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障害基礎年金の受給申請のため市役所の窓口を訪れた際, 担当職員が,
受給資格が無い旨の誤った教示をしたため, 申請を断念せざるをえなく
なり, 障害福祉年金及び障害基礎年金の支分権を時効消滅により失うと
いう損害を受けたと主張し, 国家賠償法１条に基づき国及び市に対して
損害賠償を請求した事案について, 東京高裁は, 平成年２月日, 原
告の請求を棄却した地裁判決を取り消し, 国及び市の損害賠償責任を認
める判決を下した (判例時報号頁)｡

 ( )

誤教示と国家賠償責任 (長尾)

当該事案にあっては, そのような誤教示の事実の存否からして原告・
被告間に争いがあったのであるが, 東京高裁は原告の主張を信用できる
ものとし, かつ, 上記のような誤教示が不法行為責任を構成するものと
判示したものである｡ その事実認定の過程をも含めて興味深い事例と思
われるので, 記録に留める意味も兼ねて紹介を試みるものである｡

１

問

題

の

所

在

社会保障・社会福祉関係諸制度上の諸給付は, 多くの場合, 受給資格
者からの受給申請をまって受給資格の有無を審査したのちに (資格があ
れば) 給付を行なうこととされている (いわゆる ｢申請主義｣)｡
しかしながら, それらの制度は複雑かつ専門的・技術的であり, 必ず
しも法制度に通じていない一般市民には判りづらいものである｡ したがっ
て, 受給申請手続においては (申請をするかどうか, すべきかどうか,
という点も含めて) 窓口担当職員の適切なサポート, 例えば, 本稿で扱
(１)

うところの ｢教示｣ が必要とされるところである｡ 担当職員としては,
少なくとも相手が受給の申請を行ないたいという意思を有していると認
められる以上は, (結果としてどのような審査決定がなされるかはとも
かく) ｢窓口を閉ざすに等しい対応｣ をしてはならないことは当然であ
る｡ このことは, つまるところ, 憲法
条２項において, 国が社会保障・
社会福祉の向上・増進に努めなければならないと定められていることと
も結びつくように思われる｡
たとえば, これは一般的な広報義務に関してのものではあるが, 複雑
化した社会保障法制のもとでは, ｢一般の住民はせっかく自己に対する
給付立法がなされても, それを知らなかったために失権してしまうこと
が多い｡ 政府当局による十分な広報活動を伴わないとき, いかに優れた
(２)

社会保障給付制度も画餅に帰する｣ という指摘は重要である｡ 同項は,
何も, 社会保障・社会福祉の給付 (サービス提供) の内容それ自体の向
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上・増進を定めているのみではなく, それらへのアクセス―― 手続の適
(３)

正をも要請していると考えられるからである｡
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[事実の概要]
Ｘ (原告) は, 出生時 (昭和
年２月１日) に先天性鎖肛が認められ,
生後２日目に手術を受けた｡ 昭和年に結腸肛門吻合手術を受けたが,
不調のため, 人口肛門造設 (横行結腸ストーマ造設) を受けた｡ この当
時から排尿障害が認められた｡ 昭和年に右下腹部人口肛門造設 (Ｓ字
結腸ストーマ造設) を受けた｡ 昭和年４月日に４級の身体障害者手
帳の交付を受けた｡
その後, 排尿障害が悪化した｡ 昭和年月頃, 腸閉塞のため入院し
た際, 担当医師より,

｢排尿障害がひどくなったので, ３級の申請が通

るであろう｡ あなたの場合, 生まれつきの鎖肛という奇形, 障害がある
ので, これを考慮して, 障害年金の申請ができるであろう｣ との勧めが
あり, 昭和年２月日に, ３級の身体障害者手帳の交付を受けた｡
Ｘは, 昭和年３月頃, 障害基礎年金の受給申請のため, (旧) Ｋ市
市民課国民年金係を訪れた｡ この時, 歳くらいの男性職員 [以下,
｢本件職員｣ という] は, Ｘが ｢障害年金を受けられると聞いて申請を
したいのですが｣ と申し出ると, ｢手帳をお持ちでしたら確認させて下
さい｣ と述べ, ３級の身体障害者手帳を見て, ｢国民年金を納める前の
発病で年金を納めてないから無理ですね｡ 等級も３級だから無理です｡
････これ以上, 手足が不自由になるとか, 車いすになるとかで障害が重
くなれば申請できますが｣ と発言した｡ Ｘは, この発言を聞き, 返す言
葉も見つからず, ｢そうですか分かりました｣ と述べて退出した (Ｘが
国民年金係にいたのは数分ばかりで, 本件職員は, 管轄の社会保険事務
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所に問い合わせることも, 他の国民年金係の職員に確認することもしな
かった)｡
Ｘは, 平成年８月, 自分と同じ状態の知人が歳の時から年金を受
給していることを知り, 同人の助言を受け. 葛飾区役所年金課を訪れて
事情を説明したところ, 同課では直ちに国民年金障害基礎年金請求のた
めの手続を進め, 同年月日付で国民年金裁定書の交付を受け, 障害
基礎年金を受給することとなった｡ 但, 上記の事情により, 受給権を取
(４)

