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バブルよる地価高騰の中で公共施設・事業用地等の取
得が難しくなり、1972 「公 地の拡大の推進に する
法 」(公拡法)にもとづき、地域の秩序ある整備を図る
ために自治体全額 の公社が設 されたのが土地開発
公社です。 の 決が で に土地取得が可

なため多くの自治体が土地開発公社を設 しました。 
公社は、その分身的存在から白治体の債務保証等によ

り から を い、公共用地等を. 取得し、
公共事業を する上で一定の役割を果たしてきまし
た。 

しかし地価バブルがはじけ、将来の事業用とし
て取得した土地は、自治体の財政難から事業が頓

する中で、 保 土地い る け土地と
なり、自治体の れ債務とその が がれてい
ました。 

このような中で平成１６ に国の第 土
地開発公社経営健全化対策が策定され、各団体は
土地開発公社経営健全化計画に基づき保
に取り組むこととされ、平成 18 に和泉市も
その指定を受けました。 に指定を受けた
田市、寝屋川市、太子町、泉大津市、貝塚市、河

市、 市、 市、大阪 市の 市
が目標を達成。国基準は達成するものの、団体が
作成した計画の未達成団体が岸和田市、守口市、
枚方市、八尾市、門真市、東大阪市の６市で、和
泉市はただ１市国基準も達成できていない状況に
ありました。 

このように健全化が進展しない中で、国が平成
21 25 までの 拘 きで 化した
「第三セクター等改革推進債（通称：三セク債）」
を活用し、公社の債務を全て引き取ってしまうこ
とにした訳です。この三セク債は の 1/2 を国
に補填して貰えるメリットもありまが、多額の市
債の発 で、公債 の膨張や財政の硬直化をもた
らす負の一面も併せ持っています。 

この事により、土地の評価損にあたる損失約 
１０億円を市は負担せざるを得ません。結果的に

な土地を公社に 取得させた市の は
れません。 

特に私が取り上げました文化財保護事業用地
は評価損が 5 億円を超え、未だ大阪府との決着が

いていません。 を れて 9 億円を超える土
地を計画もない埋蔵物展示センター用地として公
社に取得させ、結果的に市に多額の損害を与えた

の市 等の は 大です。 
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いずみ箱に以下の投書があったことが和泉市の HP に掲載されて

