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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  

補助参加人 西出喜則他 1 名 

原告 第５準備書面 

 

平成２４年２月１０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 

 

原告は以下陳述する。 

 

第１ 原告第 3 準備書面の訂正について 

以下原告第３準備書面を訂正する。 

・2 頁 11 行目池野氏を池本氏に 

・2 頁 15 行目池野氏を池本氏に 

・2 頁 17 行目池野氏を池本氏に 

・2 頁 19 行目池野氏を池本氏に 

・2 頁 27 行目池野氏を池本氏に 

・2 頁 28 行目池野氏を池本氏に 

・2 頁 28 行目池野氏を池本氏に 

・3 頁 5 行目池野氏を池本氏に 

・3 頁 7-8 行目池野氏を池本氏に 

・3 頁 9 行目池野氏を池本氏に 

・3 頁 26 行目池野氏を池本氏に 

・5 頁 5 行目池野氏を池本氏に 
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第２ 補助参加人の第１準備書面への反論 

１ 準備書面（１）の２ 補助参加人等への損害賠償ついて 

（１）過失又は重大な過失の不存在について 

ア 補助参加人等は本件報告の誤りは、大阪府の甲４の説明図に従って処理

した結果であり、補助参加人等に過失又は重大な過失は無いと主張する。 

既にこれについては原告第３準備書面１－（１）（P1-2）に述べたところで

あり、甲４の説明図の一部に不適切なところがあったとしても、所得段階別

被保険者数の国 6 段階と和泉市の 8 段階の対応関係を理解してさえすれ

ば、不適切な表記が本件報告の誤りを引き起こす事由とはなり得ない。 

イ 池本氏らの甲５のメールを見なかった過失については原告第３準備書面１

－（２）P2-3 を引用する。 

ウ 池本氏らの甲６のメールで報告数値の確認を怠った過失については原告

第３準備書面１－（３）P３－４を引用する。尚大阪府からの確認に対応し修

正を行い、誤りを訂正し過少交付を回避した自治体が府内に 3 団体があっ

たことが明らかになっている。（甲第１５号証）本件も大阪府からの確認要請

に真摯に対応すれば誤りは回避可能であった。 

エ 故意又は重大な過失が必要との主張については、原告第１準備書面５（P

７－９）を引用する。尚御庁平成 24 年 1 月 19 日判決（平成 22 年行（ウ）第

227 号）でも原告主張にそった判断がされている。 

 

（２）補助参加人らの行為と本件調整交付金の差額分の未交付との因果関係につ

いて 

補助参加人等は、厚生労働省が再計算を行う余裕がありながらこれを行わ

なかった違法があり、同省はこの代償として本件調整交付金の差額分を特別

調整交付金で対応する妥協案を提示し、和泉市はこれを受け入れたために本

件調整交付金の差額分の未交付が発生したもので、補助参加人らの行為と

本件調整交付金の差額分の未交付との因果関係は無いと主張する。 

再計算の時間的余裕については、既に原告第４準備書面の１（P1-2）で主

張しているところであり、厚生労働省は策定の十分な時間的余裕と報告数値

のチェック情報の提供を行い訂正の機会を与えた上で、自治体からの報告を
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正しい数値として算定したものでそれに過失はない。既に自治体に内示した

段階で再算定を行うと、財政調整交付金の制度上、再算定に伴い本件１０市

町の復活した交付金を他の自治体に内示した交付金から減額する必要があり、

そのようなことは事実上不可能であり、本件報告ミスに起因して惹起した問題

の解決を既に各自治体に内示した交付金の減額で解決することは極めて不

合理である。従って厚生労働省の行為に何ら違法な点はない。 

更に補助参加人等は厚生労働省が再算定を行わなかった違法の代償とし

て特別調整交付金でこれを補う妥協案を提示したと主張する。しかしながら厚

生労働省に本件交付金交付に関する手続に何ら違法性が無いことは前述し

たとおりであり、妥協案を提示しなければならない事情は存在しない。寧ろ同

様の誤りにより調整交付金の未交付が多数の自治体で発生しており、それに

関する何らかの対応を自治体から求められたことから、敢えて省令を改正して

特別調整交付金で対応したもので、妥協案というような性格のものではなく、

誤った自治体の救済策である。 又関係自治体もこれを救済策と認めている。

（甲第 17 号証） 

厚生労働省は、この特別調整交付金の交付にあたって、一つ目は、被保険

者に対する負担回避に向けた独自の取組内容、二つ目は、被保険者に対し

説明理解を得ること、三つ目として、特段の事由に至った経緯及び再発防止

策の３点の要件を示し、それらが満足する条件で交付するとしていることからも

妥協案との主張が失当であることは明らかである。（甲第１８号証） 

従って厚生労働省がこの妥協案を強要する必要も無く、かえって自治体が

これを受け入れなければ報告を誤った自治体の損害が増大するだけである。 

以上補助参加人らの行為と本件調整交付金の差額分の未交付との因果関

係が無いとの主張は失当である。 

 

