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和泉市が土地開発公社への課税漏れで敗訴
オンブズ和泉の住民訴訟で大阪地裁判決！

土地開発公社の固定資産課税
漏れの経緯

●H15.4
従来から土地開発公社の保有土地
への固定資産税は非課税とされて
いましたが、有償で貸し付けている
土地については課税対象と変更さ
れました。
しかし市の課税担当はこれを見過
ごし、非課税を続けていました。
●H22.8
兵庫県三木市が土地開発公社への
固定資産税の課税漏れがあったと
発表
●H22.9
調査の結果和泉市でも同様の事が
あったとして、オンブズ和泉が住民
監査請求
＜請求の内容＞
公社への課税を怠っていることの
違法確認。公社への遡及課税。地方
税法等でそれが不可能なときは当
時の市長等に損害賠償を求める
●H22.11
和泉市監査委員は、課税漏れは違法
であるが職員に故意又は重大な過
失はないとして棄却。課税事務の適
正な執行に務めたいと市に要望。
●H22.12
監査結果が不満としてオンブズ和
泉が住民訴訟。
●H24.1
大阪地裁判決
市は当時の資産税課長に 376 万余
を請求せよ。訴訟費用は市の負担と
する。
原告の完全勝訴となりました。

本件は税を公正に徴収するという税務担当職員
の基本を蔑ろにする問題で、看過できないものと考
えます。兵庫県三木市の事がなければ現在もこのよ
うな事態が続いていたことになります。
訴訟では幾つかの争点がありましたが、訴訟技術
的なことはさておき、職員の過失責任について厳し
い判断がなされました。従来会計管理者や予算執行
職員以外の一般職員に損害賠償を求めるには、故意
または重大な過失が必要と考えられていましたが、
今回原告（オンブズ和泉）の主張にそった形で、一
般の職員であっても、単なる過失でも損害賠償を求
めることが出来ると判示しました。
今までは違法行為を行った職員に損害賠償を求
めるには、故意や重大な過失等悪質な事例に限られ
ていましたが（三木市はこの考えで職員に賠償を求
めず、市長に賠償を求める訴訟を起こしています）
、
これからは単なる過失でも損害賠償が請求される
可能性が出てきたことから、職員は従来にもまして
緊張感をもって職務にあたる必要があると言えま
す。
（市長はその職務の特殊性から従来からも単な
る過失でも損害賠償の対象となっていました）
住民訴訟とは
地方自治体の違法な公金の使い方を質すた
めに設けられたもので、一人でも住民監査請
求を経ておれば行うことが出来、市民が直接
市政に参加出来る手段の一つです。訴訟の利
益は全て自治体に帰属し、原告は訴訟費用を
負担することになりますが何らの利益はあ
りません。
（その点ボランティアの一種です）
先般いずみ箱に、勝訴の見込のない訴訟を連
発し、市に損害を与えているとの指摘があり
ました決してそうでは無いことが立証でき
たと思います。
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大阪府内自治体

＜全国自治体財政破綻度ランキング＞
下表は全国自治体の破綻度のランキングです。（H22 年度決算より）

左表は全国の市町村自治体の財政破綻度のランキングです。
（平成
22 年度決算の数値を使用し、あくまで独自の指標です）
この表を見ますと、自治体破産で有名になった夕張市が厳しい財
政再建中ですが断トツの 1 位です。大阪府内の自治体がワースト
50 の中に 6 自治体も入っており、そのうち 5 自治体が南部地区
の自治体で、泉佐野市は夕張市に次いで全国で 2 番目となってい
ます。
和泉市は 1750 自治体中破綻危険度が 728 番目で、やや悪い所に
位置しています。各指標別の順位（良い方から数えて）財政力指
数が 449 位、経常収支比率が 1694 位。実質公債比率が 164 位、
将来負担比率が 917 位、ラスパイレス指数が 1409 位となってい
ます。借金の依存度が少ない他は財政の硬直化を示す経常収支比
率が最下位に近く、職員給与もまだまだ高いと言えます。
その他の 50 位以下の南部自治体の破綻度ランキングは、岸和田
市 95 位、貝塚市 110 位、泉南市 234 位、阪南市 603 位、熊取
町 756 位、堺市 1052 位、田尻町 1706 位で総じて南部自治体は
田尻町を別格に厳しい財政運営が続きます。(右表参照)

