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平成 25年（ワ）第 13 7号 表現の自由及び参政権侵害事件

原告岩 崎信

被告延岡市

第 1準備書面

平成 26年 2月 19日

第 1 被告の主張

1 国家賠償法上の違法性について

原告は、行政文書の不開示決定に対する損害賠償等について、国家賠償法上

の違法性を主張する占

しかし、行政文書の不開示決定に対する損害賠償の可否については、積極の

ものもみられるが、それらは開示決定後長期間にわたって開示が実施されなか

ったとか、請求に対し長期間決定がされなかったなどの特殊なケースであり、

開示すべきであったものを不開示とする決定をしたことをもって直ちに損害

賠償を肯定することは相当でない（判例タイムズ 12 0 3号 13 6頁判例解説

参照）。
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国家賠償法上の違法性については、取消訴訟における違法性と異なり、損失

の公平な填補の見地から、非侵害法益の重大性や不法行為に係る具体的諸事情

を考慮して総合的に判断すべきものであり、公文書非公開処分が行政処分とし

て違法で、あっても国家賠償法上の違法性が直ちに肯定されるわけではない（大

分地判平成 11年5月 31日判タ 10 1 7号 11 6頁）。

また、最高裁判例においては、税務署長のする所得税の更正に関する事件で

あるが、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠

償法第 1条第 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、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更正したと認めるような事

情がある場合に限り、上記評価を受けるとしている（最判平成 5年3月 1・1日

民集47巻4号 28 6 3頁）。

本件においては、後述するように、被告の行政文書の不開示決定に何らの違

法もない。また、原告は行政文書の不開示決定等に対し、行政処分の取消訴訟

もしていない。

仮に被告の行政文書の不開示決定やその期間等に結果的に何らかの違法が

あったとしても、後述するように、被告は職務上通常尽くすべき注意義務を十

分に尽くしており、それは国家賠償法上の違法の評価を受けるものではない。

2 延岡市の情報公開制度について

( 1 ）概要

被告の情報公開制度は、乙 1のとおりであるが、簡単に概略を紹介してお

く。

被告の情報公開制度は、被告が保有する行政文書の開示を請求する市民の

権利を創設する制度であり、被告は、平成 11年 12月に延岡市情報公開条

例（平成 12年条例第 25号）（以下 f条例Jという。）を制定し、平成 12 

年 7月 1日から施行している（乙 1）。
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( 2 ）実施機関

被告において情報公開制度を実施する機関（実施機関）は、市長、議会、

教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定

資産評価審査委員会である（条例第 2条第 1号）。

( 3 ）開示請求権

開示請求権については、条例第 3条において規定されており、①「市内に

住所を有する個人j、②「市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人そ

の他の団体J、③「市内に存する事務所又は事業所に勤務する個人j、④ f市

内に存する学校に在学する個人j 及び⑤「実施機関が行う事務事業に利害関

係を有すると認められるものJは、実施機関の長に対し、当該実施機関の保

有する行政文書（⑤，i，利害関係を有する事務事業に係る行政文書に限る。）

の開示を請求することができる（条例第 3条）。

( 4）行政文書（開示請求の対象）

開示請求の対象となる f行政文書jについては、条例第 2条第2号で、 f実

施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られた記録であって、規則で定めるものをいう。以下同じ。）で、あって、

当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有して

いるものをいう。Jと規定されている。

ただし、「一般に入手することができるもの又は一般に利用することができ

る市の施設において閲覧に供されているものJ及び f市の施設において歴史

的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされてい

るものj は、「行政文書j から除かれている（同号ただし書）。
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( 5 ）開示請求の手続

開示請求は、「開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法

人その他の団体にあっては代表者の氏名j 及び f行政文書の名称その他の開

示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項Jを記載した書面（開示請求

書）を実施機関の長に提出してしなければならないとされており（条例第4

条第 1項）、実施機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるとき

は、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができ

るのである（同条第 2項）。

( 6）不開示情報

開示請求があったときは、実施機関の長は、開示請求に係る行政文書に不

開示情報が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を

開示しなければならないとされ、次に掲げる情報が不開示情報として規定さ

れている（条例第5条）。

(1) .個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）で

あって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個

人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個

人を識別することができることとなるものを含む。）文は特定の個人を識別

することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害する

おそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、文は公にすることが予定

されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要

であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員（国家公務員法（昭和 22年法律第 12 0号）第2

条第 1項に規定する国家公務員及び地方公務員法（昭和 25年法律第 2

6 1号）第 2条に規定する地方公務員をいう。）である場合において、

4 



． 、

~ 

当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、

当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

エ 当該個人が実施機関が行う交際の相手方である場合における当該交

際に係る市の支出に関する情報（公にするととにより、当該個人の権利

利益を害するおそれがあるものを除く。）

(2) 法人その他の団体（国及び地方公共団体を除く。以下 f法人等Jという。）

に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に

掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公

にすることが必要で、あると認められる情報を除く。

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたも

のであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされ

ているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状

況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 法令の規定により、開示することができないと認められる情報

但） 公にすることにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支

障を及ぼすおそれがあると実施機関の長が認めることにつき相当の理由が

ある情報

(5) 国の機関、他の地方公共団体及び実施機関の内部文は相互間における審

議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意

見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市

民の聞に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若し

くは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 国の機関、他の地方公共団体又は実施機関が行う事務又は事業に関する

情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又

は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
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あるもの

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を

困難にするおそれ文は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、園、他の地方公共団体又は実

施機関の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害

するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼ

すおそれ

オ 園、他の地方公共団体又は実施機関が経営する企業に係る事業に関し、

その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

( 7）開示決定等の期限

開示請求に係る行政文書の開示決定等（全部若しくは一部の開示又は不

開示の決定）は、原則として開示請求があった日から起算して 15日以内

にしなければならない（条例第 10条第 1項）。

しかしながら、実施機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、開示決定等までの期間を 30日以内に限．り延長することがで