（３）損害が未確定との主張について 

補助参加人等は特別調整交付金で対応後も残存する交付金の不足分に

ついて国にその対応を要請しており、これに対し国から特段の意思表示も無

いから、今後この不足分が何らかの対応で補填される可能性が残っており、従

って損害は未確定であると主張する。 
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これについては、既に原告第 1 準備書面 10 頁 「６和泉市の損害について」 

において述べているところであるが併せて以下陳述する。 

介護保険の保険料は、介護保険法第 129 条第 3 項により、「おおむね三年

を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない」とされており、

和泉市を含む 10 市町は国に交付金の不足分の 3 割について、本件交付金不

足が発生した第 4 期介護保険事業期間での再計算を可能とする制度の改善

を要請している。（乙４、甲１４） 

しかしながら、本件問題の発生した第 4 期（平成 21 年度から平成 23 年度）

はまもなくその終期を迎えようとしている。この時期において法律の改正を伴う

新たな対応が不可能なのは明らかである。 

一方この要請（乙４、甲１４）を受けた厚生労働省に衆議院議員を介してこの

対応を確認したところ、平成 24 年 1 月 23 日に厚生労働省労健局介護保険計

画課財政第二係加藤孝文氏は対応が困難である旨次のように回答している。 

 

財政調整交付金制度の改善に関する要望に対する考え方について 

○ 事務処理誤りを犯した保険者に対し普通調整交付金の不足額の補

填を行う事については、 

 ① 普通調整交付金の交付は、財政法等諸法令に基づき単一年度内

において交付決定が行われる必要があること 

 ② 正しく事務処理を行った他の保険者の交付金の額が減額される不

合理な結果となること 

 から、ご要望への対応は困難である。 

○ なお、平成２２年度に行った特別調整交付金の支給要件の緩和は、

普通調整交付金の不足額の大きさも考慮し、不足額の７割以内に

限って特別調整交付金の支給をあくまでも特例的に認めたものとご

理解いただきたい。 

(注) 

特別調整交付金が本来支給対象とする災害等に伴う保険料・利用料減

免においても、交付額は減免額の８割以内にとどまる。 

 

以上から、厚生労働省は残り 3 割の不足分への対応は困難と考えている。 

又和泉市等は更なる補填のための制度改善の要望（乙４）を平成 22 年 9 月

2 日に行っているが、それから既に 1 年半近く経過しており昨年 11 月に同様の

交付金の不足があった大分市等が厚生労働省に要請を行っているが（甲１４
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号証）、和泉市はその要請に参加していない等何らの対応も行っていないこと

からも、厚生労働省の対応に期待していない事は明らかである。 

以上から、過少交付の 3 割の更なる補填は実現の可能性は無く、交付金の

差額分の 3 割は損害と認定すべきである。 

 

第３ 補助参加人の第２準備書面への反論 

１ 本件の損害について 

補助参加人等は、財政調整交付金の額（調整基準標準給費×普通調整

交付割合×調整率）を決定する真の調整率は全ての自治体からの正しい諸

数値を元にしか決定できないから、今回誤って提出した数値を元に計算した

調整率 0．996525179 は真の値ではない。（今回過少交付された大阪府内の

10 市町の分が調整率を水増ししている）従ってこの調整率を元に正しい数値

を提出したとして計算した本来の交付金の額は正しいものと言えず、それを前

提にした損害額も又正しいものではない。正しくは厚生労働省が今回の分も

含め全て正しい報告数値を元に計算しないと本来の交付金も決まらないし、

従って損害も確定しないと主張する。 

確かに補助参加人の主張は理論的には正しいものであるが、今回過少交

付となった１０市町の影響が調整率にどの程度影響があるのかを考える必要が

ある。その影響が大きければ補助参加人の主張が一定肯首できるが、その影

響が小さければ、普通調整交付割合のみを修正し、調整率を流用して計算し

た財政調整交付金は事実上正しいものとみなされる。 

そこでこの影響を検討するには、財政調整交付金の総額に対し今回の１０

市町の交付金の不足分の合計がどの程度であるかを検討すれば良いことにな

る。財政調整交付金の総額は政府資料によると概ね３６００億円程度と見られ

（甲１６号証）、１０市町の交付金の不足分の合計は大阪府作成資料（甲１９号

証）の 10 億 2850 万円千円となり、この額は財政調整交付金の総額 3600 億円 

の０．３％に過ぎない。即ち調整率への影響は無視出来るものである。 

損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証

することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠

調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。（民事訴訟法第
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248 条） 今回厚生労働省の再計算があり得ない以上本件はこれにあたる。 

