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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２準備書面  

 

２０２１年４月２０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 訴訟物の整理及び本準備書面の目的 

 １ 訴状で記載したとおり、本件訴訟の訴訟物は、 

① 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

給した減給分についての賃金請求権（訴状第２の４（１））、２０２

０年夏季の給与の減額分１万４４６４円の賞与支払い請求権 

② 国家賠償法に基づく損害賠償請求権 

である。 

   このうち、②国家賠償法に基づく損害賠償請求の内容として、 

ⅰ）自宅での承認研修を認めなかった措置は裁量権の濫用逸脱である

こと（訴状第２の４（２））、 

ⅱ）出勤命令が違法であること（訴状第２の４（３）） 

に分けて主張している。 

 ２ 原告第１準備書面は、答弁書第３の２の求釈明の申立を受けて、裁判所

からの釈明に応じ、上記②ⅱ）出勤命令が違法であることを基礎づける事

実関係について記載したものである。 

第２回口頭弁論において、上記②ⅱ）出勤命令が違法であることに関す

る請求に係る訴訟物が、国家賠償に基づく損害賠償請求権という理解で良

いかと裁判所から釈明を求められたことに対応して、原告が肯定したとい
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う認識であり、同調書に記載されているように、上記①の「賃金及び賞与

の支払請求権」を訴訟物として撤回した（あるいは主張していない）もの

ではない。 

また上記②ⅰ）自宅での承認研修を認めなかった措置は裁量権の濫用逸

脱であることについても、上記②ⅱ）出勤命令が違法であることととも

に、国家賠償に基づく損害賠償が認められる根拠の一つと考えている。 

 ３ 被告準備書面（１）は、原告の訴訟物を上記②ⅱ）出勤命令が違法であ

ることを理由とする国家賠償法に基づく損害賠償請求と整理した上で、反

論している。 

   以下においては、専ら被告準備書面（１）に反論するものであるが、前

述したとおり、上記①の「賃金及び賞与の支払請求権」及び②ⅰ）自宅で

の承認研修を認めなかった措置は裁量権の濫用逸脱であることを理由とす

る国家賠償法に基づく損害賠償請求も主張するものである。 

 ４ 被告は、「原告は、国や保健所から在宅するように命じられたが故に学

校に出勤できなかった人物ではなく、謂わば、自分の個人的な考えから勤

務地である学校に行きたくない（或いは、行くべきではない）と主張する

ものである」とか、「仮にそれは良心であるというのであれば、そもそも

令和２年３月１３日からスイスに行くような人物においてそのような良心

を保持するというのは些か不自然ではないかと思料する」などと原告に対

して徒に誹謗するが、この点に関する被告の主張は、本件の問題の本質か

ら意図的に目を逸らそうとするものであって、到底看過できない。 

   本件は、２０２０年３月１７日にスイスから帰国した原告に対して、学

校での勤務を命じ、在宅勤務等何らの措置を講じなかった学校長の判断、

教育委員会の判断の是非が問われなければならない。原告がスイスに渡航

するという判断の問題では全くない。後述するとおり、原告は教員の地位

向上のため必要に迫られてスイスに出国したものであるが、仮にこれが遊

興のものであったとしても、学校長や教育委員会の判断の是非が問われる

点については何ら変わらない。 

またもともと原告は学校長に対して適式に渡航の届け出をしており、渡

航は学校長も了承していたものであり、学校長から原告に対して渡航にあ

たり何らの懸念等も一切示されなかった（甲１８）。それを今になって

「スイスに行くような人物」である等を主張して原告を誹謗しようとする

のは、到底許されるものではない。 

さらに原告が関西国際空港を出国した２０２０年３月１２日の時点で

は、スイス国内における感染者数は８１４名であり、日本国内の感染者数

より少ない状況であった。また原告が向かおうとしたジュネーブは「十分
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注意してください（レベル１）」程度であり、スイスの空港における制限

措置等は導入されておらず、日本との往来に影響はなかった（甲１９）。

欧州が新型コロナウイルスの世界的な流行の中心になった旨ＷＨＯの事務

局長が述べたのは、同年３月１３日のことであり（甲１６の１）、日本で

は翌１４日以降欧州の感染の危険性が報道された（甲１４、甲１６の１～

３）。かかる時系列を無視し、自らの判断の問題点を直視しようともせ

ず、原告に責任転嫁しようとする姿勢は言語道断である。 

 

