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平成２３年（行ウ）第８６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 辻宏康  

 

原告 第１準備書面 

 

平成２３年７月 24 日 

 

大阪地方裁判所 第２民事部合議２係 御中 

 

原告 小林洋一 

 

原告は被告準備書面（１）に以下反論する。 

 

１ 本件の経過等についての認否 

（１） 概ね認める。 

（２） 概ね認める。 

（３） P3 1 行目の ｢違法に上記要請を拒否した｣は否認し、その他は概ね認め

る。 

（４） 中段以降の｢和泉市等や大阪府は、調整交付金の交付額は本件数値等

の正しい数値等に基づき算定・決定されるべきものと考えていたが、厚生労

働省が上記の指示に応じなければ、本件調整交付金の差額分の交付に関

する検討を行わないと言い、１０市町がそろって上記指示に応じることを要

求していた中で、和泉市だけが上記指示に応じないというわけにはいかなか

ったため、和泉市等は、厚生労働省が本件調整交付金の差額分の交付に

ついて検討を行うという条件のもとで、上記指示に応じざるをえないこととな

った。｣は不知、その他は概ね認める。 

（５） 概ね認める。 
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２ 本件数値等を国へ報告する行為は財務会計行為の性格を有していないことにつ

いて 

被告等は、地方自治法２４２条の２第１項４号に基づき地方自治体の職員に対

する損害賠償請求をすることを求めるには、当該職員が「財務会計行為」につい

て損害賠償責任を負う場合に限られ、和泉市等の市町村が国に対し本件数値

等を報告する行為（以下本件行為）は、あくまでも、一般行政上の事務処理であ

り、財務会計行為ではないから、住民訴訟として不適法なものといわざるをえず、

その請求は却下ないし棄却を免れないと主張する。 

本件行為が財務会計行為であるか否かは取り敢えず措くとして、被告等の地

方自治法２４２条の２第１項４号に基づき地方自治体の職員に対する損害賠償請

求をすることを求めるには、当該職員が「財務会計行為」について損害賠償責任

を負う場合に限られるとの主張は失当である。以下その理由を述べる。 

法２４２条の２第１項４号後段が、財産の管理を怠ることにより被るおそれのある

損害を回復し又は損害を被ることを防止するため、普通地方公共団体が怠る事

実に係る相手方に対し、損害賠償請求権を有するにもかかわらず、これを積極

的に行使しない場合に、住民に当該地方公共団体に代位して損害賠償を求め

る訴訟を提起することを認めていること及び住民訴訟が、住民の負担する公租公

課から形成される地方公共団体の公金や財産に対する損害を防止・是正・回復

することを目的とするものであることとに鑑みれば、法２４２条の２第１項４号にいう、

財産の管理を怠る事実という場合の「財産」には、普通地方公共団体が有する損

害賠償請求権も当然に含まれているものと解される。そして、普通地方公共団体

が、その有する損害賠償請求権を行使しないことによって、普通地方公共団体

の有する公金や財産について、その分だけ損害が生じたままの状態であるという

点に関しては、当該損害の発生が、財務会計行為を原因とするか、非財務会計

行為を原因とするかで、何らの違いもないのであるから、「怠る事実に係る相手方

に対する損害賠償の請求」を財務会計行為を原因とする損害賠償請求権のみ

に限る合理的な理由はない。それゆえ、私人が、財務会計行為と関係ない行為

によって、普通地方公共団体に対して不法行為による損害賠償責任を負ってい

る場合において、普通地方公共団体が、当該私人に対して有する損害賠償請

求権の行使を違法に行わないという場合には、住民が、上記私人を「怠る事実に
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係る相手方」として損害賠償請求等の代位請求訴訟を提起できるのは当然であ

