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主 文主 文主 文主 文

１１１１ 原告原告原告原告らのらのらのらの請求請求請求請求をいずれもをいずれもをいずれもをいずれも棄却棄却棄却棄却するするするする。。。。

２２２２ 訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用はははは原告原告原告原告らのらのらのらの負担負担負担負担とするとするとするとする。。。。

事実及事実及事実及事実及びびびび理由理由理由理由

第第第第１１１１ 請求請求請求請求のののの趣旨趣旨趣旨趣旨

被告被告被告被告らはらはらはらは，，，，連帯連帯連帯連帯してしてしてして，，，，原告原告原告原告らそれぞれにらそれぞれにらそれぞれにらそれぞれに対対対対しししし，，，，各各各各１５３１５３１５３１５３万円万円万円万円をををを支払支払支払支払ええええ。。。。

第第第第２２２２ 事案事案事案事案のののの概要概要概要概要

１１１１ 本件本件本件本件はははは，，，，高知県安芸郡東洋町高知県安芸郡東洋町高知県安芸郡東洋町高知県安芸郡東洋町（（（（以下以下以下以下「「「「被告東洋町被告東洋町被告東洋町被告東洋町」」」」というというというという。。。。））））のののの町議会議町議会議町議会議町議会議

員員員員のののの選挙権選挙権選挙権選挙権をををを有有有有するするするする原告原告原告原告らがらがらがらが，，，，東洋町議会議員田島毅三夫東洋町議会議員田島毅三夫東洋町議会議員田島毅三夫東洋町議会議員田島毅三夫（（（（以下以下以下以下「「「「田島議員田島議員田島議員田島議員」」」」

というというというという｡）｡）｡）｡）のののの解職請求解職請求解職請求解職請求をををを行行行行いいいい，，，，解職請求者名簿解職請求者名簿解職請求者名簿解職請求者名簿をををを提出提出提出提出したところしたところしたところしたところ，，，，東洋町選東洋町選東洋町選東洋町選

挙管理委員会挙管理委員会挙管理委員会挙管理委員会がががが，，，，平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年５５５５月月月月２２２２日日日日，，，，同署名簿同署名簿同署名簿同署名簿のののの署名署名署名署名はははは，，，，すべてすべてすべてすべて無効無効無効無効であであであであ

るるるる旨決定旨決定旨決定旨決定しししし，，，，同月同月同月同月２０２０２０２０日日日日，，，，原告原告原告原告らがらがらがらが申申申申しししし立立立立てたてたてたてた異議申立異議申立異議申立異議申立てをてをてをてを棄却棄却棄却棄却するするするする決定決定決定決定をををを

したがしたがしたがしたが，，，，これらのこれらのこれらのこれらの決定決定決定決定はははは，，，，内容内容内容内容がががが法令法令法令法令にににに違反違反違反違反しししし，，，，かつかつかつかつ手続上手続上手続上手続上もももも違法違法違法違法なものでなものでなものでなもので

無効無効無効無効でありでありでありであり，，，，かかるかかるかかるかかる決定決定決定決定によりによりによりにより精神的苦痛精神的苦痛精神的苦痛精神的苦痛をををを受受受受けけけけ，，，，またまたまたまた，，，，東洋町選挙管理委東洋町選挙管理委東洋町選挙管理委東洋町選挙管理委

員会員会員会員会がががが違法違法違法違法にににに解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書のののの交付及交付及交付及交付及びそのびそのびそのびその旨旨旨旨のののの告示告示告示告示をををを行行行行ったことでったことでったことでったことで

もももも精神的苦痛精神的苦痛精神的苦痛精神的苦痛をををを受受受受けたけたけたけた旨主張旨主張旨主張旨主張してしてしてして，，，，被告東洋町被告東洋町被告東洋町被告東洋町にににに対対対対してはしてはしてはしては国家賠償法国家賠償法国家賠償法国家賠償法１１１１条条条条１１１１

項項項項にににに基基基基づきづきづきづき，，，，上記各決定時上記各決定時上記各決定時上記各決定時のののの東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員であるであるであるである被告山岡七三十四被告山岡七三十四被告山岡七三十四被告山岡七三十四，，，，

同松村岩吉同松村岩吉同松村岩吉同松村岩吉，，，，同広田三智生及同広田三智生及同広田三智生及同広田三智生及びびびび同浅間甫彦同浅間甫彦同浅間甫彦同浅間甫彦らららら（（（（以下以下以下以下「「「「被告被告被告被告４４４４名名名名」」」」というというというという。。。。））））

にににに対対対対してはしてはしてはしては民法上民法上民法上民法上のののの不法行為責任不法行為責任不法行為責任不法行為責任にににに基基基基づきづきづきづき，，，，連帯連帯連帯連帯してしてしてして，，，，原告原告原告原告らららら各自各自各自各自にににに対対対対しししし慰慰慰慰

謝料謝料謝料謝料１５３１５３１５３１５３万円万円万円万円（（（（違法違法違法違法なななな決定決定決定決定をををを行行行行ったことによるったことによるったことによるったことによる慰謝料慰謝料慰謝料慰謝料１３０１３０１３０１３０万円及万円及万円及万円及びびびび違法違法違法違法

にににに解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書をををを交付交付交付交付しししし，，，，そのそのそのその旨旨旨旨のののの告示告示告示告示をををを行行行行ったことによるったことによるったことによるったことによる慰謝料慰謝料慰謝料慰謝料

２３２３２３２３万円万円万円万円））））ずつのずつのずつのずつの支払支払支払支払をををを求求求求めるめるめるめる事案事案事案事案であるであるであるである。。。。

２２２２ 前提事実前提事実前提事実前提事実（（（（当事者間当事者間当事者間当事者間にににに争争争争いのないいのないいのないいのない事実又事実又事実又事実又はははは末尾末尾末尾末尾かっこかっこかっこかっこ内記載内記載内記載内記載のののの証拠及証拠及証拠及証拠及びびびび弁弁弁弁

論論論論のののの全趣旨全趣旨全趣旨全趣旨によりによりによりにより容易容易容易容易にににに認認認認められるめられるめられるめられる事実事実事実事実））））

(１)(１)(１)(１) 原告原告原告原告らはらはらはらは，，，，被告東洋町被告東洋町被告東洋町被告東洋町のののの町議会議員町議会議員町議会議員町議会議員のののの選挙権選挙権選挙権選挙権をををを有有有有するするするする者者者者であるであるであるである。。。。

被告被告被告被告４４４４名名名名はははは，，，，東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員であるであるであるである。。。。

(２)(２)(２)(２)アアアア 原告原告原告原告ＲＲＲＲ・・・・Ｔ，Ｔ，Ｔ，Ｔ，同同同同ＭＭＭＭ・・・・Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ（以下以下以下以下「「「「原告原告原告原告Ｈ」Ｈ」Ｈ」Ｈ」というというというという｡｡｡｡）））），，，，同同同同ＴＴＴＴ・・・・Ｍ，Ｍ，Ｍ，Ｍ，同同同同

ＮＮＮＮ・・・・Ｓ，Ｓ，Ｓ，Ｓ，同同同同ＡＡＡＡ・・・・ＩＩＩＩ及及及及びびびび訴外訴外訴外訴外ＭＭＭＭ・・・・ＢＢＢＢのののの６６６６名名名名はははは，，，，平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年３３３３月月月月１４１４１４１４日日日日，，，，

解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者としてとしてとしてとして，，，，東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会にににに対対対対しししし，，，，地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法

８０８０８０８０条条条条１１１１項項項項にににに基基基基づきづきづきづき，，，，田島議員田島議員田島議員田島議員のののの解職請求解職請求解職請求解職請求をしたをしたをしたをした（（（（以下以下以下以下「「「「本件解職本件解職本件解職本件解職

請求請求請求請求」」」」というというというという｡｡｡｡））））。。。。

イイイイ 原告原告原告原告ＨＨＨＨはははは，，，，本件解職請求当時本件解職請求当時本件解職請求当時本件解職請求当時，，，，農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員でありでありでありであり，，，，公務員公務員公務員公務員でででで

あったあったあったあった（（（（弁論弁論弁論弁論のののの全趣旨全趣旨全趣旨全趣旨））））。。。。

ウウウウ 原告原告原告原告ＲＲＲＲ・・・・Ｔ，Ｔ，Ｔ，Ｔ，同同同同Ｈ，Ｈ，Ｈ，Ｈ，同同同同ＴＴＴＴ・・・・Ｍ，Ｍ，Ｍ，Ｍ，同同同同ＮＮＮＮ・・・・Ｓ，Ｓ，Ｓ，Ｓ，同同同同ＡＡＡＡ・・・・ＩＩＩＩ及及及及びびびび訴外訴外訴外訴外ＭＭＭＭ・・・・

ＢＢＢＢのののの６６６６名名名名はははは，，，，平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年３３３３月月月月１７１７１７１７日日日日，，，，東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会からからからから本本本本

件解職請求件解職請求件解職請求件解職請求のののの代表者代表者代表者代表者であることのであることのであることのであることの証明書証明書証明書証明書のののの交付交付交付交付をををを受受受受けたけたけたけた（（（（甲甲甲甲１１１１，，，，３３３３，，，，
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１１１１１１１１））））。。。。

(３)(３)(３)(３) 原告原告原告原告ＴＴＴＴ・・・・Ｈ，Ｈ，Ｈ，Ｈ，同同同同ＹＹＹＹ・・・・Ｋ，Ｋ，Ｋ，Ｋ，同同同同ＭＭＭＭ・・・・Ｎ，Ｎ，Ｎ，Ｎ，同同同同ＫＫＫＫ・・・・Ｔ，Ｔ，Ｔ，Ｔ，同同同同ＪＪＪＪ・・・・Ａ，Ａ，Ａ，Ａ，同同同同ＫＫＫＫ・・・・ＳＳＳＳ同同同同

ＡＡＡＡ・・・・Ｔ，Ｔ，Ｔ，Ｔ，同同同同ＫＫＫＫ・・・・Ｔ，Ｔ，Ｔ，Ｔ，同同同同ＳＳＳＳ・・・・ＨＨＨＨ及及及及びびびび同同同同ＫＫＫＫ・・・・ＹＹＹＹはははは，，，，本件解職請求本件解職請求本件解職請求本件解職請求のののの署名収集署名収集署名収集署名収集

のののの受任者受任者受任者受任者としてとしてとしてとして署名収集署名収集署名収集署名収集をををを行行行行ったったったった者者者者，，，，原告原告原告原告ＹＹＹＹ・・・・Ｈ，Ｈ，Ｈ，Ｈ，同同同同ＨＨＨＨ・・・・Ｍ，Ｍ，Ｍ，Ｍ，同同同同ＮＮＮＮ・・・・ＹＹＹＹ

及及及及びびびび同同同同ＫＫＫＫ・・・・ＴＴＴＴはははは，，，，本件解職請求本件解職請求本件解職請求本件解職請求にかかるにかかるにかかるにかかる署名収集活動署名収集活動署名収集活動署名収集活動のののの事務局員事務局員事務局員事務局員としてとしてとしてとして

稼働稼働稼働稼働したしたしたした者者者者であるであるであるである。。。。

(４)(４)(４)(４) 原告原告原告原告らはらはらはらは，，，，本件解職請求本件解職請求本件解職請求本件解職請求にににに係係係係るるるる１１２４１１２４１１２４１１２４名分名分名分名分のののの署名簿署名簿署名簿署名簿（（（（以下以下以下以下「「「「本件署本件署本件署本件署

名簿名簿名簿名簿」」」」というというというという。。。。））））をををを，，，，平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年４４４４月月月月１４１４１４１４日日日日，，，，東洋町選挙誉理委員会東洋町選挙誉理委員会東洋町選挙誉理委員会東洋町選挙誉理委員会にににに

提出提出提出提出しししし，，，，同月同月同月同月１７１７１７１７日日日日にににに受理受理受理受理されたされたされたされた。。。。

(５)(５)(５)(５) 東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会はははは，，，，平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年５５５５月月月月２２２２日日日日，，，，本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの署名署名署名署名のののの

効力効力効力効力についてについてについてについて，，，，１１２４１１２４１１２４１１２４名全名全名全名全てをてをてをてを無効無効無効無効とするとするとするとする旨旨旨旨のののの決定決定決定決定（（（（以下以下以下以下「「「「本件決定本件決定本件決定本件決定」」」」

