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平成２５年（行ノ）第６号 損害賠償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 

相手方補助参加人 □□□□ 

相手方補助参加人 ○○○○ 

 

 

上告受理申立理由書 

 

平成２５年４月２４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、最高裁判例違反があり、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、平成２１年度介護給付費財政調整交付金（以下単に「交付金」という。）算定

のための国への報告（以下「本件報告」という。）に際し、和泉市が、第１号被保険者の

所得段階別の人数を誤ったことにより、国から和泉市に対して交付される交付金が本
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来交付されるべき金額よりも少額となったため、その差額相当の損害を被ったとして、

和泉市の住民である１審原告が１審被告和泉市長 辻宏康に対し、地方自治法２４２条

の２第１項４号に基づき、本件報告に関する専決権者である補助参加□□□□（以下

「補助参加人□□」という。）及び実務担当者である補助参加人○○○○（以下「補助

参加人○○」という。）に対し、不法行為による損害賠償として１５６０万１０００円及びこ

れに対する訴状送達の日の翌日である平成２３年５月１８日から支払済みまで民法所

定年５分の割合による遅延損害金の連帯支払の請求をすることを求めた事案である。 

 

第２ 原審の判断 

原審は補助参加人□□及び○○の過失を認定したが、最高裁判例（昭和５１年７月

８日第一小法廷判決・民集３０巻７号６８９頁、以下「５１年最判」という。）を援用し、本件

過誤を誘引した事情、補助参加人等の過失の態様、和泉市の執務態勢や過誤の予防

措置等を考慮すると、損害の公平な分担の見地から、和泉市ないしその執行機関であ

る１審被告が、補助参加人等に対し本件過誤に係る損害の賠償を請求すること自体信

義則に反し許されないとし、１審被告敗訴分を取り消し、１審原告の請求を棄却した。 

この原審の判断は、最高裁判例の適用を誤っており、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 上告受理申立理由第１点（最高裁判例違反について） 

１ 原審が援用する５１年最判について 

（１）５１年最判の概要 

原審が援用する５１年最判は、石油等の販売業を営む X 株式会社の運転手 Y

が、業務上タンクローリーを運転中に衝突事故を起こし、Ｘは、使用者責任に基づ

き、追突された車両の所有者Ａに対し被害者の修理費等を支払い、また、破損し

た自社のタンクローリーの修理費等の損害を被った。そこで、X は、Y に対し、Ａに

対する損害賠償義務を履行した分については民法７１５条３項による求償を、Ｘが
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直接損害を被った分については民法７０９条よる賠償をそれぞれ請求した事案に

