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平成25年（行ウ）第217号 損害賠償等請求事件（住民訴訟） 

原告 小林洋一 

被告 和泉市長   

 

原告 第１準備書面 

 

 

平成２６年１月１０日 

 

大阪地方裁判所第２民事部合議1係 御中 

 

原告 小林洋一 

 

第 1 訴状の訂正 

以下訴状を訂正する。 

1 頁 原告訴状送達場所の FAX No 090-4669-6920 を 020-4669-6920 に 

２頁 請求の趣旨３  

被告和泉市長は、投票管理者への投票管理者事務手当の支給を指し止めよ 

を 

被告和泉市長は、選挙事務等における手当の支給に関する内規に基づく投

票管理者への投票管理者事務手当の支給を差し止めよ  

に 

３頁 下から２行目 

投票所の投票管理人 を 投票所の投票管理者 に 

８頁 別紙１ 投票管理者に対する不当利得返還請求額の表の No2 の相手方 

中島 亭 を 中島 享に 

尚被告答弁書６頁１行目 選挙管理者は投票管理者の誤りと思慮する 

 

第２ 被告答弁書への反論 
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１ 本案前の申し立てについて（答弁書２頁） 

被告は投票管理者事務手当がいつ支払われるかわからないから、請求の

趣旨３の差止めを求める部分は不適法と主張する。 

しかしながら、公職選挙法に基づく選挙は３年に１回執行される参議院議員

選挙、少なくとも４年に１回は執行される衆議院議員選挙、大阪府知事選挙、

大阪府府議会議員選挙、和泉市市長選挙、和泉市市議会議員選挙があり、

現時点でそれらの期日は確定していないが、今後選挙があるのは確実であり、

本件投票事務従事者手当が支給されるのは相当の確実さをもって予測される

から、被告の主張は失当である。 

 

