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第１ 控訴の趣旨に対する答弁 
 

１ 本件控訴をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は第一、二審を通じて、これを３分し、その１を控訴人（原審被告）の負

担とする。 

との判決を求める。 

 

 

 

第２ 被控訴人の主張 
 

１ 本件控訴には、理由がない 
 

原判決に対する控訴人の控訴理由は、以下で述べるように理由がない。 

控訴理由書の控訴人の主張をいずれも争う。 

控訴理由書の主張に対して、以下、必要な点に限定して反論する。 

なお、被控訴人の主張は、原審の各準備書面の主張及び附帯控訴理由書（２）

などを援用する。 

 

 

 

第３ 控訴理由書への反論の骨子 
 

１ 事実誤認（曲解・捏造）にもとづく控訴人の主張 
 

控訴人の「第２ 控訴理由の骨子」（３頁１１行目～４頁下段１２行目）及び「第３ 

原判決の誤り」（４頁下段１１行目～１２頁）の主張には、原審裁判官（以下「裁判官」

という。）の「事務連絡」にもとづく指示及び訴訟指揮に対し、下記の述べる事実誤

認（曲解ないし捏造）があり、失当である。 

また、控訴人の「第２ 控訴理由の骨子」及び「第３ 原判決の誤り」の主張には、

原判決の文言に対し、下記の述べる事実誤認（曲解ないし捏造）などがあり、失当

である。 

 

 

２ 裁判官の指示に対する控訴人の異議申立の喪失（民事訴訟法９０条） 
 

控訴人は、「第２ 控訴理由の骨子」の「（１）」（３頁下段７行目～５行目）で次のよ

うに主張する。 

 

最終準備書面を裁判官の指示する項目で作成するよう指示しながら、違

法性の判断基準の主張には、職務行為基準説による書き方をしないよう指

示をした裁判官の言動は、誤りであり、違法な訴訟指揮権の行使である（乙

第１６号証）。 
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上記の主張の根拠とする「証拠乙第１６号証」とは、原審第４回口頭弁論において、

裁判官が、当事者双方に最終準備書面で主張する記載内容を指示するために配

布した「事務連絡」である（第４回口頭弁論調書の別紙 証拠甲１２号証）。 

この「事務連絡」にもとづく裁判官の指示とは、民事訴訟法１４８条にもとづく訴訟

指揮であり、同法１４９条の釈明権等の行使であり、かつ同法１５２条の当事者の主

張・立証を制限する行為でもある。 

よって、この「事務連絡」にもとづく指示が、控訴人の主張・立証に不利益であると

判断したのであれば、民事訴訟法１５０条にもとづき、この指示に異議申立を行う必

要がある。 

しかしながら、控訴人は、第４回口頭弁論調書（証拠甲１２号証）が示すように、民

事訴訟法１５０条にもとづく異議申立を行っていない。つまり、民事訴訟法９０条で

「当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合におい

て、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。」ことになる。 

よって、控訴人の「事務連絡」の指示などを理由とする訴訟指揮などに対する主

張は、失当である。また、同様の理由で、「控訴人の主張、立証を妨げる裁判官の

言動」との主張も失当である。 

なお、被控訴人は、原審第１回口頭弁論調書及び同第２回口頭弁論調書のよう

に、裁判官の訴訟指揮に対して、その場で民事訴訟法１５０条の規定にもとづく異

議申立を行っている。 

 

 

 

第４ 「事務連絡」の指示に対する事実誤認(曲解・捏造)の控訴人の主張 

 

「事務連絡」にもとづく裁判官の指示に対する控訴人の主張には、次のように事実

に反し、曲解ないし虚偽があり、失当である。 

 

 

１ 「第２ 控訴理由の骨子」の「（１）」の主張の事実誤認 
 

控訴人は、「第２ 控訴理由の骨子」の「（１）」（３頁下段７行目～５行目）で次のよ

うに主張する。 

 

最終準備書面を裁判官の指示する項目で作成するよう指示しながら、違法

性の判断基準の主張には、職務行為基準説による書き方をしないよう指示

をした裁判官の言動は、誤りであり、違法な訴訟指揮権の行使である（乙第

１６号証）。 

 

裁判官の指示とは、「事務連絡」に記載されている文言であるが、次のように控訴

人が引用した裁判官の指示（⑧）の前に⑦の指示がある。 

 

⑦ 「２ 違法性の判断基準」の項目では、原告側は「本件における違法性の



 4 

判断基準は、××の基準によるべきである。その理由は、以下に述べるとお

りである。」の書き出しで、被告側は『本件で、原告に仮に何らかの権利（な

いし利益）が認められるとしても、その違法性の判断基準は、××の基準に

よるべきである。その理由は、以下に述べるとおりである。」の書き出しで始

めてください。（下線原審原告。以下同じ。） 

 

⑧ 「２ 違法性の判断基準」の項目では、いわゆる職務行為基準説（最判昭

和６０年１１月２１日民集３９巻７号１５１２頁）を前提としますので、職務行為基

準説によるべき旨を記載するのではなく、権利、利益の内容に従った判断

基準（原告の従前の主張によれば、いわゆる違憲審査基準に相当するも

の）を記載するようにしてください。 

 

上記の「事務連絡」の記載事実が示すように、裁判官は、⑦の下線の文言のよう

に「原告側」と｢被告側｣の双方にそれぞれの「違法性の判断基準」を書くように指示

している。そのうえで裁判官は、⑧の指示しているのである。 

つまり、この指示の真意は、「職務行為基準説を前提と」するので、職務行為基準

説を採用するように求める主張などは必要がないので、「権利、利益の内容に従っ

た判断基準（原告の従前の主張によれば、いわゆる違憲審査基準に相当するもの）

を記載するようにしてください。」と指示しているのである。 

この「権利、利益の内容に従った判断基準（原告の従前の主張によれば、いわゆ

る違憲審査基準に相当するもの）を記載するようにしてください。」との下線の文言

は、単に被控訴人（原審原告）の主張を例示的に示したに過ぎないことは明白であ

る。 

つまり、「職務行為基準説による書き方をしないよう指示をした裁判官の言動は、

誤りであり、違法な訴訟指揮権の行使」（３頁下段８行目～５行目）との控訴人の主

張は、裁判官の「事務連絡」の指示の事実に明らかに反し、曲解ないし捏造がある。

よって、控訴人のこの主張は、失当である。 

控訴人の前記の主張において、「事務連絡」の⑦の指示を一切引用せず、⑧の

指示のみを記載するという引用の選別がある。これは、裁判官の⑦の文言の指示を

事実上消し去り、⑧の指示の事実をねじ曲げ、訴訟指揮の違法理由を捏造してい

ることになるといわざるを得ない。 

以上のように、控訴人の主張は、事実に反する曲解ないし捏造がある。よって、そ

の主張は失当というほかない。 

 

 

２ 「第２ 控訴理由の骨子」の「（３）」の主張の事実誤認 
 

控訴人は、「第２ 控訴理由の骨子」の「（３）」（４頁１行目～８行目）で次のように

主張する。 

 

国家賠償法１条１項は、公務員が、その職務を行うについて、故意又は過

失によって違法に他人に損害を加えたときに、国又は地方公共団体に対し

賠償の責任を負わせた規定であり、その違法性の判断は、いわゆる職務行
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為基準説によるべきであるとしながらも、違憲審査基準に相当する厳格な審

査基準（規制目的の正当性と手段が目的達成のための必要最小限のもの

であるか）により合法・違法を判断した結果を職務上の義務違反の判断とす

るものであり、違法性の判断において考慮すべき事項を考慮せず、考慮す

べきでない事項を考慮した不当な判決である。 

 