第２ 出勤の必要性がなかったこと 

 １ 被告は、２０２０年３月１９日から同月３１日までの間（以下「本件期

間」という）、原告が本件中学校に出勤して、新任教員に対する研修担当

業務や不登校等生徒に対する対応業務、その他の業務を行う必要性があっ

た旨縷々主張する（被告準備書面（１）２～７頁）。 

   しかしながら、別添時系列表からも明らかのとおり、本件期間中、原告

は、本件中学校に出勤するよう指示があっただけで、「被告準備書面

（１）で指摘された業務」を行うようにという指示は一切提出されなかっ

た。そればかりか、本件期間中、「被告準備書面（１）で指摘された業

務」に関する質問や確認事項等も、本件中学校の管理職や職員らから、原

告は一切受けていない。 

被告の上記主張は自らの違法な出勤命令を瞞着しようとして本訴に至っ

てから捻りだした後出しのものに過ぎない。したがって、本来は反論の必

要もないが、事実と異なる点が散見されるため、念のため以下で反論す

る。 

 ２ 「新任教員に対する研修担当業務」 

被告は、本件期間は年度末であり、指導結果をまとめて評価をおこなう

必要があり、新任教員や教頭とも評価について協議をおこなう必要がある

ことから、在宅の勤務で対応できる業務ではない、事柄の性質上、電話の

みで十分な意見交換ができるものではない旨主張する（被告準備書面

（１）３頁）。 

   そもそも原告第１準備書面２頁で述べたとおり、副校長は原告に対し

て、３月２４日１３時２４分頃の電話で、「３号館１階の調理室での勤務

でどうか」という連絡が入り、出勤後工事用の門から入って、職員室に入

らず、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。そのため、本件中学校に出勤したとしても、対面での協議を行える状

況ではなく、せいぜい電話での協議しかできない。被告の上記は、その前

提を決定的に誤っているというべきである。 
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   また被告が上記で指摘する評価は、新任教員の成績等の評価ではなく、

新任教員に対して行った研修・指導内容の評価である。甲２０号証の１及

び２程度の内容であって、評価者は原告ではなく、学校長であり、学校長

または管理職が作成すべきものである。例年、かかる報告書を提出するに

あたり、新任教員との協議や教頭との協議をしたことはないし、平成３１

年度においてもそうであった。 

   さらにかかる報告を本件期間中に行う必要があるというのであれば、原

告に質問なり指示があって当然であるが、そのようなことが一切なかった

のは前述したとおりである。 

 ３ 「不登校等生徒に対する対応業務」 

 （１）被告は、不登校等生徒との対応について、教員間で共有しておくた

め、毎週水曜日の１限目に生活指導打合会を開催し、不登校等生徒の情

報を共有していた旨主張する（被告準備書面（１）４頁）。 

    しかし、本件中学校の休校中に、そのような生活指導打合会が「毎週

水曜日の１限目」といった定例で開催されていたという事実は存しな

い。本件中学校は２月２９日から休校であり、同日以後、必要に応じて

不登校等生徒に関する情報を共有することはあっても、定例の生活指導

打合会等は行われていなかった。 

    被告の上記主張は、開校している期間の事柄とあえてか混同をさせよ

うとするものであり、失当といわざるを得ない。 

 （２）被告は、不登校等生徒対応とは、登校しなかった生徒に対するポステ

ィング、電話による連絡及び家庭訪問であり、本件期間中、生徒の各自

宅へのポスティング及び電話連絡は引き続きおこなっていた旨主張する

（被告準備書面（１）４頁）。 

しかしながら、不登校等生徒対応は本来的には担任が主担当であり、

原告はあくまでも補佐的に関わるものである。また本件期間中は、休校

中でもあってほぼ不登校等生徒宅へのポスティングや電話連絡は行われ

ていなかったはずである。被告が上記のように、本件期間中、不登校等

生徒の各自宅へのポスティング及び電話連絡を行ったというのであれ

ば、具体的にどのようなことを行ったのか明らかにされたい。 

原告は、補佐として担当していた不登校等生徒４組の家庭に３月５日

および６日に訪問し、話をしたり、課題プリントを配布したりした。そ

の際に得られた情報は全て●●生徒指導主事、●●生活指導部長、各担

任に情報共有している。 

なお、原告が当時中学２年生の不登校等生徒１８名のうち１２名を担

当していたと被告は主張するが（被告準備書面（１）５頁）、あくまで
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も担当は担任であって、不登校等生徒の状況等に応じて、原告が補佐的

