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平成２９年（行ウ）第１５８号 損害賠償等請求事件（住民訴訟） 

原告 小林洋一 

被告 和泉市長   

 

原告 第1準備書面 

 

 

平成２９年１１月２８日 

 

大阪地方裁判所第７民事部合議２係 御中 

 

原告 小林洋一 

原告は以下被告答弁書に反論する。 

第 1 本件補助金の交付に公益性がない事 

１ 補助金交付要綱の定め 

本件補助金は、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

件補助金交付要綱、甲１ 事実証明第４号）によれば、障がいのある子ども及び

重症心身障がい児が身近な地域で安心して療育を受けられるよう療育環境を整

備し、多様化する障がい児の支援を図ることを目的とし、補助対象経費は、補助

対象事業を適切に実施するために必要な機能訓練士その他の専門職に関し、

大阪府の条例で定める基準を上回る配置（いわゆる加配、以下補助対象基礎

人数という）に伴う人件費としたものである。更に補助対象基礎人数を下回る期

間があった時は、日割りにより補助額を減額するとしている。 

以上の定めによると、定額の補助金を交付するのではなく、機能訓練士その他

の専門職に関し配置基準を上回る時に限りその人件費を補助するもので、この

補助金の交付により機能訓練士その他の専門職の配置を促進し、それによって
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療育環境を整備し、多様化する障がい児の支援を図ることとしたものである。 

２ 本件補助金の交付に効果がない事（公益性の欠如） 

普通地方公共団体が特定団体の事業活動の経費を補助することが公益上必

要であるか否かは、右事業活動が果すべき公益目的の内容、右目的が普通地

方公共団体の財政上の余裕の程度との関連において、どの程度の重要性と緊

急性を有するものであるか、右経費補助が公益目的実現に適切(合目的性)か

つ有効（有効性)な効果を期待できるか、他の用途に流用される危険がないか、

公正、公平など他の行政目的を阻害し、行政全体の均衡を損なうことがないか

など諸般の事情を総合して判断すべきである。（神戸地裁昭和５０年(行ウ)１５号

同６２年９月２８日判決・判例時報１２７３号３８頁 下線は原告加筆） 

一方本件事業は既に述べた如く補助金の申請、交付決定時には実質的に完

了しており、本件補助金を交付しても機能訓練士その他の専門職の配置を促進

する効果は全く期待できない。補助金とは、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事を考慮すると、本件補助金の交付には公益性が

無い。 

３ 地方財務実務提要（甲５）について 

これに対し被告は、「原告が指摘する地方財務実務提要においても、「補助事

業の遂行に関し特に補助行政庁の監督を及ぼす必要のないものとか、事前に

事実上の指導監督を受けて行った事業」については、既に完了した事務事業で

あっても、補助することは可能であるとされている。本件事業は、指定障がい児

事業者等として事業を行っているものであり、都道府県知事による監督を受けて

いる事業であるから、事業の適正な遂行は担保されている。」（答弁書 14 頁）と

主張する。 

しかしながら被告が引用する地方財務実務提要（甲５）の上記記載は、単なる

財政援助を目的とする場合や、災害関係の事務事業に関する補助の場合のよ

うに、完了した事業に補助金の支給を行っても事実上補助の効果が期待できる
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ものや、完了した事業に対して補助せざるを得ないものについて述べたもので、

