昌子の広場第 113 報

平成２３年 2 月発行

和泉市無所属市民派議員
小林昌子
和泉市緑ヶ丘 2-13-10
自宅 Tel（Fax) 0725-54-2626
事務所 Tel（Fax）0725-53-4451
Email masakokob@ybb.ne.jp
http://masako-hiroba.info/
ホームページもご覧下さい
yahoo の小林昌子で検索出来ます
目 次
・60 万円問題について
・オンブズ和泉活動報告
・60 万円議案に反対討論

P1
P2-3
P4

上伯太線６０万円問題議案可決
不透明な支出闇から闇へ？

６０万円問題とは
●問題発覚の経緯
上伯太線問題の調査の過程で、Y 建設に
発注した道路整備事業の設計書に、「境
界復元測量」名目の費用が計上されてい
た。通常このような設計書に「測量費」
を載せることはありえないので、関係者
に確認したところ、和泉北リトルリーグ
の某氏に対するコンサルタント料であ
り、Y 建設が立替払いしその後市が Y 建
設に返済するためこのような費用を計
上した事が発覚し契約から除外した。
●某氏の介入の経緯
王子グラウンド、松尾寺グラウンドとも
上伯太線事業の付帯工事として行われ
たため、公式グラウンドの専門コンサル
タントが不在で、工事に当たって様々な
障害が発生し、それに対して経験のある
某氏が助言する形で工事に介入した。
●６０万円の支払いの経緯
某氏から度重なる支払い要求があり、市
の担当は Y 建設に支払いを依頼し、Y 建
設は H21.6.30 に支払った。
●市の対応
６０万円を Y 建設が支払う義務が無い
ので、これを指示した市が Y 建設に支払
う必要があり、Y 建設から国家賠償法に
基づく請求を貰って支払う事とし、Y 建
設から H22.8.12 付けで請求書を受領。
この支払のため損害賠償額の決定及び
補正予算の議案を議会に求めたもの。
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この 60 万円問題は、前代未聞の不祥事として
大問題となった上伯太線の調査の過程で判明
したものですが、金額は少ないものの問題の本
質は上伯太線問題と同じです。契約も交わさ
ず、境界復元測量という偽りの名目で計上し、
コンサルタント料という得体のしれないもの
に市民の貴重な税金が支出されたものです。
市が国家賠償上の支出をした時は、その原因を
作った職員に損害賠償を請求する事も可能で
すが、今回は工事を円滑に進めるために某氏の
支援が必要であった事から、実質的に市に損害
がなかったとして、職員に賠償請求を求めない
としています。しかしこの判断には承服しかね
ます。即ち支援が必要ならコンサルタント業者
と正式の契約を行うべきであり不法な事務処
理を行った事、某氏の介入で工事が円滑に進ん
だ事が仮にあったとしても、それによって不相
応なグラウンドの仕様になったのではないか
との疑念があり、市に損害が無かったどうか明
らかでないことです。
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60 万円の議案に反対討論しました
そもそもこの件は平成２２年３月に出された報告書で明
らかになりました。使途不明金が６０万円あり、契約もせ
ず、支出もしておりませんと報告されています。その後こ
のお金は平成２１年１２月２日頃、徹夜で作業をしていた
職員が「平成２１年１１月３０日付けの上伯太線道路整備
事業変更設計書」の作成作業をする中で「グラウンド監修
費」として設計書に記載されていたものを、これでは情報
公開請求が行われた場合この名目では説明に耐えられな
いのではないかと急遽自分達の勝手な判断で「境界復元測
量」という名目に差し替えたものです。
一方支払いは４月に着任した担当者が某氏からの度々の
督促を受け、上司に確認後Y建設に立替払いを依頼し、後
に契約変更設計に上乗せしてY建設に弁済する方法を取
ったと報告されています。
某氏は「和泉市のほうから収入の分の面倒を見るから、現
場に来て欲しいといってきた。金額も市から提示された」
と主張し、一方当時の担当職員は「新王子グラウンド工事
が開始されるに際し、某氏がこれまでボランティでやって
きたが、これからは少し面倒を見て欲しいと言ってきた物
であり、金額も某氏からの提示であったと申し立てていま
す。いずれにしても某氏への支払いは書面による契約行為
も無く行われています。
法と条例に基づく執行が大原則の自治体にあって、このよ
うな事が先例になれば、和泉市は今後現場を持つ職員に過
分な負担を押し付けることになる懸念が生じます。
現場に親切顔をして出入りする人が当初はボランティア
で働き、ある時期から今回と同じ状況を作れば、その要求
を拒む理由もなくなってしまいます。
上伯太線道路工事で許された事が何故この現場では駄目
なのかと問われ、返す言葉がありますか。
行政が規範にすべきは条例と法律です。だからこそお堅い
だとか、融通が聞かないといわれてきたのです。
ひとつ例外を認めれば際限なくルールは崩れていくもの
です。６０万円の金額が問題ではなくこの案件は、内包す
る問題が大きいものと考えます。
又あまり多くは触れられていませんが、職員による公文書
の書き換えがありました。その場を凌ぐために、公文書を
手続きをへず書き換えることに大きな問題意識を持たな
い風土があったとすればきわめて遺憾なことです。
目先のこと、目の前の案件を解決し、最後でつじつまを合
わせればよいと考えるなら、大間違いです。変更には必ず
しかるべき手続きが必要であると肝に命じるべきです。
当初予定額が５千万円の王子グラウンドが結果的には１
億２千万円もかかったのは、途中の手続きを無視して、ゴ
ールを目指したからに他なりません。
本来はそれぞれにチェック役を果たすべき、管理者や組織
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がその機能を発揮しなかったことも、上伯太線道路工事問
題を大きくしてしまいました。今回この案件を議決すれば、
失敗という経験を経ずして組織は今後動いていきます。
６０万円の公金を支出する意味の大きさをもっと自覚す
べきです。職員の辻褄あわせに税金を投入される市民の視
点には全く考慮がされていません。よってこの議案に反対
します。

