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宣誓その他･の状況

別紙反訳書のとおり

平成２３年（行ヴ）第８６号

平成２４年４月１３日　午後３時３０分

西出喜則

５７歳

大阪府和泉市黒鳥町１－１８－２８

裁判長は，宣誓の趣旨を説明し，証人が偽証を1

だ場合の罰を告げ，別紙宣誓書を読み上げさせ’

その誓いをさせた。

陳　述　の　要　領

１



ないこ

宣　誓　書

良心に従って本当のことを

も　う　　　　　　　あ申し上げます。

　　　し　　知っているこ とを隠したり

とを申し上げたりなど

決していたしません。

以上のとおり

氏名

誓います。

士ダ参列⑤⑩

タ



被告補助参加入ら代理人

丙第４号証を示す

　　　これはあなたが作成した略歴書ですけれども，内容に間違いはありません　　　　　　

はい，間違いありません。

丙第５号証を示す

　　　これはあなたに作成していただいた池本案樹主査の略歴書ですけれども，

　　　のとおり間違いありませんか。

　　　　　　はい，間違いありません。

　　　丙第５号証を見ますと，池本主査は平成２１年４月から和泉市の高節介諸　　　

の介護保険グループの主査になられたようですけれども，それ以前も介諸　　　

険グループに所属していたんでしょうか。

　　　　　　はい。平成１８年４月から介緩徐陰謀に配属をされております。平　　　　　　

１９年４月に機構改革によりましていきがい健康郎高齢介護室とい　　　　　　

名称に変わっておりまして，介護保険を担当しております。

　　　池本さんが平成１８年度から平成２０年度まで介護保険謀あるいは介護係　　　

グループの係員として勤務していた当時，本件で問題となってます第１号　　　

保険者に間する諸係数等調の数値の調査とか厚生労働省へ報告する事務，

　　　れらを担当したことはなかったんでしょうか。

　　　　　　２０年度まではございません。

　　　あなたご自身は平成１９年度からいきがい健康郎次長兼介護保険担当課長　　　

務められ，平成２０年度から平成２３年３月まで高齢介護室長兼介護保険　　　

長を務められたわけですね。

　　　　　　はい，そのとおりです。

　　　平成２３年４月から商工労働室長に異勤になったということですか。

　　　　　　はい。

　　　現在はどちらに所属ですか。



　　　　　　２４年４月１日から教育委員会事務局学校教育部のほうに配属され苔　　　　　　

した。

　　　ちなみにお聞きするんですけども，現在池本さんはどういう状況なんですｶ　　　　　　

今現状は高齢介護室介護保険担当介護保険グループ主査としておりま　　　　　　

す。現在は，聞いておりますところ，心身的な疾病により病気休暇を　　　　　　

とっているという状況を聞いております。

丙第１号証を示す

　　　これはあなたから事情をお聞きして私のほうでまとめた陳述書なんですけわ　　　

ども，その内容に間違いないということで署名押印されたということでよそ　　　

しいですか。

　　　　　　はい，そのとおりです。

　　　以下この陳述書の内容の主要な点に校ってお聞きしますけれども，まず，呉　　　

ほどもお聞きしましたけれども，本件では平成２１年度の財政調整交付金に　　　

関して和泉市が報告した諸係数等調の数値の誤りが問題になっているんです　　　

けれども，諸係数等調の数値を調べたり報告書を作成する事務というのは，

　　　介護保険グループの主査が単独で行うんですか。

　　　　　　はい。介護保険の主査が，システムなどを１人でさわるというんです　　　　　　

か，１人で出来うる状況にありますので，主査１人で始めから最後ま　　　　　　

で担当しておりました。

　　　介護保険グループの他の係員は主査を補助したりしないんですか。

　　　　　　していないと思います。

　　　ということは，池本さんは平成２１年度に初めてそういう諸係数等調の事務　　　

を担当することになったということですか。

　　　　　　はい。

　　　主査が起案した諸係数の報告書案を最終的に決裁するのは，専決権限のある　　　

介護保険課長ということなんですね。



　　　　　はい，そのとおりです。

　　　平成２１年度の諸係数等調の報告に関与したのは，池本主査それから介護侍　　　

険課長であるあなた，ほかにどなたかおられましたか。

