
平成平成平成平成 11111111 年年年年((((行行行行ココココ))))第第第第 40404040 号川口市県外視察賠償請求控訴事件判決文号川口市県外視察賠償請求控訴事件判決文号川口市県外視察賠償請求控訴事件判決文号川口市県外視察賠償請求控訴事件判決文 

                                                                                    （（（（原審原審原審原審・・・・浦和地方裁判所平成浦和地方裁判所平成浦和地方裁判所平成浦和地方裁判所平成 8888 年年年年((((行行行行ウウウウ))))第第第第 23232323 号号号号）））） 

                                                                                             ( ( ( (口頭弁論終結日口頭弁論終結日口頭弁論終結日口頭弁論終結日・・・・平成平成平成平成１１１１１１１１年年年年１１１１１１１１月月月月８８８８目目目目)))) 

  

判判判判        決決決決 

     

埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

控訴人控訴人控訴人控訴人((((被告被告被告被告))))    永瀬永瀬永瀬永瀬    洋治洋治洋治洋治 

埼玉県浦和市埼玉県浦和市埼玉県浦和市埼玉県浦和市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

控訴人控訴人控訴人控訴人((((被告被告被告被告))))    池田池田池田池田    建次建次建次建次 

右両名訴訟代理人弁護士右両名訴訟代理人弁護士右両名訴訟代理人弁護士右両名訴訟代理人弁護士    石津廣司石津廣司石津廣司石津廣司 

埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊、＊＊＊＊＊＊＊、 

被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人((((原告原告原告原告))))＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人((((原告原告原告原告))))＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人((((原告原告原告原告))))＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人((((原告原告原告原告））））    村松幹雄村松幹雄村松幹雄村松幹雄 

                        ｛注：控訴人、被控訴人の住所氏名の一部は削除してあります。｝ 

  

主主主主        文文文文 

一一一一        控訴人永瀬洋治控訴人永瀬洋治控訴人永瀬洋治控訴人永瀬洋治のののの控訴控訴控訴控訴をををを棄却棄却棄却棄却するするするする。。。。 

二二二二        控訴人池田建次控訴人池田建次控訴人池田建次控訴人池田建次のののの控訴控訴控訴控訴にににに基基基基づきづきづきづき、、、、原判決主文第三項原判決主文第三項原判決主文第三項原判決主文第三項のののの全部全部全部全部とととと同第四項同第四項同第四項同第四項のののの一部一部一部一部((((主文第四項中主文第四項中主文第四項中主文第四項中

のののの控訴人池田建次控訴人池田建次控訴人池田建次控訴人池田建次にににに関関関関するするするする部分部分部分部分))))をををを次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり変更変更変更変更するするするする。。。。 



１１１１    控訴人池田建次控訴人池田建次控訴人池田建次控訴人池田建次はははは控訴人永瀬洋治控訴人永瀬洋治控訴人永瀬洋治控訴人永瀬洋治とととと連帯連帯連帯連帯してしてしてして､､､､埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市にににに対対対対しししし､､､､金五金五金五金五〇〇〇〇三万四六八三万四六八三万四六八三万四六八○○○○円円円円

及及及及びこれにびこれにびこれにびこれに対対対対するするするする平成八年九月八目平成八年九月八目平成八年九月八目平成八年九月八目からからからから完済完済完済完済までまでまでまで年五分年五分年五分年五分のののの割合割合割合割合によるによるによるによる金員金員金員金員をををを支払支払支払支払ええええ。。。。    

                                

                被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らのらのらのらの控訴人池田建次控訴人池田建次控訴人池田建次控訴人池田建次にににに対対対対するそのするそのするそのするその余余余余のののの請求請求請求請求をいずれもをいずれもをいずれもをいずれも棄却棄却棄却棄却するするするする。。。。 

三三三三    原判決主文第五項原判決主文第五項原判決主文第五項原判決主文第五項をををを次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり変更変更変更変更するするするする。。。。 

    訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用はははは第一第一第一第一・・・・二審二審二審二審をををを通通通通じてじてじてじて、、、、これをこれをこれをこれを一一一一〇〇〇〇分分分分しししし、、、、そのそのそのその八八八八をををを控訴人控訴人控訴人控訴人らのらのらのらの負担負担負担負担しししし､､､､そのそのそのその二二二二をををを被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人

らのらのらのらの負負負負    担担担担とするとするとするとする。。。。 

  

事実及事実及事実及事実及びびびび理由理由理由理由 

第一第一第一第一    当事者当事者当事者当事者がががが求求求求めためためためた裁判裁判裁判裁判 

    一一一一    原審原審原審原審においてにおいてにおいてにおいて求求求求めためためためた裁判裁判裁判裁判    

    

１１１１    被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らがらがらがらが求求求求めためためためた裁判裁判裁判裁判 

     （１１１１））））控訴人控訴人控訴人控訴人らはらはらはらは、、、、各自各自各自各自、、、、埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市にににに対対対対しししし金七六三金七六三金七六三金七六三万八八万八八万八八万八八〇〇〇〇四円及四円及四円及四円及びこれにびこれにびこれにびこれに対対対対するするするする控訴人永瀬控訴人永瀬控訴人永瀬控訴人永瀬

洋洋洋洋    治治治治((((以下以下以下以下「「「「永瀬永瀬永瀬永瀬」」」」又又又又はははは「「「「永瀬市長永瀬市長永瀬市長永瀬市長」」」」というというというという。。。。))))についてはについてはについてはについては平成八年九月七目平成八年九月七目平成八年九月七目平成八年九月七目からからからから、、、、控訴人池田建次控訴人池田建次控訴人池田建次控訴人池田建次((((以以以以

下下下下「「「「池田池田池田池田」」」」又又又又はははは「「「「池田課長池田課長池田課長池田課長」」」」というというというという。。。。))))についてはについてはについてはについては平成八年九月八目平成八年九月八目平成八年九月八目平成八年九月八目からそれぞれからそれぞれからそれぞれからそれぞれ完済完済完済完済までまでまでまで年五分年五分年五分年五分のののの割割割割

合合合合によるによるによるによる金員金員金員金員をををを支払支払支払支払ええええ。。。。 

   

   （（（（２２２２））））訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用はははは控訴人控訴人控訴人控訴人らのらのらのらの負担負担負担負担とするとするとするとする。。。。 

２２２２    控訴人控訴人控訴人控訴人らがらがらがらが求求求求めためためためた裁判裁判裁判裁判 

（（（（一一一一））））池田池田池田池田がががが求求求求めためためためた裁判裁判裁判裁判 

  本件訴本件訴本件訴本件訴えのうちえのうちえのうちえのうち、、、、池田池田池田池田にににに対対対対しししし、、、、平成七年度全市合同特別町会長会議平成七年度全市合同特別町会長会議平成七年度全市合同特別町会長会議平成七年度全市合同特別町会長会議のののの昼食代昼食代昼食代昼食代のののの支出支出支出支出によるによるによるによる損損損損

害賠償金七三万八三害賠償金七三万八三害賠償金七三万八三害賠償金七三万八三〇〇〇〇四円及四円及四円及四円及びそのびそのびそのびその遅延損害金遅延損害金遅延損害金遅延損害金をををを埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市にににに支払支払支払支払うことをうことをうことをうことを求求求求めるめるめるめる請求請求請求請求にににに係係係係るるるる

部分部分部分部分のののの訴訴訴訴えをえをえをえを却下却下却下却下するするするする。。。。 

((((二二二二))))    控訴人両名控訴人両名控訴人両名控訴人両名がががが求求求求めためためためた裁判裁判裁判裁判 

（１１１１））））被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らのらのらのらの請求請求請求請求をいずれもをいずれもをいずれもをいずれも棄却棄却棄却棄却するするするする。。。。 

（（（（２２２２））））訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用はははは被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らのらのらのらの負担負担負担負担とするとするとするとする。。。。 

二二二二    当審当審当審当審においてにおいてにおいてにおいて求求求求めためためためた裁判裁判裁判裁判 

１１１１    控訴人両名控訴人両名控訴人両名控訴人両名がががが求求求求めためためためた裁判裁判裁判裁判 

((((一一一一))))    原判決中控訴人原判決中控訴人原判決中控訴人原判決中控訴人らららら敗訴部分敗訴部分敗訴部分敗訴部分をををを取取取取りりりり消消消消すすすす。。。。 

((((二二二二))))    被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らのらのらのらの請求請求請求請求をいずれもをいずれもをいずれもをいずれも棄却棄却棄却棄却するするするする。。。。 

