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第１本案前の申立て

１原告の請求の趣旨第３項に係る訴えを却下する。

２訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

第２本案前の申立ての理由

１地方自治法第２４２条の２第１項第１号の差止請求の訴は、差止めの対象で

ある行為が、単に漠然と予想されるだけでは足りず、当該行為の行われる可能

性が相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えていなけれ

ばならない（大阪地裁平成８年７月１７日判決、判例地方自治１６８号４４

頁）。

２平成２５年度以降の投票管理者事務手当については、選挙がいつ行われるか

について定まっておらず、当該行為の行われる具体性を備えていない。

３したがって、本件訴えのうち、差止めを求める部分は不適法である。

第８請求の趣旨に対する答弁

１原告の請求を棄却する。

２訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

第４請求の原因に対する認否

１「第１当事者」について

認める。ただし、別表１Ｎ０．２の「中島享」とあるのは、

りである。

２「第２対象事実」について

認める。

｢中島 亨」の誤
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３「第３違法性について」について

（１）「１関係法令の定め」について

認める。ただし、（４）に「投票所の投票管理人」とあるのは「投票所の

投票管理者」の誤りである。

（２）「前記行為の違法の理由」について

法令の定め及び本件投票管理者に対し報酬条例による報酬を支給していな

いことは認め、その余は否認し、又は争う。

「第４和泉市の損害」について

否認し、又は争う。

「第５市長の責任」について

最高裁判決の存在及びその内容については認め、その余は、否認し、又は争

４

５

－

つ。

「第６本件手当を受給した職員の責任について」

否認し、又は争う。

「第７監査請求」について

認める。

「第８結論」

争う。
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被告の主張

投票管理者について

投票管理者の業務

投票管理者は、投票に関する事務を担任する（公職選挙法（以下「法」と

いう。）第３７条第５項）とされており、その職務は、概ね次のとおりで

ある（以下これらの業務を「法定業務」という。乙第１号証）。

①投票所の開閉（法第４０条、法第５３条）

第５
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②投票用紙の交付（法第４５条）

③代理投票の許容（法第４８条）

④選挙人の確認（法第５０条）

⑤投票の拒否の決定及び仮投票の許容（法第５０条）

⑥不在者投票の受理、不受理の決定（法施行令第６３条）

⑦投票箱の閉鎖（法第５３条、法施行令第４３条）

⑧投票録の作成（法第５４条）

⑨投票箱等の送致（法第５５条）

⑩投票所の秩序の保持（法第５９条、法第６０条）

(2)和泉市における投票管理者の業務

ア和泉市における投票管理者は、上記の法定業務（投票に関する事務）に

加えて、法定の事務以外の事務（以下「法定外業務」という。）も行っ

ている(乙第２号証)。

和泉市における投票管理者が行っている法定外業務は、概ね次のとおり

である（乙第３号証、乙第４号証の１～８）。

なお、殆どの業務を勤務時間外に行っている。

①選挙事務従事者への「投票事務従事者心得」（乙第５号証）の配布

投票管理者は、その管理する投票所で選挙事務に従事する職員（５

名程度）に対し、「投票事務従事者心得」を配布するとともに、選

挙事務についての説明を行う。

②投票立会人の推薦依頼

投票管理者は、各投票区域に所在する自治会に投票立会人（４名）

の推薦を依頼をするべく、関係する各自治会長宅を訪問し、推薦の

依頼を行う。

③投票立会人の承諾書の回収

投票管理者は、各自治会会長宅を訪問し推薦させた各投票立会人か
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らの承諾書を回収し、当該承諾書を選挙管理委員会に提出する。

