
原告

　　　ざいます。

そうすると，正しい数値で報告したにもかかわらず，その後，もとの間違っ

た数値で報告し直したわけなんですけれども，これはあなたや池本さんが殷

手にそう判断してやったんではなくて，これもすべて国の指示に基づいてべ=

ってると。

　　　そうです。それでなければ，申請を受け付けてくれなければ調整交伺　　　

金というのかひょっとすればゼロになる可能性もございますし，誤っ　　　

た数字において提出しなさいという大阪府からの指示に基づいて提出　　　

いたしました。

今現在問題になってる１５００万余りのお金なんですが，これは和泉市とす

れば損害と認識してるのか，それとも国に対する未収債権のように認識して

るのか，その辺はどちらなんでしょうか。

　　　我々としたら，この３害り分については何らかの形でいただきたいと思　　　

っておりますので，将来の未収債権であるという認識を持っておりま　　　

す。ですので，１０市がそろって要求を続けていると。

今もそれをされてるんですよね。

　　　はい。

まず，国の６段階と市の８段階の関係ですよね。これは証人も池本さんも当

然よくご存じですよね。国の６段階と和泉市の８段階の対応関係ですけど，

それは当然よくご存じですよね。知らないということはあり得ないですよね　　　

対応関係といいますと。

要するに，和泉市の５と６が国の５で，和泉市の７と８が国の６であるとい

う関係は，当然西出さんもご存じだし，池本さんもよくわかってますよね。

　　　今のことで，今回指摘があってというんですか，大阪府からのミスが　　　

あったよということで我々今回気づいたんですけども，今回大阪府の　　　　　　　　　　　　　　　
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り

