

て詳細に質問している。（控訴人準備書面（２）P８－１１参照） 

市長の過失を判断する上で、訴訟に先立ち支出の違法性が指摘されていた時

の市長の過失について、群馬県東吾妻町の臨時職員への期末手当に関する訴



6 

訟（甲５９その２）の 20 頁に、違法な支出に先立ち監査請求がされており、支出に

関する問題点を十分認識し、検討する機会があったにも拘わらず、違法な支出を

行った事に過失は明らかであると判断しており、更に京都府八幡市の非常勤嘱託

員への期末勤勉手当に関する訴訟（甲 61）の 27 頁に、違法な支出の当日に違法

性の指摘の質問があり、それより以前に質問通告等により質問内容を了解してい

たことは明らかであるから過失は明らかであると判断している。 

以上の裁判例からしても、本件特別報酬の支出の 2 年前に、議会で本件特別

報酬の支出の違法性が、具体的に指摘されている事実は、市長の過失を判断す

る上で極めて重要な事実となる。 

 

（４）条例での定め 

ここで重要なのは以上に指摘した 3 つの裁判例である。原審はこの裁判例を常

勤職員か非常勤職員かの判断の基準にはならないと判断しているが（原審１８頁）、

裁判例は和泉市の給与条例に基づく本件特別報酬の支出が給与条例主義に反

することを明らかにするために提示したもので、原審はそれについては何ら判断し

ていない。（採証法則違反） 

3 つの裁判例で給与条例主義に反するとして違法とされた条例と和泉市の条例

を比較すると、下記のようになる。 

①群馬県東吾妻町（甲５９その２ 3 頁 尚甲 51 号証の表記は 59 号証の誤り） 

第 22 条 非常勤職員の（再任用短時間勤務職員を除く。）の給与は、この条例
の規定にかかわらず、⽇額⼜は⽉額とし、その額は、予算の範囲内において常勤
の職員の給与との均衡を考慮して任命権者が定める。 

２ 前項の非常勤の職員は、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与を
除く他いかなる給与も⽀給しない。 

②熊本県御所浦町（原天草市）(甲６０その３) 

第２１条 臨時⼜は非常勤の職員の給与⼜は報酬については、他の⼀般職の職員
との均衡を考慮し、予算の範囲内で、任命権者が定める。 
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③京都府八幡市(甲６１ 28 頁) 

第２１条 常勤を要しない職員の給与については、任命権者が他の常勤の職員
との給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で⽀給する。 

④和泉市（乙２ 2 頁） 

第１２条 非常勤職員（再任用短時間勤務職員を除く。）の給与は、この条例
の規定にかかわらず、⽇額⼜は⽉額とし、その額は、予算の範囲内において職員
の給与との均衡を考慮して任命権者が定める。 

２ 前項の非常勤の職員には、他に別段の定めがない限り、前項の給与を除く
他いかなる給与も⽀給しない。 

⑤参考 準則（乙１３ ２２６８頁） 

第 24 条 常勤を要しない職員（再任用短時間勤務職員を除く。）及び 2 ヶ⽉

以内の期限を定めて雇用される職員については任命権者は、常勤の職員の給与と

の権衡を考慮して予算の範囲内で給与を⽀給する。 

以上①～④のいずれの条例も準則をベースにほぼ同じ規定の仕方であり、特

に和泉市の条例と①群馬県東吾妻町の条例は全く同じであり、これらの判決を精

査すれば和泉市の給与条例が給与条例主義に反することは容易に判断が可能

である。 

更にこの一般質問のやりとりで、井阪は本件に関する地方自治法の規定を知ら

ないと答弁している。(甲４５ ５１頁) 市の最高責任者が地方自治体の規範的条

例である地方自治法を知らないこと自体重大な問題であるが、そうであれば尚更

本件特別報酬の支給に関し給与条例に違法な点が無いかどうか、調査することを

指示することは善良な管理者としての市長の最低限の義務である。ところがそのよ

うな調査の指示を一切行わず、漫然と本件特別報酬の支給を続ける事を阻止しな

かった事には重大な過失があり、少なくとも過失は免れない。 

 

（５）多くの行政実例の発出（原告第８準備書面 P４－６参照） 

地方公務員の給与の適正化に関して、自治省（当時）の公務員部長等から
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様々な通知がなされており、昭和 54 年８月 31 日付けの自治給第 31 号各都道府

