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午前１０時開会 

○【青木議長】 おはようございます。議員並びに市長初め出席説明員におかれましては、定例会中

のお忙しい中、御出席を賜りありがとうございます。 

 それでは、ただいまから全員協議会を開会いたします。先例に倣いまして、議長の私が座長を務め

させていただきますので、よろしくお願いします。 

 本日の全員協議会の進め方につきましては、去る３月３日に開催した会派代表者会議において確認

されております。初めに、当局より損害賠償請求控訴事件（平成25年（ネ）第3004号）の判決につい

て報告を受け、その後、質疑、意見等に入ります。 

 質疑時間と順番につきましては、質疑、意見等は答弁も含め１人10分の持ち時間とし、２人以上の

会派におきましては、会派の中で調整していただくことを確認されております。議員各位におかれま

しては簡明な質疑をしていただき、説明員におきましては、明確かつ簡潔に答弁されますよう特にお

願い申し上げます。 

 次に、本日の議席でございますが、おおむね前例に倣って配置いたしておりますので、御了承願い

たいと存じます。以上でございますが、本日の全員協議会の議事運営につきましては、議員各位の特

段の御理解、御協力をお願い申し上げます。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

報告事項(1)損害賠償請求控訴事件（平成２５年（ネ）第３００４号）の判決について 

○【青木議長】 それでは、報告事項(1)損害賠償請求控訴事件（平成25年（ネ）第3004号）の判決

についてに入ります。当局より報告を求めます。市長。 

○【佐藤市長】 おはようございます。皆様方の御出席をいただきまして、全員協議会が開催されま

すことに対して深く感謝申し上げます。本日は、平成26年２月26日に言い渡しのありました住基ネッ

トに関する住民訴訟の判決確定に伴う損害賠償請求控訴事件の判決について、報告とともに私の判断

を申し述べます。 

 住基ネット不接続につきましては、私は違法であると考え、住基ネットの接続を公約に掲げて市長

に当選いたしました。市長就任後は住基ネットを接続すべく事務を進め、平成24年２月から住基ネッ

トを接続いたしました。現在、住基ネットは順調に稼働し、住基ネットの接続によって市民の方々の

利便性が向上したと考えております。今回御報告申し上げる損害賠償請求事件につきましては、東京

地方裁判所における第一審、東京高等裁判所における第二審を通して住基ネットの不接続を継続した

ことは住民基本台帳法に違反し、違法であるとの明確な司法の判断があり、住基ネットの接続という

私の判断が正しかったことが明らかになりました。 

 一方で今回の第二審判決においては、原因行為である住基ネットの不接続については違法であると

判断されながら、住基ネットサポート委託料の支出については、違法であるということはできないと

の判断がなされ、第一審判決が取り消されました。従前、市が行ってきた主張が認められず、非常に

遺憾に感じているところであります。 

 しかしながら、市長としましては市民の方々の生活の安定や住民の福祉向上、財政運営の安定等、

さまざまな事情を総合的に考慮し、住基ネットの接続が完了し、順調に稼働している現在においては、

かつての住基ネットの不接続に伴う争いをこれ以上継続することは適切ではないと判断し、争いを終

結し、365日24時間安全・安心のまちづくりの実現を進めることを優先とするため、今回の事件につ

きましては、最高裁判所への上告は行わないことを選択いたしましたことを御報告申し上げます。 
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 なお、判決の内容の詳細につきましては、行政管理部長から御説明申し上げます。よろしくお願い

申し上げます。 

○【高橋行政管理部長】 おはようございます。それでは、私のほうから御説明をさせていただきま

す。 

 平成26年２月26日に東京高等裁判所において言い渡しのありました損害賠償請求控訴事件（平成25

年（ネ）第3004号）の判決について御報告させていただきます。お手元の全員協議会資料№１をごら

んください。この事件は、住基ネットに関する住民訴訟の判決確定に伴う損害賠償請求控訴事件でご

ざいます。まず事件の当事者でございますが、控訴人（第一審被告）、個人（前市長関口博氏）、被

控訴人（第一審原告）は国立市でございます。 

 控訴の趣旨、事案の概要につきましては、資料の記載のとおりでございます。 

 第一審判決主文は、資料記載のとおり被控訴人の請求を任用した判決でございました。今回、言い

渡しのありました判決の主文でございますが、１、原判決を取り消す。２、被控訴人の請求を棄却す

る。３、訴訟費用は第１、２審を通じ、被控訴人の負担とするというものでございます。 

 判決の趣旨でございますが、第一審からの争点として２ページになりますが、１、控訴人による本

件不接続の継続が住基法に違反する違法なものか否か、２、控訴人が本件各支出について損害賠償責

任を負うか否かという２点がございました。本判決においてもこれらについて判断がなされておりま

す。 

 初めに争点１、控訴人による本件不接続の継続が違法なものか否かについてでございます。資料２

ページ目、判決趣旨(2)に記載してございますとおり、住基法が市町村長において住民票の記載、消

除等に係る本人確認情報の通知を都道府県知事に対して行うべき旨を定めていることなどからすると、

控訴人が本件不接続を継続したことは住基法に違反し、違法との判断がなされています。 

 次に、控訴人が本件各支出、現況届郵送費、住基ネットサポート委託料について、損害賠償責任を

負うか否かについてでございます。 

 判決趣旨(3)に記載してございますとおり、被控訴人が地方自治法第242条の３第２項に基づく訴訟

において控訴人に対し損害賠償の請求をすることができるというためには、本件不接続が本件各支出、

現況届郵送費、住基ネットサポート委託料の前提となった原因行為であり、これに違法事由が存する

ということだけではなく、各専決権者のした本件各支出自体が財務会計法規上の義務に違反する違法

なものであり、かつ、控訴人において、各専決権者が財務会計上の違法行為である本件各支出をする

ことを阻止すべき指揮監督上の義務に違反し、故意または過失により各専決権者が本件各支出をする

ことを阻止しなかったことを要するというべきであるとして、判決趣旨(4)においては、本件郵送費、

(5)においては、本件住基ネットサポート委託料について、それぞれの専決権者において本件各支出

をしたことは、財務会計法規上の義務に違反し、違法であるということはできない。控訴人に直ちに

これを中止させ、本件各支出を阻止すべき指揮監督上の義務があったということもできないとし、判

決趣旨(6)(7)に記載してございますとおり、本件各支出について控訴人に各専決権者に対する指揮監

督を行った違法はないというべきであり、被控訴人の請求はいずれも理由がないから、これを認容し

た原判決を取り消した上、被控訴人の請求を棄却するとの判断がなされています。 

 説明は以上でございます。３ページの５は参考として記載させていただいております。以上でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○【青木議長】 上村議員。 
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○【上村議員】 今からちょっと協議に入ると思うのですが、この全協を開く前提となる上告するか