ついてのものである。 

（２）５１年最判の事案の性格について 

まず５１年最判はどのような性格の事案について判断したものかを考えるに、そ

の（５１年最判）の原審である昭４８（ネ）７２０号 ・ 昭４８（ネ）８１９号（昭和 49 年 7

月 30 日東京高裁判決 民集 30 巻 7 号 699 頁）が参考となる。 

その５１年最判の原審の判決には 

「ところで、営利のため危険な事業活動を行う者、（例えば自動車を使用し収益

を目的とする事業活動を行う者）は、右事業活動の際、必然的に事故発生の危険

性が随伴するものであることは当然に予想されるところであるから、右事故によって

生じた損害を自ら負担するか又は予め分散する措置をとることなしに、究極におい

てすべてこれを従業員の負担に帰する（即ち、従業員に填補させる）ことは、たと

いそれが従業員の善良なる管理者の注意義務違反（軽過失）によるものであつて

も、たやすくこれを是認するを得ないことは、現在の法秩序（特に不法行為制度の

目的及び精神）、経済体制及び企業者の社会的責任並びに健全なる社会通念に

照し、多言を要しないところというべきである。従って、前記のような事業活動を行う

者は、規模の大小を問わず、必然的な事故発生の危険に備えて、予め強制保険

は勿論のこと、任意保険であっても対人保険のみならず対物保険にも加入して、

能う限り損害の分散に努め、又保険以外の右対策にも十分に留意して、少くとも

従業員の僅かな不注意によるありふれた事故に対しては、出来る限り、求償又は

損害賠償の請求を差し控えるよう努力すべきものであつて、たとえ運転手の待遇

改善のためとはいえ、自動車の事故防止を専ら運転手の技量に期待し、損害保

険料の支出を惜しみ、その結果、運転手の過失による事故発生の場合、これによ

って被った損害の賠償や求償を直ちに当該運転手に請求するが如き経営者の態

度は、現在の社会情勢のもと、自動車による危険な事業活動を行う企業者として

は、まことに相当でないものといわなければならない。」 と判示している。  



4 

更に５１年最判の評釈として「被用者が労務に服するにおいて必要な注意を欠

き、過失によって使用者に損害を生ぜしめた場合には、故意はもとより過失であっ

ても賠償責任を負うのが伝統的な解釈であった。これに対して近時は、少なくとも

使用者との内部関係においては被用者の賠償責任を制限すべしとの傾向が強ま

り、学説上も、おもに求債権に関してではあるが、被用者の職務執行の過程にお

いて第三者に与えた損害は、それが被用者の通常の過失（いわゆる軽過失）によ

って生じたものである場合には求償権を生じないとして、軽過失を一般的に責任

原因から除外する見解、また被用者に対使用者の関係で賠償責任が認められる

場合でも、信義則や権利濫用の法理あるいは過失相殺の法理を活用することによ

って求償権を制限すべきであるとの見解が提唱されている。判例も、事案ごとに理

由づけは種々であるが、大多数が使用者から被用者に対する求償の全部又は一

部について制限を加えてきている。本判決はこれら下級審判決の集積をも踏まえ

て、使用者から被用者に対する求償又は賠償請求の制限を打ち出したものと言え

よう。（ジュリスト No６４５ １３８頁）」 

このような判断の基本的な考え方は、私企業（営利企業）での賠償又は求償の

関係が使用者と被用者の内部関係であることを前提に、被用者の通常の過失によ

って生じた損害は、企業活動に不可避的もしくは固有の危険と言うべきであり、使

用者は事業の採算上あらかじめこれを予測して費用として計上し、このような損害

は企業の活動内で吸収すべきであり、損害の全てを被用者に負担させるのは虫

が良すぎるという使用者の報償責任・危険責任に基づくものである。 

 

２ 本件住民訴訟と５１年最判との相違点について 

一方本件住民訴訟について考えると、営利（収益）事業でない普通地方公共団

体にあっては、事前に予測できない損害を補填する収益を上げる事は不可能で

あり、仮に原審の判断が確定すると、その損害は自治体内で吸収出来ず、結果的

に当該自治体の市民の負担となる（本件では介護保険者の被保険者の負担とな
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る 乙１５～１７参照）。以上から本件住民訴訟では使用者の報償責任・危険責任

は妥当せず、損害の影響が使用者と被用者の内部関係に止まらないから本件住

民訴訟と５１年最判は事案が異なる。 

又「地方公務員については、憲法 15 条 2 項は、公務員が全体の奉仕者であっ

て一部の奉仕者ではないと定め、地公法 30 条は、全体の奉仕者として公共の利

益のために勤務しなければならないと定めている。非現業一般職地方公務員の勤

務関係の法的性質は、その根幹をなす任用、分限、懲戒、服務等に鑑みると一般

に公法上の特別権力関係として公法関係に属するものと解せられるのであつて、

かかる身分を有する地方公務員は、私企業労働者が使用者に対して負う労働関

係上の義務の範囲をこえて、公務の適正な執行をなし、国民（住民）全体に対して

不利益をもたらすような行為をしてはならず、職員（一般職地方公務員）は、その

職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない義

務（同法３３条）を負うものといわなければならない」（昭和 62 年 7 月 8 日 大阪高

裁 事件番号 昭５９（行コ）６号 行集 38 巻 6・7 号 532 頁）で判示するように、地

方公務員は私企業労働者に比べより重い労働関係の義務を負っているから、私

企業労働者について判示した５１年最判を本件特別権力関係にある地方公務員

にそのまま適用することは妥当ではない。 

又５１年最判は請求の根拠法を明示していないが、５１年最判の原審と同様民

法７１５条第３項及び民法７０９条を根拠としたものである。 

特に５１年最判の判断の根幹をなす求償の制限にかかわる民法７１５条３項は

本件住民訴訟の適用外である。即ち、国家賠償法は国又は公共団体の公権力の

行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他

人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任じ、公務員

に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対し

て求償権を有する。 とされており、この法律は民法の特別法であるから、本件へ

の民法７１５条第３項の適用は無いことも考慮すべきである。 



6 

 

３ 小括 

以上述べたように、本件住民訴訟と原審が援用した５１年最判は事案が異なり、

これを援用した原審には判例違反の違法がある。 

 

第４ 上告受理申し立て理由第２点（信義則による請求の制限について） 

１ 原審の判断 

原審は、本件事案の諸般の事情を勘案すると、和泉市ないしその執行機関である

１審被告が、補助参加人等に対し本件過誤に係る損害の賠償を請求すること自体信

義則に反し許されないと判示したが、諸般の事情（特に補助参加人等の過失につい

て）の判断に誤りがあり、請求そのものを否定する事は、住民訴訟の不法行為に基

づく賠償請求を否定した偏向した判断で、採証法則・経験則に反し判決に影響する

事は明らかで、破棄は免れない。以下個別に検討する。 

 

２ 賠償又は求償の制限についての考え方 

原審は５１年最判の「使用者が、その事業の執行につきはなされた被用者の加害

行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づ

き損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者

の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは

損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公

平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右

損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」を引用して

信義則を判断すべきとしている。 

ここで言う「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度にお

いて、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができる」の判示は請

求をすることが出来るとあるように、既に P4 で述べたように、「求償権に関し、被用者
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の職務執行の過程において第三者に与えた損害は、それが被用者の通常の過失