２ 被告の主張について 

（１）投票管理者事務手当の法的性格について（答弁書６頁） 

被告は、投票管理者は投票当日に行う投票管理者の本来職務（被告はこ

れを法定業務と称している）以外に、主として投票日以前の準備業務を本来

業務以外の業務として行っており（これを被告は法定外業務と称している）、そ

の対価としての時間外手当及び休日勤務手当を投票管理者事務手当てとし

て支給し、本来職務に対する対価である報酬（地方自治法第２０３条の２第１

項、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（乙８、

以下報酬条例という）第２条及び別表）は予算の制約を考慮し、支給しない事

としている と主張する。 

しかしながら、本件投票管理者事務手当は、被告のいう法定外業務に対す

る対価ではなく、選挙当日に行う投票管理者の本来職務（被告のいう法定業

務）の対価として規定されたものである。 

何故なら、投票管理者事務手当の支給を定めた選挙事務等における手当

の支給に関する内規（乙７の１、及び乙 7 の 2、以下本件内規という）の第４条

（手当の支給方法）第１項には 

投票管理者及び投票事務従事者が、選挙管理委員会の指定する時間帯に

おいてやむを得ない理由等により従事しなかったときは、一時間あたり２、５００

円を差し引き支給する 

と規定する。これは勤務に欠けた時の減額の規定であるが、減額の規定と



3 

は定められた時間（ここでは選挙管理委員会の指定する時間帯）に対し勤務

が欠けた時に適用する規定であり、被告の主張する時間外や休日に行う法定

外業務にはそのような定められた時間は存在しないから、法定外業務の対価

が投票管理者事務手当であるとの主張は失当である。 

又この減額の単価２、５００円は投票管理者事務手当３２、５００円を投票時

間である７時から２０時までの 13 時間で除した値となっていることから（乙７の２

についても同様 28、600 円/13 時間＝2、200 円）、この選挙管理委員会の指

定する時間帯とは投票当日の投票時間帯を指すことは明らかである。 

従って、投票管理者事務手当とは投票当日の投票管理者の職務（被告の

いう法定職務）の対価として規定されたものである。（もっとも原告は投票当日

の投票管理者の職務の対価は、報酬条例に規定された報酬を支給すべきで

あり、投票管理者事務手当を支給すべきで無いと主張するものであり、被告も

法定職務の対価は報酬条例に規定する報酬であることは自認している） 

以上から、仮に被告の主張するように本来職務以外の職務があったとしても、

その対価として支給目的の異なる投票管理者事務手当を支給しているとの主

張は失当である。このような支給方法は時間外手当や休日手当を特殊勤務手

当として支給するのと同じで論外である。 

何故被告がこのような主張をするかは明らかではないが、非常勤特別職で

ある投票管理者には、報酬条例により報酬を支給すべきであるが、その報酬

額は１１、０００円であり（乙８）、投票当日に共に執務する投票事務従事者の手

当（内規の投票事務従事者手当）に比べ少額であることから、報酬ではなく投

票事務従事者手当と同額の手当を投票管理者事務手当としたものと思われる。

ところが本件訴訟を受け、訴訟対策上本件内規に投票管理者事務手当が投

票当日の投票管理者の職務の対価であると明示的に規定していないことを利

用し、投票管理者事務手当が投票管理者の本来職務以外の業務（法定外業

務）の対価であるという主張を行ったものと思われる。 

 

（２投票管理者の業務について（答弁書３頁） 

被告は、公職選挙法（以下公選法）に定められている「投票管理者は、投

票に関する事務を分担する」の事務について１０の職務をあげ（乙１）、これ
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を法定業務と称し、和泉市の投票管理者が行っているこれ以外の職務を法

定外業務と称して、９の業務をあげている。 

しかしながら、公選法では投票管理者は、投票に関する事務を分担する

と規定するのみで、その事務について具体的に何ら規定していないし、被

告が参照する逐条解説公選法（乙１）にも、投票管理者は、投票に関する事

務全般を担任するとされており、投票に係わる事務の総体を投票管理者の

職務と考えるべきである。 

被告が主張する法定事務（法定事務の用語は被告の独自のもので、公

選法で定められた法定事務など存在しないが、便宜上被告の用語をそのま

ま使用する）は、投票当日の投票管理者の業務の主たるものを列挙したも

のに過ぎず、逐条解説公選法の投票管理者は投票に関する事務全般を担

任するとの記述があり、社会通念上も投票管理者に委嘱された以降の投票

に係わる業務は投票管理者の職務と考えるべきであり、被告が主張する法

定外業務を投票管理者の職務から除外する理由は無く、投票日以前の投

票に関する準備行為等も投票管理者の職務と考えるべきである。 

そうすると被告が主張する９の法定外業務は、その殆どが投票に係わる

準備行為であり、投票管理者の職務の範囲と解すべきである。 

次に被告が言う法定外業務について個別に見てみると 

①選挙事務従事者への「投票事務従事者心得」の配布とその説明 

これは投票を公平に秩序正しく行うための行為であるが、投票事務従

事者を総括指揮する投票管理者の基本的な職務の一つである。 

②～③投票立会人の推薦依頼と投票立会人の承諾書の回収 

投票管理者が当該投票所地区に居住する事が多いことから、依頼文

の送致や承諾書の回収を担任していると思われるが、投票立会人は依

頼する自治会や町会内で役員を中心に誰がなるかは過去の流れで決

まっており、投票管理者がいちいち会長宅を訪問して依頼しなくとも、

選管から手紙で依頼し承諾書を返送してもらえば事足りる程度のもの

であり、投票管理者の事務の一環と考えても何ら問題はない。 

⑤～⑥投票所の借入、設営、鍵の管理 

投票所は過去から同一の場所が当てられており、投票管理者に委嘱さ
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れた時には既に決定しており（乙５）、投票管理者が借り入れを交渉す