県知事、各指定都市市長あて自治省行政局公務員部長通知は、適法かつ適正

な給与支給に努めるべく留意すべき事項として、常勤の職員と非常勤の職員とを

区別することなく、「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

主義の趣旨に反するものであり、その内容は条例に明確に定めること。」と記載し

ている（なお、上記通知は、「なお、貴管下市町村にもこの旨示達されるとともに特

に最近の事例に鑑み市町村において違法な給与の支給等が行われることのない

よう適切なご指導をお願いする。」としている。）とされている。（甲第４６号証） 

更に以下の行政実例も存在する。 

昭和２７年１１月１８日自行公発第９６号函館市人事委員会委員長あて公務員課

長回答「条例制定事項について」は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する事項を全面的に規則で定めるよう条例で委任することはできないものと

解するとしている。  

昭和 31 年 9 月 28 日自丁行発第 82 号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知

｢非常勤の職員に対し期末手当を考慮して、六月、十二月に支給する報酬の額を

それ以外の月に比して多くするような規定をすべきものではない。｣ 

以上の行政実例を真摯に受け止めれば、本件特別報酬を支給することが違法

であるとの認識は容易に可能である。 

その他、平成 19 年当時既に茨木市（平成 22 年最判の１審）、枚方市の類似訴

訟が提訴されており、裁判記録等を取り寄せ関心を持つべきであり、当時は労働

団体も非常勤職員の手当支給が違法との報道に論文を掲載しており、学説でも

本件の様な条例の規定の違法性は一般的になっていた等の事情がある。 

 

（６）原審での市長の過失は無いとした理由について 

ア 給与条例主義上如何なる事項を規定すべきかが明らかでないについて 
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本件和泉市の非常勤職員に関する給与条例（旧）では、「給与は日額又は月

額とし、別段の定めがない限り、それ以外のいかなる給与も支給しない」とされ

ていることから、別段の定めが無い中で（特別報酬の支給基準を定めた非常勤

職員の報酬及び費用弁償取扱基準（甲６）は内部手続を定めたものに過ぎず、

ここでいう別段の定めにはなり得ない）日額でも月額でもない特別報酬（実質期

末手当）の支給が出来ないことは文面上明白で、仮に不確定な事情（常勤か非

常勤かの判断及び条例で定めるべき事項）があったとしても違法性の判断は容

易に可能である。 

ちなみに群馬県東吾妻町の臨時職員への期末手当に関する訴訟（甲 59 そ

の 1 及びその 2）の判決文 P19 で以下判断している。 

｢しかるに、旧 22 条１項は、非常勤職員の給与は、｢日額または月額｣とし、第 2

条において、｢他の条例に別段の定めが無い限り、前項の給与を除くほか、他

の如何なる給与も支給しない｣と規定しており、明確に同条 19 条所定の期末手

当の支給を禁止しているものと解することが出来る。そして他にこれを認める条

例は存在しない以上、本件期末手当の支給は条例に基づかないものであり、法

204 条の２に違反するものと言わざるを得ない。｣引用終了 

 

イ 本件給与条例が自治省（現総務省）の準則に則って策定されていること 

本件条例には｢非常勤職員の給与は、｢日額または月額｣とし、第 2 条におい

て、｢他の条例に別段の定めが無い限り、前項の給与を除くほか、他の如何なる

給与も支給しない｣と規定しており、この事項が給与条例主義に反する大きな事

由となっており、この文言は準則には無い規定である。従って準則に則って策

定されているとは言えない。 

 

ウ 和泉市と同じく、報酬の具体額の決定について、全面的に任命権者に委任

していた例も１０団体あった事について 
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圧倒的多数の自治体が同様の定めをしていればともかく、１０団体は府内の

自治体の３４団体からみれば寧ろ少数であり、他の１０団体が同じような規定の

仕方をしている事は理由にならない。寧ろそのような団体の定めを是正すべきと

考えるべきである。 

 

（７）まとめ 

以上、本件は手当の支給が違法であるとの指摘の存否で平成 22 年最判とは事

情が異なり、本件について議会での指摘は詳細且つ具体的でその指摘は本件特

別報酬の支給について疑義をもって調査するに十分の契機があり、調査を指示

すれば、本件特別報酬の支給が違法であることは容易に判断可能であり、更に関

連する行政実例の存在等を考慮すると、原審があげる事情を考慮しても本件特別

報酬の支給が少なくとも給与条例主義上違法である事は明らかである。本件特別

報酬の支給について疑義をもって調査をしなかったこと、更に本件支給が違法で

あり、少なくとも給与条例主義に反するとしてこの支給を阻止しなかった井阪の故

意・過失は明らかである。 

 

３ 民事訴訟法 318 条 1 項所定事由の存在 

以上の通り、当時の市長であった井阪の責任について、提出した証拠を適切に

判断せず、本件特別報酬の支給について市議会において違法との指摘があった

事情を考慮せず、平成 22 年最判を無条件に踏襲し判断したことは、経験則違反・

採証法則違反があり、市長の過失に関する判断に重要な事項を含むものである。 

 

