
第⚒版はしがき

「住民訴訟の上手な活用法」を平成21年（2009年）に上梓してから10年ぶ

りに改訂することとなりました。前版では、力量不足のためいくつかの項目

を割愛せざるを得ませんでしたが、本改訂版では、事例編を大幅に追加し、

住民訴訟制度の全体像を示すことができたのではないかと思います。長年の

宿題をようやく終えた気分です。

本書の経緯を簡単に紹介しますと、平成⚗年（1995年）に共著にて「住民

訴訟の上手な対処法」を、平成15年（2003年）には同書の改訂増補判を刊行

した後、平成21年（2009年）に全面的に書き改めて単著「住民訴訟の上手な

活用法」とし、今般、さらに改訂に至ったわけですが、当初からの執筆作業

が本書の礎となっていることは間違いありません。共著時代からご協力いた

だいた皆様には、この場をお借りしてお礼申し上げます。

長く住民訴訟にかかわってきましたが、依然として、住民訴訟は難しいと

感じます。その理由の第⚑は、すでに指摘されているとおり、僅かの条文し

かなく、多くの問題が解釈に委ねられていることです。第⚒に、地方自治行

政のほとんどすべての領域が住民訴訟の対象となるという対象の広範性です。

住民訴訟にかかわる場合、手続を熟知するとともに、地方自治の実体法の部

分についても調査しなければなりません。本書第⚒編「手続編」で住民監査

請求および住民訴訟の手続を、第⚓編「事例編」で実体法の部分をそれぞれ

取り扱っているのはこのような考えによりますが、対象が広範であるため、

不十分な著述となっている部分も多々あろうかと思います。この点について

はご容赦願うとともに、皆様において研究を深めていただければと思います。

住民訴訟制度の大きな改正として、平成14年改正による⚔号請求の代位訴

訟から義務付け訴訟への変更と、平成29年改正による条例に基づく長ら職員

の損害賠償責任の一部免責の制度創設があります。その是非については多々

議論があるところですが、損害賠償等の請求を受ける長などの職員の負担軽

減という視点のみからの改正であったように思えます。長などの職員の負担

軽減という点については、なるほどというところもありますが、たとえば、

損害賠償責任の有無にかかわらず裁判所が違法を確認するというような住民
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訴訟の制度設計に踏み込んだ議論がなされてもよかったのではないでしょう

か？住民監査・住民訴訟制度はいまだ発展途上にあると言うことができるで

しょう。今後、より良き住民監査・住民訴訟制度が築き上げられることを期

待します。

初版の執筆作業開始からすると四半世紀、当初の予想をはるかに超える長

い間、住民訴訟にかかわることになってしまいました。これだけの長期間、

本書を支え続けていただいた民事法研究会の田口信義社長、励まし続けてく

れた家族、その他本書を支えていただいた皆様方に深く感謝申し上げます。

平成31年（2019年）⚑月吉日

井 上 元
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はしがき（初版)