ることはない。又投票所は学校、公民館、自治会館、町会館等市の施

設または市の関連施設であり、施設借用が拒否されるような事は起こら

ない。投票所の設営や鍵の管理は投票が遅滞なく行われるための業

務で、投票管理者の職務の範囲である。 

⑦投票用紙及び選挙人名簿の管理 

これは投票を行うための必須の業務でまさしく投票管理者の職務であ

る。 

⑧投票立会人報酬その他の経費の管理及び支払い 

投票事務の一環である。 

⑨選挙事務に従事する職員に対する指導等 

これは投票を公正に能率よく行うための業務で、投票所の最高責任者

としての投票管理者の基本的職務である。 

以上被告の主張する業務は、投票管理者の委嘱を受けたことに伴う業務

であり、いずれも投票管理者の職務と考えるべきで、それを別異に解する理

由はなく被告の主張は失当である。 

尚投票管理者の職務の内容を判断するために、衆議院総選挙における

投票事務チェックノート（甲５）は投票管理者の主な仕事として、 

①職務代理者、投票事務従事者を把握し、投票事務についてあらかじめ

十分打合せをしておくこと。 

②投票所の設備を完全に整備しておくこと。 

③選挙人名簿（抄本）（指定在外選挙投票区の場合には、選挙人名簿

（抄本）及び在外選挙人名簿（抄本))、投票箱、投票用紙その他投票に関

する書類や物品を選管から受領すること。 

④選挙人名簿（抄本）（指定在外選挙投票区の場合には、選挙人名簿

（抄本）及び在外選挙人名簿（抄本))及び投票用紙を厳重に保管すること。 

⑤選管委員長から送致を受けた不在者投票を厳重に保管すること（指定

関係投票区の場合を除く。)。 

⑥指定在外選挙投票区の場合は、選管委員長から送致を受けた在外投

票を厳重に保管すること。 
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⑦必要に応じて投票立会人を補充選任すること。 

⑧投票所を開閉すること。 

⑨投票箱に何も入っていないことを最初の選挙人に示すこと。 

⑩投票所の秩序を保持すること。 

⑩選挙人名簿（抄本）（指定在外選挙投票区の場合には、選挙人名簿

（抄本）又は在外選挙人名簿（抄本)）と対照確認して、選挙人に投票用

紙を交付すること。 

⑫点字投票の申立てを受けること。 

⑬代理投票補助者をあらかじめ選任しておくこと。 

⑭代理投票の申請を受けたときその拒否を決定すること。 

⑮選挙人が本人であるかどうかを確認できないとき宣言させること。 

⑯投票を拒否するかどうかを決定し、拒否の決定を受けた選挙人におい

て不服があるときに、仮投票をさせること。 

⑰投票の状況を選管に報告すること。 

⑱不在者投票の受理、不受理等を決定し投票箱に投かんすること（指定

関係投票区の場合を除く。 

⑲指定在外選挙投票区の場合、在外投票の受理、不受理等を決定し、

投票箱に投かんすること。 

⑳投票箱を閉鎖すること。 

㉑投票録、その他必要な報告書をつくること。 

㉒投票箱、投票箱のカギ、投票録、選挙人名簿（抄本)、投票所閉鎖時

刻後に送致を受けた不在者投票（指定関係投票区の場合を除く。）及び

在外投票（指定在外選挙投票区の場合)、その他関係書類を開票管理

者に送ること(投票管理者が同時に開票管理者である場合を除く。)。この

場合、送致に当たっては、開票所へ直行すること。 

㉓投票に関する書類や物品（開票管理者に送付したものを除く。）を選管

に引き継ぐこと。 

とあり、詳細なチェックリストを見ても、被告が主張する法定外業務もほ

とんどがこの中に列挙されている。 
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（３）投票管理者事務手当の支給について（答弁書６頁） 

被告は、投票管理者が本来職務以外の業務を担任するから、それへの

報酬として、投票管理者事務手当を支給しなければならないと主張する。既

に述べた如く投票管理者事務手当は投票当日の投票管理者の職務の対

価であり、被告の主張は失当であるが、仮に被告の主張に沿って検討した

としても前述（２）で述べた如く、被告が主張する本来職務以外の業務も投

票管理者の職務と評価すべきであり、投票管理者に支給すべきは報酬条

例に基づく報酬であり、それで全てまかなわれており、これ以外に支給する

ものは無い。尚報酬条例では日額ではなく「１選挙ごとに」としており、投票

当日以外の職務も一つの選挙として報酬の対象内となる。 

又法定外業務を時間外または休日に行っていると主張するが、その証拠

は無い。仮に正規の時間内で行っていたとすれば、給与との２重支給となり

地公法第２４条に違反する。尚投票管理者の殆どが管理職であるが、管理

職についてこのような時間外勤務手当や休日勤務手当の支給が許されな

いことは後述する。 

 