る。そうであるとすると、普通地方公共団体の職員のうち、財務会計行為をする権

限を有しない職員（以下「非財務会計職員」という。）が、財務会計行為に属さな

い職務の遂行の過程で違法行為を行って、普通地方公共団体に損害を与えた

ために、普通地方公共団体に対して損害賠償責任を負うに至った場合において、

普通地方公共団体が、当該非財務会計職員に対して有する損害賠償請求権の

行使を違法に行わないという場合には、これを私人における場合と区別する理由

はないから、住民は、当然に、当該非財務会計職員を「怠る事実に係る相手方」

として損害賠償請求等の代位請求訴訟を提起できるものと解するのが相当であ

る。 

 したがって、法２４２条の２第１項４号の「怠る事実に係る相手方に対する損害賠

償の請求」は、財務会計行為を原因とする損害賠償請求権に限られるものでは

なく、非財務会計職員が、財務会計行為に属さないその職務の遂行過程で違法

行為を行い、普通地方公共団体に損害を与えたという場合には、当該普通地方

公共団体がその職員に対する損害賠償請求権を積極的に行使しないことは法２

４２条の２第１項４号の「怠る事実」に該当するから、住民は、その非財務会計職

員を「怠る事実に係る相手方」として代位による損害賠償請求の訴訟を提起でき

ることとなる。（平成 18 年 5 月 17 日  岡山地裁  平１２（行ウ）２１号、判例地

方自治 281 号 10 頁） 

以上の次第で、本件行為が財務会計行為に該当するか如何を問わず、本件

請求は有効であり、被告等の主張は失当である。 

 

３ ○○氏らに過失があるとは評価できないことについて 

被告等は本件報告は、○○氏が大阪府からの指示に基づいた結果であり、大

阪府からの注意喚起のメールを見ていないし、大阪府からの再度に亘っての確

認メールも所得区分の確認を促すものでは無かったから、○○氏等には過失は

無いと主張する。以下個々に反論する。 

（１）大阪府の指示に従った事について 

被告は、大阪府の様式（甲４）に従い、記入したもので過失は無いと主張す

る。この様式に一部不適切な表記があるものの、入力上の注意の項に（４）所
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得段階別第１号被保険者の考え方は次によるものとし、平成 21 年 4 月 1 日（賦

課期日）における標準的な所得段階（６区分）別の第１号被保険者を記入する

ことと明確に指示があり、第 6 段階の欄に第 6 段階以上と記載していることが誤

りを誘引した可能性があるが、全くこの様式が不適切であるとは言えない。（和

泉市は入力欄のアであり被告の準備書面でイとしているのは誤りである） 

又、国の 6 区分と和泉市の 8 区分の関係については、和泉市が本件対象年

度（H21 年度）から新たにより保険料が適切に決定できるよう介護保険施行令

第 39 条に基づき、国の第５段階を合計所得金額が 125 万円未満の第５段階と

125 万円以上 200 万円未満の第６段階に区分けし、国の６段階を合計所得金

額が 450 万円未満を第７段階、それ以上を第８段階に分けた結果であり（甲２

（P5）、甲１２号、別紙参照）、和泉市の所得区分５と６段階が国の第５段階に、

同じく７と８段階が国の第６段階に対応することは、介護保険担当者は当然了

知していたはずである。 

しかるに、被告は大阪府の指示に従い漫然と作業した結果が今回の誤りと

なったものであり、今回の報告にあたって、他の市町村から府の指示が不適切

であるとの指摘があり、それに対応して大阪府が下記の注意喚起メールを送っ

た事実からも、注意すれば今回の齟齬は防げたもので、漫然と指示に従い事

務処理を行った結果が今回の齟齬につながったものである。 

 

（２）大阪府からの注意喚起メール（甲５）を見ていなかった事について 

被告等は他の職員が本件注記喚起メールを見たため、○○氏は本件メー

ルを見る機会が無かったと主張する。 

和泉市の情報部門に確認したところ、到着したメールを誰かが開いたときは、

画面上当該メール欄に開封のマークが付く仕組みとなっているが、そのメール

はそのまま存在し開封後 30 日経過後削除される仕組みとなっている。 

従って、仮に他の職員がそのメールを開いたとしても、当該メールは件名欄

に存在し、その件名が｢（補足資料）【大阪府→財政調整交付金ご担当様】介

護保険財政調整交付金の諸係数等の調の提出について｣であり、財政調整

交付金ご担当様は○○本人であり、差出人が大阪府の担当である訴外高野

新也である事からしても、自分に関係するメールであることは当然判断できるわ
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けであるから、仮に開封のマークが付いていたとしてもそのメールを確認するの