というというというという｡）｡）｡）｡）をしたをしたをしたをした（（（（甲甲甲甲２２２２，，，，１０１０１０１０））））。。。。

(６)(６)(６)(６) 原告原告原告原告ＲＲＲＲ・・・・Ｔ，Ｔ，Ｔ，Ｔ，同同同同ＴＴＴＴ・・・・Ｍ，Ｍ，Ｍ，Ｍ，同同同同ＡＡＡＡ・・・・Ｉ，Ｉ，Ｉ，Ｉ，同同同同ＮＮＮＮ・・・・Ｓ，Ｓ，Ｓ，Ｓ，同同同同Ｈ，Ｈ，Ｈ，Ｈ，同同同同ＪＪＪＪ・・・・Ａ，Ａ，Ａ，Ａ，同同同同ＡＡＡＡ

・・・・ＴＴＴＴ，，，，同同同同ＫＫＫＫ・・・・ＴＴＴＴ，，，，同同同同ＹＹＹＹ・・・・ＨＨＨＨらはらはらはらは，，，，平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年５５５５月月月月８８８８日日日日，，，，本件決定本件決定本件決定本件決定にににに対対対対しししし，，，，

異議申立異議申立異議申立異議申立てをてをてをてを行行行行ったがったがったがったが，，，，東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会はははは，，，，同月同月同月同月２０２０２０２０日日日日，，，，農業委農業委農業委農業委

員会委員員会委員員会委員員会委員がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者となったとなったとなったとなった本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの署名署名署名署名はははは成規成規成規成規のののの手続手続手続手続によによによによ

らないらないらないらない署名署名署名署名であるなどとしてであるなどとしてであるなどとしてであるなどとして，，，，異議申立異議申立異議申立異議申立てをてをてをてを棄却棄却棄却棄却したしたしたした（（（（以下以下以下以下「「「「本件異議本件異議本件異議本件異議

申立棄却決定申立棄却決定申立棄却決定申立棄却決定」」」」といいといいといいといい，，，，本件決定本件決定本件決定本件決定とととと併併併併せてせてせてせて「「「「本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定」」」」というというというという。）。）。）。）（（（（甲甲甲甲

５５５５，，，，６６６６））））。。。。

３３３３ 争点争点争点争点

(１)(１)(１)(１) 公務員公務員公務員公務員がががが職務職務職務職務のののの執行執行執行執行にににに当当当当たりたりたりたり他人他人他人他人にににに損害損害損害損害をををを与与与与えたえたえたえた場合場合場合場合にににに，，，，当該公務員当該公務員当該公務員当該公務員

個人個人個人個人がががが民法民法民法民法７０９７０９７０９７０９条条条条のののの責任責任責任責任をををを負負負負うかうかうかうか否否否否かかかか。。。。

(原告(原告(原告(原告らのらのらのらの主張)主張)主張)主張)

本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定はははは，，，，東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員であるであるであるである被告被告被告被告４４４４名名名名によるによるによるによる違法違法違法違法なななな公権公権公権公権

力力力力のののの行使行使行使行使にににに該当該当該当該当するがするがするがするが，，，，原告原告原告原告らはらはらはらは，，，，被告東洋町被告東洋町被告東洋町被告東洋町にににに対対対対するするするする国家賠償責任国家賠償責任国家賠償責任国家賠償責任のののの

追及追及追及追及とともに,とともに,とともに,とともに,被告被告被告被告４４４４名名名名にににに対対対対し,し,し,し,不法行為不法行為不法行為不法行為にににに基基基基づくづくづくづく損害賠償請求損害賠償請求損害賠償請求損害賠償請求をするこをするこをするこをするこ

とができるとができるとができるとができる。。。。民法上民法上民法上民法上はははは，，，，法人法人法人法人のののの機関及機関及機関及機関及びびびび被用者被用者被用者被用者もももも，，，，当該法人当該法人当該法人当該法人やややや使用者使用者使用者使用者のののの

損害賠償義務損害賠償義務損害賠償義務損害賠償義務とはとはとはとは別別別別にににに，，，，被害者被害者被害者被害者にににに対対対対するするするする損害賠償義務損害賠償義務損害賠償義務損害賠償義務があることががあることががあることががあることが認認認認めめめめ

られているられているられているられている以上以上以上以上，，，，公務員公務員公務員公務員にににに限限限限りりりり，，，，異異異異なるなるなるなる取扱取扱取扱取扱いをいをいをいを認認認認めるべきではないめるべきではないめるべきではないめるべきではない。。。。

またまたまたまた，，，，違法違法違法違法なななな公務公務公務公務によってによってによってによって損害損害損害損害をををを受受受受けたけたけたけた市民市民市民市民のののの当該公務員当該公務員当該公務員当該公務員にににに対対対対するするするする損害損害損害損害

賠償請求賠償請求賠償請求賠償請求はははは，，，，公務員公務員公務員公務員のののの職権濫用職権濫用職権濫用職権濫用にににに対対対対するするするする市民市民市民市民のののの個別監督作用個別監督作用個別監督作用個別監督作用としてとしてとしてとして尊重尊重尊重尊重

されるべきであるされるべきであるされるべきであるされるべきである。。。。

国家賠償法上国家賠償法上国家賠償法上国家賠償法上のののの求償権求償権求償権求償権のののの制限規定制限規定制限規定制限規定（（（（国家賠償法国家賠償法国家賠償法国家賠償法１１１１条条条条２２２２項項項項））））はははは，，，，国又国又国又国又はははは

地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの内部関係内部関係内部関係内部関係についてのについてのについてのについての規定規定規定規定にすぎずにすぎずにすぎずにすぎず，，，，当該公務員当該公務員当該公務員当該公務員にににに対対対対するするするする

直接直接直接直接のののの賠償請求賠償請求賠償請求賠償請求をををを妨妨妨妨げるものではないげるものではないげるものではないげるものではない。。。。

(被告(被告(被告(被告４４４４名名名名のののの主張)主張)主張)主張)

公権力公権力公権力公権力のののの行使行使行使行使にあたるにあたるにあたるにあたる地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの公務員公務員公務員公務員が,そのが,そのが,そのが,その職務職務職務職務をををを行行行行うにつうにつうにつうにつ
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いていていていて，，，，故意又故意又故意又故意又はははは過失過失過失過失によってによってによってによって違法違法違法違法にににに他人他人他人他人にににに損害損害損害損害をををを与与与与えたえたえたえた場合場合場合場合にはにはにはには，，，，地方地方地方地方

公共団体公共団体公共団体公共団体がそのがそのがそのがその被害者被害者被害者被害者にににに対対対対しししし賠償責任賠償責任賠償責任賠償責任をををを負負負負いいいい，，，，公務員個人公務員個人公務員個人公務員個人はそのはそのはそのはその責任責任責任責任をををを

負負負負わないわないわないわない。。。。

(２)(２)(２)(２) 本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定はははは，，，，そのそのそのその内容内容内容内容がががが法令法令法令法令にににに違反違反違反違反しししし，，，，あるいはあるいはあるいはあるいは手続的手続的手続的手続的にににに違法違法違法違法なもなもなもなも

のであるかのであるかのであるかのであるか否否否否かかかか。。。。

(原告(原告(原告(原告らのらのらのらの主張)主張)主張)主張)

アアアア 農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員をををを請求代表者請求代表者請求代表者請求代表者のののの一人一人一人一人としてとしてとしてとして行行行行われたわれたわれたわれた解職請求解職請求解職請求解職請求にににに係係係係るるるる

署名署名署名署名のののの効力効力効力効力はははは有効有効有効有効でありでありでありであり，，，，これをこれをこれをこれを無効無効無効無効としたとしたとしたとした本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定はははは違法違法違法違法であるであるであるである。。。。

(ア)(ア)(ア)(ア)ａａａａ 地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令１１５１１５１１５１１５条条条条１１１１項項項項はははは，，，，地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法８５８５８５８５条条条条１１１１項項項項がががが解解解解

職投票手続職投票手続職投票手続職投票手続（（（（同法同法同法同法８０８０８０８０条条条条３３３３項項項項））））のみならずのみならずのみならずのみならず，，，，解職請求手続解職請求手続解職請求手続解職請求手続（（（（同条同条同条同条

１１１１項項項項））））についてもについてもについてもについても，，，，公職選拳法公職選拳法公職選拳法公職選拳法のののの選挙選挙選挙選挙にににに関関関関するするするする規定規定規定規定をををを準用準用準用準用するするするする趣趣趣趣

旨旨旨旨であることをであることをであることをであることを前提前提前提前提にににに，，，，公務員公務員公務員公務員はははは原則原則原則原則としてとしてとしてとして解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者となとなとなとな

ることができないることができないることができないることができない旨旨旨旨のののの読読読読みみみみ替替替替えをえをえをえを規定規定規定規定しているがしているがしているがしているが，，，，地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法はははは，，，，

解職請求手続及解職請求手続及解職請求手続及解職請求手続及びびびび解職投票手続解職投票手続解職投票手続解職投票手続をををを２２２２段階段階段階段階のののの異異異異なるなるなるなる手続手続手続手続としてとしてとしてとして規定規定規定規定

しししし，，，，地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法８５８５８５８５条条条条１１１１項項項項がががが，，，，公職選挙法中普通地方公共団体公職選挙法中普通地方公共団体公職選挙法中普通地方公共団体公職選挙法中普通地方公共団体のののの

選挙選挙選挙選挙にににに関関関関するするするする規定規定規定規定についてについてについてについて，，，，同法同法同法同法８０８０８０８０条条条条３３３３項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる解職解職解職解職のののの

投票投票投票投票にこれをにこれをにこれをにこれを準用準用準用準用するするするする旨規定旨規定旨規定旨規定してしてしてして，，，，同条同条同条同条１１１１項項項項によるによるによるによる解職請求解職請求解職請求解職請求にににに準準準準

用用用用するするするする旨規定旨規定旨規定旨規定していないしていないしていないしていない以上以上以上以上，，，，地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令１１５１１５１１５１１５条条条条はははは，，，，法法法法

律律律律のののの委任委任委任委任なくなくなくなく，，，，命令命令命令命令によってによってによってによって解職請求権解職請求権解職請求権解職請求権をををを制限制限制限制限するものであってするものであってするものであってするものであって

無効無効無効無効なななな規定規定規定規定であるであるであるである。。。。

ｂｂｂｂ しかもしかもしかもしかも，，，，地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令１１３１１３１１３１１３条条条条によってによってによってによって，，，，普通地方公共団普通地方公共団普通地方公共団普通地方公共団

体体体体のののの議会議員議会議員議会議員議会議員のののの解職投票解職投票解職投票解職投票についてについてについてについて準用準用準用準用されるされるされるされる同施行令同施行令同施行令同施行令１０９１０９１０９１０９条条条条

はははは，，，，公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法のののの普通地方公共団体普通地方公共団体普通地方公共団体普通地方公共団体のののの選挙選挙選挙選挙にににに関関関関するするするする規定規定規定規定のうちのうちのうちのうち公公公公

職選挙法職選挙法職選挙法職選挙法８９８９８９８９条条条条１１１１項項項項ただしただしただしただし書書書書（（（（同項同項同項同項２２２２号号号号にににに関関関関するするするする部分部分部分部分をををを除除除除くくくく。）。）。）。），，，，

２２２２項及項及項及項及びびびび３３３３項項項項をををを準用準用準用準用しないしないしないしない旨規定旨規定旨規定旨規定しているためしているためしているためしているため，，，，公務員公務員公務員公務員（（（（同条同条同条同条１１１１

項項項項２２２２号号号号のののの者者者者をををを除除除除くくくく。。。。））））はははは，，，，普通地方公共団体普通地方公共団体普通地方公共団体普通地方公共団体のののの議会議員議会議員議会議員議会議員のののの解職請解職請解職請解職請

求代表者求代表者求代表者求代表者になることができないことになっているになることができないことになっているになることができないことになっているになることができないことになっている。。。。そのためそのためそのためそのため，，，，農農農農

業委員会委員業委員会委員業委員会委員業委員会委員はははは，，，，公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法８９８９８９８９条条条条１１１１項項項項３３３３号号号号，，，，同法施行令同法施行令同法施行令同法施行令９０９０９０９０条条条条

２２２２項項項項１１１１号号号号（（（（別表第別表第別表第別表第２２２２））））によりによりによりにより市町村市町村市町村市町村のののの議会議会議会議会のののの議員及議員及議員及議員及びびびび長長長長のののの選挙選挙選挙選挙にににに