この主張も前述と同様に「事務連絡」にもとづく裁判官の指示の事実に反し、曲

解ないし捏造がある。 

具体的には、上記下線の「違法性の判断は、いわゆる職務行為基準説によるべ

きであるとしながらも、違憲審査基準に相当する厳格な審査基準（規制目的の正当

性と手段が目的達成のための必要最小限のものであるか）により合法・違法を判断

した結果を職務上の義務違反の判断とするものであ」るとの主張である。しかしなが

ら、後述する「５ 『第２ 控訴理由の骨子』の『（３）』の主張の事実誤認（曲解・捏

造）」で示すように、原判決は、控訴人が主張する「違憲審査基準に相当する厳格

な審査基準により合法・違法を判断した結果」ではない。 

つまり、控訴人の主張は、事実の基礎に反し、捏造した理由であり、失当である。 

 

 

３ 「第３ 原判決の誤り」の「１」の「（２）」の主張の事実誤認 
 

控訴人は、「第３ 原判決の誤り」の「１ 控訴人の主張、立証を妨げる裁判官の

言動」の「（２）」（５頁２行目～１０行目）で次のように主張する。 

 

しかしながら、控訴人が主張立証すべき違法性の判断基準は、国家賠償

法１条１項の違法性の判断基準であるべきであり、裁判官が指示する権利、

利益の内容に従った判断基準（原告の従前の主張によれば、いわゆる違憲

審査基準に相当するもの）を主張立証させることは適当でない。このような裁

判官の訴訟指揮は、控訴人の自由な主張立証を妨げるものであるばかりか、

一方に偏った審理方法であり、承服することのできないものである。 

 

この控訴人の主張も、前述の「１ 『第２ 控訴理由の骨子』 の『（１）』の主張の事

実誤認」（４頁）で述べたとおりで、「事務連絡」にもとづく裁判官の指示の事実に反

し、曲解ないし捏造があり失当である。 

 

 

 

第５ 原判決文言に対する事実誤認にもとづく控訴人の主張 
 

控訴人の原判決の文言に対する主張には、次のように原判決の文言に対する事実

誤認があり、失当である。 
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１ 「第３ 原判決の誤り」の「２」の「（４）」の主張の事実誤認 
 

控訴人は、「第３ 原判決の誤り」の「２」の「（４）」（６頁下段３行目～７頁９行目）で

次のように原判決の「誤り」をする。 

 

（４） そこで、教育委員会の会議をみるに、教育委員会の会議の公開につ

いては、憲法上これを保障する趣旨の明文の規定は置かれておらず、改正

前の地教行法１３条６項においても「教育委員会の会議は公開する」と定め

られているにすぎない。そして、原判決は、「公開原則の趣旨は、教育委員

会が地域住民に対して積極的に情報提供を行い教育委員会としての説明

責任を果たすとともに、地域住民の教育行政に関する理解と協力を得るとい

う観点にある（甲７）」とする。しかし、国会や地方議会と違い、教育委員会は、

憲法において設けることを定められた機関ではない。しかし、原判決は、憲

法上の規定を検討することなく、また、行政機関と議事機関との機能と役割

を比較することもなく、教育委員会の会議である本件会議を傍聴する自由が

あると判断するが、教育委員会の会議の公開が憲法上保障されている根拠

はどこにも述べられていない。 

 

原判決は、「イ 権利ないし法律上保護される利益の侵害について」で次のように

まず「（ア） 結論」（１４頁１０行目）を判示し、それに引き続き「（イ） 理由」の「ａ」（１４

頁１４行目～下段６行目）において、次のように「昭和５８年判決」を引用し、「傍聴の

自由」と憲法との関係における「権利ないし法律上保護される利益」について述べて

いる。 

 

（ア） 結論 

原告には、様々な意見、知識、情報に接し、これを摂取する自由の派生

原理として、本件会議を傍聴する自由が認められ、市教育委員会事務局の

受付担当職員が原告の傍聴受付手続を拒否したことは、この自由を侵害す

る。 

 

ａ およそ各人が自由に様々な意見、知識、情報に接し、これを摂取する

機会を持つことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成、発展さ

せ、社会生活の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないも

のであり、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保

という基本原理を真に実効あるものとするためにも必要である。このような情

報等に接し、これを摂取する自由は、憲法２１条１項の趣旨、目的から、いわ

ばその派生原理として当然に導かれる（最高裁昭和５２年（オ）第９２７号同５

８年６月２２日大法廷判決・民集３７巻５号７９３頁参照）。 

 

つまり、控訴人の前記主張は、本件について、憲法５７条の「会議の公開原則」の

関係で憲法上の「権利ないし法律上保護される利益の侵害について」の判断を行

っていないと“駄々を捏ねる”。のであるが、以上のように、原判決は「昭和５８年判

決」を引用し、「傍聴の自由」と憲法との関係における「権利ないし法律上保護される
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利益」について、「憲法２１条１項の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当

然に導かれる」と判示している。 

以上のように控訴人の前記主張は、原判決の事実に誤認があり、その誤認にもと

づく主張であるから失当というほかない。 

 

 

２ 「第３ 原判決の誤り」の「２」の「（６）」の主張の事実誤認 
 

控訴人は、「第３ 原判決の誤り」の「２」の「（６）」（７頁下段６行目～７頁８行目）で、

ここでも前記と同様に、「本件において問題とされる教育委員会の会議を傍聴する

自由が憲法上保障される権利ないし自由か否かについて何らの判断をすることもな

いまま昭和５８年判決における違法性の判断基準を適用した。」と主張する。 

しかしながら、原判決は、前述したように、「本件において問題とされる教育委員

会の会議を傍聴する自由が憲法上保障される権利ないし自由か否かについて」の

判断を「憲法２１条１項の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれ

る」としている。つまり、原判決は、「昭和５８年判決における違法性の判断基準」を

「適用」している。 

よって、控訴人のこの主張は、事実誤認があり、失当である。 

 

 

３ 「第２ 控訴理由の骨子」の「（２）」の主張の事実誤認 
 

控訴人は、「第２ 控訴理由の骨子」の「（２）」（３頁下段４行目～１行目）で次のよ

うに主張する。 

 

教育委員会の会議を傍聴する自由なるものは、憲法上保障された権利・

自由か否かの判断を回避しながら地教行法１３条６項を曲解し、昭和５８年

判決にもとづく違法性の判断基準を採用したことは、看過し得ない瑕疵があ

る。 

 

原判決は、前述したように、「（イ）理由」の「ａ」で、「会議を傍聴する自由」を「昭和

５８年判決」の「憲法２１条１項の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に

導かれる」を引用し、「ｂ」（１４頁下段５行目～１５頁８行目）で次のように述べている。 

 

ｂ この点、教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する

各種事務の管理及び執行権限を有しており（改正前法２３条）、その組織とし

て会議制が採用され、会議については公開原則が定められている（改正前

法１３条６項）。そして、前記の公開原則の趣旨は、教育委員会が地域住民

に対して積極的に情報提供を行い、教育委員会としての説明責任を果たす

とともに、地域住民の教育行政に関する理解と協力を得るという観点にあると

解されている（木田宏『第三次新訂逐条解説地方教育行政の組織及び運営

に関する法律』〔第一法規、平成１５年〕１３４頁。甲７）。そうすると、住民は、

教育委員会の会議を傍聴することにより、教育行政の管理及び執行という局
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面において、提供され議論される情報等に接し、これを摂取することができ

ることとなる。 

以上によれば、住民である原告が、教育委員会の会議である本件会議を

傍聴する自由は、前記で述べた、情報等に接し、これを摂取する自由の派

生原理として尊重されるべきものということができる。 

 

以上のように、原判決は、前述したように、「会議を傍聴する自由」を「昭和５８年

判決」の「憲法２１条１項の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導か

れる」としたうえで、本件委員会会議を地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（以下「地方行法」という。）の公開原則規定における傍聴の自由との関係で「住民