（４）管理職手当を受給するものに対する投票管理者事務手当の支給が許さ

れるか（答弁書７頁） 

既に述べた如く投票管理者には、報酬条例に基づく報酬を支給すべき

であり、投票管理者事務手当を支給すべきとは認められないが仮にこの支

給が許されるとした場合、その殆どが管理職手当を受給している投票管理

者に支給が許されるかの問題である。 

被告は、給与条例第２４条第４項ただし書の、「市長が災害その他緊急事

態の発生等により特別の勤務を命じた場合は、この限りでない。」の「特別の

勤務」に投票管理者の法定外業務が該当するから、管理職手当を受給す

る投票管理者にも時間外勤務手当等を支給することとしている。と主張す

る。 

まず管理職手当を受給する者は、国の一般職の職員の給与に関する法

律第１９条の８第２項に準じ、原則として時間外勤務手当や夜間勤務手当

及び休日勤務手当は支給されない。これは管理職手当は、管理、監督の地
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位にある職員が正規の勤務時間外においても職務のため知力と体力を用

いるのが常態である事を前提として支給されるものだからであり、労働基準

法第４１条第２号で管理、監督の地位にある者に同法の労働時間等の関す

る規制を適用しないこととしているのも同じ趣旨である。（新版逐条地方公務

員法＜第２次改訂版＞（学陽書房）P451-452、下線部は原告が加筆） 和

泉市職員の給与に関する条例（以下給与条例という）第２４条第４項本文も

同趣旨で定められたものである。 

すなわち管理職手当を受給している者には時間外勤務手当や休日勤務

手当は支給されないのが原則で、給与条例第２４条第４項の但し書きはそ

の例外を定めたもので、限定して解釈すべきである。 

ところで和泉市職員の勤務時間等に関する規則第３条で「任命権者は、

公務のため臨時の必要があると認めるときは、職員に対し、勤務時間を超え

て勤務させ、又は週休日若しくは休日に勤務することを命ずることができる」

とあり（甲１０）、時間外勤務等を命令するのは任命権者であり、投票管理者

の任命権者は選挙管理委員会であるから（地公法第６条及び公選法第３７

条）、この但し書きの市長が命じたものでないのは明らかで、この但し書きを

もって投票管理者に時間外勤務手当や休日勤務手当の支給が許されると

の主張は失当である。 

又、被告の主張する法定外業務が但し書きの「災害その他緊急事態の

発生等により特別の勤務を命じた場合」に当たらないのは明白であるが、被

告は管理職手当は自己の担当する職務と直接関係のない臨時的な事務に

従事して時間外勤務等を行った場合にまで評価しているものではないとも

主張する。しかしながら給与法にも労働基準法にも給与条例第２４条第４項

にもその様な趣旨の定めは無い。むしろ行政実例（昭和 36.8.21 自治丁公

発第 72 号）で管理職手当の支給される職員が本務以外の職についた時に

時間外勤務手当の支給はできない とある。更に行政実例（昭和 36.8.15 

自治丁公発第６９号）で管理職手当の支給される職員が市営の厩務員や風

水害等による非常災害に対処するため時間外に及んだ場合も時間外勤務

手当の支給は出来ない とある。（甲６ ） 

以上から管理職手当の支給される職員が選挙事務を行って時間外に及
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んだ場合でも時間外勤務手当の支給は許されず、被告の主張は失当であ

る。 

どうしても時間外勤務手当の支給が相当と思慮されるものがあるなら、そ

れは地方自治法２０４条第２項の管理職特別勤務手当によるべきである。 

 