ついてはついてはついてはついては，，，，在職中在職中在職中在職中でもでもでもでも候補者候補者候補者候補者となることができるのにとなることができるのにとなることができるのにとなることができるのに，，，，普通地方普通地方普通地方普通地方

公共団体公共団体公共団体公共団体のののの議会議員議会議員議会議員議会議員のののの解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者となることができないこととなることができないこととなることができないこととなることができないこと

になるになるになるになる。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら，，，，このようなこのようなこのようなこのような規定規定規定規定はははは，，，，地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法がががが解職請解職請解職請解職請

求代表者求代表者求代表者求代表者とととと公務員公務員公務員公務員のののの地位地位地位地位をををを調整調整調整調整するするするする規定規定規定規定をおいていないことにをおいていないことにをおいていないことにをおいていないことに照照照照

らしらしらしらし，，，，またまたまたまた，，，，多種多様多種多様多種多様多種多様となっているとなっているとなっているとなっている非常勤非常勤非常勤非常勤のののの特別職公務員特別職公務員特別職公務員特別職公務員からからからから地地地地

方行政方行政方行政方行政にににに参加参加参加参加するするするする機会機会機会機会をををを奪奪奪奪うことになることからうことになることからうことになることからうことになることから，，，，到底許到底許到底許到底許されるされるされるされる

ものではないものではないものではないものではない。。。。

ｃｃｃｃ したがってしたがってしたがってしたがって，，，，地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令１１３１１３１１３１１３条及条及条及条及びびびび１０９１０９１０９１０９条条条条のののの各規定各規定各規定各規定
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はははは，，，，地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法８５８５８５８５条条条条１１１１項項項項によるによるによるによる委任委任委任委任のののの範囲範囲範囲範囲をををを逸脱逸脱逸脱逸脱しししし，，，，法律法律法律法律のののの委委委委

任任任任なくなくなくなく解職請求権解職請求権解職請求権解職請求権をををを制限制限制限制限するものとしてするものとしてするものとしてするものとして，，，，違法違法違法違法・・・・無効無効無効無効というべきというべきというべきというべき

であるであるであるである。。。。

ｄｄｄｄ よってよってよってよって，，，，かかるかかるかかるかかる無効無効無効無効なななな地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令のののの各規定各規定各規定各規定にににに基基基基づいてづいてづいてづいて，，，，

署名署名署名署名のののの効力効力効力効力をををを無効無効無効無効としたとしたとしたとした本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定はははは違法違法違法違法であるであるであるである。。。。

(イ) また(イ) また(イ) また(イ) また，，，，仮仮仮仮にににに地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令１１５１１５１１５１１５条条条条１１１１項項項項がががが無効無効無効無効でないとしてもでないとしてもでないとしてもでないとしても，，，，

同条項同条項同条項同条項はははは解職投票手続段階解職投票手続段階解職投票手続段階解職投票手続段階においてのみにおいてのみにおいてのみにおいてのみ，，，，解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者についてについてについてについて

公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法のののの選挙選挙選挙選挙にににに関関関関するするするする規定規定規定規定をををを準用準用準用準用するするするする規定規定規定規定とととと解解解解すべきでありすべきでありすべきでありすべきであり，，，，

署名収集手続段階署名収集手続段階署名収集手続段階署名収集手続段階についてはについてはについてはについては準用準用準用準用されないものであるからされないものであるからされないものであるからされないものであるから，，，，同規定同規定同規定同規定

をををを準用準用準用準用してしてしてして本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの署名署名署名署名のののの効力効力効力効力をををを無効無効無効無効としたとしたとしたとした本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定はははは違法違法違法違法

であるであるであるである。。。。

(ウ)(ウ)(ウ)(ウ) 仮仮仮仮にににに，，，，公務員公務員公務員公務員であるであるであるである農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員をををを解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者のののの一人一人一人一人としとしとしとし

てててて行行行行われたわれたわれたわれた解職請求解職請求解職請求解職請求にににに係係係係るるるる署名署名署名署名のののの効力効力効力効力はははは無効無効無効無効であるとしてもであるとしてもであるとしてもであるとしても，，，，本件本件本件本件

署名簿署名簿署名簿署名簿のののの提出時提出時提出時提出時にににに解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者をををを辞退辞退辞退辞退していることからするとしていることからするとしていることからするとしていることからすると，，，，

本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿にににに係係係係るるるる署名署名署名署名すべてのすべてのすべてのすべての効力効力効力効力をををを無効無効無効無効とすることはとすることはとすることはとすることは明明明明らかにらかにらかにらかに行行行行

きききき過過過過ぎであるぎであるぎであるぎである。。。。

イイイイ 本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定はははは，，，，次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり手続上手続上手続上手続上のののの違法違法違法違法がありがありがありがあり，，，，違法違法違法違法・・・・無効無効無効無効であるであるであるである。。。。

(ア)(ア)(ア)(ア) 東洋町選挙管理委員会規程東洋町選挙管理委員会規程東洋町選挙管理委員会規程東洋町選挙管理委員会規程（（（（甲甲甲甲８８８８））））によるとによるとによるとによると，，，，選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会のののの

招集手続招集手続招集手続招集手続はははは文書文書文書文書によりによりによりにより行行行行わねばならないとわねばならないとわねばならないとわねばならないと解解解解されるところされるところされるところされるところ，，，，本件署本件署本件署本件署

名簿名簿名簿名簿にににに係係係係るるるる署名署名署名署名のののの効力効力効力効力をををを無効無効無効無効としたとしたとしたとした平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年５５５５月月月月２２２２日開催日開催日開催日開催のののの東洋東洋東洋東洋

町選挙管理委員会町選挙管理委員会町選挙管理委員会町選挙管理委員会はははは，，，，電話電話電話電話でででで招集招集招集招集されておりされておりされておりされており，，，，招集手続招集手続招集手続招集手続がががが違法違法違法違法であであであであ

るるるる。。。。

(イ)(イ)(イ)(イ) 平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年５５５５月月月月２２２２日開催日開催日開催日開催のののの東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会はははは，，，，庁外庁外庁外庁外のののの公民公民公民公民

館館館館でででで開催開催開催開催されておりされておりされておりされており，，，，実質的実質的実質的実質的にににに非公開非公開非公開非公開であったであったであったであった。。。。

またまたまたまた，，，，審議時間審議時間審議時間審議時間はわずかはわずかはわずかはわずか約約約約３０３０３０３０分間分間分間分間であってであってであってであって，，，，十分十分十分十分なななな審議審議審議審議をををを尽尽尽尽くくくく

すにはすにはすにはすには全全全全くくくく不十分不十分不十分不十分であるであるであるである上上上上，，，，本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿にににに係係係係るるるる署名署名署名署名がががが無効無効無効無効であるであるであるである旨旨旨旨

のののの説明説明説明説明のみがのみがのみがのみが一方的一方的一方的一方的にににに行行行行われておりわれておりわれておりわれており，，，，実質的審議実質的審議実質的審議実質的審議がががが尽尽尽尽くされたものくされたものくされたものくされたもの

ではなくではなくではなくではなく，，，，手続上重大手続上重大手続上重大手続上重大なななな瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵があるがあるがあるがある。。。。

(ウ)(ウ)(ウ)(ウ) 署名縦覧期間署名縦覧期間署名縦覧期間署名縦覧期間についてはについてはについてはについては，，，，平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年４４４４月月月月１８１８１８１８日付日付日付日付けでけでけでけで，，，，同年同年同年同年５５５５

月月月月８８８８日日日日からからからから同月同月同月同月１４１４１４１４日日日日までとまでとまでとまでと告示告示告示告示されたがされたがされたがされたが，，，，実際実際実際実際のののの縦覧期間縦覧期間縦覧期間縦覧期間はははは同月同月同月同月

３３３３日日日日からからからから同月同月同月同月９９９９日日日日までであったまでであったまでであったまでであった。。。。東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会においてにおいてにおいてにおいて，，，，

縦覧期間縦覧期間縦覧期間縦覧期間のののの変更変更変更変更についてはについてはについてはについては正式正式正式正式にににに議題議題議題議題となっておらずとなっておらずとなっておらずとなっておらず，，，，実際実際実際実際にににに，，，，２２２２

つのつのつのつの縦覧期間縦覧期間縦覧期間縦覧期間のののの告示告示告示告示がががが行行行行われたわれたわれたわれた掲示板掲示板掲示板掲示板もあるなどもあるなどもあるなどもあるなど，，，，縦覧期間縦覧期間縦覧期間縦覧期間のののの告示告示告示告示

・・・・公表手続公表手続公表手続公表手続にににに違法違法違法違法があるがあるがあるがある。。。。

(エ)(エ)(エ)(エ) 東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会においてにおいてにおいてにおいて，，，，本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの審査審査審査審査（（（（地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法

７４７４７４７４条条条条のののの２２２２第第第第１１１１項項項項））））をををを行行行行っていないっていないっていないっていない。。。。

(オ)(オ)(オ)(オ) 東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会はははは，，，，当初当初当初当初，，，，地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法７４７４７４７４条条条条のののの２２２２第第第第１１１１項項項項をををを
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根拠根拠根拠根拠としてとしてとしてとして，，，，本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの署名署名署名署名のののの効力効力効力効力をををを無効無効無効無効とととと判断判断判断判断していたがしていたがしていたがしていたが，，，，本本本本

件各決定件各決定件各決定件各決定においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，同法同法同法同法７４７４７４７４条条条条のののの３３３３第第第第１１１１項項項項１１１１号号号号をををを根拠根拠根拠根拠としてとしてとしてとして，，，，本本本本

件署名簿件署名簿件署名簿件署名簿のののの署名署名署名署名のののの効力効力効力効力をををを無効無効無効無効とととと判断判断判断判断しておりしておりしておりしており，，，，理由理由理由理由をすりをすりをすりをすり替替替替えたえたえたえた違違違違

法法法法があるがあるがあるがある。。。。

(カ)(カ)(カ)(カ) 本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定にはにはにはには，，，，成規成規成規成規のののの手続違反手続違反手続違反手続違反であることのであることのであることのであることの具体的内容具体的内容具体的内容具体的内容をををを明明明明らららら

かにしていないなどかにしていないなどかにしていないなどかにしていないなど，，，，理由不備理由不備理由不備理由不備のののの違法違法違法違法があるがあるがあるがある。。。。

(被告東洋町(被告東洋町(被告東洋町(被告東洋町のののの主張)主張)主張)主張)

争争争争うううう。。。。

(被告(被告(被告(被告４４４４名名名名のののの主張)主張)主張)主張)

アアアア 東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会はははは最高裁判所最高裁判所最高裁判所最高裁判所のののの判例判例判例判例などのなどのなどのなどの解釈解釈解釈解釈にににに従従従従いいいい，，，，本件本件本件本件

署名簿署名簿署名簿署名簿のののの署名署名署名署名をすべてをすべてをすべてをすべて無効無効無効無効とととと判断判断判断判断したものでしたものでしたものでしたもので，，，，本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定にににに違法違法違法違法はなはなはなはな

いいいい。。。。

(ア)(ア)(ア)(ア) 解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者となるとなるとなるとなる資格資格資格資格をををを有有有有しないしないしないしない者者者者をををを解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者にににに加加加加ええええ

てててて収集収集収集収集したしたしたした町議会議員解職請求町議会議員解職請求町議会議員解職請求町議会議員解職請求のののの署名署名署名署名はははは，，，，そのそのそのその者者者者がががが直接署名直接署名直接署名直接署名のののの収集収集収集収集

にににに従事従事従事従事しなかったとしてもしなかったとしてもしなかったとしてもしなかったとしても，，，，そのそのそのその者者者者がががが請求代表者請求代表者請求代表者請求代表者となったことがとなったことがとなったことがとなったことが署署署署

名名名名のののの収集収集収集収集にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす可能性可能性可能性可能性をををを否定否定否定否定しししし得得得得ないからないからないからないから，，，，法令法令法令法令のののの定定定定めるめるめるめる

成規成規成規成規のののの手続手続手続手続によらないによらないによらないによらない署名署名署名署名としてとしてとしてとして無効無効無効無効であるであるであるである。。。。

原告原告原告原告ＨＨＨＨはははは，，，，地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法１８０１８０１８０１８０条条条条のののの５５５５所定所定所定所定のののの東洋町農業委員会委員東洋町農業委員会委員東洋町農業委員会委員東洋町農業委員会委員

