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訴   状 
 

 

２０２０年９月１７日 

 

 大阪地方裁判所   御中 

                                                  

                      原告訴訟代理人             

                                             弁護士  藤 原   航 

 

 

同   櫻 井   聡     

                            

                 

 

当事者の表示  別紙当事者目録記載の通り 

請求事件    賃金等請求事件 

訴訟物の価額    金１１３万２４９８円 

貼用印紙額   金１万１０００円 

 

 

第１ 請求の趣旨 

１ 被告は、原告に対し、金１１３万２４９８円及びこれに対する本訴状到達日

の翌日から支払い済まで年３分の割合による金員を支払え。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

との判決並びに仮執行の宣言を求める。 

 

第２ 請求の原因 

 １ 当事者 

原告は、大阪市立歌島中学校（以下「本件中学校」という）に勤務する中学

校教員である。 

１９８０年４月に大阪市の中学校教員として採用され、定年を迎えて、２０

１６年４月１日に再雇用された。教職員なかまユニオンに加入している。 

 

admin
長方形



                                 2 

 ２ 原告が勤務をしたにもかかわらず、被告が欠勤扱いにしたこと 

（１）減額された賃金の額 

   被告は、以下の通りの理由で、２０２０年３月１９日から３１日まで（以下

断りなき限り、月日のみの記載は２０２０年を指す）、原告を欠勤扱いにした。

その結果、原告の給与から欠勤８日分である１１万８０３４円を差し引かれた

（正確には５月分の給与から誤って欠勤９日分として１３万２７８８円が差

し引かれ、６月分給与で１万４７５４円が払い戻された結果として、原告の給

与から欠勤８日分である１１万８０３４円が差し引かれた）（甲１の１ないし

２）。 

（２）減額された賞与の額 

欠勤をした職員は、人事評価区分が最低ランクの第５区分となるため、６

月に勤勉手当が１万４４６４円減額された（甲２の１ないし２）。 

なお、１２月の勤勉手当も同額減額されることになるため、夏冬の賞与が

合計２万８９２８円減額されることになる。 

（３）欧州から帰国したこと及び当時の情勢 

  ア 原告の帰国 

原告は、ＩＬＯ・ユネスコ合同専門家委員会（ＣＥＡＲＴ）との協議に参

加するために３月１２日に関西空港から出国し、同月１３日から１６日まで

にスイスのジュネーブに滞在し、同月１７日に関西国際空港に帰国した。 

  イ 政府の動向 

  （ア）文科省 

２月頃から新型コロナウィルス感染の拡大を受けて文科省は、学校の臨

時休業を要請し、同月２８日付元文科初第１５８５号通知第６項では「教

職員が勤務するに当たっては、在宅勤務や時差出勤を推進すること。また、

教職員が学校へ出勤しない場合においては、在宅勤務や職務専念義務の免

除等の措置の趣旨を踏まえること」としていた（甲３）。 
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また文科省総合教育政策局生涯学習推進課等は、「新型コロナウイルス