((((三三三三))))    訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用はははは第一第一第一第一・・・・二審二審二審二審をををを通通通通じてじてじてじて被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らのらのらのらの負担負担負担負担ととととするするするする。。。。 



2222          被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らがらがらがらが求求求求めためためためた裁判裁判裁判裁判 

((((一一一一))))    本件各控訴本件各控訴本件各控訴本件各控訴をいずれもをいずれもをいずれもをいずれも棄却棄却棄却棄却するするするする。。。。                                  

((((二二二二))))    控訴費用控訴費用控訴費用控訴費用はははは控訴人控訴人控訴人控訴人らのらのらのらの負担負担負担負担とするとするとするとする。。。。 

第二第二第二第二    原判決原判決原判決原判決のののの主文主文主文主文 

  一一一一    本件訴本件訴本件訴本件訴えのうちえのうちえのうちえのうち、、、、池田池田池田池田にににに対対対対しししし、、、、平成七年度全市合同特別町会長会議平成七年度全市合同特別町会長会議平成七年度全市合同特別町会長会議平成七年度全市合同特別町会長会議のののの昼食代昼食代昼食代昼食代のののの支出支出支出支出によるによるによるによる損害損害損害損害

賠償金七三万八三賠償金七三万八三賠償金七三万八三賠償金七三万八三〇〇〇〇四円及四円及四円及四円及びそのびそのびそのびその遅延損害金遅延損害金遅延損害金遅延損害金をををを埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市にににに支払支払支払支払うことをうことをうことをうことを求求求求めるめるめるめる請求請求請求請求にににに係係係係るるるる部部部部

分分分分のののの訴訴訴訴えをえをえをえを却下却下却下却下するするするする。。。。 

        二二二二    永瀬永瀬永瀬永瀬はははは、、、、埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市にににに対対対対しししし、、、、金七金七金七金七〇〇〇〇七万四九二四円及七万四九二四円及七万四九二四円及七万四九二四円及びこれにびこれにびこれにびこれに対対対対するするするする平成八年九月七目平成八年九月七目平成八年九月七目平成八年九月七目かかかからららら

完済完済完済完済までまでまでまで年五分年五分年五分年五分のののの割合割合割合割合によるによるによるによる金員金員金員金員((((なおなおなおなお内金六七内金六七内金六七内金六七〇〇〇〇万七四二万七四二万七四二万七四二〇〇〇〇円及円及円及円及びこれにびこれにびこれにびこれに対対対対するするするする平成八年平成八年平成八年平成八年 9999 月月月月 8888

日日日日からからからから完済完済完済完済までまでまでまで年五分年五分年五分年五分のののの割合割合割合割合によるによるによるによる金員金員金員金員についてはについてはについてはについては、、、、池田池田池田池田とととと連帯連帯連帯連帯してしてしてして))))をををを支払支払支払支払ええええ。。。。 

        三三三三    池田池田池田池田はははは、、、、永瀬永瀬永瀬永瀬とととと連帯連帯連帯連帯してしてしてして埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市埼玉県川口市にににに対対対対しししし、、、、金六七金六七金六七金六七〇〇〇〇万七四二万七四二万七四二万七四二〇〇〇〇円及円及円及円及びこれにびこれにびこれにびこれに対対対対するするするする平成八平成八平成八平成八

年九月八目年九月八目年九月八目年九月八目からからからから完済完済完済完済までまでまでまで年五分年五分年五分年五分のののの割合割合割合割合によるによるによるによる金員金員金員金員をををを支払支払支払支払ええええ。。。。 

  四四四四    被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らのそのらのそのらのそのらのその余余余余のののの請求請求請求請求をいずれもをいずれもをいずれもをいずれも棄却棄却棄却棄却するするするする。。。。 

五   訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用はははは一一一一〇〇〇〇分分分分しししし、、、、そのそのそのその一一一一をををを被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らのらのらのらの、、、、そのそのそのその余余余余をををを控訴人控訴人控訴人控訴人らのらのらのらの負担負担負担負担とするとするとするとする。。。。 

第三第三第三第三    両当事者両当事者両当事者両当事者のののの主張主張主張主張とととと事案事案事案事案のののの概要概要概要概要 

 当事者双方当事者双方当事者双方当事者双方のののの主張内容主張内容主張内容主張内容、、、、及及及及びびびび原裁判所原裁判所原裁判所原裁判所とととと当裁判所当裁判所当裁判所当裁判所がががが証拠証拠証拠証拠によりによりによりにより認定認定認定認定したしたしたした事実事実事実事実はははは、、、、概概概概ねねねね次次次次のののの    

    

            とおりであるとおりであるとおりであるとおりである((((詳細詳細詳細詳細はははは原判決原判決原判決原判決「「「「事実事実事実事実」」」」欄欄欄欄とととと「「「「理由理由理由理由」」」」欄欄欄欄にににに記載記載記載記載のとおりであるがのとおりであるがのとおりであるがのとおりであるが、、、、原審原審原審原審とととと当審当審当審当審のののの認定認定認定認定    

    

        がががが異異異異なるなるなるなる点点点点はははは当該個所当該個所当該個所当該個所にににに明記明記明記明記するするするする。。。。))))。。。。 

一一一一    事案事案事案事案のののの要旨要旨要旨要旨 

被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らはらはらはらは川口市川口市川口市川口市のののの住民住民住民住民でおるがでおるがでおるがでおるが、、、、平成七年七月当時平成七年七月当時平成七年七月当時平成七年七月当時、、、、永瀬永瀬永瀬永瀬はははは川口市長川口市長川口市長川口市長でありでありでありであり池田池田池田池田はははは市広報市広報市広報市広報

広聴課長広聴課長広聴課長広聴課長であつたところであつたところであつたところであつたところ、、、、川口市川口市川口市川口市はははは、、、、平成七年七月一平成七年七月一平成七年七月一平成七年七月一〇〇〇〇目目目目とととと一一目一一目一一目一一目にににに一泊二目一泊二目一泊二目一泊二目のののの日程日程日程日程でででで、、、、市内市内市内市内のののの一一一一

六四六四六四六四のののの町会長町会長町会長町会長やややや町会役員二一二名町会役員二一二名町会役員二一二名町会役員二一二名、、、、及及及及びびびび市長市長市長市長とととと市議会議長市議会議長市議会議長市議会議長、、、、並並並並びにびにびにびに一五名一五名一五名一五名のののの市職員市職員市職員市職員がががが出席出席出席出席してしてしてして、、、、静静静静

岡県焼津市内岡県焼津市内岡県焼津市内岡県焼津市内のののの焼津温泉焼津温泉焼津温泉焼津温泉ホテルアンビアホテルアンビアホテルアンビアホテルアンビア「「「「松風閣松風閣松風閣松風閣」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、平成七年度全市合同特別町会長会議平成七年度全市合同特別町会長会議平成七年度全市合同特別町会長会議平成七年度全市合同特別町会長会議

((((以下以下以下以下「「「「本件会議本件会議本件会議本件会議」」」」というというというという。。。。))))をををを実施実施実施実施しししし、、、、そのためにそのためにそのためにそのために七七一万一四七七一万一四七七一万一四七七一万一四〇〇〇〇四円四円四円四円((((参加者一人当参加者一人当参加者一人当参加者一人当たりたりたりたり三万三六七三万三六七三万三六七三万三六七

四円四円四円四円))))をををを支出支出支出支出したがしたがしたがしたが、、、、このうちこのうちこのうちこのうち広報広聴費広報広聴費広報広聴費広報広聴費からからからから支出支出支出支出されたされたされたされた七六三万八八七六三万八八七六三万八八七六三万八八〇〇〇〇四円四円四円四円はははは無駄使無駄使無駄使無駄使いであつたといであつたといであつたといであつたと

主張主張主張主張しししし、、、、市長市長市長市長であつたであつたであつたであつた永瀬永瀬永瀬永瀬とととと担当課長担当課長担当課長担当課長としてとしてとしてとして支出負担行為支出負担行為支出負担行為支出負担行為をしをしをしをし、、、、支出命令支出命令支出命令支出命令をををを発発発発したしたしたした池田池田池田池田にににに対対対対してしてしてして、、、、市市市市

にににに損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償をするようをするようをするようをするよう求求求求めてめてめてめて、、、、地方白治法二四二条地方白治法二四二条地方白治法二四二条地方白治法二四二条のののの二第一項四号二第一項四号二第一項四号二第一項四号にににに基基基基づきづきづきづき住民訴訟住民訴訟住民訴訟住民訴訟をををを提起提起提起提起したのしたのしたのしたの