は職務として当然なさねばならない事で、それを行わなかった過失は免れない。

メールを見る機会が無かったわけではなく、見なかっただけである。 

尚以降の弁論の為、被告等に本件メールを開いた職員名を開示するよう裁

判所の訴訟指揮をお願いする。（求釈明） 

 

（３）大阪府からの再度に亘っての確認メールについて 

被告等は大阪府からの確認メール及び事務連絡文書（甲６）は単に数値の

確認を促すものに過ぎず、国と和泉市の所得区分について確認する趣旨のも

のではないから、所得区分の誤りを発見できなかった事に過失は無いと主張

する。 

しかしながら、大阪府の確認メール及び文書の趣旨は近年報告の誤りによ

る｢過大交付｣・｢過少交付｣となるケースが多いことから、厚労省作成の前年度

比較表なども添付し、入念にチェックを依頼したもので、単なる確認依頼の文

書では無い。又所得区分に関しては事務連絡（甲６の２）の ４その他の項に

｢所得段階別 1 号被保険者数｣について例年記載誤りが多い箇所であるのでく

れぐれも間違いが無いようにお願いしますとの記載がある。 

又同文書には、｢今回確認結果を最終報告値とし、これをもとに諸係数の全

国平均値等の算出作業に取りかかりますので、上記の期限をもって、その後の

修正には一切応じられないので、提出済みの諸係数調べを再度入念にチェッ

クするようお願いします｣の記載があり、この確認作業の重要性が示されてい

る。 

以上から、本再確認を要請するメール及び文書を受領した以上、報告の値

に誤りがないか否か、詳細かつ入念にチェックすべきは当然で、厚労省の参

考資料を精査すれば、所得区分が誤っていることは容易に判断が可能であっ

た。（訴状 3 頁（６）参照） 

 

（４）小括 

以上○○氏に過失は無いとの被告等の主張は失当である。 

一方本件担当の○○氏を指揮・監督する立場であり、所得段階別の第 1 号
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被保険者数等の報告の専決者である当時高齢介護室長の職にあった●●氏

については、大阪府福祉部高齢介護室介護支援課長から介護保険担当課

（室）長当ての｢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

数等調について（依頼）｣（甲３その２）において、４その他の項に｢例年、実績

報告（又はそれ以降）の段階で給付費の支給額や第 1 号被保険者数の数値

誤りが散見されますので、くれぐれも間違いの無いように入念なチェックをお願

いします｣との記載があり、報告誤りの予見可能性は十分認識出来た筈であり、

漫然と担当者の報告誤りを見逃し、結果的に過少交付に至った過失責任は

重大で、少なくとも過失は免れない。 

 

４ 調整交付金の交付決定前に，報告した本件数値等に齟齬のあること及び正しい

数値等を報告していることについて 

被告等は、本件齟齬が発覚後直ちに正しい数値を報告したが、国はそれを不

当にも拒否し齟齬のある数値での報告を要求し、同様の齟齬を惹起した府内の

１０の市町村は国の過少交付の差額分（正しい報告に基づく交付金と今回の誤

った報告に基づく交付金の差額（以下本件差額という）の対応もあってその指示

に従わざるを得なかったもので、到底過失は無い主張する。 

財政調整交付金は、自治体間の介護保険財政の公平を担保するためになさ

れるものであるから、各自治体の財政状況を把握し、それをもとに限られた財源

を公平に配分し交付する事が必要となる。従って交付金の決定前に事務工期を

含めて各自治体からの諸数値を確定する必要があり、大阪府からも報告の期限

（一度目は平成 22 年 1 月 27 日、今回限りとしてそれを延長し二度目は同年 2

月 17 日）を定め、それ以降の修正には一切応じられないとの通達が出ている。

（甲６ その２、その５） 

しかるに、正しい数値を報告したのは平成 22 年 3 月 1 日であり、既に延長した

期限も大幅に超過しており、同年 2 月 24 日に国からの内示も過ぎており、この修

正を認めると膨大な再計算が必要となり事務工期上問題があり、このような修正

を認めると際限が無くなるとして国が拒否した事には相当の理由が認められる。 

本件齟齬は市の報告ミスが原因であり、再三チェック依頼があったにも拘わら

ず十分な対応を怠り、延長した期限にも誤りが発見できなかった訳で、それらを
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考慮せず期限を過ぎた時期での再計算を国に求めるのは虫が良すぎると言うも

