
別紙１ 

和泉市の互助会への支出実績   和泉市資料より 

 

 



別紙２ 

互助会給付実績（互助会全体） 互助会予算資料より 

 
 

 
退会給付金支出比率 
 
 

 H14年実績 H15年予算 H1６年予算

全体給付額（A） 10,757 12,160 12,780 
退会給付金支出額（B） 12,823 14,970 15,262 
比率（B）／（A）(%) 83.9 81.2 83.7 



別紙３ 

互助会給付実績（和泉市）  和泉市より入手 

退会給付金支出比率 

 H14年実績 H15年実績 

全体給付額（A） 402,184 338,257 
退会給付金支出額（B） 347,287 384,257 
比率（B）／（A）(%) 86.3 88.0 



別紙４ 

退会給付金に関する記事（産経新聞） 

高裁の違法判決後も支給 

大阪市を除く府内四十二市町村職員が加入する社団法人「大阪府市町村職員互助会」(事務局・大阪市、理事長・稲田

順三和泉市長)が、〃ヤミ退職金"との指摘もある退会給付金を、大阪高裁から支出を「違法」とされ一部返還を命じ

られた後の平成十六年度予算で、百二十七億八千万円の支給を見込んでいることが、十四日分かった。高裁判決を事

実上無視した形。退会給付金は多額の自治体補助金を主な財源として退職者に支給され、十五年度分だけでも、同互

助会は退職者三千五百十五人を対象に計百二十六億四千万の退会給付金を、高裁判決直後に支給していた。 

同互助会や高裁判決などによると、退会給付金は、給与日額の四百日分を五百六十五万円の上限で支給する制度。平

均支給額でも三百六十万円前金への公費補助は違法」などと同互助会などを相手に提訴。一審の大阪地裁判決(九年十

月)は請求を棄却したが、二審の大阪高裁判決(昨年二月)は「実質的には地方公共団体が退職金の上乗せを図っている

と言わざるをえず、地方自治法上、補給金の支出は違法」として、地裁判決を変更。公費補助の一部約七千二百万円

を吹田市に返還するよう互助会に命じた。 

高裁判決は「退会給付金は、会員が会費として支払った額をはるかに超える。退職金とは別に高額の退会給付金を支

給するのは、職員の厚生制度として本来的なものといえない」と指摘、事実上のヤミ退職金と認定した。 

互助会側は上告する一方、「高裁判決とは直接関係ない」としながら、十六年度から職員の会費総額に近づけ二百八

十二万円を上限とする「退会せんべつ餓別金」を新たに創設。 

しかし現職員については経過措置として従来の制度に基づき、十六年四-七月は三千五百十五人に計百二十六億二千四

百万円の退会給付金を支給。十七年四～七月にも、約百二十七億八千万円を支給する予算を組んだ。十七年度以降に

ついては、毎年１２．５%ずつ四年間、退会給付金支給額を削減し二十年度には半分程度の水準に引き下げる方針。

職員の会費と公費の補給金の負担割合を十六年度の一対一・六四から、十八年度には一対一に見直すとしている。 

三千五百十五人もの市町村職員の退職者たちは、大阪高裁が「違法」と指摘した後も、自分で支払った会費総額を大

幅に上回る一人当たり約三百六十万円、総額百二十六億円もの〃ヤミ退職金"を受け取っていた。大阪府市町村職員互

助会の高額退会給付金問題。財源の大半は市町村が支出した公費だ。漫然と続く職員厚遇に、ある首長は「『赤信号、

皆で渡れば…』という面があった」と話す。 

「判決はいつになりそうですか」。高裁判決を不服として上告した裁判の行方について、同互助会には、府内だけで

なく、全国の自治体かそんな間い合わせが絶えないという。 



一部とはいえ、退会給付金に支出した公費補給金の返還を求めた判決が最高裁で確定すれば、「あちこちから返還請

求が相次ぎ、互助会は大変なことになる可能性が高い」と関係者はいう。 

確かに、互助会側がよりどころにする地方公務員法四二条には「地方公共団体は職員の保険、元気回復その他厚生に

