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令和２年（行ウ）第１２４号 賃金等請求事件 

原  告  松 田 幹 雄 

被  告   大阪市 

 

第１準備書面  

 

２０２０年１２月１６日 

大阪地方裁判所 第５民事部 合議４B係 御中 

 

    原告訴訟代理人弁護士  藤 原   航 

         同      櫻 井   聡 

 

第１ 違法なパワーハラスメントに該当すること 

１ 職場におけるパワーハラスメント 

   職場におけるパワーハラスメンとは、職場において行われる①優越的な

関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより、③労働者の就業環境が害されるものである（労働施策総合推進

法第３０条の２第１項、事業主が職場における優越的な関係を背景とした

言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

（令和２年厚生労働省告示第５号）参照）。 

   以下では①優越的な関係を背景とした言動であること、②業務上必要か

つ相当な範囲を超えたものであること、③労働者の就業環境が害されるも

のであることにつき、それぞれ主張する。 

２ ①優越的な関係を背景とした言動であること 

   被告が原告に対して自宅での勤務を認めず，学校での勤務を命じ，出勤

命令をだしたのは，学校長であって職務上の地位が上位であるため，①優

越的な関係に基づいて行われることは当然認められる。 

３ ②業務上の必要かつ適正な範囲を超えて行われたこと 

（１）原告に対する出勤命令の本質・目的 

原告に対し２０２０年３月１９日から同月３１日の間の出勤命令がだ

されたのは、同期間中の同月２４日であった。同日午前中は訴状第２の
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２（４）ウ（ア）【５～６頁】で詳述したやりとりがあったが、１３時２

４分頃には、副校長から原告に対して架電があり、「１９日、２３日、２

４日の勤怠の扱いは休日出勤の振替えで行い、２５日からは３号館１階

の調理室での勤務でどうか」という連絡があった。具体的には、原告は

出勤後校舎の正門から入らず、工事用の門から入って、職員室には入ら

ず、出勤後退勤まで一切他の教員とは接触しないようにするとのことで

あった。また原告が行うべき職務の内容については何ら指示がなく、と

にかく学校にきてそこで仕事をしてくれということであった（以下「本

件出勤命令」という）。 

後述するとおり、本件出勤命令が出されたのは、本件中学校が休校中

であり、生徒等も基本的には校舎に立ち寄らない期間中であった。コロ

ナ禍により外出の自粛が進行する中で、しかも原告の職務内容に照ら

し、本件中学校の校舎内でなければ行うことができない緊急性のある職

務やその期間中にどうしても出勤しなければならない職務は存在しなか

った。実際、原告が欠勤扱いにされた期間中、原告が行っていた職務の

内容も校舎内で行わなければできない内容では全くない。すなわち、当

時原告が出勤する職務上の必要がなく、自宅で職務を遂行することが可

能であった。 

    そのため本件出勤命令は、原告が出勤しなければならない何らかの業

務があり、それを遂行させる手段としてなされたものではなく、単に自

宅から校舎までの公共交通機関の利用（往復）を強制させることが本質

であって、それが目的とされていた。 

（２）本件出勤命令当時の新型コロナウイルス感染症の危険性の知見 

   ア 新型コロナウイルス感染症の危険性についての当時の知見 

     新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（以下「専門家会議」と

いう）の２０２０年３月１９日付「新型コロナウイルス感染症対策の

状況分析・提言」では、以下のように述べられている（甲１３）。 

「新型コロナウイルス感染症の流行が始まり、わずか数か月ほどの間

にパンデミックと言われる世界的な流行となりました。この感染症に

ついては、まだ不明の点も多い一方、多くのことが明らかになってき

ました。例えば、この感染症に罹患しても約８０％の人は軽症で済む

こと、５％程の方は重篤化し、亡くなる方もいること、高齢者や基礎

疾患を持つ方は特に重症化しやすいことなどです。これまで世界で１

９万人以上の感染者と、８０００人近い死亡者が報告されています。

本専門家会議は、新型コロナウイルス感染症について十分な注意と対

策が必要な感染症であると考えています。」、「もし大多数の国民や事業
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者の皆様が、人と人との接触をできる限り絶つ努力、『３つの条件が同