しないかの判断がもう市長から出されましたので、今、状況がちょっと変わりましたので、できまし

たら今、市長がお読みになられたその文章を私たちに配っていただきたいのと、今後のこの全協の進

め方も若干整理が必要かと思いますので、少しここで暫時休憩をとっていただけないでしょうか。 

○【青木議長】 今、暫時休憩をしてほしいという要求がございましたけど、よろしいですか。（発

言する者あり） 

 それでは、暫時休憩はせずにこのまま続けさせていただきたいと思います。では、御質疑、御意見

等承ります。（発言する者あり） 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。 

午前１０時１２分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１０時１８分再開 

○【青木議長】 それでは、休憩を閉じて全員協議会を再開いたします。 

 では質疑、意見等を承ります。石塚議員。 

○【石塚議員】 では、自由民主党・明政会を代表して意見を少し述べさせていただく中で、１つか

２つだけ質疑をお願いさせていただきます。 

 今、高裁判決に伴う佐藤市長のお話を聞きまして、私どもちょっとびっくりするところもございま

すけれども、やはり今その挨拶の中に書かれた内容に、市長の思いというものが伝わってまいりまし

た。今回、これは市民から出されたことによる二段目の訴訟というような形で展開してきましたけれ

ども、一審と二審の判決が全く違う見解になったというのは非常に残念に思っているのは事実でござ

います。 

 ただ、その中で共通しているのは、住基ネットを不接続であったということについての違法認識、

これは一審、二審とも同じように認めている。ただ、その中における財務会計上の支出が違法行為で

あるかどうかということが一審と二審、最高裁の同じような判例を取り入れながら違ったということ

で、やはりこれはどういうふうな展開かなということを私も思いましたけれども、これは裁判官に聞

かなければわからないことですので、やむを得ないというふうに考えます。 

 その中でやはり佐藤市長の意向を尊重し、私もちょっと簡潔に述べさせていただきますけど、当局

にちょっと１つ質疑をしたいのは、この中に載っている、例えばこの支出による損失が著しく多額で

均衡を欠くことを伺わせる事情は認められないという文章、私、これは判決の中でやはりもしも違法

行為的にする、しないというのは金額の大小じゃないと思うんですね。ところが、今回の請求金額が

少額であるというような認識でこれは判断されたかどうかわかりませんけど、その辺は当局としては

どのようにお考えでしょうか。簡単で結構です。 

○【岩澤情報管理課長】 こちらのほうの金額は財務会計における金額でございまして、少額という

のは、市民がまずこの判決のほうにも書いてあるんですけれども…… 

○【永見副市長】 私どもは、第一審で違法性の検証ということ主張し、すなわち先行行為が違法で

あるときに、そこにおける成立執行義務があるから、財務会計行為においてもそれは違法性があるん

だということを主張して一審では勝訴をしたと。二審ではそのことが直接的に判断が下されずに、例

えば郵送費についていえば、住民の負担の軽減という当該支出に得られる利益に資してその支出によ

る損失が著しく多額で均衡を欠くことを伺わせる事情は認められないというような形で、その違法性
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の検証そのものについて正面から判断をするということをせずに、個別の支出負担行為そのものが違

