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平成２４年（行コ）第138号 損害賠償等控訴事件（住民訴訟） 

控 訴 人  和泉市長  

被控訴人  小林洋一   

被控訴人（1審原告）答弁書 

 

 

平成２４年 11 月 20 日 

 

大阪高等裁判所 第 7 民事部 2 係 御中 

 

被控訴人 小林洋一     

≪被控訴人住所・送達場所≫  

〒594-1155  大阪府和泉市緑ヶ丘2丁目１３番１０号 

電話 ０７２５－５４－２６２６ 

FAX ０２０－４６６９－６９２０ 

 

 

 

被控訴人は、控訴人の控訴理由書に以下答弁する。 
 
第１ 控訴の趣旨に対する答弁 

1. 控訴人の請求を棄却する。  

2. 控訴費用は、控訴人の負担とする。  

との判決を求める。 

 

第２ 控訴の理由に対する答弁 

１ はじめに 
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原判決の争点 2（原判決 18 頁）、争点 3（原判決 20 頁）、争点 4（原判決 20 頁）

の判断内容は、いずれも相当であり、これらに関する控訴人の主張には理由がない。

また、控訴人が控訴理由書で主張する意見は、いずれも原審で主張した事の蒸し

返しに過ぎず、当を得ていない。よって原判決の判断は維持されるべきであり、本

件控訴は直ちに棄却されるべきである。 

 

２ 控訴理由書について 

控訴人は、①池本氏及び西出氏には過失は無く、②地方自治法第２４３条の２が

適用されない職員について、職務上の行為によって地方自治体に対し民事上の損

害賠償責任を負うには重過失を要件とすべきであり、両名には少なくとも重過失は

無く、③和泉市には損害は認められない と主張し、池本氏らは和泉市に対し損害

賠償責任を負うものではない、と主張する。 

これらの主張は被控訴人の原審での主張の繰り返しに過ぎず、これについて判

断した原判決の争点（２）（補助参加人池本の過失又は重過失の有無）について、

及び争点 3（補助参加人西出の過失又は重過失の有無）について、及び争点 4（損

害の発生及びその額に）ついて において明確に退けられており、敢えて反論に値

しないが念のため以下反論する。 

（１）控訴理由書の本件の経過（控訴理由書１～６頁）についての認否 

① 認める。 

② 認める。 

③ 甲４が間違った図示である点は否認する。後段の「池本氏は、この大阪府の

図に忠実に従って・・・・・・誤った数値によるものとなってしまった」は不知。

その他は認める。 

④ 「池本氏は、１号被保険者の・・・・提出した」は不知。その他は認める。 

⑤ 認める。 

⑥ 「どこか他県の市町村・・・模様であり」は不知。その他は認める。 

⑦ 「なお、このとき、大阪府内では、・・・・・・・提供しなかった」は不知。その他は

認める。 

⑧ 「⑦と⑧から明らかであるが、・・・・・・・明らかである」は不知。その他は認める 

⑨ 認める。 
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⑩ 「この厚生労働省の対応は・・・・違法なものである。」は否認する。その他は

認める。 

⑪ 認める。 

⑫ 「このとき、大阪府からも、・・・・・・・指示に従った対処をするよう求められた」

は不知。その他は認める。 

⑬ 不知。 

⑭ 不知。 

⑮ 「しかし、その後も、・・・・・・継続することとしている」は不知。その他は認め

る。 

 

（２）池本氏及び西出氏の過失について 

これについては原判決の争点（２）（補助参加人池本の過失又は重過失の有

無）について、及び争点 3（補助参加人西出の過失又は重過失の有無）におい

て判示しており、これを引用する。以下控訴理由書の控訴人の主張に反論する。 

ア 大阪府の示す図に忠実に従った事について 

控訴人は、池本氏は 1 号被保険者数の報告にあたり、大阪府の図（甲 4）に忠

実に従ったもので、その結果として報告に誤りが生じたものであり池本氏には過

失は無い。と主張する。確かに甲４の表記に紛らわしい記載があるものの、本件

報告は国の分類基準に基づいて報告すべきことは，国からの交付金を算定する

ための資料を提供するという本件報告の目的に照らして自明であり、甲 4 の入力

上の注意（４）にも国の 6 段階の区分に従って入力するよう明示されている。又大

阪府の図の入力欄への入力はそのまま国の 6 段階別の所得段階別被保険者に

つながる事も入力後の図から明らかである。（甲 13 甲 4 の入力後の状態） そう

であるのもかかわらず、池本氏は漫然と入力を行い結果的に誤ったもので過失

は免れない。 

 