（５）給与条例主義に反することについて（答弁書８頁） 

被告は、本件投票管理者事務手当の支給根拠は給与条例１７条及び１８

条であると主張する、しかしながら給与条例１７条は正規の勤務時間を超え

て勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した

全時間に対して、勤務 1 時間につき、第 20 条に規定する勤務 1 時間当たり

の給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて

それぞれ 100 分の 125 から 100 分の 150 までの範囲内で規則で定める割

合(その勤務が午後 10 時から翌日の午前 5 時までの間にある場合は、その

割合に 100 分の 25 を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当とし

て支給する。 

と規定し、職員の個々の１時間あたりの給与額に応じて支給すべきところ、

内規に基づく本件投票管理者事務手当は投票管理者全てについて一律

で、給与条例１７条によらないことは明白であり、投票管理者事務手当を支

給する根拠条例とはなりえない。又支給内容を定めた内規は内部の事務手

続きを定めたものであり法的根拠を有せず、条例の委任を受けたものでもな

い。 

又本件投票管理者事務手当の支給が法２０４条の２の規定に反すること

について 

法２０４条の２の規定は、法２０３条及び２０４条関係の改正と相まって、地

方公共団体の給与規定の整備を図り、その公明適正化を期したものであり、

法２０４条の２の新設により、地方公共団体が職員に支給する給与その他の

給付は法律上の根拠を必要とし、法律に規定された種類についてのみ認め

られることとなり、それ以外の一切の給与その他の給付の支給は禁止される

ものであると解される。（平成 22 年 11 月 30 日 金沢地裁  平２１（行ウ）３号） 

の裁判例もある。 
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以上から投票管理者事務手当は地方自治法第 203 条の 2 第 4 項ないし

同２０４条第 3 項及び同２０４条の 2、及び地方公務員法第２４条第６項に反

し違法な手当てである。 

 

（６）頭打ちの時間外勤務手当及び休日勤務手当について（答弁書８頁） 

被告は、「限られた予算の中で選挙事務を執行しなければならないことか

ら、和泉市では、投票管理者に選任され管理職手当を受ける職員に対して

も、給与条例に基づく時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給せずに、

頭打ちの時間外勤務手当及び休日勤務手当として、－日分の投票管理者

事務手当のみを支給することとしている」と主張する。 

ところで時間外、休日及び深夜の割増賃金を定めた労働基準法第３７条

は、地方公務委員にも適用される所、このような定額支給方法が全て違法と

は言えないものの、割増賃金が法定額を下回らない事が必要であり、割増

賃金の額が法定額を下回っているかどうかが具体的に後から計算によって

確認できる事が可能である事が必要であるところ、被告が主張する法定外

勤務は、正規の勤務時間内で行ったものか、それとも時間外や休日で行っ

たものか、又それに要した時間もが判然とせず、前記趣旨からして投票管理

者手当は本来支給すべき時間外勤務手当及び休日勤務手当（法定額）よ

り少なく抑える事を意図したものと考えられるから、労働基準法第３７条に反

していることは明確で、このような支給方法は無効となる。（昭和６３年５月２７

日東京地裁 昭６１（ワ）１３２３７号 労判５１９号５９頁及び昭和４０年７月１５

日東京簡裁 昭３９（ハ）１５８号 労民 １６巻４号５７２頁） 

 

（７）損害について（答弁書９頁） 

被告は、投票管理者に対して、法定外業務についての時間外勤務手当

又は休日勤務手当を支給し、かつ、法定業務についての報酬を支給した場

合、投票管理者事務手当の額以上の額を支給することとなり、仮に投票管

理者事務手当が給与条例主義に反していたとしても市に損害は発生しない

と主張する。 

既に主張したところであるが、被告の主張する法定外業務は投票管理者
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の本来業務であり、その対価は報酬条例の報酬でまかなわれており、新た