関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない」と規定されている。 

しかし、これは互助会に対する公費補助を義務付けているわけではない。法律で負担割合が定められている共済組合

などとは、根本的に異なっている。財政危機宣言を出した宮城県では平成十三年度から、公費補助金を全廃したうえ

で、人間ドックなど健康管理の助成に限り共済に補助するようになった。また一連の職員厚遇批判が噴出した大阪市

も、公費補助の原則廃止を打ち出している。 

府市町村職員互助会の退会給付金は祝金や見舞金、医療補助などを含めた給付事業費全体の八割以上を占める目玉事

業だ。同互助会の幹部は「地域で知恵を出して苦労して作ってきた制度」と述べる。そのうえで「うちは退会給付金

にウエートを置いてきたために、それが残って批判されている。しかし、単年度でデジカメや制服だと支出していれ

ば、返還の必要はないというのか。残してきたところが悪者になって、毎年食ってきたところは批判されないのは疑

問だ」とも語った。 

大阪府市町村職員互助会理事長、稲田順三和泉市長との一問一答は次の通り。 

-高裁から一部「違法」と判断された退会給付金の支出を現在も続けているのをどう考えるか 

「最高裁でまだ判決が出ていない。その決着がどうなるかわかりにくいので、今のところそういう形で対応している」 

－判決についてどう考えているのか 

「大阪地裁の判決では全面勝訴している。大阪高裁では一部敗訴ということになった。地方公務員法四二条では福利

厚生が認められている。事業主としてもしっかりやらなくてはならない。ただその割合がどうなのかという点が間題。

最高裁の判断を待ちたい」 

－冨城県、大阪市は互助会への公費支出を廃止し、必要な事業に支出していくという方針を打ち出しているが 

「過去の歴史的な経過がある。違法というなら別だが、やはり地公法四二条がある。どこにウエートを置くかは別に、

職員の福利厚生、元気回復のために互助会がある。四十二市町村、百二十六事業主が加入しており、急激に変化させ

るわけにはいかない。職員のことも考えながらやっていかなくては」 

－公費負担を今後、どう見直すか 

「平成十七年九月の役員改選までに、被保険者と公費の負担割合を一対一に決めようと理事会などでお願いし、意思

決定されたと考えている。一対一とすれば当然、退会給付金にも手をつけなくてはならないだろう。十九年度以降に

ついては未定だが、社会、経済情勢を見ながら、しっかりした考え方を持ってやりたい」 



別紙５ 

生業資金の記事（読売新聞） 

 
◆８０年以前在職者 平均２５５万円上乗せ 原資７割以上公費 
 大阪市を除く大阪府内４２市町村の職員全員が加入する府市町村職員互助会（約６万人）が「ヤミ退職金」とされ

る退会給付金とは別に、１９８０年３月以前から在職していた退職者全員に「生業資金」の名目で１人平均２５５万

円を上乗せ支給していることが１８日、わかった。原資の７割以上を公費が占める「第２のヤミ退職金」で、退会給

付金と合わせた支給額は最高９００万円近くに及ぶ。各市町村からは２０００万～３０００万円にのぼる本来の退職

金も支払われており、〈３段構え〉の公金投入に批判が高まるのは必至だ。 
 同互助会によると、「生業資金」の受給資格者は、現時点で全加入者の約４割にあたる２万４５００人。今後十数年

間の定年退職者の多くが対象になる。原資として約３９３億円を「ヤミ退職金」とは別の会計にプールしており、今

年度は約２５００人に計６３億９０００万円を支給した。 
 各市町村は７０年代まで、同資金の原資として、職員の掛け金の３～４倍にのぼる公費を負担していたが、８０年

に公費負担を２・５倍に引き下げることになって「給付水準の維持は困難」と制度を凍結。その時点の在職者が退職

する際に金利分を加えて支払うことにし、一人ひとりの受給額を確定した。 
 一方、すでに明らかになっている退会給付金は、生業資金に代わる制度として８０年４月にスタート。退職者全員