きるとされ（同条第 2項）、同期間を 45日以内まで延長することが認めら

れている。

なお、開示請求書に形式上の不備があり、条例第4条第 2項の規定によ

り補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算

入されない（条例第 10条第 1項ただし書）。

( 8）第三者に対する意見書提出の機会の付与等

開示請求に係る行政文書に園、他の地方公共団体、他の実施機関及び開
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示請求者以外の者（第三者）に関する情報が記録されているときは、実施

機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、

意見書を提出する機会を与えることができるとされている（条例第 13条

第 1項）。

第2 訴状に対する認否・反論

1 訴状第 1について

( 1 ）第 1-1について認める。

( 2）第 1-2について否認する。

被告は、地方自治法第 1条の 3第2項に規定する普通公共団体である、「延

岡市j である。

2 訴状第 2不法行為 1について

( 1 ）不法行為 1-1～2について

原告が情報公開請求を行ったこと及び被告が不開示決定をしたことは認め、

その余は争う。

情報公開請求権は条例により創設されたものであり、条例の規定に基づく

範囲で認められる権利であり、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権の規

定から直ちに具体的な権利の内容が導かれるものではない。

( 2）不法行為 1-3について

争う。

全ての議案についての表決の際の、各議員の賛否の情報の記録を義務付け

る法令の規定はなく、当該情報を記録しなければならない義務はないため、

当然保有しなければならない情報には当たらず、現に、被告では記録してい

ないものである。
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開示請求に係る資料は不存在であるから、不存在と理由を述べたに過ぎな
－、

し、。

被告には存在しない資料を開示する義務はない。

また、条例第 2条第2項において、情報公開請求の対象となる行政文書は、

「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られた記録であって、規則で定めるものをいう。以下閉じ。）であ

って、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保

有しているものをいうけと定義されており、請求時点において保有していな

い行政文書を開示請求に応ずるために作成する義務はない。

さらに、原告は、本件情報公開請求より前に「全議案に関する議決結果の

賛否一覧表」の開示請求を行い、延岡市議会議長は、開示請求に係る行政文

書を保有していないため、不存在を理由として不開示決定を行っている。（乙

2) 

また、延岡市議会基本条例は、平成 25年4月 1日から施行されたもので

あり、本件開示請求に係る平成 24年度分の議会については適用されるもの

ではないが、延岡市議会基本条例第 13条第 3項は、「議会は、重要な議案に

対する議員の賛否の表明について、議会広報紙等により市民に公表するよう

努めるものとする。Jと規定しており、全ての議案に対する議員の賛否の表明

について公表する義務があるものと規定しているものではない（乙 3）。延岡

市議会基本条例第 2条及び第 13条第 3項は努力規定に過ぎず、原告の何ら

の権利を侵害するものではない。

また、議案についての議員の賛否情報を記録しなかったとしても、議会内

部の自治の問題であり、何ら原告の参政権を侵害するものでもないし、表現

の自由を侵害するものでもないし、市民的権利国際規約第 25条に反するも

のでもないし、憲法第 15条に違反するものでもない。
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また、議員の賛否一覧表がホームページで公表されているのは、全ての市

町村の議会ではない。

( 3 ）不法行為 1-4について

原告が異議申立書を提出したことは認め、その余は争う。

延岡市議会議長は、条例の規定に基づいて 異議申立てについて延岡市情

報公開審査会に諮問し、不開示決定が妥当であるとする答申（乙 4）を経て、

異議申立てに対して検討した結果、不開示決定に違法又は不当な点はなく、

当該異議申立てに理由はないとして棄却したものであり、適法なものである。

被告の不開示決定に何らの違法はなく、よって、被告に何らの不法行為も

ない。

また、本書面の第 1-1で述べたように、不開示決定の行政処分の違法と

国家賠償上の違法は異なるものである。

( 4）不法行為 1ー 5について

争う。

3 訴状第2不法行為 2について

( 1 ）不法行為 2-1～2について

原告が情報公開請求を行ったこと及び被告が不開示決定をしたことは認め、

その余は否認、文は争う。

情報公開請求権は条例により創設されたものであり、条例の規定に基づく

範囲で認められる権利であり、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権の規

定から直ちに具体的な権利の内容が導かれるものではない。
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( 2 ）不法行為 2-3について

争う。

議会基本条例特別委員会内作業部会記録は存在しない。

被告は保有していないa情報について不存在として開示しなかったに過ぎな

し、0.

被告には情報を整理して原告に提供する義務はない。

議会基本条例制定特別委員会の作業部会は、議会基本条例制定特別委員会

の委員が任意に設けたものであって、自由な議論や意見交換の場として運営

されており、その記録については、議会が、組織的に保有すべき義務はなく、

現に保有しでいない。

また、委員会の作業部会の会議録を保有しないことが違法と根拠づける法

律上の規定はなく、原告の一意見にすぎない。

なお、委員会の会議録の閲覧についてであるが、地方自治法第 11 5条に

よる会議の公開原則が委員会に及ばないこと、同法第 1・2 3条の会議録の作

成も委員会には及ばないことを判示した裁判例（長崎地判平成 7年 9月 26

日、宇都宮地判平成 9年 9月4日）があり、委員会の委員が任意に活動して

いる作業部会について、両条項の規定が及ばないのはもちろんのことである。

開示請求の対象となる行政文書については、条例第 2条第 2号で、「実施機

関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られた記録であって、規則で定めるものをいう。以下閉じ。）で、あって、当

該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有してい

るものj をいうと定義されており、実施機関である議会が保有していない文

書は、この行政文書の定義にあたらない。

また、延岡市議会における情報公開事務取扱い要領（乙 5）においても f延

岡市議会の議員及び職員が職務上作成し、または取得した文書等で、市議会
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が管理している情報Jが情報公開の対象であると規定されている。

