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柏原市監査委員告示第４号 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 242 条第 1 項の規定に基づき、平成 28 年 3 月 29 日

付けで提出された住民監査請求について、同条第 4 項の規定に基づき監査を行ったので、同項の

規定によりその結果を次のとおり公表する。 

平成２８年５月２４日 

 

柏原市監査委員 裏野 榮士 

                       柏原市監査委員 乾  一  

 

 

                            

１ 請求の概要 

 （１） 請求人  柏原市 

          中山 雅貴 

      

 （２） 請求書の提出日  平成２８年３月２９日 

 

 （３） 請求の内容 

    請求人の提出の請求書及び資料による請求の要旨及び措置要求は、次のとおりである。 

      （原文のとおり、ただし、請求書の事実証明書の添付及び記載等については省略した。） 

 

1 請求の要旨 

本事件は柏原市が雇用しているところの職員に関し、職区分が一般職の職員という身分を

持つ地方公務員法第 22条第 5項を適用する臨時的任用職員に、柏原市非常勤の職員の報酬及

び費用弁償に関する条例第 1 条及び第 4 条を適用する非常勤職員：行政協力委員の職を兼務

させることにより、この職員に対し報酬を二重に重複して附与していることは地方公務員法

第 24条第 4項に定める給与（報酬）の重複支給禁止の原則に反し、違法・不当であるから、

監査委員は、柏原市長中野隆司に対し、支出負担行為及び支出命令の専決権限を有するにぎ

わい都市創造部部長の奥田隆一に対して、違法な支出負担行為及び支出命令による市の損害

金 125,000 円の賠償の命令の発令をする措置を講じること、右金額を違法に利得した柏原市

行政協力委員の A に対して、右不当利得分の 125,000 円の返還請求権の行使の措置を講じる

こと、にぎわい都市創造部部長による本件支出負担行為及び支出命令を阻止すべき指揮監督

義務に違反した市長の中野隆司に対して、市の損害金 125,000 円の損害金を賠償させる措置

を講じることの勧告を求めるものである。 

なお、本事件については、いわゆる副業・兼業の禁止を規定している地方公務員法第 38

条の問題ではないことを附言して置く。 

２ 請求の趣旨 
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 (1) いつ、だれが、どのような財務会計上の行為を行ったのか。 

   柏原市が平成 27 年 4 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日の間（前期）及び平成 27 年 10 月 1