が支給対象で、在職期間と退職時の給料を基に最高５６５万円を一般会計から支払っている。今年度は約３６００人

に１人平均約３８０万円、計１３７億９０００万円を支給。公費と職員の負担割合は１・６４対１となっている。 
 今年度末に退職する和泉市職員の場合、市の退職金は１人平均２６５８万円で、生業資金、退会給付金は計同４９

８万円。平均総額は３１００万円を超える計算になり、民間の水準を大きく上回る。 
 退会給付金を巡っては、大阪高裁が昨年２月に「退職金の上乗せに当たり、自治体の補助金支出は違法」と判断。

互助会側は上告し、高裁判決を無視する形で、来年度も３８００人分、計１４４億４０００万円を予算化。生業資金

も２７００人に５７億５０００万円の支給を予定している。 
 互助会事務局は「生業資金は、８０年に制度を凍結した当時の決定に従って支給を続けてきた。新年度に互助会事

業の見直しを進める中で、生業資金のあり方も（互助会内の）評議員会で検討されることになると思う」としている。 



別紙６ 

大阪国税庁ヤミ退職金を給与と認定 

 
朝日新聞解説（4月15日朝刊） 
互助組合-資金洗浄にメス 
〈解説）大阪国税局が大阪市に通知した課税内容で注目されるのは、市が職員を税金で厚遇するために作り上げた「互

助組織」への公費負担を、職員への「ヤミ給与」と認定したことだ。 
大阪市は92年度まで、条例に基づいて互助組合が職員の在職期間に応じて最大で給料の約20倍の「特別退職一時金」
を職員の退職時に支給していた。しかし、国から指摘され、廃止せざるを得なかった。その代わりとして考え出され

たのが互助組織を使ったヤミ退職金・年金制度だった。 
市は互助組合に公金を投入、四つの互助組合はさらに連合会をつくり、連合会が保険会杜と契約して職員が保険金を

受け取る仕組みだ。 
市が互助組織に金を流し、その金が保険料に化け、職員が保険金を受け取っていれば、当然、市が負担した保険料相

当分は給与と同じ価値を持つ。市民の目を欺くための、マネーロンダリング(資金洗浄)といっても言い過ぎではある
まい。 
その意味で「互助組合は単なる通過点に過ぎず、保険料負担者は市である」とした国税局の判断は、市民感覚にかな

うものといえるだろう。 
ヤミ退職金・年金に投じられた公金は304億円に上る。互助組織に残っている166億円の資金を全額市に返したとし
ても、なお約138億円が職員の「もらい得」になる。大阪市は残額についても職員から返還させるなどしてけじめを
つけるべきだ。(井上道夫) 
 



補強資料 

 

どのような事業を行っているのか 
・給付事業 

給付内容 金額 

退会餞別金（平均） ５３８万円 

入院費補助金 ２千円／日 

人間ドック補助金 利用者負担の７５％ 

休業補助金 給与月額の８０％ 

傷害見舞金 ６０万円以内 

死亡弔慰金 ５０万円 

出産準備金 ５万円 

結婚準備金 １０万円 

幼稚園 ２万円 

小学校 ３万円 

中学校 ４万円 

入学祝い金 

  

  

  高等学校 ５万円 

成年祝い金 ６万円 

１０年 ２万円 

２０年 ５万円 

在会慰労金 

  