法性があるかないかという認識のみで終始したという特徴があると思っております。この点について

は、明らかに同じ最高裁判例を引用しながら、真逆の判決が出たという解釈は持っております。その

上での先ほどの市長の御判断というふうに私どもは理解し、かつそういうふうな判断をしたというこ

とでございます。 

○【石塚議員】 ありがとうございました。そうですね。私もそういうふうにとりたいということで、

この資料の中の３ページ、今、副市長言われたように均衡を欠くほど多額であったことを伺わせる事

情は見当たらないという、これが非常にひっかかったんですね。その中で、やはり行政の事務職員の

事務執行における中で、この契約の締結した普通地方公共団体の判断にしても、裁量権の範囲の著し

い逸脱または乱用云々とあるんですけれども、このところを見ていくと、この契約が司法上無効とな

り得ることを感じたというような１つの文章が、これが判決のほうの中に出ております。そういうふ

うなことからくれば、金額はこれがもっと桁が２つぐらい違っていたらどうなんだろうかということ

は疑念を持ったところでございます。 

 しかし、これはもう１つの判例で出てきたものですからしようがありませんので、これを受けなけ

ればいけない。それでやはりここに書かれている中で１つポイントとなったのは、恐らく住民移動の

データのバックアップ体制、これがやはりどの程度現況つなぐに当たっての効果があったかというよ

うなことも細かく裁判所の判例の中には例示されております。そういった意味からすれば、高裁の判

決がそこに重きを置いたときに、じゃあなぜ佐藤市長が就任したときに、９ヵ月間も住基ネットを接

続する時間を要しているわけですから、その間にこの費用の支払いをとめなかったのかというような

ことも伺わせるような内容にもなっていたということから勘案すれば、私は佐藤市長はやはり自分の

思いもあったと思います。 

 しかし、ここでやはり先ほどのような発言のような英断をされたということは、本当に国立市民の

ことを思い、そして市長が掲げている24時間365日安全で安心なまちづくりというその言葉を、これ

からこの任期残された１年間に実践していきたいんだという決意表明だと思うんですね。そういった

意味では、もうこれは与野党を問わず、本当に行政の長として前向きに判断してくれたんだというふ

うに私は思わなければいけない、そのように感じているところでございます。ですから、これは私ど

もも、この全員協議会開かれるに当たって、どのように対応しようかということで、いろいろと頭の

中では考えてまいりました。 

 しかし、今、ここで市長の決断を聞いてしまうと、それ以上どうのこうの言うことはできない。で

すから、逆にこれはここで終結をさせて、また新たな市民生活の問題、課題に取り組んでいくこと、

それを議会としても支援し、そして本当に市民が喜ばれるような市政を行っていきたいなというふう

に考えているわけでございます。だから、恐らく最高裁にこれを持っていったとしても、やはり最高

裁の第一、第二、第三小法廷の判決の引用をされているわけですね。それであれば私はもうここでこ

れ以上いろいろ控訴して意見を出しても、結局最高裁はもう実質審議はありませんので、憲法に違反

する、あるいは法律に抵触するそういった新たな課題が見つからない限りは非常に難しいのかなとい

うことで、断念せざるを得ないだろうというふうに考える次第でございます。 

 ですから、このような現況を踏まえて、私たちは佐藤市長のこの英断を素直に受け入れして、これ

からまた、あすから新しい気持ちで市政に取り組んでいきたい、このように考えているところでござ

います。以上でございます。 



－ 7 － 

○【長内議員】 私は、先ほどの市長の判断を聞いて非常にうれしく思います。住基ネットの接続が

いいとか、悪いとか、それからいろいろな判断はあったというふうに思いますし、国の法律と自治体

の考え方が違うということは当然あるわけです。そういうことは国の法律と国民の意識も違う場合も

あるし、自治体で決めたことと市民の考え方と違うこともある。 

 しかしながら、それを克服していく過程というのは非常に大事だと思います。考え方がよくても方

法が悪い場合もあるし、考え方が悪くても、方法がいい場合もある。その時代によくて、次の時代に

は悪いということも当然あるわけです。民主主義というのはそのやりとりというか、行ったり来たり

しながら、実際に力をつけて前に進んでいくのかなというふうに思います。今回の国立市の裁判とい

うのは、地方自治の歴史の中でもやはり重いものを持っていると私は思っています。 

 今後、その裁判がどういうふうな意味を持ってきたかというのはその専門家だとか、いろいろな方

たちが議論するだろうと思いますけれども、今現実に市長がこれ以上は争わないと明確にしたわけで

すから、市民と市が争うというようなことはもうしない。こういった点ではノーサイドとして、新た

な気持ちでこれから一緒に出発していくということが必要だと思います。 

 もちろん、つけ加えますけれども、裁判というのは思い通りの判決が出る場合もあるし、そうでな

い判決が出る場合も当然あるんです。それは歴史の中でも１こまとしてお互いにのみ込んで、今後し

っかりお互いに前を向いていったらいいと思います。私はそれだけです。 

○【小口議員】 それでは、私からの意見と質疑をさせていただきたいと思います。 

 まず、冒頭佐藤市長がこの本件の最高裁への上告というのはしないという決意の表明をなされまし

た。その上できょうの全員協議会では、それぞれの各議員の考え方やあるいは意見等というものが出

でくると思いますけれども、それを受けて市長は判断をされるのかなというふうにはきょうここに来

るまではそういう想定の中でしていたわけです。冒頭こういう形で結論的な表明がなされたと。そう

いう意味からすると私議員個人として意見を申し上げるんですけれども、やはりその判断、佐藤市長

が下した決断というものについては、これは当然尊重して、それを大事にしていきたいというふうに

考えるところであります。 

 その上でやはりこの一審で国立市が勝訴、二審では逆の判決ということからすると、やはり気にか

かるところがあります。そこの点についてこの段階ではありますけれども、確認はさせていただきた

いなというふうに思うわけであります。 

 まず１点目は、市長の御報告にも、そしてまた部長の御報告にもありましたように、住基ネットの

切断というものは、これは法律に違反しているのだということが一審においても二審においても確認

をされたということでありますけれども、この住基ネット切断という国立市が過去に行ってきた行政

の事務執行、これはもう完全に司法上明確に違法であったということが確定をしたということで受け

とめてよろしいのか、改めてですけれども、もう一度確認をさせてください。 

○【永見副市長】 住基ネットの不接続もしくは切断、不接続につきましては、既に本件、国立市の

この２つの一審、二審でも不接続は違法であるということは出ておりますが、その前に既にこの判決

の中でも引用されておりますが、高裁もしくは最高裁において既にそのことは判決が出されておりま

す。それを改めて地裁、高裁でも確認されたということで、不接続そのものは違法であったというこ

とは確定しているというふうに考えております。 

○【小口議員】 わかりました。過去においてこの住基ネットの関連の裁判の中で、最高裁で確定を

している、あるいは判例が出ている。しかしながら、国立市においてはこういう状況であったという
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ような論もあったかと思いますけれども、それらも一切含めて住基ネット切断ということに関しては