　　　　　　書類に基づいて国の５のところへは５，国の６のところは６以上を凛　　　　　　

いたという状況でございますので，今おっしやられてる分は，最初ｶ　　　　　　

ら５と６の関係を知ってるのかと言われたら，ちょっと答えにくい。

　　　　　　わかっておりましたら，そういう書き方をしたわけですから。

　　　わからなかったということを言ってるんですか。

　　　　　　ですから，ミスになってしまったと。

　　　そうですか。

　　　　　　ちょっとその意味合いが。

甲第２０号証を示す

　　　これは介護保険の運営協議会の資料で，この資料を出してよろしいかという　　　

伺いですよね。

　　　　　　はい。

　　　証人がこれを決裁している分ですね。これの１５ページなんですけど，ここ　　　

の上のほうに所得段階別加入割合というところがあって，ここの上から４行　　　

目ですか，本市では第４段階の特例を設けるとともに第３期計画段階の第５　　　

段階を紬分化することで９段階にしますと。あなたがこれを出してるわけで　　　

すよね。

　　　　　　はい。

　　　今さっき知らないと言ったのは，だから当然わかってて，５段階を２つに割　　　

って新たに８段階にすると。それは当然わかってるわけですよね。これをあ　　　

なたが決めたわけでしょう。で，新たにこの期間についてはそうすると決め　　　

たわけでしょう。池本さんもそれをご存じですよね。

　　　　　　もちろんこれは計画ですから。これは運営委員会の計画資料として提　　　　　　

出したものです。

　　　その段階で，和泉市は第５をさらに５と６に分けて，７を８にするというの　　　

をあなたは言ってるわけで，当然だから国との関係というのは知ってるわけ



ですね。知らないというか，あなたが決めたわけですよ。そうでしょう。

　　　これは国の段階というよりも，国がもともとある６段階を市として斜　　　

分化することができますよということです。

これがだから５段階を，国の５を市の５と６にさらに分けますというのがこ

の資料ですね。

　　　はい。

だから当然，市の５と６とを合わせたのが国の５になるのは当たり前の話て

すよね。分けてるわけですから。そういうことでしょう。それを私は対応限

係と言ってるんですけどね。それがわからないというのはちょっと信じらわ

ないんですけど。

　　　いや，今・・・

そういうことですよね。

９Ｒ

甲第２１号証を示す

　　　これはどういう資料ですか。

　　　　　　これは古い年度の第１号被保険者の数です。

　　　これに，ここの第６と第７を合わせて４１３８人となってますよね。これは　　　

だから第７，前回の７段階のときの国との対応関係で，国の６はこれを足し　　　

たものですねというのがここに書いてある。当然それはわかっているかと。

　　　第５段階は大体６０００人，これが平成１９年。それから平成２０年，これ　　　

も大体５段階が６５００人。　６と７は，ここでメモってますけど，４０００　　　

人，２８４人と，こういうことになってますよね。

　　　　　　はい。

甲第２２号証の５ページを示す

　　　これは先ほども出ましたけど，大阪府に報告するための決裁文ですよね。こ　　　

この５ページに，諸係数等一覧表という表がありますよね。これは要するに



大阪府に回答する数値ですよね。これがそうですよね。

　　　｀はい。

これが最終的な答えですよね。これが大阪府に行くことになるわけですね。

ここに所得段階別披保険者数４月１日現在という数字があって，ここに５ミ

階が２９９７，第６段階が８３５０，こういう数字があります。これは見べ

おられますよね。決裁文ですから。これは見ておられますね。

　　　はい。頭の部分とのチェックで間違いなかったかなと思うんですけと

これは上のこっちの分ですね。

　　　そうですね。ここの数字。

なってますね。

　　　なりますよね。

そうしますと，先ほどありました５段階というのは，１９年も２０年も大付

６０００人ぐらいなんですね。ここで２９９７というのは半分ぐらいになっ

てるわけですね。普通に考えたら，国のやつは変わらないわけですから，そ

んなに大きく変わるということはどう考えてもおかしいですよね。西出さん

はずっとやってこられて，さっき言ったこの数字，大体６０００人ぐらいと

かいうのは大まかにわかっておられたと思うんですけど，そうすると，この

数字自体が何かおかしいなというのは普通でいったらわかると思うんですよ

それとも，西出さんはこの表を全く見てなかったんですかね。

　　　前の表と同じですから。

だから見てるわけ。

　　　そのトータルベース的には，横の足し算はしております。

足し算じゃなくて５と６の数字ですよ。

　　　その比較は，申しわけないですけども。　　　　　　　　、

比較とかいう話じゃなくて，大体今までずっと仕事されて５段階が６０００

人ぐらいというのはわかってるわけですから，そしたら，これが３０００人　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　というのは，どう考えても何かおかしいなというのはわかるはずなんですょ　　　