日から平成 28 年 3 月 31日の間（後期）に、一般職：臨時的任用職員として雇用した A に対

し、柏原市長中野隆司は委嘱状を交付し、平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日の間、

市の非常勤職員：行政協力委員の職務を兼務させている。 

   平成 28 年 3 月 17日、本件兼務職の支出負担行為及び支出命令の専決権者であるにぎわい

都市創造部部長奥田隆一は本件支出命令を出し、市の臨時的任用職員として報酬を受けてい

る A に対し、市の非常勤職員：行政協力委員としての職務（兼務職）に対する報酬 125,000

円を、二重に重複して支給（公金を支出）するという財務会計上の行為を行ったものである。 

 (2) その行為はどのような理由で違法又は不当なのか。 

   平成 27 年 4 月 1 日から同年 9 月 30 日の間（前期）及び平成 27 年 10 月 2 日から平成 28

年 3 月 31 日の間（後期）、柏原市長中野隆司は A を市の一般職：臨時的任用職員として採用

している。前期と後期の任用の間に 1日（10月 1日）の空白があるが、これについては地方

公務員法第 22 条第 5項に定める期間（6か月以内）と更新の期間（6か月以内）が 1回に制

限されていることから、この制限を逃れるために空白の 1日を設けているものと思われる。 

     ※A が、市の一般職：臨時的任用職員（非常勤職員）であることは、柏原市が定める

「嘱託職員の報酬及び費用弁償に関する条例」及び「嘱託職員の報酬及び費用弁償

に関する条例施行規則」で根拠付けされている。 

   さらに柏原市長中野隆司は、柏原市行政協力委員規則（右規則により行政協力委員の任期

は 2年間と定められている。）に基づき、Aに対し、平成 25年度から平成 26年度の 2年間、

引き続き平成 27 年度から平成 28 年度の 2 年間を、委嘱状を交付して、市の非常勤職員：行

政協力委員の職務を兼務させている。 

     ※A が、市の非常勤職員：行政協力委員であることは、柏原市が定める「柏原市行政

協力委員規則」及び「非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例」で根拠付け

されている。 

  ア 中野隆司の違法又は不当な行為 

    上記前段の問題点は別に置くが、A は柏原市の正規職員を退職後の数年間を嘱託職員と

して雇用された後、平成 27 年 4月 1日から、地方公務員法第 22条第 5項に規定する一般

職：臨時的任用により雇用され、報酬の支給を受けているものである。柏原市が定めた嘱

託員等の報酬及び費用弁償に関する条例では、この嘱託員の意味を安易に解釈し、非常勤

の嘱託職員と捉えているようであるが、嘱託職員とは単なる呼称に過ぎず、実態は常勤の

勤務形態となっている。いわば常勤的非常勤職員というわけである。 

    中野隆司は柏原市長として、この一般職：臨時的任用職員 A に対し委嘱状を交付し、平

成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日の間、市の一般職非常勤職員：行政協力委員の職

務を兼務させ、年間報酬として 125,000 円を支給しているが、A は地方公務員法が適用さ

れる職区分が一般職：臨時的任用職員であり、地方公務員法第 24条第 4項では「職員は、

他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。」とされて

いる。 
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    地方公務員法第 24条第 4項で定める給与支給の原則（重複支給禁止の原則）は、報酬を