（いわゆる軽過失）によって生じたものである場合には求償権を生じない」を念頭に

おいたものである。 

一方住民訴訟においては最高裁第二小法廷（平成 24 年 4 月 20 日判決 民集 

66 巻 6 号 2583 頁）の裁判官千葉勝美の補足意見は 

住民訴訟制度は、普通地方公共団体の財務会計行為の適正さを確保するために

住民の関与を認めた制度であるが、地方公共団体の長などの執行機関に対しては、

その故意又は過失により行われた違法な財務会計行為と相当因果関係のある地方

公共団体の損害につき、個人責任を負わせることとし、そのことにより財務会計行為

の適正さを確保しようとするものである。国家賠償法においては、個人責任を負わせ

る範囲について、同法第１条２項が公権力の行使に当たる公務員が故意又は重大

な過失のあった場合に限定しているのと比べ、住民訴訟においては、個人責任を負

う範囲を狭めてはおらず、その点が制度の特質となっている。 

 （中略） 

現行の住民訴訟は、不法行為法の法理を前提にして、違法行為と相当因果関係

がある損害の全てを個人に賠償させることにしている。そのことが心理的に大きな威

嚇となり、地方公共団体の財務の適正化が図られるという点で成果が上がることが期

待される一方、場合によっては、前記のとおり、個人が処理できる範囲を超えた過大

で過酷な負担を負わせる等の場面が生じているところである。（引用終わり） 

とあるように、住民訴訟では不法行為法の法理を前提にして、違法行為と相当因

果関係がある損害の全てを個人に賠償させることにしており、過失相殺等で一部請

求を制限することはあっても、まずは全ての損害賠償を請求することが基本である。 

即ち５１年最判は求償権が無いことが原点で、信義則上相当と認められる限度に

おいて求償出来るとするもので（５１年最判と同様な事案についての判決は求償を認

めないか又は求償を大幅に制限した判断が一般的である）、一方本件住民訴訟は

求償することが原点で、本件１審判決のように一部過失相殺で請求を制限するに止
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まり、その立ち位置は全く異なる。 

特に本件では損害を自治体内で吸収することが不可能で、結果的に何の関係も

ない市民に損害が及ぶことを考えると、損害の公平な分担からしても賠償又は求償

の制限はより抑制的に考えるべきである。 

 

３ 信義則上相当と認められる限度を判断する要素について 

（１） 過失の態様（程度）について 

原審は、本件過誤のきっかけは大阪府からの様式が不適切で、大阪府の指導

に大きく依存している市の介護保険の執務の実態の中で、誤った報告を行った事

はやむを得ない所があり、報告後の大阪府からの確認の依頼も直接様式の誤りを

指摘するものでなかった事から、本件事務の担当である補助参加人○○でなくと

も誤りを起こし、早期に誤りを発見出来ない事が十分予想され、事実和泉市以外

の相当数の自治体で同じ誤りを犯しており、それらを考慮すると補助参加人○○

の過失は職務怠慢といえるようなものではなく、過失の程度は小さいと判示する。 

しかしながらこれは事実を誤って判断したものである。介護保険の業務が大阪

府の指導に一定依存していることを否定するものではないが、本件で問題となっ

た所得段階別 1 号被保険者数の報告については何ら大阪府の指導が必要な事

項ではない。 

何故なら、所得段階別１号被保険者数の所得区分は、国の第５段階を市の第５

段階と第６段階に、国の第６段階を市の第７段階と第８段階に細分化することを和

泉市が自ら決定したものである（原審が引用する１審判決４頁及び甲第２０号証 

第４回和泉市介護保険運営協議会資料１５頁及び甲第１２号証 和泉市介護保険

条例第６条参照）。一方本件過誤の誘因となった報告様式（甲２２号証２頁）を見る

と、市の入力欄の入力結果がそのまま国への報告数値となる事から（矢印の関係）、

市の第５段階が国の第５段階に、市の第６段階から第８段階の合計が国の第６段

階に対応することになる結果、市の第６段階が国の第６段階に集計される事になり、
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和泉市の対応関係（市の第６段階は国の第５段階に対応）と齟齬が起きることは、

通常の注意力をもってすれば極めて容易に発見出来る事である。更に同じ入力

様式の下段入力上の注意事項（４）に標準的な所得段階別（６区分）の被保険者

数を記入することの表記があり、これと市の入力欄の表記に違いがあることに疑問

を抱かなかったというのも市の事務担当として著しく注意を欠いていたと言わざる

を得ない。 

又、毎年繰り返し行う報告事務では、前年と比較するのが通常の仕事のやり方

であり、特に補助参加人○○は自身が初めて本件事務を担当することになったの

であるから尚更注意深く確認すべきである。問題となっている報告様式の市の入

力欄に入力すると国へ報告する所得段階別被保険者数は直ちに最上段の欄に

表示されるから（甲２２号証 ２頁）、補助参加人○○は国の第５段階と第６段階の

被保険者数が前年と大きく異なることは容易に気づくべきである。しかるに何の疑

問も無く、大阪府の様式の入力欄の表記に適切さを欠いていたとはいえ、必要な

確認を怠り誤った入力を行った過失は重大である。 

更にこの報告後大阪府から再三にわたって、所得段階別被保険者数の誤りが

多い事から確認するよう指示があったにも拘わらず、市の集計リスト（甲２２号証３１

頁）から集計した６段階別被保険者数と送付された国への報告数値（甲２３号証 

８頁）を突合するだけの極めて簡単な確認を怠り、誤りを発見できなかった事は注

意義務の懈怠が甚だしく重大な過失と言える。特に平成２２年１月２２日付け大阪

府高齢介護室から財政調整交付金担当宛の「平成２１年度介護給付費財政調整

交付金算定のための諸係数の再確認について」（甲第２３号証 ２頁）の資料の ４ 

その他 の項に（様式１－２）の「所得段階別１号被保険者数」～中略～欄も例年

記載誤りが多い箇所ですので、くれぐれも間違いの無いようにお願いします。 の

記載がある。更に「平成２１年度介護給費財政調整交付金算定に係わる諸係数の

検証基準」（甲第２３号証 ６、７頁）の資料の検証項目に【所得段階別被保険者

数】の項があり、そこには前年度（平成２０年度）国への報告の諸係数との比較とし
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て前年度との比較表（甲第２３号証 １８頁 拡大版は甲第６号証その３）を添付し、