住民訴訟は、住民個人の利益にかかわらず、住民自らが原告となって訴訟

を提起し、地方公共団体における財務会計上の行為の違法を正すことができ

る素晴らしい制度です。昭和23年の地方自治法改正により導入され、昭和38

年の改正によりほぼ現在の制度が整えられた後、これまで多くの住民訴訟が

提起されてきました。このような住民訴訟の制度は、地方公共団体の側から

は、組織防衛のためか、濫訴の弊などの否定的な面のみが声高に主張される

など敵視されてきました。

しかし、近時、官官接待、官製談合、裏金など、これまで決して表に出る

ことのなかった地方公共団体自らが主体となって行った不正が全国において

次々と発覚し、しかも、このような行政を本来監視すべき役割を担っている

議会や監査委員による是正機能がほとんど発揮されない中、住民訴訟により

地方公共団体の多くの不正が正されてきたことは誇るべきであり、時代の大

きなうねりを感じます。

住民訴訟の制度については、地方自治法242条（住民監査請求）と242条の

⚒（住民訴訟）の僅か⚒条の規定しかなく、多くの問題が解釈に委ねられて

いますが、多数の裁判例が続々と公表されており、法律専門家にとっても、

その全貌を理解することは極めて困難であると言えるでしょう。解説書も行

政法学者や行政側の人間によって著されたものが多く、住民の視点から著さ

れたものはほとんど見当たりません。このような状況の中、本書は、住民訴

訟を提起する住民の視点から、膨大な数の裁判例を手続の流れに従って整理、

体系化したものです。

一方、裁判例に現れた論点をなるべく多く取り上げ、かつ、賛成・反対の

両裁判例を併記するなど客観的な記述を心掛けましたので、地方公共団体に

おける監査委員や職員を含め住民監査請求や住民訴訟に携わるすべての方に

役立てていただけるものと確信しています。

なお、本書は旧版（住民訴訟の上手な対処法〔改訂増補版〕）を全体構成

も含めて全面的に書き改めたものであり、新刊書といっても過言ではありま

せん。そこで、本書を刊行するにあたり、題名も新しくさせていただいたこ

はしがき（初版)
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とをお断りする次第です。

末筆ではありますが、本書を刊行するにあたっては民事法研究会の田口信

義社長、編集部の首藤葉子さんのご協力とあかつき総合法律事務所の皆様の

緩かい励ましがあったことを記して、心より感謝申し上げる次第です。

平成21年⚘月吉日

井 上 元
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第⚑章 制度の概説

Q1 制度の特色

住民監査請求・住民訴訟とはどのような制度なのですか？

Ａ 住民訴訟とは地方自治法（以下、「法」という）242条の⚒で認め

られている訴訟であり、住民が個人の権利や利益と関わりなく、

地方公共団体の違法な財務会計上の行為の是正を求めることができる制度で

す。また、住民訴訟を提起するには、事前に、法242条による住民監査請求

を行う必要があります（監査請求前置主義）。

解 説 ●

⚑ 住民訴訟とは何か

ᾇ 主観訴訟と客観訴訟
一般に住民訴訟というと公害や環境問題において被害者が提起する訴訟が

想起されるかもしれない。これらの訴訟は、いずれも原告が自らの権利回復

を求めるものであり、具体的には生存権や人格権などを根拠として、民法の

不法行為（民法709条など）の規定に基づき提起されることが多い。原告個人

の権利の実現を図るものであるから、主観訴訟と呼ばれており、訴訟は主観

訴訟であることが原則である。

これに対し、個人の権利・利益を離れて訴訟を提起することが認められて

いる場合があり、客観訴訟と呼ばれている。民衆訴訟がこれに当たり、国ま

たは公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人

たる資格その他自己の法律上の利益に関わらない資格で提起するものをいう

とされている（行政事件訴訟法⚕条）。民衆訴訟は、法律に定める場合におい
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て、法律に定める者に限り、提起することができる（同法42条）。