時に重なる場』を避けていただく努力を続けていただけない場合に

は、既に複数の国で報告されているように、感染に気づかない人たち

によるクラスター（患者集団）が断続的に発生し、その大規模化や連

鎖が生じえます」等と指摘されている。その上でいわゆる３密（密閉

空間、密集場所、密接場面）の回避が提言されていた。 

原告の自宅から本件中学校までの通勤電車は●●電車（●●市駅か

ら●●駅の●●電車）及びＪＲ●●線（●●駅から●●●駅）であ

り、通勤時間帯の電車内は上記の３密を満たしうるものであった。 

   イ 欧州からの帰国者による感染が急増している状況 

     令和２年３月１７日、専門家会議は、厚生労働省に対して、「海外

での急激な流行の進展により帰国者および訪日外国人が新型コロナウ

イルスを持ち込む蓋然性が高くなっている。最近、海外からの移入と

の関連が疑われる事例が急増」。「特に、ヨーロッパ諸国…からの移入

が疑われる事例が３月１０日以降増加」等と指摘した上で、「入国拒

否の対象となる地域からの帰国者は検疫時において健康状態を確認

し、症状の有無を問わず、検疫所におけるＰＣＲ検査を実施」、「それ

以外に感染者が多数に上っているヨーロッパ諸国等…から入国する者

に対して、２週間の自宅あるいは宿泊施設などで待機して自己健康観

察を実施し、国内において公共交通機関を使用しないよう要請」した

（甲５の１、甲１４）。 

     同月１８日に行われた新型コロナウイルス感染症対策本部（第２０

回）では、「水際対策強化に係る新たな措置」という書面が配布さ

れ、一定の州以外のスイスからの入国者には、３月２１日午前０時以

降から「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」されたことが確認された（甲５

の２、甲５の３）。 

     原告は入国拒否対象地域の州以外のスイスからの入国者にあたり、

もし原告の帰国が数日遅れて、３月２１日午前０時以降であったとす

れば、上記要請の対象となっていた。もっとも、同日より前の入国者

が感染の危険という点で安全かというとそうではなく、同日以降に設

定されたのは、検疫の強化の態勢が整うのが同日であったからに過ぎ

ない。 

 （３）本件中学校の生徒及び一般市民に対する感染の危険性      

学校長は２０２０年３月２４日、原告に対し２０２０年３月１９日

から同月３１日の間、原告の勤務先に出勤するように命じたが、当該
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期間においても他の中学校の教職員は職場に出勤していた。新型コロ

