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オンブズ和泉が活動を始め
て12年となります。この間
の活動を整理するとともに
オンブズ活動について考え
てみたいと思います。
★3種の神器
左の3つが⾏政の不当を是正
するための3種の神器です。
★住⺠訴訟とは
活動の主体は住⺠監査請
求・住⺠訴訟です。
住⺠訴訟とは、「地⽅⾃治の
本旨に基づく住⺠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で、その訴訟の原
告は、住⺠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）とされています。
★多くは敗訴だが、実質的成果も
全ての住⺠訴訟と情報公開活動の内容を次ページ
に⽰していますが、活動のきっかけは職員の厚遇問
題で、互助会から多額の退会給付⾦と称してヤミ退
職⾦をもらっていた事件です。その後住⺠訴訟21件、
情報公開不服申し⽴て２件となっており、中には和
泉市以外の⼤阪府を訴えた案件もあります。（その
うち勝訴２件、敗訴17件、異議申⽴認定２件、継続
中2件）
多くは敗訴の結果ですが、実質的に成果を得たもの
は多くあります。互助会の廃⽌①⑩、遊休地の解消
④、監査委員に市のOBに代わって公認会計⼠や税理
⼠の起⽤⑤、⼤阪府議会議員の費⽤弁償廃⽌⑦、⾮
常勤職員や臨時職員の⼿当の廃⽌とその条例化⑨
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等です。
互助会については近畿の多くの⾃治体で共同して
訴訟を起こし、ヤミ退職⾦の廃⽌に繋げ、違法な弁
済充当の勝訴でついに互助会が廃⽌されました。⼜
朝⽇新聞で⼤きく報道されましたが、議会に参集す
る際の議員の費⽤弁⽤については、私たちの訴訟の
最中に府は制度を廃⽌しました。
このように裁判で敗訴しても、実質的な効果が得ら
れた物も多く、勝訴で得られる直接的成果よりもむ
しろこの⽅が重要ではないかと思います。
★オンブズ活動への無理解
しかしながら私たちの活動に無理解な⼈も⼜多く
います。例えば私たちの市の議員が議会の⼀般質問
で、オンブズ和泉の住⺠訴訟で市が多額の弁護⼠費
⽤を⽀出していることを問題にしました。確か
2000万円程だったと思います。しかし2件の住⺠訴
訟で市が得たのは1億円を優に超えており、議員の
指摘は当たらないし、仮に勝訴判決がなくても実質
的効果が多くあり、住⺠⾃治のコストと考えるべき
です。
⼜住⺠訴訟を起こすことにより職員に緊張感が出
ていることは事実で、それも⼤きな効果ですが、⼀
⽅でそれに備え、敗訴した時の損害賠償を補填する
保険に課⻑以上の⼤部分の職員が加⼊しています。
保険で賄えるからと公務に緊張感が無くなること
は問題です。
★副作⽤も
思っても⾒ない副作⽤も出ました。会派代表者会議
の議事録の公開で、審査会の答申に従い公開しまし
たが、公開しないといけないなら会議録を作らない
で結論のみにしました。情報公開したことで結果的
に情報公開のレベルが低下し
たことになりました。
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左表が、私が関係するオンブズ和泉の住⺠訴訟です。
以下主要な事件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（①）
最初の住⺠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（No6，
7）。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
様な住⺠訴訟が起こされ、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。
市⺠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
よの勝訴判決を得ました(No12)。これがきっかけで互助
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。
●市⻑給与返還請求訴訟（②）
元市⻑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(No9)。⾼
裁まで争いましたが残念ながら敗訴でした。市⺠の感覚か
ら納得できない結果となりました。
（判例タイムズ No1254 118 ページに掲載）
●議員への訃報提供訴訟（③）
議会事務局が市⺠の訃報情
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
違法と訴えたものす。
テレビでも⼤きく取り上げ
られました(No8)。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（⑤）
住⺠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(No11)。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⺠
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（④）
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
(No10)。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した。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。（判例
地⽅⾃治に掲載）
この⼟地は今回⼤阪府の横⼭⾼校跡地等と等価交換
し、この⼟地にスポーツ施設を建設することを決めま
したが、⾼校の建物にアスベストが残留していること
が判明し、この処理に 1.4 億円を要することから、こ
の費⽤負担をめぐり⼤阪府と⺠事調停で争っていま
す。因縁の⼟地です。（判例地⽅⾃治平成２１年８⽉
号に搭載）
●ダンジリ倉庫訴訟（⑪）
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（No13）会館付
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
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,最⾼裁に上告しまし
たが上告棄却で敗訴が確定しました。しかし市は会館
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。
（判例地⽅⾃治 348 号に搭載）
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●徳洲会への違法な⽀援⾦訴訟（⑯）
市⽴病院の指定管理者移⾏に伴い、多くの医療従事
者が転籍を拒否したため、医療従事者が⼤幅に不⾜
する事態が発⽣。その対応として指定管理者へ移籍
する職員に対し、⼀定期間勤務すると返済が免除さ
れる⽀度⾦制度を作りました。問題は⽀度⾦の財源
で、市と指定管理者間で交わした協定書に、指定管
理に移⾏時の医療従事者の確保は指定管理者が責
任を持つと規定していたにも拘わらず、市は⽀度⾦
の財源を全額負担しました。
判決は医療⽔準の確保は市の責任であり、協定の定
めはそこまでを定めたものではないという訳の分
からない理由で原告敗訴となりました。
●投票管理者への違法⼿当⽀給（⑮）
地⽅⾃治法で定める投票管理者に条例で定めた報
酬を⽀給せず、数倍の報酬を条例で定めることなく
⽀給した事件で、給与条例主義に反するとして訴え
た訴訟。判決は投票管理者は公選法で定める職務以
外にも、選挙管理委員会の応援の業務を⾏っており、
それを考慮すると市に損害は無いとして原告敗訴
となりました。本件⼿当を管理職特別勤務⼿当で⽀
給するとし、額も⼤幅に削減する条例が可決され、
実質的成果がありました。
（判例地⽅⾃治2017年4⽉号に搭載）
●ワクチン同時接種時の初診料の重複請求（⑱）
ワクチンを⼀度に複数接種する際に、初診料をワク
チンの種類分請求することは、初診料の趣旨から違
法として訴えた事件。判決は接種するワクチンごと
に、同時接種の可否や副反応の説明など、初診料以
外に医療⾏為があるとして原告敗訴。
●介護保険の申請ミス訴訟（⑭）
介護保険は受給者の収⼊により保険料が変わるため、
それを調整するため国から交付⾦（財政調整交付⾦）
が出ますが、その申請に当たり、⼤阪府の指導に不
適切な点があった事から申請を誤り、交付⾦が減額
された事件です。⼤阪府の指導に不適切な点があっ
たとしても、それをチェックする機会が何回もあっ
たにも関わらず、それを⾏わず市に損害が発⽣した
事件です。1審は勝訴しましたが、2審で職員に損害
賠償を求めるのは過酷として敗訴しました。市はチ
ェック体制を強化しました。
（判例 Watch に登載）
●⼤阪府議会議員への費⽤弁償訴訟（⑦）
⼤阪府議会議員には法律で認められていない会議の
出席に対し交通費と称して費⽤弁償が⽀給されてい
ました。会議に出席するのは議員の本来業務であり、
その費⽤は報酬に含まれており⼜その額も公共交通
機関を利⽤した時の費⽤の数倍にあたり、違法な⽀給
として訴えたものです。裁判ではタクシーを利⽤する
のもあながち違法とは⾔えないとして敗訴しました
4/4