得して以降のかなりの部分の支分権を時効消滅により失うこととなった
(付言すると, Ｘが障害福祉年金を受給する資格を取得したのは昭和
年１月日であり, 昭和年２月から昭和年３月までの障害福祉年金
の給付の支分権は時効消滅した旨, また, 障害基礎年金の支給を受ける
権利 [昭和年改正法により, 障害福祉年金を受ける権利が変更された
もの] を取得したのは昭和年４月であり, 昭和年４月から平成年
７月までの障害基礎年金の給付の支分権は時効消滅した旨, 同裁定書に
より裁定された)｡

Ｘは, 本件職員が誤った教示をしたために障害福祉年金及び障害基礎
年金の支分権を時効消滅により失う損害を受けたものであるとして, 国・
市を相手取り, 国家賠償請求訴訟を提起した｡

[１審判決]
１審判決 (東京地判平
４
判例時報号頁) は, 上記のよう
な誤教示のあった事実自体を認定せず, Ｘの請求を棄却した｡ その理由
(要旨) を以下に記す｡

()

Ｘは, 当該誤教示を行なったのは代前半の男性であると供述し
ているが, 当時, (旧) Ｋ町役場国民年金係に勤務していた代前半
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の男性職員 (２名) は, いずれも障害年金担当ではなく, 障害年金
申請のためにＸが窓口を訪れたならば, 年金受給の可否という難し
い判断を１人で行ったとは考え難く, 障害年金担当である女性主査
に直ぐに引き継いだと考えられるから, 少なくとも昭和年に, Ｘ
(５)

が主張するような人物がＸの対応を行ったと認めるには疑問が残る｡
()

Ｘの記憶, 特に本件誤教示の時期に関する記憶は曖昧である｡ 訴
訟提起前, Ｘは被告らに対し, 本件誤教示があったのは昭和年頃
であると繰り返し主張していた (引用者注：但, 後述するように,
この点はＸの単なる記憶違いと見るべきであり, これを過大に考慮
してＸの主張を排斥する根拠に用いるべきではないと思われる)｡
また, 担当医師から年金申請を勧められるとすれば, それは身体
障害４級の認定を受け身体障害者手帳を取得した時と考えるのが自
然であること, 及び, 仮に, Ｋ町役場職員から, Ｘが主張するよう
な誤教示がなされるとすれば, 給付の可否に迷う可能性がある身体
障害４級の時であると考えられることから (引用者注：前示のとお
り, Ｘが身体障害４級の認定を受けたのは昭和年４月である),
Ｘが年金申請のためＫ町役場に行ったのは, 昭和年であった可能
性がある｡
仮に, 本件誤教示が昭和年 (あるいは, 昭和年) に行われて

()

いたとしても, 被告らによる不法行為時, すなわち, 本件誤教示が
なされた時点においてＸに損害が発生しており, それ以降は, 損害
が継続して発生しているわけではなく, ････原告が年金を受給でき
ない状態が継続していたにすぎず, 被告らによる新たな不法行為は
行われていないのである｡ (原告は, 年金申請そのものをしていな
かったことになるから, 申請を不受理とした事実自体を認めること
はできない)｡ したがって, 本件誤教示がなされた時点が除斥期間
の起算点となると解すべきである｡ そうすると, 仮に本件誤教示が
昭和年 (又は昭和年) になされたとしても, すでに除斥期間が
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経過していることは明白であるから, Ｘの主張は失当である｡

[控訴審判決]