したがって、現に保有又は管理していない作業部会の会議録を不開示とし

た決定は、適法なものである。

延岡市議会の本会議は、誰もが傍聴ができるものであり、さらに、ケーブ

ルテレビであるケーブルメディアワイワイや、 FMラジオの FMのべおかに

よって、視聴できるものであるから、地方自治法第 11 5条に反しない。

原告は議会の会議録の不作成は違法で、あると主張する。

しかし、議会の会議録と作業部会記録とは異なる。

議会の本会議の会議録については現に作成している。

さらに、延岡市議会基本条例については、平成 25年4月 1日から施行さ

れたものであり、本件開示請求に係る平成 24年度分の議会について適用さ

れるものではない。

ところで、原告は、本件開示請求より前に、議会基本条例制定特別委員会

の議事録について開示請求を行っており、それに対して、延岡市議会議長は、

全部開示決定を行い（乙 6）、議長は保有する議会基本条例制定特別委員会

の文書については開示している。

したがって、被告の不開示決定には何らの違法はなく、延岡市情報開示条

例第 1条にも反しない。

( 3）不法行為 2-4について

原告が異議申立書を提出したことは認め、その余は争う。

延岡市議会議長は、条例の規定に基づき、異議申立てについて延岡市情報

公開審査会に諮問し、不開示決定が妥当であるとする答申（乙 7）を経て、

異議申立てに対して検討した結果、不開示決定に違法又は不当な点はなく、

当該異議申立てに理由はないとして棄却したものであり、適法なものである。

被告の不開示決定に何らの違法はなく、よって、被告に何らの不法行為も
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ない。

( 4）不法行為2-sfr：ついて

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され

ていないし、損害もない。

4 訴状第 2不法行為 3について

( 1 ）、不法行為 3-1～2について

原告が情報公開請求を行ったこと及び被告が部分開示決定をしたことは認

め、その余は争う。

情報公開請求権は条例により創設されたものであり、条例の規定に基づく

範囲で認められる権利であり、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権の規

定から直ちに具体的な権利の内容が導かれるものではない。

( 2）不法行為 3-3について

争う。

情報公開条例第 5条第 2号に該当することを理由に不開示としたのであり、

正当である。

延岡市区長連絡協議会は、延岡市市政連絡員の会ではない。また、区長は、

任意の団体である自治会（区）において任意に選出された代表者であり、延

岡市の特別職である市政連絡員とは身分が異なるものである。また、延岡市

区長連絡協議会は、それらの自治会長によって自主的に組織された任意の団

体であり、被告とは別の団体である。

延岡市区長連絡協議会は任意の団体であるから、その会議をどのように運

営するのかは、その団体の内部で決められるものであり、同協議会の理事会
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は原則非公開で行われ、理事会の会議録も公表していない。このような状況

において、住民の意見を市政に反映させるために自治会長で組織された団体

の会議に、その内容について、公にしないことを条件として、市職員が出席

・したものであり、会議の内容は、被告が任意に提供を受けた情報で、あるから、

条例第 5条第 2号イに規定する不開示情報に該当する。

理事会を公開しないことに何らの違法はない。

( 3）不法行為 3-4について

原告が異議申立書を提出したことは認め、その余は争う。

延岡市長は、条例の規定に基づき、異議申立てについて延岡市情報公開審

査会に諮問し、部分開示決定が妥当であるとする答申（乙 8）を経て、異議

申立てに対して検討した結果、部分開示決定に違法又は不当な点はなく、当

該異議申立てに理由はないとして棄却したものであり、適法なものである。

被告の部分開示決定に何らの違法はなく、よって、被告に何らの不法行為

もない。

(4）不法行為 3-5について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され

ていないし、損害もない。

5 訴状第 2不法行為4について

( 1 ）不法行為 4-1～2について

原告が情報公開請求を行ったこと及び被告が 24年度区長連協資料につい

ては部分開示決定し、 25年度区長連協資料については不開示決定をしたこ

とは認め、その余は争う。
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情報公開請求権は条例により創設されたものであり、条例の規定に基づく

範囲で認められる権利であり、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権の規

定から直ちに具体的な権利の内容が導かれるものではない。

( 2）不法行為4-3について

争う。

被告は保有していない情報について不存在として開示しなかったに過ぎな

し、。

開示請求に係る行政文書は、被告が、原告の開示請求時において保有する

文書ではなく、また、不開示決定時において保有していない文書である。

区長連絡協議会の総会資料については、被告は、区長連絡協議会総会の開

催と同時に取得するものではなく、後日、区長連絡協議会が補助金を申請す

る際の添付書類として提出され、取得するものである。そのため、原則的な

開示決定等の期限である、開示請求があった日から起算して 15日以内に当

該総会が開催されるとしても、必ずしもその資料については 15日以内に入

手可能となることが予想されるものではない。

そもそも、条例第 10条第 1項で「前条各項の決定（以下「開示決定等J

という。）は、開示請求があった日から起算して 15日以内にしなければなら

ない。」と規定しているが、この 15日以内とは、行政文書の開示・不開示を

判断するための期限であり、 15日以内に開示請求に係る行政文書を取得し

て開示しなければならないというものではない。

原告に対しては、原告が同時期に開示請求を行った別の文書について閲覧

を実施した際、当該閲覧の実施日である平成 25年 5月 30日時点では、被

告が当該文書を保有するに至ったため、新たに同文書の開示請求をすれば、

開示請求の対象となる旨の説明を行ったが、原告は、新たに開示請求をしな

かったものである。
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原告は「開示請求から 15日以内に入手可能となることが予想される情報

が不存在とされることがあってはならなしリと主張するが、法的根拠がなく、

原告の一意見に過ぎない。

( 3 ）不法行為4-4について

原告が異議申立書を提出したことは認め、その余は争う。

本件の不開示決定は、平成 25年 5月 27日の午前に決裁を得たものであ

るが、当該補助金の申請が同日の午後にあったため、結果的には、不開示決

定をした後に、保有することとなったものである。

延岡市長は、条例の規定に基づき、異議申立てについて延岡市情報公開審

査会に諮問し、不開示決定は妥当であるとする延岡市情報公開審査会の答申

（乙 9）を経て、異議申立てについて検討した結果、不開示決定に違法又は

不当な点はないとして棄却したものであり、適法なものである。

被告の不開示決定に何らの違法はなく、よって、被告に何らの不法行為も

ない。

(4）不法行為 4-5について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され

ていないし、損害もない。

6 訴状第 2不法行為 5について

( 1 ）不法行為 5-1～2について

原告が情報公開請求を行ったこと及び被告が不開示決定をしたことは認め

る。
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( 2 ）不法行為 5-3について

争う。

情報公開条例第 5条第2号アに該当することを理由に不開示としたのであ’