感染症対策に係る春期休業期間中の留意点について」と題する３月１７日

付事務連絡第７項においても、同趣旨の記載がされている（甲４）。 

  （イ）帰国者に対する対応 

当時は、日本においてコロナウィルスの流行が生じ始めた頃で、ヨーロ

ッパからの帰国者を感染源としたコロナの流行が懸念されていた。 

そこで、政府の新型コロナウィルス感染症対策専門家会議は、３月１７

日、感染が流行している欧州からの帰国者に対して、入国後は自宅や宿泊

施設で２週間は待機を求めるように、厚生労働省に要請した（甲５の１）。 

上記専門家会議の要請を受けて、同月１８日政府は、欧州全域からの入

国者に対して検疫を強化し、検疫所長の指定する場所で１４日間待機し、

国内において公共交通機関を使用しないことを要請するという検疫の強化

策を発表した（甲５の２）。 

もっとも、上記検疫強化策の対象者は、同月２１日午前０時以降に現地

を出発した飛行機及び船舶を利用した者とした（甲５の３）。 

  ウ 大阪市の動向 

大阪市も新型コロナウィルス感染症の流行に伴って、大阪市教育委員会(以

下「市教委」という)は２月２８日教育長通知において、「検疫所長から、検

疫法に基づき新型コロナウィルス感染症に感染した恐れがあるとして停留さ

れた場合」（令和２年２月２８日付教委校（全）第６４号）は職務免除でき

るとしていた（甲６）。 

そして、政府方針を受けて、大阪市も、職員が職場及び通勤途中でコロナ

の感染を広げることを防止するために、３月２１日以降に帰国したものにつ

いては特別休暇扱いとして、２週間出勤を免除する運用を決めた。 

そのため、検疫強化対象開始期間より４日前に帰国した原告は対象者とな

らなかった。 
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エ 本件中学校は２月２９日から５月末日まで休校にしており、かかる期間に

おいて生徒が登校したのは卒業式があった３月１３日および入学式があった

４月３日と教科書配布や教材配布等のために設けられた登校日数日だけであ

った。 

オ 大阪市教育委員会教育長は各校園長に対し、４月１３日に「新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止に向けたテレワーク制度について」を通知し、管理

作業員及び給食調理員を除く教職員に対し、勤務場所を自宅とするテレワー

ク実施を推奨した。また同月２０日、管理作業員及び給食調理員にも在宅勤

務を導入した。 

（４）原告が勤務をしたにもかかわらず、被告が欠勤扱いにした経緯 

  ア 帰国後、３月１８日に原告が教頭に勤怠の相談をしたこと 

原告は３月１７日の夜に帰国したが、その時には、欧州から帰国した者へ

の対処方針について、政府専門家会議が厚生労働省に申し入れを行ったこと

が報道されていた。 

原告も自身がコロナに感染している危険性があるため、同月１８日に教頭

に対して、自宅待機を行った場合の勤怠について相談した。その後、教頭そ

の他の管理職が市教委に問い合わせを行った。 

イ 本件中学校の学校長が承認研修として処理する旨一旦決定したこと 

（ア）同月１９日夕刻頃、市教委の給与・厚生グループの担当者が本件中学校

の学校長（以下「学校長」という）に対し、「特別休暇扱いにはできない。

欠勤扱いとなる。それを避ける方法は、校長権限の範囲で考えてもらうし

かない。例えば、休日の出勤に振り替えて職員との接触を避ける方法も考

えられるのではないか。」と回答した。 

 この回答を受けて、校長は、副校長や事務主幹と相談・検討し、校長権

限でできることとして、自宅での承認研修も選択肢の１つに加えることに
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した。その結論に沿って、副校長が原告に電話し、休日に出勤して平日に