更に平成２０年度介護保険事業状況報告年報（予定）に於ける平成２０年度末現

在の所得段階別保険者数との比較を、月報との比較表（甲第２３号証 １２頁 拡

大版は甲第６号証その４）を添付し確認を要請している。又確認の末尾に“但し、１

つの保険者の誤りが他の保険者に影響を及ぼすものであること、毎年調整交付金

の交付決定額について会計検査院から算定誤りの指摘（不当事項）を受けている

ことを十分に認識頂き、確認の対象になっている保険者に限らず、全ての保険者

において改めて数値の検証を行って頂き、数値に万全を期して頂きますようお願

い致します。”の記載があり、基準以上の乖離がある保険者だけでなく全ての保険

者に誤りがないか確認を依頼したもので、前記の前年度との比較、直近との比較

の２つの比較表を見れば第５段階と第６段階に入れ繰りがあることは容易に判るは

ずで、これを見落とした過失は更に重大である。 

特に誤りがあった年度に和泉市が所得段階区分を７段階から８段階に変更して

いること、補助参加人○○が初めて本件事務を担当したことを考慮するとより慎重

に確認すべきであり、府からの記入様式の表記を盲信し必要な確認を怠ったもの

である。 

又そもそも本件国への報告は市の責任において行うべき事務であり、仮に大阪

府に全面的に依拠していたとしても、そのことは免責の理由たり得ない。 

原審が大阪府の確認依頼が報告様式の誤りを直接指摘する形をとっていなか

った事が、補助参加人等の過失を軽減する理由としているが、小学生に確認を依

頼するならともかく、介護保険の担当者（一応その道の専門家）への依頼であり、

何ら過失を軽減する理由とならない事は明らかである。又二度にわたって所得段

階別被保険者数に誤りが多いと注記し確認するよう指示があり、前記「平成２１年

度介護給付費財政調整交付金算定のための諸係数の再確認について」につい

て所得段階別被保険者数の具体的確認方法が指示されており、大阪府の対応に

問題は無い。 
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「重大な過失」とは、抽象的な注意義務違反（公務員が、職務上通常有すべき

知識経験を基準として、当該職務執行に際して尽くすべき注意義務を懈怠するこ

と）の程度がはなはだしい過失をいうと解されているところ（佐藤英善編『実務判例

逐条国家賠償法』30 頁、並木茂「要件事実（1）」村重慶一編『裁判実務大系（18）

国家賠償訴訟法』36 頁等）、以上述べたように大阪府の様式への入力時の確認

不足、それ以降の大阪府からの確認依頼に全く対応していなかった瑕疵は重大

な過失に相当し、職務怠慢そのものである。 

 

（２） 執務態勢について 

原審は、介護保険に関する事務を大阪府に全面的に依拠している実情にあり、

府からの指示をチェックする態勢が十分でなかった事が本件過誤の発生及びそ

の是正に遅れを生じた要因と判示する。 

現在地方公共団体の財政状況が総じて厳しい中で、職務の効率化は避けて通

れない課題であり、その点から専門的な事務を上部団体に一定程度委ね、業務

の効率化を図ることはあながち否定されるべきではない。問題はそのような中でも

本件のような国への報告は市が責任を持って処理する事項である事の自覚を持

って事務に当たることが必要であり、どのようなことでも上部団体からの指示を盲信

することが許されている訳ではない。 

本件では補助参加人○○が一人でこの事務を担当していたが、国への報告な

ど重要な事項は稟議・決済を通じて内容を確定する事となっており、本件の国へ

の報告も稟議・決済がなされている（甲第２２号証）。補助参加人○○が起案し、主

幹の訴外△△を経由し、最終的に専決者の補助参加人□□が決済している。こ

の文書の中に今回問題となった大阪府からの様式に入力した結果があり（甲第２２

号証 ２頁）、既に述べたようにこれを見れば市の入力欄の表記に問題があること

は容易に判断出来る。同じく５頁に国への報告内容が掲載されているが、その中

に所得段階別被保険者数が表記されており、従来より介護保険を担当していた補
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助参加人□□及び主幹の△△であれば、それぞれの所得段階別被保険者数の

概数は把握しているはずで、そうすると第５段階と第６段階の人数が今までと大きく

異なることは容易に判断出来るはずである。 

更に再確認の稟議・決裁書（甲第２３号証）も同じく補助参加人□□と主幹の△

△が押印している。この中に問題となった前年度との比較表（甲第２３号証 １８

頁）があるがこれを補助参加人□□は見ていなかった（□□証人２８頁）。大阪府

からの再確認は所得段階別被保険者数の誤りをチェックする事がその目的の一

つであるから、補助参加人□□はこれを行うために前年度との比較表を確認する

ことは当然行わねばならない事であり、これを行わなかった事は補助参加人○○

の事務をチェックすべき職務を懈怠したものと評価できる。 

要するに、補助参加人○○の報告内容をチェックすべき補助参加人□□及び

主幹△△は何らチェックも無しに承認したもので、そこで必要なチェックをすれば

本件過誤は発生しなかったし、過誤の早期発見も可能であった。即ち本件過誤は

執務態勢が原因で惹起したものではなく、職員がそれぞれの職務を忠実に果たさ

なかった結果、稟議・決済システムが形骸化したことに問題があるのであって、稟

議・決済以外の二重チェック態勢など重層構造を構築する必要は更々無いし、そ

のようなことは公務の能率化にも反するものでもあり、執務態勢に問題は無い。 

 

