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監 査 発 第 ７ １ 号 

平成３０年１１月２０日 

 

請求人  様 

 

福知山市監査委員  長坂  勉  

 

 

 

福知山市監査委員  見 純男 

 

 

福知山市職員措置請求について（通知） 

  

 

 平成３０年９月２５日付けで提出された地方自治法（以下「法」という。）第２

４２条第１項の規定に基づく福知山市職員措置請求について、下記のとおり通知し

ます。 

  

 

記 

 

第１ 請求の内容 

請求人から平成３０年９月２５日付けで提出された請求書の内容は次のとお 

  りであった。 

 １ 請求の要旨（原文のまま掲載。） 

総務課 総務部長、総務課長 

市教委 教育長、教育部長 

Ｈ２９年度からＨ３０年度現行 

裁判での意見書作成にあたり、相場が３０万程のものに対し５０万以上の代金 

を医師ではなく顧問弁護士（略）に支払っている。ところに積算根拠がないのに 

支払っているのが違法不当である。 

 本市に２０万円以上の損害が生じている。 

 ５０万８千円の代金を顧問弁護士（略） 
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         市民病院顧問弁護士（略） 

         （略）大学教授（略）（医師） 

上記３者での内訳がわからずじまいであり、税金の透明化と妥当性のない金額 

の返還を求める。 

 

２ 請求者 

   住所  京都府福知山市（略） 

   氏名  （略） 

 

 ３ 請求書の補正及び事実証明書の提出 

   平成３０年９月２５日の提出時に、請求書に必要な記載事項の追記などの補正 

  を求めたうえで請求書及びその事実証明書を同日に収受した。 

 

 ４ 請求人が提出した事実証明書 

   資料受付番号 証資料１から証資料３６までの事実証明書 

（なお、これらの書面については、本監査結果への記載を省略した。） 

 

第２ 請求の受理 

  本件請求は、平成３０年１０月１１日に監査委員の合議により、法第２４２条

第１項及び第２項に規定する要件を具備しているものと認め、平成３０年９月２

５日付けをもって受理した。 

 

第３ 請求人の陳述及び追加資料の提出 

   法第２４２条第６項の規定に基づき、平成３０年１０月１８日に証拠書類の追 

  加提出及び陳述の機会を付与した。（なお、追加提出資料 証資料３７について 

  は記載を省略した。） 

   陳述において請求人から、請求の要旨に加え、裁判における被告は福知山市の 

  みではなく、他にも複数人存在し、意見書の作成費用について、他の被告にも費 

  用負担を求めるべきであるとの主張がされた。 

   また、監査委員が請求人に対して、 

１ 総務部長・総務課長・教育長・教育部長の４人に対して返還を請求されて 

いることで間違いないか。 

２ 返還請求をされている額は、損害が発生していると主張されている２０万 

円なのか、支出された５０万８千円の全額のどちらであるか。 
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  請求の要旨についての確認をし、１については、「４人で間違いない。」、２につ 

  いては「支出された５０万８千円の全額である。」との回答があった。 

 

第４ 監査の実施 

 １ 監査の対象機関 

市民総務部総務課 

   教育委員会事務局学校教育課 

 

２ 監査対象事項 

請求の要旨及び陳述の内容から、次の４項目を監査対象事項とした。 

（１）意見書作成費用を、作成した医師ではなく市顧問弁護士に支払っているこ 

とについての違法性・不当性 

（２）相場が３０万円程のものに対して５０万円以上の代金を支払っており、市に 

２０万円以上の損害が生じているとの主張についての違法性・不当性 

（３）意見書作成には、市顧問弁護士、市民病院顧問弁護士、（略）大学教授の３人 

  が関わっており、それぞれの経費の積算根拠（内訳）がわからず、税金の透明 

化を求めるとの主張 

 （４）裁判における被告は福知山市のみではなく、他にも複数人存在し、意見書の 

作成費用について、他の被告にも費用負担を求めるべきとの主張 

 

３ 監査対象部署の説明 

平成３０年１０月２４日に市民総務部総務課及び教育委員会事務局学校教育 

課に対して聴取を行い、以下のとおり説明があった。 

 

（１）措置請求書に裁判での意見書作成にあたり、と記載されているが、そもそも 

請求書に記載された裁判（以下「当該裁判」という。）はどのようなものであ 

り、意見書はどのような理由により作成されたものであるか。 

 