受ける一般職：臨時的任用職員についても適用される。 

    中野隆司は、柏原市長として、このことが地方公務員法で定める給与支給の原則に違反

し、奥田隆一の本件支出負担行為及び本件支出命令が、本務以外の兼務に対して報酬を支

給していることになることを容易に予見できたものと認められる。 

    この点で中野隆司には過失があり、柏原市に対し、上記損害を賠償すべき不法行為責任

を負うことは明らかであり、にぎわい都市創造部部長奥田隆一による本件支出負担行為及

び支出命令を阻止すべき指揮監督義務に違反していることは明白である。 

  イ 奥田隆一の違法又は不当な行為 

    奥田隆一は、本件支出負担行為及び本件支出命令の専決権者である本件所管部署のにぎ

わい都市創造部部長として、本件支出負担行為及び本件支出命令を出したものである。 

    本件支出命令は、本件支出負担行為を原因とするものであるが、前期のとおり、本件支

出負担行為は、地方公務員法第 24条第 4項に反する違法なものであり、本件支出負担行為

を履行するための本件支出命令はその根拠を欠くものとなる。 

    そして、本件支出負担行為及び本件支出命令の専決権者である奥田隆一は、職務上負担

する財務会計法規上の義務として、無効な支出負担行為に基づく金銭の支出をしてはなら

ないという義務を負っている。にもかかわらずその義務に反して無効な本件支出負担行為

に基づいて本件支出命令を出したのであるから、本件支出命令は違法と言わざるを得ない。 

    さらに奥田隆一は、所管部署の部長として行政協力委員の職務や身分及び任期、報酬等

の規定を条項に定めた柏原市行政協力委員規則を熟知しているはずであり、担当課の稲山

佳史が作成した起案文書も閲覧し、押印している事実がある。 

    このような事実からすると、奥田隆一は、本件支出負担行為及び本件支出負担行為が、

地方公務員法第 24条第 4項に違反し無効なものであり、本件違法な支出負担行為に従って

支出命令を出すことは、財務会計法規上の義務に反するものであることが容易に予見・認

識できたものと認められる。 

    したがって、奥田隆一は、著しく職務上の注意義務を怠って、本件支出命令を行ったも

のであり、重大な過失があると言わざるを得ない。 

    よって奥田隆一は、柏原市に対し、上記損害を賠償すべき不法行為責任を負うことは明

らかである。 

  ウ Aの違法又は不当な行為 

    上記のとおり、A は、平成 27 年 4 月 1 日から、地方公務員法第 22 条第 5 項に規定する

一般職：臨時的任用により雇用され、勤務時間を午前 8時 45分から午後 5時までの間（休

憩 45 分）、勤務内容を市民課事務・市民課総合窓口・各出張所及び各連絡所補充、賃金は

時給 800円として勤務している。 

    そして A は、平成 27 年度から平成 28年度の 2年間を任期として、柏原市長の委嘱を受

け、市の非常勤職員：行政協力委員の職務を兼務し、年間 125,000円の報酬を受けている。 

    地方公務員法第 24条第 4項では「職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これ

に対して給与を受けてはならない。」とされ、この給与支給の原則（重複支給禁止の原則）
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は、報酬を受ける一般職：臨時的任用職員についても適用される。 

    A が臨時的任用職員として報酬を受けながら、さらに非常勤職員：行政協力委員として

報酬を受けていることは、上記地方公務員法第 24条第 4項の給与支給の原則・重複支給禁

止の原則に違反することは明らかである。 

 (3) その結果、どのような損害が柏原市に生じているのか。 

    Aは、平成 27年度から、柏原市の一般職：臨時的任用職員として報酬を受けながら、柏

原市の非常勤職員：行政協力委員の職務を兼務し、地方公務員法第 24条第 4項に違反して

その報酬 125,000 円を重複して受けたことにより、柏原市に金 125,000 円の損害を与えて

いる。 

 (4) どのような措置を請求するのか。 

  ア 中野隆司に対する損害賠償請求権の行使 

    監査委員は、柏原市長中野隆司に対して、にぎわい都市創造部部長による本件支出負担

行為及び支出命令を阻止すべき指揮監督義務に違反した中野隆司に対し、市の損害金

125,000円の損害金を市に賠償する措置を講じるよう勧告することを求める。 

  イ 奥田隆一に対する損害金賠償の命令の発令 

    監査委員は、柏原市長中野隆司に対して、本件支出負担行為及び支出命令の専決権限を

有するにぎわい都市創造部部長の奥田隆一に対し、違法な支出負担行為及び支出命令によ

る市の損害金 125,000 円の賠償命令の発令をする措置を講じるよう勧告することを求め

る。 

  ウ Aに対する不当利得金の返還請求権の行使 

    監査委員は、柏原市長中野隆司に対して、柏原市行政協力委員の職務を兼務したことに

より報酬を二重に重複して受けた A に対し、同人が違法に利得した不当利得金 125,000 円

を市に返還するよう、請求権の行使の措置を講じるよう勧告することを求める。 

 (5) その他／柏原市が定める本件関係条例並びに規則の内容のあいまいさと不備、ほかについ 

   て（要望等） 

    柏原市が定める本件監査請求に関係する条例、規則（０柏原市行政協力委員規則、０非

常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、０嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条

例、０嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則）については、嘱託員、嘱託職

員、非常勤職員、特別職等の用語の解釈や条文適用のあいまいさや不備とともに、あまり

にも条文全体が簡略であり、これらの法規を根拠に公金を支出することには問題があると

思われるので、柏原市は早急に関係法規の廃止や改正等の整備の措置を行うことを要望す

る。 

    また Aについては、先 2 年間（平成 25 年度、平成 26年度）も、嘱託職員として雇用さ

れており、その間、嘱託職員の職務を遂行しながら上記の行政協力委員の職務を兼務し、

地方公務員法第 24条第 4項に違反して合計 25 万円の報酬を重複して受けているが、この

遡ること 2 年間の報酬については、住民監査請求の場合の期間制限を徒過していることか

ら、今回の監査請求の対象から外している。 

    市はこの 2 年間に A が不当に利得した報酬額については、住民の監査請求とは別に、財
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産管理の債権行使として、返還の請求をすべきである。 

 

             