である原告が、教育委員会の会議である本件会議を傍聴する自由は、前記で述べ

た、情報等に接し、これを摂取する自由の派生原理として尊重されるべきものという

ことができる。」と判示しているのである。 

つまり、原判決の文言に対する控訴人の前記主張は、前記のように、原判決の文

言の事実に反する誤認があり、失当である。 

 

 

４ 「第２ 控訴理由の骨子」の「（３）」の主張の事実誤認 
 

控訴人は、「第２ 控訴理由の骨子」の「（３）」（４頁１行目～８行目）で次のように

「厳格な審査基準」で判断した不当な判決であると主張する。 

 

国家賠償法１条１項は、公務員が、その職務を行うについて、故意又は過

失によって違法に他人に損害を加えたときに、国又は地方公共団体に対し

賠償の責任を負わせた規定であり、その違法性の判断は、いわゆる職務行

為基準説によるべきであるとしながらも、違憲審査基準に相当する厳格な審

査基準（規制目的の正当性と手段が目的達成のための必要最小限のもの

であるか）により合法・違法を判断した結果を職務上の義務違反の判断とす

るものであり、違法性の判断において考慮すべき事項を考慮せず、考慮す

べきでない事項を考慮した不当な判決である。 

 

しかしながら、次のように原判決の「ウ 違法性の判断基準」（１５頁下段１０行目～

２行目）は、「最高裁昭和５８年６月２２日大法廷判決」の「違法性の判断基準」、つま

り、目的と手段の両面について合理性等を総合的に考慮して判断することを求めて

いるのである。 

つまり、原判決は、控訴人が主張する「厳格な審査基準」を求めおらず、控訴人

の主張は、原判決の文言の事実に反し誤認があり、恣意的な「曲解」があり、失当で

ある。 

 

ウ 違法性の判断基準 

  

原告に前記イのとおり傍聴の自由が認められるとしても、他者の権利ない

し自由と衝突する場合にこれとの調整を図るため、又は優越する公共の利
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益が存在する場合にこれを確保するため、傍聴の自由に一定の制限が加え

られることは、やむを得ないものである。 

 そして、市教育委員会が、このような観点から、法律や規則に基づき、傍聴

の自由を制限した場合において、当該制限が必要かつ合理的なものとして

是認されるかどうかは、判例に照らし、目的のために制限が必要とされる程

度と、制限される自由の内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態

様及び程度等を衡量して決せられるべきである（前掲最高裁昭和５８年６月

２２日大法廷判決参照）。 

 

 

５ 「第３ 原判決の誤り」の「３」の「（２）」の主張の事実誤認 
 

 控訴人は、「第３ 原判決の誤り」の「３ 職務上の義務違反の判断誤り」の「（２）」

（８頁下段４行目～１行目）でも、「しかしながら、原判決は、国家賠償１条１項による

違法の評価を、いわゆる違憲審査基準に相当する厳格な審査基準により判断する

ものであり、いわゆる職務行為基準説により違法性の判断をするとしたことに明らか

に反するものとなっている。」と主張する。 

しかしながら、前述のとおり、原判決は、「最高裁昭和５８年判決」の同様に、目的

と手段の両面について合理性等を総合的に考慮して判断することを求め、厳格な

審査基準による判断を求めるものではない。 

よって、控訴人の主張には、原判決の文言の事実に反し誤認があり、失当であ

る。 

 

 

 

第６「第３ 原判決の誤り」の｢３ 職務上の義務違反の判断誤り｣への反論 
 

１ 「３ 職務上の義務違反の判断誤り」の｢（１）」の主張への反論 
 

控訴人は、「第３ 原判決の誤り」の「３ 職務上の義務違反の判断誤り」の「（１）」

（８頁１１行目～下段５行目）のなかで次のように主張する。 

 

傍聴受付の締切時刻から会議開始時刻までの短時間に多数の傍聴希望

者が集まる相当の蓋然性があったと認められないとし、傍聴受付の締切時

刻を会議開始の１０分前としたことは、必要やむを得ない限度の制限である

とはいえないとした（同１７頁１１行目）。そして、本件受付条件で一律に傍聴

を制限することにより傍聴を拒否したことは、市教育委員会は傍聴の自由を

違法に侵害しうることを認識すべき職務上の義務に違反すると判示した（同

１７頁２２行目）。 

 

しかしながらこの控訴人の主張は、原判決の文言の事実を正確に反映していな

い。それは事実誤認といえるだろう。この点を明らかにするために、下記に原判決の

「エ 事実経過を踏まえた検討」の「（ア）結論」の「（イ）理由」の「ｂ」（１６頁１５行目～
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１７頁１１行目）を引用する。 

 

 ｂ 他方、本件受付条件により制限される原告の自由の内容及び性質をみ

るに、これは、傍聴の自由であり、情報摂取の自由の派生原理として尊重さ

れるべきものであることは、前記イのとおりである。 

 そこで、更に具体的制限の態様及び程度等をみるに、前記認定事実によ

れば、本件受付条件は、会議開始の１０分前までに整理券を入手しない者

については、その時点における傍聴希望者数が傍聴席数を上回っているか

否かにかかわらず、一律に傍聴を認めないという制限であることが認められ

る。（下線の文言を㋐とする。原審原告。以下同じ。） 

 この制限は、教育委員会会議の円滑な運営、特に教育委員会会議の円滑

な開催に資するものであり、前記ａの目的との間に合理的な関連性を有する

ものである。 

しかし、前記認定事実によれば、市教育委員会は、教科書採択以外の教

育委員会会議では、傍聴受付の締切時刻を会議開始時刻までとしており、

それにもかかわらず、被告においてこれらの会議の円滑な開催が阻害され

たとする主張立証はない。また、被告の主張立証によっても、市教育委員会

において前記平成２３年の教育委員会会議以外の会議で、多数の傍聴希

望者が集まったとは認められず、傍聴受付の締切時刻から会議開始時刻ま

での短時間に多数の傍聴希望者が集まる相当の蓋然性があったとも認めら

れない。（下線の文言を㋑とする。） 

 そのような事実関係を踏まえると、本件会議において、会議開始の１０分前

までに傍聴希望者数が傍聴席数を下回っていた場合、会議開始までの間、

先着順に整理券を交付し、傍聴受付手続を行うことは可能であり、かつ容易

であると認められる。そして、前記認定事実によっても、このような方法が、教

育委員会会議の円滑な運営、特に会議の円滑な開催を妨げるものとは認め

られない。（下線の文言を㋒とする。） 

そうすると、本件受付条件に係る傍聴の自由の制限は、制限される自由

の内容及び性質にかんがみ、必要やむを得ない限度の制限であるとはいえ

ない。（下線の文言を㋓とする。） 

 

以上のように原判決は、まず、「本件受付条件により制限される原告の自由の内

容及び性質をみるに、これは、傍聴の自由であり、情報摂取の自由の派生原理とし

て尊重されるべきものであることは、前記イのとおりである。」としたうえで、「そこで、

更に具体的制限の態様及び程度等をみる」として、㋐で、「本件受付条件は、会議

開始の１０分前までに整理券を入手しない者については、その時点における傍聴希

望者数が傍聴席数を上回っているか否かにかかわらず、一律に傍聴を認めないと

いう制限であることが認められる。」との事実認定を行っているのである。 

そして、㋑で、「教科書採択以外の教育委員会会議では、傍聴受付の締切時刻

を会議開始時刻までとしており、・・・被告においてこれらの会議の円滑な開催が阻

害されたとする主張立証はない。また、被告の主張立証によっても、・・・傍聴受付の

締切時刻から会議開始時刻までの短時間に多数の傍聴希望者が集まる相当の蓋

然性があったとも認められない。」としているのである。 
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そのうえで、「そのような事実関係を踏まえる」として、㋒で、「本件会議において、