がががが本件本件本件本件であるであるであるである｡｡｡｡被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らはらはらはらは本件訴本件訴本件訴本件訴えにえにえにえに先立先立先立先立ちちちち同法二四二条同法二四二条同法二四二条同法二四二条によるによるによるによる監査請求監査請求監査請求監査請求をしたがをしたがをしたがをしたが､､､､市監査委員市監査委員市監査委員市監査委員はははは､､､､

平成八年平成八年平成八年平成八年七月二五目七月二五目七月二五目七月二五目、、、、監査請求監査請求監査請求監査請求をををを棄却棄却棄却棄却したしたしたした。。。。 

二二二二    日程等日程等日程等日程等 

本件会議本件会議本件会議本件会議のののの参加者参加者参加者参加者はははは、、、、平成七年七月一平成七年七月一平成七年七月一平成七年七月一〇〇〇〇日午前七時過日午前七時過日午前七時過日午前七時過ぎにぎにぎにぎに六台六台六台六台のののの観光観光観光観光バスバスバスバスにににに分乗分乗分乗分乗してしてしてして川口市川口市川口市川口市をををを

出発出発出発出発しししし、、、、静岡県目本平静岡県目本平静岡県目本平静岡県目本平のののの食堂食堂食堂食堂にてにてにてにて昼食昼食昼食昼食をとったをとったをとったをとった後後後後、、、、清水市内清水市内清水市内清水市内のののの「「「「東海大学杜会教育東海大学杜会教育東海大学杜会教育東海大学杜会教育センターセンターセンターセンター」」」」((((同施設同施設同施設同施設

内内内内のののの博物館等博物館等博物館等博物館等をををを含含含含むむむむ。。。。))))をををを見学見学見学見学してからしてからしてからしてから、、、、午後三時午後三時午後三時午後三時にににに「「「「松風閣松風閣松風閣松風閣」」」」にににに到着到着到着到着してしてしてして、、、、直直直直ちにちにちにちに同会議場同会議場同会議場同会議場においてにおいてにおいてにおいて

本件会議本件会議本件会議本件会議((((「「「「川口市川口市川口市川口市コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティづくりづくりづくりづくり推進協議会総会推進協議会総会推進協議会総会推進協議会総会」」」」もももも含含含含むむむむ、、、、以下同以下同以下同以下同じじじじ。。。。))))がががが開催開催開催開催されたがされたがされたがされたが、、、、午後四時午後四時午後四時午後四時



にはにはにはには終了終了終了終了しししし、、、、午後六時午後六時午後六時午後六時からからからから午後七時三午後七時三午後七時三午後七時三〇〇〇〇分分分分までまでまでまで大宴会場大宴会場大宴会場大宴会場においてにおいてにおいてにおいて懇親会懇親会懇親会懇親会((((以下以下以下以下このこのこのこの懇親会懇親会懇親会懇親会もももも含含含含めてめてめてめて

「「「「本件会議等本件会議等本件会議等本件会議等」」」」というというというという。。。。))))がががが行行行行われたがわれたがわれたがわれたが、、、、芸者芸者芸者芸者、、、、コンパニオンコンパニオンコンパニオンコンパニオン、、、、酌婦等酌婦等酌婦等酌婦等はははは付付付付かなかつたしかなかつたしかなかつたしかなかつたしカラオケカラオケカラオケカラオケもなかもなかもなかもなか

つたつたつたつた。。。。翌一一日午前九時翌一一日午前九時翌一一日午前九時翌一一日午前九時、、、、参加者参加者参加者参加者はははは再再再再びびびび観光観光観光観光バスバスバスバスにににに分乗分乗分乗分乗してしてしてして出発出発出発出発しししし、、、、途中途中途中途中、「、「、「、「焼津焼津焼津焼津さかなさかなさかなさかなセンターセンターセンターセンター」」」」にににに

寄寄寄寄りりりり、、、、富士山麓富士山麓富士山麓富士山麓のののの朝霧高原朝霧高原朝霧高原朝霧高原でででで休憩休憩休憩休憩したしたしたした後後後後、、、、河口河口河口河口湖湖湖湖にににに移動移動移動移動してしてしてして昼食昼食昼食昼食をとりをとりをとりをとり、、、、山梨県一宮町内山梨県一宮町内山梨県一宮町内山梨県一宮町内のののの桃園桃園桃園桃園でででで桃桃桃桃

狩狩狩狩りをりをりをりを行行行行つてからつてからつてからつてから帰途帰途帰途帰途につきにつきにつきにつき、、、、午後五時三午後五時三午後五時三午後五時三〇〇〇〇分分分分にににに川口市川口市川口市川口市にににに戻戻戻戻つてつてつてつて解散解散解散解散したしたしたした。。。。これらのこれらのこれらのこれらの懇親会懇親会懇親会懇親会、、、、見学見学見学見学やややや

桃狩桃狩桃狩桃狩りりりり等等等等、、、、及及及及びびびび一人一人一人一人あたりあたりあたりあたり一一一一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇円相当円相当円相当円相当のののの水産加工品水産加工品水産加工品水産加工品のののの土産代土産代土産代土産代などのなどのなどのなどの費用費用費用費用はははは、、、、公金公金公金公金としてとしてとしてとして支出支出支出支出ささささ

れたれたれたれた旅費旅費旅費旅費のののの中中中中からからからから支弁支弁支弁支弁されたされたされたされた（（（（懇親会懇親会懇親会懇親会、、、、見学見学見学見学やややや桃狩桃狩桃狩桃狩りりりり、、、、土産代等土産代等土産代等土産代等のののの費用費用費用費用はははは全全全全てててて参加者各人参加者各人参加者各人参加者各人がががが別途自別途自別途自別途自

費費費費でででで負担負担負担負担したとのしたとのしたとのしたとの原判決原判決原判決原判決のののの認定認定認定認定はははは誤誤誤誤りであるりであるりであるりである。。。。))))。。。。 

  

三三三三    本件会議本件会議本件会議本件会議のののの内容内容内容内容 

平成七年度全市合同特別町会長会議平成七年度全市合同特別町会長会議平成七年度全市合同特別町会長会議平成七年度全市合同特別町会長会議はははは、、、、永瀬市長永瀬市長永瀬市長永瀬市長とととと市議会議長市議会議長市議会議長市議会議長のあいさつにのあいさつにのあいさつにのあいさつに始始始始まりまりまりまり、、、、町会長町会長町会長町会長のののの

一人一人一人一人がががが座長座長座長座長となってとなってとなってとなって議事議事議事議事にににに入入入入りりりり、、、、市長室長市長室長市長室長市長室長からからからから    ①①①①第一七回第一七回第一七回第一七回たたらたたらたたらたたら祭祭祭祭りについてりについてりについてりについて､､､､    ②②②②青少年青少年青少年青少年「「「「愛愛愛愛のののの一一一一

声声声声・・・・あいさつあいさつあいさつあいさつ運動運動運動運動」」」」のののの実施実施実施実施についてについてについてについて､､､､    ③③③③平成七年度補正予算案概要平成七年度補正予算案概要平成七年度補正予算案概要平成七年度補正予算案概要についてについてについてについて、、、、④④④④平成七年度川口市平成七年度川口市平成七年度川口市平成七年度川口市

総合防災訓練実施概要総合防災訓練実施概要総合防災訓練実施概要総合防災訓練実施概要についてについてについてについて、、、、説明説明説明説明やややや町会町会町会町会にににに対対対対するするするする協力要請協力要請協力要請協力要請がありがありがありがあり、、、、続続続続いていていていて座長座長座長座長はははは参加者参加者参加者参加者にににに質疑質疑質疑質疑

をををを問問問問うたがうたがうたがうたが、、、、質問質問質問質問などのなどのなどのなどの発言発言発言発言はなかつたのではなかつたのではなかつたのではなかつたので、、、、永瀬市長永瀬市長永瀬市長永瀬市長はははは重重重重ねてねてねてねて、、、、各町会各町会各町会各町会にににに持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり周知周知周知周知せしめるとせしめるとせしめるとせしめると

共共共共にににに、、、、今後今後今後今後ともともともとも市市市市のののの施策施策施策施策やややや防災訓練等防災訓練等防災訓練等防災訓練等にににに対対対対するするするする協力協力協力協力をををを要請要請要請要請したしたしたした。。。。続続続続いていていていて平成七年度川口市平成七年度川口市平成七年度川口市平成七年度川口市コミュニテコミュニテコミュニテコミュニテ

ィィィィづくりづくりづくりづくり推進協議会総会推進協議会総会推進協議会総会推進協議会総会にににに移行移行移行移行しししし、、、、池田広報広聴課長池田広報広聴課長池田広報広聴課長池田広報広聴課長がががが    ①①①①平成六年度事業報告平成六年度事業報告平成六年度事業報告平成六年度事業報告、、、、②②②②同収支決算同収支決算同収支決算同収支決算、、、、③③③③