ね。まして，今度新しくこの年に初めて８段階になって，池本さんが初めて　　　

これを担当したわけでしょう。そうすると，ふだんと追って余計にこの結芽　　　

が，特に前年度との関係なんかでおかしくないかどうかというのは当然チJ=　　　

ックをせないかんはずなんですよね。普通のときじやないですから。毎年同　　　

じ状態で担当者がかわらないでずっときたんだったら，それはまあまあ合う　　　

とるやろうということで判こを押すかもしれないけど，このときは全く茶伯　　　

が追う。　８段階に変わって，池本さんが初めて担当する。当然百出さんはこ　　　

れについて，この結果が前年度に対してどうかというのは見ないかんですよ　　　

ね。そ引ま思いませんか。

　　　　　　ですから，２号調書の中で府からの矢印どお引こ記載があったので，

　　　　　　そのチェックはさせていただきましたけども，今おっしやられる部必　　　　　　

については。

甲第２２号証の２ページを示す

　　　ただ，その紬かい内容はともかくとして最終的な答えが全く追うというのが　　　

わかりさえすれば，この問題は何もなかったんですよね。ここで見つかって　　　

おけば，これはおかしいな，もう一回やり直せと言ったらすぐわかってたは　　　

ずですよね。対応関係自体はわかってるわけだから。今問題になっている大　　　

阪府の表，従ってやったという，この同じ甲第２２号証の２ページ，これで　　　

すよね。大阪府に従ってやったから，何か半分やむを得ないというような感　　　

じですがね。ここの入力上の注意事項という（４）とあるでしょう。ここを　　　

ちょっと読んでくれますか。　この赤のところ。

　　　　　　所得段階別第１号披保険者数の考え方については次によること。平成　　　　　

２１年度４月１日（賦課期日）における標準的な所得段階（６区分）　　　　　　

別の第１号披保険巻数を記入すること。

　　　これがここの和泉市が記入した所得段階別被保険者のところですよね。これ



を見ますと，国の６段階の数字をここに書けと書いてあるんですよね。こわ

は，５段階は先はどの数字，２９９７入，これは和泉市なんですよね。

　　　そうですね。

和泉市の段階と国の段階というのは違ってるわけですよね。

　　　そうですね。ですから単純にここの６段階以上という部分で間違いが　　　

生じたということで。

この以上というのは，間違いの誘因かもわかりませんけどね。でも，ここに

ちゃんと，この欄はこう書けと書いてあるわけですよね。だから，ここに和

泉市の内容のやつを入れたということ自体が僕はおかしいと思うんですよ。

それと，先はどこの矢印があったからと言ったでしょう。

　　　はい。

これは余計におかしいと僕は思うんですよね。この矢印，第５段階のやつが

すぐ上に行って第５段階になるでしょう。一番上が国の区分ですよね。下は

池本さんとか西出さんがやった和泉市ですよね。和泉市の５が国の５にこの

まま行ってしまうわけですよね。そしたら，５には５と６が入ってるとわか

ってるわけですから，これはここには和泉市のやつを入れたらあかんという

のはすぐわかるんじゃないですか。矢印が入ってるから余計わかるんじゃな

いですか。これをここへ入れたらここへ行ってしまうわけですから。

　　　ただ単純なるというんですか，今のおっしゃってる部分については担　　　

当記載段階で５段階を５段階に入れてしまったと。おっしゃられる部　　　

分がもう認識十分わかっておれば，こういうミスは現実的には起こら　　　

なかったと思っております。

だから，認識というか，５と６が５である，７と８が６であるというのは，

これは基本中の基本ですから，そんなに何か大変なことを要求しているわけ

でも何でもないわけですよね。だから，先はどこの線のとおりやったんで間

違いなかったと言われたのが，僕はちょっとおかしいと思いますけどね。
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甲第２３号証を示す