イ 大阪府よりの注意喚起について 

控訴人は第 1 号被保険者数の誤りについて度重なる大阪府からの注意喚起

はいずれも一般的や抽象的なもので、注意喚起をなさないと主張する。しかしこ

れを素直に見れば誤りの無きよう注意を喚起したのは明らかで、控訴人の主張は
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誤った報告を正当化するための独善的で身勝手な主張に過ぎず到底認められ

ない。特に甲６の３及び甲６の４の前年度の比較について、前年度との差異につ

いて平成２１年度に所得段階を８段階とした影響と判断したと主張するが、自治

体独自の所得段階区分は国の６段階の中を細分化したに過ぎないもので、８段

階にしたことの影響などあり得ず、池本氏らがこのように判断していたとしたら、本

件事務の基本的な事項を理解していないものである。 

更に控訴人は平成 22 年 2 月 17 日の諸係数の誤りがあれば正しい報告を行う

よう通知した時に、府内の 3 市が訂正報告を行なっているにもかかわらず各自治

体に注意喚起を行わなかったことから、府には 1 号被保険者数に誤りが多いとの

認識やそのことについて注意喚起を要するとの認識は無かったと主張し、更に府

にはそのような機能は与えられていないから、池本氏等が注意喚起に対応出来

なかった事は当然と主張する。しかしながら府は同年２月１５日に甲５のメールで

具体的な誤りについて連絡しており、又府の注意喚起の機能については、要綱

（乙１４）の６項及び７項に都道府県知事は市町村からの申請を受理したときにこ

れを審査し とあり、この審査の一環として誤りの無いよう事前に注意喚起するの

は当然であり、控訴人の主張はあたらない。 

又控訴人は池本氏が甲５メールを見ていないと主張する。しかしながら本件調

整交付金の大阪府とのやりとりは全てメールを介して行われており、甲５メールだ

け池本氏が見なかったと言うのはいかにも不自然であり、その証拠もない。室内

の他の人がこれを開封し、その内容を池本氏に伝えなかったとも主張するが、西

出氏の陳述書（丙１）の６頁（２）池本氏から聞いた事情に「誰が開封したか、現在

も不明です」とあり、誰か他の人が開封したという証拠は無く、甲５メールの件名

が （補足情報）【大阪府→財政調整交付金ご担当者様】介護給付費財政調整

交付金の諸係数等調の提出について（依頼） となっていることから担当者の池

本氏以外の人がこのメールを開くとは極めて考えにくい。誰かが開いた事実を確

認したとも証言（西出証言）するが、確認の日時ではメールは既にサーバーから

削除されており、証言は信用できない。（原告第６準備書面第３ ２頁ご参照） 

 

ウ 西出氏の過失について 

控訴人は本件交付金の為の諸係数の報告などはルーティン作業であり、特に
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問題が無ければ担当者の職務に干渉したり検証することは行わないから、本件

の報告の誤りについて過失はないと主張する。しかしながら原判決争点３（判決２

０頁）で、西本氏の過失を明確に認定しており、且つ池本氏が本件諸係数の報

告業務を初めて担当した年度であり、新たに８段階に区分した年度でもあるから、

西出氏は管理者として殊更注意深くチェックすべきであり、これを怠った西出氏

の過失は免れない。 

 