振り替えをするという方法か、承認研修扱いでの自宅勤務を行うという方

法かの２つを提案してきた。原告は、前者であったとしても、休日出勤す

る際に公共交通機関を使用するのは同じであるため、その２つの方法の選

択肢であれば、後者である承認研修扱いでの自宅勤務を行う方法を選択し

た。そして同日１９時１０分に、副校長は原告に対し承認研修のための計

画書と報告書の書式を電子メールで送信した（甲７）。 

（イ）これを受けて原告は同月２２日１９時４６分、原告が作成した「承認研

修のための計画書」を副校長からの上記電子メールに添付して返信した。 

   同計画書には、承認研修の目的を「今年度の教育活動のまとめを行い、

今後の課題を明らかにすること」、内容を「不登校生へのかかわり方、お

よび、その中で大切にすべきことを実践・実例から明らかにすること」で

あった。勤務場所以外で行わなければならない理由としては「･･･公共交通

機関を使って学校で勤務するより、自宅において上記内容の課題に取り組

む方がより適切な働き方であるとの判断による」としており、「研修」と

はいうものの、実態としては自宅勤務であった（甲８）。 

   その後、原告は承認研修計画書の内容に基づいて自宅勤務していた。 

（ウ）３月２３日学校長が市教委を別件で訪問した際、学校長は市教委の給与

・厚生グループの担当者に対し、原告の件について「自宅研修という形で

処理する」旨述べたところ、同担当者は、市教委の服務・監察グループの

担当者に対しその旨報告した。 

ウ 市教委の「指導」により承認研修扱いが撤回されたこと 

（ア）翌２４日午前１０時頃、市教委の服務・監察グループの担当者は学校長

に対して架電した上で、「原則として自宅での研修は認められていないか

ら、原告を承認研修として自宅研修の取扱いにはできない」と述べた。 

同日午前１０時４２分頃、原告は学校長から、「市教委から自宅での承
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認研修は認められないとの連絡があった。その根拠は教委校（全）第４９

号である。そこで、１９日、２３日、２４日は２０日、２１日、２２日休

日出勤の振り替えとし、２５日から出勤するように」と電話連絡を受けた。 

同日１１時頃、原告は学校長に対して、「自宅研修が認められない根拠

とされている教委校（全）第４９号について詳しく知りたい」と言った。 

同日１２時頃、学校長から原告に対して「給与・厚生グループの髙橋さ

んも何とかしたいと動いてくれている。吉村知事の３月２０日のメッセー

ジも、３月５日から１９日の帰国した人に対しても要請があることを根拠

にできないかということも検討してもらったが、駄目だとのことであっ

た。」と言った。 

同日１３時２４分頃、副校長から原告に対して架電があり「１９日、２

３日、２４日の勤怠の扱いは休日出勤の振り替えで行い、２５日からは３

号館１階の調理室での勤務でどうか」と言われた。 

しかし、原告は、原告のような欧州からの帰国者が公共交通機関を使用

して出勤することは不適切であることから出勤はできないと回答した。 

（イ）原告はやむなく３月３１日まで自宅において事前の計画書とおり自宅勤

務を継続した。 

  （ウ）そして、原告は自身の帰国日から１４日間が経過した後、４月１日に出

勤し、承認研修報告書及び成果物を学校長に提出し、同学校長は受領した。 

  （エ）５月１８日に５月分から３月の欠勤９日分であるとして、１３万２７８

８円が差し引かれた（なお、前述したとおり、６月分給与で１万４７５４

円が払い戻された結果として、原告の給与から欠勤８日分である１１万８

０３４円が差し引かれた）（甲１の１ないし２）。また５月２９日、原告

の人事評価が第３区分から第５区分に修正した人事考課シートを交付され

た（甲２）。 
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３ 大阪市教育委員会および大阪市は、在宅勤務や職務専念義務の免除等により、