　　　これは大阪府から訂正の再確認の分ですよね。

　　　　　　はい。

　　　これも百出さんが決裁者ですね。

　　　　　　はい。

　　　これは訂正がないということで。

　　　　　　はい。

甲第６号証の１を示す

　　　これ２ページお願いします。ここのその他の欄にありますね。ここに所得尽　　　

階別第１号披保険者数の例年記載誤りが多い箇所ですのでくれぐれも間違え　　　

ないようにお願いしますと書いてますよね。これはここだけじゃなくて，但　　　

回もこのあちこちの資料に出てくるんですよ。メールの分です。ここの一個　　　

下の注意事項，ここにも今回ご確認いただいた結果が最終報告となり，上役　　　

期限後の修正は一切受け付けませんと。それで厚生労働省でも計算にかかる　　　

から。毎年度過年度分の諸係数の再確認を行った際に過大交付と過少交付に　　　

なっているケースが多発していると。過大交付については変換する事務負括　　　

が起こると。過少交付については追加ができないから介護保険特別会計収ま　　　

に影響を与えると。　したがって十分注意してくださいということで，わざわ　　　

ざ厚生労働省が，先ほど代理人の先生もありましたように，その比較表をて　　　

けて送ってきてくれてるわけですよね。それがさっき言われました５と６で　　　

相当いるということであると。こういうのは，普通はわざわざこういう｡のが　　　

あって出てきたやつですから，これに従って粛々とやっておけば，何かおか　　　

しいなというのがわかるはずなんですよね。僕から言わせば，ごういうのは　　　

チエツクしなかったんじゃないんですか。ここの表を。わざわざ厚生労働省　　　

が甲第６号証その３で送ってくれた表を池本さんも西出さんも見てないんじ



　　　やないんですか。これを見てたら，おかしいなということがわかるはずな/　　　

ですよね。

被告代理人

　　　質問になってないと思うんですが。

裁判長

　　　質問は。

原告

　　　これはチェックされましたか。

　　　　　　この決裁文書ですね。　２回目のものですね。数字に変更がないといｆ　　　　　　

頭の部分で，一番後ろの細かい数字については確認とっておりませÅ　　　

メールのことでお伺いしますけど，先ほど問題になりました甲第５号証のク　　　

ールですよね。大阪府から届いたかどうかという，見てなかったという話べ　　　

すね。

　　　　　　１２月１５目ですか。はい。

　　　その分について，誰かがあけたことがあるというふうに書いてありますね。

　　　それはどうしてわかったんですか。

　　　　　　システム関係を担当するＩＴ推進課というところが一括で管理をして　　　　　　

るんですけども，そこへ連絡をとりますと，開封した事実はありまｊ　　　　　　

と。我々職員カードがあって，個人の番号がついてるんですが，いこ　　　　　　

誰があけたかというところまでは確認できませんという報告は受けて　　　　　　

おります。おけたという事実はあります。

　　　その確認した時間はちょっとよくわからないんですけど，日にちがわから心　　　

いんですけど，１年だつとメールがサーバーから消えるというふうに問いて　　　

るんですよ。

　　　　　　確認をとったのは今年か去年の終わりごろでしたんですが，ですから　　　　　　

開封した結果はありますけども，誰が開封したかはわからないという



　　　状況でした。

介護保険採には1F]どれぐらいメールが来るんですか。

　　　相当量来ます。

相当量というのは，例えば１０通とか２０通とか。

　　　そんなんではないと思います。

そうすると，メールが自分あてかどうかというのはどうして判断するんでヽ

か。

　　　当時ですけども，我々管理職には１台ずつパソコンが当てられてお　　　

まして，個人メールは我々のパソコンに来ます。

今回のようなやつは。

　　　採用は，高齢介護室の場合２台の採用のパソコンがございました。・　　　

こに同時に発信されます。　どちらかで１つをあけると開封済みとい　　　

形で表示されるように。

私が言ってるのは，メールがたくさん来るじやないですか。

　　　はい。

自分あてのメールかどうかというのはどうしてわかるんかと。

　　　採あてに来ますので，基本的には，あけた人間は自分の担当でなけ;　　　

ばそこに持っていきなさい。コピーをしてもしくはプリントをしてj　　　

っていくようにしております。

ということは，このメールが自分あてのメールかというのは確認しないで，

どんどんあけていくということですか。

　　　いいえ。採あてに来ますんでね。

いっぱい何十通も来るわけでしょう。

　　　はい。ですから。

担当者もたくさんおられるわけでしょう。

　　　はい。基本的には，採のパソコンが２台ありますんで，仮に高齢介|



　　　　　　室あてと来た場合には内容的にはわかりませんので，書いてる場合右　　　　　　あ

りますけども，あけてみたら自分の担当と違いがあればそこへ持っ　　　　　　

ていってもらうと。

甲第５号証を示す

　　　これが例の大阪府から問題になってるメールですけど，ここに伴名とありま　　　

すよね。

　　　　　　はい。

　　　大阪府から財政調整交付金担当者様，介護給付費財政調整交付金の諸係数笥　　　

の提出について依頼，これがタイトルですね。

　　　　　　そうですね。

　　　これだったら，これは池本さんですよね。

　　　　　　そうですね。

　　　これを他の人がおけるというのはちょっと信じられないんですけど，そうい　　　

うことはあるんですか。　自分が担当でないのが明らかなものを，誰かほかび:　　　

