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和泉市職員措置請求書 

件名 

臨時職員への一時金支給に伴う損害賠償請求 

 

第１ 請求の要旨 

１ 請求の対象行為 

和泉市長は臨時職員へ一時金として 

平成２２年夏期一時金 34,423,681  円 

平成２２年冬期一時金 39,972,897  円 

合計 74,396,578  円 

 

同じく病院事業管理者は一時金として 

平成２２年夏期一時金 1,303,800   円 

平成２２年冬期一時金 2,136,440   円 

合計 3,440,240  円 

を支給した。（事実証明 第 1 号） 

 

２ 前記行為の違法・不当の理由 

（１）本件臨時職員の雇用の位置づけ、給与等の定めについて 

ア 本件臨時職員の雇用の位置づけについて 

和泉市市議会平成２０年 １０月 定例会（第３回）-10 月 22 日において、当

時の北村元信ひと・まち創造部長は、 

臨時職員につきましては、地方公務員法第 22 条第５項、和泉市臨時職員

の採解に関する規則に基づき、臨時・補助的な業務、また正職員の産休、

育休、病休者等のかわりに必要に応じ最長２年を基本としているものでご

ざいます。 

次に、職種別人数につきましては、保育士が 150 人、調理員は学校、保育

園合わせ 21 人、看護師１人、用務員３人、養護学級介助員 55 人、留守家

庭児童会指導員 56 人、一般事務職、病院を含んで 168 人、合計 454 人で

ございます。 

と答弁している。 

 

イ 給与等の定めについて 

（ア） 和泉市臨時職員の採解に関する規則では（事実証明 第２号） 

第４条（給与）で 

臨時職員の給与は日額とし、勤務した日 1 日について次の基準によ

り支給する。 
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一般は 6、400 円、その他は 5、900 円 

となっており、一時金の支給の定めは無い。 

 

（イ） 同じく病院の臨時職員について定めた和泉市立病院臨時職員の採

解に関する規則では（事実証明 第３号） 

第４条（給与）で 

臨時職員の給与は日額とし、金額は管理者が別途定める。 

となっており、一時金の支給の定めは無い。 

 

（ウ） 臨時的任用職員の賃金取扱基準では（事実証明 第４号） 

一時金の支給として 

支給対象、支給額の計算方式、支給率、在職期間率等一時金の支給 

について定めている 

 

（エ）アルバイト保育士の雇用条件で（事実証明 第５号） 

賃金及び一時金について定めている 

 

（オ）アルバイト調理員の雇用条件で（事実証明 第６号） 

賃金及び一時金について定めている 

 

（カ）アルバイト看護師の雇用条件で（事実証明 第７号） 

賃金及び一時金について定めている 

 

（キ） 和泉市立病院臨時職員取扱内規（事実証明 第８号） 

特別賃金の支給として 

支給対象、支給額について定めている 

 

（２） 本件職員には一時金の支給は違法である。 

茨木市の臨時職員に関する最高裁判決において 

事件番号 平成 20(行ヒ)432  

事件名 損害賠償請求事件  

裁判所 最高裁判所第二小法廷  

裁判年月日 平成 22 年 09 月 10 日 

 

臨時的任用職員に対する手当の支給が地方自治法 204 条 2 項に基づく

手当の支給として適法であるというためには、当該臨時的任用職員の勤務

に要する時間に照らして、その勤務が通常の勤務形態の正規職員に準ずる

ものとして常勤と評価できる程度のものであることが必要であり、かつ、支給
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される当該手当の性質からみて、当該臨時的任用職員の職務の内容及び

その勤務を継続する期間等の諸事情にかんがみ、その支給の決定が合理

的な裁量の範囲内であるといえることを要するものと解するのが相当であ

る。 

旨判示する。本件職員は勤務時間については常勤の職員のほぼ同様で

あるが、地方公務員上雇用期間は最長 1 年に制限され、且つ臨時的・補助

的な職務であること、大阪府内の自治体で臨時職員に一時金を支給してい

る自治体は 7 団体と少数であること、その支給額が最大で 176,410 円と決し

て少額とは言えない点を考慮すれば上記最高裁判決の「職務の内容及び

その勤務を継続する期間等の諸事情にかんがみ、その支給の決定が合理

的な裁量の範囲内であるといえることを要する」との判示に反し、本件職員

への一時金の支給は市長らの裁量の範囲を超えるものと考えざるを得な

い。 

 