でありでありでありであり公務員公務員公務員公務員であるところであるところであるところであるところ，，，，公務員公務員公務員公務員はははは，，，，地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法８５８５８５８５条条条条１１１１項項項項，，，，同同同同

法施行令法施行令法施行令法施行令１１５１１５１１５１１５条条条条によりによりによりにより解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者になることができないになることができないになることができないになることができない。。。。

したがってしたがってしたがってしたがって，，，，原告原告原告原告ＨＨＨＨがががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者となりとなりとなりとなり収集収集収集収集したしたしたした本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿

のののの署名署名署名署名はははは無効無効無効無効でありでありでありであり，，，，東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会のののの判断判断判断判断はははは適法適法適法適法であるであるであるである。。。。

(イ)(イ)(イ)(イ) 公務員公務員公務員公務員がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者になることができるとするとになることができるとするとになることができるとするとになることができるとすると，，，，そのそのそのその地位地位地位地位

やややや権力権力権力権力をををを背景背景背景背景にしてにしてにしてにして住民住民住民住民からからからから必要必要必要必要なななな署名署名署名署名をををを集集集集めるめるめるめる危険性危険性危険性危険性があるのでがあるのでがあるのでがあるので

あってあってあってあって，，，，地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法８５８５８５８５条条条条１１１１項項項項はははは解職投票解職投票解職投票解職投票のののの前段階前段階前段階前段階のののの解職請求手続解職請求手続解職請求手続解職請求手続

にもにもにもにも公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法のののの選挙選挙選挙選挙のののの規定規定規定規定をををを準用準用準用準用することをすることをすることをすることを当然当然当然当然のののの前提前提前提前提としたとしたとしたとした規規規規

定定定定であるであるであるである｡｡｡｡そしてそしてそしてそして，，，，同条同項同条同項同条同項同条同項のののの趣旨趣旨趣旨趣旨からすればからすればからすればからすれば，，，，公務員公務員公務員公務員がががが解職請求解職請求解職請求解職請求

代表者代表者代表者代表者になれないとになれないとになれないとになれないと規定規定規定規定したしたしたした地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令１１５１１５１１５１１５条条条条はははは当然当然当然当然にににに有有有有

効効効効なななな規定規定規定規定であるであるであるである。。。。

イイイイ 本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの署名署名署名署名のののの効力効力効力効力をををを無効無効無効無効としたのはとしたのはとしたのはとしたのは法律解釈法律解釈法律解釈法律解釈，，，，判例判例判例判例のののの解釈解釈解釈解釈にににに

よるものでありよるものでありよるものでありよるものであり，，，，本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定をををを無効無効無効無効にするほどのにするほどのにするほどのにするほどの手続的瑕疵手続的瑕疵手続的瑕疵手続的瑕疵はないはないはないはない。。。。

(ア)(ア)(ア)(ア) 平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年５５５５月月月月２２２２日開催日開催日開催日開催のののの東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会はははは，，，，委員全員委員全員委員全員委員全員がががが

口頭口頭口頭口頭によるによるによるによる招集招集招集招集にににに同意同意同意同意してしてしてして行行行行われたものでありわれたものでありわれたものでありわれたものであり，，，，そのそのそのその審査審査審査審査，，，，決定内決定内決定内決定内

容容容容にににに影響影響影響影響はなくはなくはなくはなく，，，，本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの署名署名署名署名のののの効力効力効力効力をすべてをすべてをすべてをすべて無効無効無効無効としたとしたとしたとした本件本件本件本件

各決定各決定各決定各決定をををを無効無効無効無効とするものではないとするものではないとするものではないとするものではない。。。。

(イ)(イ)(イ)(イ) 平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年５５５５月月月月２２２２日開催日開催日開催日開催のののの東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会ではではではでは，，，，委員長委員長委員長委員長がががが

判例等判例等判例等判例等をををを引用引用引用引用してしてしてして，，，，農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者のののの一人一人一人一人としてとしてとしてとして
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収集収集収集収集されたされたされたされた署名署名署名署名はははは，，，，法令法令法令法令によるによるによるによる成規成規成規成規のののの手続手続手続手続によらないによらないによらないによらない署名署名署名署名としてとしてとしてとして無無無無

効効効効であることをであることをであることをであることを説明説明説明説明しししし，，，，各委員各委員各委員各委員もこれをもこれをもこれをもこれを確認確認確認確認してしてしてして審議審議審議審議したしたしたした結果結果結果結果，，，，本本本本

件署名簿件署名簿件署名簿件署名簿のののの署名署名署名署名のののの効力効力効力効力をすべてをすべてをすべてをすべて無効無効無効無効とととと決定決定決定決定したものでありしたものでありしたものでありしたものであり，，，，そのそのそのその手手手手

続続続続にににに瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵はないはないはないはない。。。。

(ウ)(ウ)(ウ)(ウ) 署名縦覧期間署名縦覧期間署名縦覧期間署名縦覧期間がががが変更変更変更変更されてもされてもされてもされても，，，，本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの署名署名署名署名のののの効力効力効力効力をすべてをすべてをすべてをすべて

無効無効無効無効としたとしたとしたとした東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会のののの判断判断判断判断にににに影響影響影響影響するものではないするものではないするものではないするものではない。。。。

実際実際実際実際にもにもにもにも縦覧期間中縦覧期間中縦覧期間中縦覧期間中のののの平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年５５５５月月月月８８８８日日日日にににに異議申立異議申立異議申立異議申立てがてがてがてが行行行行われてわれてわれてわれて

おりおりおりおり，，，，異議申立異議申立異議申立異議申立てのてのてのての機会機会機会機会はははは確保確保確保確保されていたされていたされていたされていた。。。。

(エ)(エ)(エ)(エ) 東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会はははは，，，，農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者のののの一一一一

人人人人であったことからであったことからであったことからであったことから，，，，本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの署名署名署名署名はははは法令法令法令法令のののの定定定定めるめるめるめる成規成規成規成規のののの手続手続手続手続

によらないによらないによらないによらない署名署名署名署名としてとしてとしてとして無効無効無効無効とととと判断判断判断判断したものでしたものでしたものでしたもので，，，，個個個個々々々々のののの署名署名署名署名とととと選挙人選挙人選挙人選挙人

名簿名簿名簿名簿をををを照合照合照合照合するするするする必要必要必要必要はなかったはなかったはなかったはなかった。。。。本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの審査手続審査手続審査手続審査手続にににに違法違法違法違法はなはなはなはな

いいいい。。。。

(オ)(オ)(オ)(オ) 東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会はははは，，，，地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法７４７４７４７４条条条条のののの２２２２第第第第１１１１項項項項にににに基基基基づきづきづきづき

署名署名署名署名のののの審査審査審査審査をををを行行行行いいいい，，，，農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者のののの一人一人一人一人であっであっであっであっ

たことからたことからたことからたことから，，，，同法同法同法同法７４７４７４７４条条条条のののの３３３３第第第第１１１１項項項項１１１１号号号号のののの法令法令法令法令のののの定定定定めるめるめるめる成規成規成規成規のののの手続手続手続手続

によらないによらないによらないによらない署名署名署名署名として,として,として,として,本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの署名署名署名署名のののの効力効力効力効力についてについてについてについて無効無効無効無効とととと判判判判

断断断断したものでありしたものでありしたものでありしたものであり，，，，無効無効無効無効としたとしたとしたとした理由理由理由理由をををを変更変更変更変更したことはないしたことはないしたことはないしたことはない。。。。

(力)(力)(力)(力) 「「「「成規成規成規成規のののの手続手続手続手続によらないによらないによらないによらない署名署名署名署名」」」」とのとのとのとの理由理由理由理由をどのをどのをどのをどの程度詳細程度詳細程度詳細程度詳細にににに記載記載記載記載すすすす

るかは,るかは,るかは,るかは,東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会のののの裁量裁量裁量裁量のののの問題問題問題問題でありでありでありであり，，，，理由不備理由不備理由不備理由不備のののの違違違違

法法法法はないはないはないはない。。。。

(３)(３)(３)(３) 東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会がががが，，，，農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者にににに含含含含まれまれまれまれ

るるるる解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書をををを交付交付交付交付しししし，，，，そのそのそのその旨告示旨告示旨告示旨告示したしたしたした行為行為行為行為がががが違法違法違法違法であるかであるかであるかであるか

否否否否かかかか。。。。

(原告(原告(原告(原告らのらのらのらの主張)主張)主張)主張)

公務員公務員公務員公務員がががが地方議会議員地方議会議員地方議会議員地方議会議員のののの解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者となることができないというとなることができないというとなることができないというとなることができないという

のであればのであればのであればのであれば，，，，東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会はははは，，，，公務員公務員公務員公務員のののの地位地位地位地位にあるにあるにあるにある解職請求代解職請求代解職請求代解職請求代

表者表者表者表者にににに対対対対してしてしてして，，，，解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書をををを交付交付交付交付してはならずしてはならずしてはならずしてはならず，，，，そのそのそのその旨旨旨旨をををを告告告告

示示示示してはならないしてはならないしてはならないしてはならない義務義務義務義務をををを負負負負っていたというべきであるっていたというべきであるっていたというべきであるっていたというべきである。。。。にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず，，，，

東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会はははは，，，，かかるかかるかかるかかる義務義務義務義務をををを怠怠怠怠りりりり，，，，農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員であるであるであるである原告原告原告原告

ＨＨＨＨをををを含含含含むむむむ解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書をををを交付交付交付交付しししし，，，，そのそのそのその旨旨旨旨をををを告示告示告示告示したしたしたした。。。。

被告被告被告被告らはらはらはらは，，，，原告原告原告原告ＨＨＨＨがががが農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員であることをであることをであることをであることを知知知知っていたかっていたかっていたかっていたか，，，，知知知知らならならならな

かったとしてもかったとしてもかったとしてもかったとしても，，，，そのことにつきそのことにつきそのことにつきそのことにつき過失過失過失過失があるがあるがあるがある。。。。

(被告東洋町(被告東洋町(被告東洋町(被告東洋町のののの主張)主張)主張)主張)

争争争争うううう。。。。

(被告(被告(被告(被告４４４４名名名名のののの主張)主張)主張)主張)

被告被告被告被告４４４４名名名名はははは，，，，原告原告原告原告ＨＨＨＨがががが農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員であることをであることをであることをであることを知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった。。。。
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またまたまたまた，，，，被告被告被告被告４４４４名名名名はははは，，，，解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者がががが選挙人名簿選挙人名簿選挙人名簿選挙人名簿にににに登録登録登録登録されたされたされたされた者者者者であであであであ

るかどうかのるかどうかのるかどうかのるかどうかの確認義務確認義務確認義務確認義務をををを負負負負うがうがうがうが，，，，公務員公務員公務員公務員であるかどうかにつきであるかどうかにつきであるかどうかにつきであるかどうかにつき確認確認確認確認すべすべすべすべ

きききき法的義務法的義務法的義務法的義務はははは負負負負わないからわないからわないからわないから，，，，被告被告被告被告４４４４名名名名にはにはにはには過失過失過失過失もももも認認認認められないめられないめられないめられない。。。。

原告原告原告原告らのらのらのらの署名活動署名活動署名活動署名活動がががが無駄無駄無駄無駄となったとなったとなったとなった直接直接直接直接のののの原因原因原因原因はははは，，，，法律解釈法律解釈法律解釈法律解釈をををを誤誤誤誤ったったったった原原原原

告告告告らにありらにありらにありらにあり，，，，原告原告原告原告らのらのらのらの損害損害損害損害とととと被告被告被告被告４４４４名名名名のののの行為行為行為行為とのとのとのとの間間間間にににに相当因果関係相当因果関係相当因果関係相当因果関係はははは認認認認

められないめられないめられないめられない。。。。

(４)(４)(４)(４) 損害額損害額損害額損害額

(原告(原告(原告(原告らのらのらのらの主張)主張)主張)主張)

東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会によるによるによるによる違法違法違法違法なななな本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定によりによりによりにより，，，，原告原告原告原告らはらはらはらは署名署名署名署名

をををを無無無無にされにされにされにされ，，，，田島議員田島議員田島議員田島議員をををを解職解職解職解職するするするする利益利益利益利益をををを奪奪奪奪われたのでありわれたのでありわれたのでありわれたのであり，，，，精神的苦痛精神的苦痛精神的苦痛精神的苦痛