　　　　　　３人で対応しておりまして，課長袖佐織の職員が１名，主査と私の限　　　　　　

に存在しておりました。

　　　課長補佐級の方は，職名は。

　　　　　　主幹です。

甲第２２号証を示す

　　　これが平成２１年度財政調整交付金に関する諸係数等を大阪府を通じて厚荏　　　

労働省へ報告した際の決裁文書ですか。

　　　　　　はい，そのとおりです。

　　　この決裁文書というのは，池本主査が起案して介護保険課長のあなたが決裁　　　

したんですね。

　　　　　　はい。

　　　主幹の北野という人の印がありますけれども，この北野さんが主幹だったと　　　

いうことでいいですか。

　　　　　　はい。基本的に決裁権限を持つ僕の間に課長補佐織主幹として確認を　　　　　　

する立場におりました。

　　　甲第２２号証の２板目以降に，右下に手書きでページ数が書いてあるんです　　　

けれども，その２ページ目に様式１の２という文書がありますけれども，本　　　

件ではこの様式１の２に記入した数値に誤りがあったわけですか。

　　　　　　はい，そのとおりです。

甲第２２号証の３１ページを示す

　　　これはどういう文書でしょうか。

　　　　　　これは１号披保険者の所得段階に応じた人数の人数表でございます。

　　　これは日付が平成２２年１月２５日となってますけれども，平成２１年度の



仮保険号数の確認衷ということなんですね。

　　　はい，そうです。

この３１ページの表と先はどの２ページの様式１の２に基づいて，今回どう

いう点で誤りがあったのか簡単に説明していただけますか。

　　　２ページのほうで説明を申し上げます。今回間違いが生じたのは，匡　　　

に対して５段階で報告すべき数字が誤っておりました。その内容にて　　　

いては，本来和泉市としては８段階の保険料段階を設けておりまして　　　

国の言う５段階には市で言う５，６段階を記入し，国で言う６段階に　　　

は市で言う７段階，８段階の数字を記入することになります。それが　　　

正式な形でございます。

池本主査は，実際はどういう間違いをしたんですか。

　　　これにつきましては，大阪府から送られた調書，この矢印が単純明快　　　

な形で書かれているという中で，この数字に見合った形で報告したも　　　

のと考えております。

つまり，この様式１の２で和泉市の第５段階を国の第５段階，６段階以上を

国の６段階にというふうに，この矢印に従って記入したと。

　　　はい。

それが実際は誤りだということですね。

　　　はい，そのとおりです。

平成２１年度の前の年度，平成２０年度は和泉市の第１号披保険者の６段階

区分は何段階に分かれてたんですか。

　　　７段階です。

７段階に分かれていた場合は，先はどの様式に当てはめた場合はどのように

記入することになりますか。

　　　５段階は５段階に，６段階以上は６段階のところに記入すれば正確な　　　

数字になると思います。

６



　　　結局，池本さんは様式１の２の矢印の記載が，所得段階別区分が８段階の塙　　　

合でも適用されるというふうに誤解して，誤った数値を記入したということ　　　

になるんですか。

　　　　　　はい，そう思います。

　　　あなたご自身は，先はどの甲第２２号証の決裁文書を決裁するとき，その評　　　

りに気づかなかったんでしょうか。

　　　　　　はい。私もその矢印の方向と披保険者数というんですか，３万２００　　　　　　

０か３０００かの足し算はしましたが，間違いには気づきませんでし　　　　　　

た。

甲第５号証を示す

　　　大阪府から最初に諸係数の報告依頼があったのが平成２１年１２月１４日で　　　

すけれども，その翌日にそのメールが和泉市に送られてたんですけど，池本　　　

さんはそのメールを確認しなかったんですか。

　　　　　　見ていないと思います。

　　　あなたご自身は，そのメールは確認しましたか。

　　　　　　私も見ておりません。

　　　和泉市の中で誰かがそのメールを開封したことは間違いないんですか。

　　　　　　はい。この開封記録をＩＴのほうで調べてもらいましたら，開封した　　　　　　

事実はあるが，いつ誰がというところまでは追跡はできませんでした　　　

仮に池本さんが甲第５号証のメールを受信した当時に確認しておれば，先は　　　

どの甲第２２号証の決裁文書の起案をするときに，披保険者数の記入を間違　　　

うことはなかったというふうに考えられますか。

　　　　　　はい，そのとおりです。