会議開始の１０分前までに傍聴希望者数が傍聴席数を下回っていた場合、会議開

始までの間、先着順に整理券を交付し、傍聴受付手続を行うことは可能であり、か

つ容易であると認められる。そして、前記認定事実によっても、このような方法が、教

育委員会会議の円滑な運営、特に会議の円滑な開催を妨げるものとは認められな

い。」としているのである。 

そして、これらを踏まえて㋓で、「本件受付条件に係る傍聴の自由の制限は、制

限される自由の内容及び性質にかんがみ、必要やむを得ない限度の制限であると

はいえない」と判示しているのである。 

以上のように、原判決の㋐～㋒は、控訴人が主張する「傍聴受付の締切時刻を

会議開始の１０分前としたこと」は、「必要やむを得ない限度の制限であるとはいえな

い」と判示していないのである。 

つまり、原判決は、「本件受付条件により制限される原告の自由の内容及び性質

をみ」、それを、「傍聴の自由であり、情報摂取の自由の派生原理として尊重される

べきものである」として、本件傍聴受付手続拒否の「具体的制限の態様及び程度等

をみ」たうえで、㋐の「本件受付条件は、会議開始の１０分前までに整理券を入手し

ない者については、その時点における傍聴希望者数が傍聴席数を上回っているか

否かにかかわらず、一律に傍聴を認めないという制限」が、「必要やむを得ない限度

の制限であるとはいえない」と判示しているのである。 

 

ところが、控訴人は、原判決を、「傍聴受付の締切時刻を会議開始の１０分前とし

たことは、必要やむを得ない限度の制限であるとはいえないとした」と判示したように

思わせる文言として記載し、「本件受付条件で一律に傍聴を制限することにより傍

聴を拒否したことは、市教育委員会は傍聴の自由を違法に侵害しうることを認識す

べき職務上の義務に違反すると判示した」と結論付けているのである。 

つまり、控訴人の前記記載の文言は、原判決における「本件受付条件により制限

される原告の自由の内容及び性質」と本件傍聴受付手続拒否の「具体的制限の態

様及び程度等」という具体的な判断手順にかかわる原判決の㋐の「本件傍聴受付

条件」という事実認定を棚にあげ、「傍聴受付の締切時刻を会議開始の１０分前とし

たこと」が本件の違法となる事実認定であるかのような認識を持たせる主張を行って

いる。 

そのうえで、「本件受付条件で一律に傍聴を制限することにより傍聴を拒否したこ

とは、市教育委員会は傍聴の自由を違法に侵害しうることを認識すべき職務上の義

務に違反する」と判示しているかのように主張しているのである。 

これは、一種の原判決の文言に対する恣意的な事実誤認であり、失当である。 

 

 

２ 「３ 職務上の義務違反の判断誤り」の「（３）」の主張への反論 
 

控訴人は、「第３ 原判決の誤り」の「３ 職務上の義務違反の判断誤り」の「（３）」

（９頁１行目～下段９行目）のなかで次のように主張する。 

 

傍聴受付の締切時刻を会議開始の１０分前としたことが違法であったとし
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ても、直ちに国家賠償法１条１項所定の違法が肯定されるわけではなく、そ

の違法性が肯定されるのは、公権力の行使に当たる公務員が職務上通常

尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をなしたと認められるよ

うな事情かおる場合に限られる「最高裁昭和６０年１１月２１日第一小法廷判

決・民集３９巻７号１５１２ページ、最高裁平成５年３月１１日第一小法廷判決・

民集４７巻４号２８６３ページ）。 

 

以上のように、控訴人は、上記下線の「傍聴受付の締切時刻を会議開始の１０分

前としたことが違法であった」ことが恰も違法の事実認定の如くに記載している。 

しかしながら、前述したように、原判決は、㋐の「本件受付条件は、会議開始の１０

分前までに整理券を入手しない者については、その時点における傍聴希望者数が

傍聴席数を上回っているか否かにかかわらず、一律に傍聴を認めないという制限」

という事実認定した行為が違法であると判示しているのである。 

以上のように、控訴人は、原判決の文言を正確に記載していない。つまり、控訴

人は、正確に原判決を理解していないか、あるいは恣意的に曲解理解しているとい

える。 

 

そのうえで、控訴人は次のように主張する。 

 

原判決は、「前記各判断を踏まえると、市教育委員会は、本件受付条件

で一律に傍聴を制限することにより、傍聴の自由を違法に侵害しうることを認

識すべき職務上の義務を負っていた」とする（原判決１７頁２２行目）が、国家

賠償法１条１項の違法性の判断に当たって市教育委員会が負うべき職務上

の義務が「傍聴の自由を違法に侵害しうることを認識するべきこと」などという

ことになるものではない。 

 

つまり、控訴人の「本件受付条件で一律に傍聴を制限」とは、㋐の「本件受付条

件は、会議開始の１０分前までに整理券を入手しない者については、その時点にお

ける傍聴希望者数が傍聴席数を上回っているか否かにかかわらず、一律に傍聴を

認めないという制限」ではなく、「傍聴受付の締切時刻を会議開始の１０分前としたこ

とが違法であった」と思わせる記載の主張を展開している。 

以上のように控訴人の原判決の文言に対する主張は、事実上の事実誤認にもと

づくもので失当というはかない。 

 

 

３ 「３ 職務上の義務違反の判断誤り」の「（７）」の主張への反論 
 

控訴人は、「第３ 原判決の誤り」の「３ 職務上の義務違反の判断誤り」の「（７）」

（１１頁３行目～１３行目）のなかで、「改正前の地教行法１３条６項により住民に憲法

上保障されるべき傍聴の自由が認められるものでないことは上記２（４）のとおりであ

る。」と主張する。 

しかしながらこの控訴人の主張は、前述「『第３ 原判決の誤り』の『２』の『（２）』の

主張の事実誤認」で示したように、原判決の文言の事実を誤認している。 
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つまり、原判決は、「およそ各人が自由に様々な意見、知識、情報に接し、これを

摂取する機会を持つことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成、発展

させ、社会生活の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないものであ

り、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本原

理を真に実効あるものとするためにも必要である。このような情報等に接し、これを

摂取する自由は、憲法２１条１項の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当

然に導かれる（最高裁昭和５２年（オ）第９２７号同５８年６月２２日大法廷判決・民集

３７巻５号７９３頁参照）。」と述べているのである。 

したがって、控訴人の原判決の文言に対する主張は、その事実に反し、失当であ

る。 

なお、「本件傍聴受付手続拒否」が、傍聴の自由などを侵害していることの詳細

は、被控訴人の原審各準備書面及び附帯控訴理由書（２）で述べているとりである

のでそれを援用する。 

 

 

４ 「３ 職務上の義務違反の判断誤り」の「（４）」～「（９）」の主張への反論 
 

控訴人は、「第３ 原判決の誤り」の「３ 職務上の義務違反の判断誤り」の「（４）」

（９頁下段８行目～１０頁３行目）のなかで次のように主張する。 

 

「住民等の権利ないし利益を害するところがあったとしても、そのことから

直ちに国家賠償法１条１項にいう違法があったとの評価を受けるものではな

く、市町村長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と右行

為をしたと認め得るような事情かある場合に限り、右の評価を受けるものと解

するのが相当である」（最高裁平成１１年１月２１日第一小法廷判決・判例時

報１６７５号４８頁）とあるように、国家賠償１条１項にいう違法の評価は、制限

した目的と手段の比較衡量により住民等の権利ないし利益の侵害の有無を

判断するものではない。 

 

そして、「（５）」（１０頁４行目～下段４行目）のなかで、「職務上尽くすべき注意義

務とは」に関する判決事例である「平成元年判決」と「最高裁平成１１年１月２１日第

一小法廷判決」を引用し、「（６）」（１０頁下段３行目～１１頁２行目）で次のように主張

する。 

 