学校へ出勤させない措置を認めるべきであった 

（１）大阪市教育委員会 

ア 前述した２月２８日付元文科初第１５８５号通知第６項及び文科省総合教

育政策局生涯学習推進課等の３月１７日付事務連絡第７項では、一斉臨時休

業中の教職員の出勤等の服務に関して「 公立学校の教職員については、基本

的には勤務することとなるが、教職員本人が罹患した場合には病気休暇等を

取得させることや、教職員が濃厚接触者であるなど当該教職員が出勤するこ

とにより感染症が蔓延する恐れがある場合には在宅勤務や職務専念義務の免

除により学校へ出勤させないようにすることなど、各地方公共団体の条例等

にのっとり教職員の服務について適切な取扱いを行うこと」としていた（甲

４）。 

イ 原告の所属する教職員なかまユニオンが３月２５日に提出した、『「出勤」

指示の取り消しと、取り消さない場合は、【この「出勤指示」が3月24日付メ

ッセージを出した松井一郎・対策本部長が知った上での判断で、責任は本部

長にあること】の明示を求める要請に対して、大阪市新型コロナウイルス感

染症対策本部（２月２７日設置）に相談もせず、２月２８日付文科省通知の

内容も検討しないまま「発熱等の風邪症状がみられない限り、出勤する必要

があると考えております」と回答している（甲９）。 

ウ 政府の緊急事態宣言以降、大阪市教育委員会は、新たな条例・規則をつく

ることなく４月１３日付で、在宅勤務を広く認める通知を出している。すな

わち、３月時点でも、原告に対して在宅勤務を認めることは可能であったし、

そのように適切に指導すべきであった。仮に在宅勤務を認めなかったとして

も、自宅での承認研修や特別休暇等の制度の活用によって職務専念義務を免

除する措置を指導すべきであった。 

（２）大阪市  
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ア 原告は、３月２７日、大阪市保健所の電話相談において、スイスから帰国

後の自分の置かれた状況や出勤命令や欠勤扱いの不当性を訴え、大阪市新型

コロナウイルス感染症対策本部に情報を上げ、検討してほしい旨を訴えたが、

大阪市は、原告の訴えを検討することはなかった（甲１０）。  

イ 原告は、４月１０日、大阪市新型コロナウイルス感染症対策本部長松井一

郎市長あてに「お願い」と題する要請書を提出し、大阪市の感染症対策を考

える上で看過できない問題として、原告の自宅勤務を欠勤あつかいされたこ

とについて検討を要請したが、それが検討されることはなかった。大阪市は

原告に対する大阪市教育委員会の不適切な勤怠取り扱いについて十分是正す

る機会はあったのに、それを行わなかった（甲１１）。 

（３）本件訴訟提起を余儀なくされたのは、上記のように、大阪市教育委員会及び

大阪市のコロナ禍の現状を直視せず、従前の働き方に固執し、柔軟性を欠く誤

った「指導」が背景にあった。 

 

４ 賃金請求権の存在及び違法事由 

（１）原告は在宅勤務を行ったこと 

前述したとおり、２月頃から新型コロナウィルス感染の拡大を受けて文科省

は学校の臨時休業を要請し、同月２８日付元文科初第１５８５号通知第６項及

び文科省総合教育政策局生涯学習推進課等の３月１７日付事務連絡第７項では

「教職員が勤務するに当たっては、在宅勤務や時差出勤を推進すること。また、

教職員が学校へ出勤しない場合においては、在宅勤務や職務専念義務の免除等

の措置の趣旨を踏まえること」とされた（甲４）。それを受けて大阪市では教

育長通知において新型コロナウィルス感染症の発症等の対策のために教職員の

職務免除について規則を定めた。 

その後、欧州からの帰国者を介して新型コロナウィルス感染が拡大していた

ため、上記の通り、同年３月１８日政府は、欧州全域からの入国者に対して検
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疫を強化し、大阪市も同月２１日以降に帰国したものについては特別休暇扱い

とした。 

原告は３月１７日に欧州から帰国したため、上記の基準に直接当てはまる者

ではないが、公共交通機関を使用させて出勤させるべきではなかった。そこで、

原告は校長に対して在宅勤務もしくは承認研修の申出をしたところ、校長は承

認研修すら認めず３月２５日から学校に出勤するように命じたものである。 

原告は、公共交通機関等を利用することで一般人に新型コロナウィルス感染

を拡大することを懸念して、やむなく学校に出勤せずに在宅で「今年度の教育

活動のまとめを行い、今後の課題を明らかにすること」を目的として、「不登

校生へのかかわり方、および、その中で大切にすべきことを実践・実例から明

らかにすること」を内容とする勤務を在宅で行っていた。 

そして、原告は４月１日、校長に対して自宅勤務の成果物を提出した。 

しかしながら、被告は、自宅勤務をした原告に対し、欠勤８日の扱いにして、

原告の給与を減給した。したがって、被告は原告に対して減給分を支払わなけ

ればならない。 

 