平成七年度事業平成七年度事業平成七年度事業平成七年度事業計画案計画案計画案計画案、、、、④④④④同収支計画案同収支計画案同収支計画案同収支計画案についてについてについてについて説明報告説明報告説明報告説明報告しししし、、、、決算決算決算決算についてのについてのについてのについての監事監事監事監事によるによるによるによる監査報告監査報告監査報告監査報告

もなされもなされもなされもなされ、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも異議異議異議異議なくなくなくなく承認承認承認承認されてされてされてされて議事議事議事議事をををを終了終了終了終了したしたしたした。。。。 

四四四四    一部訴一部訴一部訴一部訴ええええ却下却下却下却下 

川口市事務処理規程川口市事務処理規程川口市事務処理規程川口市事務処理規程によればによればによればによれば、、、、需用費需用費需用費需用費のうちののうちののうちののうちの一件二一件二一件二一件二〇〇〇〇万円万円万円万円をををを超超超超えるえるえるえる食料費食料費食料費食料費についてはについてはについてはについては、、、、市長市長市長市長のののの

補助職員補助職員補助職員補助職員であるであるであるである助役助役助役助役のののの専決事項専決事項専決事項専決事項とされておりとされておりとされておりとされており、、、、本件本件本件本件でででで問題問題問題問題とされているとされているとされているとされている公金公金公金公金のののの支出支出支出支出のうちのうちのうちのうち、、、、第一日目第一日目第一日目第一日目

のののの三七万三七万三七万三七万○○○○八八八八○○○○○○○○円円円円とととと第二目目第二目目第二目目第二目目のののの三六万七五三六万七五三六万七五三六万七五〇〇〇〇四円四円四円四円のののの昼食代昼食代昼食代昼食代のののの支出負担行為及支出負担行為及支出負担行為及支出負担行為及びびびび支出支出支出支出はははは助役助役助役助役がががが

行行行行つたものでつたものでつたものでつたもので、、、、池田課長池田課長池田課長池田課長はははは関与関与関与関与しておらずしておらずしておらずしておらず地方自治法二四二条地方自治法二四二条地方自治法二四二条地方自治法二四二条のののの二第一項四号二第一項四号二第一項四号二第一項四号のののの「「「「当該職員当該職員当該職員当該職員」」」」にににに該該該該

当当当当しないからしないからしないからしないから、、、、本件本件本件本件訴訴訴訴えのうちえのうちえのうちえのうち、、、、池田池田池田池田にににに対対対対するこのするこのするこのするこの部分部分部分部分はははは不適法不適法不適法不適法であるとであるとであるとであると主張主張主張主張しししし、、、、原判決原判決原判決原判決はははは、、、、このこのこのこの主張主張主張主張

をををを認認認認めめめめ前出第二前出第二前出第二前出第二のののの第一項記載第一項記載第一項記載第一項記載のとおりのとおりのとおりのとおり訴訴訴訴えのえのえのえの一部一部一部一部をををを却下却下却下却下したしたしたした。。。。被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らはこのらはこのらはこのらはこの点点点点についてについてについてについて控訴控訴控訴控訴しししし

なかつたのでなかつたのでなかつたのでなかつたので、、、、右一部却下判決右一部却下判決右一部却下判決右一部却下判決はははは確定確定確定確定したしたしたした。。。。 

五五五五    被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らのらのらのらの主張主張主張主張のののの要旨要旨要旨要旨 

控訴人両名控訴人両名控訴人両名控訴人両名はははは次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり川口市川口市川口市川口市にににに対対対対してしてしてして損害賠償義務損害賠償義務損害賠償義務損害賠償義務があるがあるがあるがある。。。。 

１１１１    公金公金公金公金のののの違法違法違法違法なななな支出支出支出支出 

                （（（（一一一一））））    本件会議本件会議本件会議本件会議はははは､､､､市庁舎内市庁舎内市庁舎内市庁舎内でででで行行行行うことがうことがうことがうことが出来出来出来出来るものでるものでるものでるもので､､､､なにもなにもなにもなにも一泊二日一泊二日一泊二日一泊二日のののの旅程旅程旅程旅程でででで遠方遠方遠方遠方のののの他県他県他県他県のののの温泉地温泉地温泉地温泉地

でででで行行行行うううう必要必要必要必要はなかつたしはなかつたしはなかつたしはなかつたし寄寄寄寄りりりり道道道道のののの必要必要必要必要もなかつたもなかつたもなかつたもなかつた。。。。それなのにそれなのにそれなのにそれなのに右右右右のようなのようなのようなのような日程日程日程日程でででで実施実施実施実施したのはしたのはしたのはしたのは、、、、本件本件本件本件

会議会議会議会議にににに名名名名をををを借借借借りてりてりてりて物見遊山物見遊山物見遊山物見遊山のののの慰安旅行慰安旅行慰安旅行慰安旅行をををを行行行行つたというつたというつたというつたという他他他他になくになくになくになく公金公金公金公金のののの無駄遣無駄遣無駄遣無駄遣いいいいττττあるあるあるある。。。。地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法

二条二二項二条二二項二条二二項二条二二項はははは「「「「地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体はははは、、、、そのそのそのその事務事務事務事務をををを処理処理処理処理するにするにするにするに当当当当つてはつてはつてはつては、、、、住民住民住民住民のののの福祉福祉福祉福祉のののの増進増進増進増進にににに努努努努めるととめるととめるととめるとと

もにもにもにもに、、、、最少最少最少最少のののの経費経費経費経費でででで最大最大最大最大のののの効果効果効果効果をををを挙挙挙挙げるようにしなければならないげるようにしなければならないげるようにしなければならないげるようにしなければならない。」。」。」。」とととと定定定定めているしめているしめているしめているし、、、、地方財政法四地方財政法四地方財政法四地方財政法四

条一項条一項条一項条一項にはにはにはには「「「「地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの経費経費経費経費はははは、、、、そのそのそのその目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するためのするためのするためのするための必必必必要旦要旦要旦要旦つつつつ最少最少最少最少のののの限度限度限度限度をこえてをこえてをこえてをこえて、、、、ここここ

れをれをれをれを支出支出支出支出してはならないしてはならないしてはならないしてはならない。」。」。」。」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、本件本件本件本件のののの支出支出支出支出はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの規定規定規定規定にににに違反違反違反違反するするするする。。。。 

（（（（二二二二））））                またまたまたまた地方自治法二地方自治法二地方自治法二地方自治法二〇〇〇〇七条七条七条七条はははは、、、、条例条例条例条例のののの定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、関係人関係人関係人関係人やややや参考人参考人参考人参考人にににに対対対対してしてしてして旅費旅費旅費旅費をををを支給支給支給支給できるできるできるできる

ものとしものとしものとしものとし、、、、川口市職員川口市職員川口市職員川口市職員のののの旅費旅費旅費旅費にににに関関関関するするするする条例条例条例条例はははは、、、、職員以外職員以外職員以外職員以外のののの者者者者がががが市市市市のののの機関機関機関機関のののの依頼又依頼又依頼又依頼又はははは要求要求要求要求にににに応応応応じじじじ、、、、公公公公



務務務務のののの遂行遂行遂行遂行をををを補助補助補助補助するためにするためにするためにするために旅行旅行旅行旅行したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、そのそのそのその者者者者にににに対対対対しししし旅費旅費旅費旅費をををを支給支給支給支給するとするとするとすると定定定定めているがめているがめているがめているが、、、、町会長町会長町会長町会長

等等等等はははは関係人等関係人等関係人等関係人等にににに該当該当該当該当しないししないししないししないし、、、、本件会議等本件会議等本件会議等本件会議等にににに参加参加参加参加したことはしたことはしたことはしたことは公務公務公務公務とはいえないとはいえないとはいえないとはいえない((((原判決原判決原判決原判決はははは、、、、公務公務公務公務にににに準準準準

ずるとずるとずるとずると認定認定認定認定してしてしてして、、、、被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らのこのらのこのらのこのらのこの主張主張主張主張をををを退退退退けたけたけたけた。。。。当裁判所当裁判所当裁判所当裁判所もももも同様同様同様同様にににに判断判断判断判断するするするする。。。。))))。。。。    

    2222    池田課長池田課長池田課長池田課長のののの故意又故意又故意又故意又はははは重過失重過失重過失重過失 

地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法によりによりによりにより地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの長長長長のののの権限権限権限権限とされているとされているとされているとされている財務会計上財務会計上財務会計上財務会計上のののの行為行為行為行為についてはについてはについてはについては、、、、多多多多くのくのくのくの自自自自