法令違反であったということがここにきてさらに確認されたということだと思います。 

 それから、もう１つ伺いたいことがありまして、これはその二段階訴訟ということで、義務づけ訴

訟というわけでありますけれども、佐藤市長は一審、この裁判の提起のときに義務的に行ってきた裁

判の経過でありますけれども、これがここにきて日本国の三審制の中で一審を行い、そしてここで二

審の判決が出ているということであります。この義務づけ訴訟という意義からして、この後上告をし

て三審に問うというところまでの義務を負うのかどうかというところ、ここが確認をしておくべきと

ころだなというふうに思っておりまして、ここの考え方、当局の見解というものはどのようなところ

にあるのか伺いたいと思います。 

○【永見副市長】 市といたしましては、基本的には市の判断によるものと考えております。上告に

ついては法律上の義務づけはないと解されております。以上でございます。 

○【小口議員】 義務づけはないということの見解ということであります。そういうことであるなら

ば、もし仮に市長がここで上告をしないという御判断によってその行動をこの後とられたとしても、

これは法律的に問われるところはないということというふうに理解をいたします。私は以上です。 

○【中川議員】 私もきょうのこの全協の場でいろいろな意見が出て、それで市長は判断されるもの

というふうに思っておりましたけれども、冒頭で随分いろいろ悩まれての決断なのかなというふうに

思いますが、もう上告はしないという市長の判断ということで、正直驚いております。 

 そもそもこの一審、なぜ一審になったのか、平成21年10月20日に11名の方から住民監査請求が出さ

れまして、11月21日に当時、やっぱり私、監査委員だったのでその公表をしました。それはやはり住

基ネット不接続というのが違法行為だと、それに伴う財務会計行為も違法行為だということで、私は

そういうふうに公表しました。しかし、今回のこの高裁の判決を見ますと、二段目の訴訟ということ

で、一審とはまた裁判の中身が違うというふうにここにも書いてありますよね。本件の接続行為自体

を不法行為または職務義務違反として、それによる損害の賠償を控訴人に求めるものではないという

ふうにあるんですけれども、この辺をもう少し詳しく説明していただけますでしょうか。 

○【岩澤情報管理課長】 まず、第一審におきましては先行行為、原因行為である住基ネットを不接

続の継続に関する違法性を承継し、各財務会計行為は違法ということで判断がございました。しかし

ながら今回の判決においては、承継されずに各財務会計について違法ということまではできないとい

うことの判断がございました。 

 この違法性、その財務会計行為の違法性によって、控訴人が違法の支出の阻止すべき指揮監督の義

務に違反する行為、または過失により各決裁権者が本件の支出をすることを阻止しなかったことを要

するべきで、ただ先行行為が違法であるからという理由だけではなく、財務会計行為のほうの違法が

あった場合において控訴人に対する市の請求が認められるというようなことでございます。 

○【中川議員】 だから、要するにこの一審のときはこの不接続は違法行為だと、だからそれに伴う

財務会計行為も違法行為、だけど今回のこの裁判の中身が違うということで、二段目の訴訟というこ

とで、今回そういう判決の内容が中身が違うということで、そうなれば私自身としても当時住民監査

請求の公表を出したという立場からしても、今回のこの市長が決断されたことということは認められ

るなというふうに思うわけですよ。 

 やはり市長は公約どおり住基ネット接続をされたと、これは大変大きなこと。それとともに一審で

も二審でも、国立市のこの裁判で住基ネットの不接続はもう違法だと、その前の高裁、最高裁はとも
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かく国立市の裁判でもそういうふうに今回の高裁の判決でもそういうふうに言われたという、これは

大変大きいことだというふうに思うんですね。市長のそういう判断ということで、本当ならば本音は

頑張ってもらいたかったなというのは実は私は本音で、最高裁上告してもう門前払いだという声もあ

るんですけど、でも裁判というのはやってみなければわからないという思いもあるんですけれども、

やはり今の市長はここまで英断されたということを私自身も重く高く評価していきたいと思います。

以上です。 

○【青木議長】 先ほどの資料ができましたので、配付をさせていただきます。暫時休憩といたしま

す。 

午前１０時３９分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１０時４１分再開 

○【青木議長】 休憩を閉じて全員協議会を再開いたします。 

○【阿部議員】 生活者ネットとして、まず市長の重い英断に敬意を表します。その上で一言意見を

述べさせていただきます。 

 この裁判は多くの市民が考えるように、一審の判決がおかし過ぎたと思います。この二審の判決は

極めて全うな判断で、高裁の結論を読んでみても、被控訴人の請求はいずれも理由がないことから棄

却するということですね。そういう判断が二審の判決でありました。１つ言えることは、この東京地

裁の判決は最高裁判決で覆されるとすると、１つには憲法違反、もう１つには重要な判決違反の場合

しかあり得ないということです。 

 勝てるはずのない裁判を市が公金を使って万一上告したとしたら、首長としてその責任は大変に重

いと思いましたし、それを承認した、または後押しをした議員の責任はそれ以上に重かったと考えま

す。そのような意味でも、市長の御英断とその御英断に賛同されている与党の議員の方々に敬意を表

したいと思います。あとは２人から補足意見を述べさせていただきたいと思います。 

○【前田議員】 補足ですが、ちょっと二、三質疑させてください。と申しますのは、３月１日会派

代表質問で私たち生活者ネットもこの問題を問いました。上告はすべきではないのではないかという

ことを市長に質問いたしましたが、そのときにはまだ市長の判断は出ておらず、庁内での協議、弁護

士とも相談、そして議員の意見を聞いて考えるというふうにお答えいただいたと思います。その後、

この辺の経緯は道筋は踏まれた上での今回のこの全協の冒頭での判断だったんでしょうか、そこだけ

伺います。 

○【佐藤市長】 その辺の経緯については、私自身が正直言って相当悩みました。そのことについて、

私の近くの友人をはじめ遠くの法律を勉強している連中とか、いろいろな広範に意見を求めてみまし

た。 

 私自身は、与党、野党問わず、そういう意味ではなくて、私自身の判断を先行させていただき、そ

のことを事務方とよく詰め、それでその結果を裁判を担当していただいた弁護士の先生と相談させて

いただき、その席上で私自身が弁護士さんに向かって、私は国立市の現首長であるということで、広

範な視点に立って私自身が判断をさせていただき、結論を出しますということを申し述べさせていた

だいて、本日を迎えたということでございます。 

○【前田議員】 いろいろ不規則発言が飛んでおりますけれども、私は市長の英断に、この結論に関

しては私は非常に敬意を表しますけれども、やはり決断の道筋というものは大事だと考えております。
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この間市民からも何かしら意見が上がっているのかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。 

