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狭 監 発 第 １ ０ １ 号 

平成２５年１２月１６日 

 

 

 

 

 

狭山市監査委員  中 山 眞 男 

 

 

 

狭山市監査委員  田 村 秀 二 

 

 

 

狭山市職員措置請求書について（通知） 

 

平成２５年１０月２２日付けで提出された地方自治法（以下「法」という。）     

第２４２条第１項の規定による監査請求について、請求内容を監査した結果を下記のと

おり通知します。 

 

記 

 

第１ 請求の内容 

本件措置請求の内容は、次のとおりであった。 

 

１ 請求の要旨（原文のまま掲載） 

（１）仲川幸成市長は、「地方自治法違反の条例による公金支出事件」平成２２年（行

ウ）第４２号、東京高等裁判所に於ける平成２４年（行コ）第１５０号、同じく

平成２４年（行サ）第１２９号、最高裁判所平成２４年（行ヒ）第４１２号の争

訟で４人の弁護団に訴訟委任契約を行い、この事件に対し着手金３２０万円を含

む総額１５１０万円を支払った。 

（２）また、同様に「その他の非常勤特別職職員報酬返還請求事件」平成２４年（行

ウ）第１８号の争訟について２人の弁護団に着手金１２０万円を含む総額４２０

万円を支払った。 

（３）埼玉県では昭和５７年に「行政事件訴訟に係る弁護士報酬等支払基準」を定め、
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行政庁が事件の処理を弁護する場合はこの基準に定めるところとしており、弁護

士に支払う報酬は基本報酬及び継続金とすると定め、基本報酬の額は、１事件に

７０万円とし、同事件に関係する別の事件で同一の弁護士に委任するときは別訴

１事件につき３５万円と定めている。これは総額であり、受任弁護士の人数に関

係はない。 

（４）また、基本報酬は事件の処理を委任した時に２分の１の額、事件の処理が終了

した時に残額を支払うことと規定しているが、処理を委任後、短期間で訴えの取

り下げ等により当該事件が終了した場合で、当該残額を支払うことが適当でない

と認めるときは、弁護士と協議の上、支払わない事ができる。と規定している。 

（５）仲川幸成市長は両事件の住民訴訟に対する訴訟委任契約を締結する前に弁護士

選任数、争訟費用、着手金等の十分な調査を怠り、また、委任契約書の報酬支払

い３－③報酬は委任契約が達したとき。として定め、４．その余は、甲と乙で協

議の上決定する。としているが、報酬の額について弁護士との協議を怠り、弁護

士の請求額通り支払ったことは違法不当な事務処理に当たる。 

上記２事件につき、総額１９３０万円の弁護士に対する報酬の支払いは、地方

自治法（以下法という）第２条１４項地方公共団体は、その事務を処理するにあ

たっては、住民の福祉の増進を図るとともに、最小の経費で最大の効果を上げる

ようにしなければならない。との規定に反しており、同条第１６項地方公共団体

は、法令に違反してその事務を処理してはならない。（地方自治法違反）ことか

ら、同条第１７項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効と

する。と規定されている。 

（６）以上により、狭山市は職員仲川幸成に対し、違法、不当に支払った１９３０万

円の賠償請求を求めるとともに、今後このような問題発生防止のため、弁護士費

用の支払い基準を定めることを求める。 

 

２ 事実を証する書面（写し） 

（１）地方自治法 第２条第１４項、第１６項及び第１７項の条文 

（２）公文書不開示決定通知書 

（３）行政事件訴訟に係る弁護士報酬等支払基準（昭和５７年１２月２７日埼玉県総

務部長決裁） 

 

３ 請求人 

  住所  

氏名  

 

第２ 請求の受理 
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本件措置請求については、法第２４２条の規定による所定の要件を具備している

ものと認め、これを受理した。 

 

第３ 監査対象部局  

総務部 職員課 

    

第４ 請求人の証拠の提出及び陳述 

請求人に対して法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２５年１１月２５日に

証拠の提出及び陳述の機会を与えた。 

 

 １ 証拠の提出（写し） 

 （１）予備費充用申請書兼決定通知書 

 （２）歳出予算流用（予備費充用）申請書兼決定通知書 

 （３）予算臨時配当申請書兼通知書 

（４）地方自治法違反の条例による公金支出事件に係る弁護士費用請求についての 

起案文書 

 （５）委任契約書６通 

 