治体治体治体治体がががが事務決裁規程事務決裁規程事務決裁規程事務決裁規程によりによりによりにより補助職員補助職員補助職員補助職員にににに専決専決専決専決させておりさせておりさせておりさせており、、、、川口市川口市川口市川口市もそうであってもそうであってもそうであってもそうであって、、、、池田諜長池田諜長池田諜長池田諜長はははは、、、、本件本件本件本件のののの

公金公金公金公金のうちのうちのうちのうち前項前項前項前項のののの昼食代昼食代昼食代昼食代((((支出負担行為支出負担行為支出負担行為支出負担行為とととと支出行為支出行為支出行為支出行為のののの両方両方両方両方がががが助役専決事項一助役専決事項一助役専決事項一助役専決事項一とととと自動車借上代自動車借上代自動車借上代自動車借上代((((支出支出支出支出

負担行為負担行為負担行為負担行為はははは市長室長専決事項市長室長専決事項市長室長専決事項市長室長専決事項でありでありでありであり､､､､池田池田池田池田はははは支出行為支出行為支出行為支出行為だけをだけをだけをだけを行行行行ったったったった。。。。))))をををを除除除除いていていていて､､､､支出負担行為支出負担行為支出負担行為支出負担行為とととと支支支支

出命令出命令出命令出命令のののの両方両方両方両方をををを行行行行つたつたつたつた。。。。これらのこれらのこれらのこれらの行為行為行為行為はははは裁量裁量裁量裁量のののの範囲範囲範囲範囲をををを逸脱逸脱逸脱逸脱してしてしてして違法違法違法違法であるがであるがであるがであるが、、、、池田池田池田池田はははは故意又故意又故意又故意又はははは重重重重過過過過

失失失失によりによりによりにより違法行為違法行為違法行為違法行為をををを行行行行ったったったった。。。。    

    

     3 3 3 3    永瀬市長永瀬市長永瀬市長永瀬市長のののの指揮監督責任指揮監督責任指揮監督責任指揮監督責任のののの懈怠懈怠懈怠懈怠 

永瀬市長永瀬市長永瀬市長永瀬市長はははは、、、、支出負担行為支出負担行為支出負担行為支出負担行為とととと支出命令支出命令支出命令支出命令をををを行行行行つたのではないがつたのではないがつたのではないがつたのではないが、、、、事前事前事前事前にににに報告報告報告報告をををを受受受受けたりけたりけたりけたり本件会議本件会議本件会議本件会議なななな

どにどにどにどに自自自自らららら出席出席出席出席するなどしてするなどしてするなどしてするなどして、、、、そのそのそのその内容内容内容内容やややや日程日程日程日程をををを知知知知っていたからっていたからっていたからっていたから、、、、これらのこれらのこれらのこれらの支出負担行為等支出負担行為等支出負担行為等支出負担行為等をををを止止止止めさせめさせめさせめさせ

るべきであつたがるべきであつたがるべきであつたがるべきであつたが、、、、故意過失故意過失故意過失故意過失によりによりによりにより指揮監督義務指揮監督義務指揮監督義務指揮監督義務をををを怠怠怠怠つてつてつてつて本件本件本件本件のののの支出負担行為等支出負担行為等支出負担行為等支出負担行為等をををを阻止阻止阻止阻止しなかつたしなかつたしなかつたしなかつた。。。。

またまたまたまた永瀬永瀬永瀬永瀬はははは、、、、市長選挙運動市長選挙運動市長選挙運動市長選挙運動のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして町会長等町会長等町会長等町会長等をををを接待接待接待接待したものでありしたものでありしたものでありしたものであり、、、、そのためにそのためにそのためにそのために本件本件本件本件のののの支出支出支出支出をさをさをさをさ

せたのであるからせたのであるからせたのであるからせたのであるから公職選挙法二二一条公職選挙法二二一条公職選挙法二二一条公職選挙法二二一条にもにもにもにも違反違反違反違反するするするする((((なおなおなおなお永瀬永瀬永瀬永瀬はははは本件会議後本件会議後本件会議後本件会議後のののの平成九年平成九年平成九年平成九年のののの市長選市長選市長選市長選挙挙挙挙

にはにはにはには立侯補立侯補立侯補立侯補しなかつたのでしなかつたのでしなかつたのでしなかつたので、、、、原判決原判決原判決原判決はははは、、、、被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らのらのらのらの公職選挙法違反公職選挙法違反公職選挙法違反公職選挙法違反のののの主張主張主張主張をををを排斥排斥排斥排斥したしたしたした。。。。))))。。。。    

     

六六六六        控訴人両名控訴人両名控訴人両名控訴人両名のののの反論反論反論反論のののの要旨要旨要旨要旨 

    次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり本件本件本件本件のののの公金公金公金公金のののの支出支出支出支出はははは適法適法適法適法であるからであるからであるからであるから損害賠償義務損害賠償義務損害賠償義務損害賠償義務はないはないはないはない。。。。 

1111    必要必要必要必要でででで有益有益有益有益なななな支出支出支出支出 

（（（（                 ( ( ( (一一一一))))    たしかにたしかにたしかにたしかに町会町会町会町会はははは任意団体任意団体任意団体任意団体であるがであるがであるがであるが、、、、川口市広報配布川口市広報配布川口市広報配布川口市広報配布、、、、ゴミゴミゴミゴミ収集収集収集収集にににに関関関関するするするする集団資源回収集団資源回収集団資源回収集団資源回収、、、、害虫防害虫防害虫防害虫防

除除除除、、、、道路道路道路道路・・・・公園公園公園公園のののの清掃等清掃等清掃等清掃等のののの環境環境環境環境・・・・衛生活動衛生活動衛生活動衛生活動、、、、自主防災組織自主防災組織自主防災組織自主防災組織のののの結成結成結成結成をををを含含含含むむむむ防災活動防災活動防災活動防災活動、、、、交通安全運動交通安全運動交通安全運動交通安全運動、、、、

青少年健全育成活動青少年健全育成活動青少年健全育成活動青少年健全育成活動、、、、スポスポスポスポ－－－－ツツツツやややや文化文化文化文化のののの振興振興振興振興などなどなどなど行行行行うほかうほかうほかうほか、、、、市市市市へへへへ陳情陳情陳情陳情やややや要望要望要望要望などもなどもなどもなども行行行行っているっているっているっている公共公共公共公共

的色彩的色彩的色彩的色彩をををを有有有有するするするする団体団体団体団体でででで公公公公益性益性益性益性があるがあるがあるがある。。。。町会長等町会長等町会長等町会長等にににに協力協力協力協力をををを求求求求めめめめ、、、、町会長等町会長等町会長等町会長等にににに情報情報情報情報をををを伝達伝達伝達伝達しししし、、、、町会長等町会長等町会長等町会長等

からからからから情報情報情報情報やややや意見意見意見意見をををを聴取聴取聴取聴取しししし、、、、町会長等町会長等町会長等町会長等のののの横横横横のののの連絡連絡連絡連絡をとることなどはをとることなどはをとることなどはをとることなどは、、、、市政市政市政市政のためにのためにのためにのために必要必要必要必要かつかつかつかつ有益有益有益有益であであであであ

るるるる。。。。 

((((             ( ( ( (二二二二))))    そのためにそのためにそのためにそのために川口市川口市川口市川口市はははは年四回年四回年四回年四回のののの町会長会議町会長会議町会長会議町会長会議をををを実施実施実施実施しているがしているがしているがしているが､､､､昭和四昭和四昭和四昭和四〇〇〇〇年代前半以降年代前半以降年代前半以降年代前半以降、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち

のののの一回一回一回一回はははは宿泊宿泊宿泊宿泊をををを伴伴伴伴うううう会議会議会議会議としているとしているとしているとしている。。。。そうしているのはそうしているのはそうしているのはそうしているのは町会長等町会長等町会長等町会長等とととと市職員市職員市職員市職員やややや町会長相互問町会長相互問町会長相互問町会長相互問においてにおいてにおいてにおいて、、、、

胸襟胸襟胸襟胸襟をををを開開開開いていていていて率直率直率直率直なななな意見交換意見交換意見交換意見交換をくつろいだをくつろいだをくつろいだをくつろいだ雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気のののの中中中中でででで行行行行うことがうことがうことがうことが大切大切大切大切だからであるだからであるだからであるだからである。。。。    

    