り、正当である。

本件開示請求に係る行政文書については、製造業者の権利、利益を害する

おそれがあるという理由で、不開示決定を行ったものである。文書を作成し

たシステムの製造業者が反対の意思を表明したことを証する書面が存在しな

いとしても不開示決定をすることができるものであるが、現在は当該内容の

書面を取得している。

延岡市のホームページに記事をどれだけの期間掲載するかについては、被

告の裁量で決めることであり、原告が望む期間について当該記事が掲載され

ていないからといって違法の問題を生じるものではない。

原告は「操作手順書、マニュアルを市民に公開することを望まないのであ

れば、契約当事者となるべきではないJとか、高度情報通信ネットワーク社

会形成基本法に反すると主張するが、独自の見解に過ぎない。

( 3）不法行為 5-4について

原告が、裁判を提起する旨の電子メールを送信したことは認めるが、その

余は争う。

被告の不開示決定に何らの違法はなく、よって、被告に何らの不法行為も

ない。

(4）不法行為 5-5について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され

ていないし、損害もない。
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7 訴状第2不法行為 6について

( 1 ）不法行為 6-1～2について

原告が情報公開請求を行ったこと及び被告が部分開示決定をしたことは認

め、その余は争う。

情報公開請求権は条例により創設されたものであり、条例の規定に基づ、く

範囲で認められる権利であり、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権の規

定から直ちに具体的な権利の内容が導かれるものではない。

( 2）不法行為 6-3について

不開示情報であるか否かは、条例第 5条に規定する不開示情報に該当する

か否かによって判断されるものであり、市の支出に関する情報がいかなる情

報によっても不開示にすることはできない情報であるという、法的な根拠は

ない。

土地購入費及び立竹木移転補償費の金額は、個人の財産に関する情報であ

り、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報であるた

め、条例第 5条第 1号アに規定する不開示情報に該当する。

( 3 ）不法行為 6-4について

延岡市長は、条例の規定に基づき、異議申立てについて延岡市情報公開審

査会に諮問し、部分開示決定が妥当であるとする答申（乙 10）を経て、異

議申立てに対して検討した結果、部分開示決定に違法文は不当な点はなく、

当該異議申立てに理由はないとして棄却したものであり、適法なものである。

被告の部分開示決定に何らの違法はなく、よって、被告に何らの不法行為

もない。
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( 4）不法行為 6-5について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され

ていないし、損害もない。

8 訴状第 2不法行為 7について

( 1 ）不法行為 7-1～2について

原告が情報公開請求を行ったこと及び被告が不開示決定をしたことは認め、

その余は争う。

不開示決定日は平成 25年 5月 13日である。

情報公開請求権は条例により創設されたものであり、条例の規定に基づく

範囲で認められる権利であり、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権の規

定から直ちに具体的な権利の内容が導かれるものではない。

( 2）不法行為 7-3について

争う。

情報公開条例第 5条第 2号アに該当することを理由に不開示としたのであ

り、正当である。

不開示情報は、条例第 5条の規定に規定する不開示情報に該当するか否か

によって判断されるものであり、延岡市が対価を支払っているシステムに関

する資料であるからといって、当然に不開示情報に該当しないという法的根

拠はない。

本件開示請求に係る行政文書については、システム開発業者の権利、競争

上の地位その他の正当な利益を害するおそれがあるという理由で、不開示決

定を行ったものである。

本件開示請求に係る行政文書については、条例第 5条第 2号アに該当する
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ため、不開示決定を行ったものであり、条例第5条の規定に反するものでは

ない。

原告は「操作マニュアルを市民に公開することを望まないのであれば、契

約当事者となるべきで、はないJとか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律に反すると主張するが、独自の見解に過ぎない。

( 3 ）不法行為 7-4について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され

ていないし、損害もない。

9 訴状第 2不法行為 8について

( 1 ）不法行為 8-1～2について

原告が情報公開請求を行ったこと及び被告が部分開示決定をしたことは認

め、その余は争う。

情報公開請求権は条例により創設されたものであり、条例の規定に基づく

範囲で認められる権利であり、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権の規

定から直ちに具体的な権利の内容が導かれるものではない。

( 2）不法行為 8-3について

被告が訴外株式会社宮崎県ソフトウェアセンターに 1,5 9 0万円出資し、

株式を 31 8株保有していること、会社法及び商業登記法の規定の存在につ

いては認め、その余は争う。

仮に原告が主張するように株主総会資料が株主総会の議事録の一部を構成

するとしても、会社法第 31 8条の規定によって、株主総会の議事録の閲覧

又は謄写ができると規定されているのは、会社の株主及び債権者である。
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また、商業登記法第 10条第 1項の規定により、何人も登記事項証明書の

交付を請求することができるが、登記に記載されない株主総会の議事録につ

いては、この規定によっては閲覧することはできないものであり、株主総会

資料についても同様である。

したがって、株主総会資料は、条例第5条第 1号アの法令の規定により又

は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報には該当し

ない。

原告は、「延岡市が株主ということは、延岡市民が株主ということであるj

等と主張するが、原告の独自の見解に過ぎにない。

情報公開条例第 5条第2号ア、同条例第 5条第 1号に該当することを理由

に不開示としたのであり、正当である。

( 3 ）不法行為 8-4について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され

ていないし、損害もない。

10 訴状第 2不法行為 9について

( 1 ）不法行為 9-1～2について

原告が情報公開請求を行ったこと及び被告が決定期間の延期を行ったこと

は認め、その余は争う。

情報公開請求権は条例により創設されたものであり、条例の規定に基づく

範囲で認められる権利であり、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権の規

定から直ちに具体的な権利の内容が導かれるものではない。
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( 2 ）不法行為 9-3について