○【佐藤市長】 御要望等はいただいております。書面をもっていただいております。 

○【前田議員】 市民の方からも要望が出ているということを伺いました。私はやはり市長としての

決断、とても重いものだと思いますけれども、そこに至る道筋にはやはり市民の意見や、もちろん議

員の意見、そして庁内の合意、もちろんそこはとても重要だと思っているので伺いました。 

 今回、本当に財務会計上の支出行為が違法であるというような一審判決が出まして、市の職員の行

為が問われたわけです。市民課長、保険年金課長、そして総務部長の行為が違法ということが問われ

た、その一審判決をここで（発言する者あり）、ちょっと不規則発言、ちょっと静かにしてください。

お願いします。ちょっとお願いします。 

 そして、二審ではこのような市の職員の行為は違法ではないということが、ここで市職員の行為が

違法ではないというふうに判決が下されたことを、私たちは非常に重く見ています。住基ネット不接

続が違法であったという判断が、ここで判決が下されましたけれども、そのことに関して今までさま

ざまな質疑の中で言われましたけれど、これは市民の要望、そして前市長、元市長の判断で不接続を

継続してきたわけです。司法の場で違法だと言われましたけど、これを違法だとは思わないという前

市長、元市長の主張は市民の要望、市民の意見の反映であったというふうに申し上げていきたいと思

います。 

 もちろん全部の市民であったとはいうふうには言いません。ここではたくさんの市民の声ありまし

た。つないでほしいという声もありました。両方あったわけです。そして、前市長、元市長は不接続

を望み、不接続を行い、そして佐藤市長は公約に掲げた接続という方法を選ばれたわけです。大事な

のは市民自治です。ここで前市長、元市長を訴えたというこの住民監査請求から住民訴訟に及んだこ

の判決に関して住基ネット不接続を違法だという判決が下されたという意味はあったのかもしれませ

んが、これに伴う財政的な支出に関しては全く違法性はなかったと、これは住民の福祉のためであっ

たという判断が下されたので、私はそのところは申し上げていきたいと思いますが。 

○【佐藤市長】 今、おかしなことを申し述べたと思いますよ。つまり住民自治とか市民自治と言っ

ておきながら、住民監査請求することをあたかもおかしいと、いや、そのようなニュアンスのことを

おっしゃられましたよ。私自身はその行為、その言葉こそ大きな問題だと思いますよ。だって今回だ

って明確にされているじゃないですか、今言われたことを。それを何でここで公正化するんですか。 

○【青木議長】 御静粛に願います。 

○【前田議員】 済みません。ちょっとその誤解があったというふうに思います。住民監査請求自体

を私は市民自治に反すると申し上げたわけではありません。 

○【青木議長】 御静粛に願います。 

○【前田議員】 結論的に市長が下された判断、本当に私は英断だと思います。争いのない国立市の

ために、住民の福祉向上のために私はここで、（発言する者あり）ちょっと静かにしてください。 

○【青木議長】 しばらくちょっとお待ちください。済みません。暫時休憩にします。 

午前１０時４９分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１０時５０分再開 

○【青木議長】 休憩を閉じて全員協議会を再開いたします。 

○【前田議員】 ちょっと今、いろいろお話しし過ぎまして、この場が非常に混乱状態になったこと
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に関してはおわび申し上げます。 

 私が伝えたかったのは、やはり市長が前市長や元市長を訴えるような行為が継続することの不毛さ

に関してです。今回のもう上告しないということの、ですから、それに関して私は本当に市長はよく

英断、決断なさったというふうに考えております。生活者ネットとしてこの上告をしない判断には賛

成をいたします。 

○【小川議員】 では、私の時間にさせてください。４年４ヵ月がたちましたね。確かに１人からで

も財務会計行為に関して訴えができるのが住民監査という制度です。これは本当に大事な制度で全国

的に行われてきているものです。 

 ただ、その2009年９月29日に起こされたこれが随分長かったなというふうに思っております。高橋

監査委員が11月27日に住基ネット一時中断している状況において、住民の福祉を図ることを基本とす

る地方公共団体としての使命を最低限果たすために必要な支出ということで語られたそのものが、そ

のまま今回の二審の判決に入っていたと思っております。それで佐藤市長が市長になられて裁判をお

ろされて、前市長を訴えていった形なんですけれども、その中でそれは住基ネットに関して市長のお

考えがあったと思います。公約にもそれは掲げていたことで、市長の立場もわからないではありませ

んけれども、やはり保険年金課長、市民課長、総務部長が住民のお考えと同じように、市が違法とせ

ざるを得ないような中身であったことは本当にそこは痛ましくて、そこだけはどうにかしてここを避

けたかったという思いは今回の二審の中で実現したことをよかったと思っております。そこは私など

以上に市長が一番肩の荷がおりたところだと思っております。 

 一方、いろいろ昨晩も考えまして、市長の側の論理というものがあるというふうにも頭をめぐらせ

てきました。当然ながら義務づけ訴訟だから最高裁までいく義務は市にもありますし、市民としても、

最高裁の判断を聞く権利というのも市民から奪ってしまうようなことも含めて、いろいろお考えにな

ったんだと今回思います。それも全部含めて争いはここで終結するというお立場に立たれたこと、切

断が違法なら関連する支出は全部違法だという今回のことの流れも二審で変わりましたので、そのこ

とを受けて弁護士さんともお話になってやめられた英断は本当に感謝というか、市民の多くの方がこ

このところはよかったなと心から思っていることだと思っております。 

 それでこの住基ネット９年間の不接続の問題、いろいろ議論はあると思うんですけれども、先日、

私ども生活者ネットとしまして、情報公開条例に関して、また個人情報保護の問題のフォーラムでし

た。そもそもこの住基ネットが自治事務であったというところから、前市長も含めてどうしても個人

情報保護に関して個人情報コントロール権がどうなるのかということを総務省に問い合わせていたん

だと思います。こんなことからずっと長くこの裁判も含めて起こってきたんですけれども、９年間の

中でやっぱり住民はこの問題、個人情報に関して非常にその権利に関しても感度も含めて醸成された

いい時期だったと私は思っております。個人情報に関して行政が出したものに関して、もし異議申し

立てがあればそれに不服も申し立てる制度がきちんとこの10年間できてきたことも市民はよく知るこ

とができました。不接続の９年間でしたけれども、非常に総務省との関係で緊張感があったと思いま

すけれども、その中で市民が学んだことは大きかったと私は思っております。 

 今後ますます予算にも入っていますが、共通番号制への準備も市は進めていると思いますけれども、

そのような中で国立市民というのは、振り込め詐欺なども非常に起きていますし、個人がどういうふ

うに自分の情報なども守っていけるか、ますますカード社会になります中で、国立市のこの長い勉強

期間といいますか、苦しかった時期は次の世代の新しいシステムの中でも生かされていくのかなと思
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っております。以上です。 