国家賠償法１条１項の違法の評価は、事後において目的の正当性と手段

の合理性により判断するものではなく、公権力の行使に当たる公務員の職

務行為時を基準として、担当職員が従うべき行為規範である法令その他の

ルールに違反したか、また、他での同様の事例における措置内容や一般的

な見解に基づくものであったかなどによって判断されなければならない。 

 

そのうえで「（７）」（１１頁３行目～１３行目）のなかで、「（４）」（９頁下段８行目～１０

頁３行目）のいわゆる「職務行為基準説」に立つ最高裁判決（平成１１年１月２１日第

一小法廷）の「国家賠償１条１項にいう違法の評価は、制限した目的と手段の比較
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衡量により住民等の権利ないし利益の侵害の有無を判断するものではない。」との

判断基準にもとづき、本件「傍聴受付手続拒否」について次のように述べる。 

 

 本件会議開催当時において、相当数の地方公共団体で傍聴受付時間を制

度として設けていたことは、原判決における認定のとおりである（原判決１３頁１

０行目）。さらに、教育委員会の会議の公開について争われた裁判例もなかっ

た。 

 

この「本件会議開催当時において、相当数の地方公共団体で傍聴受付時間を制

度として設けていた」ので、「規範に違反したとか、一般的に通用している見解に相

違」していないとの理由は、いわば、「赤信号、みんなで渡れば違法ではい」との主

張に等しい。 

裁 判 官 の指 示 の「事 務 連 絡 」の⑥にある大坂地裁 判 決 （平 成 １９年 ２月

１６日 ：証 拠 甲 １０号 証 ）は、「規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段

として傍聴を制限することの合理性及び必要性」（以 下 「合理性及び必要性の総合

判断基準」という。）を判 断 基 準 としている。この「合理性及び必要性の総合判断

基準」を、前記控訴人の主張の事例を当てはめると、前記理由には、法的合理性が

まったく存在しない。また、「規範に違反したとか、一般的に通用している見解に相

違」していないとの理由は、地方自治法第１条の２の「地方公共団体は、住民の福

祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施す

る役割を広く担うものとする。」という今治市の責務への考察も、附帯控訴理由書

（２）で示している今治市が、「会議の最高規範」と位置付ける「今治市会議基本条

例」の趣旨にまったく相反し、到底受け入れることなどできない（詳細は、附帯控訴

理由書（２）の（３）「今治市会議基本条例」が示す「住民自治と参画権」～（６）「今治

市会議基本条例」が示す「参画権」と「知る権利」を参照）。 

また、「教育委員会の会議の公開について争われた裁判例もなかった」とのもう一

つの理由も、前記の理由と五十歩百歩であり、理由になり得ない。 

 

控訴人は、このような前記の二つを理由にし、結論として、次のように主張してい

る。 

 

つまり、本件会議の開催当時において、１０分前に受付時間を締め切ると

教育委員会が定めたこと、さらには担当職員が受付締め切り時間を遅れて

きた被控訴人の受付を拒否したことは、行為当時において担当職員が従う

べき行為規範に違反したとか、一般的に通用している見解に相違したという

ようなものではなく、担当職員ないし市教育委員会が職務上の注意義務を

尽くすことなく、漫然と当該行為を行ったと認定されるものではない。 

 

さらに、控訴人は、（８）（１１頁下段１１行目～１行目）において次のように主張する

のである。 

 

本件は要するに、会議開始前１０分前まで来場してこなかった被控訴人に

対して、教育委員会の定めた規則に従い、担当者が受付拒否しただけであ
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り、職務上尽くすべき注意義務は一応は果たしている事案である。故意や過

失もなかった。一受付担当者や民間人からなる組織である教育委員会に原

判決が判示するような違法侵害を認識すべき職務上の義務など要求するこ

と自体、無理である。 

 

以下、この控訴人の主張に反論する。 

 

 

（１）教委委員ら及び教委事務局職員らの職務権限と法的位置 
 

控訴人は、本件「傍聴受付手続拒否」を行った担当職員及び教委委員らを、

「一受付担当者や民間人からなる組織である教育委員会」（１１頁下段８行目）で

あると主張する。この主張は、下記の理由から失当である。 

 

地方自治法第１条の２で「地方公共団体」は、「住民の福祉の増進を図ることを

基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うも

のとする。」と規定している。この目的を実現させるに、同法１３８の４で「普通地方

公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるとこ

ろにより、委員会又は委員を置く。」とする。同１３９条２項の規定にもとづき、今治

市に市長を置き、長の補助機関として同法１６１条で副市長、同法１６８条で会計

管理者など置き、同法１７２条で、「普通地方公共団体に職員を置く。」とする。つ

まり、市の職員を市の補助機関と位置付けている。 

また、地方自治法１３８の４にある「執行機関」として、同法１８０の５の「執行機関

として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員

会及び委員」を同１項で「教育委員会」とする。 

この教育委員会（以下「教委」という。）の委員らは、地方公務員法３条３項２号

により特別職の地方公務員とする。教委の職務権限について原判決にも記載し

ているが、地方行法２３条で次のように極めて広範な職務権限を有している。 

 

第２３条  教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する

事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。  

１  教育委員会の所管に属する第３０条に規定する学校その他の教育機

関（以下「学校その他の教育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関

すること。  

２  学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」という。）

の管理に関すること。  

３  教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事

に関すること。  

４  学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、

転学及び退学に関すること。  

５  学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に

関すること。  

６  教科書その他の教材の取扱いに関すること。  
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７  校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。  

８  校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。  

９  校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保

健、安全、厚生及び福利に関すること。  

１０  学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。  

１１  学校給食に関すること。  

１２  青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関す

ること。  

１３  スポーツに関すること。  

１４  文化財の保護に関すること。  

１５  ユネスコ活動に関すること。  

１６  教育に関する法人に関すること。  

１７  教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。  

１８  所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談

に関すること。  

１９  前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における

教育に関する事務に関すること。  

 

この職務権限に属する事務を処理するために、同法１８条で、「教育委員会の

権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。」とし、同法２

０条で、「教育長」は、「事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。」と

ある。また、同１１条６項で、教育「委員は、その職務の遂行に当たつては、自らが

当該地方公共団体の教育行政の運営について負う重要な責任を自覚するととも

に、第１条の２に規定する基本理念に則して当該地方公共団体の教育行政の運

営が行われるよう意を用いなければならない。」とその服務を定めている。 

一方、教委事務局職員らは、地方公務員法３条２項により一般職の地方公務

員となる。教委事務局職員らの大半は、市職員からの出向者からなっている。 

地方公務員法１条は、「この法律は、・・・服務、退職管理、研修、福祉及び利

益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方

公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の

事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資するこ

とを目的とする。」とある。そして、同６節でその服務を次のように定めている。 

 

（服務の根本基準）  

第３０条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務

し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければ

ならない。  

 

（服務の宣誓）  

第３１条   職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければ

ならない。  

 

（法令等及び上司の職務上の命令に従う義務）  
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第３２条   職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公

共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上

司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。  

 

（信用失墜行為の禁止）  

第３３条   職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名

誉となるような行為をしてはならない。  

 

（職務に専念する義務）  

第３５条   職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その

勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、

当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければな

らない。  

 

以上が、教委委員ら及び教委事務局職員らの職務権限であり、その職務権限

に属する事務を処理する職員らの法的権限と服務、そして法的位置である。 

このように、職務権限及びその法的位置並びに服務の義務を負う教委委員ら

及び担当職員らを、「一受付担当者や民間人からなる組織である教育委員会」と

その職務権限及びその法的位置並びに服務の義務の事実を、より小さく見せか

けている。その目的は、いうまでもなく、職務行為上の権限や責務を小さく見せか

けることで違法性を小さく見せかけることにある。 

 

 

