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和泉市職員措置請求書 

件名 

非常勤職員への特別報酬（期末手当）支給に伴う損害賠償 

 

１．請求の要旨 

（１）請求の対象行為 

和泉市長（兼水道事業管理者）は非常勤職員へ特別報酬として 

平成１９年夏期特別報酬 81,652,183 円 

平成１９年冬期特別報酬 96,428,245 円 

同じく病院事業管理者は 

平成１９年夏期特別報酬 11,078,923  円 

平成１９年冬期特別報酬 13,911,445  円 

を支給した。（事実証明 第 1 号） 

 

（２）前記行為の違法・不当の理由 

１．本件特別報酬が違法な支出であることについて 

①本件非常勤職員の雇用の位置づけについて 

平成 17 年 3 月予算審査特別委員会（3 月 9日）において（事実証明 第２号） 

逢野議員の｢この非常勤嘱託職員のいわゆる雇用する位置づけ｣の質問に対し 

総務部次長兼人事課長（森野昇君） は 
非常勤職員につきましては、根拠といたしましては、地方公務員法第３条３項３号の規定によ

りまして、また、和泉市非常勤職員の任用に関する要綱に基づきまして、１年ごとに更新し、雇

用しております。 

と答弁している。 

更に、平成１８年１２月定例会（12 月 13 日）にいて、（事実証明 第３号） 

小林昌子議員の「非常勤職員の雇用の法的根拠について、平成17年３月予算委

員会において逢野議員の質問に対し、当時の総務部次長兼人事課長森野氏が

次のように答弁されていますが、その認識でよろしいか、確認をいたします。」の質

問に対し 

石川清総務部理事［人事担当］は 

非常勤の雇用の根拠でございますが、平成 17 年３月の予算委員会での非常勤職員に関する

答弁のとおりでございます。 

と答弁している。 

ここでの、地方公務員法第３条３項３号とは 
（一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員） 

第３条 地方公務員（地方公共団体及び特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成

15 年法律第 118 号）第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。）のす

べての公務員をいう。以下同じ。）の職は、一般職と特別職とに分ける。 

２ 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。 

３ 特別職は、次に掲げる職とする。 
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略 

3．臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 

となっており、この非常勤職員は特別職として採用されていることが分かる。 

 

②和泉市非常勤職員の任用に関する要綱について（事実証明 第４号） 

前述の答弁にある和泉市非常勤職員の任用に関する要綱の第 3 条（報酬及び費

用弁償）には 
第 3 条 非常勤職員に対する報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び

費用弁償に関する条例（昭和 31 年和泉市条例 22 号）第 2 条第 3 項及び和泉市職員の給与

に関する条例（昭和 38 年和泉市条例第 16 条）第 12 条に規定する範囲内で別に定めるところ

により支給する。 

ここでの特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 31

年和泉市条例 22 号）の（この条例の目的）第 1条に 
第 1条 この条例は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 203 条第 5 項の規定により、特

別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)

の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。 

とあり、非常勤職員について定めた地方自治法第203条によっていることを明確に

規定している。 

 

③地方自治法第 203 条では 

この地方自治法第 203 条では 
第 203 条 普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その

他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門

委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他

普通地方公共団体の非常勤の職員（短時間勤務職員を除く。）に対し、報酬を支給しなければ

ならない。 

２ 前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給

する。但し、条例で特別の定をした場合は、この限りでない。 

３ 第１項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。 

４ 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができ

る。 

５ 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければな

らない。 

と定めている。 

基本法コンメンタール 地方自治法／室井力・兼子仁編によれば 
本条の趣旨 

本条は、普通地方公共団体の議会の議員その他の非常勤の職員に対する給付について、そ

の種類、支給方法、条例との関係を定める。同じく職員に対する給付について定める二〇四条

が、常勤の職員に関するものであることに対応する。特別職(地公三皿)であるか一般職である

かを問わず、非常勤の職員に対する給付はすべて本条の規律するところによる。 

非常勤の職員に支給すべき、ないしは支給することのできる給付として、本条は、報酬(本条1)・

費用弁償(本条皿)・期末手当(議員に限定される〔本条W〕)を定める。本法制定当初にあっては、

報酬・費用弁償についての規定は非常勤職員に対する給付の基本的事項・種類を定めるもの

と解され、それ以外の給付については各地方公共団体が自由に決定しうるものと解される余地

があった(東京地判昭36・5・25行集一二巻五号一二〇頁参照)。しかし、一九五六(昭和三一)年
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の改正により二〇四条の二が新設された以後の現行法においては、議員については報酬・費