④投票所の借入れ

投票管理者は、投票所の施設管理者を訪問し、施設借用の交渉をす

るとともに、承諾を得られた場合は、当該施設管理者から、施設借

用の承諾書を回収し、当該承諾書を選挙管理委員会に提出する。

⑤投票所の設営

投票管理者は、投票所の設営を指揮監督する。

具体的には、投票管理者は、投票所設営責任者を選任し、その旨を

選挙管理委員会に報告し、設営業務を受託しているシルバー人材セ

ンターに対し、投票箱、記載台等の機材の設置場所を指示する。

⑥投票所が設置される施設の鍵の管理

投票管理者は、投票所が設置される施設の鍵を預かり、投票日の前

日に自宅で保管し、当日、投票事務の準備のために午前６時４０分

までには施設の施錠を解錠し、午後８時に投票が終了した後、施設

を施錠する。

また、施設の鍵については、投票管理者が責任をもって保管し、当

日又は翌日に、施設管理者に返却する。

⑦投票用紙及び選挙人名簿の管理

投票管理者は、投票日前日の夜間に、選挙管理委員会事務局の職員

から投票用紙及び選挙人名簿を受領し、翌日まで自宅で管理し、翌

日、投票所に持参する。

⑧投票立会人報酬その他の経費の管理及び支払い

投票管理者は、選挙管理委員会事務局の職員から、投票立会人報酬

その他の経費を預かり、これを投票立会人等に支払うとともに、領

収書を徴し、選挙管理委員会に各領収書を提出する。

⑨選挙事務に従事する職員に対する指導等
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選挙管理者は、投票日に選挙事務に従事する職員に対し、選挙事務

に関する問合せに答えるとともに、選挙当日の投票所における選挙

事務を指導する。

イ以上の法定外業務は、いずれも、選挙管理委員会事務局の職員が行うべ

き業務であるところ、和泉市に設置される５８ケ所の投票所のすべてに

おいて上記業務を行うには、選挙管理委員会事務局に所属する職員のみ

では、人手が足りない。

そこで、和泉市においては、投票管理者に、選挙管理委員会事務局の職

員が行うべき上記法定外業務を行わせている。

２投票管理者事務手当について

（１）投票管理者事務手当の法的性質

ア上記のとおり、和泉市では、投票管理者に、法定業務以外に、法定外業

務を行わせている。

また、投票管理者に法定外業務を行わせることから、和泉市では、投票

管理者については、和泉市の職員を選任することとしている。

イところで、和泉市では、投票管理者は法定外業務を勤務時間外又は休日

に行うこととしており、法定外業務を行った投票管理者に対し、和泉市

職員の給与に関する条例（昭和３８年条例第１６号。以下単に「給与条

例」という。乙第６号証）第１７条の時間外勤務手当又は第１８条の休

日勤務手当を支給する必要がある。

もっとも、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、選挙事務に係る人件費についても、予算の範囲内で支給する必要

がある。

そこで、和泉市では、投票管理者に対し、給与条例の計算方法に基づい

た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
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することとし（選挙事務等における手当等の支給に関する内規（以下

「本件内規」という。乙第７号証の１，２）第３条及び別表）、選挙に

係る人件費を抑制している。

ウまた、投票管理者は、選挙当日に、法定外業務のみならず、法定業務も

行うところ、法定業務は、非常勤の特別職の職員としての業務であり、

和泉市は、当該業務に対して、１万１０００円の報酬を支払うものとさ

れている（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（昭和３１年条例第２２号。乙第

８号証）第２条及び別表）。

もっとも、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とい

う制約の下、和泉市では、職員が投票管理者に選任された場合について

は、前述した投票管理者事務手当のみを支給し、投票管理者の報酬を支

給しないこととしている（本件内規（乙第７号証）別表の備考欄）。

エ以上のことからして、和泉市の投票管理者事務手当は、頭打ちの時間外

勤務手当及び休日勤務手当である。

(2)管理職手当を受給する者に対する投票管理者事務手当の支給について

ア給与条例第２４条第４項は、「管理職手当を支給する職員には、第１７

条から第１９条までの規定は適用しない。」として、管理職手当と時間外

勤務手当等との併給を禁止している。

これは、管理職については、職務及び責任の重要性並びに勤務実態に照

らし、法定労働時間の枠を越えて勤務する必要があり、労働時間等に対

する規制になじまないことから設けられた規定である。

イもっとも、給与条例第２４条第４項ただし書は、「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。」

として、「特別の勤務」を命じられた職員については、時間外勤務手当

等を支給することとしている。
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これは、管理職手当は、管理職手当を受ける職員の職務に関して支給さ

れるべきものであり、災害その他緊急事態の発生等により特別の勤務を

命じられた場合のように、自己の担当する職務とは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まで評価しているもので