（４） 請求書の受理 

   本件請求について、法第２４２条に規定する所定の要件を具備していると認め平成２８年

３月２９日付けで受理した。 

   なお、平成２８年４月２５日に措置請求書の一部の文言について補正された。 

 

２ 監査の実施 

  本件請求について、法第２４２条第４項の規定に基づき、次のとおり監査を実施した。 

（１） 監査対象部課 

   本件監査の対象部課をにぎわい都市創造部地域連携支援課、市民部市民課及び政策推進部

人事課とした。 

（２） 請求人の証拠の提出及び陳述 

 請求人に対し、法第２４２条第６項の規定に基づき、平成２８年４月２５日に証拠の提出

及び陳述の機会を設け、同日に新たな証拠の提出と陳述を受けた。 

（３） 関係者の調査 

  本件請求に係る関係者の調査として、監査対象部課からの陳述と資料の提出を求めた。 

  にぎわい都市創造部地域連携支援課の陳述の要旨は、次のとおりである。 

  １ 臨時的任用職員は、地方公務員法第２２条第５項に規定する一般職である。 

  ２ 他方、行政協力委員は、地方公務員法第３条第３項第３号に該当する特別職として任

用しており、特別職である。 

    行政協力委員は、行政からの連絡文書の各自治区への配布や掲示、民生児童委員や環

境美化推進委員等の推薦、市主催行事への参加協力などを主として担っていただいてお

り、各自治区の代表である区長を任用しているものである。 

    一般職の任用については、競争試験等による成績主義により任用が行われるが（地公

法１５条、１８条）、行政協力委員については、そのような任用の仕方は行われておらず、

上記のとおり基本的に区長を任用し、その職務を担っていただいている。 

また、一般職については、勤務時間等の勤務条件は条例により定めることとされてい

るが（地公法２４条６項）、行政協力委員については、勤務時間等の規制がなく、条例に

より勤務時間等が定められているものでもない。 

    また、一般職については、原則として所定の定年まで任用することとしつつ、臨時的

任用職員は６か月を超えない期間任用し、さらに６か月を超えない期間任用でき、１年

を超えて任用できないこととされているが、行政協力委員はそれらと異なり、２年間の

任用としている。 

    また、一般職については、原則として兼業が禁止されているが（地公法３８条）、行政

協力委員については、他の主たる職業についている方もおられる。 

    また、行政協力委員の給料については、柏原市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関
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する条例に基づいて給料の支給がなされているが、同条例に列記されているほとんどす

べての職は特別職である。 

    以上からみても分かるとおり、行政協力委員は特別職として任用されているものであ

る。 

  ３ 地方公務員の一般職は、国家公務員と異なり、特に法令で禁じられていない限り、兼

職することが認められている。そして、地方公務員の一般職が同じ地方自治体の特別職

を兼職することを禁ずる法令はないので、地方公務員の一般職が同じ地方自治体の特別

職を兼職することは違法ではなく、問題がないことになる。 

したがって、柏原市の一般職が柏原市の特別職たる行政協力委員を兼職することは禁

じられず、問題がないものである。 

  ４ 地公法２４条の重複給与支給禁止は、一般職が他の一般職を兼職する場合において重

複して給与の支給を受けることを禁ずるものであり、一般職が同じ地方自治体の特別職

を兼職する場合には適用がない。 

    したがって、柏原市の一般職が柏原市の特別職たる行政協力委員を兼職する場合にも、

地公法２４条の適用はないものであり、それぞれの定められた給与の支給を受けること

で問題がなく、違法でないものである。 

    実質的にも、本市の行政協力委員は、前記２で述べたとおり、基本的に一般職の勤務

時間中に職務を遂行したり活動したりすることは予定されていないものであるので、そ

のような観点からいっても、柏原市の一般職が柏原市の行政協力委員を兼職する場合に、

それぞれの定められた給与の支給を受けても、不当なことはないものである。 

５ 以上により、本件措置請求は棄却されるべきものと思料する。 

 