エ 厚生労働省に正しい数値を適用して交付金の変更申請をしていることにつ

いて 

控訴人は、池本氏等は交付要綱（乙 14）に従い、厚生労働省に対し正しい数

値を適用して調整交付金の変更申請をしていることをもって過失の存在を否定

する。しかしながら控訴人が主張する要綱の第 7 項変更申請手続きとは、年央に

行う交付決定（概算払い）と年度末に行う 1 号被保険者数等諸係数調べをもとに

した厚生労働省からの交付割合に基づいて各市町村が算定した調整交付金と

の過不足を調整するもので、あくまで厚生労働省に報告した 1 号被保険者数等

諸係数調べを前提に変更申請すべきであり、控訴人の主張する正しい数値を勝

手に用いて変更申請することは許されない。（厚生労働省からの交付割合は全

国の市町村からの 1 号被保険者数等をもとにして算定した調整交付金の総額と、

各市町村の介護給付及び予防給付に要する費用の額の総額の百分の五に相

当する額との調整を行うために設定するもので、本件のように一度確定した所得

段階別 1 号被保険者数を変更すると再度交付割合を再計算する必要があり、そ

の結果全国の市町村の調整交付金に影響を与える事になる。即ち控訴人らの

言う本件 10 市町村の過小交付分は既に全国の市町村に配分されており、厚生

労働省が当初の 1 号被保険者数をもとに申請することを要請したことは至極当然

である） 即ち、国からの確定した交付割合をもとに、所得段階別 1 号被保険者

数のみを変更した調整交付金の申請は何ら意味を成さないもので、これを行なっ

ていることが過失を免れる事情とは言えない。 

同時に控訴人等は正しい数値に基づく再計算も可能であると主張するが、仮

に技術的に可能であったとしても、既に各自治体に交付割合等を内示した段階

で、それを全て覆すことは、限られた自治体のミスが全体に影響すること、度々誤
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りの無きよう注意喚起していること等を考えると、厚生労働省が再計算を拒否した

ことは合理的で肯首できる。 

又介護保険法１２２条３項の規定に、翌年度に於ける精算などを含めて、算定

省令に基づき正しく算定される調整交付金額を交付すべき事を規定していると

主張する。しかしながらこれは介護保険法１２２条３項を正しく理解しないもので失

当である。即ち介護保険１２２条３項は 

３ 毎年度分として交付すべき調整交付金の総額は、当該年度における各市

町村の前条第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額の見

込額の総額の百分の五に相当する額に当該年度の前年度以前の年度における

調整交付金で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度に

おいて交付すべきであった額を超えて交付した額を当該見込額の総額の百分の

五に相当する額から減額した額とする。 

と規定し、調整交付金の総額に関する規定であり、本件のような個別市町村の

報告の過誤による再算定を伴う調整交付金の交付を義務づけた規定では無い。

翌年度の精算については平成２１年１２月４日付け厚生労働省からの事務連絡

（甲２２ ３７頁）でも年度を超えて追加交付できないことを明記している。 

 

（３）地方自治法第２４３条の２が適用されない職員の賠償責任について 

控訴人は地方自治法第２４３条の２が適用されない職員の賠償責任について

重過失を要し池本氏らに重過失は無いから、損害賠償責任を負わない旨主張

する。 

しかしながら、このことについては原判決争点２の（１）において単なる過失でも

損害賠償請求が可能なことを明確に判示しており、控訴人の主張は失当である。

尚御庁平成２４年５月２５日判決 平成２４年（行コ）第２２号 損害賠償等請求控

訴事件 （原審 大阪地方裁判所平成２２年（行ウ）第２２７号）判決文３～４頁に

おいて同様の判断がなされている。 

尚、控訴人が引用する最高裁判決での千葉裁判官の補足意見は、時により

地方自治体の首長に過酷な負担を負わせる事があるが、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
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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。 とし、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。と議会の債権放棄に一定の理解を示したもので、

ここで問題となっている職員への損害賠償の要件について指摘したものではな

い。 

又仮に職員への損害賠償請求に重過失が要件であったとしても、本件は池本

氏及び西出氏に重大な過失が存在する。その理由は「重大な過失とは通常人に

要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく

違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごした

ような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すもの（昭和 32 年 7 月 

9 日 最高裁第三小法廷）」とすると、当初の誤った報告についてはともかく、その

後度重なる報告数値のチェックの要請（特に前年度との比較 甲６の３及び甲６

の４）にまじめに対応すれば誤りは容易に発見できたのにもかかわらず、真摯に

対応せず結果的に過小交付となったもので、単なる過失とは到底評価出来ず、

故意に近い重大な過失と判断すべきである。 

 