昌子の日記＆予定
1/5 和泉中央駅会報配布
1/6 和泉中央駅会報配布、新年互礼会
1/8 介護保険問題研究会
1/9 消防出初式、万葉新年会、ダム定例会
1/10 成人式
1/11 和泉中央駅会報配布
1/12 和泉府中駅会報配布
1/14 和泉中央駅会報配布
1/15 防災・減災を考えるフォーラム
1/16 緑ヶ丘悠遊会（老人会）新年会
1/18 信太山駅会報配布
1/19 光明池駅会報配布、事務所運営委員会、環境自然大
学メンバー槇尾川ダム予定地見学
1/20 ソロプチ定例会、国保運営協議会傍聴、教育委員会
定例会傍聴
1/24 社会保障勉強会
1/28 槇尾川ダム意見交換会傍聴
1/29 シングルマザーズの今
1/31 南大阪湾岸流域下水道

＜事務所行事＞いずれも小林昌子事務所で
連絡先 自宅 TEL 0725-54-2626
事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１
（事務所 緑ヶ丘１－３－１５）

万葉講座（場所 緑ヶ丘自治会館にて）
・講師 大高勇さん（全国万葉協会会員）
・会費 1,000 円（3 か月分） 14-16 時
・88 回 3/12 万葉に親しむ「万葉のこころ」
・89 回 4/9 紀伊万葉
・90 回 5/22 万葉バスツアー
＜途中からの参加でも十分お楽しみ頂けます＞

ちぎり絵
・講師 西原志満子さん・材料費実費 参加費無料
・3 月 9 日（水）13 時～16 時

パソコン講座（参加費無料）
・第 2、第 4 週の火曜 10 時～12 時、
同じく
木曜 14 時～16 時
・申し訳ありませんが現在定員一杯です。新規の方
は少しお待ちいただくことになります。

市政相談会
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０
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オンブズ活動に重大な問題が
オンブズ活動（住民訴訟）で今二つの大きな問題
が起こっています。

●議会の債権放棄

●オンブズ活動と住民監査請求（住民訴訟）
オンブズ活動の目的は、主として公金の支出に関する行政の違法・不当な行
為を是正し、住民主体の行政を実現することです。情報公開を武器に議員や
行政職員の汚職・不当な裁量や職務上の義務違反を監視し、住民監査請求、
住民訴訟などを通して、住民主体の行政を実現させる活動です。