３ 監査の結果 

 （１） 事実関係の確認 

  ① 臨時的任用職員が、地方公務員法第２２条第５項に基づき任命された一般職であるこ

とに争いはない。 

  ② 行政協力委員は、柏原市行政協力委員規則により設置され、市内各地区の住民が参加

する自治組織において選任された代表者（区長）に対し、市長が委嘱する。 

    行政協力委員が、地方公務員法第１７条に基づく一般職であるか、第３条第３項第３

号に基づく特別職であるかについて争いがある。 

  ③ 地方公務員法第２４条第４項（重複給与支給の禁止）について 

   「この規定は、地公法の適用を受ける一般職の職員が同じく同法の適用を受ける同一地

方公共団体の他の一般職の職を兼ねる場合にのみ適用されるものである。」（地方公務員

関係法令実務辞典） 

  ④ 市の報酬支給の根拠となる「非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例」及び「嘱

託員等の報酬及び費用弁償に関する条例」には、重複給与支給の禁止に関する規定はな

い。 
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（２） 監査委員の判断 

  本件請求に基づき、争いのある上記３－（１）－②行政協力委員は、一般職であるか、特

別職であるかについて検討し、上記３－（１）－③地方公務員法第２４条第４項（重複給与

支給の禁止）が適用されるか否かについて次のとおり判断した。 

 

   地方公務員法第３条第３項は、次の各号のものを特別職として規定している。 

第１号 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によること

を必要とする職  

第１の２号 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職  

第２号 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に

より設けられた委員及び委員会（審議会その他これに準ずるものを含む。）の構成員の職

で臨時又は非常勤のもの 

第２の２号 都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの 

第３号 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 

第４号 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例

で指定するもの 

第５号 非常勤の消防団員及び水防団員の職 

第６号 特定地方独立行政法人の役員 

本市行政協力委員については、地方公務員法第３条第３項第１号～第２の２号及び第４号

～第６号のいずれの各号にも該当しないことは明らかであることから、第３号に該当するか

否かが問題となる。 

大阪地裁平成２０年（行ウ）第１５０号・平成２２年９月３日判決は、第３号に定める特

別職を「生活を維持するために常時公務に就くのではなく、特定の必要に応じ、一定の学識、

技能又は経験等に基づいて、随時、地方公共団体の業務に参画する者」としつつ、「ある職員

が同号の特別職に該当するかどうかは、任命権者の意思や辞令等の表示に加えて、客観的な

職務の内容・性質、勤務態様や勤務条件等を総合的に考慮して判断すべきである。」と判示し

ている。 

   上記の考え方にしたがって、本市行政協力委員の地方公務員法第３条第３項第３号該当性

について、下記の各項目について行政協力委員の客観的な職務内容や勤務状況等に基づき検

討する 

 

   ① 任命権者の意思及び辞令等の表示について 

    ・ にぎわい都市創造部地域連携支援課の陳述によれば、「行政協力委員は、地方公務員

法第３条第３項第３号に該当する特別職として任用しており、特別職である」として

いる。 

    ・ 行政協力委員は、市長が委嘱する（柏原市行政協力委員規則第２条第１項）とされ

ている。 

・ 任命にあたり「柏原市行政協力委員を委嘱します」と記載した「委嘱状」を交付し
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ている。これは、本市において一般職の職員については、「任命する」との文言を付し