これに対し, 東京高裁は, １審判決を取り消し, 原告の請求を認容した｡

考察の前提として, 障害年金制度について一言しておく必要がある｡
旧国民年金法 (昭和年改正法以前のもの) においては, 障害者年金
制度として, 拠出制年金である障害年金と無拠出制年金である障害福祉
年金が存在していた｡ すなわち, ここでいう障害年金は, 基本的に国民
年金の被保険者である (保険料を納付している) ことを前提として, 疾
病や負傷によって障害を負った場合に受給する年金である (旧国民年金
法条１項)｡ これに対して, 障害福祉年金とは, 疾病・負傷の初診日に
おいて被保険者であった者が, 障害認定日において一定以上の障害の状
態にある場合は, 条の支給要件に該当しない場合においても, これに該
当するものとみなして支給されるものであり (同条１項), 疾病・負傷
の初診日において歳未満であった者が, 障害認定日後に歳に達した
ときは歳に達した日において, 障害認定日が歳に達した日後であると
きはその障害認定日において, 一定以上の障害の状態にあるときは, 上
記条１項の支給要件に該当するものとみなす (同条１項), とされて
いた｡
以上の両者は, 改正後国民年金法 (昭和年４月１日施行) により一
元化され, 障害基礎年金制度が設けられた (国民年金法条以下)｡ そし
て, 旧法下で障害福祉年金を受給していた者のうち, 施行日において一
定以上の (改正後国民年金法条２項に規定) 障害等級に該当する程度
(６)

の障害の状態にある者については, 障害基礎年金を支給することとされた｡
そうすると, Ｘの障害 (人工肛門) と裁定基準との関係如何が問題と
なるが, まず, 旧国民年金法下においては, ｢国民年金障害等級認定基準
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について｣ (昭和年月１日庁保発第号・都道府県知事あて社会保
険庁年金保険部長通達) によると, ｢人工肛門, 人工膀胱又は尿路変更
術を施したもの｣ については, ｢全身状態, 栄養状態, 術後の経過, 原疾
患の性質, 進行状況等を考慮し, 総合的に認定するもの｣ とし, その状
態が ｢日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものであるとき
は, 法別表第１級に｣, ｢日常生活が著しい制限を受けるか, 又は日常生
活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものであるときは, 法別
表第２級に｣ 該当するものとされていた｡ また, 同法改正後にあっては,
｢国民年金・厚生年金保険障害認定基準について｣ (昭和年３月日庁
保発第
号・都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通達) において,
｢人工肛門又は人工膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したもの
は, ３級と認定する｣ とされ, かつ, それらに加えて, ｢完全尿失禁状態
にあるもの, カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とするものは,
２級と認定する｣ とされ, ｢全身状態, 術後の経過, 原疾患の性質, 進
行状況によっては, さらに上位等級に認定する｣ と規定されていた｡

以上のような法制度の内容及びその推移に基づき考察すると, Ｘの供
述は ｢人工肛門に関する障害福祉年金及び障害基礎年金の裁定の基準の
改正経緯並びにＸの障害の推移とよく適合しており, Ｘの上記供述は高
い信用性があるものと評価できる｡｣
｢すなわち, 昭和年４月１日に施行された改正後国民年金法の下に
おいては, 人工肛門を造設し, かつ, 完全尿失禁状態にあるものは, (旧
国民年金法におけるように全身状態, 栄養状態, 術後の経過, 原疾患の
性質, 進行状況等を考慮することなく,) 障害等級の２級と認定し, 障害
基礎年金を支給するものとされたのである｡ ････ [Ｘの] 障害の推移から
すれば, 昭和年月日の診断によりの障害が上記の人工肛門に関
する障害基礎年金裁定の基準に該当することが明らかになったということ
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ができるのであって, 上記診断をした････医師としては, Ｘに対し, 障害
基礎年金の申請ができる旨説明することは極めて当然のことというべきで
ある｡ ････ [同] 医師の説明は, 昭和年４月１日に施行された改正後
国民年金法の下において, 初めてなし得る説明というべきである｡ ････昭
和年暮れに････ [同] 医師から排尿障害の進行と人工肛門造設により
障害年金の申請ができるとの説明を受けたとするＸの上記供述は高い信
用性が肯定できるものであり, 上記供述のとおりの事実を認定することが
できる｡｣
｢Ｘは, 平成年９月に被控訴人Ｎ市 (引用者注
市町村合併によりＫ
市より地位を継承) に対して, 本件に関してメールにより問い合わせをし
ているが, その際, 旧Ｋ市