います。特定の議員とは私の事ですので、市民の皆様に正確な情報

を届ける意味で、取り上げました。 

★投書の内容 

和泉市のホームページによると和泉市が被告となり平成 19 年 4

月から平成 23 年 3 月までに完了した訴訟が 11 件あります。そ

のうち、7 件が住民訴訟です。6 件は市が勝訴しています。これら

の住民訴訟は、特定の議員が配布している会報を読みますとその議

員が関与しています。市の財政が困窮しているのですからこれらの

経費 8,052,520 円を原告に請求すべきです。勝訴の見込みのない

訴訟を乱発して市に経費を支出させることは、正義の追及でもなん

でもなく訴訟制度の悪用です。 

★市の回答 

住民訴訟において、市が勝訴した場合、市の経費を原告に請求すべ

きとの意見ですが、経費の大部分は、市が弁護士へ委任した弁護士

費用でありまして、この弁護士費用については、市が勝訴しても原

告に対し請求できるものではありません。仮に弁護士費用を請求す

る場合は、別に訴訟を提起する必要がありますが、住民訴訟そのも

のが濫用的な訴訟でなければ裁判上認められない可能性が高いも

のです。 

住民訴訟は、市の財務会計行為の適正化という公益目的のために 

行われるものであるため、住民訴訟が提起されることがないよう適

正な事務執行に努めます。 

左表の塗りつぶした訴訟が、私が関係するオンブズ和泉の訴訟で

す。No12 を除いて全て住民訴訟です。 

住民訴訟とは、「地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として･･･

裁判所に請求する権能を与え、もって地方財務行政の適正な運営を

確保することを目的としたもの」。「地方公共団体の構成員である住

民全体の利益を保障するために法律によって特別に認められた参

政権の一種であり、その訴訟の原告は、･･･住民全体の利益のため

に、いわば公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張するも

の」（最判昭和 53 年 3 月 30 日、総務省 HP より）とされており、

住民訴訟を起こすこと自体に何ら問題はありません。問題があると

すれば訴訟の内容が住民訴訟の趣旨に反しているとか、全く勝訴の

見込が無いなどの時に乱訴の批判を甘んじて受けなくてはなりま

せんし、そのようなものであれば投書の方の言われるように糾弾さ

れても仕方の無いことです。以下それぞれの訴訟の目的とその結果

（成果）を述べてみます。 

●ヤミ退職金訴訟 

最初の住民訴訟は大阪府市町村職員互助

会が、退職する職員に正規の退職金以外に

ヤミ退職金を支給していた件についてで

す（No13,14）。ヤミ退職金は多い人は

1000 万円を越えていました。この制度が

廃止されるとあって駆け込み退職した職

員が多くいたことが顰蹙をかいました。職

員厚遇問題が厳しい指摘を受けていた時

の事で、和泉市以外の多くの自治体でも同 

様な住民訴訟が起こされ、ついに互助会はヤミ退職金制度を廃止し、更に互助会も解散する事

になりました。 

市民の貴重な税金がこのような所に使われ、互助会が無くなっても既に支給されたヤミ退職金

に充当された税金は返ってきませんでした。しかしその一部の 1．4 億円は関連訴訟で互助会

に請求せよの勝訴判決をえました(No22)。この訴訟で互助会の廃止につながり、ムダな税金

の支出を防止する大きな成果がありました。 

●市長給与返還請求訴訟 

次に元市長が逮捕拘留期間中に給与の全額を受け取ったのは違法として、その給与の返還を求

めた裁判です(No16)。高裁まで争いましたが残念ながら敗訴でした。市民の感覚から納得で

きない結果となりました。 

●議員への訃報提供訴訟 

次は、議会事務局が市民の訃報情報を議員に提供していた事に関する訴訟で、議員が葬儀に列

席するための便宜の為に、費用を支出するのは違法と訴えたもので、テレビでも大きく取り上

げられました(No15)。結果は敗訴でしたが議員活動について問題提起できた成果は大きいと

思います。 

●監査委員の報酬返還請求訴訟 

次は住民監査請求の監査結果に北海道北見市、東京都の監査結果を丸写ししたことで、監査委

員は仕事をしていないから報酬の返還を求めた訴訟です(No18)。この訴訟により市の職員の

OB が歴代の代表監査委員についていることが問題となり、市の職員の OB に代わり公認会計

士などの民間の有識者が代表監査委員に就任する改善がなされました。 

●府立弥生博物館横用地訴訟 

次は大阪府立弥生博物館横の用地を、和泉市土地開発公社に先

行取得させた問題に関する訴訟です(No17)。埋蔵物を保管・

展示するセンターを建設するため大阪府の依頼により取得し

たとされていたものです。大阪府の財政難でこの買い戻しが実

現せず、地価の値下がりで 5 億円を越える評価損を抱えてお

り、市は大阪府の依頼で取得したとしていましたが、この訴訟

で裁判所は市と大阪府との間で交わした確認書は単なる紳士

協定に留まるもので、大阪府の買上義務を認めませんでした。

市の土地開発公社の解散の動きの中でこの処分をどう決着さ

せるか悩ましいものですが、いずれにしても 8 億円も出してム

ダな土地を買った市の責任は重大です。この訴訟でそれらの問

題が明らかとなりました。 

 

これからは現在裁判が進行中の訴訟です。 

●非常勤職員への違法手当支給訴訟 

非常勤職員への期末手当の支給に関する訴訟です(No2)週 30 時間以下の勤務時間の非常勤職

員には地方自治法上手当の支給は出来ず、仮に出来たとしてもその支給を条例で定めなければ

ならない事になっています。 

これはお手盛りの支給を許さないために市民から直接選ばれた議会のチェックを受ける趣旨

で定められたものです。ところが市の非常勤職員には条例で何ら定めもなく違法な手当が支給

されていたもので、裁判所は手当の支給は違法であると認めました。しかし多くの自治体で同

じような手当の支給が行われていること等から市長の責任は認めませんでした。現在最高裁に

上告中です。この裁判の過程で市は手当の支給を廃止し、その分に相当するものを報酬に上乗

せし条例化しました。その方法が適切かは大いに疑問がありますが非常勤職員はこれで堂々と

手当相当分の報酬を受領できる事になりました。この裁判の成果です。 

●ダンジリ倉庫訴訟 

次はダンジリ倉庫の建設に町会館の建設に対する補助金

を違法に使っていた事に関する訴訟です（No3）。会館附

属の倉庫と称して申請し、虚偽の図面を添付し、建築確認

申請もしていない出鱈目な事件ですが、予想もしない敗訴

で判決理由は全く納得できないもので現在最高裁に上告

中です。市は会館補助金の支給について曖昧な点を解消す

るよう要綱を改正しました。 
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丸写しされた箕面市の代表監査委員は、心血を注いで作成