 当該裁判は、原告が中学生の際にいじめられた精神的苦痛が原因で、 （略 

） を発症したとして、本市と当時いじめに加わったとする生徒４人に対して 

連帯して９０，２２４，８２０円の損害賠償を請求するとして、平成２７年９ 

月１７日に京都地方裁判所福知山支部に提訴されたのち、京都地方裁判所に移 

送され、現在も係争中の民法第７０９条、第７１９条第１項及び国家賠償法第 

１条第１項に基づく損害賠償請求訴訟である。 
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また、鑑定意見書の作成については、原告が弁論準備手続において、原告主 

張の証拠資料として、受診をしていた医師が作成した鑑定意見書を提出したこ 

とを受け、裁判所に提出するための反証資料として作成をしたものである。 

 

（２）請求人は、意見書の作成には、市顧問弁護士、市民病院顧問弁護士及び医師 

である大学教授が関わっていると主張されているが事実関係はどうであるか。 

 

本市では、行政上の法律問題について相談をし、法律的見地から助言を受け 

ることにより、適法な事業の進捗を図ることを目的に、弁護士２人と顧問弁護 

士契約を締結しており、当該裁判については現在委任中の案件数や過去に教育 

委員会にかかる訴訟代理人を委任した実績などを踏まえ、（略）顧問弁護士と当 

該裁判に係る訴訟代理人の契約（以下「訴訟代理人契約」という。）を締結し、 

本件訴訟についての被告としてなすべき一切の訴訟行為及び民事訴訟法第５ 

５条第２項に規定する一切の事項を訴訟代理人に委任している。 

原告からの鑑定意見書の提出を受け、原告側主張に反論するための鑑定意見 

書の作成が必要となったが、それには （略） について専門的知見を有し、 

医学的見地から本市の主張を立証することのできる専門家を探す必要性が生 

じたため、多くの医療訴訟を手がけられている、市民病院の顧問弁護士を通じ、 

（略）大学教授の（略）医師を紹介いただいたものである。 

 

（３）請求人は、意見書を作成した医師ではなく、顧問弁護士に対価を支払って 

いることについて妥当性を欠いていると主張されているが、どのように認識 

されているか。 

 

  本件訴訟においては、（略）顧問弁護士と訴訟代理人契約を締結し、本件訴 

訟における被告としてなすべき一切の訴訟行為を委任している。また、（略） 

医師に作成を依頼した鑑定意見書については、単に （略） についての一 

般的な学術論文の執筆依頼ではなく、原告から提出された鑑定意見書に対し 

て、より高度で専門な医学的知見から、被告である本市の主張する事実を立 

証し、反証をおこなうための鑑定意見書であることが必要であった。そのた 

め、訴訟代理人と（略）医師との間で調整がおこなわれ、作成されたものであ 

る。 

  たしかに、鑑定意見書の執筆者については、請求人主張のとおり（略）医師 

ではあるが、前述のとおり鑑定意見書の作成は訴訟代理人と被告である本市 
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との合意により、弁護活動の一環として訴訟代理人が事実関係の確認若しく 

は証拠の収集のためおこなった行為に対して、訴訟代理人契約第２条別紙１ 

－（２）－イの規定に基づき訴訟代理人に対して支払ったものであり、妥当 

であると判断している。 

 

（４）請求人は、意見書の作成費用について、相場が３０万円程度のものに対し 

  ５０万円以上の代金を支払っていると主張されているが、金額の妥当性につ 

  いてどのように認識されているか。また、支払われた５０８，０００円につい 

て意見書作成に関わった市顧問弁護士、市民病院顧問弁護士、（略）大学教授に 

対する経費の積算根拠（内訳）がわからず妥当性を欠くとの主張についてはど 

うか。 

 

    前述のとおり本件は、訴訟代理人契約第２条別紙１－（２）－イに基づき、 

   契約相手方である訴訟代理人から見積書を徴し、鑑定意見書の作成依頼を決定 

   したものである。請求人が何を根拠として相場が３０万円程度であると主張さ 

   れているのか分からないが、そのような相場が形成されているとは認識してお 

   らず、鑑定意見書の作成は高度で専門的知見を要するものであり、市場の競争 

   原理を適用することはできないと理解している。 

また、市民病院の顧問弁護士を通じ（略）医師を紹介していただいたものであ 

るが、鑑定意見書の作成については、訴訟代理人契約に基づき訴訟代理人によ 

る事実関係の確認若しくは証拠の収集の一環として依頼したものであり、請求 

人が主張されているような見積書に記載されているものより詳細な内訳の記 

載を求めるべき法的根拠はないと認識している。 

 

（５）請求人からの要請により実施した陳述において、当該裁判における被告は 

本市のみではなく、他にも複数人存在し、意見書の作成費用について、他の 

被告にも費用負担を求めるべきであると主張がされているが、どのように認識 

   されているか。 

 