尚本件最高裁判決の判例解説でも（事実証明 第 9 号） 

二 常勤の臨時職員の給与に関する条例の定め の項で（３ページ） 

1  本件一時金を一時金として支給できるのか 

本件最高裁判決は、勤務実態が正規職員に準ずる常勤の臨時職員につ

き、合理的な裁量の範囲内での手当支給を認めている。ただし、法の建前

は、臨時職員の任用期間は、常勤の場合でも、更新を含め最長で 1 年であ

る(地公法 22 条 2 項・5 項〕。 

そうすると、とくに職務内容とその責任に関して、勤務実態が正規職員に

準ずると法的に評価されうる臨時職員というのは、あまり多くないのではなか

ろうか。認められうる手当としては通勤手当などが考えられるものの、本件一

時金のような一時金的なものや、退職手当については、臨時職員に対する

手当としては合理的説明をすることが難しく、支給できるものではないと思わ

れる。 

と解説されている。 

 

（３） 給与条例主義に違反する事について 

ア 地方自治法の定めについて 

法２０４条 第３項に 

給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めな

ければならない。 

とされており、更に法第２０４条の２では 

普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基

づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第
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一項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。 

とある。 

 

イ 地方公務員法の定めについて 

法第２４条第６項で 

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 

法第２５条第１項で 

職員の給与は、前条第六項の規定による給与に関する条例に基いて支

給されなければならず、又、これに基かずには、いかなる金銭又は有価

物も職員に支給してはならない。 

とある。 

 

ウ 地方公営企業法では 

第 38 条第 4 項で 

企業職員の給与の種類及び基準は、条例で定める。 
とある。 

 

エ 給与条例主義とは 

給与条例主義が原則とされている理由は、① 職員に対して給与を権利と

して保障することと、② 給与の決定を、住民の代表である議会の条例制

定を通じて民主的にコントロールすることにあるといわれており、給与の支

給時期の調整のような技術的、細目的な事項について地方公共団体の

長の定める規則に委任することは許されないものではないとしても、給与

の種類、額、支給方法等の給与に関する基本的事項については、条例自

体でこれを定める必要があると解するのが通説、判例である。（東京地判

昭53・7・4行集二九巻七号＝ ｝四九頁、その控訴審東京高判昭53・12 ・

19 行集二九巻＝ 一号二〇九二頁など参照）。 

 

茨木市の臨時職員に関する最高裁判決は 

地方自治法は、常勤の職員であると非常勤の職員であるとを問わず、

その給与の額及び支給方法を条例で定めなければならないと規定してい

る（同法２０３条５項、２０４条３項）。これは、職員の給与の額及び支給方法

を議会が制定する条例によって定めることにより、地方公務員の給与に対

する民主的統制を図るとともに、地方公務員の給与を条例によって保障

する趣旨に出たものと解される。 

同法の上記規定の趣旨、特に議会による民主的統制の要請に照らすと、

職員の給与の額及び支給方法を条例で定めないことは許されないし、ま
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た、条例において、一定の細則的事項を規則等に委任することは許され

得るとしても、職員の給与の額及び支給方法に係る基本的事項を規則等

に委任することは許されないというべきである。 

ところで、臨時的任用職員は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合

などに任用される（地方公務員法２２条２項、５項）が、当該職員が従事す

る職が当該普通地方公共団体の常設的な事務に係るものである場合に

は、その職に応じた給与の額等又はその上限等の基本的事項が条例に

おいて定められるべきである。他方で、当該職員が従事する職が臨時に

生じた事務に係るものである場合には、その職に応じた給与の額等につ

いてあらかじめ条例で定め難いことも考えられるが、上記の地方自治法の

趣旨によれば、少なくとも、その職に従事すべく任用される職員の給与の

額等を定めるに当たって依拠すべき一般的基準等の基本的事項は、可

能な限り条例において定められるべきものと解される。 

 

オ 本件非常勤職員の一時金に関する定めについて 

一時金に関する定めは、内規である臨時的任用職員の賃金取扱基準

及び和泉市立病院臨時職員取扱内規及び職種ごとの雇用条件に定める

のみであり、これらは地方自治法１５条所定の規則としての法形式がとら

れていないことが明らかである上、同法に基づく制定、公布の手続がとら

れたことを認めるに足りる証拠もないことからして、これを同法１５条にいう

規則と認めることはできない。 

よって前記給与条例主義に反することは明らかで、このような一時金の

支給は違法である。 

 