のであり、正しい数値を報告しているから過失は無いとの主張は失当である。 

又、被告等は国は１０市町村が誤りの訂正に固執するなら、今回の報告ミスに

伴う本件差額への対応を検討しない旨の圧力によって今回の訂正を諦めさせた

と主張する。先に述べたように財政調整交付金は各自治体の介護保険財政の

調整を目的に、各自治体からの報告をもとに公平に分配した結果であり、今回一

部で本件齟齬のある報告をもとに算定したものであっても、その報告を正として交

付決定したものであり、事後に誤りを調整する為の何らかの対応を国が用意しな

ければならない筋合いのものではない。今回介護保険の調整交付金の交付額の

算定に関する省令を改正し特別調整交付金で本件差額の一部を補填すること

を決定したのは、今回のような誤りが大阪府内でも１０の自治体、更に全国では

確認されるところでは１０自治体を含め 13 自治体が誤った報告を行っており、当

該自治体の介護保険財政への影響も少なくないとの判断でなされたものであり、

これを交渉の手段に使い、無理矢理誤った数値を報告させたとの主張は当を得

ず又極めて不謹慎である。 

 

５ 故意又は重過失が必要か 

被告等は本件の請求の相手方である●●、○○各氏（地方自治法 243 条の２

の適用外職員）に損害賠償を求めるには、故意又は重過失が要件となると主張

する。 

本件相手方の過失は、介護保険財政に大きく影響する財政調整交付金の基

礎資料である各種数値の報告を誤り、数度に亘ってそれを修正する機会を逸し

結果的に財政調整交付金が過小交付となり市に損害を及ぼした責任は重大で、

大阪府からの各種通知を看過し著しく注意義務を怠ったもので、怠る事につきく

むべき事情も認められないから重大な過失に相当する。 

従って仮に被告等が主張するように重大な過失が必要であったとしても、相手

方の責任は免れないが、以下軽過失で足りる旨を述べる。 

地方自治法 243 条の２の適用職員については、その職務を行うに当たり畏縮

し消極的となることなく、積極的に職務を遂行することができるよう配慮する趣旨

で、損害賠償を求めるには重大な過失が必要とされている。一方その他の職員
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については特に定めがないから、民法の規定によることとなる。国家賠償法では

全ての職員について損害賠償を求めるには重大な過失が必要とされているが、

公務員の第三者に対する加害行為について、国又は公共団体が損害を賠償し

た場合に限っての民法の特則であるから、本件に類推適用の余地はない。 

又地方自治法第２４２条の２第１項第４号本文による損害賠償請求の相手方に

は地方公共団体の職員以外に民間人もその対象となりうるから、職員に限って故

意又は重大な過失が必要であるとすると、単なる過失でも責任が問われる民間

人との均衡を失し、地方公共団体の職員と民間人との間に損害賠償請求を求め

る要件に差を設けなければならない必然性はないから、国家賠償法を類推適用

し、職員に損害賠償を求めるのに故意又は重大な過失を要するとの主張は失当

である。 

以上を明確に判示した以下の判決がある。 

広島高裁岡山支部 平成 21 年 9 月 17 日 平１８（行コ）４号 

（判時 2089 号 37 頁） 

(1) 法二四三条の二第一項所定の職員が物品の保管等の一定の職務を遂

行するに当たって、地方公共団体に損害を与えた場合においては、民法の規定

は適用されず、同条の手続に従ってのみ責任が追及され、当該職員に故意又は

重大な過失（現金については故意又は過失）がある場合にのみ責任が追及され

ることとなる。 

 同項の趣旨とするところは、同項所定の職員の職務の特殊性に鑑みて、同項

所定の行為に起因する当該地方公共団体の損害に対する上記職員の職務遂

行に係る賠償責任に関しては、民法上の債務不履行又は不法行為による損害

賠償責任よりも責任発生の要件及び責任の範囲を限定して、これら職員がその

職務を行うに当たり畏縮し消極的となることなく、積極的に職務を遂行することが

できるよう配慮するとともに、上記職員の行為により地方公共団体が損害を被っ

た場合には、簡便、かつ、迅速にその損害の補てんが図られるように、当該地方

公共団体を統轄する長に対し、賠償命令の権限を付与したものであると解せら

れる（最高裁昭和六一年二月二七日第一小法廷判決・民集四〇巻一号八八頁

参照）。 

 また、地方公共団体の長の賠償責任も法二四三条の二第一項によることにな
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るかについては、長の職責に鑑みると、他の職員と異なる扱いをされることもやむ