（３） 職員の処遇、過誤の予防、損失の分担に対する配慮について 

原審は、職員の過失により地方公共団体に損害を与えた場合は、支払い能力

を超える多額の賠償や求償の負担が発生する可能性があり、そのようなリスクに見

合う処遇を受けていないし、損失の分担に対する配慮もないと判示する。 

職員の賠償リスクについて、一部再掲であるが最高裁第二小法廷（平成 24 年 

4 月 20 日判決 民集 66 巻 6 号 2583 頁）の裁判官千葉勝美の補足意見は 

１ 住民訴訟制度は、普通地方公共団体の財務会計行為の適正さを確保する

ために住民の関与を認めた制度であるが、地方公共団体の長などの執行機関に
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対しては、その故意又は過失により行われた違法な財務会計行為と相当因果関

係のある地方公共団体の損害につき、個人責任を負わせることとし、そのことによ

り財務会計行為の適正さを確保しようとするものである。国家賠償法においては、

個人責任を負わせる範囲について、同法第１条２項が公権力の行使に当たる公

務員が故意又は重大な過失のあった場合に限定しているのと比べ、住民訴訟に

おいては、個人責任を負う範囲を狭めてはおらず、その点が制度の特質となって

いる。 

 ところで、住民訴訟制度が設けられた当時は、財務会計行為及び会計法規は、

その適法・違法が容易にかつ明確に判断し得るものであると想定されていたが、

その状況は、今日一変しており、地方公共団体の財政規模、行政活動の規模が

急速に拡大し、それに伴い、複雑多様な財務会計行為が錯綜し、それを規制する

会計法規も多岐にわたり、それらの適法性の判断が容易でない場合も多くなって

きている。そのような状況の中で、地方公共団体の長が自己又は職員のミスや法

令解釈の誤りにより結果的に膨大な個人責任を追及されるという結果も多く生じて

きており（最近の下級裁判所の裁判例においては、損害賠償請求についての認

容額が数千万円に至るものも多く散見され、更には数億円ないし数十億円に及ぶ

ものも見られる。）、また、個人責任を負わせることが、柔軟な職務遂行を萎縮させ

るといった指摘も見られるところである。地方公共団体の長が、故意等により個人

的な利得を得るような犯罪行為ないしそれに類する行為を行った場合の責任追及

であれば別であるが、錯綜する事務処理の過程で、一度ミスや法令解釈の誤りが

あると、相当因果関係が認められる限り、長の給与や退職金をはるかに凌駕する

損害賠償義務を負わせることとしているこの制度の意義についての説明は、通常

の個人の責任論の考えからは困難であり、それとは異なる次元のものといわざるを

得ない。国家賠償法の考え方に倣えば、長に個人責任を負わせる方法としては、

損害賠償を負う場合やその範囲を限定する方法もあり得るところである。（例えば、

損害全額について個人責任を負わせる場合を、故意により個人的な利得を得るた
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めに違法な財務会計行為を行った場合や、当該地方公共団体に重大な損害を

与えることをおよそ顧慮しないという無視（英米法でいう一種の reckless disregard

のようなもの）に基づく行為を行った場合等に限ることとし、それ以外の過失の場

合には、裁判所が違法宣言をし、当該地方公共団体において一定の懲戒処分等

を行うことを義務付けることで対処する等の方法・仕組みも考えられるところであ

る。）しかし、現行の住民訴訟は、不法行為法の法理を前提にして、違法行為と相

当因果関係がある損害の全てを個人に賠償させることにしている。そのことが心理

的に大きな威嚇となり、地方公共団体の財務の適正化が図られるという点で成果

が上がることが期待される一方、場合によっては、前記のとおり、個人が処理でき

る範囲を超えた過大で過酷な負担を負わせる等の場面が生じているところであ

る。 

 ２ 普通地方公共団体の議会が、住民訴訟制度のこのような点を考慮し、事案

の内容等を踏まえ、事後に個人責任を追及する方法・限度等について必要な範

囲にとどめるため、個人に対して地方公共団体が有する権利（損害賠償請求権

等）の放棄等の議決がされることが近時多く見られるのも、このような住民訴訟がも

たらす状況を踏まえた議会なりの対処の仕方なのであろう。（引用終わり） 

と述べている。 

現行の住民訴訟は、不法行為法の法理を前提にして、違法行為と相当因果関

係がある損害の全てを個人に賠償させることにしていることから、賠償を制限する

には新たな立法上の対応が必要であり、現行法の中で対応するには議会の権利

放棄も一つの方法と判示している。 

職員の処遇については、地方公務員法、地方自治法、地方公共団体の条例で

規定されており、その中にリスクの要素を組み込む制度となっていないから、リスク

の存在する業務を執行する職員に特別な処遇を行うことは出来ない。 

しかしながら、職員自身の過失によって発生したとはいえ、支払い能力を超える

負担に対して、職員自身の対応であるが公務員賠償責任保険なるものがあり、職
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員が比較的少ない掛金（月５００円程度）で最大１億円程度の損害賠償保険が支