（２）自宅での承認研修を認めなかった措置は裁量権の逸脱濫用であること 

  ア 承認研修は学校長の権限であること 

そもそも承認研修は、教育公務員特例法２２条２項に基づく措置であり、

「本属長の承認」と規定されているところからすれば、学校長の権限である。

平成２２年７月９日に策定された教委校（全）第４９号６（２）によれば「当

該研修が勤務時間内に実施されるものであり、給与支給の対象となっている

ことを踏まえ、保護者、市民から見てふさわしい内容、意義を有するものと

するよう教員等に指導すること。特に「自宅」を研修場所とする場合は、原

則承認しないこと」と規定されている（甲１２）。 

  イ 学校長の裁量権の逸脱濫用であること 
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  （ア）考慮すべき事項を適切に考慮していない 

人類未知の病である新型コロナウィルスが世界的に流行し始め、欧州に

おいては多数の死者が生じており全世界で感染拡大を食い止めるための施

策がなされていた状況であった。また、原告が帰国した３月１７日よりも

３日前である３月１４日に欧州から帰国した京都産業大学の学生らは、本

人が認識しないまま感染を広げていたことが社会の耳目及び強い非難を受

ける事態になっていた。仮に原告が新型コロナウィルス感染症に罹患して

おり、被告の出勤命令に従って通常通り学校に勤務していた場合、公共交

通機関を通じて多数の感染者を生じさせた危険性があり、当時の社会状況

を考慮すると社会全体から強烈な非難を受ける可能性があったことは明ら

かである。 

このような中、欧州から帰国した原告を出勤させることの方が「保護者、

市民から見て」問題であろうし、「自宅」での研修は例外的に許容される

のであるから、まさに極めて未曾有の事態の今こそ、その例外が許容され

るべきであった。新型コロナウイルス禍により、緊急事態宣言を発令しな

ければならない情勢に移行しつつある直前期において、学校長は承認研修

の判断にあたり、感染拡大のおそれを考慮すべきであったにもかかわらず、

それを考慮せず、被告は自宅での承認研修という一事を持って形式的に承

認研修を認めなかった。考慮すべき事項を適切に考慮していない裁量権の

逸脱濫用が認められる。 

  （イ）考慮すべきでない事項を考慮した 

学校長は、原告に対し、自宅での承認研修として取り扱う旨認めていた。

このことは、３月１９日１９時１０分に、副校長が原告に対し、承認研修

のための計画書と報告書の書式を送信した上で、同月２３日、学校長が市

教委の給与・厚生グループの担当者に「自宅研修という形で処理する」旨

伝えていたことからも明らかである。 
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しかしながら、３月２４日午前１０時に、市教委の服務・監察グループ

の担当者から、原則自宅で研修を行うことは認められていないから、自宅

での承認研修として取り扱うことはできない旨の連絡を受け、一転、学校

長は原告に対し承認研修の扱いを認めない旨通告するに至った。 

     このように学校長が一旦認めていた自宅での承認研修を撤回するに至っ

た直接の原因は、市教委の「指導」である。しかしながら、本来承認研修

は学校長の専権であり、市教委の「意見」を聞いたり、「指導」を仰いだ

りする局面では全くない。それにもかかわらず、市教委の「指導」という

本来考慮すべきでない事項を考慮した裁量権の逸脱濫用が認められる。 

  ウ 以上のとおり、学校長は原告に対して自宅での承認研修を認めなかった措

置は学校長の裁量権を濫用・逸脱したものとして違法である。したがって、

原告が欠勤として処理された期間に対応する賃金額及び賞与の減額分につい

て、原告は被告に対し損害賠償請求権を有しているというべきである。 

 