が、この裁判を受けて府は費⽤弁償を廃⽌しました。
（最⾼裁判例集に搭載）
●⾮常勤職員への違法な⼿当の⽀給訴訟（⑨）
⾮常勤職員には法律で報酬及び費⽤弁償（交通費等）
しか⽀給できないことになっています。ところが市は
これに反し特別報酬と称して、実質期末⼿当を⽀給し
ていました。
そこで特別報酬の⽀給差⽌め等を求めて裁判を起こ
しました。判決では違法⽀出を求めましたが、これを
⽀給した市⻑に注意義務違反は無いとして敗訴しま
した。市は特別報酬を廃⽌し、これに相当する報酬を
⽉次の報酬に加算し、条例で定めました。実質的な成
果がありました。（最⾼裁判例集に搭載）

昌子の日記＆予定
5/8 庁舎整備特別委員会傍聴
5/10 和泉中央駅会報配布
5/11 和泉中央駅会報配布、ハッピードリームサーカ
スオープニング式
5/12 かがやけ⽯尾っ⼦の会総会
5/13 緑ケ丘⼥性消防クラブ総会
5/14 和泉中央駅会報配布
5/15 和泉府中駅会報配布、ごみ問題学習会
5/16 事務所運営委員会
5/17 和泉府中駅会報配布、紀ノ川市へ（庁舎整備特
別委員会視察）
5/18 和泉中央駅会報配布,こども⾷堂
5/20 万葉バスツアー（有間の皇⼦の最期の⾜どり）
5/21 和泉中央駅会報配布
5/22 北信太駅会報配布
5/23 光明池駅会報配布
5/24 信太⼭駅会報配布、和泉市こどもの読書活動推
進協議会傍聴
5/26 ⾼齢者をよくする⼥性の会・⼤阪総会
5/28 外部評価委員会傍聴

《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 緑ケ丘１－３－１５）

万葉講座（場所 緑ケ丘自治会館にて）
・講師 大高勇さん（全国万葉協会会員）
・開催時刻 13-15 時
・会費 年会費 3500 円
・第 154 回（6/9 土） 万葉の恋歌
終わったのね ふたりの恋は
・第 155 回（7/14 土） 万葉の親子

パソコン講座
・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（事前にご連絡下さい）
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０