争う。

不開示情報に該当する情報であるかどうかについては、条例第 5条の規定

に該当するか否かによって判断されるものであり、開示請求に係る行政文書

は、株式上場をしていない訴外株式会社宮崎県ソフトウェアセンターが作成

した文書を、被告が保有するに至ったものであるから、被告以外の第三者の

情報が記録されており、不開示情報が全くないことが明白な文書ではない。

原告は不開示情報が全く無いと主張するが、原告の独自の見解に過ぎない。

また、条例第 13条第 1項は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する

情報が記載されている場合は、意見書を提出する機会を与えることができる

旨が規定されている。この規定に基づき、第三者に提出の機会を与えるため、

相当の期間を必要とすることから、開示決定等の期間の延長を行ったもので

あるため、本件開示決定等の期間の延長は、適法なものである。

決定期間の延長は、情報公開条例第 13条第 1項に基づくものであり、何

らの違法もない。

( 3 ）不法行為 9-4について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され

ていないし、損害もない。

11 訴状第 2不法行為 10について

( 1 ）不法行為 10-1～2について

原告が情報公開請求を行ったこと及び被告が不開示決定をしたことは認め、

その余は争う。

情報公開請求権は条例により創設されたものであり、条例の規定に基づく
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範囲で認められる権利であり、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権の規

定から直ちに具体的な権利の内容が導かれるものではない。

( 2）不法行為 10-3について

争う。

情報公開条例第5条第 1号に該当することを理由に不開示としたのであり、

正当である。

被告の図書館長は、一般職の職員である左ころ、一般職の地方公務員の給

与については、条例で定めるとする地方公務員法（昭和 25年法律第 26 1 

号）第 24条第 6.. 項の規定及び地方自治法第 204条第 3項の規定に基づき、

被告で、は一般職の職員については、延岡市一般職職員給与条例（平成 12年

条例第 26号）を定めて、一般職の給料表、職務の級や号俸ごとの給料の額

及び手当について規定しているが、同条例の規定により決定される一般職の

職員の給料及び手当の額は、図書館長の職にある者であれば同ーの額になる

ということはない。

個人の収入に関する情報は、一般人を基準として知られたくない情報であ

り、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものと認め

られる。

また、仮に図書館長の公募制を採用するとした場合に、給料等の勤務条件

を示す必要があるとしても、過去に同じ職にあったものと同一の額である必

要はなく、特定の一般職の職員の給料の額は、公にされることが予定されて

いる情報ではない。

住民監査請求権を何ら侵害するものではない。

原告は、「職員の公募は必然であるJとか、「報酬額は一般に公示されるべ

きj とか、「地方財政法第4条第 1項に反するJ と主張するが、原告の独自

の見解に過ぎにない。
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原告は、「図書館長の報酬額は、法令の規定により又は慣行として公にされ、

又は公にすることが予定されている情報であるJと主張するが、原告独自の

見解に過ぎない。

( 3 ）不法行為 10-4について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され

ていないし、損害もない。

12 訴状第 2不法行為 11について

( 1 ）不法行為 11-1～2について

原告が情報公開請求を行ったこと及び被告が決定期間の延期を行ったこと

は認め、その余は争う。

( 2 ）不法行為 11-3について

争う。

開示請求に係る行政文書には、実施機関内部の検討に関する情報等が記録

されているものであり、開示決定等にあたっては、事業の所管課だけではな

く、企画担当課や財政担当課など、市全体の予算編成に関与する課を含めた

検討を要するものと判断し、不開示情報該当性の審査・判断に相当な期間を

要するものとして、開示決定等の期間の延長を行ったものであり、不開示情

報に該当しないことが明白であるとは言えない。

条例第 10条第 1項は、原則的な処理期限を 15日以内としているが、同

条第 2項は、処理上の困難その他正当な理由がある場合には、 30日を限度

として延長することができると規定している。

したがって、本件の期間延長は、適法に行われているものであり、違法は
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ない。

( 3 ）不法行為 11-4について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され

ていないし、損害もない。

13 訴状第 2不法行為 12について

( 1 ）不法行為 12ー 5について

被告が全部開示決定を行ったこと、事業計画書2枚を開示したことは認め、

その余は争う。

( 2）不法行為 12-6について

全部開示決定を行ったことは認め、その余は争う。

原告の開示請求書の「図書館の：平成 25年度予算要望に関する資料、平

成 25年度予算事業計画書等j との記載内容（乙 11）から、開示請求に係

る行政文書を事業計画書に特定したものであり、違法はない。

仮に、当初から原告が「翌年度当初見積書j f翌年度予算要求作成資料Jの

フォルダー内の文書の開示を欲していたのであれば、当初から開示を欲して

いた文書の内容について具体的に記載するべきである。

また、開示決定を行った事業計画書を原告に開示の実施を行った際、原告

から予算編成の見積書等の閲覧を欲していた旨の主張があっため、追加で開

示決定（乙 12）を行い、当該見積書等についての閲覧を実施したものであ

る。

したがって、原告は、開示を欲していた文書についての閲覧を行っている。
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( 3 ）不法行為 12-7について