た辞令によって任用されているのと異なる取り扱いである。 

上記により任命権者である柏原市長は、行政協力委員を同号所定の特別職として設置

する意思を有し、かつ、任命行為において、それを前提とする人事上の取り扱いをして

いたものと認められる。 

   ② 採用方法について 

     一般職の職員の採用については、競争試験又は選考による（地方公務員法第１７条第

４項）とされているが、本市行政協力委員の任用については、市内各地区の住民が参加

する自治組織において選任された代表者（区長）に対し、住民と行政を結ぶパイプ役と

して市長が委嘱する（柏原市行政協力委員規則第２条）ものであるから、一般職の職員

の任用とは明らかに異なる方法によって任用されたものと認められる。 

   ③ 勤務条件について 

  一般職に属するすべての職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める（地

方公務員法第２４条第６項）とされているが、本市行政協力委員の勤務時間を定めた条

例はなく、柏原市行政協力委員規則においても勤務時間についての規定はなく、柏原市

の下記④のような特別の必要に応じて勤務することが予定されているものである。 

④ 職務内容について 

  本市行政協力委員の職務については、市が行う広報活動に関すること、区内の住みよ

い環境づくりに関すること及びその他市行政への協力に関すること（柏原市行政協力委

員規則第３条各号）とされているが、これらの職務については、その具体的内容をみる

に常時執務を求められるものではなく、特定の必要に応じ、代表する各地区の実情に係

る経験等に基づき、随時、本市の各種業務に参画するものである。 

このような職務の性質に照らせば、本市行政協力委員は地方公務員法第３条第３項第

３号所定の職に該当するものと認められる。 

   ⑤ 兼業禁止について 

     一般職の職員は、営利企業等の従事制限として、営利を目的とする会社の役員等に就

任すること、みずから営利を目的とする私企業を営むこと、報酬を得て他の事務、事業

に従事することが、例外的に認められる場合を除き、禁止されている（地方公務員法第

３８条第１項）。 

これに対し、本市行政協力委員については、地域連携支援課の陳述及び提出資料によ

ると、他に主たる職業を有する場合が見受けられること、出席を要する会議の開催日時

が通常の勤務時間外に設定されていること、職務内容からみて通常の勤務時間外若しく

は休日に行うことが可能であることから、他に主たる職業を有しながら本市行政協力委

員としての職務に従事することも想定していると考えられる。 

   ⑥ 勤務成績の評定について 

     一般職の職員の勤務成績について、任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成

績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない（地方公務員法

第４０条）とされているが、柏原市行政協力委員規則においては、勤務成績の評定に係
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る特段の定めはない。 

     これについては、本市行政協力委員の任用は、各地区住民の選任に基づくものであり、

再度の任用も同じく住民の選任に基づくものであるから、勤務成績の評定結果の介在す

る余地はなく、また、報酬についても、報酬を支給する（柏原市行政協力委員規則第５

条）こと及び報酬年額（非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表）が定めら

れているのみであるから、勤務成績の評定結果に応じた措置として昇給等を予定してい

るものではない。 

    したがって、本市行政協力委員については、勤務成績の評定や評定結果に応じた措置

も想定されていないことから、いわゆる成績主義の適用については、一般職の職員とは

異なる扱いであると認められる。 

⑦ 定年制について 

  一般職の職員については、定年に達したときはその年度内に退職する（地方公務員法

第２８条の２）とされている。 

本市行政協力委員については、任期が２年と定められていることから、定年制の適用

はなく、一般職の職員と異なる扱いであると認められる。 

なお、一般職の職員のうち、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定め

て任用される職員及び非常勤職員については、定年制が適用されないこととされている。

（同条第４項） 

具体的には、臨時的任用職員、再任用された定年退職者等、任期付職員、育児休業に

伴う代替職員及び非常勤職員である。 

「臨時的任用職員」については、６月をこえない期間で臨時的任用を行うことができ、

６月をこえない期間で更新できるが、再度更新することはできない（地方公務員法第２

２条第５項）とされている。本市行政協力委員は任期を２年としているから、臨時的任

用職員とは異なるものと解される。 

「再任用された定年退職者等」及び「育児休業に伴う代替職員」については、本市行

政協力委員がこれに該当しないことは明らかである。 

「任期付職員」については、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者等を

一定の条件のもとに選考により任期を定めて採用する（地方公共団体の一般職の任期付

職員の採用に関する法律）ものであるから、求められる知識経験の種別及び選考による

採用である点において本市行政協力委員とは異なるものと解される。 

「非常勤職員」については、ここでは一般職の職員のうち定年制の適用されないもの

のひとつをいうが、この「非常勤職員」については、一般職であることから地方公務員

法の諸規定が適用されるところ、本市行政協力委員については、上記にみたように地方

公務員法において一般職に適用される成績主義や勤務条件法定主義等の諸原則に則って

いるとは解しがたいから、ここにいう「非常勤職員」とは異なるものである。 

したがって、本市行政協力委員は、定年制の適用されない一般職の職員には該当しな

い。 
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   以上①から⑦の各項目における検討結果に基づき、任命権者たる柏原市長の意思、辞令等