用弁償・期末手当の三種類、その他の非常勤職員については報酬・費用弁償の二種類の給付

内容に限定され、それ以外の手当は法律上禁止されることになった(二〇四条の二の解説参

照)。[基本法コンメンタール 地方自治法／室井力・兼子仁編／日本評論社P211-212] 

即ち支給できるのは報酬及び費用弁償のみとなる。 

ここでいう報酬とは逐条地方自治法 松本英昭著 によると 
非常勤職員(再任用短時間勤務職員は除かれる。)に対する報酬の支給は勤務日数に応じてこ

れを支給する(2)。このことは非常勤費に対する報酬が常勤職員に対する給料と異なり、いわゆ

る生活給たる意味は全く有せず、純粋に勤務に対する反対給付としての性格のみをもつもので

あり、したがつて、それは勤務量、すなわち、具体的には勤務日数に応じて支給されるべきもの

であるとする原則を明らかにしたのである。[逐条地方自治法 松本英昭著 P623] 

よって本件の非常勤職員には報酬及び費用弁償以外の手当の支給は禁止され

ている。 

 

④特別報酬の性格について（事実証明 第５号） 

本件特別報酬は月々支給されている地方自治法第 203 条第 1 項の｢報酬を支給

しなければならない｣の報酬とは別に支給されているものであり、報酬とは名ばかり

で、6 月に夏季分として、12 月に冬季分として支給されていることからも実態は手

当（期末手当）に他ならない。 

従って本件特別報酬の支給は地方自治法第 203 条に違反し違法な支出である。 

又敢えてこれが報酬の一種と考えても、 

自丁行発第 82 号 各都道府県総務部長宛 行政課長通知(昭和３１．９．２８)付け

通知で 
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。（昭３１．９．２８） 

とされており、本特別報酬が仮に期末手当で無いとしても、上記から違法ないしは

不当に変わりがない。 

 

⑤給与法２２条との関係 

平成１８年１２月定例会（12 月 13 日）での、石川清総務部理事［人事担当］の答弁

の中にも、以下のような答弁がある。 

一般職の職員の給与に関する法律第22条の規定では、「常勤を要しない職員については、」

「常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。」とありまして、本

市の条例におきましてもその法律と同様な規定をしているところであります。 

しかしながら、この給与法と地方自治法の関係については 

平成 20 年 1 月 30 日 大阪地裁 平成 17 年行ウ第 146 号判決で 
公務員の一般職に属する非常勤の職員に対する給与の支給については、昭和２５年法律第

２９９号による改正後の給与法２２条において、委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人

事院の指定するこれらに準ずる職にある者以外の常勤を要しない職員については、各庁の

長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する旨規定され

て、法においては基本的基準を示すのみにとどめ、具体的な給与の決定は予算の範囲内で

各庁の長の裁量にゆだねる仕組みが採用されていたにもかかわらず、上記給与法の改正が
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された後も、普通地方公共団体の非常勤の職員に対する給与について地方自治法及び地