本件補助金のように具体的な政策目標を達成するために交付する補助金はこ

れに該当せず、被告の主張は失当である。 

更に付言すると、本件事業は補助事業の遂行に関し特に補助行政庁の監督

を及ぼす必要のないものでないのは自明であり、事前に事実上の指導監督を受

けてもいない。事実上の指導監督とは本件補助金に関して言えば、機能訓練士

その他の専門職の配置が適切に行われているか、事業の経営に大きく影響する

施設の利用者の状況はどうか、問題があればそれを改善する方策がとられてい

るか等について、事業者から適宜報告を受け協議し必要があれば指導すること

であるが、そのような事は全くなされていない。それは本件補助金の交付に関す

る補正予算を審査した厚生文教委員会の会議録でも明らかである。（甲６ ２９

頁 該ページはページ数が欠けています） 

４ 本件補助金交付の財政への影響について 

補助金の支出が「公益上必要ある場合にあたるかどうかについては、第一に、

普通地方公共団体の収入は、まず地方自治法２３２条１項記載の経費に支弁さ

れるべきものであるから、これに属しない寄付又は補助は、普通地方公共団体

の財政に余裕のある場合に始めてこれをなしうるものであつて、寄付又は補助の

公益上の必要性の判断には、当該普通地方公共団体の財政上の余裕の程度

を考慮しなければならない。（神戸地裁昭和５０年(行ウ)１５号同６２年９月２８日

判決・判例時報１２７３号３８頁）。 

この点に関し、被告は、本件補助金の各年度における支出額は、概ね２４７０万

円程度で有り、和泉市の決算額（約６００億円（乙第３号証））の約０．０４％にす

ぎず、和泉市の財政規模からすると、十分支出可能な額であり市民生活の向上

に資する本件補助金の交付には、地自法第２３２条の２にいう「公益上の必要性」

が認められる。と主張する。 

しかしながら、和泉市の財政の余力を表す当該年度の実質単年度収支は、平
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成２５年度は１８０百万円、平成２６年度は－２７３百万円の赤字、平成２７年度は

１２２５百万円、平成２８年度は５５百万円に過ぎなく赤字の年度もあり、財政的に

余裕のある状況には無い。（甲８） 

一方本件補助金は単年度で最高３０百万円で、２８年度限りではなく、今後継

続して交付を予定していることから（甲６ ２４頁）、本件交付が財政に影響する程

度は少なくなく、本件補助金の交付は慎重にならざるを得ない。 

５ 本件補助金交付の重要性と緊急性について 

被告は、本件補助金の交付が無ければ本件事業の継続が危ぶまれる事態と

なったと主張し、本件補助金の交付が必要であったと主張する。（答弁書１０頁） 

確かに設立当初から赤字が出ていたが、本件補助金の交付の補正予算を審

査した時期は事業開始から１年程度経過したのみであり、一般的に事業開始の

時期には赤字が発生する事は常に想定され、本件事業の赤字が放課後デイサ

ービスの利用者の減少に起因し、それについて今後専門施設の特性を生かし

た専門療育、専門訓練に特化した事業に転換する計画もあるから（甲６ ２３～２

４頁 ２３頁表記欠落）、これらの成果を確認してからでも遅くは無い。赤字が出

たからと言ってさあ
．．

補助というのは短絡過ぎるもので、本件事業の赤字が本件事

業の構造的な問題に起因するものである事が確認されて初めて赤字補てんを講

ずべきであり、そのような検討は一切なされていない。 

更に本件事業を行っている社会福祉法人遺徳会は平成２４年度事業計画書

(甲９)によると、遺徳会全体の経常利益は平成１６年～１８年で平均３１１百万円/

年、平成２０年～２２年で平均４０７百万円/年（甲９の２頁）、平成２３年度の当期

事業活動収支差額は４３４百万円（甲９の９頁）と毎年４億円程度の利益を上げ

ており、次期繰越活動収支差額は３，２９４百万円となっている。従って本件事業

で一次的に赤字が出たとしても（平成２７年度５３百万円、平成２８年度見込３５

百万円 甲１ 事実証明第５号）、遺徳会グループで十分吸収可能であり、本件

補助金の交付が無ければ直ちに事業の継続が懸念される状況には無い。 
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以上から本件補助金の交付に緊急性は認められない。 

６ 小括 

以上本件児童発達支援センター事業自体の公益性については敢えて否定

しないが、本件補助金の交付については公益性は認められない。 

 

第２ 本件補助金の透明性について 

１ 平成２８年度予算との整合性について 

（１）被告は、本件補助金を補正予算として計上した理由について、運営事業

者である社会福祉法人遺徳会から、平成２８年６月までの１年間の経営状況

についての報告を受け、機能訓練事業及び発達相談事業の継続実施のた

めには補助が必要であるとの判断に至ったためである。と主張する。 

しかしながら既に前記５「本件補助金交付の重要性と緊急性について」で述

べた如く、あえて補正予算として計上しなければならない重要性と緊急性は

存在せず、必要であれば平成２９年度当初予算として措置すれば十分であり、

そうすれば今回のような問題は発生しない。 

（２）被告は、補助額が４倍にも拡大した理由について人件費の基準額の違い

が理由であると主張するが、２８年度当初予算の基準額は２６８万円/人で本

件補助金では平均３３３万円/人で１．２４倍に過ぎない。４倍にもなった主たる

理由は、補助対象が３人から平成２８年度当初予算になかった保育士や相談

支援専門員等の９人に増加したことであり、何故増員した職員への補助が必

要なのか明らかでない。 

２ 補助理由の整合性について 

被告は、補助対象の職種は事業選定の前提であり、その配置に補助金を

支給するのは適切でないとの原告の主張に対し、事業者選定の応募申込書

において、人員配置について、基本計画の想定どおりに記載されており、そ

れが事業者選定に影響を及ぼしていたとしても、補助金交付の対象とすべき
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ではないということにはならないと主張する。 