ナウィルスは、症状が発症する数日前から他者に感染する危険性があ

り、飛沫感染によっても強い感染力を有するものであるところ、トイ

レや廊下等において原告が他の教職員と接触し、他の教職員に感染を

拡大させる危険性があった。 

また、上記期間内において中学校の生徒は毎日登校していたわけで

はないが、修了式又は部活動を行うために学校に登校していた。 

同月２４日、在校生の修了式を行うために、中学一年生は８時４０

分から同５５分までの間に登校し、中学２年生は１０時４５分から１

１時までの間に登校し、修了式を実施した。 

そして、同月２５日から春季休業期間となったが、同日から同月末

日頃まで部活動を再開させ、生徒達は学校に登校していた。 

原告はクラス担任及び部活動の業務を担っていたわけではないもの

の、原告がトイレ等を利用したり、校門等を出入りする際に生徒と鉢

合わせになる可能性も充分にあり、登校していた生徒に対して新型コ

ロナウィルス感染の拡大を生じさせる危険性があった。 

さらに、原告は、以前から公共交通機関を利用して職場である中学

校まで通勤していたところ、電車等の公共交通機関は、通勤時には満

車になるほど混雑することもあり、万が一原告が新型コロナウィルス

に感染していた場合、新型コロナウィルスの強い感染力からすると、

原告の近くに乗車していた他の利用者に感染を拡大させる危険性があ

った。そして、公共交通機関は不特定多数の人々が常時利用するもの

であるから、原告を起点として、集団的感染爆発を起こし、公衆衛生

上大混乱に陥る危険性すらあった。 

上記のように、被告が原告に出勤を命じたことは、勤務先の生徒、

教職員及び公共交通機関の他の利用者を新型コロナウィルス感染の危

険性に晒すものであった。 

 （４）出勤が必要な状況ではなかったこと等 

    原告は２０１６年４月１日に再任用されたが、再任用後はクラス担任

を持っておらず、再任用時は新任の教員に対する研修担当として本件中

学校に赴任した。その後現在に至るまで本件中学校で勤務しているが、

同研修担当のみならず、不登校の生徒、休みがちな生徒、学習面で遅れ

がちな生徒に直接助力することも、原告の職務として加えられ、２０１

８年頃からは後者の職務の比重も大きくなってきた。本件出勤命令がだ

された期間中、原告は出勤後、他の教員とは接触しないようにさせると

副校長から言われていたのであるから、新任の教員に対する研修担当と



5 

しての職務を校舎内で行うことはできない。またそもそも本件中学校は

一斉休校となっており、上記例外を除いて生徒は登校しないため、不登

校の生徒、休みがちな生徒、学習面で遅れがちな生徒に直接助力するこ

ともできない期間であった。その他に本件出勤命令がだされた期間中、

原告が校舎内で行うべき職務はなかった。すなわち、原告の職務内容に

照らせば、同期間中、原告は校舎に出勤する必要性がなかったことが明

らかである。 

    また２０２０年３月１９日から同月３１日までの期間中に原告が自宅

で行った内容は、「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」であり、校舎内で行わな

ければならない内容では全くなかった。 

    したがって、原告の職務内容に照らして、当時出勤が必要な状況では

なかった。 

 （５）京都産業大学の学生らのケースと本件との共通性 

２０２０年３月１４日当時の新型コロナウィルス感染症は欧州を中

心に流行が拡大しており、WHOは新型コロナ感染症流行の中心地は欧州

であると警戒を促していた（甲１６の１）。 

そして、同時期、日本においては欧州からの帰国者を起点として新

型コロナウィルス感染症が拡大していた（甲１６の２ないし３）。政

府が新型コロナウィルス感染症対策としてクラスター（局地的集団感

染）の封じ込め対策を採用していったこともあり、徹底的な感染経路

の調査把握が実施される状況であった。 

同月２６日、京都産業大学は、同大学生のうち一名が帰省先に

おいて新型コロナウィルス感染した事実が判明したため、同日、

在学生に対し、欧州から日本に入国して２週間を経過していない

学生は大学に登校しないように注意喚起を行った。 

そして、同月２８日、他の大学生も新型コロナウィルスに感染

していることが明らかとなったため、京都産業大学の大学生４人が

３月２日から同月１３日までスイスを含む欧州旅行に行き、帰国後に

当該学生を起点として日本国内において多数の感染拡大を起こしたこ

とが明らかとなった。 

     上記学生らは新型コロナウイルス症状発症前であったが、帰国後の

同月２１日に卒業生送別会に参加し、他の参加者１３人に感染拡大さ

せた。また、上記学生は同月２２日にサークルの懇親会に参加し、同

会に参加していた他の学生に感染が広がり、さらに、同月２３日に上
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記学生が参加した交流会において、井手町の男性職員２人に感染し