にににに対対対対するするするする慰謝料慰謝料慰謝料慰謝料はははは各自各自各自各自１３０１３０１３０１３０万円万円万円万円ずつがずつがずつがずつが相当相当相当相当であるであるであるである。。。。またまたまたまた，，，，東洋町選挙東洋町選挙東洋町選挙東洋町選挙

管理委員会管理委員会管理委員会管理委員会がががが違法違法違法違法にににに代表者証明書代表者証明書代表者証明書代表者証明書をををを交付交付交付交付，，，，告示告示告示告示したしたしたした行為行為行為行為によりによりによりにより，，，，原告原告原告原告らららら

はははは適法適法適法適法にににに解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者になれるとになれるとになれるとになれると信信信信じてじてじてじて署名署名署名署名をををを収集収集収集収集したものでありしたものでありしたものでありしたものであり，，，，

精神的苦痛精神的苦痛精神的苦痛精神的苦痛にににに対対対対するするするする慰謝料慰謝料慰謝料慰謝料はははは各自各自各自各自２３２３２３２３万円万円万円万円ずつがずつがずつがずつが相当相当相当相当であるであるであるである。。。。

(被告東洋町(被告東洋町(被告東洋町(被告東洋町のののの主張)主張)主張)主張)

争争争争うううう。。。。

(被告(被告(被告(被告４４４４名名名名のののの主張)主張)主張)主張)

争争争争うううう。。。。

第第第第３３３３ 当裁判所当裁判所当裁判所当裁判所のののの判断判断判断判断

１１１１ 争点(争点(争点(争点(１)(１)(１)(１)(公務員公務員公務員公務員がががが職務職務職務職務のののの執行執行執行執行にににに当当当当たりたりたりたり他人他人他人他人にににに損害損害損害損害をををを与与与与えたえたえたえた場合場合場合場合にににに，，，，当該当該当該当該

公務員公務員公務員公務員がががが民法民法民法民法７０９７０９７０９７０９条条条条のののの責任責任責任責任をををを負負負負うかうかうかうか否否否否か)についてか)についてか)についてか)について

アアアア 国又国又国又国又はははは公共団体公共団体公共団体公共団体のののの公権力公権力公権力公権力のののの行使行使行使行使にににに当当当当たるたるたるたる公務員公務員公務員公務員がががが，，，，そのそのそのその職務職務職務職務をををを行行行行うにつうにつうにつうにつ

きききき故意又故意又故意又故意又はははは過失過失過失過失によってによってによってによって違法違法違法違法にににに他人他人他人他人にににに損害損害損害損害をををを与与与与えたえたえたえた場合場合場合場合にはにはにはには，，，，国又国又国又国又はははは公共公共公共公共

団体団体団体団体がそのがそのがそのがその被害者被害者被害者被害者にににに対対対対してしてしてして賠償賠償賠償賠償のののの責任責任責任責任をををを負負負負いいいい，，，，公務員個人公務員個人公務員個人公務員個人はそのはそのはそのはその責任責任責任責任をををを負負負負

わないとわないとわないとわないと解解解解すべきであるすべきであるすべきであるすべきである（（（（最高裁昭和最高裁昭和最高裁昭和最高裁昭和３０３０３０３０年年年年４４４４月月月月１９１９１９１９日第三小法廷判決日第三小法廷判決日第三小法廷判決日第三小法廷判決・・・・

民集民集民集民集９９９９巻巻巻巻５５５５号号号号５３４５３４５３４５３４頁頁頁頁，，，，最高裁昭和最高裁昭和最高裁昭和最高裁昭和４７４７４７４７年年年年３３３３月月月月２１２１２１２１日第三小法廷判決日第三小法廷判決日第三小法廷判決日第三小法廷判決・・・・裁裁裁裁

判集民事判集民事判集民事判集民事１０５１０５１０５１０５号号号号３０９３０９３０９３０９頁頁頁頁，，，，最高裁昭和最高裁昭和最高裁昭和最高裁昭和５３５３５３５３年年年年１０１０１０１０月月月月２０２０２０２０日第二小法廷判日第二小法廷判日第二小法廷判日第二小法廷判

決決決決・・・・民集民集民集民集３２３２３２３２巻巻巻巻７７７７号号号号１３６７１３６７１３６７１３６７頁参照頁参照頁参照頁参照））））。。。。

イイイイ 本件本件本件本件においてにおいてにおいてにおいて，，，，原告原告原告原告らはらはらはらは，，，，被告被告被告被告４４４４名名名名がががが東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員としてとしてとしてとして，，，，本件本件本件本件

署名簿署名簿署名簿署名簿にににに係係係係るるるる署名署名署名署名のののの効力効力効力効力のののの決定等決定等決定等決定等をををを行行行行ったことがったことがったことがったことが違法違法違法違法であるであるであるである旨主張旨主張旨主張旨主張していしていしていしてい

るところるところるところるところ，，，，これがこれがこれがこれが公務員公務員公務員公務員のののの職務行為職務行為職務行為職務行為であることはであることはであることはであることは明明明明らかであるかららかであるかららかであるかららかであるから，，，，仮仮仮仮にににに

違法行為違法行為違法行為違法行為がががが認認認認められめられめられめられ，，，，被告被告被告被告４４４４名名名名にににに故意又故意又故意又故意又はははは過失過失過失過失があったとしてもがあったとしてもがあったとしてもがあったとしても，，，，被告東被告東被告東被告東

洋町洋町洋町洋町がそのがそのがそのがその賠償責任賠償責任賠償責任賠償責任をををを負負負負うことになるうことになるうことになるうことになる。。。。

したがってしたがってしたがってしたがって，，，，原告原告原告原告らのらのらのらの被告被告被告被告４４４４名名名名にににに対対対対するするするする請求請求請求請求はそのはそのはそのはその余余余余のののの点点点点をををを判断判断判断判断するまするまするまするま

でもなくいずれもでもなくいずれもでもなくいずれもでもなくいずれも理由理由理由理由がないがないがないがない。。。。

２２２２ 争点争点争点争点（（（（２２２２））））（（（（本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定はははは，，，，そのそのそのその内容内容内容内容がががが法令法令法令法令にににに違反違反違反違反しししし，，，，あるいはあるいはあるいはあるいは手続的手続的手続的手続的にににに
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違法違法違法違法なものであるかなものであるかなものであるかなものであるか否否否否かかかか））））についてについてについてについて

アアアア 地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法８５８５８５８５条条条条１１１１項項項項はははは，，，，「「「「政令政令政令政令でででで特別特別特別特別のののの定定定定をするものををするものををするものををするものを除除除除くくくく外外外外，，，，公職公職公職公職

選拳法中普通地方公共団体選拳法中普通地方公共団体選拳法中普通地方公共団体選拳法中普通地方公共団体のののの選挙選挙選挙選挙にににに関関関関するするするする規定規定規定規定は・・・は・・・は・・・は・・・８０８０８０８０条条条条３３３３項項項項・・・・・・・・・・・・

のののの規定規定規定規定によるによるによるによる解職解職解職解職のののの投票投票投票投票にこれをにこれをにこれをにこれを準用準用準用準用するするするする」」」」とととと定定定定めめめめ，，，，同規定同規定同規定同規定をををを受受受受けてけてけてけて，，，，地地地地

方自治法施行令方自治法施行令方自治法施行令方自治法施行令１１３１１３１１３１１３条条条条でででで地方議会議員地方議会議員地方議会議員地方議会議員のののの解職投票解職投票解職投票解職投票についてについてについてについて準用準用準用準用するするするする同施同施同施同施

行令行令行令行令１０９１０９１０９１０９条条条条はははは，，，，公務員公務員公務員公務員のののの立候補制限立候補制限立候補制限立候補制限のののの例外例外例外例外についてについてについてについて規定規定規定規定したしたしたした公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法

８９８９８９８９条条条条１１１１項項項項ただしただしただしただし書書書書（（（（ただしただしただしただし同項同項同項同項２２２２号号号号にににに関関関関するするするする部分部分部分部分をををを除除除除くくくく。。。。））））についてについてについてについて，，，，

地方議会議員地方議会議員地方議会議員地方議会議員のののの解職投票解職投票解職投票解職投票についてについてについてについて準用準用準用準用しないしないしないしない旨旨旨旨をををを定定定定めめめめ，，，，そのそのそのその結果結果結果結果，，，，地方議地方議地方議地方議

会議員会議員会議員会議員のののの解職投票解職投票解職投票解職投票についてはについてはについてはについては，，，，公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法８９８９８９８９条条条条１１１１項本文項本文項本文項本文のののの公務員公務員公務員公務員のののの立候立候立候立候

補制限補制限補制限補制限のののの規定規定規定規定がががが準用準用準用準用されることになるされることになるされることになるされることになる。。。。

また,また,また,また,地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令１１３１１３１１３１１３条条条条でででで準用準用準用準用するするするする同施行令同施行令同施行令同施行令１０８１０８１０８１０８条条条条２２２２項項項項によによによによ

りりりり，，，，公職選拳法中公職選拳法中公職選拳法中公職選拳法中のののの公職公職公職公職のののの候補者候補者候補者候補者にににに関関関関するするするする規定規定規定規定はははは，，，，普通地方公共団体普通地方公共団体普通地方公共団体普通地方公共団体のののの議議議議

会会会会のののの議員又議員又議員又議員又はそのはそのはそのはその解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者にににに関関関関するするするする規定規定規定規定とみなされとみなされとみなされとみなされ，，，，同施行令同施行令同施行令同施行令１１１１１１１１

５５５５条条条条でででで，，，，公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法８９８９８９８９条条条条１１１１項項項項のののの「「「「公職公職公職公職のののの候補者候補者候補者候補者」」」」をををを「「「「普通地方公共団体普通地方公共団体普通地方公共団体普通地方公共団体

のののの議会議会議会議会のののの議員議員議員議員のののの解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者」」」」とととと読読読読みみみみ替替替替えるとえるとえるとえると規定規定規定規定されているされているされているされている。。。。

したがってしたがってしたがってしたがって，，，，地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令のののの各規定各規定各規定各規定をををを前提前提前提前提とするととするととするととすると，，，，公務員公務員公務員公務員はははは地方地方地方地方

議会議員議会議員議会議員議会議員のののの解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者になることができないことになるになることができないことになるになることができないことになるになることができないことになる。。。。

イ ところでイ ところでイ ところでイ ところで，，，，ーーーー定数定数定数定数のののの有効有効有効有効なななな署名署名署名署名がががが収集収集収集収集されてされてされてされて地方議会議員地方議会議員地方議会議員地方議会議員のののの解職解職解職解職のののの請求請求請求請求

がされたがされたがされたがされた場合場合場合場合にはにはにはには，，，，当該地方議会議員当該地方議会議員当該地方議会議員当該地方議会議員をををを解職解職解職解職するかにつきするかにつきするかにつきするかにつき，，，，当該選挙区当該選挙区当該選挙区当該選挙区のののの

選挙人選挙人選挙人選挙人のののの投票投票投票投票がががが行行行行われることになりわれることになりわれることになりわれることになり，，，，そのそのそのその過半数過半数過半数過半数のののの同意同意同意同意があったときにはがあったときにはがあったときにはがあったときには

当該地方議会議員当該地方議会議員当該地方議会議員当該地方議会議員はははは失職失職失職失職することになるすることになるすることになるすることになる（（（（地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法８０８０８０８０条条条条，，，，８３８３８３８３条条条条））））。。。。

かかるかかるかかるかかる解職請求手続解職請求手続解職請求手続解職請求手続はははは，，，，直接民主制直接民主制直接民主制直接民主制にににに基基基基づきづきづきづき住民住民住民住民がががが有有有有するするするする重要重要重要重要なななな権利権利権利権利であであであであ

るがるがるがるが，，，，一度一度一度一度はははは選挙選挙選挙選挙によるによるによるによる民意民意民意民意にににに基基基基づいてづいてづいてづいて選出選出選出選出されたされたされたされた地方議会議員地方議会議員地方議会議員地方議会議員についてについてについてについて，，，，

解職投票結果解職投票結果解職投票結果解職投票結果にににに反映反映反映反映されたされたされたされた住民住民住民住民のののの意思意思意思意思にににに基基基基づきづきづきづき，，，，当該議員当該議員当該議員当該議員のののの身分身分身分身分をををを喪失喪失喪失喪失ささささ