○【青木議長】 御意見というだけでよろしいですね。小川議員、義務づけ訴訟なんで、三審までい

く義務についてですけど、それはもう明確にないと先ほど副市長のほうから言われておりましたので、

そこは誤解のないようにお願いします。 

○【藤田議員】 先ほど市長からの表明があったとおり、私はその内容を本当に住基ネットのことに

関してはちょっと除きますが、それ以外の争いをなくすとか、市民生活を優先したいという思いは非

常に評価しますので、先ほどの表明はよかったなと思っております。 

 また、今回の高等裁判所の判決は、最高裁の判決を何個か引用しておりますけれども、１つは平成

４年12月15日のあの一日校長事件であります。これは原因行為が違法性があっても財務会計行為につ

いて違反がなければそれは違法とはいえないよというのに加えて、今回関口さんが一審で主張した平

成３年12月20日の判例も引用しているところであります。これは財務会計行為を規則等で補助職員に

委任をさせて専決させたものは、補助職員が財務会計上の違法行為をすることを阻止すべき指揮監督

上の義務に違反している。それと故意また過失により補助職員が財務会計行為上の違法行為をするこ

とを阻止しなかった、この２つの場合を除けば管理者は責任を負わないよと、こういう判決でありま

す。 

 これは大阪の水道局が大阪府から地方公営企業法でつくられたものでありますけれども、そこの総

務課長が100万円未満の予算だったら専決できるよというような委任を受けておりました。これに基

づいて総務課長が岐阜県と埼玉県の職員と接待会議をするよという架空のことをやって、自分たちで

大阪のまちに行って飲み食いをして、67万円を違法に支出したと、こういう事件でありました。大阪

高裁は管理者というのは委任したんだから、手足として使えるんだから責任あるんだよと言ったんで

すけれども、最高裁はそれを変えて、たとえ違法行為があったとしても、管理者に財務会計行為上の

責任をとらせるのは２つのものに限るよと、こういうような判断をしたわけでありまして、管理者の

責任を問うというのは非常に限定的に最高裁は判断をしたところでありました。今回の国立市の住基

ネット訴訟については、この財務会計行為も違法はなかったと、こういうことであります。 

 もう１点です。平成25年の３月21日の最高裁の判例も引用しているところでありまして、たとえ原

因行為に違法があったとしても、契約を解除する特殊な事情がなければ責任を負わないと、こういう

ことでありまして、今回東京高裁も最後の部分で本件契約について取消権あるいは解除権を有してい

ると、それじゃ認められないと。また真摯に努力してこの契約を、サポート委託料ですけれども、そ

れを解除する特殊な事情が認めることもできないんだということで、いずれの最高裁の判例を引用し、

それに適用して法律上の解釈を行い、しかも事実行為について違法性はなかったと、このように判断

をしたところであります。 

 事実行為についてしっかり判断して、法令の検討もやったということがたとえ上告しても、民事訴

訟法第312条の１項ですか、これに当然該当しないから、恐らく高等弁論されることなく、最高裁は

それなりに判断するのかなということを考えると、ここで住基ネットは違法ということを言われてお

りますけれども、財務会計行為上は違法行為はなかったという判決を確定させるのは非常に法律的に

もそれは妥当な判断であると。また市長が言ったとおり、住民のために今後も頑張りたいというその

思いを全くそのとおりだと思い、市長の上告しないというような考えには全面的に賛成していきたい

と思います。以上です。 

○【青木議長】 質疑の途中でありますが、ここで休憩に入らさせていただきます。 
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午前１０時５９分休憩 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

午前１１時１４分再開 

○【青木議長】 休憩を閉じて全員協議会を再開いたします。 

 ここで前田議員より発言を求められておりますのでこれを許します。 

○【前田議員】 貴重なお時間をいただいて申しわけございません。先ほど私の発言の中で一部不適

切な発言がございましたので、ここにおわび申し上げます。 

○【稗田議員】 私が質疑したいことは１点だけあったんですけれども、他の議員からの質疑の中で

解明されましたので、二段訴訟の中ではありますけれども、上告に義務づけはないということがはっ

きりわかりましたので、意見だけ述べさせていただきます。 

 違法の承継を争って裁判した結果なんですけれども、一審と二審で覆ったということで市長の中に

も遺憾であるという御意見がありました。ですけれども、今回の裁判で一審、二審通じて認められた、

裁判所が判断したことにつきましては、住基ネットの不接続は違法であるということであったことは

明確に証明されたと思います。これはすなわち市長の公約が正しかったということだと考えておりま

す。そんな中で住基ネットの接続がされなかったことで１点だけ話さなくてもと思ったんですけれど

も、１つだけ述べさせていただきます。 

 住基ネットが接続されていなかったときに国立在住の18歳の男の子なんですけれども、とある大学

を志望しておりまして、その大学に行くためにオープンキャンパス、大学の見学に行くというプロセ

スの中でどうしても身分証明書が必要だったということがありました。そのときに必要とされた身分

証明書は写真つきで住所が明確に載っている身分証明書、免許証であったりパスポート。彼は海外旅

行をした経験がなかったですし、18歳の男の子ですので車の免許も持っておりませんでした。次にあ

げられたのは住基カードだったんですけれども、そのときに国立市は接続をしていなかったので、そ

の彼は結局大学見学に行くことができずに、ただ自分自身の努力でその大学へは合格していったとい

うことがありました。接続するということで市長の公約が果たされたということを私もすごくよかっ

たと思います。 

 さまざまな意見はありますけれども、一番悩まれた市長がこのＡ４、１枚の紙に簡潔に結論をまと

められたということで、この英断とその姿勢について心から敬意を表しました。私の意見とさせてい

ただきます。 

○【生方議員】 意見と質疑を１つずつ申し上げます。 

 まず、今回きょう初めて市長の決断を聞きまして、私ももしかしたら上告されるのではないか、そ

ういう可能性があるのではないかという気持ちを持ったままこの席に座りましたので、驚いたと同時

に大変うれしく思いました。市長の決断に敬意を表したいと思います。考えましたら、逆に上告した

ら今後の予算審査、審議を含む定例会の状況やもっと言えば市長に対する市民の民意に大変大きな影

響を与えたと思いますし、また40万円をかち取るためにそれを超える訴訟費用あるいは人件費を含め

た訴訟費用を払うというナンセンスなことが生じてしまうことを考えれば、当然と言えば当然の判断、

決着の仕方だったのかなと思います。 

 結いの党としては、市長選挙ではまだ誕生しておりませんでしたので、当時佐藤市長を支えたのは

自由民主党・明政会と公明党とみんなの党だったわけです。私自身は政党は変わりましたが、市長を

支える気持ちは何ら変わっておりません。周りの状況はむしろ変わったかなと思っています。ただ、
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結いの党としては国政でも市政でも基本的には是々非々ですので、今回に限らず厳しいときには厳し