    2222    杜会通念上相当杜会通念上相当杜会通念上相当杜会通念上相当なななな支出支出支出支出 

またまたまたまた目目目目ごろごろごろごろ、、、、市政市政市政市政のためにのためにのためにのためにボランティアボランティアボランティアボランティアとしてとしてとしてとして尽力尽力尽力尽力してしてしてして貰貰貰貰っているっているっているっている町会長等町会長等町会長等町会長等にににに対対対対するするするする接遇接遇接遇接遇としてとしてとしてとして過度過度過度過度

にわたるものではなくにわたるものではなくにわたるものではなくにわたるものではなく、、、、旅費旅費旅費旅費としてとしてとしてとして支出支出支出支出したしたしたした金額金額金額金額のののの範囲内範囲内範囲内範囲内でででで賄賄賄賄つているのでつているのでつているのでつているので無駄使無駄使無駄使無駄使いではないしいではないしいではないしいではないし、、、、杜会杜会杜会杜会

通念上通念上通念上通念上のののの相当相当相当相当なななな儀礼儀礼儀礼儀礼にとどまつているからにとどまつているからにとどまつているからにとどまつているから、、、、本件本件本件本件のののの公金支出公金支出公金支出公金支出はははは相当相当相当相当でありでありでありであり違法違法違法違法ではないではないではないではない。。。。 

第四第四第四第四    原判決原判決原判決原判決のののの理由理由理由理由のののの要旨要旨要旨要旨 

原判決原判決原判決原判決はははは、、、、原審原審原審原審でででで調調調調べたべたべたべた証拠証拠証拠証拠にににに基基基基づきづきづきづき、、、、ほぼほぼほぼほぼ前出第三前出第三前出第三前出第三のののの第二第二第二第二、、、、三項三項三項三項のののの事実事実事実事実をををを認定認定認定認定したしたしたした上上上上でででで、、、、要旨要旨要旨要旨、、、、

次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり判断判断判断判断してしてしてして被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らのらのらのらの請求請求請求請求のののの大部分大部分大部分大部分をををを認容認容認容認容したしたしたした((((詳細詳細詳細詳細はははは原判決原判決原判決原判決をををを参照参照参照参照されたいされたいされたいされたい。。。。))))。。。。 



一一一一    本件会議等本件会議等本件会議等本件会議等はははは必要必要必要必要だがだがだがだが泊付泊付泊付泊付のののの慰安旅行慰安旅行慰安旅行慰安旅行はははは不要不要不要不要 

町会長会議町会長会議町会長会議町会長会議がががが必要必要必要必要なことはなことはなことはなことは控訴人控訴人控訴人控訴人らららら主張主張主張主張のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりであるしししし、、、、市職員市職員市職員市職員とととと町会長等及町会長等及町会長等及町会長等及びびびび町会長相互間町会長相互間町会長相互間町会長相互間

でででで懇親懇親懇親懇親のののの場場場場をををを設設設設けることがけることがけることがけることが有益有益有益有益であることはであることはであることはであることは、、、、控訴人控訴人控訴人控訴人らららら主張主張主張主張のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。従従従従ってってってって本件会議本件会議本件会議本件会議やややや懇親懇親懇親懇親

会会会会をををを実施実施実施実施しししし、、、、そのためにそのためにそのためにそのために公金公金公金公金をををを支出支出支出支出したことはしたことはしたことはしたことは違法違法違法違法ではないではないではないではない。。。。しかししかししかししかし右右右右にににに認定認定認定認定したようなしたようなしたようなしたような日程日程日程日程やややや内容内容内容内容でででで

行行行行うまでもなくうまでもなくうまでもなくうまでもなく、、、、町会長等町会長等町会長等町会長等のののの慰安旅行慰安旅行慰安旅行慰安旅行であつたといわれてもであつたといわれてもであつたといわれてもであつたといわれても仕方仕方仕方仕方がないがないがないがない。。。。一泊二日一泊二日一泊二日一泊二日のののの日程日程日程日程でででで遠隔遠隔遠隔遠隔のののの地地地地

でででで行行行行われたわれたわれたわれた本件会議等本件会議等本件会議等本件会議等はははは杜会通念上杜会通念上杜会通念上杜会通念上、、、、必要必要必要必要かつかつかつかつ相当相当相当相当なななな範囲範囲範囲範囲をををを越越越越えたものでありえたものでありえたものでありえたものであり、、、、違法支出違法支出違法支出違法支出につきにつきにつきにつき控控控控

訴人訴人訴人訴人らにはらにはらにはらには故意又故意又故意又故意又はははは重過失重過失重過失重過失があつたがあつたがあつたがあつた((((当裁判所当裁判所当裁判所当裁判所はははは、、、、原審原審原審原審とととと異異異異なりなりなりなり、、、、池田課長池田課長池田課長池田課長についてについてについてについて、、、、違法支出負担違法支出負担違法支出負担違法支出負担

行為等行為等行為等行為等につきにつきにつきにつき重過失重過失重過失重過失をををを認認認認めためためためたがががが故意故意故意故意はないとはないとはないとはないと判断判断判断判断しししし、、、、永瀬永瀬永瀬永瀬についてはについてはについてはについては重過失重過失重過失重過失によるによるによるによる指揮監督上指揮監督上指揮監督上指揮監督上のののの義義義義

務違反務違反務違反務違反があつたとがあつたとがあつたとがあつたと判断判断判断判断したしたしたした。。。。 

二二二二    不要不要不要不要なななな支出支出支出支出のののの額額額額 

したがってまずしたがってまずしたがってまずしたがってまず本件本件本件本件のののの支出中支出中支出中支出中、、、、旅費旅費旅費旅費のうちののうちののうちののうちの二日目二日目二日目二日目のののの日当日当日当日当、、、、宿泊料宿泊料宿泊料宿泊料、、、、鉄道賃鉄道賃鉄道賃鉄道賃にににに各相当各相当各相当各相当するするするする分分分分としてとしてとしてとして

支出支出支出支出されたされたされたされた合計四三一万二五八合計四三一万二五八合計四三一万二五八合計四三一万二五八○○○○円円円円はははは達法達法達法達法なななな支出支出支出支出であるであるであるである。。。。またまたまたまた市内市内市内市内でででで開催開催開催開催すればすればすればすれば足足足足りたからりたからりたからりたから、、、、一日一日一日一日

目目目目のののの日当日当日当日当のうちのうちのうちのうち市職員五名分市職員五名分市職員五名分市職員五名分のののの市内出張旅費合計一五市内出張旅費合計一五市内出張旅費合計一五市内出張旅費合計一五〇〇〇〇〇〇〇〇円円円円をををを差差差差しししし引引引引いたいたいたいた七二万二一七二万二一七二万二一七二万二一〇〇〇〇〇〇〇〇円円円円もももも違違違違

法法法法なななな支出支出支出支出であるであるであるである。。。。需用費昼食代需用費昼食代需用費昼食代需用費昼食代のうちのうちのうちのうち一目分一目分一目分一目分はよいがはよいがはよいがはよいが、、、、二日目二日目二日目二日目のののの分三六万七五分三六万七五分三六万七五分三六万七五〇〇〇〇四円四円四円四円はははは相当相当相当相当でないでないでないでない。。。。

自動車借上代一六七万二七四自動車借上代一六七万二七四自動車借上代一六七万二七四自動車借上代一六七万二七四〇〇〇〇円円円円もももも焼津焼津焼津焼津へへへへ行行行行くためのくためのくためのくための支支支支出出出出であつたからであつたからであつたからであつたから不要不要不要不要であつたであつたであつたであつた。。。。しかししかししかししかし会議会議会議会議

資料代六万七九八資料代六万七九八資料代六万七九八資料代六万七九八○○○○円円円円とととと会場借上代一二万三六会場借上代一二万三六会場借上代一二万三六会場借上代一二万三六〇〇〇〇〇〇〇〇円円円円はははは、、、、町会長会議町会長会議町会長会議町会長会議のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな支出支出支出支出であであであであ

るるるる。。。。 

三三三三    結論結論結論結論 

つまりつまりつまりつまり原判決原判決原判決原判決はははは、、、、本件支出合計七七一万一四本件支出合計七七一万一四本件支出合計七七一万一四本件支出合計七七一万一四〇〇〇〇四円四円四円四円のうちのうちのうちのうち、、、、会議会議会議会議とととと懇親会懇親会懇親会懇親会をををを川口市内川口市内川口市内川口市内でででで開催開催開催開催したしたしたした

としたとしたとしたとした場合場合場合場合にににに必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる費用相当額費用相当額費用相当額費用相当額はははは適法適法適法適法なななな支出支出支出支出であるがであるがであるがであるが、、、、そのためのそのためのそのためのそのための必要額必要額必要額必要額をををを超超超超えるえるえるえる支出額七支出額七支出額七支出額七