払われる民間保険があり、和泉市では管理職の殆どがこの制度に加入している。 

又原審で過誤の予防についてメールに言及しているが、そもそもメールのシス

テムは送信者と受信者がそれぞれ善意の管理者として注意義務を果たすことを前

提として構築されているもので、そのために宛先（受信者 用件欄に表示）、用件、

送信者、送信日時、開封したか否かの表示などのシステム的対応がなされている。

従ってメールを受信者が見たかどうか等を２重でチェックする態勢の構築などあり

得ず、本件メールの受信端末が受信者以外にも扱う事が可能な事から、受信者以

外のものが見たときの対応をマニュアル化しており、更にその対応を怠った時の対

応まで要求することは際限のないチェックを意味するもので、現実的ではないし、

本件のようなことが日常的に起こることは想定できない。 

尚原審は ２ 認定の補足（原審１６頁）で、補助参加人○○以外のものがメー

ルを開封し、その連絡を失念した可能性が否定できず、補助参加人○○が開封し

た証拠も無いとしている。確かに補助参加人○○がメールを開封した直接の証拠

は無いが、誰か他の者が開いたという証拠も無い。本件メール（甲第５号証）の用

件には（補足情報）【大阪府→財政調整交付金ご担当様】介護給付費財政調整交

付金の諸係数等の提出について（依頼）とあり、本件メールが補助参加人○○宛

のメールであることは一目瞭然で、これを補助参加人○○以外の者が開封するこ

とは極めて考えにくく、本件財政調整交付金に関する大阪府との連絡は全てメー

ルでなされており、何ら齟齬無く行われていることからしても、このメールだけ補助

参加人○○に到達しなかったと考えるのは極めて不自然である。仮に補助参加人

○○以外の者が開封したなら、その内容からして取り決めに従い、補助参加人○

○に連絡すると考えるのが自然である。又このメールを誰かが開いたと主張してい

るが（丙第１号証 ６頁及び□□証言２８頁）、補助参加人○○がＩＴ推進課に確認

した時即ち平成２４年に入ってからか平成２３年末（□□証人 ２８頁）には、本件メ

ールは着信（平成２１年１２月１５日）から１年以上経過しており、市のサーバーから
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メールに関するデータは削除されており、このような確認は不可能で補助参加人

○○の本件メールを開封していないとの主張も含め信用できない。 

 

４ 小括 

地方公共団体が被った損害は地方公共団体内で吸収することが困難で、結果的

に何の関係もない市民に損害が及ぶことを考えると、損害の公平な分担からしても求

償の制限はより抑制的に考えるべきである。 

又求償の制限を判断する諸要素について検討すると、補助参加人の過失は、大

阪府の様式に適切さを欠いていたとはいえ、通常の注意力を持ってすれば様式の

問題に当然気づくべきであり、又その後再三にわたっての確認依頼に誠実に対応

すれば、本件過誤の発見は容易に可能であるにもかかわらず必要な対応を行わず、

結果的に過小交付につながったもので、重大な職務懈怠である。 

又原審は度々他の自治体でも同様な誤りを起こしていることが、補助参加人○○

の過失の程度を判断する大きな要素であると判示するが、一方で更に多くの自治体

で正しく処理され、一部の自治体では大阪府の様式の問題を府に提示している事か

らも、他の自治体で同様な誤りが発生していることは何ら補助参加人等の過失を軽

減する事情とはならない。 

補助参加人○○の報告をチェックすべき補助参加人□□及び訴外主幹△△は

稟議・決済段階で何のチェックも行わず、誤りを見過ごしたもので、本件誤りは執務

態勢の問題ではなく、稟議・決済段階の審査が形骸化していたことに起因するもの

である。その他原審はリスクを負う職員への処遇、危険分散への対応等を賠償を制

限する事情としているが、いずれも現行法制上対応は不可能な事項で不適切であ

る。 

以上から原審が諸般の事情を考慮すると、補助参加人等に損害賠償請求を行う

こと自体が信義則上許されないと判示は極めて偏向した判断であり（住民訴訟の４号

請求で、相手方の過失・責任を認定した上、信義則により請求を認めなかった裁判
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例は、申立人の調査した限り下級審を含め、かわさき港コンテナターミナル株式会社

損失補償協定事件（平成 18 年 11 月 15 日 横浜地裁 判タ 1239 号 177 頁）で出

資銀行への不当利得返還請求権を信義則上認めなかった１件のみで、これも川崎

市が事件を起こした第３セクターの設立及び運営について深く関与し，同社への融

資の要請も行っていた等の特別な事情があったためである。）、住民訴訟での不法

行為の理解を誤り、補助参加人等の過失に対する事実認識も不適切で原審の破棄

は免れない。 

 