（２）公務員の憲法遵守義務と本件の違法行為の認識 
 

地方公務員である教委委員ら及び教委事務局職員らは、「職員の服務の宣誓

に関する政令」及び地方公務員法３０条などにより、「私は、国民全体の奉仕者と

して公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し」す

るとの「宣誓書」を提出しなければならない。そして、地方公務員法３２条で、「職

員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地

方公共団体の機関の定める規程に従」うと規定されている。 

公務員は、法令にもとづき職務を遂行する、つまり、公権力を行使する。ゆえに、

職務権限に属することに関しては、職務を遂行するためには、関係する法令、条

例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程について、そ

れ相当の法的知識を有することが前提となる。具体的には、前記した地方行法２

３条で極めて広範な職務権限を有する教委の事務局職員として、担当する職務

を法令にもとづき行使するのである。 

そして、「教育委員会」は、「当該地方公共団体が処理する教育に関する各種

事務の管理及び執行権限を有しており（改正前法２３条）、その組織として会議制

が採用され、会議については公開原則が定められている（改正前法１３条６項）。

そして、前記の公開原則の趣旨は、教育委員会が地域住民に対して積極的に情

報提供を行い、教育委員会としての説明責任を果たすとともに、地域住民の教育

行政に関する理解と協力を得るという観点にあると解されている（木田宏『第三次
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新訂逐条解説地方教育行政の組織及び運営に関する法律』〔第一法規、平成１

５年〕１３４頁。甲７）。」と原判決（１４頁下段５行目～１５頁２行目）で述べている会

議における様々な資料などの作成と、会議で決定したことを遂行している。 

その教委委員ら及び教委事務局職員であることを勘案すると、各法令の詳細

な解釈なでも精通していないとしても、それそうとうの法令に対する知識を有して

いると考えられる。 

すると、控訴人が主張する「本件は要するに、会議開始前１０分前まで来場し

てこなかった被控訴人に対して、教育委員会の定めた規則に従い、担当者が受

付拒否しただけであり、職務上尽くすべき注意義務は一応は果たしている事案で

ある。」とは到底いえず、教委委員ら及び教委事務局職員らは、教育委員会の極

めて重要な会議の傍聴を容易に制限してはならないとの程度の認識を本件当時

に有していたと考えることが妥当である。 

 

 

（３）「今 治 市 市 民 が共 におこすまちづくり条 例 」が示 す「市 の責 務 」 

 

「今 治 市 市 民 が共におこすまちづくり条例 」の「前 文 」及 び「目的 」並び

に「市 の責務 」は、次 のとおりである。 

 

いま、今 治 市 では、市 民自らがよりよい地域社会を実現しようとい

う動 きがみられるようになってきました。これらの市 民活動 は、創造 性 、

先駆性 、柔軟性 、多様 性 、専門性 といった特性 を持っており、豊か

で充実 した市 民生活や活力と魅力あるまちづくりを進める上 で重要

な役割を果たしています。 

市 民活動 は、本来 、自主的 、自立的に行 われるものですが、一

方 で、市 民活動団体と行政がお互いの長所 を認 め、適切な協力

関係を築き、協働した活動 を進めることが求 められています。 

私たちは、市 民 と行政が一体となって、「魅力ある生活とそれによ

り培われた文化が新しい産業を興し、また、豊かな市 民生活を創る、

21 世紀の人間都市 ・今 治 」を築きあげるために、この条例を制 定 し

ます。 

 

(目的 ) 

第 1 条  この条例は、市 民活動 の推進に関 する基 本 原則を定 め、

市 及 び市 民活動団体の責務 を明 らかにするとともに、協働してまち

づくりを進めることができる環境を整備 し、もって、市 民 が共におこす

魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

(市 の責務 ) 

第 5 条  市 は、今 治地域のまちづくりにおける市 民活動 の果たす役

割を認識し、今 治地域の発展のために、次 に掲げる責務 を果たす

ものとする。 

(3) 市 民活動 の推進に資する情報を公開し、又 は提供すること。 
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(4)  市 民 が広く市 民活動 に参加し、市 民活動 の活性化を促進す

るため、普及 及 び啓発活動 を実施すること。 

(5) 市 職員に対 する教育及 び研修を行 うこと。 

 

「今 治 市 市 民 が共におこすまちづくり条例 」の上記の文言と「本件は要する

に、会議開始前１０分前まで来場してこなかった被控訴人に対して、教育委員会の

定めた規則に従い、担当者が受付拒否しただけであり、職務上尽くすべき注意義

務は一応は果たしている事案である。故意や過失もなかった。一受付担当者や民

間人からなる組織である教育委員会に原判決が判示するような違法侵害を認識す

べき職務上の義務など要求すること自体、無理である。」との控訴人の主張には埋

めがたいギャップがある。 

控訴人の主張が仮に事実であるとすれば、「今 治 市 市 民 が共におこすまち

づくり条例 」の「前 文 」・「目的 」・「市 の責務 」は、絵に描いた餅ということに

なる。それは、地方自治 法 １５４条 の「普通地方公共団体の長は、その補助機

関である職員を指揮監督する。」との規 定 を勘案すれば、長としての監督責任

を怠る不 作 為 があるということになる。 

また同時に、控 訴 人 の前 記 主 張 が、事 実 であるとすると、その事 実 は、

市長の補助機関の職員としての服務の根本基準である地方公務員法３０条の「す

べて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行

に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」及び同３５条の「職員

は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注

意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を

有する職務にのみ従事しなければならない。」などの服務違反ということになる。 

いずれにしても、控 訴 人 の前 記 の主 張 は、失 当 というほかない。 

 

 

（４）議会の最高規範「今 治 市 議 会 基 本 条 例 」が示 す職 員 の自 覚  

 

「今 治 市 議会基 本 条例 」は、同 ２３条で、「この条例は、議会の最高規範」と

する。同条例の「目的」「議会の活動原則」「市民参加及び市民との連携」を次 のよ

うに規 定 している。 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、二元代表制における今治

市議会(以下「議会」という。)の基本理念、議員の責務及び活動原則、市民

との関係、市長その他の執行機関との関係及び議会に関する基本的事項を

定めることにより、今治市民の負託に応え、もって市民全体の福祉の向上及

び市勢の発展に寄与することを目的とする。 

 

(議会の活動原則) 

第 3 条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。 

(1) 公正性及び透明性を確保するとともに、市民に開かれた議会を目指す

こと。 
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(2) 市民の多様な意見を把握し、政策提言及び政策立案の強化に努めるこ

と。 

(3) 市民本位の立場から、公平公正かつ適正な市政運営が行われているか

を監視し、評価すること。 

(4) 市民の市政への関心が高まるような議会運営に努めること。 

 

(市民参加及び市民との連携) 

第 10条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任

を十分果たさなければならない。 

2 議会は、本会議のほか、常任委員会及び特別委員会を原則公開とする。 

3 議会は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)第 115

条の 2(法第 109 条第 5 項において準用する場合を含む。)に規定する学

識経験者等からの意見聴取及び公聴会制度並びに参考人制度を活用し

て市民等の意見等を聴き、議会の討議に反映させるよう努めるものとす

る。 

4 議会は、市民の多様な意見を把握するため、市民との意見交換、議会報

告の場を多様に設けるものとする。 

 

単に市 議会に止まらず、「その他の執行機関」とあることから、今 治教委の

会議 においても考察される必 要 がある（詳細は、附 帯 控 訴 理 由 書 （２）の

「第３ 本件処分による法律上の利益侵害判断上の必要的考慮事項」（８～２１頁 ）

などを参照。）。 

今 治教委の職員は、前 記 のように、今 治 市 からの出向者 が多数を占め

ているのである。よって、前 記 した理 由 から、今 治 市 議会の最高規範である

「今 治 市 議会基 本 条例 」を相 当程度認識していることが前 提 となる。 

とするならば、控 訴 人 が主張する「本件は要するに、会議開始前１０分前まで

来場してこなかった被控訴人に対して、教育委員会の定めた規則に従い、担当者

が受付拒否しただけであり、職務上尽くすべき注意義務は一応は果たしている事案

である。故意や過失もなかった。一受付担当者や民間人からなる組織である教育委

員会に原判決が判示するような違法侵害を認識すべき職務上の義務など要求する

こと自体、無理である。」などは、到底許される余地はない。 

よって、控訴人のこの主張は、失当である。 

 