せるものであるからせるものであるからせるものであるからせるものであるから，，，，そのそのそのその手続手続手続手続がががが適正適正適正適正でなければならないことはでなければならないことはでなければならないことはでなければならないことは論論論論をををを待待待待たたたた

ないないないない。。。。そしてそしてそしてそして，，，，解職投票解職投票解職投票解職投票はははは，，，，一定数一定数一定数一定数のののの有効有効有効有効なななな署名署名署名署名をもってをもってをもってをもって解職請求解職請求解職請求解職請求がされがされがされがされ

たことをたことをたことをたことを前提前提前提前提としてとしてとしてとして行行行行われるものであるからわれるものであるからわれるものであるからわれるものであるから，，，，解職請求解職請求解職請求解職請求とととと解職投票解職投票解職投票解職投票はははは一連一連一連一連

のののの手続手続手続手続のののの中中中中でででで密接密接密接密接にににに関連関連関連関連するものであって,するものであって,するものであって,するものであって,適正手続適正手続適正手続適正手続のののの要請要請要請要請はははは等等等等しくしくしくしく及及及及ぶぶぶぶ

ものというべきであるものというべきであるものというべきであるものというべきである。。。。このようなこのようなこのようなこのような観点観点観点観点からからからから，，，，地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法８５８５８５８５条条条条１１１１項項項項はははは，，，，

解職投票手続解職投票手続解職投票手続解職投票手続のみならずのみならずのみならずのみならず，，，，解職請求手続解職請求手続解職請求手続解職請求手続についてもそのについてもそのについてもそのについてもその適正適正適正適正をををを図図図図るためるためるためるため公公公公

職選拳法職選拳法職選拳法職選拳法のののの関係規定関係規定関係規定関係規定のののの準用準用準用準用をををを認認認認めためためためた規定規定規定規定であるとであるとであるとであると解解解解するのがするのがするのがするのが相当相当相当相当であるであるであるである。。。。

そしてそしてそしてそして，，，，公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法８９８９８９８９条条条条１１１１項項項項はははは，，，，公務員公務員公務員公務員がそのがそのがそのがその地位地位地位地位をををを利用利用利用利用することにすることにすることにすることに

よるよるよるよる選挙運動等選挙運動等選挙運動等選挙運動等のののの不平等不平等不平等不平等をををを排除排除排除排除してしてしてして選挙選挙選挙選挙のののの公正公正公正公正をををを確保確保確保確保するとともにするとともにするとともにするとともに，，，，公務公務公務公務

員員員員のののの職務遂行職務遂行職務遂行職務遂行のののの中立性中立性中立性中立性のののの観点観点観点観点からからからから，，，，一定一定一定一定のののの公務員公務員公務員公務員についてについてについてについて一律一律一律一律にににに立候補制立候補制立候補制立候補制

限限限限をををを定定定定めためためためた規定規定規定規定であるところであるところであるところであるところ，，，，解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者についてもについてもについてもについても，，，，公務員公務員公務員公務員たるたるたるたる地地地地

位位位位をををを利用利用利用利用してしてしてして署名署名署名署名をををを収集収集収集収集することになればすることになればすることになればすることになれば，，，，解職請求手続解職請求手続解職請求手続解職請求手続のののの適正適正適正適正がががが損損損損なわなわなわなわ

れてしまうのであってれてしまうのであってれてしまうのであってれてしまうのであって，，，，地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令はかかるはかかるはかかるはかかる弊害弊害弊害弊害をををを防止防止防止防止するためにするためにするためにするために，，，，
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公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法のののの準用除外規定準用除外規定準用除外規定準用除外規定，，，，読替規定読替規定読替規定読替規定をおいてをおいてをおいてをおいて，，，，公務員公務員公務員公務員がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者

となれないことをとなれないことをとなれないことをとなれないことを定定定定めたものとめたものとめたものとめたものと解解解解されるされるされるされる。。。。

したがってしたがってしたがってしたがって，，，，解職請求手続解職請求手続解職請求手続解職請求手続についてについてについてについて，，，，公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法のののの規定規定規定規定をををを準用準用準用準用するするするする旨旨旨旨のののの

地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令のののの各規定各規定各規定各規定はははは，，，，地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法８５８５８５８５条条条条１１１１項項項項のののの委任委任委任委任のののの範囲範囲範囲範囲をををを逸脱逸脱逸脱逸脱

したものとはしたものとはしたものとはしたものとは解解解解されずされずされずされず，，，，適法適法適法適法かつかつかつかつ有効有効有効有効なななな規定規定規定規定であるというべきであるであるというべきであるであるというべきであるであるというべきである。。。。

ウ このウ このウ このウ この点点点点，，，，原告原告原告原告らはらはらはらは，，，，地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法８５８５８５８５条条条条１１１１項項項項はははは公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法をををを解職投票手続解職投票手続解職投票手続解職投票手続

にににに準用準用準用準用するするするする規定規定規定規定でありでありでありであり，，，，同法同法同法同法８９８９８９８９条条条条をををを解職請求手続解職請求手続解職請求手続解職請求手続にににに準用準用準用準用することをすることをすることをすることを前提前提前提前提

とするとするとするとする地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令のののの各規定各規定各規定各規定は,は,は,は,法法法法のののの委任委任委任委任のののの範囲範囲範囲範囲をををを超超超超えたえたえたえた無効無効無効無効なものなものなものなもの

であるであるであるである，，，，無効無効無効無効でないとしてもでないとしてもでないとしてもでないとしても解職投票解職投票解職投票解職投票にににに限限限限ってってってって公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法のののの規定規定規定規定をををを準用準用準用準用すすすす

るるるる規定規定規定規定でありでありでありであり，，，，本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの署名署名署名署名のののの効力効力効力効力をををを否定否定否定否定したしたしたした本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定はははは違法違法違法違法であであであであ

るるるる旨主張旨主張旨主張旨主張しししし，，，，同趣旨同趣旨同趣旨同趣旨のののの意見書意見書意見書意見書（（（（甲甲甲甲７７７７））））をををを提出提出提出提出しているところであるしているところであるしているところであるしているところである。。。。

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら，，，，上記判示上記判示上記判示上記判示のとおりのとおりのとおりのとおり，，，，地方議会議員地方議会議員地方議会議員地方議会議員のののの解職請求手続解職請求手続解職請求手続解職請求手続はははは，，，，解解解解

職請求職請求職請求職請求とととと解職投票解職投票解職投票解職投票のののの二二二二つのつのつのつの手続手続手続手続からからからから成成成成るものであるがるものであるがるものであるがるものであるが，，，，有効有効有効有効なななな署名署名署名署名がががが収集収集収集収集

されてされてされてされて解職請求解職請求解職請求解職請求がががが行行行行われればわれればわれればわれれば，，，，当然当然当然当然にににに解職投票解職投票解職投票解職投票がががが行行行行われるものでわれるものでわれるものでわれるもので，，，，解職請解職請解職請解職請

求手続求手続求手続求手続のののの瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵はははは解職投票解職投票解職投票解職投票にもにもにもにも影響影響影響影響することになるからすることになるからすることになるからすることになるから，，，，手続適正手続適正手続適正手続適正のののの要請要請要請要請はははは，，，，

解職投票手続解職投票手続解職投票手続解職投票手続のみならずのみならずのみならずのみならず解職請求手続解職請求手続解職請求手続解職請求手続にもにもにもにも及及及及ぶというべきであってぶというべきであってぶというべきであってぶというべきであって，，，，地方地方地方地方

自治法自治法自治法自治法がががが解職投票手続解職投票手続解職投票手続解職投票手続についてのみについてのみについてのみについてのみ公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法のののの関係規定関係規定関係規定関係規定のののの準用準用準用準用をををを規定規定規定規定しししし

たとたとたとたと解釈解釈解釈解釈することはできないすることはできないすることはできないすることはできない。。。。またまたまたまた，，，，公職選挙法公職選挙法公職選挙法公職選挙法９０９０９０９０条条条条はははは，，，，公職公職公職公職のののの候補者候補者候補者候補者

となることのできないとなることのできないとなることのできないとなることのできない公務員公務員公務員公務員がががが立候補立候補立候補立候補のののの届出届出届出届出をしたをしたをしたをした場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける規定規定規定規定であであであであ

ってってってって，，，，地方自治法上地方自治法上地方自治法上地方自治法上，，，，解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者とととと公務員公務員公務員公務員のののの地位地位地位地位をををを調整調整調整調整するするするする規定規定規定規定がながながながな

いからといっていからといっていからといっていからといって同法同法同法同法がががが公務員公務員公務員公務員がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者となることをとなることをとなることをとなることを容認容認容認容認しているしているしているしている

とととと解釈解釈解釈解釈することはすることはすることはすることは相当相当相当相当ではないではないではないではない。。。。なおなおなおなお，，，，解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者となることととなることととなることととなることと非常非常非常非常

勤公務員勤公務員勤公務員勤公務員としてとしてとしてとして地方行政地方行政地方行政地方行政にににに参加参加参加参加することのすることのすることのすることの二者択一二者択一二者択一二者択一をををを迫迫迫迫られるとのられるとのられるとのられるとの点点点点につにつにつにつ

いてもいてもいてもいても，，，，解職請求手続解職請求手続解職請求手続解職請求手続のののの適正適正適正適正をはかるをはかるをはかるをはかる観点観点観点観点からやむをえないものというべからやむをえないものというべからやむをえないものというべからやむをえないものというべ

きであってきであってきであってきであって，，，，原告原告原告原告らのらのらのらの主張主張主張主張はいずれもはいずれもはいずれもはいずれも採用採用採用採用しししし難難難難いいいい。。。。

エ そうするとエ そうするとエ そうするとエ そうすると，，，，解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者たりたりたりたり得得得得ないないないない者者者者がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者となってとなってとなってとなって収収収収

集集集集されたされたされたされた署名署名署名署名についてはについてはについてはについては，，，，当該解職請求代表者当該解職請求代表者当該解職請求代表者当該解職請求代表者がががが直接署名収集直接署名収集直接署名収集直接署名収集にににに従事従事従事従事しなしなしなしな

かったとしても,かったとしても,かったとしても,かったとしても,署名収集署名収集署名収集署名収集にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす可能性可能性可能性可能性をををを常常常常にににに否定否定否定否定しししし得得得得ないものないものないものないもの

でありでありでありであり，，，，収集収集収集収集されたされたされたされた署名署名署名署名はすべてはすべてはすべてはすべて成規成規成規成規のののの手続手続手続手続によらないによらないによらないによらない署名署名署名署名としてとしてとしてとして無効無効無効無効でででで

あるというべきであるあるというべきであるあるというべきであるあるというべきである（（（（地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法８０８０８０８０条条条条４４４４項項項項，，，，７４７４７４７４条条条条のののの３３３３第第第第１１１１項項項項１１１１号号号号。。。。

最高裁判所昭和最高裁判所昭和最高裁判所昭和最高裁判所昭和２９２９２９２９年年年年５５５５月月月月２８２８２８２８日第二小法廷判決参照日第二小法廷判決参照日第二小法廷判決参照日第二小法廷判決参照））））。。。。

これをこれをこれをこれを本件本件本件本件についてみるにについてみるにについてみるにについてみるに，，，，原告原告原告原告ＨＨＨＨはははは，，，，本件解職請求当時本件解職請求当時本件解職請求当時本件解職請求当時，，，，農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会

委員委員委員委員であり,であり,であり,であり,解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者となることができないとなることができないとなることができないとなることができない者者者者であったのであるかであったのであるかであったのであるかであったのであるか

らららら，，，，同人同人同人同人がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者のののの一人一人一人一人にににに名前名前名前名前をををを連連連連ねてねてねてねて収集収集収集収集されたされたされたされた本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの

署名署名署名署名は,は,は,は,署名簿提出時点署名簿提出時点署名簿提出時点署名簿提出時点でででで同人同人同人同人がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者のののの地位地位地位地位をををを辞退辞退辞退辞退していたとしていたとしていたとしていたと

してもしてもしてもしても，，，，成規成規成規成規のののの手続手続手続手続によらないによらないによらないによらない署名署名署名署名としてとしてとしてとして無効無効無効無効になるといわざるをになるといわざるをになるといわざるをになるといわざるを得得得得ないないないない。。。。