２ 陳述 

請求人の陳述書は、次のとおりであった。（原文のまま掲載） 

   はじめに、本措置請求は、狭山市の行政執行において地方自治法に抵触している

事実を指摘することで、早急に違法な行為が是正され、正しい行政執行がなされる

ことを願い請求したものである。 

（１）地方自治法第２１０条(以下法という)では、地方自治体の一会計年度における

一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。

と規定している。 

（２）「地方自治法違反公金支出事件」平成２２年(行ウ)第４２号の提訴があったの

は平成２２年１２月２４日。そしてこの事件に対する訴訟委任契約を交わしたの

が、平成２３年２月２８日(別紙 1)。この時期は平成２３年度予算編成の最中で

あり、仲川幸成市長は本件等の裁判における争訟費の予算計上が可能であったに

も拘わらず計上を怠った。 

（３）また、「その他の非常勤特別職職員報酬事件」平成２４年(行ウ)第１８号の事

件に対する訴訟委任契約を交わしたのが、平成２４年８月２３日(別紙２)。平成

２５年度予算にはこの事件に対する報酬も争訟費として予算計上を怠っている。
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これらの弁護団委託費用は予備費が流用され(別紙３)支出されている。 

（４）法第２１７条で予備費は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てる。と規定

しているが、予備費の流用は頻繁に行う性質のものではなく、提訴された時点で

裁判費用が発生することは明白で、想定外の支出ではなく、予算を計上しなかっ

たことは｢怠る事実｣に該当し、予備費の充用も本来の行政執行では許されないも

のである。 

（５）また通常、弁護士報酬金額が不明な場合、委任者は相場や近隣自治体の調査を

行うべきであり、契約の際、受任者に対して概算の金額を提示させる等、公金を

支出する限り支払金額を予算計上する義務がある。しかしながら、平成２３年２

月２８日の訴訟の委任契約書で(1)報酬は、委任の目的を達成したとき、甲と乙

が協議する。とし、東京高裁に控訴した折の委任契約書では➂報酬は、委任の目

的を達成したとき。として｢甲と乙が協議する｣という内容が削除された契約書で

あり、無条件で請求額を支払うことを意味すると解さざるを得ない。 

（６）本件請求の趣旨にも述べた通り、埼玉県では｢行政事件訴訟にかかる弁護士報

酬等支払い基準｣(以下基準という)を定め、基本報酬は１件当たり７０万円であ

り、初めに委任した事件に関係する別の事件を同一の弁護士に委任するときは別

訴１事件につき、３５万円となっており、これから計算すると埼玉県の場合、本

件訴訟の弁護士に対する支払いは着手金を含め、総額は１０５万円ということに

なる。 

（７）これに対して狭山市の場合、１９３０万円もの金額を支払っている。弁護団の

大半が埼玉県弁護士会に所属していることから、埼玉県ではこのような基準があ

ることを承知しながら、狭山市に対して高額な請求を行った。市長の裁量権があ

ることから県の基準と同額であるべきとは言わないが、事前に行政訴訟の相場を

調査すべきであったと同時に、事前に金額交渉を行なっていれば、このような金

額の支払いには及ばなかったと思料する。これらは行政事務執行にあたっての

｢怠る事実｣であり、法第２条第１４項違反は明らかである。 

（８）｢怠る事実｣の証拠は(別紙４)のとおり、平成２５年３月２２日起案の｢地方自

治法違反の条例による公金支出事件｣に係る弁護士費用請求についての文書で、

２ページ目(起案理由)の予備費充用額８，７００，０００(円)とした記述の※に

は、訴訟費用につきましては、委任契約書に具体的定めを規定しておりませんで

したが、(中略)、請求のあった報酬額のみを充用するものです。と記され、契約

段階では裁判費用の総額について確認も行わなかった。その結果、無条件で請求

額を受け入れている起案書に対して、仲川市長は即日決裁しているのは法２１０

条の無視にほかならない。 

（９）狭山市の２５年度当初予算が２７億円に及ぶ歳入不足が見込まれる中で、この

ように杜撰な行政執行をしていくならば、遠からず財政破綻が見えてくると思料
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されることから本請求に至ったものである。 

 

第５ 関係職員の調査 

平成２５年１１月２５日に関係職員の出席を求め実施した。 

 

第６ 監査の結果 

１ 結論 

本件措置請求のうち弁護士報酬の着手金の支払に係る部分は、その行為が終了し

て１年を経過していることにより、及び弁護士費用の支払基準を定めることを求め

るとの主張については、それぞれ要件を欠いて不適法であるため、これを却下し、

違法又は不当に支払った弁護士報酬に対し賠償請求を求めるとの主張には理由が

なく、措置の必要は認められないため、棄却する。 

 