方公務員法において上記改正後の給与法の非常勤の職員に対する給与の規定に準じた規

定は設けられず、昭和３１年法律第１ ４ ７号による地方自法の一部改正(昭和 31 年改正)に

おいて、普通地方公共団体の常勤の職員に係る給与体系と非常勤の職員に係る給与体系と

を異なるものとして規定した上、非常勤の職員の給与についても常勤の職員の給与について

も、「報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければ

ならない。」(地方自治法 203 条 5 項)、「給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条

例でこれを定めなければならない。」(同法 204条 3項)と規定するとともに、「普通地方公共団

体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条例に基づかずには、これを第 203

条第 1 項の職員及び前条第 1 項の職員に支給することができない。」(同法 204 条の 2)と規

定し、これがそのままの形で現行法に受け継がれている経過が明らかであって、このような

関係規定の沿革等にかんがみると、昭和３１年改正においては、普通地方公共団体の非常

勤の職員に対する給与の支給について、国家公務員の一般職に属する非常勤の職員に対

する給与について給与法(ただし、昭和25年法律第299号による改正後のもの。)が採用した

仕組みとは異なる立法政策が採られたものと理解せざるを得ない。 

以上のような国家公務員及び地方公務員の給与に関する関係規定の沿革等に加えて地方

自治法及び地方公務員法の給与に関する関係規定の文理に照らしても、普通地方公共団体

の職員に対する給与その他の給付の支給についてのいわゆる給与条例主義を定めた関係

規定（地方自治法２０３条５項、２０４条３項、２０４条の２、地方公務員法２５条１項等）につい

て、給与法（ただし、昭和２５年法律第２９９号による改正後のもの。）２２条２項の規定の趣旨

をしんしやくし、普通地方公共団体の非常勤の職員ないし臨時的任用職員に対する給与に

ついては、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、条例において報酬等の額及び支給方法に

ついての基本的基準のみを定め、その具体的な決定を当該普通地方公共団体の長又は規

則に委任することも、普通地方公共団体の職員に対する給与の支給に対する民主的統制を

図るという給与条例主義の趣旨を没却するものではなく、地方自治法 203 条ないし 204 条の

2の各規定の許容するところであるとの解釈をすることは困難というべきである。 

とし、 

国家公務員について定めた給与法を斟酌し、常勤の職員との均衡を考慮して給

与を定めるのは適当でないとしている。 

 

⑥常勤の職員に類似する勤務形態を有する非常勤職員について 

本件非常勤職員の雇用の位置づけは前述①にて特別職として雇用していることを

市は明確に答弁しており、非常勤特別職について定めた和泉市条例第 22 条 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では、地方自治法

203 条の適用を受けることを明確にしており、にこれに関して疑義の挟む余地はな

い。 

一方その勤務形態が常勤の職員と類似している非常勤職員については常勤職員

について定めた地方自治法第 204 条の適用を受けるべきであるとの解釈がある。 

しかしながら、本件非常勤職員について定めた和泉市非常勤職員の任用に関す

る要綱に 
（勤務時間） 

第 3 条 非常勤職員の勤務時間は、週当たり 30 時間を超えないものとする。 

とある。 

この定めは、地方公務員法３条３項３号に該当する職の勤務時間が週２９時間以
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下であること及び国家公務員の非常勤の職員の勤務時間が常勤の職員の４分の

３を超えない範囲内で定められること（人事院規則１ ５－１５）を考慮してなされた

ものと解され、そうするとこの要綱で定めた非常勤職員は常勤の職員とは解せられ

ない。 

 

⑦単純労務者の扱い 

非常勤職員であっても地方公営企業職員或いは技能労務職員である場合は、地

方公営企業法第 38 条の規定により、給料及び手当が支給出来るとの解釈が自治

労等で行われている。これについては逐条地方自治法 松本英昭著 によると 
（５）一般職に属する単純労務者(地方公務員法第五十七条の「単純な労務に雇用される者」)

で地方公営企業等の労働関係に関する法律にいう「職員」以外のものについては、同法附則

第五項により、特別の法律が制定されるまでの間は、同法及び地方公営企業法第三十七条

から第三十九条までの規定が準用されることとされているので、その給与については、企業職

員と同じ取扱いとなり、地方公営企業法第三十八条が準用され「種類及び基準」のみ条例で、

給与の額、支給方法等の具体的細目については、長が定めることとなっているのである。[逐

次自治法 松本英昭著P631] 