を得ず、長は同項所定の職員には含まれず、長の賠償責任については民法の

規定によるものと解するのが相当である（上記最高裁判決参照）。 

 (2) 昭和二二年に法が制定された際には、旧法制に存した吏員の地方団体に

対する公法上の賠償責任に関する制度は採用されなかったが、これは、地方公

共団体の職員の賠償責任の性格を公法上の賠償責任から私法上の賠償責任と

いう考えに統一し、公法上の特別責任を定めた規定を全て削除して、全て民法

の規定により処理することにしたものである。 

 しかし、その後、公金亡失の事例が増加し、民法の規定による責任追及では煩

瑣でもう少し簡易な方式で責任追及ができる仕組みを作りたいという要請から、

昭和二五年旧法二四四条の二が設けられ、出納職員の賠償責任を特別の手続

で簡易に責任を追及し賠償を確保しようとした。二四三条の二は、昭和三八年法

律第九九号により旧法二四四条の二の出納職員等の賠償責任の規定を改正し

て設けられたものである。 

 (3) 以上のような法二四三条の二の趣旨と沿革に照らせば、同条一項所定の

職員以外の職員が、違法行為等により地方公共団体に損害を被らせた場合に

は、当該職員には同条一項所定の職員のごとき職務の特殊性は認められない

以上、当該職員の賠償責任については、民法の規定によるべきことになり、民間

の従業員の雇主に対する責任と対比しても、その責任発生の要件を限定すべき

理由は存しない。 

 (4) また、国家賠償法一条二項は、国又は公共団体の公務員への求償権行

使の要件を故意又は重大な過失がある場合に限っているが、これは、公務員の

第三者に対する加害行為について、国又は公共団体が損害を賠償した場合に

限っての民法の特則であるから、公務員が直接国又は公共団体に賠償責任を

負う場合に類推すべき理由はない。 

 (5) したがって、公務員の公共団体に対する賠償責任が認められるためには

重過失であることを要せず、単に過失があれば足りると解するのが相当である。 



10 

６ 和泉市の損害について 

被告らは、特別調整交付金で補填されなかった 3 割について国に更なる補填

を要請中であり、本来その 3 割について国は 10 市町村に支給する義務があり、

結果的に過大交付となった他の自治体に返還請求すべきとも主張し、現時点で

市に損害は発生していないと主張する。 

しかしながら、既に本件にかかわる普通調整交付金は一部誤った報告に基づ

くものではあるが、この数値をもとに財源を各自治体に配分計算し交付金を決定

しているもので、本件過少交付分が国に残存している訳ではない。又和泉市はこ

れを既に受領している。又特別調整交付金の根拠となる介護保険の調整交付金

の交付額の算定に関する省令第 7 条の３には｢介護保険の財政又は介護保険

事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情が

ある場合 別に定める額｣とされ、交付額は諸般の事情を考慮し裁量で決定する

ものであり、今回は自治体の事務的ミスが原因であり、天災とは事情が異なるとし

て減額して（天災の場合は８割）本件差額の７割を交付対象としたものである。こ

の 7 割に減額したことはこれ以上の補填はしないとの国の意志を示したものと考

えるべきである。以上から本件年度の財政調整交付金に関する債権・債務関係

は既に終了していると解すべきであり、本件差額の 3 割について国が交付する義

務があるとか、国は過大交付となった自治体の返還を求めるべきである等の主張

は失当である。 

尚、実務的に見てもこれ以上の補填の要望は、単年度で決着する現行方式

の枠組みでは法律の改正を行わないと実現不可能であり、国はこの要望に対し

何らの対応をとっていないことからも、更なる補填の要望は和泉市等１０市町村の

単なる期待に留まるものである。 

以上から補填されなかった本件差額の３割は和泉市の損害となる。 

以上 