甲第２２号証を示す

　　　この文書の決裁は平成２２年１月２０日になっているんですけど，決裁の後　　　

和泉市から大阪府に対して諸係数の報告がされたのはいつごろになりますか，



　　　　　　この決裁の日付，１月２０旧こはメールで送信をしてると思います。

甲第６号証の１を示す

　　　これはメールで諸係数等調の数値を報告した後，１月２２目に大阪府から胆　　　

泉市その他市町村に対して諸係数の訂正がないか再確認の依頼の連絡があっ　　　

たメールなんですけれども，これはご覧になってますか。　　　　　・

　　　　　　これは見ております。

　　　池本さんなりあなたは，これに従って再確認はされたんですか。

　　　　　　はい。決裁の中で文書の提出があったと思っております。

　　　だけど，そのときはまだ誤りに気づかなかったんですか。

　　　　　　はい，気づいておりません。

甲第２３号証を示す

　　　これはどういう文書かわかりますか。

　　　　　　はい。これは再確認に対する起案文書でございます。

　　　目付が平成２３年１月２５目ですけれども，先はどの１月２２目の再確認の　　　

メールに対して訂正がないという回答をした，そのときの起案文書ですか。

　　　　　　そうです。

甲第２３号証の１８ページを示す

　　　ここに平成２１年度と平成２０年度の所得段階別第１号披保険音数を対比し　　　

た表があるんですけど，それで見ますと，和泉市では２０年度に比べて２１　　　

年度では第５段階の被保険音数が約３４００人ほど減って，第６段階の披保　　　

険音数が４０００人ほど増えてるんですけれども，決裁のときにその比較資　　　

料というのは確認をされませんでしたか。

　　　　　　誠に申しわけないんですけれども，当初様式１の２の数字に何ら変更　　　　　　

がないということで，この調書については確認しておりません。

甲第６号証の５を示す

　　　そのメールは，厚生労働省のほうで再計算する際に，その目の，２２年２月



　　　１７目の午後５時までを期限として，諸係数の報告数値に誤りがあれば訂　　　

することを認めるという連絡が大阪府からあったときのメールなんですけ　　　

ども，あなたは当時そのメールはご覧になってますか。

　　　　　　このメールは確認しておりません。

甲第７号証の１を示す

　　　これは平成２２年２月２３目の１４時３０分に大阪府から送られてきたメ　　　

ルなんですが，ここに手書きで書いてあるんですけれども，そのメールを　　　

けて初めて池本さんあるいはあなたは，第５段階と第６段階の第１号披保　　　

巻数の報告数値に誤りかおるということに気づかれたわけですか。

　　　　　　はい，そのとおりです。

　　　そのことはすぐに大阪府に報告されたんですか。

　　　　　　もちろん府とも連絡をとり，会っております。

　　　その後，大阪府に尋ねるなりして，和泉市と同じような誤りをしている市べ=　　　

町があるということがわかったわけですね。

　　　　　　そのとおりです。

　　　何市あったんでしょうか。

　　　　　　和泉市を合めまして１０市町がございました。

　　　同じような誤りをしてたということなんですか。

　　　　　　はい，そのとおりです。

甲第８号証を示す

　　　そのメールは平成２２年２月２４目１９時５３分に受信されてるんですけれ　　　

ども，そのメールで大阪府は和泉市を含む１０市町に対してどういう指示を　　　

したんでしょうか。

　　　　　　正しい数字において申請をしなさいという形で指示がありました。そ　　　　　　

れがこのメールだと思います。

　　　つまり，誤って報告した数値ではなくて正しい数値で交付金の変更申請をし

９



　　　なさいということなんですね。

　　　　　　壮い。

　　　大阪府のその指示に対して和泉市はどう対応されたんですか。

　　　　　　指示に従いまして，正しい数字で申請を行いました。

乙第１０号証を示す

　　　これは大阪府の指示に従って作成された財政調整交付金の変更申請の決裁　　　

書ですか。

　　　　　　はい，そのとおりです。

　　　その変更申請をされて，結局どうなったんですか。

　　　　　　国には受理をされませんでした。

その後，厚生労働省は省令とかを改正して，和泉市ほか１０市町に対し特汐

調整交付金を交付したんですけれども，あなたはそのことはご存じなんで才

ね。

　　　はい，知っております。