  ３０年 １０万円 

１５年 ３万円 結婚記念祝い金 

  ２５年 ５万円 

第 2 の退職金といわれる
もので大阪高裁では違法
との判決が出ています 

休業補助金、人間ドック補
助金等健康保険や厚生会
との給付のダブりあり 

子供の祝い金や結婚祝い
金等民間では考えられな
い給付があります 

総じて民間の福利厚生に比べ格段手

厚い給付がなされています。地方自治

法の元気回復の趣旨からしても首を

かしげる給付が存在。 

市はどのような負担をしているか 
・段階的に負担を引き下げ、今回の騒動で大幅に前倒しして実施 

＜市の補給金／職員の掛金 の比率＞ 

年度(平成） 15 16 17 18 19 20 21 

元計画 1.86  1.64  1.64  1.64  1.64  1.64  1.50 

計画の見直し 1.86  1.64  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00 

当初は平成21年から1.5倍に下げる計画でしたが、今回の職員厚遇への

市民の批判を受けて大幅に前倒し。但し18年度からの1.0は予定。 

 
今回大阪市は互助組合への補助を全廃し、更に補助金の返還を求める厳

しい措置をとりました。大阪府職員互助会も負担率の引き下げなどの小

手先の対応ではなく、根本的な見直しが必要と考えます。 

違法な退会給付金を支給 
大阪高裁で違法の判決のあった退会給付金が依然として支給さ

れています。17年度予算に計上されているのは下記の通りです 

（単位千円） 

 

 総額 一人当たり 最高額 

和泉市 518,955 4,986 8,464
互助会 20,476,000 5,388 -

左記の新聞報道より多いのは退会給付金と同時に支給される生

業資金を含んでいるためです。 

 
 
 
 
 
 

今問題となっている退会給付金（退会餞別金は）はどうなる 
この制度は生業資金、退会給付金、退会餞別金と制度改定がな

されその都度給付が削減されています。今回の補助削減を受け

早くもH18年度に制度変更が迫られている。 

＜モデル給付＞ 

60才定年退職時のモデル給付は下表の通り 

退会年次 平成１８年 平成２６年 平成３２年 平成４０年

生業資金 2,894 953 0 0 

退会給付金 4,621 3,505 2,798 1,667 

退会餞別金 211 777 1,201 1,766 

計 7,726 5,235 3,999 3,433 

 
 

現在互助会は最高裁へ上告中ですが、最高裁では公判の開

催や準備書面のやりとりも無いことから、高裁への差し戻

しか上告棄却の判断が予想されます。違法の判決が確定す

ると互助会へ返還を請求することが必要ですが、市は判決

が出てから考えるとの姿勢です。 

・設立の根拠 

地方公務員法第４２条の「職員の保健，元気回復その他厚生に関する事項」

を根拠に職員の相互の助け合いの為に設置 

・構成員 

加入事業所103団体（市町村42団体、その他61団体）府内市町村は全て

参加 加入者は互助会と委託契約を結んでいる 

会員数 58,563人（H17年1月末現在）ここ数年漸減傾向が続く 

・理事長 

和泉市長 稲田順三 

互助会とは 

第3の退職金（生業資金） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生業資金はS55年3月以前の制度で掛金の4倍もの補助金が

投入されていました。制度改訂後もS55年以前に在籍した職員

は退職時（退会時）に生業資金も併せて給付されています。 

このように退会餞別金制度に移行したことにより給付は大

幅に減少していますが、それでも300万円を超える給付が

予定されています。正規の退職金として 2500 万円前後の

支給に加えて職員の元気回復のためこの給付が不必要なこ

とは誰の目にも明らかです。 

「ヤミ退職金」とされる退会給付金とは別に、S55 年３月以前

から在職していた退職者全員に「生業資金」の名目で１人平均２

５５万円を上乗せ支給しています。原資の７割以上を公費が占め

る「第２のヤミ退職金」で、退会給付金と合わせた支給額は最高

９００万円近くに及びます。各市町村からは２０００万～３００

０万円にのぼる本来の退職金も支払われており、〈３段構え〉の

公金投入に批判が高まるのは必至です。 