２ 理由 

（１）本件措置請求に係る事実関係の経過 

ア 地方自治法違反の条例による公金支出事件 

・平成22年10月 5日 請求人は自治協力員の報酬及び自治協力員代理者の謝礼

金の支給に関し、狭山市職員措置請求書を提出した。 

・平成22年11月30日 請求人へ狭山市職員措置請求の監査結果を通知した。 

（請求却下） 

・平成22年12月24日 請求人は狭山市職員措置請求の監査結果を不服として、さ

いたま地方裁判所に訴訟を提起した。＜平成22年（行ウ）

第42号＞                     

・平成23年2月24日 市は訴訟を提起されたことに伴い訴訟の弁護について委

任契約書及び委任に係る費用の額等の決裁を得た。 

・平成23年2月28日 市は弁護士４人と訴訟委任契約を締結した。 

・平成23年4月28日 市は支出負担行為決議書兼支出命令書により着手金とし

て４人の弁護士に合計３２０万円を支出した。 

・平成24年2月29日 さいたま地方裁判所において、原告の請求が適法に本訴の

対象となるとして、請求を一部容認した。 

・平成24年3月14日 市はさいたま地方裁判所判決に係る東京高等裁判所への

控訴の提起等について決裁を得た。 

・平成24年3月15日 市は狭山市市議会全員協議会に判決内容及び今後の対応

を報告した。 

・平成24年3月16日 市は弁護士４人と訴訟委任契約を締結した。 

・平成24年3月16日 市長は、控訴人敗訴の部分を取り消し、被控訴人の訴えを
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却下する判決を求めるものとして、東京高等裁判所に控訴

状を提出した。＜平成24年（行コ）第150号＞ 

・平成24年4月18日 市は支出負担行為決議書兼支出命令書により着手金とし

て４人の弁護士に合計３２０万円を支出した。 

・平成24年4月19日 市はさいたま地方裁判所の判決の趣旨を尊重し、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の

一部改正議案を臨時市議会へ提出し、議会の承認を得た。 

・平成24年7月26日 東京高等裁判所において、本件支給は適法であるから、そ

の余の争点について判断するまでもないとして、被控訴人

の請求を退けた。 

・平成24年8月2日 被控訴人は東京高等裁判所の判決を不服として上告状兼

上告受理申立書を東京高等裁判所に提出した。 

・平成24年9月27日 東京高等裁判所は提出された上告状兼上告受理申立書に

上告事由の記載がなかったため、上告却下とした。＜平成

24年（行サ）第129号＞ 

・平成25年1月15日 最高裁判所は上告状兼上告受理申立書に対し、民事訴訟法

第３１８条第１項により受理すべきものとは認められず

上告審として受理しないとした。＜平成24年（行ヒ）第412

号＞ 

・平成25年3月22日 市は勝訴に伴い弁護費用の額等について決裁を得た。 

・平成25年4月19日 市は支出負担行為決議書兼支出命令書により報酬として

４人の弁護士に合計８７０万円を支出した。 

 

イ その他の非常勤特別職職員報酬返還請求事件 

・平成24年3月21日 請求人はその他の非常勤の特別職の支給に関し、狭山市職

員措置請求書を提出した。 

・平成24年5月16日 請求人へ狭山市職員措置請求の監査結果が通知される。 

（請求棄却） 

・平成24年6月15日 請求人は狭山市職員措置請求の監査結果を不服として、さ

いたま地方裁判所に訴訟を提起した。   

 ・平成24年8月17日 市は訴訟を提起されたことに伴い訴訟の弁護について委

任契約書及び委任に係る費用の額等の決裁を得た。 

＜平成24年（行ウ）第18号＞ 

・平成24年8月23日 市は弁護士２人と訴訟委任契約を締結した。 

・平成24年10月19日 支出負担行為決議書兼支出命令書により着手金として２

人の弁護士に合計１２０万円を支出した。 
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・平成25年6月19日 さいたま地方裁判所判決において、地方自治法第２０３条

の２第４項の要件を充足する適法なものであると解され

原告の請求は棄却され、結審となった。 

・平成25年8月23日 市は勝訴に伴い弁護費用の額等について決裁を得た。 

・平成25年9月13日 市は支出負担行為決議書兼支出命令書により報酬として

２人の弁護士に合計３００万円を支出した。 

 