（３）出勤命令の違法性 

ア 原告が新型コロナウイルスの感染者であった可能性 

上記の通り、３月１７日に欧州から帰国した原告は新型コロナウィルスに

感染している可能性があった。実際、原告が帰国した３月１７日よりも３日

前である３月１４日に欧州から帰国した京都産業大学の学生らは、本人が認

識しないまま公共交通機関や飲食店等を使用して、感染を広げていたことが

強烈な社会的非難を受けることになっていた。帰国後、原告は症状こそ生じ

ていなかったものの、こと新型コロナウィルスにおいては無症状者も多く、

無症状者からの感染リスクが喧伝されているのは周知の事実である。 

イ 学校長による出勤命令及びそれによって原告が苦悩したこと 

原告は、自身が感染源となって一般人に新型コロナウィルス感染症を拡大

させることに大きな懸念をもっており、学校の関係者や一般人を感染のリス
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クに直面させる事態を避けることを望んでいた。そのため、原告は、在宅勤

務をしつつ、欠勤にならない方法を学校長らに相談していた。学校長は、在

宅勤務扱いにしたり、自宅での承認研修扱いにする等の措置を講じることは

十分可能で、かつ容易であった。しかしながら、学校長はこれらの措置を講

ずることなく、在宅勤務として取り扱うこともせず、かつ自宅での承認研修

扱いを認めず、自宅待機を希望する原告に対し、出勤命令を出したのである。

その結果、原告は苦悩し、出勤しなければ欠勤となり、減給され賞与等も減

額されるリスクと、出勤をすれば不特定多数の周囲の者に感染させるかもし

れないリスクとを天秤にかけることを余儀なくされた。 

  ウ 出勤命令の違法性 

    学校長による上記出勤命令は、業務遂行が不可能又は困難なことの強制に

ほかならないし、業務上の合理性がないため、①優越的な関係に基づいて、

②業務の適正な範囲を超えて、③原告に対して精神的な苦痛を与えたといわ

ざるを得ず、違法なパワーハラスメントに該当する。 

また上記の状況下での学校長による出勤命令は、労働者の人格権を不当に

侵害するものといえ、業務命令の裁量を逸脱・濫用したものであって違法で

ある。 

このように被告の原告に対する出勤命令は違法というほかない。上述した原

告に対して自宅での承認研修を認めなかった措置とあわせて、原告は多大な精

神的苦痛を受けた。これを金銭的に評価すれば、少なく見積もっても１００万

円は下回らない。したがって原告は被告に対し、安全配慮義務違反及び不法行

為に基づき、金１００万円の損害賠償請求権を有する。 

 

５ 結び 

  よって、原告は、被告に対し、賃金支払請求権に基づき未払賃金１１万８０

３４円、賞与支払請求権に基づき未払い賞与１万４４６４円及び安全配慮義務
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違反又は不法行為に基づく損害賠償請求権として金１００万円並びにこれらに

対する本訴状到達の翌日から支払い済まで民法所定の年３分の割合による遅延

損害金の支払いを求める。 

以上 

 

証 拠 方 法 

 

証拠説明書（１）記載の通り 

 

附 属 書 類 

１ 訴状副本            １通 

２ 甲号証各号      正本１通副本１通 

３ 訴訟委任状           ２通 
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（別紙）  

当事者目録 

（住所） 

〒573-0025 

  大阪府枚方市西田宮町２１－４ 

    原    告   松 田 幹 雄 

 

〒530-0047 

 大阪市北区西天満１丁目１０番８号 西天満第 11松屋ビル３０８号 

 堺筋共同法律事務所 

            ＴＥＬ  ０６－６３６４－３０５１ 

            ＦＡＸ   ０６－６３６４－３０５４ 

原告訴訟代理人弁護士   藤 原  航 

 

〒530-0047 

大阪市北区西天満４丁目４番１３号 三共ビル梅新８階  

共立法律事務所（送達場所） 

ＴＥＬ  ０６－６３６５－９４４５ 

ＦＡＸ  ０６－６３６５－９４７９ 

原告訴訟代理人弁護士   櫻 井  聡 

（住所） 

 〒530-8201  

大阪府大阪市北区中之島１丁目３−２０ 

      被     告   大    阪    市 

    上記代表者市長   松 井 一 郎 

admin
長方形

admin
長方形