の単純労務者についての議論である。 

しかしながら本件の非常勤職員は、前出した平成 17 年予算審査特別委員会の逢

野議員の質問に対し 
◎総務部次長兼人事課長（森野昇君） 人事課の森野でございます。 

 非常勤職員につきましては、根拠といたしましては、地方公務員法第３条３項３号の規定に

よりまして、また、和泉市非常勤職員の任用に関する要綱に基づきまして、１年ごとに更新し、

雇用しております。 

 また、雇用の理由といたしましては、一定の免許、資格を有する職や、専門的知識を有し、ま

た一定の経験により責任を持って業務を担当するというものでございます。 

と答弁しており、上記の単純労務者に当たらなく、地方公営企業法の適用は出来

ない。 

 

⑧ 小括 

以上から、本件非常勤職員について特別報酬の支給は地方自治法第203条に違

反し違法である。 

 

２．給与条例主義に違反する事について 

給与条例主義が原則とされている理由は、① 職員に対して給与を権利として保

障することと、② 給与の決定を、住民の代表である議会の条例制定を通じて民主

的にコントロールすることにあるといわれており、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と解するのが通説、判

例である（東京地判昭 53・7・4 行集二九巻七号＝ ｝四九頁、その控訴審東京高

判昭 53・12 ・19 行集二九巻＝ 一号二〇九二頁など参照）。 
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①地方自治法の定めについて 

法 203 条第 5項に 
５ 報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければな

らない。 

とされており、更に法第 204 条の２では 

第 204 条の２ 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条例

に基かずには、これを第 203 条第１項の職員及び前条第一項の職員に支給することができな

い。 

とある。即ち条例に規定が無いと、いかなる職員への給与等も支給出来ないことに

なっている。 

給与条例主義の条例にて定めると言うことは 

大阪地裁平１６（行ウ）第６５号 事件名：損害賠償請求事件判決平１９.２.９ にて 
地方自治法２０３条、２０４条及び２０４条の２の各規定並びに地方公務員法２４条６項、２５条の

各規定の趣旨及びその沿革等にかんがみると、 これらの規定は、 普通地方公共団体の職員

に対する給与について、 常勤の職員の場合であると非常勤の職員の場合であるとを問わず、 

その支給要件及び支給額を条例において具体的に規定することを予定しており、事柄の性質

上その決定を普通地方公共団体の長又はその制定する規則にゆだねることを一切許容しない

趣旨のものとまでいうことはできないものの、 これを規則等の定めにゆだねる場合においても、 

少なくとも当該種類の給与の支給要件該当性及び支給額を決定するための具体的な基準が

当該条例自体から読み取れる程度に条例においてこれを具体的に規定することを要するもの

と解すべきであり、 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。また、条例において非常勤の職員に対する報酬の支給方

法をその勤務日数に応じて支給するものとするかそれとも月額ないし年額等をもって支給する

かをも含めて広く普通地方公共団体の長の裁量判断にゆだねることは、 地方自治法２０３条２

項の規定に抵触することが明らかである。 

 

ところが先程の和泉市条例第 22条 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の第 2条第 3項には 
(報酬の額) 

第 2 条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。 

2 別表に掲げるもの以外の委員の報酬については、任命権者が市長との協議を経て日額で

定める。ただし、任命権者が日額により難いと認めるときは、市長との協議を経て、月額又は

年額その他一定期間に対応する額で定めることができる。 

3 前 2 項に規定するもののほか、臨時又は非常勤の嘱託員及びこれに準ずるものの報酬額

は、日額又は月額とし、予算を超えない範囲内において任命権者が市長の承認を得て定め

る。 

と定めている。 

 

この条例では、先の判決にからして、条例で定めているとは言えない。 

更に本件の支給を定めた非常勤職員の報酬及び非常勤費用弁償取扱基準(内

規)は，地方自治法１５条所定の規則としての法形式がとられていないことが明らか
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である上，同法に基づく制定，公布の手続がとられたことを認めるに足りる証拠も

ないことからして，これを同法１５条にいう規則と認めることはできない。 

又如何なる法律や条例の委任を受けたかが明らかでなく、この内規では支給月数

のみが定められ、この前提となる報酬についてはその最高額が規定されているの

みで、これでは特別報酬（期末手当）の額を定めたものとは言えず、有効な内規と

は言えない。 

したがって、本件支出は、条例上の根拠を欠き、地方自治法２４２条にいう違法な

公金の支出当たる。 

 