（２） 監査委員の判断 

本件措置請求において、請求人は訴訟委任契約を締結する前に費用等の十分な

調査や訴訟委任契約書に規定された弁護士との協議を怠り、報酬を弁護士の請求

額どおりに支払ったことが違法又は不当な事務処理であり、財務事務処理におい

てもその手続等に瑕疵がある旨主張しているので、以下のとおり検証した。 

ア 監査の対象について 

「地方自治法違反の条例による公金支出事件」（平成２２年（行ウ）第４２号、

平成２４年（行コ）第１５０号、平成２４年（行サ）第１２９号及び平成２４

年（行ヒ）第４１２号）において支出した弁護士への着手金計６４０万円及び

「その他の非常勤特別職職員報酬返還請求事件」（平成２４年（行ウ）第１８号）

において支出した弁護士への着手金計１２０万円については、支出行為が終了

して既に１年を経過していることから、法第２４２条第２項の規定により措置

請求の対象とすることはできず不適法な請求と判断した。 

また、市独自の弁護士費用の支払基準の策定の要求については、法第 

２４２条第１項の規定により措置請求の要件に該当しないため不適法な請求と

判断した。 

イ 請求額に基づき支払った報酬の違法性又は不当性について 

弁護士の報酬については、平成１６年の弁護士法の改正により、各弁護士会

の規則における弁護士報酬に関する規定が廃止され、訴訟等事案の内容や対象

訴訟額等による一律の基準も廃止されたことにより、弁護士個人あるいは弁護

士事務所ごとに自由に設定することが可能となったものである。また、「一般に

訴訟に勝訴した場合に相当とされる弁護士報酬額については、事件の難易、訴

額、労力の程度その他諸般の状況を勘案し、当事者の意思を推定してこれを算

定すべきものと考えられる（最高裁昭和３７年２月１日判決）。」との判例も考

慮し、以下のとおり検証した。 
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  まず、「地方自治法違反の条例による公金支出事件」においては、受任弁護士

らの報酬請求書に基づき、４人の弁護士に計８７０万円を支出したものである

が、この報酬の算定にあたっては、訴額を廃止前の各弁護士会の規則における

弁護士報酬に関する規定（以下「旧報酬基準」という。）の経済的利益に当ては

め試算すると５，７１７万６，２４５円にもなるものである。しかし、弁護士

の報酬請求書の記述からは、当該事件の性格及び諸般の情勢等を考慮し、報酬

額を請求したものとうかがい知ることができ、また、上記判例も参照すれば、

このことをもって違法又は不当と判断することはできないものである。 

次に、「その他の非常勤特別職職員報酬返還請求事件」についても、受任弁護

士らの報酬請求書に基づき、２人の弁護士に報酬として計３００万円を支出し

たものであるが、報酬の算定にあたり、訴額を旧報酬基準の経済的利益に当て

はめ試算すると、報酬が７５９万８，８１８円にもなるものである。しかし、

弁護士の報酬請求書の記述からは当該事件の性格及び諸般の情勢等を考慮し、

報酬額を請求したものとうかがい知ることができ、また、上記判例も参照すれ

ば、このことをもって違法又は不当と判断することはできないものである。 

   ウ その他の主張について 

      まず、請求人は、埼玉県の「行政事件訴訟に係る弁護士報酬等支払基準」を

例示し、行政訴訟の相場を調査せず、契約時に裁判費用等の総額について確認

することを怠ったと主張しているが、上記判例からも推測できるように、行政

訴訟の相場については、全く同じ事案で、かつ、条件も合致しない限り計り知

れず、例示された当該支払基準は、改正後の弁護士法等が自由競争を原則とし

ている下では、ごく稀なものであると思料するところである。 

次に、請求人は、弁護士との各委任契約書について、弁護士費用の具体的定

めを規定しなかったことを怠る事実と主張しているが、事件の難易や労力の程

度等を訴状到着から事案着手までの短期間に判断し、これを契約書に盛り込む

ことは至極困難であるうえ、委任事務や手続において想定できない事項も考え

られ、この段階で弁護士費用を決めることは到底不可能であると思料するとこ

ろである。 

また、報酬の支出に係る事務手続について、裁判費用を予算計上しなかった

こと及び予備費からの充用をもって対処したことが、怠る事実と主張している

が、予備費の使用は、議会の議決を必要とせず長の権限で行えるものであり、
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それによって当初予算等に計上しなかったことが請求人の主張する怠る事実に

該当するものではないと思料するところである。 

     そもそも、法第２４２条第１項に規定する住民監査請求の対象となる「怠る

事実」とは、「違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理

を怠る」事実があった場合に限定されたものであり、請求人が主張するような

広義に解釈する「怠る」とは、相違するものであることは明白である。 

以上のことから「１ 結論」のとおり判断する。 