人があけるということ自体がちょっと信じられない。そういう可能性はある　　　

んですか。

　　　　　　あると思います。

　　　あるというのは，誤ってということですか。

　　　　　　そうですね。誤ってか。今ご指摘いただいてる分で，池本が逆にその　　　　　　

書面を見ていたとすれば，書面を数字のやつを見ていたとすれば，今　　　　　　

回のそれは全部してなかったと思います。

丙第２号証を示す

　　　今回新しく出てきた書面ですけど，ここにそのメールを受けた記録がないと　　

これは池本さんのメモですけどね。

　　　　　　はい。

　　　まず，このメモは池本さんの意向で出したものですか。
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　　　　　　出したものだと思います。

　　　池本さんが出したんですか。

　　　　　　はい。

　　　池本さんがこれを提出したんですか。

　　　　　　はい。

　　　そのときに，１２月１５日のこの項目がないとあなたの陳連言に言いてあ-ﾆ　　　

て，ないから見てないんじやないかと言われてますよね。

　　　　　　はい。

甲第２４号証を示す

　　　これが１５日当日ですよね。同じ日に，大阪府から和泉市に訂正依頼のメー　　　

ルが来てるんですよね。これは大阪府から情報公開でとったものですけど，

　　　来てるんですよ。これは差しかえてくれということですから，必ず池本さÅ　　　

が見てないといけないはずなんですよ。これに従ってやりかえてくれと言･こ　　　

てるから当然見てないとおかしいわけですよ。これが先はどの項目にないと　　　

いうことから，これは要するにあの項目にないからといってすべて見てなカ　　　

ったということにはならないんじやないですか。　どうですかね。

　　　　　　僕が作成した資料ではございませんので，池本の作成資料ですので。

　　　あなたが陳述言でここにないからそれは見てないはずだと言うのは，ほか(兄　　　

事情からしたら違うんじやないかということ。それはいかがですか。

　　　　　　今の文章がそこに記載されていないということであれば，ご指摘さわ　　　　　　

る分は，池本は記載がないから見てないという１ ００％のことは言え　　　　　　ないかもわかりません。

被告補助参加入ら代理人

甲第７号証の１及び甲第５号証を示す

　　　甲第５号証に言いてある所得段階別のそれぞれの所得の具体的な内容があり　　　

ますね。
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　　　　　　ほい。

　　　これと同じことが甲第７号証の１のメールにも書かれているんですが，こに　　　

甲第７号証の１を見て初めて報告内容に誤りかおるということを発見したと　　　

書いてますね。

　　　　　　はい。

　　　ということは，甲第５号証を当時見ておれば，当然，諸係数等調において抒　　　

本さんが今回のような誤りをしたことはないだろうと言えるということな人　　　

ですね。

　　　　　　はい，そう思います。

裁判官（吉野内）

　　　今回の諸係数等調の報告というのは，１から６段階までの披保険者の数を斜　　　

告するということになってるわけですよね。それは最終的な数字というのに　　　

いわゆる国の基準で言う６段階の区分別の人数が国に行かなくては意味がﾝり　　　

いものだということ自体は報告当初からわかってるわけですか。

　　　　　　はい。

　　　この披保険者数の区分については毎年誤りが多いので注意してくださいとlz　　　

う趣旨の文章が幾つもあるという話でしたが，どういうミスが多いというふ　　　

引こ証人としては認識してましたか。

　　　　　　人数よりも，そこに書いてあるかと思うんですけども，収入というÅ　　　　　　

ですか，第三者使用による返還かおることによって，調整交付金の，

　　　　　　少しですけども増減が出てきます。それで増額の受給をして多く受尉　　　　　　

をした場合には，何年たった後でも償還をしなければならないという　　　　　　

規定がありますんで，部分的な，通知文の中にも保険者数以外にそ呪　　　　　　

他収人があるような場合は返還が生じますよというふうなことで，そ　　　　　　

のあたりが多いんだと考えてます。

　　　文章は，実績報告またはそれ以降の段階での給付会の支給額や第１号披保師
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