住民訴訟とは民衆訴訟の⚑つとして定められた制度であり、法242条の⚒

で規定されている。地方公共団体の住民は、同条に基づき、当該地方公共団

体における違法な財務会計上の行為の是正を求めることができるのである。

ᾈ 趣 旨
住民訴訟制度の趣旨は、地方公共団体の執行機関または職員による法242

条⚑項所定の財務会計上の違法な行為または怠る事実が究極的には当該地方

公共団体の構成員である住民全体の利益を害するものであるところから、こ

れを防止するため、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として、住民に

対しその予防または是正を裁判所に請求する権能を与え、もって地方財務行

政の適正な運営を確保することを目的としたものであって、執行機関または

職員の当該財務会計上の行為または怠る事実の適否ないしその是正の要否に

ついて地方公共団体の判断と住民の判断とが相反し対立する場合に、住民が

自らの手により違法の防止または是正を図ることができる権能を与えたもの

である。すなわち、住民の有する住民訴訟を提起できる訴権は、地方公共団

体の構成員である住民全体の利益を保障するために法律によって特別に認め

られた参政権の一種であり、その訴訟の原告は、自己の個人的利益のためや

地方公共団体そのものの利益のためにではなく、専ら原告を含む住民全体の

利益のために、いわば公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張する

ものである（最一小判昭和53・⚓・30民集32巻⚒号485頁・判時884号22頁・判タ

362号199頁。最三小判昭和50・⚕・27裁判集民115号15頁・判時780号36頁、最一

小判昭和61・⚒・27民集40巻⚑号88頁・判時1186号⚓頁・判タ592号32頁、最三小

判平成⚔・12・15民集46巻⚙号2753頁も同旨）。

具体的には、第⚓編で説明しているとおり、地方公共団体の職員が私的な

飲食費を公費から支出している場合における損害賠償請求権の行使を求める

訴訟や、地方公共団体の行った入札で談合を行った業者に対する損害賠償請

求権の行使を求める訴訟など住民訴訟が利用される場面は極めて広範にわ

たっている。

Ｑ⚑ 制度の特色
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⚒ 監査請求

ᾇ 監査請求前置主義
住民訴訟を提起する前に、必ず、法242条の住民監査請求を行わなければ

ならない（監査請求前置主義）。これは、法242条の⚒第⚑項で、「前条第⚑項

の規定による請求をした場合」に住民訴訟を提起できると規定されているこ

とによる。

ᾈ 趣 旨
住民監査請求制度の趣旨は、住民訴訟の前置手続として、まず監査委員に

住民の請求に係る財務会計上の行為または怠る事実について監査の機会を与

え、当該行為または怠る事実の違法、不当を当該地方公共団体の自治的、内

部的処理によって予防、是正させることを目的とするものである（最二小判

昭和62・⚒・20民集41巻⚑号122頁・判時1228号66頁・判タ634号110頁および最三

小判平成10・12・18民集52巻⚙号2039頁・判時1663号87頁・判タ991号117頁）。

住民監査請求に基づく監査は、地方公共団体の内部機関である監査委員が

行うものであるから、違法ではなくとも、不当な行為であれば対象となる。

これに対し、住民訴訟は裁判所が行うものであるから、違法な行為に限られ

る（ただし、著しい不当は違法となり得る）。

ᾉ 類似の制度
住民監査請求と類似した制度として、事務監査請求（法12条⚒項、75条な

ど）の制度がある。

住民監査請求と事務監査請求はいずれも監査委員に対して監査を請求する

制度である点で類似しているが、全く異なる制度である。すなわち、①住民

監査請求は住民⚑人でも請求できるが、事務監査請求は有権者の50分の⚑以

上という多数の住民が集まって請求しなければならない、②事務監査請求は

地方公共団体の事務全般について行うことができるが、住民監査請求は財務

会計上の行為に限定されている、③監査委員の判断が不当である場合、住民

監査請求では住民訴訟を提起して裁判所の最終判断を求めることができるが、

事務監査請求では訴訟でその判断を争うことはできない、などである。
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⚓ 国の財務会計上の行為

住民監査請求、住民訴訟の対象となるのは、地方公共団体における違法、

不当な財務会計上の行為に限られる。日本弁護士連合会などは、国レベルの

財務会計行為の違法を是正するための客観訴訟（国民訴訟）の導入を提言し

ているが、いまだ実現していない。

Q2 沿革および改正の経緯

住民監査請求・住民訴訟制度の沿革および改正の経緯について説明し
てください。

Ａ 住民監査請求・住民訴訟制度はアメリカの納税者訴訟を範とし

て、昭和23年に導入されたものであり、平成14年および平成29

年には重要な改正がなされました。

解 説 ●

⚑ 制度の導入

住民監査請求・住民訴訟制度は、第二次世界大戦後、アメリカの納税者訴

訟を範として、昭和23年の地方自治法改正として導入された制度であり、地

方自治運営における腐敗を防止し、その公正を確保するため、住民の自治参

与の範囲を拡張する措置の一環として定められたものである。アメリカの納

税者訴訟とは、住民監査請求の制度が採用されたこと、住民であれば納税し

ていなくともよいとの点で異なっている。

当時の地方自治法243条の⚒第⚑項で、監査請求として、「普通地方公共団

体の住民は、当該普通地方公共団体の長、出納長若しくは収入役又はその他

普通地方公共団体の職員について、公金の違法若しくは不当な支出若しくは

浪費、財産の違法若しくは不当な処分、特定の目的のために準備した公金の

Ｑ⚒ 沿革および改正の経緯
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第⚒章 住民監査請求の手続

Q7 住民監査請求の対象となる地方公共団体

住民監査請求の対象となる地方公共団体にはどのようなものがありま
すか？

Ａ 普通地方公共団体と特別地方公共団体があります。

解 説 ●

⚑ 普通地方公共団体

ᾇ 都道府県および市町村
普通地方公共団体の住民は、監査請求もしくは住民訴訟を行うことができ

る（法242条および242条の⚒）。普通地方公共団体とは、都道府県および市町

村のことである（法⚑条の⚓第⚒項）。

Ａ市の違法な財務会計上の行為につき、Ａ市とＢ市が合併してＣ市となっ

た場合、Ｃ市は旧Ａ市の権利義務を承継するから、旧Ａ市の住民はＣ市の住

民として監査請求および住民訴訟を行うことができる（東京地判平成14・⚔・

25裁判所 HP、岐阜地判平成15・11・26裁判所 HP、福岡高判平成20・⚓・26裁判

所HP）。旧Ｂ市の住民がＣ市の住民として旧Ａ市の財務会計上の行為につき

監査請求および住民訴訟を行うことができるか否かにつき、秋田地判昭和

55・⚓・17判時1086号90頁および同控訴審・仙台高裁秋田支判昭和58・⚒・

21判時1086号88頁は可能であるとしている。

ᾈ 地方公営企業
水道事業（簡易水道事業を除く）、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送

Ｑ⚗ 住民監査請求の対象となる地方公共団体
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事業、鉄道事業、電気事業、ガス事業は「地方公営企業」とされている（地