 

２ 過失相殺につて 

（１）補助参加人等の主張 

補助参加人等は、大阪府からの誤りを指摘した電子メール（以下本件メ

ール甲５）を、補助参加人以外の第三者（以下第三者）がこれを開封し、そ

の内容を補助参加人等に通知しなかった為、誤った報告を訂正する機会を

逸し、結果的に交付金の過少交付につながったものである。この第三者は

和泉市職員であると推測されるから、その雇用者である被害者（和泉市）の

過失にあたるとして過失相殺を主張する。 

更に再計算を行わなかった厚生労働省の過失についても過失相殺が主

張されるべきである旨主張する。 

（２）第三者の過失相殺について 

過失があった否かは、過失があったとの評価を根拠づける具体的事実が

提示されて初めて判断が可能であるが、補助参加人等の主張は推測に過

ぎず、誰がどのような事情で開いたのか、開いた後の処理をどうしたのか等

何ら具体的事実は提示されていないし、証拠上も明らかでない。 

即ち、補助参加人等は、本件メールを開いた記憶が無いことから、自ら以

外の第三者がメールを開いた筈だと主張するが推測に過ぎない。しかも本

件メールの件名が「（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調の提出について（依頼）」と宛先が明

確にされており、送付者が大阪府であることからも、本件担当以外の第三者

が本件メールを開くことは極めて考えにくいし、誰も開かなかった可能性も

完全には否定できない。 

又仮に本件メールを誰かが開いていたとしても、本件メールは開封のマ

ークは付くものの、件名が「（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調の提出について（依頼）」で

あり、大阪府から介護給付費財政調整交付金の手続に関するメールが頻

繁に送られている状況で、単に開封マークがあるだけで本件メールを閲覧し

なかった事は不注意の極みであり、更に本件メールでの注意喚起以降も二
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度にわたりチェックする機会があったから、仮に誰かが本件メールを開いたと

しても、本件報告の誤りを訂正する機会は十分にあったと見るべきである。

即ち第三者がメールを開いたことと本件の損害発生に因果関係は認められ

ない。又この第三者には本件メールを開き、その内容を担当者に知らせな

かった結果が本件財政調整交付金の過少交付につながる結果となる予測

可能性が考えられないから、その点からも第三者に過失は認められない。 

又仮に過失が認められたとしても、過失相殺は被害者に過失があったと

きは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。（民

法第７２２条の２）とされ、補助参加人等が主張する本件メールを開封した者

は被害者にあたらないし、被害者を被害者と身分上ないしは生活関係上一

体をなすとみられるような関係にある者と解したとしても、そのような関係は同

一の家族共同体に属するか、経済的基盤を共通にする関係にあるものと解

すべきであり、第三者は被害者側の者にあたらない。 

この点に関し補助参加人等は、過失があったとされる第三者と被害者と

は雇用関係にあり（これも推測に過ぎないが）、これが被害者側とみなされる

理由としている。 

この主張は民法第 715 条の使用者責任に根拠を有していると考えるが、

同条第 1 項の但し書きに「使用者が被用者の選任及びその事業の監督に

ついて相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであ

ったときは、この限りでない。」とされ、補助参加人西出氏陳述書（丙１）の８

～９頁に以下陳述している。 

「当時の和泉市高齢介護室では、高齢介護室宛て（介護保険担当課

（室）長宛て、介護給付費財政調整交付金担当者宛も当然含まれます。）の

電子メールは、室専用パソコンを使って開封すること、及び室専用パソコン

を使って電子メールを開封した職員がその電子メールに係わる事務の担当

者でない場合は、開封した職員は必ず担当職員に当該電子メールの存在

及び内容を伝達することを申し合わせていました」以上の陳述から、和泉市

は相当の注意を行っていると解すべきであり、そうすると本但し書きから和泉

市には民法第７１５条の使用者責任は生じないと考えるべきであり、従って

第三者は被害者側とはみなされない。 
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（３）厚生労働省の過失と過失相殺について 

厚生労働省の財政調整交付金及び特別調整交付金に関する事務に違

法な点が無いことは、既に述べた所であり、同省に過失は観念出来ないが、

仮に過失があったとしても、厚生労働省は被害者側とみなせないのは明ら

かであり、その過失について民法第７２２条の２に基づく過失相殺が主張出

来ないのは明らかである。 

（４）小括 

以上から、第三者の過失は観念し得ないし、厚生労働省にも過失は無く、

仮に過失があったとしてもいずれも過失相殺の被害者にあたらないから、補

助参加人等への損害賠償請求に、その過失を斟酌すべきではない。 

 

以上 