②給与条例主義に関する行政実例等の存在 

昭和２７年１１月１８目自行公発第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。又 

昭和５４年８月３１目自治給第３１号各都道府県知事，各指定都市市長あて行政局公務員

部長通知「違法な給与の支給等の是正について」は，「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。」 

としている。 

 

３．結論 

以上本件非常勤職員への特別報酬の支給は 

地方自治法 203 条において、特別報酬を支給できる根拠が無く、更に 

地方自治法 203 条第 5 項、同条 204 条第 2 項のいかなる給与やその他の給付も

条例によらねば支給できないに違背し違法、不当な支出であり、その分について

市に損害を与えた。 

 

 

（３）市長及び病院事業管理者の責任について 

平成 2(行ツ)137 違法支出金補填平成 3年 12 月 20 日最高裁判所第二小法廷に

て以下の判断がなされている。 
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

合は、管理者は、右補助職員が財務会計上の違法行為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右補助職員が財務会計上の違法行為をすることを阻

止しなかったときに限り、普通地方公共団体が被った損害につき賠償責任を負うものと解す

るのが相当である。 

本件については、既に平成１８年１２月定例会（12月13日）にいて、小林昌子議員 

が、一般質問にて本件特別報酬が違法の可能性がある旨指摘しており、それ以

降も何らの対応もとらず、本件特別報酬の支給を続けたことは市長の重大な過失
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であり、その責任は免れない。病院事業管理者においても同様である。 

 

（４）具体的な損害の認定について 

下記特別報酬支出分の全額 

市長支出分 

平成１９年夏期特別報酬 81,652,183 円 

平成１９年冬期特別報酬 96,428,245 円 

病院事業管理者支出分 

平成１９年夏期特別報酬 11,078,923  円 

平成１９年冬期特別報酬 13,911,445  円 

 

合計 ２０３，０７０，７９６ 円 

 

（５）措置請求事項 

和泉市長は井坂善行、山下隆史対し前記損害額に相当する金員の返還を請求

せよ。 

和泉市長及び病院事業管理者は非常勤職員への特別報酬の支出を差し止め

よ。 

を求める。 

 

（６）本件住民監査請求の意義 

非常勤職員は市の行政需要に柔軟に対応するのに重要な位置を占めており、且

つ常勤職員に対して概して賃金は低く抑えられている。 

従って、支給が許されている報酬や費用弁償以外に常勤職員の期末手当に相当

する金員を支給する背景は十分に理解できる。 

しかしながら、いかに動機が納得できるものであっても法に違背して事務を行うこと

は地方自治法上許されていない。且つ本件特別報酬（実態は期末手当）を報酬

に含めて支給することを条例で定め、同様の効果を発揮することも可能であり、一

般職の任期付職員の採用での対応も可能である。 

このように本件特別報酬をもってのみ非常勤職員の給与（報酬）の増額対応が出

来ないわけではなく、又このような不安定な報酬を一定生活の糧にすることは、非

常勤職員にとっても決して望ましいことではない。 

以上から本件特別報酬の支給制度を廃止し、非常勤職員の扱いを受けている人

にとって、より安定した雇用形態と給与（報酬）支給が実現することを期待して監査

請求を行ったものである。 
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２．請求者 

住所 和泉市緑ヶ丘 2丁目１３番地の１０号 

職業 オンブズ和泉代表 

氏名  

 

 

地方自治法施行令第 242 条第 1 項の規定により、別紙事実証明を添え、必要な措置を

請求します。 

平成２０年５月３０日 

和泉市監査委員 様 

 

 

別紙事実証明 

第１号 非常勤職員特別報酬支出明細 

第２号 和泉市非常勤職員の任用に関する要綱 

第３号 平成１７年３月予算審査特別委員会（3 月 9 日）議事録抜粋 

第４号 平成１８年１２月定例会（12 月 13 日）議事録抜粋 

第５号 非常勤職員の報酬及び非常勤費用弁償取扱基準 

 