その特別調整交付金が交付された当時は，高齢介護室長からは転勤されてた

わけですかね。

　　　２２年度で，３月３１日で職湯替えとなっておりますんで，交付され

　　　たのが２３年４月以降であれば，私はおりませんでした。たしか４月　　　

ぐらいに交付があったと思います。

そういう特別調整交付金が交付されるということは，まだ高齢介護室長の当

時は知っておられたわけですね。聞いておられたわけですね。

　　　はい。　２２年度に入って国が制度改正を行ったということで報道され　　　

たと思います。

特別調整交付金の額がどういう計算による金額かというのはご存じですか。

　　　額といいますと。

特別調整交付金の額がどのように決められたかというのはご存じですか。

　　　　　　　　　　　　　　　10



　　　　　　もちろん我々の係数をもって国が定める数字となります。

甲第１９号証を示す

　　　この表は，諸保数等調の報告の誤ったものと正しい数値に基づいて計算し穴　　　

ものですか。

　　　　　　そのとおりです。

　　　この表自体はどこが作成したんですか。

　　　　　　これは大阪府から通知があったものでございます。

　　　ここで和泉市の差額として５２００万５０００円という金額があるんです回　　　

れども，特別調整交付金というのは，その表の差額に１０分の７を掛けた詮　　　

額ということなんですか。

　　　　　　はい，そのとおりです。

　　　和泉市を含めて１０市町では，その後も厚生労働省に対して残りの１０分Ｃ　　　

３に相当する金額について補てんを求める要請というのは現在も続けている　　　

んでしょうか。

　　　　　　私はもうかわっておりますが，２４年度も１０市が協力して要望・泉　　　　　　

請を行っていくということは聞いております。

　　　現在までに，厚生労働省が残りの１０分の３の補てんをしないということを　　　

はっきり，例えば文書で回答したというようなことは聞いておられますか。

　　　　　　それは聞いておりません。

　　　平成２１年度の財政調整交付金の差額の１０分の３が補てんされないという　　　

ことは，和泉市にとってどういう影響かあるんでしょうか。

　　　　　　第１号披保険者に負担があると思いますが，今現状，在籍をしており　　　　　　

ませんので，どのような影響かおるかというのはちょっと答えにくい　　　　　

ところがございます。

　　　よくわからないということですね。

　　　　　　わかりにくいです。
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　　　本件では池本さんが所得段階別の被保険者数の第５段階と第６段階のそれ-ぞ　　　

れの被保険巻数の記入を誤り，主幹の北野さん，それから介護保険課長のま　　　

なたがそのチェックができなかったわけなんですけども，何か一番大きな馬　　　

因だったというふ引こ思われますか。

　　　　　　誠に申しわけないんですけども，大阪府から提出のございました様ｊ　　　　　　

に対する，単純な矢印に沿って記入したことが原因であると考えて求　　　　　　

ります。

　　　人数についてもその矢印どおりで正確だというふ引こ判断されたんですね。

　　　　　　そうです。

　　　先はどもお聞きしましたけど，平成２２年２月２３目に誤りが発覚して，そ　　　

の後，厚生労働省がもし協力してくれれば訂正というのは可能だったんでにj　　

ないかというふうに思われるんですけど，その点についてはどういうふ引こ　　　

思われますか。

　　　　　　我々としても当然その対象年度というんですか当該年度でもありまし　　　　　　

たし，まだ正式な交付決定もいただいていない状況でありましたんて　　　　　　

認めていただければという思いがございました。

　　　結局認められなかったわけですね。

　　　　　　はい。

　　　その点については残念だという気持ちですね。

　　　　　　はい，残念です。

被告代理人

　　’ちょっと確認をしたいんですけれども，平成２２年１月２２目と２月１７日　　　

この２回にわたって本件の諸係数の確認をして，もしも間違ってたら訂正し　　　

なさいよということを府のほうから言ってきたということですよね。

　　　　　　はい。

　　　１月２２目と２月１７日の２回の，もしも確認をして間違いがあったら言っ
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