年金課

の窓口に問い合わせに行ったのは

昭和年であるとの記載をしていることが認められる｡ しかし, ････上記
認定のとおり, Ｘが人工肛門造設の障害で４級の身体障害者に認定され
たのは昭和年であって｣, (このときは別の病院, 別の担当医であったの
であるし,) ｢内部機能障害 (ぼうこう, 直腸)｣ により３級の身体障害者
に認定されたのは昭和年であるから, 上記の

昭和年

の記載は明

らかな誤りと認めることができるのであって, 上記記載は前記認定判断を
左右するものではない｡｣
｢Ｘから 障害年金を受けられると聞いて申請をしたいのですが との
申出を受けた本件職員としては, Ｘの申出が障害基礎年金の裁定請求の
手続をしたいとの趣旨であることが明らかであるから, ････Ｘに対して,
その窓口を閉ざすに等しい対応をしてはならないというべきであって, 仮
にも, Ｘに対し, 自らの判断により, 裁定請求しても裁定を得られる可
能性はないとか, 裁定されることは困難であろうとか, あるいは, 請求が
却下されるであろうとか意見を述べ, 教示するなどして, 裁定請求の意思
に影響を与えて請求意思を翻させたり, 請求を断念させたりする結果を招
いたり, そのように仕向ける窓口指導等をしてはならず, 法令の定める手
続に従って裁定の審査を受ける機会を失わせてはならない職務上の注意義
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務を負うものというべきである｡ そして, この義務は, 日本国憲法条２
項に規定する理念と障害者が社会生活及び地域社会の発展に参加し, 社
会経済の発展の結果である生活向上の平等の配分を受け, 他の市民とと
もに同等の生活を享受する権利の実現を促進するという身体障害者福祉
の理念とに基づき････本件職員が････Ｘに対して職務上負う注意義務で
あるということができる｡｣
｢････本件職員は, Ｘが所持していた障害者手帳を確認したのみでＸ
が障害基礎年金の受給支給要件を満たさないとの誤った判断････の下に,
Ｘには受給権がないとの誤った確定的判断････を示し, Ｘをして裁定請
求を断念させるに至らせ, Ｘに････損害を被らせたものということができ
るのであるから, 本件職員の上記行為は職務上の注意義務に違反したも
のであり, 本件職員の上記行為について不法行為が成立するというべきで
ある｡｣
東京高裁は, 以上のように結論づけ, Ｘに対して, 国・市が連帯して
万円余を支払うよう命じた｡ [確定]

３

若

干 の 検

討

本件のような窓口における職員の対応の問題は, 書面のような記録に
残らないものであると,

｢ああ言った, 言わない｣ の水掛け論になること

が少なくないと推測されるが, 今回の東京高裁の判決は, 法制度の内容
及び変遷, また, Ｘの障害の状況の推移を丁寧に照らし合わせた上で,
Ｘの供述が信用に足るものであると結論づけた｡ この点は判決文中に詳述
されており, 引用者として特に強いて付け加えることはないが, 同種の事
案についても参考になるような手法が採られており, 評価に値するものと
いえよう｡ 被告側は, ｢当時の職員に聞き取り調査等を行なったが, その
(７)

ような対応はなかった｣ などと弁明していたが, 何十年も前の (しかも数
分間のできごとを) 記憶しているものでもなかろうし (そもそも, すでに

中京法学巻１・２号 (年)

( ) 

職を離れている者もあろう), 自身にとって不利な事実をわざわざ申し出
るとも思えない｡ およそ説得力のない弁解であると思われる｡
本件の場合, 教示の内容が明らかに誤っているのであるから, 受給権を
消滅時効にかけるのはおよそ信義に反することである｡ 遅延損害金の起算
日については, ｢Ｘが昭和年３月ごろに裁定請求をしていたとしたなら
ば支給を得ることができた日｣ をもってするとし, 昭和年５月１日を起
算日と認めた｡ 妥当な結論と思われる｡
市は, 障害基礎年金事務は国の機関委任事務 (当時) であるから, 仮
に市の窓口担当職員に誤教示があっても国が国家賠償法上の義務を負う
のであり, 市は責任を負わない, と抗弁していたが, 判決は, 国家賠償
法３条に基づき, 市も (公務員の給与負担団体として) 国と連帯して賠
償責任を負う旨を判示した｡ これも妥当である｡