左表の説明
●破綻度指数
財政力を表す財政力指数、財政の硬直化を示す経常収支
比率、借金への依存度を示す実質公債比率、将来のツケ
を表す将来負担比率、行政のスリム化を示すラスパイレ
ス指数の偏差値の合計（独自の試算です）
●全国の市町村1754団体の平成22年度決算を使用
●財政力指数
基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過
去3年間の平均値。
●経常収支比率
税収など経常一般財源に占める、人件費や公債費などの
義務的な支出の割合
●実質公債比率
財政の健全度を診断する4指標の一つで、25%を超えると
早期の健全化を求められる。35%を超えると、国が財政
再建を管理する「財政再生団体」となる
●将来負担比率
公社や出資法人も含め、自治体が将来支払う可能性があ
る負債の一般会計に対する比率。350%以上で早期健全化
団体となる。
●ラスパイレス指数
国家公務員の給与を100とした場合の地方公務員の給与
水準を示した指数

全国類似自治
体と比べたら

全国の類似団体と比較したのが以下のグラフです。
(H21 年度決算から)
市内に中心産業が少ない事などから財政基盤が脆弱
で、財政の硬直化が顕著で、将来負担も大きい。一方
人件費や給与水準が優位にあり、つましい財政運営を
行っていることが伺えます。
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東日本大震災瓦礫の受入を考える
昨年3月の東日本大震災で発生した瓦礫が東北3県で
2200万トンにもなり、その処理が復興の妨げとなり大き
な問題となっています。政府はこの瓦礫の全国的広域処理
を進め、自治体に受入の打診をおこなっており、大阪府は
基本的に受入の方向で動いています。
しかしこの瓦礫には程度の差こそあれ放射能が含まれて
おり、大震災からの復興を全国的に支える事に異論はあり
ませんが、目に見えない、臭いもない放射能が全国的にば
らまかれるのではないかと危惧を持つ住民が多くおられ
ます。私もその一人です。

いますが、放射能の健康に及ぼす影響に安全と危険を分け
るいわゆるしきい値は存在しないといわれています。
国は原子力は安全といっていましたが、今回の大規模な放
射能漏れが起こりました。行政の安全だ！安全だ！の言葉
だけで本当に大丈夫なのか？特に子ども達への影響を考
えると震災瓦礫の受入には慎重にならざるを得ません。

昌子の日記＆予定
1/12-13 市町村議員研修会 in 大津市（高齢社会、社会保障、
福祉自治体の実践）
1/14 放射能を含む瓦礫学習会
1/16 和泉中央駅会報配布
1/17 震災瓦礫について大阪府と
話し合い
1/18 和泉中央駅会報配布、
タウンミーティング
1/19 和泉中央駅会報配布、
市町村議員研修会 in 大津
1/20 市町村議員研修会 in 大津
1/22 「ミツバチの羽音と地球の
回転」鑑賞、水道勉強会
1/24 和泉府中駅会報配布、ごみ問題学習会
1/25 信太山駅会報配布、下水道協議、議運視察（堺市へ）
1/26 北信太駅会報配布、介護保険運営協議会傍聴
1/27 和泉中央駅会報配布、都市計画審議会傍聴
1/28 震災瓦礫学習会
1/30 和泉中央駅会報配布
1/31 和泉中央駅会報配布

2012 年 2 月 18 日（土）14-16
桃山大学チャペル礼拝堂にて
二胡コンサート

＜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）

大阪府は受け入れ基準を、瓦礫は国基準200ﾍﾞｸﾚﾙ/Kgを
100ﾍﾞｸﾚﾙ/Kgに、焼却灰の8000ﾍﾞｸﾚﾙ/Kgを2000ﾍﾞｸﾚﾙ
/Kgに国より厳しくしており、放射性セシウムが水に溶け
やすいことから海上投棄にも慎重な姿勢を示しています。
一方和泉市は受け入れるとなると泉北環境がそれに当た
りますが、現在処理費の削減の為5号炉の休止を検討中で、
そうなると能力的に震災瓦礫の処理は厳しい状況で、泉北
環境は3市を入れて方針を検討中です。
しかし、幾ら厳しく規制しても放射能を帯びた瓦礫を処理
すれば、何らかの放射能の放出は避けられません。放射能
について、年間何シーベルト迄などの許容基準が叫ばれて
4/4

・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
・97 回 3/10（土） 万葉の植物パート 3
・98 回 4/14(土) 奈良県田原本一帯万葉
百済の原、三宅の原、竹田の原
・99 回 5/20（日） 万葉バスツアー
大寺聳える地“百済三宅”を訪ねて

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 14 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