に支給すべきものはない。仮に投票管理者の職務以外の業務があったとし

ても、それらが時間外や休日で行われた証拠はなく、投票管理者の殆どを

占める管理職手当の支給を受けている職員には時間外手当や休日勤務手

当の支給は許されないから、それら（投票管理者の職務以外の業務）につ

いて時間外勤務手当や休日勤務手当の支給は許されなく、被告の主張は

その前提を欠き失当である。従って報酬条例で規定する報酬を超える限度

で市に損失が発生している。 

又違法な支出とその職務の対価を相殺することが果たして許されるのか

の問題がある。 

地方自治法２０４条の２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 203 条の２第１項の職員及び前条第１項の職員に支給することができない。

と厳しく規定している。 

しかるに、この法律に反した支給は許されないが、その行為の対価が違

法な支給に伴う損害に見合うなら損害が発生しないというのでは、この法律

の趣旨を没却するもので到底許されない。 

それについては以下の裁判例がある。 

地方自治法２０４条の２によれば、普通地方公共団体の常勤の職員及び

非常勤の職員に対しその勤務の対価を反対給付として支給するためには、

法律又はこれに基づく条例に基づかなければならないのであり、その趣旨

からすれば、違法な本件一時金の支給により茨木市が被った損害額を算定

するに当たり、その支給の対象とされた臨時的任用職員の提供した勤務の

対価を金銭的に評価してこれを損益相殺等することは、同条の規定の趣旨

を没却するものとして、許されないと解すべきである。（平成 20 年 1 月 30 日

大阪地裁 平１７（行ウ）１４６号 判時 2036 号 3 頁 ） 

更に以下の裁判例もある。 

本件退職慰労金の支給によって、市は支給相当額の損害を被った。 

なお、退職慰労金の受給者らが大東市の非常勤職員として現実に勤務

しその職務を行ってきたとしても、地方自治法２０４条の２が、勤務の対価を
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反対給付として支給するためには、法律又はこれに基づく条例に基づかな

ければならないとしている趣旨からすれば、違法な本件退職慰労金の支給

により大東市が被った損害額を算定するに当たり、非常勤職員らの提供し

た勤務の対価を金銭的に評価してこれを損益相殺等することは、同条の規

定の趣旨を没却するものとして、許されないと解すべきである。（平成 20 年 

8 月 7 日 大阪地裁 平１９（行ウ）２３２号 判例タイムズ 1300 号 172 頁） 

その他以下の同様判決がある。 

平成 20 年 1 月 30 日 大阪地裁 平１７（行ウ）１４６号 判時 2036 号 3

頁） 

平成 19 年 2 月 9 日 大阪地裁 平１６（行ウ）６５号 判時 2021 号 22

頁） 

  

（８）平成２４年度執行の衆議院議員選挙及び平成２５年度執行の参議院議員

選挙について（答弁書１０頁） 

ア 国の負担について 

被告は、国政選挙の費用は国の負担であることから、仮に損害が発生し

てもそれは国の損害であり、市に損害は発生しないという。 

しかしながら、以下の裁判例がある。 

この裁判は、社町（現加東市）の国政選挙で期日前投票の投票管理者

に支給された金員は、給与条例主義に反し違法としてその返還を求めた住

民訴訟であり、被告の市は本件選挙が国政選挙でその経費は国の負担と

なっているから、市に損害は発生しないとして争った事例であり、判決は以

下判示し、違法な支出を市の損害と認定し、請求の一部を認めた判決であ

る。 

「国政選挙の選挙費用については国庫の負担となっており（公選法 263

条）、地方公共団体はその経費を負担する義務を負わない（地方財政法１０

条の４第１号）と定められ、都道府県及び市町村の選挙管理委員会の管理

する国会議員の選挙等の執行について、国の負担する経費の基準を定め

るものとして、国会議員の選挙の執行の基準に関する法律が制定されてい

る。 
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これらの諸規定は国会議員の選挙という専ら国の利害に関係のある事に