以上 
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【別紙  上告受理申立書 要旨】 

第１ 本件の概要 

本件は和泉市及び和泉市病院が雇用する非常勤職員（以下本件職員）に対し、特

別報酬を支給したことが違法であり、和泉市市長及び和泉市病院事業管理者に対し、

当時の和泉市市長であった井阪善行に、同じく和泉市病院事業管理者であった山下

隆史を相手方に、それぞれ損害賠償請求を行うよう求めた住民訴訟である。 

 

第２ 原審の判断 

原審は本件職員の内、和泉市病院が雇用する企業職員については特別報酬の支

給に違法は無く、市が雇用するその他の職員については、特別報酬の支給そのものが

違法であり、給与条例主義にも反する違法な支出であり、新たに制定した給与条例を

遡及適用してもその違法性は変わらないと判断した。しかしながら市長としてこの違法

な支出を阻止すべき注意義務を怠った過失は認められないとして、損害賠償請求を棄

却した。 

この原審の判断は、経験則違反、採証法則違反があり、判決に影響を及ぼすことは

明らかであり、以下その誤りについて述べる。 

 

第３ 上告受理申立理由（井坂の故意又は過失の有無について） 

１ 原判決は、 

一点目特別報酬の支給自体に故意・過失があったかの点について、常勤か非常

勤かの弁別の基準について地自法及び地方公務員法に定めが無いこと、当時に常

勤の職員と非常勤職員を区別する基準や、非常勤の職員の手当の支給が適法とな

るための要件を明らかにする行政実例や裁判例があったことはうかがわれない事、

本件職員の勤務時間が常勤の職員の勤務時間の３／４に近接している事を理由に、

本件特別報酬を支給するに際し、その違法性について疑義があるとして調査をしな

かったことが市長として法令による適正な執行を遵守すべき注意義務に違反すると
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まではいえず、また本件特別報酬の支給が地自法２０４条２項の要件を満たすもので

ないことを容易に知り得たとは言い難い。 

二点目、本件特別報酬の支給が給与条例主義に反するかについては、給与条例

にいかなる項目・内容をどの程度具体的に定めなければならないかは法令上一義

的に明らかではない事、本件条例は旧自治省が示した非常勤職員の給与に関する

条例の準則に準拠していること、本件条例の定めと同様な定めをしている自治体が

府内に１０の自治体が存在する事を理由に、本件特別報酬の支給の適法性に疑義

があるとして調査をしなかったことが適正な法による執行を遵守すべき注意義務に違

反するとまではいえず、これを支給することが同法の上記規定に反することを容易に

知り得たとはいい難い。とし、 

以上の二点を理由に、井阪は補助職員が専決により財務会計上の違法行為であ

る本件特別報酬の支給をすること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まではいえない。 

 

２ しかし原判決の判断には以下の誤りがある。 

原審の判断に大きな影響を与えた平成 22 年最判は、臨時職員への手当の支

給について、それに疑義があるとの指摘がマスコミや議会で一切なされていない

背景での事件であり、そのような状況では多くの事務事業について全て懐疑的に

調査することは不可能であり、臨時職員への手当の支給について疑義がある事が

明らかな事情も無い中で、市長の故意・過失は無いと判断したものである。しかし

ながら本件は本件訴訟に先立つ約 2 年前に、和泉市議会の一般質問で本件訴

訟の内容とほぼ同様の趣旨で非常勤職員への手当の支給が違法であるとの指摘

がなされ、具体的な 3 点の裁判例を示して市の対応を質している事実がある。この

議会での指摘は単なる違法の可能性の指摘に留まらず、具体的な裁判例を示し

て本件特別報酬の違法に言及しており、本件特別報酬の支出について疑義を持

って調査するに十分な契機があり、ここで提示された裁判例の給与条例を精査す
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れば本件特別報酬の支給は給与条例主義上違法であることは容易に判断が可

能である。 

更に原審の過失が無いとした理由についても、市長の過失を否定するに足る理

由とはなり得ず、非常勤職員への手当の支給の条例上規定について多くの行政

も発出され、学説でも定説であり、当時既に近隣の二つの自治体で同様な訴訟が

起こされていた事を考慮すると、本件特別報酬について疑義があるとして何ら調

査を行わず、漫然と本件特別報酬の支給を続けることを阻止しなかった井阪の故

意・過失は明らかである。 

原審は以上のような重要な個別事情を考慮せず、22 年最判の判示を踏襲し判

断したもので、経験則違反・採証法則違反があり、普通地方公共団体の長の権限

に属する財務会計上の行為を、補助職員が専決により処理した場合の長の過失

に関する判断に重要な事項を含むものである。 