たしかに、本件訴訟では本市と当時いじめに加わったとされる生徒４人が 

被告となっている。しかしながら、学校設置者として訴えられている本市と、 

いじめの加害者として訴えられている４人の生徒とでは互いに立場を異にし 

ており、訴訟代理人についても被告生徒側は本市とは別の弁護士に委任し係争 

されている。立場を異にしているということは、当然に互いの主張が一致しな 
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い部分、対立する部分も存在しており一体的に捉えることは失当である。 

また、本件鑑定意見書は、あくまで本市の主張を立証するため裁判所に提出し 

たものであり、その内容の一部が本市以外の被告の主張に有利となる影響を与 

えたとしても、それは反射的な利益にすぎず、訴訟代理人契約に基づき本市が 

負担し支払うことが当然であると判断している。 

 

第５ 監査の結果 

 １ 事実の確認 

   本件請求の要旨及び請求人の陳述、提出された事実証明資料並びに関係人の事 

情聴取に基づき、次のように事実を確認した。 

 （１）本件請求に関連する裁判 

平成２７年９月１７日に原告（３人）が福知山市ほかを提訴したもので、請 

   求内容は、原告が中学生の際にいじめられた精神的苦痛が原因で （略） を 

   発症したとして、福知山市と当時いじめに加わったとする生徒４人に対して連 

   帯して９０，２２４，８２０円を請求した損害賠償請求事件裁判（平成２７年

（ワ）第４３号。京都地方裁判所へ移送後、平成２８年（ワ）第１６８４号と

なっている。）であり、現在も係属中である。 

 

 （２）当該裁判に係る訴訟代理人契約 

福知山市は、 （略） 法律事務所 （略） 弁護士と平成２７年４月１日付 

け総務第８号で、顧問弁護士契約を締結しており、同契約の第１条に契約の対 

象となる法律事務が規定され、同条第３号では、「福知山市と第３者との紛争 

について、福知山市の個別的な委任により、自らその紛争を処理すること。」 

とされている。原告側からの提訴を受け、この条項に基づき平成２７年１０月 

２３日付け総務第２４号で、顧問弁護士である（略）弁護士との間で平成２７年 

（ワ）第４３号損害賠償請求事件係る訴訟代理人の委任に関する契約を締結し 

ている。 

 

（３）訴訟代理人契約における経費 

訴訟代理人契約第２条において、「福知山市は訴訟代理人に対し、別紙に規 

定する弁護士報酬、諸費用を支払うものとする。」と約定されている。また、 

別紙では、１「報酬等の内訳」－（１）「弁護士報酬－ア「着手金」、イ「成功 

報酬」及び（２）「諸費用」－ア「印紙代」、イ「その他の経費」が規定され、 

その他の経費については、「その都度、福知山市と訴訟代理人が協議の上決定 
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するものとする。」とされている。 

 

 （４）鑑定意見書作成に至った経緯 

当該裁判に係る鑑定意見書は、訴訟遂行上特に必要との判断で作成されたも 

のであり、原告に対する反論に必要な証拠書類として裁判所に提出することを 

前提に医師により作成された書面である。 

その鑑定意見書作成に関しては、訴訟代理人契約により、当該裁判における 

被告としてなすべき一切の訴訟行為を委任している訴訟代理人に依頼された 

ものである。 

また、作成経費については、訴訟代理人契約締結当時には想定されていない 

経費であったことから、前述のその他の経費にあたるとし、双方協議の上で反 

証のための鑑定意見書の作成が決定されたものである。 

 

２ 監査委員の判断 

  本件措置請求において、監査対象とした事項について、以下のとおり判断した。 

 

（１）意見書作成費用を、作成した医師ではなく市顧問弁護士に支払っているこ 

とについての違法性・不当性 

    訴訟代理人は、被告である福知山市との訴訟代理人契約において、当該裁判 

の被告としてなす一切の訴訟行為を受任しており、本件請求に係る鑑定意見書 

の作成は、その契約に基づき訴訟代理人に依頼されたものである。 

鑑定意見書は、原告が先に裁判所に証拠書類として提出した鑑定意見書に反 

証するため、当該裁判の公判過程で必要な証拠書類として作成されたものであ 

る。また、鑑定意見書の作成は、医学的な専門知識を伴うものであり、訴訟代 

理人が福知山市の主張を立証しうる内容が作成しえる医師に依頼したことは、 

訴訟追行上当然のことと思料する。 

そもそも、福知山市として当該裁判に関わる一切の訴訟行為については、一 

貫して訴訟代理人契約に基づき訴訟代理人に委任しているものであり、鑑定意 

見書作成に係る経費を訴訟代理人に支払った行為は妥当であり、意見書を作成 

した医師に直接支払いをしなければ違法不当であるとする請求人の主張には、 

理由がないものと判断する。 

 