オオオオ 次次次次にににに，，，，原告原告原告原告らはらはらはらは，，，，本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定にはにはにはには手続的手続的手続的手続的なななな瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵がありがありがありがあり，，，，違法違法違法違法・・・・無効無効無効無効であであであであ
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るるるる旨主張旨主張旨主張旨主張しているのでしているのでしているのでしているので，，，，以下検討以下検討以下検討以下検討するするするする。。。。

(ア)(ア)(ア)(ア) 原告原告原告原告らはらはらはらは，，，，東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会のののの招集手続招集手続招集手続招集手続がががが文書文書文書文書によらずによらずによらずによらず口頭口頭口頭口頭でででで

行行行行われたことはわれたことはわれたことはわれたことは違法違法違法違法であるとであるとであるとであると主張主張主張主張するするするする。。。。

確確確確かにかにかにかに，，，，証拠証拠証拠証拠（（（（甲甲甲甲６６６６，，，，８８８８））））によればによればによればによれば，，，，被告被告被告被告のののの東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会

規定規定規定規定ではではではでは，，，，東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会のののの招集手続招集手続招集手続招集手続はははは，，，，招集招集招集招集のののの日時日時日時日時，，，，場所場所場所場所，，，，

付議付議付議付議すべきすべきすべきすべき事件事件事件事件をををを付記付記付記付記したしたしたした通知通知通知通知によりによりによりにより行行行行うこととうこととうこととうことと規定規定規定規定されているとこされているとこされているとこされているとこ

ろろろろ，，，，平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年５５５５月月月月２２２２日日日日にににに開催開催開催開催されたされたされたされた東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会はははは電話電話電話電話でででで

招集招集招集招集されたものでされたものでされたものでされたもので，，，，これにこれにこれにこれに先先先先だってだってだってだって，，，，各委員各委員各委員各委員にににに通知通知通知通知などはされていななどはされていななどはされていななどはされていな

いことがいことがいことがいことが認認認認められるめられるめられるめられる。。。。

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら，，，，委員会委員会委員会委員会のののの招集手続招集手続招集手続招集手続をををを定定定定めるめるめるめる上記規定上記規定上記規定上記規定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨はははは，，，，事前事前事前事前

にににに招集招集招集招集のののの日時日時日時日時，，，，場所場所場所場所，，，，付議事件付議事件付議事件付議事件をををを各委員各委員各委員各委員にににに伝伝伝伝えてえてえてえて各委員各委員各委員各委員のののの出席出席出席出席，，，，準備準備準備準備

をををを確保確保確保確保させることにあるとさせることにあるとさせることにあるとさせることにあると解解解解されるところされるところされるところされるところ，，，，証拠証拠証拠証拠（（（（甲甲甲甲６６６６，，，，１０１０１０１０））））及及及及びびびび

弁論弁論弁論弁論のののの全趣旨全趣旨全趣旨全趣旨によればによればによればによれば，，，，本件本件本件本件においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，上記選挙管理委員会開催前上記選挙管理委員会開催前上記選挙管理委員会開催前上記選挙管理委員会開催前

にににに，，，，各委員各委員各委員各委員にににに委員会委員会委員会委員会をををを開催開催開催開催するするするする日時場所等日時場所等日時場所等日時場所等がががが伝伝伝伝えられえられえられえられ，，，，これによりこれによりこれによりこれにより委委委委

員全員員全員員全員員全員がががが参加参加参加参加しししし，，，，各委員各委員各委員各委員からからからから招集手続招集手続招集手続招集手続についてについてについてについて特段特段特段特段のののの異議異議異議異議もなかったもなかったもなかったもなかった

とととと認認認認められるのであってめられるのであってめられるのであってめられるのであって，，，，上記選挙管理委員会上記選挙管理委員会上記選挙管理委員会上記選挙管理委員会のののの招集手続招集手続招集手続招集手続についてについてについてについて，，，，

本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定をををを無効無効無効無効とするほどのとするほどのとするほどのとするほどの重大重大重大重大なななな違法性違法性違法性違法性があるとはがあるとはがあるとはがあるとは解解解解されないされないされないされない。。。。

(イ) また(イ) また(イ) また(イ) また，，，，原告原告原告原告らはらはらはらは，，，，平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年５５５５月月月月２２２２日開催日開催日開催日開催のののの東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会

においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，実質的実質的実質的実質的なななな審議審議審議審議がががが行行行行われていないとわれていないとわれていないとわれていないと主張主張主張主張するするするする。。。。

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら，，，，証拠証拠証拠証拠（（（（甲甲甲甲１０１０１０１０））））によればによればによればによれば，，，，同日同日同日同日のののの東洋町選挙管理委東洋町選挙管理委東洋町選挙管理委東洋町選挙管理委

員会員会員会員会はははは午後午後午後午後４４４４時時時時からからからから午後午後午後午後４４４４時時時時３０３０３０３０分分分分までまでまでまで野根地区公民館会議室野根地区公民館会議室野根地区公民館会議室野根地区公民館会議室でででで行行行行わわわわ

れれれれ，，，，委員長委員長委員長委員長から,から,から,から,公務員公務員公務員公務員がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者となってとなってとなってとなって収集収集収集収集されたされたされたされた署名署名署名署名のののの

効力効力効力効力についてについてについてについて，，，，１０００１０００１０００１０００人人人人をををを超超超超えるえるえるえる署名簿署名簿署名簿署名簿をををを無効無効無効無効にすることはにすることはにすることはにすることは忍忍忍忍びなびなびなびな

いのでいのでいのでいので，，，，有効有効有効有効であるとのであるとのであるとのであるとの解釈解釈解釈解釈はないかはないかはないかはないか検討検討検討検討をををを重重重重ねねねね，，，，地方自治法等地方自治法等地方自治法等地方自治法等のののの関関関関

係法令係法令係法令係法令やややや判例判例判例判例をををを調査調査調査調査したもののしたもののしたもののしたものの，，，，有効有効有効有効であるとであるとであるとであると判断判断判断判断することはできなすることはできなすることはできなすることはできな

かったかったかったかった旨旨旨旨のののの説明説明説明説明がされがされがされがされ，，，，そのそのそのその後,各委員全員後,各委員全員後,各委員全員後,各委員全員がががが委員長委員長委員長委員長のののの見解見解見解見解にににに異議異議異議異議がががが

ないとないとないとないと判断判断判断判断したことがしたことがしたことがしたことが認認認認められるめられるめられるめられる。。。。

このようにこのようにこのようにこのように，，，，東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの効力効力効力効力

をめぐってをめぐってをめぐってをめぐって審議審議審議審議がされているところがされているところがされているところがされているところ，，，，そのそのそのその審理過程審理過程審理過程審理過程やややや内容内容内容内容がががが，，，，実際実際実際実際にににに

はははは審理審理審理審理がされていないとがされていないとがされていないとがされていないと評価評価評価評価すべきようなものであるとのすべきようなものであるとのすべきようなものであるとのすべきようなものであるとの事情事情事情事情をををを認認認認めめめめ

ることはできないることはできないることはできないることはできない。。。。なおなおなおなお，，，，原告原告原告原告らはらはらはらは，，，，本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿にににに係係係係るるるる署名署名署名署名のののの効力効力効力効力をををを

有効有効有効有効とするとするとするとする見解見解見解見解をををを紹介紹介紹介紹介しなかったことをしなかったことをしなかったことをしなかったことを問題視問題視問題視問題視するようであるがするようであるがするようであるがするようであるが，，，，かかかか

かるかるかるかる措置措置措置措置をとらなかったことがをとらなかったことがをとらなかったことがをとらなかったことが，，，，実質的実質的実質的実質的なななな審議審議審議審議がなかったことをがなかったことをがなかったことをがなかったことを根拠根拠根拠根拠

づけるづけるづけるづける事情事情事情事情になるとはになるとはになるとはになるとは考考考考えられないしえられないしえられないしえられないし，，，，本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定をををを無効無効無効無効とするようとするようとするようとするよう

なななな重大重大重大重大なななな違法違法違法違法にあたるともにあたるともにあたるともにあたるとも解解解解されないされないされないされない。。。。

(ウ) さらに(ウ) さらに(ウ) さらに(ウ) さらに，，，，原告原告原告原告らはらはらはらは，，，，署名簿署名簿署名簿署名簿のののの縦覧手続縦覧手続縦覧手続縦覧手続にににに違法違法違法違法があるとがあるとがあるとがあると主張主張主張主張するのでするのでするのでするので

検討検討検討検討するにするにするにするに，，，，選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会はははは，，，，署名簿署名簿署名簿署名簿のののの署名署名署名署名のののの証明証明証明証明がががが終了終了終了終了したときしたときしたときしたとき
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はははは，，，，そのそのそのその日日日日からからからから７７７７日間日間日間日間，，，，そのそのそのその指定指定指定指定したしたしたした場所場所場所場所においてにおいてにおいてにおいて署名簿署名簿署名簿署名簿をををを関係人関係人関係人関係人のののの

閲覧閲覧閲覧閲覧にににに供供供供さなければならずさなければならずさなければならずさなければならず，，，，そのそのそのその期間期間期間期間やややや場所場所場所場所についてはについてはについてはについては予予予予めめめめ告示告示告示告示，，，，かかかか

つつつつ公衆公衆公衆公衆のののの見見見見やすいやすいやすいやすい方法方法方法方法によりによりによりにより公表公表公表公表しなければならないことになっていしなければならないことになっていしなければならないことになっていしなければならないことになってい

るるるる（（（（地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法８０８０８０８０条条条条４４４４項項項項，，，，７４７４７４７４条条条条のののの２２２２第第第第１１１１項項項項ないしないしないしないし第第第第３３３３項項項項））））。。。。

これをこれをこれをこれを本件本件本件本件についてみるにについてみるにについてみるにについてみるに，，，，証拠証拠証拠証拠（（（（甲甲甲甲６６６６，，，，１０１０１０１０，，，，１３１３１３１３，，，，１８１８１８１８））））及及及及びびびび

弁論弁論弁論弁論のののの全趣旨全趣旨全趣旨全趣旨によればによればによればによれば，，，，東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会はははは，，，，平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年４４４４月月月月１１１１

８８８８日付日付日付日付けでけでけでけで，，，，署名簿署名簿署名簿署名簿のののの縦覧期間縦覧期間縦覧期間縦覧期間をををを同年同年同年同年５５５５月月月月８８８８日日日日からからからから同月同月同月同月１４１４１４１４日日日日までとまでとまでとまでと

告示告示告示告示したがしたがしたがしたが，，，，同月同月同月同月２２２２日日日日にににに開催開催開催開催したしたしたした東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会においてにおいてにおいてにおいて署名署名署名署名

簿簿簿簿のののの署名署名署名署名のののの証明証明証明証明をををを行行行行ったためったためったためったため，，，，縦覧期間縦覧期間縦覧期間縦覧期間をををを翌日翌日翌日翌日のののの３３３３日日日日からからからから９９９９日日日日にににに繰繰繰繰りりりり

上上上上げることとしげることとしげることとしげることとし，，，，上記選挙管理委員会上記選挙管理委員会上記選挙管理委員会上記選挙管理委員会のののの委員委員委員委員のののの確認確認確認確認をとったをとったをとったをとった上上上上，，，，会議会議会議会議

終了後終了後終了後終了後，，，，縦覧日縦覧日縦覧日縦覧日をををを変更変更変更変更するするするする旨旨旨旨のののの告示及告示及告示及告示及びびびび公表公表公表公表をしたことがをしたことがをしたことがをしたことが認認認認められるめられるめられるめられる。。。。

かかるかかるかかるかかる認定事実認定事実認定事実認定事実をををを前提前提前提前提とするととするととするととすると，，，，縦覧期間縦覧期間縦覧期間縦覧期間のののの変更手続変更手続変更手続変更手続やややや告示告示告示告示のののの方法方法方法方法

にににに，，，，本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定をををを違法違法違法違法とするまでのとするまでのとするまでのとするまでの手続的手続的手続的手続的なななな瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵があったとがあったとがあったとがあったと評価評価評価評価するするするする

ことはできないというべきであることはできないというべきであることはできないというべきであることはできないというべきである。。。。

(エ)(エ)(エ)(エ) 原告原告原告原告らはらはらはらは，，，，東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員はははは，，，，署名署名署名署名のののの審査審査審査審査をををを行行行行っていないとっていないとっていないとっていないと主主主主