ついての経費を地方公共団体に負担させないために規定されたものと解さ

れるから、およそ経費として支出されることが許されない使途に充てるための

金員まで国が負担する趣旨でないのは明らかである。すなわち、本件選挙

執行のために含まれない支出を国の交付金で賄ったとしても、それを最終

的に国庫の負担とすることはできないのであり、地方公共団体は当該支出

の相当額を国に返還すべきである。」（平成１７年１２月２４日 神戸地裁 平

成１７年（行ウ）第１２号） 

以上から本件の国政選挙においても、違法な支出に伴う経費は国が負

担すべきでないから、国に返還する必要があり、そうすると市の固有財産を

毀損するから市の損害となる。 

更に、これについて、大阪府から市に 

平成２４年１２月１６日執行の第４６回衆議院議員総選挙及び第２２回最

高裁判所裁判官国民審査に要する経費の交付について（通知） 

が来ており（甲７）、その（留意事項）に 

３．この経費は、これを目的外に使用することはできないものであるととも

に、その執行にあたっては、支出内容及び支出の時期を明確にすること。 

４.この経費に不要額が生じたとき又は目的外に使用したときは、当該相

当額を返還させるものであること。 

とあり、違法な支出は目的外支出として返還させることを定めている。 

（尚平成２５年度執行の参議院選挙でも同様な文書が出されている。） 

又国の補助金を財源とする公共事業で談合があり、町が損害を被ったと

して起こされた住民訴訟で、以下判示している。 

「被告（町）及び参加人らは、本件各工事が補助金適正化法に基づく国

の補助金を財源としており、補助金を本件各工事以外の用途に流用するこ

とはできないから、補助金額分については村田町に損害は生じないと主張

したが、被告及び参加人らの主張するとおり国の補助金が財源とされている

部分があるけれども、村田町は、損害賠償金を回収した場合、補助金適正

化法１５条、１６条、１８条２項により、国に対し、回収した損害賠償金に応じ

て補助金相当部分を返還しなければならないと解されるから、補助金交付
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部分についても村田町の損害賠償請求権は発生すると解するのが相当で

ある。」（平成 18 年 2 月 21 日仙台地裁 事件番号 平１４（行ウ）２７号 判

例地方自治 284 号 15 頁） 

 

イ 補助金の伴う公共工事等の談合に伴う損害賠償請求について 

仮に被告の言うように、国から投入された金員について、違法な支出があ

ったとしても、地方公共団体が損害賠償請求や不当利得返還請求ができな

とすると、地方公共団体が行う多くの公共工事に投入された国等からの補

助金は、公共工事の談合等で違法な支出があった場合も、住民訴訟等で

回収できないことになるが、その様な裁判例は殆ど見受けられない。 

これについては以下の最高裁判例があり、国の補助事業における入札談

合によって普通地方公共団体の被った損害の賠償を求める地方自治法

242 条の 2 第 1 項 4 号の規定による住民訴訟において、違法な支出につい

て国からの補助金も損害賠償請求の対象としている事を当然の前提として

いる。 

「国の補助事業における入札談合によって普通地方公共団体の被った

損害の賠償を求める地方自治法（平成 14 年法律第 4 号による改正前のも

の）242 条の 2 第 1 項 4 号の規定による住民訴訟において住民が勝訴した

場合に弁護士に支払うべき報酬額の範囲内で請求し得る同条 7 項にいう

「相当と認められる額」の認定に当たり、勝訴により確保された経済的利益

の額として判決の結果当該普通地方公共団体が回収した額を考慮する際

には、その額は、現に回収された額とすべきであり、現に回収された額から

その回収に伴い国に返還されることとなる国庫補助金相当額を控除した額

とすべきものではない(最高裁平 21（受）第 1408 号 弁護士報酬請求事件 

平 23.9.8 第一小法廷判決)」 

むしろ国は都道府県知事及び政令指定都市の長に宛て、「国土交通省

所管補助事業等における談合等の不正行為に係る違約金等の取扱いに

ついて」と題する国土交通事務次官通知（平 19.8.28 国官会 772 号 甲８ ）

を発し、その中で、国の補助事業の事業主体が談合等を行った受注者等か

ら損害賠償金等を収納した場合には、補助金等適正化法（「補助金等に係
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る予算の執行の適正化に関する法律」）に基づき、当該補助事業について