原告が、審査請求書を提出したことについては認めるが、その余は争う。

前述のとおり、適法に開示期間の延長を行った期間内での決定であるから、

違法はない。

また、審査請求書についても、閲覧の実施を行った際に、原告が持ち帰り、

取り下げた。

(4）不法行為 12-8について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され

ていないし、損害もない。

14 訴状第 2不法行為 13について

( 1 ）不法行為 13-1～2について

原告が情報公開請求を行ったこと及び被告が不開示決定をしたことは認め、

その余は争う。

情報公開請求権は条例により創設されたものであり、条例の規定に基づく

範囲で認められる権利であり、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権の規

定から直ちに具体的な権利の内容が導かれるものではない。

( 2 ）不法行為 13-3について

原告が審査請求を提出したこと、延岡市長が開示決定を行ったことは認め

るが、その余は争う。

当初の開示請求（乙 11）については、「図書館の：平成 24年度予算執行

状況Jと記載されていたことから、担当課である図書館に文書の存在を確認

したところ、図書館を所管する教育委員会では保有していない文書であった
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ため、不開示決定を行った。その後、審査請求がなされ、不開示決定に対す

る審査請求について検討した結果、．会計課が保有する文書であることが判明

したため、市長部局に移送し、全部開示に至ったものである。

したがって、適切な手続に従ったものであるから、当初の開示請求から一

定程度期間が経過していたとしても、違法はない。

( 3 ）不法行為 13-4について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され

ていないし、損害もない。

15 訴状第 2不法行為 14について

( 1 ）不法行為 14-1～2について

原告が情報公開請求を行ったこと及び被告が不開示決定をしたことは認め、

その余は争う。

情報公開請求権は条例により創設されたものであり、条例の規定に基づく

範囲で認められる権利であり、憲法上の市民主権v 表現の自由、参政権の規

定から直ちに具体的な権利の内容が導かれるものではない。

( 2）不法行為 14-3について

争う。

平成 25年度のこども家庭課ファイル基準表に開示請求に係る文書の名称、

が記載されていること、当該開示請求に係る文書が物理的に市庁舎内に存在

することは認め、その余は争う。

本件開示請求に係る文書は日本赤十字社宮崎県支部延岡市地区が保有する

文書であり、日本赤十字社は、被告とは別の法人であるから、条例第 2条第
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1号にいう実施機関に該当しない。

また、別法人の文書が物理的に市庁舎内に存在するとしても、開示請求の

対象となる行政文書については、条例第 2条第2号で、「実施機関の職員が職

務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録（電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録

であって、規則で定めるものをいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の

職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものj をい

うと定義されており、被告の実施機関の職員が組織的に用いるものとして保

有していない文書は、条例に規定する行政文書にはあたらない。

同文書は日本赤十字社が管理している文書であり、日本赤十字社は、独自

の情報公開制度を有している。

なお、不開示決定に先立ち、原告に対して、開示請求に係る文書の名称は、

便宜上ファイル基準表に記載されていたが、被告の保有する文書ではなく、

誤った記載であったことを謝罪した上で、日本赤十字社は、「日本赤十字社の

保有する情報の公開に関する実施要綱j に基づき、日本赤十字社宮崎県支部

に開示請求を行うことができることを説明したが、原告は、異議があるとし

て訴訟をする旨を主張するだけであった。

( 3）不法行為 14-4について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され

ていないし、損害もない。

16 訴状第 2不法行為 15（会議録不作成）について

( 1 ）不法行為 15（会議録不作成） -1～2について

原告が情報公開請求を行ったこと及び被告が不開示決定をしたことは認め、
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その余は争う。

情報公開請求権は条例により創設されたものであり、条例の規定に基づく

範囲で認められる権利であり、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権の規

定から直ちに具体的な権利の内容が導かれるものではない。

( 2）不法行為 15（会議録不作成）ー 3について

平成 25年度 9月、第 16回延岡市議会定例会が平成 25年 9月 24日に

閉会したことは認め、その余は争う。

本件開示請求に係る文書は、開示請求時及び開示決定時においても、議会

が保有しておらず、不開示決定をしたものである。

議事録を作成するにあたっては、議事を録音したものを業者に送り、それ

を書き起こして、校正を行ったうえで、作成することから、議事録が完成す

るまでには一定の期間を要するものである。

よって、議会の閉会から 2週間を経過しているからといって直ちに違法と

なるものではない。

また、議会の本会議は、公開しており、誰でも傍聴できるため、地方自治

法第 11 5条や延岡市議会基本条例第 7条の規定に反するものではない。な

お、被告の議会においては、本会議は地元ケーブルテレビやFMラジオでも

視聴することができる状態にしている。

また、会議録の作成後は、被告の情報公開センターや被告のホームページ

において閲覧に供しており、情報公開請求をしなくても閲覧できるものであ

り、原告も、以前から閲覧しているものである。

( 3）不法行為 15（会議録不作成） -4について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され
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ていないし、損害もない。

17 訴状第 2不法行為 15（議案書の不開示）について

( 1 ）不法行為 15（議案書の不開示） -1～2について

原告が延岡市議会の議案書の配付を求めたことは認め、そめ余は争う。

アイについて

認める。

イ ロについて

議会事務局の職員である福島昌宏が被告であるような表現については争

い、その余は認める。

ウ ハ・ニについて

コニ

オ

認める。

ホについて

争う。

回答期限とは、 原告が勝手に設定したものであって法的根拠はないもの

である。

へについて

争う。

原告が、平成 25年 2月 24日に、延岡市長宛として経営政策課に送信

したメールについては、総務部総務課のメールアドレスから 3月 8日に返

信をしている（乙 13）。

( 2 ）不法行為 15（議案書の不開示）ー 3について

争う。

議案書を市民個人に配付すべき法律上の義務はない。

議案書は、議会に提出した後、情報公開センターにおいて閲覧に供してい
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る。

また、議会の本会議は、公開しており、誰でも傍聴できるため、地方自治

法第 11 5条や延岡市議会基本条例第 7条の規定に反するものではない。な

お、被告の議会においては、本会議は地元ケープルテレビやFMラジオでも

視聴することができる。

さらに、会議録の作成後は、被告の情報公開センターや被告のホームペー

ジにおいて議会の会議録については閲覧に供しており、情報公開請求をしな

くても閲覧できるものであり、原告も、以前から閲覧しているものである。

したがって、地方自治法第 11 5条の規定に反するものではないし、何ら

の義務に違反するものでもない。

( 3 ）不法行為 15（議案書の不開示）ー 4について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、参政権は何ら侵害され