 

（５）教育委員会会議の傍聴者数を制限する要因 

 

教委事務局職員らは、今治市職員からの出向者が多数を占めている。すると、本

件傍聴受付などを担当した職員らは、大なり小なり、今治市議会に何らか職務上に

おいてかかわった経験がある可能性がある。仮にそれにかかわっていない職員であ

ったとしても、市の職員であるならば、住民が議員活動や市町その他の執行機関の

活動を直接知る極めて重要な場である本会議の傍聴に関する次のような基本的な

認識を有していることが不可欠であると思われる。 
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議会の委員会については、市のホ－ムページで原則公開とし、そのうえで、傍聴

席数と傍聴希望者数との関係でこれを超えた場合を想定し、傍聴受付時間や抽選

があることを知らせている。しかし、本会議については、今治市議会傍聴規則４条で、

「一般席の傍聴人の定員は、８０人とする。」とある。教委事務局職員らが、この「定

員」が「８０人」であるとの正確な数までも認識していなくとも、議場の傍聴席と傍聴希

望者数との関係による経験則により、傍聴希望者数が、傍聴定員数を超えることは

ないとし、傍聴受付時間の制限を設けていないことを知っていると思われる。 

また、教委事務局職員らは、会議を傍聴するための議事堂への入場・退場は、会

議中であっても自由であることなどの認識を有していたと考えらことが妥当である。

同様に、特別職である市教委教育委員らについても同様の認識を有していると判

断することは妥当であろう。 

すると、教育委員会会議の傍聴における人数制限は、傍聴席数との関係であるこ

と、つまり、議事堂の面積と教育委員会会議の面積の違いがその要因であるとの認

識に容易にたどり着くであろう。逆にいえば、教育委員会会議の傍聴は、傍聴席数

を傍聴希望者が超えなければ、傍聴を制限する必要がないとの認識がそこに存在

していることを示している。ゆえに、今 治 市教育委員会会議傍聴規則におい

ても、このことを前 提 にし、傍聴人数の制 限 について同 ４条 で、「傍聴席が

満員となったとき」と定 めているのは、このような認識を前 提 にしていることを

明確に示 している。 

社会通念上の常識に立てば、傍聴希望者が、傍聴席数に達していなければ、傍

聴が可能であると認識するのが一般的である。本件原審口頭弁論においても、それ

は同様であり、口頭弁論中であっても、傍聴席が空いていた場合は、傍聴を制限さ

れていなかったことが、それを明確に示している。 

このような社会通念上の常識にもとづく認識及び事実に立てば、「本件受付条件

は、会議開始の１０分前までに整理券を入手しない者については、その時点におけ

る傍聴希望者数が傍聴席数を上回っているか否かにかかわらず、一律に傍聴を認

めないという制限」は、傍聴の自由を侵害すると認識するのが、一般的である。まし

てや、前記した職務を法令にもとづき遂行する公務員であるのであるから、より一層

そのような認識を有することが求められるのである。 

つまり、「本件会議の開催当時において、１０分前に受付時間を締め切ると教育

委員会が定めたこと、さらには担当職員が受付締め切り時間を遅れてきた被控訴人

の受付を拒否したことは、行為当時において担当職員が従うべき行為規範に違反

したとか、一般的に通用している見解に相違したというようなものではなく、担当職員

ないし市教育委員会が職務上の注意義務を尽くすことなく、漫然と当該行為を行っ

たと認定されるものではない。」との控訴人の主張は、失当というほかない。 

なお下記は、今治市議会傍聴規則である。 

 

今治市議会傍聴規則 

(傍聴の手続) 

第３条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を

傍聴人受付簿に記入しなければならない。 

２ 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責

任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員並びに代表者又は責任者
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の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。 

 

（傍聴人の定員） 

第４条 一般席の傍聴人の定員は、８０人とする。 

 

上記「（１） 教委委員ら及び教委事務局職員らの職務権限と法的位置」（１６頁）

～「（５） 教育委員会会議の傍聴者数を制限する要因」（２３頁）及び附帯控訴理由

（２）の「第３ 本件処分による法律上の利益侵害判断上の必要的考慮事項」（８頁）

～「第４ 本件処分が侵害する原告の｢法律上の利益｣の内容及び様態」（２６頁）を

考察すれば、控訴人の前記主張は、まったく理由にならず、失当というほかない。 

 

 

（６）本件傍聴制限は国賠法上の違法となる 
 

前記したように、教委委員ら及び教委事務局職員らは、憲法の各条文や関係法

令の詳細な解釈までもは認識していないとしても、通常の一般人よりは、それを職務

上・服務上から求められるのである。よって、被控訴人の傍聴を、「会議開始の１０分

前までに整理券を入手しない者については、その時点における傍聴希望者数が傍

聴席数を上回っているか否かにかかわらず、一律に傍聴を認めないという制限」が、

傍聴の自由などを侵害する違法であることを認識していることが前提となる。 

つまり、控 訴 人 の主張の「本件は要するに、会議開始前１０分前まで来場してこ

なかった被控訴人に対して、教育委員会の定めた規則に従い、担当者が受付拒否

しただけであり、職務上尽くすべき注意義務は一応は果たしている事案である。故

意や過失もなかった。一受付担当者や民間人からなる組織である教育委員会に原

判決が判示するような違法侵害を認識すべき職務上の義務など要求すること自体、

無理である。」は、失当というほかない。 

また、被控訴人は、訴状８頁下段１行目～９頁６行目で次のように述べ、今治市教

育委員会に再三再四、住民の知る権利との関係で傍聴の環境を改善することを求

め、かつ、その義務を怠っていると訴え続けていた。 

 

原告は、２０１１年８月２９日に「８月臨時会会議の公開の環境整備に関す

る要求書」を被告今治教委に提出した。その内容を先の「『開かれた教育委

員会会議』についての公開質問状」（証拠甲２号証）の「③「８月臨時会会議

の公開の環境整備に関する要求書」」（５～６頁）で引用している。それは、

次のとおりである。つまり、被告今治教委の住民の「知る権利など」の具体的

な保障の一つである「傍聴の定員」の数においても、実体的な「知る権利な

ど」を保障する整備を著しく怠っている。 

 

つまり、教委委員ら及び教委事務局職員らは、本件行為が、国家賠償１条１項の

違法に抵触するとの認識を有していたと判断するほかない。 

以上の理由から、「国家賠償１条１項の違法評価基準」に照らしても、最高裁平成

１１年１月２１日の「国家賠償１条１項にいう違法の評価は、制限した目的と手段の比

較衡量により住民等の権利ないし利益の侵害の有無を判断」に照らしても、教委委
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員ら及び教委事務局職員らは、本件傍聴受付手続きを拒否することが、被控訴人

の傍聴の自由を侵害するとの認識を有していたことは明白である。 

また前記のことと、附帯控訴理由（２）の「第３ 本件処分による法律上の利益侵害

判断上の必要的考慮事項」（８頁）～「第４ 本件処分が侵害する原告の｢法律上の

利益｣の内容及び様態」（２６頁）を重ねて考察すると、本件は、「違法性が肯定され

るのは、公権力の行使に当たる公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くす

ことなく漫然と当該行為をなしたと認められるような事情がある」事案に該当する。 

したがって、教委委員ら及び教委事務局職員らによる被控訴人の「会議開始の１

０分前までに整理券を入手しない者については、その時点における傍聴希望者数

が傍聴席数を上回っているか否かにかかわらず、一律に傍聴を認めないという制

限」は、国賠法上の違法にも該当することは明白である。 

 