いことを言う、正しいことはきちんと認めるという立場でいきたいと思います。 

 それで１つ質疑なんですが、前回の平成25年12月議会で私たちは権利の放棄についての決議をして、

それが決議をされました。その経過については強く言いませんが、今回の市長の判断、決断と照らし

合わせて考えれば、上原元市長に対する約3,124万に対する債権も即刻私は放棄したほうがよろしい

のではないかと思うんですが、それはいかがでしょうか。 

○【青木議長】 生方議員、申しわけないですけれども、事件が違いますので質疑を変えていただけ

ますか。 

○【生方議員】 では、要望として申し上げます。当然、今回の市長の判断から考えれば、私ども過

半数を超える議員が決議を上程して、議会で決議された権利の放棄についての内容については、十分

尊重していただいた上で、さらに今回の市長の判断を合わせて考えれば、即刻債権の放棄あるいは裁

判を続けるにしても同様の判決が出る可能性も非常に高いですし、同様の判決が出た場合は同じ判断

をされるのかなと思いますし、それを強く望みまして私の発言を終わります。 

○【池田議員】 つむぎの会でございますが、市長から明確な意思が表明されました。ここに至るま

でのこの判決言い渡し以降、市長の大変な苦慮されている様子はちらちらと伺えたわけでございます

が、これは大きく受けとめざるを得ません。その上で幾つか申し述べたいと思います。 

 長い年月のことです。私も議員になって上原市政を一生懸命最初は選挙で支えましたが、その当時

の市報を改めて読みました。平成14年、2002年７月20日号に８月から住基ネットが一部稼働しますと

いう記事で、８月５日にこれが一時稼働開始ということになっております。その３ヵ月後に市民の皆

さんの御要望があって、その年の12月18日に上原市長に対して住基ネット切断を求める陳情が議会で

趣旨採択され、上原さんがこれまでの議会での出てきたどなたか議員の発言によりますと、御本人が

直接切断したことが明らかになっております。 

 以来今日までさまざまな経過をたどりました。その中で例えば先ほど藤田議員が大変格調高く判例

をお示しになって、現場の職員、この判決文の中で12ページに当たるんでしょうか、ここのあたりの

補助職員である、先ほどのお話にあった保険年金課長等の郵送費の扱い等々は違法行為に当たらない。

ただ、藤田議員言われた一日校長事件も裁判でも関口前市長側の弁護士代理人からの発言資料もあり

ますが、それとは少し違うんじゃないかと私は思っています。これは改めて皆さんにも御認識いただ

きたいと思っていますが、国立市の住基ネットは判決文の中ではありますが、今だと元市長の時代か

らの継続ということがあって、関口市長がそのままになった。でも、当時関口博市長は住基ネットは

なくても誰も困らないという2010年２月21日日曜日に愛知県の勤労会館で講演をしております。もう

トップの基本的な方針に基づいてさまざまな動きがなされたということは明らかなわけですから、少

し判断、見え方が私どもとは違うんだなと思いますが、そのような経過がありましたけれども、私が

今回多少市長からも意見を求められたり、いろいろ市民の方からも電話やファックスをいただいたり、

メールをいただいたりしました。その中で私自身が最終的に考えておりましたのは、今、生方議員か

らは明和の話が出ましたが、明和裁判、経過において当初私は住民の方々の活動を支持して東京地裁

八王子支部にまで行っていました。その後、上原市長が明和地所から訴えられたときに明和地所が４

億円を請求した、それが2,500万円になった。そのときに上告するかどうかのあのときに、私は2,500

万円市民の皆さんの税金を使うのは本当に申しわけないけれども、これ以上長引かせる対応はもうこ

こで決断すべきだ、上原さんの言うゼロにはならないんですということで私はその議案に反対いたし
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ました。 

 それで今日この問題についても本当に法律に精通しておられる方々にも御意見を聞いたりいろいろ

いたしましたが、私の中では１つの決断をすべきではないのかということを思いました。そのときに

今までの御意見でも出ましたが、二段階訴訟ということで住民監査請求を出され、住民訴訟を起こさ

れてきたこれまでの原告市民の方々に対して、きっちり行政が筋を通すということはどういうことだ

ろうか、このことも随分思い悩みました。ただ、私自身長くこのような形でかかわりを持ち、裁判所

にも霞が関にも行って傍聴してきた立場で改めて準備書面やいろいろな資料を読み返しまして、先ほ

ど言いましたような１つの決断をしなければいけない。もっと一言蛇足ではございますが、私自身が

30代のときにやっていた富士学園という施設をやっているときの裁判、あのときの裁判も最後は１つ

の決断をいたしました。やれる戦い方はあったんですが、終わりにしました。そのような立場から本

日佐藤市長はもうけさの段階で何とか自分の意思はこういう方向で行きたいという御意思で重い決断

をされたことをしっかりと受けとめます。 

 佐藤市長就任によって、市政運営、役所の中の雰囲気や議会における質疑討論の明快さが大きく改

善、進展したと思っています。市民生活をしっかり守るという立場で市も行政、市長そして議会それ

ぞれの立場でしっかりこれからも働いていくことを強く思いまして、佐藤市長の重い決断をしっかり

受けとめ、支持してまいりたいと思います。以上です。 

○【上村議員】 まず市長の上告しないという英断に関しまして私は高く評価をしたいと思います。

その上で私の意見を述べさせていただきます。 

 私は今回の高裁判決の中で、一番根幹となる部分について住基ネットの不接続継続は違法である。

この裁判所の判断に関しては甚だ納得いきません。これは私自身はこれからも納得がいかない立場で、

共通番号制に対してもちゃんと地方自治の視点から首長には個人情報を守る責任を全うしていただき

たく意見をしてまいります。そして、その残りの半分のところで現実に財務会計の処理のお金の面に

関しましては、そのことについては違法行為はなかったと、第二審の高裁が判決したことに対しまし

ては本当にほっといたしました。この高裁判決が出たことで一番ほっとしたのは市民というよりも、

元関口市長というよりもここに携わった職員の皆様ではなかったかと思います。本当にこの間自分た

ちのやった行為が法に問われ、違法行為にされるかもしれないという中で、大変な緊張状態を続けて

こられた、そのストレスに対しまして本当にお疲れさまでしたとこれをもって言いたいと思います。 

 その本判決文の中に私が心の中に残りましたのは、年金受給者の方々の郵送費を市が肩がわりしよ

うと努力したこと、これは不接続とその直接に関係がない行為であるが、少しでも住民の利便性を図

ろうとした、少しでも住民の軽減の負担をなくそうとしたということが認定されています。その姿こ

そが誠実執行義務、職員の誠実執行に基づく住民サイドに立った誠実執行義務であったと私も思いま

す。バックアップの委託料もしかりです。ここに当時そのような事務を携わった課長たちが座ってお

られます。本当に皆様方の御行為、これまでの長年の苦労に対しまして本当にお疲れさまでしたと再

度申し上げたいと思います。 

 それを踏まえての市長の英断もあったのだと思います。誰よりも職員の苦労をよく知る市長と副市

長であった。そのことも今回の英断の１つの原因になったのではないかと私は思っています。私たち

現在21名いる市議会議員のうち11名の議員の連名で上告を断念し、争いを終わらせてほしいという要

望書も提出いたしました。その要望書も市長は熟考の１つの判断材料にしていただいたと私は思って

おります。 
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 そして最後に、この間住基ネットに関しては住民投票をしてほしいと、直接請求の署名活動をし、