た。 

加えて、上記各学生の帰省先である愛媛県及び石川県等においても

当該学生を起点として感染が広がっていた。 

上記の状況の発覚を受けて、京都産業大学は、同年４月１日に実施

予定であった新入生オリエンテーションを同年５月５日まで延期し、

新年度の授業の開始を同月 11日としつつ、同月５日までは部活動やサ

ークル活動を含め、学生の不要不急の学内への立ち入りを禁止するな

どとする対策を実施することになった。 

また、上記学生らはインターネット上において個人が特定され、イ

ンターネット上において多数の誹謗中傷等の受ける結果となった。 

      原告は、同年３月１３日にスイスに入国しており、同日に日本に帰

国した上記学生らと入れ替わるようにスイスに渡航したものである。

当時の欧州の状況は、新型コロナウィルス感染症が日々大幅に拡大し

て行く状況であり、原告もスイスに渡航した時期に新型コロナウィル

ス感染症に感染している危険性は充分にあった。 

幸運にも結果として原告は新型コロナウィルス感染症に罹患してい

なかったが、万が一原告が新型コロナウィルスに感染してた場合、上

記の京都産業大学の学生と同様に、原告の勤務先である学校の職員等

に感染を拡大させ、また原告が利用することを強いられた公共交通機

関において、他の利用者に感染を拡大させ、原告を起点として多数の

感染者及び死者が生じた結果、原告が感染源として批判の的に晒され

る状況に陥ることは必至であった。 

さらに、上記のような結果を招来した場合、出勤を命じた大阪市も

熾烈な批判を受けることは当然のように予想されていた。 

 （６）出勤命令が業務上の必要かつ適正な範囲を超えて行われたこと 

    このように本件出勤命令は、何らかの職務に従事する目的であって、

その手段としてだされたものではなく、単に自宅から校舎までの公共交

通機関の利用の強制が本質であり、目的であった。当時の本件中学校に

おける具体的な状況、原告の職務内容に照らせば、業務上明らかに原告

が出勤する職務上の必要性はなかったといえる。 

    他方、新型コロナウイルス感染症の危険性についての当時の知見から

すれば、スイスから入国したばかりであり、感染しているリスクの蓋然

性が高い原告に対して、わざわざ公共交通機関の使用を強制することに

合理性は微塵もない。むしろもし原告が出勤し、公共交通機関を利用し
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ておれば、京都産業大学の学生らの上記事案が原告にも生じていた可能

性は否定できない。 

    以上からすれば、本件出勤命令は社会通念に照らし、明らかに業務上

の必要性がない、またはその態様が相当ではないというべきであり、業

務上の必要性を欠き、かつ適正な範囲を超えて行われたと評価せざるを

得ない。 

 

４ ③原告の就業環境が害されること 

    原告は、本件出勤命令によって、以下述べるとおり、精神的に苦痛を

与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に

重大な悪影響が生じる等原告が就業する上で看過できない程度の支障が

生じた。 

原告は、本件出勤命令を出された際、公共交通機関を使用して出勤する

ことは考えられないと感じた。２０２０年 3 月 17 日、新型コロナウイル

ス感染症対策政府専門家会議が、厚生労働省に、欧州からの帰国者に対し

て2週間の自宅等での待機と公共交通機関不使用を求めるよう要請をして

いる状況の中で、原告自身が公共交通機関を使用して出勤することで原告

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いた。 

もちろん、原告が給与減額の処分を受けることを避け自己保身を図るた

めに「命令だから仕方がない。きっと自分は感染していない」と自身に言

い聞かせて、出勤すれば原告自身の不利益は回避できるが、原告は、多数

の人々の身体・生命を危険にさらすような誤った行動をとることは、生徒

の身体の安全を配慮すべき教職員としても、全体の奉仕者としての公務員

としても実行することはできなかった。 

以上のように、本件出勤命令は原告に対して、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させ、原告を非常に苦悩させるものであった。 

 

 ５ 出勤命令は違法なパワーハラスメントに該当すること 

   以上述べたとおり、本件出勤命令は、①優越的な関係を背景とした命令

であり、かつ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであって、③原告

の就業環境が害されるといえるため、違法なパワーハラスメントに該当す

る。 

 

第２ 本件出勤命令はその裁量を濫用・逸脱したものであること 
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   本件出勤命令は職務命令として行われたものである。職務命令は、業務

遂行に関わる広範な事項について使用者が発することができるものの、労

働者の心身に不当な苦痛を与えるものと認められる場合には、業務命令権

の濫用となり違法・無効となる。 

   日本電信電話公社事件（千代田丸事件最三小判昭４３年１２月２４日民

集２２－１３－３０５０）は、危険な地域への出向命令を労働者が拒否で

きるかが問題となった事件である。最高裁は、労使双方が万全の配慮をし

たとしてもなお避け難い軍事上の危険があったことが認められ、かつその

危険は、乗組員の本来予想すべき海上作業に伴う危険の類いではなかった

といえるから、乗組員は、その危険の度合いが必ずしも大きいとはいえな

くとも、その意に反して労務提供を強制されるものではないと判断されて

いる。 

   かかる裁判例は、労働者自身の生命・身体に危険が及ぶ可能性があった

事案における職務命令の限界を示した事案である。他方、本件は本件中学

校の学生や教職員、一般市民など他者に感染を蔓延させる蓋然性・可能性

が高い状況下における職務命令の限界を示す事案であって、上記裁判例と

は異なる局面ではある。しかしながら、職務を遂行する過程において、労

働者自身の生命・身体が尊重されるべきであるのと同様に、職務に係る他

者の生命・身体も尊重されるべきであり、この点に差異はない。新型コロ

ナウイルス感染症が、無症状者の他者への感染リスクが大きく喧伝されて

いる中で、いたずらに他者に感染させる危険の蓋然性・可能性が高いとい

うべき職務命令は、やはり裁量権を濫用・逸脱したものとして違法とな

る。なお、裁量の濫用・逸脱に関する評価根拠事実は第１で記載した点と

重なる。 

以 上 