方公営企業法⚒条⚑項）。地方公営企業は、経営主体は地方公共団体であるが
（同法⚑条）、一定の事業目的のために地域住民に財貨やサービスを供給し、

その費用を受益者から料金の形で回収することにより生産活動を継続する点

では民間企業と同様であり、一般行政活動とは異なる性質をもつことから、

常に企業の経済性をも発揮することが要請されている（同法⚓条）。そこで、

地方公営企業の経営成績と財務状況とを常に明確に把握することが必要とな

り、それを可能ならしめるため、その経理については一般会計とは区別して

事業ごとに特別会計を設けることを原則とし（同法17条）、会計処理の方法

も一般会計のそれとは異なり企業会計に準拠した扱いをし（同法20条、同法

施行令⚙条等）、さらに、公益性の高い特定の経費を一般会計または他の特別

会計により義務的に負担させるとしたうえで（同法17条の⚒第⚑項）、それ以

外の経費は当該公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならないと

することによって（同法17条の⚒第⚒項）、当該公営企業特別会計が安易に一

般会計に依存しないようにし、いわゆる独立採算性が採用されている（横浜

地判平成13・⚑・17判タ1094号139頁）。

そして、地方公営企業においては、管理者がおかれている。管理者は、地

方公営企業の業務の執行に関し、当該地方公営企業を代表する者であり、

種々の財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するものとされてい

る（地方公営企業法⚘条、⚙条）ことからすると、地方公営企業の業務の執行

に関しては、普通地方公共団体における長と同視すべき地位にあるものとみ

るべきである（同法34条参照）。したがって、地方公営企業の管理者は、訓令

等の事務処理上の明確な定めにより、その権限に属する一定の範囲の財務会

計上の行為をあらかじめ特定の補助職員に専決させることとしている場合で

あっても、地方公営企業法上、当該財務会計上の行為を行う権限を法令上本

来的に有している（最二小判平成⚓・12・20民集45巻⚙号1455頁・判時1411号27

頁・判タ778号75頁）。地方公営企業については、地方公共団体の長には財務

会計上の権限がなく、長を財務会計行為の権限者とする訴訟は却下されるの

で注意が必要である（神戸地判平成⚖・⚓・30判タ861号240頁、札幌地判平成

10・⚗・17判例地方自治186号10頁）。
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⚒ 特別地方公共団体

特別地方公共団体として特別区、地方公共団体の組合、財産区があり、そ

れぞれ固有の法人格を有する（法⚑条の⚓第⚓項、⚒条⚑項）。さらに、平成

16年の旧市町村合併特例法の改正および合併新法において制度化された合併

特例区も法⚑条の⚓第⚑項の特別地方公共団体とするとされている（市町村

の合併の特例等に関する法律27条）。住民監査請求（法242条）および住民訴訟
（法242条の⚒）の規定は地方自治法の第⚒編で規定されているところ、特別

地方公共団体は第⚓編で規定されているため、住民監査請求および住民訴訟

の規定の適用の有無については別途検討を要する。

従来、地方開発事業団が存し、かつて工業団地や住宅用地の造成事業を行

うものが中心で、昭和30年代から40年代にかけて設置されたが、もともと数

は少なく、設置されているものについてもその後整理が進み、平成21年⚔月

⚑日には、⚑事業団のみとなっていた。このような状況に鑑み、平成23年地

方自治法改正により、開発事業団の制度は廃止された（松本英昭『新版逐条

地方自治法〔第⚙次改訂版〕』1721頁）。経過措置としてなお従前の例によるこ

ととされている（改正法附則⚓条）。

ᾇ 特別区（法281条以下）

東京都の23区のことであり、歴史的な沿革により（松本英昭『要説地方自

治法〔第十次改訂版〕』827頁以下で詳しく紹介されている）、固有の法人格を有

する。特別区に関しては市の規定が適用されるから（法283条⚑項）、監査請

求（法242条）、住民訴訟（法242条の⚒）の規定が適用される。監査請求人、

原告となりうるのは区民であり、財務会計上の行為を行う権限を有する者は

区長、区の委員会、委員および職員となる。各区ごとに監査委員が任命され

ており、特別区に関する監査請求は各区の監査委員に対してなさなければな

らない。

東京都以外の大阪市、京都市などにおける区は行政区にとどまり、固有の

法人格は有していない。したがって、これらの区については、市の監査委員

に対して監査請求をなし、市長などに対して住民訴訟を提起することになる。

Ｑ⚗ 住民監査請求の対象となる地方公共団体
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Q66 報酬・給与・手当