第５ 上告受理申立理由第３点（原審が議会の議決を欠いている事について） 

原審は、地方自治法９６条１項１２号は｢普通地方公共団体がその当事者である訴

えの提起｣に係る規律であるのに対し、本件は、普通地方公共団体である和泉市の

執行機関である控訴人(和泉市長)が訴え提起後において第１審判決に控訴する局

面であるから、同号の規律の適用対象に該当しないことは明らかであると判示する。 

しかしながら、“控訴人(和泉市長)が訴え提起後において第１審判決に控訴する

局面”が訴えの提起に当たらないとの判示であれば、控訴人は住民訴訟に応訴した

もので、訴えを提起したものでなく又議会の議決を経たものでも無いから、新たな訴

えの提起となり議会の議決が必要であることは明らかであり、誤った判断である。 

一方、当事者が普通地方公共団体でなく、執行機関である市長であることから、こ

の規律に当たらないとの判示であれば、既に控訴答弁書で明らかにしているところ

であるが、地方自治法第９６条第１項の１２は普通地方公共団体が当事者となる訴え

の提起は議会の議決が必要であると定める。本件被告は和泉市長辻宏康であり、当

事者が地方公共団体で無いため条文上は議会の議決は必要無いと解される。 

しかしながら訴えの提起が議会の議決を必要とした立法趣旨は、訴訟が地方公共

団体の権利義務に重大な影響を及ぼすおそれがあるので、議会の議決を経てその

事件について当該団体の意見、方針を決定すべきものとしたことにあると解される

（東京高裁、昭 56.1.19 判例タイムズ ４４２号１２７頁）。本件は市長を被告としてい
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るが、執行機関としての市長であり個人ではなく、平成１４年の地方自治法改正にお

いて、４号請求の被告を地方公共団体の執行機関又は職員としたのは、住民訴訟の

１号請求及び３号請求の被告を「当該執行機関及び職員」としているのに倣ったもの

とされ、４号請求は損害賠償請求なり不当利得返還請求、賠償命令をせよという請

求であるから、こうした請求をする権限のある者を被告とすべきであり、そうすると被

告は当該地方公共団体（代表者知事、市町村長）となる。（阿部泰隆「住民訴訟改正

案へのささやかな疑問」自治研究７７巻５号３４頁） 

以上から被告を市長としているのは形式的なもので、本件のような４号請求訴訟で

地方公共団体（被告）が敗訴した場合に、そのまま判決を受け入れ損害賠償請求権

を取得するか、地方公共団体の行政上の正当性を主張して事実上損害賠償請求権

を放棄する控訴を選ぶかは、地方公共団体の権利義務に大きく影響する。 

加えて、訴訟を遂行するには弁護士費用等で多額の財政支出を伴う場合も予想

されるから、地方公共団体が当事者となる訴えとなんら変わりはなく、４号請求訴訟

の訴えの提起は当該団体の意見・方針を決定する議会の議決を必要と解すべきで

ある。 

又、平成 16 年 6 月、行政事件訴訟法の改正において、訴訟を簡明にするという

理由から、取消訴訟の被告適格を、処分又は裁決をした行政庁となっていたのを、

その処分又は裁決をした行政庁が所属する国又は地方公共団体に変更した。この

事実からしても被告が行政庁か地方公共団体であるかに、訴訟上本質的な差は認

められない事を表している。 

以上から本件訴訟について、地方自治法９６条１項１２号を実質的に解し、議会の

議決が必要と考えるべきである。 

 

第６ 上告受理申立理由第４点（原審が弁論主義に反する事について） 

原審は、控訴人、被控訴人のいずれもが主張していない信義則による損害賠償

請求の制限を根拠に判決した。これは民事訴訟の本質が私的な紛争の解決にある
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以上、紛争解決内容における当事者の意思の尊重が不可欠であり、これに反し裁判

所が一方的に信義則に基づく請求の制限を持ち出すことは、不意打ちであり、被控

訴人の攻撃防御の機会を奪うもので弁論主義に反する。 

「ある事実関係について、複数の法規に基づく複数の法律関係が考えられるとき

に、どの法規に基づく法律構成を選択して主張するかは（本件で言えば市の対応等

を過失相殺の要素として判断するか信義則に基づく制限の要素として判断するか）、

当事者にゆだねられた事柄である。当事者の主張しない法律構成に基づき判断す

ることは、少なくとも当事者の予想を超えるものであり、不意打ちとなる（（最高裁判所 

平成１４年９月１２日 第１小法廷 判時 1801 号 72 頁）における裁判官藤井正雄の

反対意見 （ ）内は申立人が追記）。」いずれにせよ、裁判所は、当事者がこの点を

認識できるように釈明権を行使すべきである。 

更に信義則を判断する要素としてあげている職員の処遇、過誤の予防、損失の分

担に関する事実について、控訴人、被控訴人とも何ら主張しておらず、裁判所は、

当事者によって主張されていない主要事実を判決の基礎とすることができないから、

このことも弁論主義に反する。 

 

第７ 民事訴訟法 318 条 1 項所定事由の存在 

以上の通り、原審が援用する最高裁判例は本件の射程外であり、この判決を基

に判断することは最高裁判例違反となり、又相手方の過失の判断を誤り、その他

信義則を判断する諸般の事情を過大に評価し、信義則に基づき賠償請求を全て

否定した事は、採証法則・経験則に反し、控訴人・被控訴人とも主張していない法

律構成で判決したことは弁論主義にも反し、民事訴訟法 318 条 1 項所定事由の存

在は明らかである。 

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、平成２１年度介護給付費財政調整交付金算定のための国への報告を誤り

市に対して交付される交付金が本来交付されるべき金額よりも少額となったため、その

差額相当の損害を被ったとして、地方自治法２４２条の２第１項４号に基づき、本件にか

かわった職員に対し損害賠償請求を行うことを市長に求めた住民訴訟である。 

 