当該損害賠償金等に係る過大交付分を減額精算した完了実績報告書（同

法 14 条）を再度提出し、国土交通省において補助金の額の確定（同法 15

条）を再度行った上で発する返還命令（同法 18 条 2 項）に従って当該国庫

補助金相当額を返還することなどの取扱いを定め、これを地方公共団体に

周知徹底させている。 

すなわち、国等から補助金についても損害賠償請求の対象とする事を当

然の前提とした通知を行っている。 

又被告の主張するように国からの補助金が返還の対象外とすると、それ

を返還させるには、国が会計検査院の指摘等により地方自治体に損害賠

償請求を行い（場合によっては訴訟で）、それが認められた場合に地方自

治体が国に返還し、その結果地方自治体に損害が発生したとして損害賠

償請求を起こす事が必要となり、極めて迂遠な方法によらなければならない。

一方住民訴訟で国の補助金についても損害の対象とすれば、簡潔な方法

で同様の効果が得られ、訴訟効率上優っており、違法な財務会計行為を是

正する住民訴訟の本旨にもかなうものである。 

 

ハ 市が事業主体となっていること 

本件国政選挙の執行は国からの第１号法定受託事務であるが、平成１１

年の地方自治法改正により従来問題とされてきた機関委任事務を廃止して

新たに設けられた事務である。かつて委任先の地方公共団体の首長等執

行機関を下部機関として扱い、上下の指揮監督関係に置くとして批判の強

かった機関委任事務の廃止に伴って新設された事務区分であり、機関委任

事務と異なり国の事務ではなく、地方公共団体の事務であり、国と地方公共

団体、都道府県と市町村という、互いに独立した行政主体間の協力関係を

前提として構成されている。機関委任事務が地方公共団体の首長が国の

機関として主務大臣の包括的な指揮監督を受けて国の事務を処理すること

とされていたのに比べ、法定受託事務は地方公共団体に対して国が法律

により事務を委託するとの形に改められた。 

すなわち本件国政選挙に関わる事務は、国から地方公共団体に委任さ
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れたものであり、地方公共団体の責任と権限に基づき執行されるものであり、

選挙事務の経費に当てられる本件交付金は、選挙委託金として市に収納さ

れた段階で（甲７、甲９）、市の固有財産となったもので、違法な支出があっ

た時は当然市の損害となる。 

被告が引用する判決は昭和６０年の事件であり、旧自治法が適用される

事例であり、当時は機関委任事務として執行されたもので、状況が異なり本

件の参考とはなりえない。 

尚最終的に精算という形で、違法な支出についても国から補填されるが、

本件支出と、精算は異なる財務会計行為であるから、最終的に国から補填

されることとなっても、本件支出の段階で市の損害が発生することに何ら影

響しない。 

又埼玉県の住民である原告らが、被告等が水増しした工事代金に基づ

いて社会福祉施設整備に関する補助金の交付申請を行うなどして、埼玉県

から補助金を不当に取得し、その結果埼玉県に上記不当補助金相当額の

損害を与えたとして訴えた訴訟で、以下判示している。 

「損害額は、国庫補助金分の額についても含まれているものであるが、本

件における補助金の制度は、国が補助事業者である埼玉県に補助金を交

付し、埼玉県はそれを財源の一部として、この補助金の交付の目的に従っ

て各社会福祉法人に交付したものであり、各社会福祉法人に交付される補

助金は埼玉県が主体として交付されたものというべきである。したがって、被

告Ａらの不法行為によって詐取された過大な補助金分については直接的

には埼玉県の損害というべきものであるから、国庫補助金分も含めて埼玉県

の損害とみるべきである。」（平成 18 年 3 月 22 日 さいたま地裁 平９（行ウ）

２３号 判例地方自治 299 号 9 頁） 

 

以上  

 

別添 

証拠説明書（平成２６年１月１０日付） 

甲第５号証から１０号証 