地方公共団体における報酬や給与についてはどのような問題があるの
ですか？

Ａ 議員および非常勤職員については報酬、常勤職員については給

与が支払われますが、いずれも給与条例主義が採用されており、

議会のコントロールのもとに置かれています。しかし、裁判例では違法とさ

れることも多いのが実情です。

解 説 ●

⚑ 給与条例主義

ᾇ 趣 旨
法203条⚔項、203条の⚒第⚕項および204条⚓項において報酬、給料、手

当の額並びにその支給方法は条例で定めなければならないと定められている

とともに、法204条の⚒において、いかなる給与その他の給付も法律または

これに基づく条例に基づかなければ支給することができない、と定められて

いる。これが給与条例主義である。この趣旨は、給与などの種類、額、およ

び支給方法という基本的な内容については法律またはこれに基づく条例に具

体的根拠を要することとし、条例制定を通じて給与の決定を住民の代表であ

る議会のコントロールのもとに置き、地方公共団体における給与の適正かつ

公正な支給を確保するというものである。

ᾈ 長への白紙委任
すべての事項について条例で規定しなければならないものではなく、技術

的、細目的な事項について、地方公共団体の長の制定する規則などに委任す

ることは許されると解されている。しかし、法が当該事項に関する定めを条

例に専属させた趣旨を没却するような広範な委任をすることは、給与条例主

義に違反し許されない（最一小判昭和50・10・⚒判時795号33頁、最二小判平成
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22・⚙・10民集64巻⚖号1515頁・判時2096号⚓頁・判タ1335号64頁）。大阪高判

平成19・10・31判時2021号15頁は、市の非常勤の嘱託員の報酬について「月

額27万円又は日額⚑万2700円の範囲内で任命権者の定める月額又は日額」と

定めた条例の規定が給与条例主義に違反しないとし、違反するとした原審・

大阪地判平成19・⚒・⚙判タ1246号129頁を覆した。

ᾉ 内 規
条例に基づかず規則もしくは町長が任意に定めた内規に基づき給与を支給

することは、給与条例主義に違反する（京都地判平成⚗・12・22判例地方自治

153号56頁、長野地判平成10・⚒・13判タ995号180頁、福岡高判平成20・⚓・26裁

判所HP）。

大阪高判平成23・⚖・⚓裁判所HPは、条例において一定の細則的事項を

規則等に委任することにとどまる限りは格別、職員の給与の額および支給方

法またはこれらに係る基本的事項を規則等に委任することは許されないとし

ている。

ᾊ 地方公営企業
地方公営企業の給与と条例との関係については、地方公営企業法38条⚔項

で「企業職員の給与の種類及び基準は、条例で定める」と規定されている。

「給与の種類」を条例で定めるとは、地方公営企業の特殊性に基づき、職員

の能率高揚を図るため、企業の実態に即した手当の設立が必要となる場合も

考えられることから、企業職員の手当の種類を限定せず、地方公共団体の条

例に委ねたものであり、また、「給与の基準」を条例で定めるとは、給料額

算定のための基本原則や種類ごとの手当の性格の限定など給与の原則的な基

準を条例で定めることを意味するのであり、給料表そのものや給料および手

当の具体的な額については、条例に定める基準に従って管理者が定める趣旨

であると解すべきであるとされている（高松地判平成11・⚗・19裁判所HP）。

ᾋ 条例に根拠のない支給の後に条例の制定・改正が行われた場合
職員に対し、条例に基づかずに違法（給与条例主義違反）に給与が支給さ

れたところ、その後、給与の支給は適法なものとするという内容に改正され

たことにより、すでになされた違法な給与の支給が適法となるとされる場合

がある。最一小判平成⚕・⚕・27判時1460号57頁・判タ818号90頁は、改正

Ｑ66 報酬・給与・手当
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条例の制定によって町長のした特別調整およびこれに基づく増額給料分の支