第２ 原審の判断 

原審は本件事務を担当する補助参加人等の過失を認定したが、最高裁判例（昭和

５１年７月８日第一小法廷判決・民集３０巻７号６８９頁、以下「５１年最判」という。）を援

用し、本件過誤を誘引した事情、補助参加人等の過失の態様、和泉市の執務態勢や

過誤の予防措置等を考慮すると、損害の公平な分担の見地から、和泉市ないしその執

行機関である１審被告が、補助参加人等に対し本件過誤に係る損害の賠償を請求す

ること自体信義則に反し許されないとし、１審被告敗訴分を取り消し、１審原告の請求を

棄却した。 

 

第３ 上告受理申立理由第１点（最高裁判例違反について） 

原審が援用した最高裁判例は、営利企業に於ける使用人と被用人間の内部的賠償

及び求償関係について判断したもので、本件住民訴訟での地方自治法２４２条の２第１

項４号賠償請求事案の射程外であり、最高裁判例に違反する。 

最高裁判例は営利企業においては被用者の通常の過失によって生じた損害は、企

業活動に不可避的もしくは固有の危険と言うべきであり、使用者は事業の採算上あら

かじめこれを予測して費用として計上し、このような損害は企業の活動内で吸収すべき

であり、損害の全てを被用者に負担させるのは虫が良すぎるという使用者の報償責任・

危険責任の考え方を基に、被用者に損害の１／４の限度で請求認めた事案である。 

一方本件住民訴訟は、営利（収益）事業でない普通地方公共団体の損害賠償につ
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いて判断したもので、地方公共団体では、事前に予測できない損害を補填する収益を

上げる事は不可能であり、仮に原審の判断が確定すると、その損害は自治体内で吸収

出来ず、結果的に当該自治体の市民の負担となり、本件住民訴訟では使用者の報償

責任・危険責任は妥当せず、原審が援用する最高裁判例は本件住民訴訟と事案が異

なり、これを援用し判断するのは判例違反となる。 

 

第４ 上告受理申し立て理由第２点（信義則による請求の制限について） 

原審は、援用する最高裁判例が定立した信義則の判断要素をもとに、本件過誤が

大阪府の入力様式が誘因となっていること、その後の大阪府からの確認是正の為の連

絡が不十分であったこと、過誤を防止するための執務態勢等も不十分で本件担当の補

助参加人○○でなくても誰でもこのような過誤を起こす可能性があり、損失の分散に対

する配慮等も不十分である等の事情を考慮すると、損失の公平な分担の見地から補助

参加人等に本件過誤にかかわる損害の賠償を求めることは信義則上許されない。と判

示したがこの考えの基本は原審が援用する最高裁判例の使用者の報償責任・危険責

任に立脚したもので、損害の賠償請求自体を認めないという極めて偏向した判断であ

る。 

現行の住民訴訟は、不法行為法の法理を前提にして、違法行為と相当因果関係が

ある損害の全てを個人に賠償させることにしていること、仮に原審の判断が確定すると、

本件にかかわる損害を自治体内で吸収することが不可能で、結果的に何の関係もない

市民に損害が及ぶことを考えると、損害の公平な分担からしても求償の制限はより抑制

的に考えるべきである。 

更に、原審の補助参加人等の過失の認定は事実に反し、過誤を起こす構造的問題

が存在しているとの指摘も、地方公共団体の職員が善良な管理者として、能力の全て

を発揮し、誠実に執務にあたれば回避可能なもので、リスクを負っている職員の処遇、

損失の分散などの問題も指摘するが、いずれも現行法制では解決不可能で、新たな

立法措置が必要なものがあり、これらを信義則の判断要素とするのは適切ではない。 
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以上から原審が諸般の事情を考慮すると、補助参加人等に損害賠償請求を行うこと

は信義則上許されないと判示は、住民訴訟での不法行為の理解を誤り、補助参加人

等の過失に対する事実認識も不適切で採証法則・経験則に反し原審の破棄は免れな

い。 

 

第５ 上告受理申立理由第３点（原審控訴が議会の議決を欠いている事について） 

原審は本件控訴が地方自治法９６条１項１２号の規律に該当しないとして、議会の議

決は必要無いと判示したが、地方自治法９６条１項１２号の立法趣旨及び当事者が地

方公共団体か執行機関の市長であるかに本質的な差は無い事を考慮すると、地方自

治法９６条１項１２号を実質的に解し、本件控訴は議会の議決を必要とすべきである。 

 

第６ 上告受理申立理由第４点（原審が弁論主義に反する事について） 

原審は、控訴人、被控訴人のいずれもが主張していない信義則による損害賠償請

求の制限を根拠に判決した。これは民事訴訟の本質が私的な紛争の解決にある以上、

紛争解決内容における当事者の意思の尊重が不可欠であり、これに反し裁判所が一

方的に信義則に基づく請求の制限を持ち出すことは、不意打ちであり、被控訴人の攻

撃防御の機会を奪うもので弁論主義に反する。 

 

第７ 民事訴訟法 318 条 1 項所定事由の存在 

原審が援用する最高裁判例は本件の射程外であり、この判決を基に判断することは

最高裁判例違反となり、又相手方の過失の判断を誤り、その他信義則を判断する諸般

の事情を過大に評価し、信義則に基づき賠償請求を全て否定した事は、採証法則・経

験則に反し、控訴人・被控訴人とも主張していない法律構成で判決したことは弁論主

義にも反し、民事訴訟法 318 条 1 項所定事由の存在は明らかである。 

 

以上 
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