 

（７）職務行為基準説に立って違法性を肯定した判例 

 

西埜章（新潟大学名誉教授）は、『国家賠償法コメンタール 第２版』（２０１４年 

勁草書房）の１６９頁～１７２頁で、「職務行為基準説に立って違法性を肯定した判

例」を次のように多数紹介している。 

本件は、前述した理由から、これらの事例に該当し、本件処分は、国家賠償法１

条の違法に該当し、控訴人は、被控訴人が被った精神的苦痛に対して慰謝料を支

払う必要がある。 

 

 

職務行為基準説に立って違法性を肯定した判例 

 

1 高裁の判例   

最高裁のものとしては、在外被爆者訴訟の最判平成１９・１１・１（民集６１

巻８号２７３３頁）がある。同判決は、「４０２号通達を作成、発出し、また、これ

に従った失権扱いを継続した上告人の担当者の行為は、公務員の職務上

の注意義務に違反するものとして、国家賠償法１条１項の適用上違法なもの

であり、当該担当者に過失があることも明らかであって、上告人には、上記

行為によって原告らが被った損害を賠償すべき責任があるというべきである」

と判示している・・・・中略・・・。また、違法な固定資産税の賦課決定による損

害を国賠訴訟で争えるか否かが問題となった事案において、最判平成２２・

６・３（民集６４巻４号１０１０頁）は、「公務員が納税者に対する職務上の法的

義務に違背して……」という表現をしており、「市長に過失が認められないと

いうこともできない」と述べていることからすれば、職務行為基準説に立って

いるのではないかと思われる（ただし、さらに審理を尽くさせるために原審に

差し戻している）。 

                

２ 下級審の裁判例   

前掲最判平成５・３・１１の控訴審判決（大阪高判平成元・３・２８訟月３５巻

９号１７２２頁）は、職務行為基準説に立ちながらも、「更正処分は可能な限り
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実額を把握すべきものであり、且つその認定根拠の立証責任は処分庁たる

税務署長に在するのであるから、右帳簿等の調査に依らないことが許される

場合でも、より実額に近い数値が把握できる合理的方法が選択されなけれ

ばならず、資料の収集に納税者の協力が得られなかった場合といえども、右

合理的推計の努力を捨てることは許されず、その方法によれば過大認定と

なることを予想し若しくは予想すべかりしに拘わらず、漫然とこれを選択した

ことにより著しく過大な認定となった場合には、それが懲罰的意図を含むと

否とに拘わらず、国賠法上は注意義務違反による違法な処分となるものとい

わなければならない」とした上で、「４８年分において、売上原価、消耗品費、

給料賃金の項において売上の２倍の増加に基づき更正処分をなすに拘わ

らず、申告額そのまま採用したことによって右各費目の過少認定となり、それ

が本件過大認定に著しく違反した違法な処分であったとみなければならな

い」として、本件の違法につき、その起因の一部に税務署長の過失を認めて

国賠責任を肯定している。また、ミャンマー（ビルマ）人に対する難民不認定

処分国賠訴訟において、東京地判平成１５・４・９（判時１８１９号２４頁）は、前

掲の最判昭和６０・１１・２１と最判平成１５・３・１１を引用した上で、「法務大臣

が、このように難民調査官の調査結果に不十分かつ誤った点があったにも

かかわらず、これを看過して自らも誤った判断に至ったのは、難民認定申請

者が置かれた状況 に対して正当な配慮を与え、その供述内容を公正かつ

慎重に評価、吟味するという法務大臣の法的義務に違反したためであるとい

わざるを得ないのであり、したがって、法務大臣の行為には違法性があった

ものというべきである」と判示して、同時に法務大臣の過失も認定している。 

同様に最近のものとしては、一般乗用旅客自動車運送事業運賃・料金認

可申請却下処分取消等請求事件において、大阪地判平成２１・９・２５（判時

２０７１号２０頁）は、前掲最判平成５・３・１１を引用した上で、「近畿運輸局長

が再度裁量を逸脱し又はこれを濫用してした本件再却下処分は、前判決の

趣旨に沿わないであることはもとより、原告に対し職務上通常尽くすべき注

意義務を尽くすことなく漫然とされたものと評価せざるを得ず、国賠法上も違

法である」と判示して、同時に近畿運輸局長の過失も認定している（ただし、

控訴の大坂高判平成２２・９・９訟月５８巻５号２０５１頁は、本件再却下処分に

裁量権の逸脱または濫用があるとは認められないとして、国賠法上の違法

性も否定している）。冷凍倉庫固定資産税過大賦課訴訟の東京地判平成２

４・１・２５（判夕１３８７号１７１頁）も、前掲最判平成５・３・１１を引用した上で、

被告東京都の評価担当職員および都知事は職務上尽くすべき注意義務を

尽くさなかったとして、本件価値決定および賦課決定の違法性を肯定し、同

時に評価担当職員と都知事の過失も認定している。 

そのほか、生活保護停止処分の取消し等のほか、市の福祉事務職員の

行為等により精神的苦痛を受けたとして国賠請求がなされた事案において、

福祉事務所や職員は職務上通常尽くすべき注意義務を十分尽くすことなく、

漫然な本件停止処分を行った、とされた事例（福岡地判平成２１・３・１７判夕

１２９９号１４７頁、控訴審の福岡高判平成２２・５・２５賃金と社会保障１５２４号

５９頁）。弁護人による刑事施設に収容されている被告人への物の授受が拒

否された事案において、刑務所長は、職務上通常尽くすべき注意義務を尽
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くすことなく漫然と違法な本件達示を制定したというのであるから、所長の本

件達示制定行為は国賠法１条１項における違法の評価を免れず、当然に過

失も認められる、とされた事例（佐賀地判平成２１・３・３０判時２０４０号１０３

頁）。警察官が誤って現認した携帯電話使用の事実を前提として運転免許

効力停止処分がなされた事案において、処分行政庁は、職務上通常尽くす

べき注意義務を尽くすことなく漫然と違反行為の事実を認定、判断したもの

といわざるをえず、処分行政庁が本件処分を行ったことは国賠法１条１項に

いう違法の評価を受ける、とされた事例（大阪地判平成２１・９・１０判例自治３

３０号６５頁）。市の会計課出納主幹が市の公平委員会の「管理職員等の範

囲に関する規則」により市職員労働組合から加入を許否されたため、同規則

を改正しないで維持したことの違法性が争われた事案において、「本件公平

委員会は……本件規則を再検討して改正すべき職務上の法的義務を負っ

ていたにもかかわらず、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫

然と上記改正を行わなかったというべきであって、その不作為は国賠法上違

法と評価することが相当である」とされた事例（東京高判平成２２・８・２５判時

２０９８号４５頁）。産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書を繰り返し

て返戻した行為が行政手続法７条に違反するとして争われた事案において、

行政手続法違反行為が直ちに国賠法上も違法となるものではないとしなが

らも、本件返戻行為は担当職員の職務義務違反であり、国賠法上も違法で

ある、とされた事例（長野地判平成２２・３・２６判例自治３３４号３６頁）。県知

事が、破産管財人である弁護士を廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃

掃法）違反で刑事告発し、その事実を報道機関へ公表したことが違法である

として、弁護士が県に対して国賠請求した事案において、本件告発を行うに

あたり、原告が本件廃掃法違反の罪を犯したと嫌疑をかけることを相当とす

る客観的根拠の有無について調査検討を尽くすべき職務上の注意義務を

怠り、漫然と本件告発に及んだといわざるをえない、とされた事例（岐阜地判

平成２４・２・１判時２１４３号１１３頁）、などもある。 

 

 

結語 
 

上記のとおりであるから、本件控訴は棄却されるべきである。 

 

以上 

 

添付資料 

１， 証拠説明書                                       各１通 

２， 証拠甲１２号証    第４回口頭弁論調書                    各１通 

 

 