給の各行為自体を是認し、これをさかのぼって適法なものとしたものと解す

るのが相当であるとしている。

上記最一小判平成⚕・⚕・27後の裁判例においても、給与条例主義に違反

する支給について、条例改正により違法性が治癒され、遡及的に適法となる

とした裁判例が多い（Ｑ38〔違法性〕参照）。

しかし、このような考え方に対しては、給与条例主義は、あくまで給与が

現実に支給される時点において条例上の根拠が存することを要請するもので

あり、支給後の条例改正により違法性が一律に治癒されるとするならば、執

行機関が、議会の多数派の力により、過去の違法行為をすべて適法とするこ

とができ、財務会計上の適正化を図る給与条例主義の趣旨が没却されること

となるとの批判も強い。

大阪高判平成23・⚖・⚓裁判所HPは、地方自治法違反の瑕疵については

議会が制定する新条例であっても遡って適法なものとすることはできないと

する。

⚒ 議員報酬（法203条）

法203条⚑項は議員に対する報酬を規定している。報酬とはその勤務に対

する反対給付のことをいう。同条⚒項は費用弁償、⚓項は条例による期末手

当の支給、⚔項は給与条例主義を規定している。費用弁償についてはＱ67

〔費用弁償・旅費〕を参照されたい。

議員報酬に関する裁判例として、東京地判平成12・⚓・23（平成11年（行

ウ）第82号）裁判所 HP および同控訴審・東京高判平成12・⚗・26裁判所

HP（繰上げ当選した議員につき、法128条は、繰上当選を無効とする裁判が確定

して始めてその職を失うとしているから、その間に支給された議員歳費を返還す

る義務を負わない）、静岡地判平成13・⚕・25裁判所 HPおよび同控訴審・東

京高判平成13・11・28判時1780号86頁（公職選挙法違反の罪により有罪判決を

受けた当選市議会議員は、当選の無効によりさかのぼって議員の職を失うから、

議員報酬等を取得する法律上の根拠はなく、支払いを受けた報酬等は不当利得と

して返還しなければならない）、横浜地判平成13・⚘・29裁判所 HP（競売入札

268

第⚓編 事例編



妨害罪等の被疑事実により逮捕、勾留、起訴され身柄拘束により議員としての活

動を行うことができない状態にあった議員に対しても期末手当を支給しなければ

ならない）、さいたま地判平成14・10・16判例地方自治244号24頁（市町村の

合併の特例に関する法律の規定に基づき在任期間を延長した措置は違法ではない）、

仙台高判平成18・11・21裁判所 HP（市町村の合併の特例に関する法律に基づ

く在任特例協議は告示を欠いても有効である）、金沢地判平成22・11・30裁判所

HP（議員報酬及び期末手当の額及び支給方法を定める条例の各規定は、議会に与

えられた裁量権の範囲を超えまたはそれを濫用したものとは認められない）、名古

屋地判平成27・⚙・17裁判所 HP（市議会議員の議員報酬等に関して定める条

例に、議員が、任期満了、辞職、退職、失職、除名、議会の解散または死亡によ

りその職を離れた場合以外に、議員に対して議員報酬等の支給をしない場合が定

められていないときは、海外で身柄拘束をされたことは上記のいずれの場合にも

該当しないから、上記議員報酬等の支給は違法なものではない）などがある。

⚓ 非常勤の委員、職員等に対する報酬（法203条の⚒）

ᾇ 法203条の⚒
法203条の⚒は非常勤の委員、職員等に対する報酬、費用弁償などを規定

している。

報酬とはその勤務に対する反対給付のことをいう。費用弁償についてはＱ

67〔費用弁償・旅費〕を参照されたい。

ᾈ 勤務日数に応ずる支給の原則と定額支給
非常勤の職員に対する報酬の支給は勤務日数に応じてこれを支給すること

とされている（同条⚒項）。これは、報酬は給料とは異なり、いわゆる生活

給たる意味は有せず、純粋に勤務に対する反対給付としての性格のみをもつ

ものであり、したがって、それは勤務量、すなわち、具体的には勤務日数に

応じて支給されるべきものであるとする原則を明らかにしたものである。し

かし、実際問題としては、非常勤職員の中にも勤務の実体が常勤職員とほと

んど同様になさなければならないものがあり、その報酬も月額あるいは年額

をもって支給することがより適当であるものもあり、常にこの原則を貫くこ

とが困難な場合も考えれれるので、ただし書を設け、条例で特別の定めをす

Ｑ66 報酬・給与・手当
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