した監査結果を丸写しされたとして立腹されています。新

聞に大きく報道され、これを知るところとなった近隣市が

和泉市とはどんな市なのかと見られていることを肝に銘

ずべきです。 

コピーされた箕面市の代表監査委員は、心血を注いで作成

した監査報告書を断りもなくコピーされたことに大変立

腹されているそうです。この問題が新聞で大きく取り上げ

られ、多くの方がこの問題を知った今、如何にこれを否定

しても、近隣自治体が和泉市はどんな市なのと思っている

ことを肝に銘ずべきです。 

この問題で更に重大な懸念が浮かび上がってきました。そ

れは監査結果は誰が書くのかと言うことです。本来なら監

査委員が書くのが当然なのですが、実態は監査事務局が起

案し、それを監査委員が追認する事になっていた事です。

判決を書記官が書くようなもので、少なくとも監査の争点

や、判断の基本的枠組みは監査委員が判断しないと監査委

員は単なる追認機関に過ぎなくなります。 

昌子の日記＆予定 

11/1 市民派議員学習会 in尼崎 

11/2 和泉中央駅会報配布、岸和田市、泉佐野市下水道調査、

富秋中地区タウンミーティング（以下 TM） 

11/4 和泉府中駅会報配布、大阪府放射能対策検討会議傍聴 

11/5 EM講座ボランティア 

11/6 信太の森芸能祭 

11/7 和泉中央駅会報配布、あすの槇尾川を考える会定例会 

11/8 和泉中央駅会報配布 

11/9 UR和泉事務所 

11/10 ソロプチミスト地区大会 

11/11 河内長野市、富田林市下水道調査、南池田中 TM 

11/12 万葉講座 

11/14 和泉中央駅会報配布 

11/15 信太山駅会報配布、社会保障学習会 in豊中 

11/16 事務所運営委員会 

11/17 光明池駅会報配布、ソロプチ定例会 

11/18 和泉中央駅会報配布、大阪府市議会議員研修会 

11/21-22 泉北水道行政視察、郷荘中 TM 

11/24 議運正副レク、都市計画審議会傍聴、議会運営委員会 

11/25 災害廃棄物処理受け入れ勉強会 

11/30 本会議 

＜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 〒594-1155 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 

・96 回 12/10（土） 万葉の植物パート２ 

ちぎり絵 
・講師 西原志満子さん・材料費実費 参加費無料 

・１月１１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 

市政相談会 
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０ 

事前に御連絡下さい 

●上伯太線訴訟 

次は上伯太線問題です(No4)。あまりにも有名になり詳細は割

愛しますが、市が前市長等に損害賠償請求訴訟を起こしました

ので、オンブズ和泉の訴訟はその訴訟の様子見となり実質中断

しています。 

損害賠償請求額がオンブズ和泉の方が多いので、仮に市の訴訟

で市が勝訴しても差額分について訴訟は継続します。あまりに

杜撰な事務処理と、違法な便宜供与が問われている裁判です。 

●固定資産税の課税漏れ訴訟 

次は固定資産税の徴収漏れに関する訴訟で(No8)、土地開発公

社の保有土地は従来から非課税とされていましたが、ある時期

から公社が有償で貸し付けている土地については課税しなけ

ればならないと法律が変わったにも拘わらず、それを見落とし

結果的に固定資産税の徴収漏れとなり、時効でそれを回収する

ことも出来ず損害を発生させた事件です。市は特に関係職員を

処罰することもなく、うやむやにする恐れがあったので訴訟に

至ったものです。職員の不適切な事務執行が後をたちません。

その都度再発防止を誓っていますが実効があがっていません。 

●介護保険過少交付訴訟 

次は介護保険に関する事です。介護保険の制度維持の為国から

交付金がでますが、その交付金の算定のための数値の報告に誤

りがあったため、過少交付となり市に損害を与えた事件です

(No10)。十分注意すれば容易に防げたにも拘わらず、漫然と

した職務執行で市に損害を与えたもので、上の固定資産税の問

題と同根です。 

以上が住民訴訟の内容と、私も一部原告となりオンブズ和泉が

訴訟に訴えた理由です。 

●大阪府議会議員費用弁償訴訟 

これ以外に大阪府を訴えた住民訴訟があります。府議会議員が

本会議や委員会に出席したときに 1 回平均 1 万円程度の費用

弁償を受けていました。府庁までの交通費の数倍の金額です。

この費用弁償が違法であるとして訴えたのがこの訴訟です。敗

訴になりましたがこの裁判の過程で大阪府は費用弁償制度を

廃止しました。年間数千万円の費用削減で、裁判では負けまし

たが得られた効果は大変大きいものでした。 

このように裁判では負けても、その過程で制度が改善された

り、或いは廃止されたり、条例が改正されたりと大きな効果が

出ています。 

これらの訴訟がムダな訴訟で投書の方の言うような訴訟制度

の悪用であるかどうかは市民の皆様の判断です。 

尚オンブズ和泉に関する市の訴訟費用は 1300 万円程度です

が、No22 の勝訴判決で 1．4 億円の請求権が認められてい

ます。（但し互助会がこの判決後別の理由で市に返還しました

ので、実質的な効果はありませんでした。互助会が何もしなけ

ればこれがこの訴訟の成果です） 

 

●監査丸写し訴訟（国家賠償請求訴訟） 

住民訴訟以外に市を訴えたも

のに、国家賠償請求訴訟があ

ります。これは介護保険の過

少交付に関する住民監査請求

に対し和泉市監査委員は箕面

市の監査を丸写しにしていた

ことが判明しました。あって

はならないことで識者はあま

りにも愚かと市監査委員を批

判しています。しかし市は丸

写しを認めていません。 4/4 