確かに被告主張のように、補助金の対象とするのが直ちに違法とは言えな

いものの、赤字経営の原因が、放課後デイサービスを提供する事業者が増え、

その結果放課後デイサービスの需要が大幅に少なくなった事が原因とされて

いる事から、専門職等の配置に補助金を支給するのは不適切のそしりは免れ

ない。 

３ 和泉市の管理について 

被告は、平成１７年の法改正により、陣がい児の施設への通所に係る事業

については、都道府県による「措置」から、保護者と事業者との間の「契約」に

基づく福祉サービスの提供へと移行したのであって、主として、民間事業者に

よるサービス提供が予定されており、和泉市には、児童発達支援センターの

運営事業者である社会福祉法人の運営を管理する責任はない。と主張す

る。 

しかしながら、法第３条の２は「国及び地方公共団体は、児童が家庭におい

て心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならな

い。」と規定し、法第３条３第１項は「市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、

児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、第

十条第一項各号に掲げる業務の実施、障害児通所給付費の支給、第二十

四条第一項の規定による保育の実施その他この法律に基づく児童の身近な

場所における児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければな

らない。」と規定する。更に法第１０条の２は「市町村は、前条第一項各号に掲

げる業務を行うに当たり、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報

の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を

行うための拠点の整備に努めなければならない。」と規定する。 

以上の法の定めからして、児童発達支援センターに関しその業務が適切に

運営されているかを管理する責任は和泉市に存在する。 
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又児童福祉法２１条５の２１は 都道府県知事又は市町村長は、必要がある

と認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援

事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業

者であつた者（以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた

者等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは

提示を命じ、指定障害児通所支援事業者若しくは当該指定に係る障害児通

所支援事業所の従業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者等

に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該

指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事

務所その他当該指定通所支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設

備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

とあり、和泉市長は児童発達支援センターの運営事業者である社会福祉法

人の運営を管理する権限も有している。 

４ 違法性について 

以上の諸事情は直ちに公益に反するとは言えないものの、それらを全体とし

てみれば、本件補助金の支出が公益に反する事情と解せられる。 

 

以上  
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平成２９年（行ウ）第１５８号損害賠償請求訴訟（住民訴訟） 

                

原  告  小林洋一   

被  告  和泉市長 

 

 

証拠説明書 

 

平成２９年１１月２８日 

 

大阪地方裁判所第７民事部合議２係 御中 

 

原告   小林 洋一  

 

原告主張事実の立証のため，提出した書類につき下記のとおり立証趣旨等を説明する。 

 

 

記 

 

 

号証  甲７号証の１ 

標目  機能訓練担当職員による個別支援に関する考え方 

原本・写の別  写 

作成年月日  不詳 

作成者  社会福祉法人遺徳会 

立証趣旨    専門職の加配を前提に応募した事実 

 

 

号証  甲７号証の２ 

標目  職員の採用計画 

原本・写の別  写 

作成年月日  不詳 

作成者  社会福祉法人遺徳会 

立証趣旨    専門職の加配を前提に応募した事実 

 

 

号証  甲７号証の３ 

標目  児童発達支援センター運営法人応募申込書等関係書

類一覧 

原本・写の別  写 
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作成年月日  不詳 

作成者  社会福祉法人遺徳会 

立証趣旨    甲７号証の1及び甲７号証の2が児童発達支援センタ

ー運営法人応募申込書の一部である事実 

 

 

号証  甲８号証の１ 

標目  平成２５年度決算状況 

原本・写の別  写 

作成年月日  不詳 

作成者  和泉市 

立証趣旨    平成２４、２５年度の実質単年度収支 

 

 

号証  甲８号証の２ 

標目  平成２７年度決算状況 

原本・写の別  写 

作成年月日  不詳 

作成者  和泉市 

立証趣旨    平成２６、２７年度の実質単年度収支 

 

号証  甲８号証の３ 

標目  平成２８年度決算状況 

原本・写の別  写 

作成年月日  不詳 

作成者  和泉市 

立証趣旨    平成２８年度の実質単年度収支 

 

 

号証  甲９号証 

標目  平成２４年度事業計画書 

原本・写の別  写 

作成年月日  不詳 

作成者  社会福祉法人遺徳会 

立証趣旨    児童発達支援センターを運営する社会福祉法人遺徳

会が多額の収益を得ている事実 

 

以上 




