そして議会に諮り、議会で残念ながら１票差でできませんでしたが、その後も粘り強く住基ネットは

住民の意見を聞きながら考えていってほしいという活動をされた住民の方々から今回市長のところに

出された要望書の案を私は拝見をいたしまして、その最後にこれからは一緒にこのまちをつくってい

こうという趣旨が書いてあったと思います。私はそのような住民の力に対してものすごい敬意を払い

ました。きょうこれから対立することなく、個人情報を守るために住基ネットのことで運動してこら

れた住民の方々はことさら強く個人情報の意義をとてもわかられる方々ですから、その方々ともお話

をなさりながら、今後の国立市の個人情報を守る市政運営を強く佐藤市長に望みまして、私はこのた

びの上告断念するという市長の英断を評価したいと思います。 

 それとぜひこの文章、ここはいいので市報にできれば載せて、住民、市民の皆さんに心配されてい

る方々おられますので、ぜひそのことを報告してほしいということを要望しておきます。以上です。 

○【重松議員】 私も市長が御自身の判断を最初に表明されたことには大変驚きました。ずっと注目

をしてきただけに非常に驚いたと同時にその判断については高く評価したいと思います。ただ、裁判

の判決そのものについては上村議員もおっしゃったとおり、私としてももろ手を挙げて賛成できるも

のではありません。これまで最高裁の判決でも住基ネットは適法であって、不接続は違法だと言うん

ですけれども、それも最初から参加しなかったりあるいは横浜方式で選択性については違法だという

確定した判決があったんですけれども、国立市のように一旦参加した上で一時的に離脱する、その状

態がずっと続くことについては適法なんではないかという主張をしてきたわけですけれども、それに

ついても違法だという高裁レベルでの判断は恐らくこれが初めてだと思いますし、恐らくこれが覆る

ことは今後なかなか難しいなということを予想されるという点では、この判決については残念なとこ

ろがあります。 

 これまで選挙公約では佐藤市長は住基ネットの再稼働は言っていたんですけれども、住民訴訟につ

いては取り下げるということは選挙公約になかったのに取り下げたんじゃないかということを厳しく

批判をしてきたわけですけれども、長く続いた紛争にけりをつけた。課題解決の年の第一歩と最初に

されたことについては評価をしていきたいと思います。特に第一審では当時の専決権者、保険年金課

長と市民課長と総務部長、そのうちこの２人がこの場にいらっしゃるわけです。その３人の専決権者

の財務会計行為自体が違法とされていました。特に岩澤情報管理課長は当時の保険年金課長でもある

わけで、国立市の立場として自分自身のかつての行為を違法だという主張をみずからしないといけな

いという非常に厳しい立場にいらっしゃったと思いますけれども、そのことについても違法ではない

とはっきりと判決文に書かれていることについては、当事者としても国立市全体としても非常によか

ったことだと思います。 

 また、判決の12ページでわざわざ地方自治法第１条の地方自治体の責務を引用する形で当時の保険

年金課長の財務会計行為については違法ではないということを言っています。地方自治法第１条の２

第１項というのは、普通地方公共団体は住民の福祉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されること。これはわざわざ判決文に入れなくても

趣旨は通るんですけれども、これはあえてきちんと入れたということは、当時の保険年金課長の行為

は単に違法ではなかったということではなく、まさに地方自治の本旨を体現した行為であったという

評価だと思います。 

 また、判決の３ページで住民訴訟の判決の参加的効力は控訴人には及ばないとあります。これは一
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見するとよくわからないのですけれども、住民訴訟で市長が控訴を取り下げて判決が確定したわけで

すけれども、その住民訴訟に補助参加人として関口前市長が私人として参加していた。その結果、普

通は４号訴訟で第一段住民訴訟で判決が確定したら、その後の第二段訴訟はもう争うところがないの

で淡々と済むんですけれども、第二段訴訟が第一段の住民訴訟の延長のような形でそこで改めて争点

がきちんと裁判の中でも争われて、住民訴訟と真逆の判決が出されたというのは、恐らく非常にまれ

というよりも初めてかもしれないという非常に注目すべき判決だと思います。 

 このことはもう１つの第二段訴訟、大学通りの高層マンションをめぐる元市長に対する第二段訴訟

の行方についてもこれが課題解決の年となる、終結する希望が出てきたものであると思います。市長

が先ほどおっしゃられたように、争いを終結し、365日24時間安心安全のまちづくりの実現を進める。

これは市長一人ではなく市長と議会の立場を超えて、議会の中の政治的立場を超えて、オール国立で

進めていく１年になるということを期待いたしまして、市長の判断については評価をしていきたいと

思います。 

○【望月議員】 まずもって今回の市長の重い決断、非常に感動いたしました。本当にありがとうご

ざいます。その決断に対して敬意を表したいと思います。 

 先ほど長内議員が大変よいことをおっしゃいました。国の法律と地方自治体の考え方は違う場合が

ある。それをどう克服していくかというのは我々に与えられた課題だと思います。二元代表制のもと、

課題を克服するのは行政と我々議会が克服するべきと考えます。司法の場で裁判の勝ち負けとか自分

の主張の正しさを司法の場でそれぞれの方が主張し続けることが国立市全体の発展にはつながらない

と思います。市民全体の幸せにはつながらないと思います。今回本当に市長が市民全体のことを考え

ていただいて、市民生活の安定、住民福祉の向上、市政運営の安定等、総合的に判断していただいた

ことは本当に重い決断であり、高く評価したいと思います。今後他の裁判も含めノーサイドにしてい

ただきたいと思います。市長がいみじくもおっしゃったように争いを終結して、市民の過去を乗り越

え、全ての立場の方が前を向いて市民の幸せを考えて行動できるように、今後市長におかれましては

市民の会と協調を呼びかけていただきたいと要望いたしまして、私の意見とさせていただきます。あ

りがとうございました。 

○【藤江議員】 住基ネットに接続していないことを続けたことは違法であるという趣旨の判決が含

まれているものの、訴えを起こした住民の意思が十分に酌み取られなかったことは非常に残念ではあ

ります。しかしながら市民生活、今後円滑に市政が進んでいくためにというようなことを考えまして、

この市長が住基ネットに関してこれ以上争いを続けない判断をされたことを私は支持したいと思いま

す。これから市政が順調に進んでいくことを願いまして、私は意見を終わりたいと思います。 

○【青木議長】 それでは、これをもちまして報告事項１、損害賠償請求控訴事件（平成25年（ネ）

第3004号）の判決についてを終わります。 

   ────────────────── ◇ ────────────────── 

○【青木議長】 これをもって全員協議会を閉会といたします。 

午前１１時４２分閉会 