〇〇〇〇七万四九二四円七万四九二四円七万四九二四円七万四九二四円((((そのうちのそのうちのそのうちのそのうちの昼食代三六万七五昼食代三六万七五昼食代三六万七五昼食代三六万七五〇〇〇〇四円四円四円四円についてはについてはについてはについては池田池田池田池田にににに責任責任責任責任はないはないはないはない。。。。))))はははは、、、、無駄無駄無駄無駄でででで

違法違法違法違法なななな支出支出支出支出であつたとであつたとであつたとであつたと判断判断判断判断したのであるしたのであるしたのであるしたのである((((被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らのらのらのらの講求額講求額講求額講求額はははは七六三万八八七六三万八八七六三万八八七六三万八八〇〇〇〇四円四円四円四円であつたがであつたがであつたがであつたが、、、、そそそそ

のののの一部一部一部一部をををを認認認認めなかつためなかつためなかつためなかつた。。。。))))。。。。なおこのなおこのなおこのなおこの他他他他にににに被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らはらはらはらは、、、、八六万一九八六万一九八六万一九八六万一九〇〇〇〇四円四円四円四円のののの使途不明金使途不明金使途不明金使途不明金があるとがあるとがあるとがあると主主主主

張張張張したがしたがしたがしたが、、、、原判決原判決原判決原判決はははは支出支出支出支出のののの証拠証拠証拠証拠があるとがあるとがあるとがあると認定認定認定認定してしてしてして、、、、このこのこのこの主張主張主張主張をををを排斥排斥排斥排斥したしたしたした｡｡｡｡ 

    

第五第五第五第五    控訴理由控訴理由控訴理由控訴理由 

控訴理由控訴理由控訴理由控訴理由のののの要旨要旨要旨要旨はははは次次次次ぎのとおりであるぎのとおりであるぎのとおりであるぎのとおりである 

一一一一    本件支出本件支出本件支出本件支出のののの適法性適法性適法性適法性 

原判決原判決原判決原判決はははは本件会議本件会議本件会議本件会議とととと懇親会懇親会懇親会懇親会のののの有意性有意性有意性有意性とととと必要性必要性必要性必要性をををを認認認認めながらめながらめながらめながら、、、、県外県外県外県外でででで宿泊形式宿泊形式宿泊形式宿泊形式でででで行行行行うううう必要必要必要必要はなかつはなかつはなかつはなかつ

たとたとたとたと判断判断判断判断したがしたがしたがしたが、、、、このこのこのこの判断判断判断判断はははは誤誤誤誤りであるりであるりであるりである｡｡｡｡仮仮仮仮にににに支出支出支出支出がそのがそのがそのがその事務事務事務事務のののの目的目的目的目的やややや効果効果効果効果とのとのとのとの均衡均衡均衡均衡をををを欠欠欠欠いているといているといているといていると

きでもきでもきでもきでも、、、、単単単単にににに不当不当不当不当とととと評価評価評価評価されるにとどまるものであってされるにとどまるものであってされるにとどまるものであってされるにとどまるものであって、、、、そのそのそのその支出支出支出支出がそのがそのがそのがその事務事務事務事務のののの目的効果目的効果目的効果目的効果とととと関連関連関連関連せずせずせずせず、、、、

又又又又はははは杜会通念杜会通念杜会通念杜会通念にににに照照照照らしてらしてらしてらして目的効果目的効果目的効果目的効果とのとのとのとの均衡均衡均衡均衡をををを著著著著しくしくしくしく欠欠欠欠くくくく場合場合場合場合にににに限限限限ってってってって違法違法違法違法となるがとなるがとなるがとなるが、、、、    

本件本件本件本件のののの支出支出支出支出はははは川口市川口市川口市川口市のののの広報広聴活動広報広聴活動広報広聴活動広報広聴活動のののの目的目的目的目的やややや効果効果効果効果とととと関連関連関連関連するしするしするしするし、、、、薯薯薯薯しくしくしくしく均衡均衡均衡均衡をををを欠欠欠欠くともいえないからくともいえないからくともいえないからくともいえないから、、、、

少少少少なくともなくともなくともなくとも違法違法違法違法ではないではないではないではない。。。。 

二二二二    故意過失故意過失故意過失故意過失のののの不存在不存在不存在不存在 

川口市川口市川口市川口市ではではではでは、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊をををを伴伴伴伴うううう町会長会議町会長会議町会長会議町会長会議とととと懇親会懇親会懇親会懇親会をををを昭和四二年昭和四二年昭和四二年昭和四二年ころからころからころからころから毎年一回実施毎年一回実施毎年一回実施毎年一回実施してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、これこれこれこれ

までとりたててまでとりたててまでとりたててまでとりたてて問題問題問題問題とされることはなかつたしとされることはなかつたしとされることはなかつたしとされることはなかつたし、、、、同種同種同種同種のののの会会会会合合合合はははは埼玉県内埼玉県内埼玉県内埼玉県内のののの他他他他のののの市市市市はもとよりはもとよりはもとよりはもとより他県他県他県他県でもでもでもでも行行行行

われているとおりわれているとおりわれているとおりわれているとおり､､､､このようなこのようなこのようなこのような経緯経緯経緯経緯にににに鑑鑑鑑鑑みればみればみればみれば､､､､控訴人控訴人控訴人控訴人らにはらにはらにはらには故意故意故意故意はもとよりはもとよりはもとよりはもとより過失過失過失過失もももも無無無無いいいい。。。。 



第六第六第六第六    当裁判所当裁判所当裁判所当裁判所のののの判断判断判断判断 

当裁判所当裁判所当裁判所当裁判所もももも、、、、原審原審原審原審においてにおいてにおいてにおいて提出提出提出提出されたされたされたされた証拠及証拠及証拠及証拠及びびびび当審当審当審当審においてにおいてにおいてにおいて調調調調べたべたべたべた証拠証拠証拠証拠((((永瀬本人尋間永瀬本人尋間永瀬本人尋間永瀬本人尋間))))をををを精査精査精査精査しししし

たたたた結果結果結果結果、、、、本件本件本件本件のののの公金支出公金支出公金支出公金支出((((のののの内原判決内原判決内原判決内原判決がががが認容認容認容認容したしたしたした部分部分部分部分))))はははは違法違法違法違法でありでありでありであり、、、、池田池田池田池田はははは重過失重過失重過失重過失によりによりによりにより、、、、そのそのそのその支出支出支出支出

負担行為負担行為負担行為負担行為とととと支出命令支出命令支出命令支出命令をなしたものであるしをなしたものであるしをなしたものであるしをなしたものであるし、、、、永瀬永瀬永瀬永瀬はははは、、、、重過失重過失重過失重過失によりによりによりにより池田池田池田池田らららら補助職員補助職員補助職員補助職員のののの支出負担行為支出負担行為支出負担行為支出負担行為とととと

支出行為支出行為支出行為支出行為をををを限止限止限止限止しなかったしなかったしなかったしなかった指揮監督上指揮監督上指揮監督上指揮監督上のののの懈怠懈怠懈怠懈怠がありがありがありがあり、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも損害賠償義務損害賠償義務損害賠償義務損害賠償義務をををを免免免免れないとれないとれないとれないと判断判断判断判断したしたしたした。。。。

そのそのそのその理理理理由由由由はははは原判決原判決原判決原判決「「「「理由理由理由理由」」」」欄欄欄欄のののの第三項記載第三項記載第三項記載第三項記載のとおりでありのとおりでありのとおりでありのとおりであり、、、、前出第四前出第四前出第四前出第四にににに要約要約要約要約したとおりであるのでしたとおりであるのでしたとおりであるのでしたとおりであるので繰繰繰繰りりりり

返返返返さないさないさないさない｡｡｡｡さらにさらにさらにさらに付言付言付言付言すればすればすればすれば次次次次ぎのとおりであるぎのとおりであるぎのとおりであるぎのとおりである。。。。 

一一一一    前例踏襲前例踏襲前例踏襲前例踏襲はははは正当化理由正当化理由正当化理由正当化理由とはならないとはならないとはならないとはならない 

控訴人控訴人控訴人控訴人らはらはらはらは、、、、一泊二目一泊二目一泊二目一泊二目のののの県外県外県外県外でのでのでのでの町会長会議町会長会議町会長会議町会長会議とととと懇親会懇親会懇親会懇親会はははは昭和四二年昭和四二年昭和四二年昭和四二年ころからころからころからころから約三約三約三約三〇〇〇〇年年年年にわたりにわたりにわたりにわたり