の表示、本市行政協力委員の客観的な職務の内容・性質、勤務態様や勤務条件等を総合的に

考慮して判断すると、本市行政協力委員は地方公務員法第３条第３項第３号に定める特別職

（これらの者に準ずる者の職）の公務員として判断されるものである 

 

   そうすると、本件における本市行政協力委員と一般職職員との兼職は、本市における一般

職と特別職の兼職であるので、地方公務員法第２４条第４項の規定は適用されず、重複給与

の支給は禁じられないこととなる。 

 

ところで、上記規定に関連して、「一般職の職員が特別職を兼ね、その職務に従事する場合

は、明文の重複給与禁止規定がなく、従って、特別職としての報酬を受けることは可能であ

るが、受けた場合には、給与は、その勤務に対して支給されるものであるという原則から、

特別職としての勤務をなしたために本務について勤務しなかった時間に対する給与は減額す

るのが妥当である。」（行政実例昭和２６年３月１２日）との判断が示されているので、本件

において問題となっている A氏の勤務状況等を検討する。 

請求人からの提出資料によると、A 氏の市民部市民課における臨時的任用職員としての勤

務時間は、午前８時４５分から午後０時まで及び午後０時４５分から午後５時まで、土・日・

祝日及び１２月２９日から１月３日までを除いた週５日勤務である。 

市民部市民課の陳述によると、上記定められた勤務時間に対し A 氏の服務管理監督権者で

ある市民課長が、休暇の取得を含む勤務状況を把握しているが、一般職の職員として職務専

念義務も課せられているところ、その勤務時間中においては職務に専念していたとのことで

あり、これを疑うべき特段の理由もないことから、一般職の職員としての勤務時間中に行政

協力委員として勤務した事実はないものと認められる。 

次ににぎわい都市創造部地域連携支援課の陳述によると、平成２７年度中に行政協力委員

に対し出席が求められた会議は、以下のとおりである。（各会議の開催日時を記載） 

① 平成２７年 ４月２３日（木） 午後２時 

② 平成２７年 ６月 ３日（水） 午後７時 

③ 平成２７年 ６月１１日（木） 午後７時３０分 

④ 平成２７年 ９月 ３日（木） 午後７時 

⑤ 平成２７年 ９月１０日（木） 午後７時３０分 

⑥ 平成２７年１２月 ３日（木） 午後７時 

⑦ 平成２７年１２月１０日（木） 午後７時３０分 

⑧ 平成２８年 １月１４日（木） 午後７時 

⑨ 平成２８年 ３月 ３日（木） 午後７時 

⑩ 平成２８年 ３月１０日（木） 午後７時３０分 

①の会議については、木曜日の午後２時から開催されているが、当会議の出欠記録による

と、A氏は欠席している。 

②から⑩までの会議については、水曜日若しくは木曜日の午後７時若しくは午後７時３０



11 

 

分から開催されており、臨時的任用職員の勤務時間として定められた勤務の終了時刻（午後

５時）以降に開催されているものであるが、A 氏は、④及び⑨の会議は出席し、②及び⑥の

会議は欠席している。③、⑤、⑦、⑧及び⑩の会議は、出席の事実は確認できない。（記録が

ないため確認できない。） 

上記により A 氏が臨時的任用職員としての勤務時間中に行政協力委員として勤務をした事

実は認められないものである。 

従って、それぞれ異なる時間においてなされた勤務に対する給与（報酬）であることから、

事実上においても勤務時間の重なる勤務に対する給与の二重払いには当たらず、臨時的任用

職員に係る給与の減額は不要である。 

 

   以上の監査の結果、請求人の主張については、理由がないと判断することから、本件請求

は棄却する。 