●どうして負け続けても訴訟を行うの？
住民訴訟の勝訴率は一般に１０％程度と言われています。初めて互助会訴訟
で勝訴しましたが如何に行政（体制）の違法を質すことが難しいかを表す数
字です。
しかし訴訟で負ければこの活動が無意味なのでしょうか。決してそうではあ
りません。
●互助会訴訟は、私達の住民訴訟が近隣自治体で多数起こされたため、互助
会はヤミ退職金を廃止し、ついに互助会そのものが解散されました。
●弥生博物館横の用地は、訴訟は敗訴でしたが大阪府との経緯を考慮し現在
大阪府とこの土地の処分を協議中です。
●コピーした監査の訴訟では、問題の市の OB が監査役から外れ、民間の公
認会計士や税理士が代表監査委員に就任しています。
●大阪府議会議員の費用弁償はこの訴訟が切掛で制度が廃止されました。
●非常勤職員に関する訴訟では、現在裁判は継続中ですが非常勤職員に対す
る新たな条例が制定され、条例の裏付けのある報酬を支給が実現しまし
た。
●ダンジリ訴訟では会館補助金の補助対象に一部不透明な点は要綱が改正
されました。
●上伯太線問題は住民訴訟の結果市も独自に損害賠償訴訟をおこしました。
このように住民監査請求と住民訴訟は勝訴・敗訴の結果だけでなく、その過
程を通じて、行政の違法性を正す効果が期待できるのです。そのため何度敗
訴になっても訴訟を続けていけるのです。
最近市は訴訟に要した弁護士費用等を公表しました。私達が関係する分で市
の負担は１千万円を超えます。しかし今回勝訴した互助会訴訟⑩で市が 1.46
億円を互助会に請求する事を裁判所は認めました。
（判決確定）しかし市は
１審で敗訴したのにも拘わらず控訴したため、互助会は破産の手続きを行っ
た結果、事実上請求出来ず、この権利はドブに捨てたようなものです。
このようにオンブズ活動により、市の公金の支出にあたってそれが法に適合
して適切になされているかが常にチェックされるという緊張感が醸成され、
ひいては貴重な市民の皆様の税金が正しく使われる効果が期待できるので
す。そのため何度負けても又挑戦を続けることになります。

住民訴訟で原告（オンブズ側）が勝訴したときは
通常市が訴訟の相手方に何らかの請求権（例えば
損害賠償請求権等）を得ることが多いのですが、
その権利を議会が放棄する決議がなされていま
す。近隣では神戸市、茨木市、大東市で債権放棄
の議決がなされています。
通常債権放棄は債権回収の努力をしたにもかか
わらず、回収が出来ずその見込が無いときに執行
機関（市長等）が議会の承認を得て行うものです
が、一連の債権放棄は何ら回収の努力もせず、住
民訴訟が継続中にもかかわらずなされたもので
極めて不当なものです。
このような債権放棄を議決する理由は、議会と市
長らの馴れ合いの結果です。住民訴訟で認められ
た債権回収の相手方は市長であることが多く、議
会と市長が結託して市長の債務を帳消しにする
ため行われるもので、
前の3 件もそのケースです。
裁判所はこの議決を有効と判断する例が多くあ
りますので、このような事が行われると住民訴訟
の意味が無くなります。少なくとも住民訴訟が継
続中はこのような議決は無効であると規制する
必要があると思います。

●条例の遡及適用
条例などの法律は、施行されて初めて効果を発揮
し、それまでの事件には適用されないのが普通で
す。ところが住民訴訟で、条例の不備で原告が勝
訴したときに、条例を新たに制定し、それを遡っ
て適用して合法化し、敗訴を免れる事件が多くあ
ります。左の⑨非常勤職員の訴訟がそれに当たり
ます。裁判所は非常勤職員への期末手当の支給は
違法であるとしたにも拘わらず、新たに制定した
条例を遡及適用し、違法性が無くなったと判断し
ました。現在その点を高裁で争っています。
しかし遡及適用はあくまで例外的なもので、それ
を行う合理的で且つ公益に叶う必然性があって
初めて認められるものです。ところが住民訴訟で
遡及適用するのは、単なる訴訟対策でなされるだ
けで、何ら合理的・公益的でもありません。かえ
って裁判で住民勝訴の結果得られたであろう市
の債権が消失する事につながり、市にとって何ら
の利益もありません。議会が条例の改正時に適切
なチェック機能を果たさない結果このような不
当な遡及適用が行われるのです。