毎年実施毎年実施毎年実施毎年実施してきたししてきたししてきたししてきたし、、、、埼玉県内外埼玉県内外埼玉県内外埼玉県内外のののの他他他他のののの都市都市都市都市でもでもでもでも行行行行っておりっておりっておりっており、、、、これまでとりたててこれまでとりたててこれまでとりたててこれまでとりたてて問題問題問題問題とされたこともなとされたこともなとされたこともなとされたこともな

かつたからかつたからかつたからかつたから、、、、長年長年長年長年のののの慣例慣例慣例慣例にににに従従従従ってってってって実施実施実施実施したことにしたことにしたことにしたことに故意過失故意過失故意過失故意過失はないとはないとはないとはないと主張主張主張主張したしたしたした。。。。しかししかししかししかし前例踏襲前例踏襲前例踏襲前例踏襲というというというという官官官官

庁等庁等庁等庁等のののの悪悪悪悪しきしきしきしき風潮風潮風潮風潮はははは改改改改めるべきものであってめるべきものであってめるべきものであってめるべきものであって、、、、それにそれにそれにそれに従従従従つたがためにつたがためにつたがためにつたがために重過失重過失重過失重過失ががががないとはいえないないとはいえないないとはいえないないとはいえない。。。。むむむむ

しろしろしろしろ無批判無批判無批判無批判にににに漫然漫然漫然漫然とととと前例前例前例前例をををを踏襲踏襲踏襲踏襲したことにしたことにしたことにしたことに重過失重過失重過失重過失があるがあるがあるがある。。。。 

二二二二    池田課長池田課長池田課長池田課長にはにはにはには自動車借上代自動車借上代自動車借上代自動車借上代のののの賠償責任賠償責任賠償責任賠償責任はないはないはないはない 

自動車借上代一六七万二七四自動車借上代一六七万二七四自動車借上代一六七万二七四自動車借上代一六七万二七四〇〇〇〇円円円円もももも原判決認定原判決認定原判決認定原判決認定のとおりのとおりのとおりのとおり違法支出違法支出違法支出違法支出であるがであるがであるがであるが、、、、川口市事務決裁規川口市事務決裁規川口市事務決裁規川口市事務決裁規

程程程程によればによればによればによれば、、、、そのそのそのその支出負担行為支出負担行為支出負担行為支出負担行為はははは市長室長市長室長市長室長市長室長のののの専決事項専決事項専決事項専決事項とされとされとされとされ、、、、池田池田池田池田はははは市長室長市長室長市長室長市長室長のののの支出負担行為支出負担行為支出負担行為支出負担行為にににに

基基基基づきづきづきづき支出命令支出命令支出命令支出命令のみをのみをのみをのみを行行行行つたものであってつたものであってつたものであってつたものであって先行先行先行先行するするするする支出負担行為支出負担行為支出負担行為支出負担行為があるがあるがあるがある以上以上以上以上はははは、、、、池田池田池田池田としてはとしてはとしてはとしては特段特段特段特段

のののの事情事情事情事情がないがないがないがない限限限限りりりり、、、、支出命令支出命令支出命令支出命令をををを拒拒拒拒むことはできずむことはできずむことはできずむことはできず、、、、そのようなそのようなそのようなそのような特別事情特別事情特別事情特別事情はははは認認認認められないからめられないからめられないからめられないから、、、、池田池田池田池田にににに

はははは、、、、右借上代相当右借上代相当右借上代相当右借上代相当のののの損害賠償義務損害賠償義務損害賠償義務損害賠償義務はないはないはないはない。。。。よってよってよってよって被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らのらのらのらの池田池田池田池田にににに対対対対するこのするこのするこのするこの部分部分部分部分のののの請求請求請求請求はははは理由理由理由理由

がないがないがないがない。。。。 

[[[[なおなおなおなお、、、、監査委員監査委員監査委員監査委員のののの役割役割役割役割についてについてについてについて付言付言付言付言するにするにするにするに、、、、本件訴本件訴本件訴本件訴ええええ提起提起提起提起にににに先立先立先立先立ちちちち、、、、川口市監査委員川口市監査委員川口市監査委員川口市監査委員にににに対対対対してしてしてして監査監査監査監査

請求請求請求請求がなされたところがなされたところがなされたところがなされたところ、、、、地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの議会議会議会議会のののの元議員元議員元議員元議員やややや元職員等元職員等元職員等元職員等がががが監査委員監査委員監査委員監査委員にににに選任選任選任選任されているされているされているされている例例例例がががが少少少少

なくなくなくなくなくなくなくなく、、、、そのこともそのこともそのこともそのことも影響影響影響影響してしてしてして身内身内身内身内によるによるによるによる監査監査監査監査となってとなってとなってとなって、、、、そのそのそのその機能機能機能機能をををを十分十分十分十分にににに果果果果たしていないことがありたしていないことがありたしていないことがありたしていないことがあり得得得得

ることはることはることはることは遺憾遺憾遺憾遺憾であるであるであるである（（（（ちなみにちなみにちなみにちなみに地方自治法一九六条一項地方自治法一九六条一項地方自治法一九六条一項地方自治法一九六条一項はははは「「「「人格人格人格人格がががが高潔高潔高潔高潔でででで､､､､普通地方公共団体普通地方公共団体普通地方公共団体普通地方公共団体のののの財務財務財務財務

管理管理管理管理､､､､事業事業事業事業のののの経営管理経営管理経営管理経営管理そのそのそのその他行政運営他行政運営他行政運営他行政運営にににに関関関関しししし優優優優れたれたれたれた見識見識見識見識をををを有有有有するするするする者及者及者及者及びびびび議員議員議員議員のうちからのうちからのうちからのうちから」」」」監査委員監査委員監査委員監査委員

をををを選任選任選任選任すすすするとるとるとると定定定定めるめるめるめる｡）｡｡）｡｡）｡｡）｡]]]] 

     

第七第七第七第七    結論結論結論結論 

以上以上以上以上のののの次第次第次第次第でまずでまずでまずでまず本件控訴本件控訴本件控訴本件控訴のうちのうちのうちのうち永瀬永瀬永瀬永瀬のののの控訴控訴控訴控訴はははは理由理由理由理由がないからそのがないからそのがないからそのがないからその全部全部全部全部をををを棄却棄却棄却棄却するがするがするがするが、、、、被控訴被控訴被控訴被控訴

人人人人らのらのらのらの池田池田池田池田にににに対対対対するするするする請求請求請求請求のうちのうちのうちのうち、、、、自動車借上代一六七万二七四自動車借上代一六七万二七四自動車借上代一六七万二七四自動車借上代一六七万二七四〇〇〇〇円相当円相当円相当円相当のののの損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償をををを求求求求めるめるめるめる部分部分部分部分

((((それにそれにそれにそれに対対対対するするするする遅延損害金請求遅延損害金請求遅延損害金請求遅延損害金請求もももも含含含含むむむむ。。。。))))はははは理由理由理由理由がないからがないからがないからがないから、、、、このこのこのこの部分部分部分部分のののの請求請求請求請求をををを棄却棄却棄却棄却するものとしてするものとしてするものとしてするものとして原原原原

判決判決判決判決のののの一部一部一部一部をををを変更変更変更変更しししし、、、、このこのこのこの変更変更変更変更にににに伴伴伴伴つてつてつてつて原判決原判決原判決原判決のののの主文主文主文主文のののの一部一部一部一部をををを変更変更変更変更するするするする。。。。訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用のののの負担負担負担負担についてについてについてについて

はははは、、、、原判決原判決原判決原判決のののの一部変更一部変更一部変更一部変更にににに鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、第一第一第一第一・・・・二審二審二審二審をををを通通通通じてじてじてじて、、、、これをこれをこれをこれを一一一一〇〇〇〇分分分分してしてしてして、、、、そのそのそのその八八八八をををを控訴人控訴人控訴人控訴人らにらにらにらに負担負担負担負担させさせさせさせ、、、、

そのそのそのその二二二二をををを被控訴人被控訴人被控訴人被控訴人らにらにらにらに負担負担負担負担させるもさせるもさせるもさせるものとするのとするのとするのとする。。。。控訴費用控訴費用控訴費用控訴費用のののの負担負担負担負担につきにつきにつきにつき民事訴訟法六七条二項民事訴訟法六七条二項民事訴訟法六七条二項民事訴訟法六七条二項、、、、六一六一六一六一

条条条条、、、、六四条六四条六四条六四条、、、、六五条一項本文六五条一項本文六五条一項本文六五条一項本文をををを適用適用適用適用したしたしたした。。。。 
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右右右右はははは正本正本正本正本であるであるであるである。。。。 
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