（４） 結論 

以上本件臨時職員への一時金の支給は 

地方自治法、地方公務員法及び地方公営企業法の関連規定に反し違法、

不当な支出であり、その分について市に損害を与えた。 

 

 

３ 市長及び病院事業管理者の責任について 

平成 2(行ツ)137 違法支出金補填平成 3 年 12 月 20 日最高裁判所第二小法廷

にて以下の判断がなされている。 

地方公共団体の長の権限に属する財務会計上の行為を補助職員が専決

により処理した場合は、管理者は、右補助職員が財務会計上の違法行為

をすることを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し、故意又は過失により

右補助職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止しなかったときに限
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り、普通地方公共団体が被った損害につき賠償責任を負うものと解するの

が相当である。 

本件職員と同じ非正規職員である非常勤職員について、住民訴訟が起こさ

れ市はこれに対応して、非常勤職員の特別報酬（一時金）を廃止すると共に、

条例及び規則で報酬額を定める条例改正を行っている。 

本件職員への一時金の支給が給与条例主義に反することは明白であり、同

時に条例化を行うべきであったのに、条例化を行わず本件一時金の支給を行

ったことは市長及び病院事業管理者に重大な過失があり、少なくとも過失はあ

りその責任は免れない。 

 

４ 臨時職員の条例の制定について 

臨時職員の給与等について、平成２３年第１回定例会で条例の制定が予定

されている。その条例には本件で問題となっている一時金の支給について定

め、平成２３年４月１日より施行すると定め、その附則の経過措置として、新たに

制定される条例の施行前の給与等の支給は、新たに制定した条例で支給した

とみなす旨の遡及適用の規定がある。 

仮にこの新条例が成立したとしても、新条例の一時金の支給は前記（２）で述

べたように違法であるから、違法な条例の遡及適用により瑕疵の治癒はありえ

ない。 

又和泉市立病院の臨時職員は、新条例の適用外であるからこれについても

瑕疵の治癒はありえない。 

 

５ 臨時職員への給与の支給方法について 

臨時職員の賃金は正規職員と比べ少額であり、正規職員に支給される期末

手当に相当する本件一時金を支給することは理解できないではない。しかし地

方自治体は法に反した条例の制定は行えないし（地方自治法第１４条）、適切

な方法であるかはともかくとして非常勤職員の様に一時金相当額を賃金に含め

て支給する条例を定めることは技術的に困難とは言えないから、そのような合

法的な方法によらず本件一時金の支出を行った事は違法と考えざるを得な

い。 

 

６ 具体的な損害の認定について 

和泉市長は 

平成２２年夏期一時金 34,423,681  円 

平成２２年冬期一時金 39,972,897  円 

合計 74,396,578  円 
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同じく病院事業管理者は 

平成２２年夏期一時金 1,303,800   円 

平成２２年冬期一時金 2,136,440   円 

合計 3,440,240  円 

 

７ 措置請求事項 

和泉市長は辻宏康、病院事業管理者は山下隆史対しそれぞれ前記損害額

に相当する金員の返還を請求せよ。 

和泉市長及び病院事業管理者は臨時職員への一時金の支出を差し止めよ。 

を求める。 

 

 

第２ 請求者 

住所 和泉市緑ヶ丘 2 丁目１３番地の１０号 

職業 オンブズ和泉代表 

氏名 小林 洋一 

 

 

地方自治法施行令第 242 条第 1 項の規定により、別紙事実証明を添え、必要な措置を

請求します。 

 

平成２３年３月７日 

 

和泉市監査委員 様 

 

 

 

別紙事実証明 

第１号 臨時職員一時金支出明細 

第２号 和泉市臨時職員の採解に関する規則 

第３号 和泉市立病院臨時職員の採解に関する規則 

第４号 臨時的任用職員の賃金取扱基準 

第５号 アルバイト保育士の雇用条件 

第６号 アルバイト調理員の雇用条件 

第７号 アルバイト看護師の雇用条件 

第８号 和泉市立病院臨時職員取扱内規 

第９号 最高裁判例解説 

第１０号 府下自治体における「臨時・非常勤職員の実態」大阪労連 2011/1/24 現在 