（２）相場が３０万円程のものに対して５０万円以上の代金を支払っており、市に 

２０万円以上の損害が生じているとの主張についての違法性・不当性 
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請求人は、通常の相場では３０万円程が相当であると主張しているが、その 

相当部分を示す具体的な根拠となるものが請求人からは提出されておらず、提 

出された事実証明書は、インターネットに掲載された意見書前相談・意見書作 

成を業とした１会社のホームページの料金体系表であり、その１会社の作成経 

費のみをもって相場とすることは客観性に欠けるものと判断する。また、鑑定 

意見書作成費用は、その作成する内容の医学的な専門性、難易度、文書量など 

条件は異なるものであり、労務単価を基本として積算を行う工事請負契約等と 

は基本的に性格を異にするにするものである。更には、作成を依頼する医師に 

ついても、学識経験や社会的地位などで作成費用は大きく異なってくるもので 

あり、その積算根拠を明確にすることは困難であると判断する。また、請求人 

が言う相場については、全く同じ事例で、かつ、条件も合致しない限り計り知 

れないものと考える。 

 本件請求に係る意見書作成経費は、訴訟代理人契約におけるその他の経費に 

該当し、「その都度、福知山市と訴訟代理人が協議の上決定するものとする。」 

条項に基づき、訴訟代理人から提出された見積書金額が妥当と判断され、双方 

合意の上で決定されたものである。 

したがって、相場より高額で支払ったことにより、市に損害が生じており、 

違法不当であるとする請求人の主張は、妥当性がないものと判断する。 

 

 （３）意見書作成には、市顧問弁護士、市民病院顧問弁護士、（略）大学教授の３人 

が関わっており、それぞれの経費の積算根拠（内訳）がわからず、税金の透明 

化を求めるとの主張 

    請求人は税金の透明化を求めるとし、当該裁判における福知山市の訴訟代理

人である市顧問弁護士に対して支払われた鑑定意見書の作成に係る経費に関

して、作成に関わった３人に対する積算根拠（内訳）がわからずじまいであり、

本件住民監査請求において、その内訳を監査委員により明らかにすることを求

めていると読み取れるが、法第２４２条の規定に基づく住民監査請求は、当該

普通地方公共団体の執行機関又は職員の違法若しくは不当な財務会計上の行

為又は怠る事実について、住民が監査委員に対し監査を求め、当該行為の防止、

是正をし、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によ

る損害の補填のために必要な措置を求めるための制度あり、監査委員は、「違

法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実」にあたるか、否か、を判断すべ

きことが求められているものと解している。 

    また、本件請求における市顧問弁護士に対して支払われた鑑定意見書作成に
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係る経費に関して、訴訟代理人である市顧問弁護士から提出された見積書等に

おいてその経費の内訳が明らかにされていなければ違法・不当であるという法

的根拠は確認できず、請求人からもその根拠は示されていない。たとえ３人が

作成に関わったという明確な経過を示す根拠が示されたとしても、監査委員は、

その役割負担の割合やその割合に応じた負担経費の内訳を明らかにするもの

ではなく、審査するものでもない。 

    したがって、請求内容は、住民監査請求において求めうる措置として法が定

める事項に該当しないものであり、不適法と判断する。 

 

 （４）当該裁判における被告は福知山市のみではなく、他にも複数人存在し、意見 

   書の作成費用について、他の被告にも費用負担を求めるべきとの主張 

    当該裁判においては、福知山市と生徒４人とが被告となっているが、学校設 

   置者である福知山市と、いじめの加害者であるとされている生徒４人は、それ 

   ぞれが独立した立場であり、主張も異なっている。また、生徒４人については 

   別の弁護士が訴訟代理人となっていることからも、その立場の違いが明らかで 

ある。 

したがって、請求人は、他の被告に費用負担を求めるべきと主張しているが、 

本意見書は、あくまで福知山市の立場で反論するための証拠書類として作成さ 

れたものであり、福知山市が負担することが妥当であると判断する。 

 

第６ 結論 

前述のとおり、本件措置請求のうち、意見書作成に係る費用の積算根拠（内 

訳）を明らかにし、税金の透明化を求めるとの措置請求は、要件を欠いており 

不適法であるため、これを却下とし、その他の請求人の主張は、理由がないも 

のと判断し、職員への妥当性のない金額の返還を求める措置の必要は認められ 

ないため、これを棄却する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