ていないし、損害もない。

18 訴状第 2不法行為 16について

( 1 ）不法行為 16-1について

同記載の事実を否認し、主張は争う。

原告は、開示請求書と称する添付ファイルのついた電子メールを送信した

に過ぎず、電子メールで、の情報公開請求は認められていない。

情報公開請求権は条例により創設されたものであり、条例の規定に基づく

範囲で認められる権利であり、憲法上の市民主権、表現の自由、参政権の規

定から直ちに具体的な権利の内容が導かれるものではない。

( 2）不法行為 16-2について

認める。
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( 3 ）不法行為 16-3について

争う。

情報公開請求制度は、延岡市情報公開条例が制定されたことによって創設

された制度であり、条例第4条において、「前条の規定による開示の請求（以

下「開示請求j という。）は、次に掲げる事項を記載した書面（以下「開示請

求書Jという。）を実施機関の長に提出してしなければならない。Jと規定さ

れている。

被告が定めている情報公開事務の手引の中の延岡市情報公開条例逐条解説

には、条例第4条の解釈として、「本条に基づく開示請求は、実施機関の長に

対する開示請求書の直接提出及び郵便による開示請求書の郵送に限るものと

し、口頭による請求、電話による請求及びファックスによる請求は認められ

ないものである。j としている（乙 14）。被告では、情報公開請求は、窓口

又は郵送による書面の提出の方法によることのみが認められているものであ

るから、書面での提出を求めたものである。

紙による書面を要求することは、何ら原告の表現の自由を侵害するもので

もなく、また憲法第 13条に規定される権利を侵害するものでもない。

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の規定は、被告に電子メールで

の情報公開請求を受け付けることを義務づけるものではない。

(4）不法行為 16-4について

争う。

原告はファックスにより開示請求をしたが、延岡市情報公開条例の制度に

おいては、ファックスによる開示請求は認められていない。

情報公開制度の手続など制度の運用については、条例の範囲内において合

理的な裁量が認められるものである。

そこで、実施機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるとき
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は、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができ

る（条例第4条第 2項）と規定されていることから、開示請求書を書面で提

出するように補正を求めたものである。

なお、当初は、被告が口頭で開示請求書の書面での提出を求めていたとこ

ろ、補正を求めるのであれば書面で求めることになっているとの原告の主張

があり、被告は補正の要求を書面で、行った。しかし、延岡市情報公開条例施

行規則第4条は、「条例第4条第 2項の規定による開示請求書の補正の要求を

書面で行うときは、行政文書開示請求書補正要求書（様式第2号）によるも

のとする。Jと規定しており、補正の要求は必ず書面で行わなければならない

とするものではない。

そもそも、条例が開示請求は書面を提出しなければならないと規定してお

り、口頭やファックスでの申請を認めていない以上、申請自体がなかったと

も解釈できるところを、被告は善意で原告の請求の意思を尊重し、形式的に

不備のある申請書が提出したものとして、原告の有利に取り扱っている。ま

た、被告は、最終的には全ての請求について、書面での提出と同様に情報公

開請求が行われたものとして取り扱い、対応している。原告は、情報公開請

求以前に、被告の図書館や議会事務局を訪れており、開示請求書を窓口で提

出するか、あるいは、郵送によっても容易に情報公開請求を行うことができ

た。

延岡市情報公開条例における開示請求の方法を「本条に基づく開示請求は、

実施機関の長に対する開示請求書の直接提出及び郵便による開示請求書の郵

送に限るj としたからといって、何ら原告の法的権利を侵害するものではな

し、。
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( 5 ）不法行為 16-5について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、選択の自由、幸福追求

権、参政権は何ら侵害されていないし、損害もない。

19 訴状第 2不法行為 17について

( 1 ）不法行為 17-1～2について

原告が、請願書と題する電子メールを送信したこと、議会事務局の職員が

電子メールを送信したこと、請願の提出期限が平成 25年 3月 5日午前 10 

時であることを通知したことは認めるが、その余は争う。

( 2）不法行為 17-3について

原告が電子メールを開封した時間については不知。原告が、表現の自由の

問題である旨の内容を記載した電子メールを返信したことは認める。

表現の自由の問題であるとする原告の主張は争う。表現の自由の問題では

ない。

( 3 ）不法行為 17-4について

原告が急を迫られていたことについては不知、原告が議会事務局に書面を

提出したことは認めるが、その余は争う。

請願書にはその要件として、紹介する議員の署名や記名押印が必要である

が、本件書面にはよ議員の署名や記名押印がないのであり、請願書には該当

しない。

( 4）不法行為 17-5について

原告が、議事録を開示請求したこと、及び陳情書として処理されたことは
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認め、 1枚目の表紙が破棄されていた事実は否認する。

地方自治法第 12 4条において、普通地方公共団体の議会に請願しようと

する者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならないと規定されて

おり、議員の紹介がない本件については、請願書の提出の要件を満たさない。

したがって陳情として処理をしたものであるが、委員会に付託する際、陳

情書の上にあった請願書と書かれた表紙を取り外して、別途保管したもので

ある。

議事録に 1枚目の表紙の写しが添付されていないとしても、別途保管して

いるものであり、破棄したものではない。

( 5）不法行為 17-6について

争う。

地方自治法第 12 4条において、普通地方公共団体の議会に請願しようと

する者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならないと規定されて

おり、議員の紹介がない本件については、請願書の提出の要件を満たさない。

また、延岡市議会会議規則第 14 0条は、「議長は、陳情書又はこれに類す

るもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するも

のとする。Jと規定している。請願書の要件を満たさないものを、陳情書文は

これに類するものとして、請願書の例により処理し、委員会で審査をしてお

り、違法はない。

被告は、何ら原告の表現の自由を侵害していないし、個人の尊厳を侵害し

ていない。

( 6 ）不法行為 17ー 7について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由は何ら侵害されていない
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し、損害もない。