（４）和泉市の損害について 

これについては原判決の争点 4（損害の発生及びその額に）において判示して

おり、これを引用する。以下控訴理由書の控訴人の主張に反論する。 

控訴人は、池本氏らは１号被保険者数の報告に誤りがあったことが判った後

直ちに（平成２２年２月２５日に）、正しい数値に基づく調整交付金の変更を申請

しており、これは要綱（乙１４）に従った手続きであり、和泉市は国に対し特別調整

交付金で補填された残りの過小交付分について交付請求権を有しているから和

泉市に損害は無いと主張する。又仮に前記過小交付分が市の逸失額であるとし

ても、これについては介護保険給付準備基金で手当てしており、一般会計に影
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響を与えていない。準備基金で対応出来ない分については介護保険料の値上

げで住民が負担しているから、損害が生じているとすればそれは住民に損害が

発生しているのであり、和泉市には損害は発生していない。と縷々主張する。 

これについては、原判決争点４（原判決２０～２２頁）で和泉市に損害が発生し

ていることを明確に判示しているが、控訴審での控訴人の主張に以下反論する。 

ア 和泉市が国に対し過小分の交付請求権を有しているとの主張について 

本件財政調整交付金は、国の交付決定をもってはじめて和泉市が債権者とし

て交付請求権を有するものであるから、過小交付分は未だ国の交付決定を得て

いないから、和泉市が当然請求できる債権では無い。現時点においても過小交

付の１０市町村は国に対し、残り３割分の補填を要請していない。このことからも

本件過小交付について国から何らかの対応がなされる現実的な可能性は皆無と

いえる。 

又前記 （１）エ 厚生労働省に正しい数値を適用して交付金の変更申請をし

ていることについて において述べたように、池本氏らの調整交付金の変更申請

（乙１０）は既に報告した６段階別第１号被保険者数を勝手に変更して算定したも

ので、交付要綱通りの変更申請とは言えない。 

イ 和泉市の一般会計に損害を与えていない等の主張について 

控訴人は和泉市の一般会計に損害を与えていないと主張する。このような主

張をする意図は定かでないが、仮にこれが和泉市に損害が無いとの主張であれ

ば、失当である。即ち一般会計であれ特別会計であれ和泉市の会計であること

に変わりなく、一般会計であろうと特別会計であろうと損害が発生していれば、そ

れは和泉市の損失である。又介護保険給付準備基金で損害を補填することで基

金が減少すればそれも和泉市の損害であり、控訴人の主張は失当である。 

又、損害の一部を介護保険者に保険料として負担して貰っているから、市に

損害は無いと主張するが失当である。即ち、平成２４年度からの３年間の介護保

険料の算定にあたり、前期（平成２１年度から平成２３年度）の介護保険給付準備

基金が全て充当されているが、その際本件過小交付により準備基金が毀損され

たもので、それを保険者あたりに換算すると月額１０円に相当すると言うことである。

従って明示的に本件過小交付により保険料が値上げされたと言うことではない。

これは和泉市の損害がどのように影響したかと言うことであり、損害の発生とは無
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関係である。仮にこのような論理が通用するとすれば、市が被った損害は究極の

所、税金や利用料・負担金の増、行政サービスの低下等市民の負担で処理せざ

るを得ないから、いかなる場合も市の損害は観念できない事となり、論理矛盾は

明らかである。 

 

第３ 本件控訴が議会の議決を経ていない事について 

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。 

尚普通地方公共団体の議決機関である合議体の議会が上訴を提起する場合に、

議決を要するかについて何ら規定はないものの、議会の法的性格から見て上訴の
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提起は議会の権限に関する重要な行為に当たることから、地方自治法第９６条第１

項の１２（当時第９６条第１項の１１）を実質的に解し、議会の議決を必要と判断した

裁判例もある。（昭和 49 年 7 月 31 日 仙台高裁 判例タイムズ３１６号２２７頁） 

一方本件控訴は議会の議決を経ていないことは明らかで、地方自治法９６条１項

１２号による授権がないから、民事訴訟法５５条の定める授権を欠き、本件控訴人和

泉市長辻宏康の控訴代理人井川一裕に対する訴訟委任は無効であり、よって本

件控訴は棄却されるべきである。 

 

 

以上 