はないからである。

ウところで、和泉市では、和泉市における投票管理者について、選挙管理

委員会事務局以外の職員を選任している。

なぜならば、選挙管理委員会事務局の職員は、他の選挙事務に従事する

必要があり、投票管理者の事務を従事させることができる余剰人員がな

いからである。

それゆえ、管理職手当を受ける職員が、投票管理者に選任され、法定外

業務を行った場合、当該職員は、自己の担当する職務とは関係ない臨時

的な事務に従事したものとして、「特別の勤務」を行ったこととなる。

この場合、和泉市としては、投票管理者に選任され管理職手当を受ける

職員に対し、給与条例第２４条第４項ただし書に基づき、時間外勤務手

当等を支給する必要がある。

エもっとも、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（本件内規第３条及び別

表）。

(3)小括

以上のとおり、和泉市では、投票管理者が法定外業務を行った場合の時間

外勤務手当又は休日勤務手当として、投票管理者事務手当を支給してお

り、その支給根拠は、給与条例第１７条又は第１８条である。
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したがって、投票管理者事務手当の支給は、給与条例主義を定めた地方自

治法第２０４条及び地方公務員法第２４条第６項に反しない。

損害について

(1)本件各選挙について

ア原告は、本件各選挙について、投票管理者事務手当を支給したことによ

り、合計４７１万８８００円の損害を被ったと主張するが、同主張は失

当である。

イ本件各選挙において投票管理者が行った法定外業務は、和泉市にとって

有用であり、かつ、その金銭的な価値は、その対価である投票管理者事

務手当の総支給額７２４万８８００円に見合うものであるから、本件投

票管理者事務手当の支出によって、和泉市は、何らの損害も被っていな

３

い。

ウまた、前述のとおり、和泉市では、限られた予算の中で選挙事務を執行

するために、法定外業務を行う投票管理者に対し、給与条例の計算方法

に基づいた額の時間外勤務手当及び休日勤務手当の額ではなく、頭打ち

の時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を、－日分の投票管理者事務手

当として支給することとしている。

しかも、職員が投票管理者に選任された場合については、前述した投票

管理者事務手当のみを支給し、法定業務分としての投票管理者の報酬を

支給しないこととしている。

このように、和泉市は、投票管理者に対して、頭打ちの時間外勤務手当

及び休日勤務手当として、投票管理者事務手当（平成２５年６月２０日

までは３万２５００円、同月２１日からは２万８６００円）のみを支給

し、選挙に係る人件費を抑制している。

仮に、和泉市が、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
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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る。

エしたがって、仮に、投票管理者事務手当の支給が給与条例主義に違反し

ていたとしても、和泉市には、投票管理者事務手当を支給したことによ

る損害はない。

(2)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

原告は、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

院議員選挙において、投票管理者事務手当が支給されたことにより、それ

ぞれ１２２万５５００円と１０２万０８００円の損害が和泉市に発生した

と主張するが、同主張は失当である。

「地方自治法第２４２条の２第１項４号による住民訴訟は、当該普通地方

公共団体が当該職員に対して、実体法上の損害賠償請求権ないし不当利得

返還請求権のあることを前提にしている。ということは、当該職員の不法

行為によって、当該普通地方公共団体に損害が発生したり、当該職員の法

律上の原因のない利得によって、当該普通地方公共団体に損失の生じてい

ることが要件になる。そうして、住民訴訟は、普通地方公共団体の財務に

ついての不当、違法を是正する目的で特に法律によって創設された制度で

あるから、地方自治法第２４２条の２第１項４号の損害や損失は、当該普

通地方公共団体の固有財産に生じたものでなければならないことは、いう

までもない。」（大阪高裁平成２年５月３１日判決、行政事件裁判例集４

１巻５号１０９４頁）

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

挙の執行費用は、すべて国の交付金によって賄われ、和泉市の地方税など

による固有の収入（地方自治法第２２３条以下）から支出されたものでは

ないから、本件選挙の執行費用の支出に関して、原告が主張するような損

害が発生したとしても、その被害を受けた者は、いずれも国であって和泉
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市ではない。

以上
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