張張張張するするするする。。。。

このこのこのこの点点点点，，，，証拠証拠証拠証拠（（（（甲甲甲甲２２２２，，，，５５５５，，，，６６６６，，，，１０１０１０１０））））及及及及びびびび弁論弁論弁論弁論のののの全趣旨全趣旨全趣旨全趣旨によればによればによればによれば，，，，

東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会は,は,は,は,公務員公務員公務員公務員がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者となることはできとなることはできとなることはできとなることはでき

ないからないからないからないから，，，，公務員公務員公務員公務員であるであるであるである農業委員農業委員農業委員農業委員がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者となってとなってとなってとなって収集収集収集収集したしたしたした

署名署名署名署名はははは，，，，法令法令法令法令のののの定定定定めるめるめるめる成規成規成規成規のののの手続手続手続手続によらないによらないによらないによらない署名署名署名署名としてとしてとしてとして無効無効無効無効であるであるであるである旨旨旨旨

判断判断判断判断したことがしたことがしたことがしたことが認認認認められるのであってめられるのであってめられるのであってめられるのであって，，，，このようにこのようにこのようにこのように法解釈法解釈法解釈法解釈をををを理由理由理由理由にににに署署署署

名名名名のののの効力効力効力効力をををを一律一律一律一律にににに無効無効無効無効とととと判断判断判断判断するするするする以上以上以上以上，，，，選挙人名簿選挙人名簿選挙人名簿選挙人名簿とととと個個個個々々々々のののの署名署名署名署名のののの照照照照

合合合合をををを行行行行わなかったことがわなかったことがわなかったことがわなかったことが手続的手続的手続的手続的なななな瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵になるとはになるとはになるとはになるとは考考考考えられないえられないえられないえられない。。。。したしたしたした

がってがってがってがって，，，，上記原告上記原告上記原告上記原告らのらのらのらの主張主張主張主張もももも採用採用採用採用できないできないできないできない。。。。

(オ)(オ)(オ)(オ) 原告原告原告原告らはらはらはらは，，，，東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会はははは，，，，本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿のののの署名署名署名署名のののの効力効力効力効力をををを否否否否

定定定定したしたしたした理由理由理由理由をををを変更変更変更変更しししし，，，，またまたまたまた，，，，本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定にはにはにはには，，，，成規成規成規成規のののの手続手続手続手続によらないによらないによらないによらない

ことのことのことのことの具体的記載具体的記載具体的記載具体的記載がなくがなくがなくがなく理由不備理由不備理由不備理由不備のののの違法違法違法違法があるとがあるとがあるとがあると主張主張主張主張するするするする。。。。

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら，，，，前記(前記(前記(前記(イ)にイ)にイ)にイ)に判示判示判示判示のとおりのとおりのとおりのとおり，，，，東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員東洋町選挙管理委員らはらはらはらは，，，，

当初当初当初当初からからからから，，，，成規成規成規成規のののの手続手続手続手続によらないによらないによらないによらない署名署名署名署名であることをであることをであることをであることを理由理由理由理由にににに本件署名簿本件署名簿本件署名簿本件署名簿

のののの署名署名署名署名のののの効力効力効力効力をををを無効無効無効無効とととと判断判断判断判断したものとしたものとしたものとしたものと認認認認められるからめられるからめられるからめられるから，，，，理由理由理由理由をををを変更変更変更変更しししし

たとのたとのたとのたとの原告原告原告原告らのらのらのらの主張主張主張主張はははは採用採用採用採用できないしできないしできないしできないし，，，，法令法令法令法令にににに定定定定めるめるめるめる成規成規成規成規のののの手続手続手続手続によによによによ

らないらないらないらない署名署名署名署名にあたるとのにあたるとのにあたるとのにあたるとの判断理由判断理由判断理由判断理由についてもについてもについてもについても，，，，これがこれがこれがこれが理由不備理由不備理由不備理由不備であるであるであるである

とととと評価評価評価評価することはできないすることはできないすることはできないすることはできない。。。。

(カ)(カ)(カ)(カ) 以上以上以上以上のとおりであってのとおりであってのとおりであってのとおりであって，，，，そのそのそのその他原告他原告他原告他原告がががが主張主張主張主張するするするする事情事情事情事情をもってしてもをもってしてもをもってしてもをもってしても，，，，

本件本件本件本件においてにおいてにおいてにおいて，，，，本件各決定本件各決定本件各決定本件各決定のののの効力効力効力効力にににに影響影響影響影響をををを与与与与えるほどのえるほどのえるほどのえるほどの重大重大重大重大なななな手続的手続的手続的手続的

瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵があるとはがあるとはがあるとはがあるとは認認認認められないめられないめられないめられない。。。。

３３３３ 争点(争点(争点(争点(３)(３)(３)(３)(東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会がががが，，，，農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者にににに
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含含含含まれるまれるまれるまれる解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書をををを交付交付交付交付し,そのし,そのし,そのし,その旨告示旨告示旨告示旨告示したしたしたした行為行為行為行為がががが違法違法違法違法であるであるであるである

かかかか否否否否か)についてか)についてか)についてか)について

(１)(１)(１)(１) 地方議会議員地方議会議員地方議会議員地方議会議員のののの解職請求解職請求解職請求解職請求をしようとするをしようとするをしようとするをしようとする代表者代表者代表者代表者からからからから代表者証明書代表者証明書代表者証明書代表者証明書のののの交交交交

付申請付申請付申請付申請があったがあったがあったがあった場合場合場合場合，，，，選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会はははは，，，，当該代表者当該代表者当該代表者当該代表者がががが選挙人名簿選挙人名簿選挙人名簿選挙人名簿にににに登登登登

録録録録されたされたされたされた者者者者であるかどうかのであるかどうかのであるかどうかのであるかどうかの確認確認確認確認をしてをしてをしてをして，，，，そのそのそのその確認確認確認確認があったときはがあったときはがあったときはがあったときは解職解職解職解職

請求代表者証明書請求代表者証明書請求代表者証明書請求代表者証明書をををを交付交付交付交付，，，，告示告示告示告示しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない（（（（地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令地方自治法施行令

１１０１１０１１０１１０条条条条，，，，９１９１９１９１条条条条２２２２項項項項））））。。。。このこのこのこの際,当該代表者際,当該代表者際,当該代表者際,当該代表者がががが選挙人名簿選挙人名簿選挙人名簿選挙人名簿にににに登録登録登録登録されたされたされたされた

者者者者かどうかのかどうかのかどうかのかどうかの確認確認確認確認のほかにのほかにのほかにのほかに，，，，当該代表者当該代表者当該代表者当該代表者がががが公務員公務員公務員公務員であるかどうかについであるかどうかについであるかどうかについであるかどうかについ

てもてもてもても確認確認確認確認するするするする必要必要必要必要があるかがあるかがあるかがあるか否否否否かについてはかについてはかについてはかについては，，，，かかるかかるかかるかかる確認確認確認確認をををを義務義務義務義務づけるづけるづけるづける明明明明

文文文文のののの規定規定規定規定がないことにがないことにがないことにがないことに加加加加ええええ，，，，選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会はははは，，，，選挙権選挙権選挙権選挙権をををを有有有有するするするする住民住民住民住民のののの

うちうちうちうち誰誰誰誰がががが公務員公務員公務員公務員のののの地位地位地位地位にあるにあるにあるにある者者者者かについてかについてかについてかについて知知知知りうるりうるりうるりうる立場立場立場立場にないからにないからにないからにないから，，，，当当当当

該代表者該代表者該代表者該代表者がががが公務員公務員公務員公務員であるかどうかをであるかどうかをであるかどうかをであるかどうかを積極的積極的積極的積極的にににに調査調査調査調査すべきすべきすべきすべき義務義務義務義務まではまではまではまでは負担負担負担負担

していないとしていないとしていないとしていないと解解解解さざるをさざるをさざるをさざるを得得得得ないないないない。。。。もっとももっとももっとももっとも，，，，選挙管理委員選挙管理委員選挙管理委員選挙管理委員がががが，，，，予予予予めめめめ当該当該当該当該

代表者代表者代表者代表者がががが公務員公務員公務員公務員であることをであることをであることをであることを知知知知っていたりっていたりっていたりっていたり，，，，解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書をををを交交交交

付付付付するまでのするまでのするまでのするまでの間間間間に,に,に,に,当該代表者当該代表者当該代表者当該代表者がががが公務員公務員公務員公務員であることをであることをであることをであることを認識認識認識認識しししし，，，，あるいはあるいはあるいはあるいは

僅僅僅僅かなかなかなかな注意注意注意注意をををを払払払払えばえばえばえば容易容易容易容易にににに認識認識認識認識しししし得得得得たたたた場合場合場合場合などなどなどなど，，，，特段特段特段特段のののの事情事情事情事情がががが認認認認められめられめられめられ

るときはるときはるときはるときは，，，，そのそのそのその者者者者がががが解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者となることができないとなることができないとなることができないとなることができない旨旨旨旨をををを教示教示教示教示すべすべすべすべ

きききき義務義務義務義務がががが生生生生ずるずるずるずる余地余地余地余地もあるともあるともあるともあると考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。

（（（（２２２２）））） これをこれをこれをこれを本件本件本件本件についてみるにについてみるにについてみるにについてみるに，，，，本件本件本件本件のののの解職請求当時解職請求当時解職請求当時解職請求当時，，，，東洋町選挙管理委東洋町選挙管理委東洋町選挙管理委東洋町選挙管理委

員員員員においてにおいてにおいてにおいて，，，，原告原告原告原告ＨＨＨＨがががが農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員農業委員会委員であることをであることをであることをであることを知知知知っていたとのっていたとのっていたとのっていたとの事情事情事情事情

をををを認認認認めるにめるにめるにめるに足足足足りるりるりるりる証拠証拠証拠証拠はなくはなくはなくはなく，，，，かえってかえってかえってかえって，，，，原告原告原告原告ＨＨＨＨのののの陳述書陳述書陳述書陳述書（（（（甲甲甲甲１９１９１９１９））））にににに

はははは，，，，東洋町東洋町東洋町東洋町はははは面積面積面積面積７４７４７４７４平方平方平方平方キロメートルでキロメートルでキロメートルでキロメートルで人口人口人口人口３３００３３００３３００３３００人人人人のののの小小小小さなさなさなさな町町町町でででで

はあるがはあるがはあるがはあるが，，，，農業委員農業委員農業委員農業委員のののの名前名前名前名前はははは町民町民町民町民にににに知知知知らされていないためらされていないためらされていないためらされていないため，，，，選挙管理委選挙管理委選挙管理委選挙管理委

員員員員のののの誰誰誰誰もがもがもがもが原告原告原告原告ＨＨＨＨがががが農業委員農業委員農業委員農業委員であったことをであったことをであったことをであったことを知知知知らなかったのではないからなかったのではないからなかったのではないからなかったのではないか

とのとのとのとの趣旨趣旨趣旨趣旨のののの陳述記載部分陳述記載部分陳述記載部分陳述記載部分もあるもあるもあるもある。。。。

したがってしたがってしたがってしたがって，，，，東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会東洋町選挙管理委員会がががが，，，，原告原告原告原告ＨＨＨＨをををを解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者解職請求代表者にににに含含含含

めためためためた解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書解職請求代表者証明書をををを交付交付交付交付，，，，告示告示告示告示したことがしたことがしたことがしたことが違法違法違法違法であるとであるとであるとであると解解解解するするするする

ことはできずことはできずことはできずことはできず，，，，このこのこのこの点点点点についてのについてのについてのについての原告原告原告原告らのらのらのらの主張主張主張主張はははは理由理由理由理由がないがないがないがない。。。。

第第第第４４４４ 以上以上以上以上によればによればによればによれば，，，，原告原告原告原告らのらのらのらの請求請求請求請求はいずれもはいずれもはいずれもはいずれも理由理由理由理由がないからがないからがないからがないから棄却棄却棄却棄却することとしすることとしすることとしすることとし，，，，

訴訟費用訴訟費用訴訟費用訴訟費用についてについてについてについて民事訴訟法民事訴訟法民事訴訟法民事訴訟法６１６１６１６１条条条条をををを適用適用適用適用してしてしてして，，，，主文主文主文主文のとおりのとおりのとおりのとおり判決判決判決判決するするするする。。。。

[口頭弁論終結日 平成[口頭弁論終結日 平成[口頭弁論終結日 平成[口頭弁論終結日 平成２１２１２１２１年年年年１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日］］］］
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