20 訴状第2不法行為 18について

( 1 ）不法行為 18-1について

原告が、「意見公募手続条例の制定を求めるj書面を提出したこと、議会運

営委員会議事録を閲覧したことは認め、その余は争う。

別紙 2 r意見公募手続条例案説明書Jは添付されていないとしても、破棄

したものではなく、別途保管している。

( 2）不法行為 18-2について

原告が多大な労力を割し、て作成したかについては不知、その余は争う。

意見公募手続条例の制定を求める陳情については、総務財政委員会に付託

することが予定されていたことから、議会運営委員会で陳情の内容自体につ

いて審議するものではなく、議会運営委員会議事録に別紙2 r意見公募手続

条例案説明書Jは添付されていないのは当然で、ある。

意見公募条例制定の制定を求める陳情は、現に、総務財政委員会に付託さ

れ、さらに、本会議で陳情として審議されている。そして、その説明書は、

保管されており、総務財政委員会で配付されている。

よって、公文書の改ざんにも当たらないし、表現の自由の侵害でもなく、

個人の尊厳も侵害していない。

( 3 ）不法行為 18-3について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、個人の尊厳、参政権は

何ら侵害されていないし、損害もない。
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21 訴状第 2不法行為 19について

( 1 ）不法行為 19-1について

同記載の事実を否認する。

議会運営委員会が開催され、同委員会では、原告の提出した陳情第 13号、

第 14号について審査を行い（地方自治法第 10 9条第 2項）、本会議にお

いて「議案第 12 1号延岡市議会基本条例の制定jが可決された場合、「み

なし不採択j による処理を行うことを決定した。

そして、本会議において、「議案第 12 1号延岡市議会基本条例の制定j

が、可決されたため、陳情第 13号、陳情第 14号については、不採択とさ

れたものと決定したのである。

( 2）不法行為 19-2について

争う。

原告の陳情については、適切な手続きによって取り扱ったものであり、何

ら憲法第 14条に反することはなく、表現の自由、個人の尊厳、参政権を侵

害するものでもない。また、原告が不履行と主張する債権債務関係は存在し

ない。

( 3）不法行為 19-3について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、個人の尊厳、参政権は

何ら侵害されていないし、損害もない。

22 訴状第 2不法行為 20について

( 1 ）不法行為 20-1について

認める。
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( 2 ）不法行為 20-2について

原告が確認しようとしたことは不知、その余は争う。

( 3 ）不法行為 20-3について

原告からメールで問い合わせがあったこと、被告が回答しなかったこと及

び、問い合わせ先が延岡市議会事務局であることは認め、その余は争う。

(4）不法行為 20-4について

認める。

( 5）不法行為 20-5について

平成 25年 2月 13日のメールの存在について認めるが、 2月 18日のメ

ールの存在については争う。 2月 18日に原告が送信したとするメールは、

議会事務局では確認できない。

( 6 ）不法行為 20-6について

原告がパブ、リックコメントの結果の公表期間の明示を求めたことは認め、

その余は争う。結果を公表しないという意図はない。

( 7）不法行為 20ー 7について

会合があったこと及び原告が説明したことは認める。原告と議会とは何ら

の契約関係にないため、契約違反であるとの主張は争う。

( 8 ）不法行為 20-8について

ホームページ上にパブリックコメントの結果を公表したことは認めるが、

その余は争う。パブ、リックコメントに寄せられた意見に対する議会の考え方
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は示している。

( 9 ）不法行為 20-9について

争う。

延岡市議会が意見公募の結果の公表に際してどのように公表するかは市議

会の裁量であり、意見の一項目ずつに対して意見を述べなければならない義

務はなく、公序良俗違反はなく、信義則違反もなく、何らの違法はない。

(10）不法行為 20-10について

争う。

被告に何らの不法行為もなく、原告の表現の自由、個人の尊厳、参政権は

何ら侵害されていないし、損害もない。

23 訴状第 2不法行為 21について

( 1 ）不法行為 21-1について

原告が、議案と題する書面を提出したこと、及び提出期限は認めるが、そ

の余は争う。

地方公共団体の議会に議案を提出する権限があるのは、普通地方公共団体

の長（地方自治法第 14 9条第 1号）、議会の議員（同法第 11 2条第 1項）

及び議会の委員会（同法第 10 9条第6項）であり、これら以外の者が議会

に対し、議案を提出する権限はない。

( 2）不法行為 21-2について

同記載の事実を否認する。

議会事務局の職員が採決しないなどと、脅迫したことはなく、議会で審査

する際、陳情であることを明確にするために、助言をしたものである。
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( 3）不法行為 21-3について

原告が同記載の主張を行ったこと自体は認めるが、その主張内容の当否に

ついては、争う。何ら表現の自由の問題ではない。

(4）不法行為 21-4について

受領印を押したことは認めるが、その余は争う。

題名の変更については（ 2 ）で述べたように、議会で審査する際、陳情で

あることを明確にするために、助言をしたものである。

書面について、受領を拒んだことはなく、現に受領している。

( 5 ）不法行為 21-5について

第 16回延岡市議会が 9月24日に閉会したこと及び議案として採決が行

われなかったことは認める。

( 6）不法行為 21-6について

争う。

議案と題する書面の取扱いは、議会運営委員会で決めたものである。

原告に議案の提出権がないことは、（ 1 ）で述べたとおりである。

また、請願書の提出には議員の紹介が必要であるところ（地方自治法第 1

24条）、議員の紹介がないため、請願書の提出の要件も満たさない。

なお、地方自治法に定めのある請願とは異なり、陳情は、法的には受理義

務や誠実な処理義務はない事実上の行為である。

被告の取扱いは、何ら憲法第 14条に反しないし、原告の表現の自由、個

人の尊厳、参政権を侵害しない。原告と被告は本件につき何らの契約関係に

もなく、被告に何らの債務不履行もない。
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( 7 ）不法行為 21ー 7について

争う。被告に何らの不法行為はなく、原告に損害はない。

24 訴状第2結語について

争う。
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