お わ り に
(８)

社会保障・社会福祉分野における給付・サービス提供の場面で, 窓口
において適切な教示が行なわれなかったため, 市民 (受給権者) が不利
(９)

益を被ったとして提訴する事例が近年, 散見されている｡ このような場合
に, 特定の個人に対して職員がどのような教示を行なうべきかについては,
()

法令上, 必ずしも具体的な規定がなく, 争うにあたって難しい問題を提
示することになるし, また, 従前はあまり正面から議論されてこなかった
ような側面もあろうかと思われる｡ 判示のように, 憲法条の趣旨の実質
()

的な実現のために, 今後の追究が望まれるところである｡

[註]
(１)

｢教示｣ について, 法令上に明文の規定があるのは, 行政争訟 (行政不

服審査, 行政事件訴訟) において, その手続などについて市民側に知らし
めるものである (行政不服審査法
, 条, 行政事件訴訟法条)｡ 他に,

 ( )

誤教示と国家賠償責任 (長尾)

行政庁が不利益処分をする場合には, 相手方 (市民) に対して理由を示さ
なくてはならない旨の規定があるが (行政手続法条), これは ｢理由の提
示｣ と記されており, 書面でする場合は講学上 ｢理由附記｣ と呼ばれるも
のである (これを ｢教示｣ と呼ぶかどうかは筆者は不知)｡
(２)

高藤昭 ｢社会保障給付の非遡及主義と広報義務｣ 判例タイムズ
号

頁 [頁] (後掲註８ ｢永井訴訟｣ 判決の評釈)
(３)

憲法学の基本書類で, この点について詳述するものは多くないように見受

けられるが, 高藤昭・同前 [頁] は, 憲法条２項から ｢極力多くの対
象者に制度の恩恵を及ぼそうとする福祉充実の理念｣ をよみとり, 福祉立
法に関しては, 通常の法令など各種の広報よりは ｢一段の周到さが要求さ
れる｣ としている｡
(４)

国民年金法条１項は, ｢年金給付を受ける権利････は, その支給事由
(っ)

が生じた日から５年を経過したときは, 時効によつて消滅する｣ と定める｡
(５) 判例時報
号
頁 [頁]｡ なお, 同 [頁] の表記中, ｢Ｋ市｣
ではなく ｢Ｋ町｣ となっている箇所があるが, そのまま引用した｡
(６)

国民年金法条２項は, ｢障害等級は, 障害の程度に応じて重度のものか

ら１級及び２級とし, 各級の障害の状態は, 政令で定める｣ とし, 国民年
金法施行令４条の６は, ｢法第条第２項に規定する障害等級の各級の障
害の状態は, 別表に定めるとおりとする｣ とする (本稿末尾添付の表を参
照)｡
(７)

判例時報号頁 [頁]｡ 判例時報号頁 [頁]｡

(８)

原田尚彦

行政法要論 [全訂第７版補訂版]

(学陽書房, )

頁は, 現行の行政手続法の ｢権利自由防御型｣ ｢自由主義国家型｣ たる性
質からくる限界について指摘する｡
(９)

本稿との関連においては, 行政が児童扶養手当に関する広報・周知義務

を怠った点を問題としたいわゆる ｢永井訴訟｣ (京都地判平 ..判例時報

号
頁｡ 大阪高判平 
..訟務月報巻８号
頁) がリーディング・
ケースとして指摘されようが, より近年の事例として, 同手当に関し行政窓
口職員が適切な教示を行なわなかった点が問題とされた事例 (神戸地判平
..判例地方自治号頁｡ 大阪高判平..同頁), 介護者運
賃割引制度を市担当職員が伝えなかったことが問題とされた事例 (さいたま
簡判平
.
.
賃金と社会保障
号
頁｡ さいたま地判平.
.
同頁｡
東京高判平..判例時報号頁), 戦没者の妻に支給される特別給
付金について府・市が個別請求指導を怠った点が問題とされた事例 (大阪
地判平..判例時報号頁) などが挙げられる｡
()

被告側の弁明｡ 判例時報号頁 [頁]｡

中京法学巻１・２号 (年)

()

( ) 

もとより, 制度に関する一般的な広報・周知義務の問題と, 個別の申請

(希望) 者に対する具体的な窓口対応の内容の問題とは区別して分析すべき
であろうが, この点については本稿では立ち入らず, 別稿に譲りたい｡

 ( )
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