に対応するものに過ぎず、１２名が原告の担当であったわけではない。 

 （３）被告は、原告が本件期間中欠勤したことで、クラス分け会議において

原告の意見を反映させることもできなかったなどと述べるが（被告準備

書面（１）５頁）、そもそも原告は学年に所属しておらず、クラス分け

会議の出席要員でもなければ、一度も出席したことはない。またクラス

分け会議のためということで意見を聴取されたことも一度もない。 

    前述したとおり、不登校等生徒の主担当は各担任であり、原告は補佐

的な対応であるが、原告の対応分については全て各担任等に遺漏なく報

告・情報共有しており、何ら問題は生じていない。 

    仮にクラス分け会議のために原告の意見聴取が必要というのであれ

ば、本件期間中原告に連絡がなければならないはずであるが、そのよう

なことは一度もなかった。この点に関する被告の主張は全て後付けのも

のに過ぎない。 

 ４ 「その他の業務」 

   被告は、年度末の時期はクラス替え等で忙しい時期であり、感染予防対

策等について試行錯誤し、難局に立ち向かっていた、教員の業務量は増加

していたなどと主張し、「一部の教員が在宅の勤務で対応することなどで

きなかったものである」旨主張する（被告準備書面（１）５～６頁）。 

   確かに年度末の時期に一定業務が存在し、また感染予防対策等に関して

も様々な想定のもと行わなければならないのはその通りである。 

しかしながら、東京都においては、教育委員会教育長が２０２０年２

月２８日付で「新型コロナウイルス感染症対策本部の要請に基づく都立

学校の対応について（通知）」を発出し、「教職員の勤務」として「所属

長が可能と判断した場合に、教職員に対して自宅勤務を認めることがで

きる」旨宣明した（甲１７）。本通知は、「在宅勤務」推進の趣旨が記載

された、文部科学事務次官発出にかかる「新型コロナウイルス感染症対

策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉

臨時休業について（通知）」と同日に発出された（甲３）。そして実際東

京都内の公立学校では、２０２０年３月に教員の自宅勤務が実施され

た。 

年度末の時期に一定業務が存在すること、感染予防対策等を想定・実

施しなければならず、その点における業務量が増加したのは、東京都も

大阪府も何ら変わらない。むしろ当時は東京都の方が切迫した状態であ

った。それにもかかわらず、何故大阪府では、本件中学校では同月あら

ゆる教員について自宅勤務が行われなかったのか。それは前例踏襲かつ
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旧態依然とした発想に捉われ、変化への対応が決定的に遅れただけに過

ぎない。それを「一部の教員が在宅の勤務で対応することなどできなか

った」等と開き直るのは、到底許されるものではない。 

さらにいえば、これまた一定の業務量が発生する年度初めにおいて

は、ようやく本件中学校においても自宅勤務を実施するようになり、非

常に簡単な書式で自宅勤務が認められるようになった（甲２１）。原告は

自宅勤務を取得したが、それによっても何ら業務が滞る等していない。 

 ５ 小括 

   これまで述べたとおり、被告は、本件期間中、本件中学校に出勤しなけ

ればできない業務をおこなうために出勤の必要性があったなどと主張する

が、全くの後付けの「理由」に過ぎず、いずれも失当である。少なくとも

学校長は、原告を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あって、かつ容易であった。 

 

第３ 本件期間中に原告が行った職務の内容について 

   原告は、本件期間中、「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」という目的で、「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

容として、自宅で、勤務をした。 

   その成果物は甲２２号証であり、本件中学校に提出している。その中

で、原告は、２０１９年度末本件中学校での働き方のまとめ、不登校生に

対するかかわりの経過とその中で見てきたこと、２０１８年度から２０１

９年度の不登校等生徒に対する個別事例や現状・課題等を分析した。この

分析により、学校が不登校等生徒のことを常に気にかけているというメッ

セージを届けながら、不登校の生徒を取り巻く環境・状況をつかむこと、

関わりを続ける中で意欲（本当の願い）をつかみ、それを援助する立場で

関わること、要求内容が無理だと判断したらすぐにその要求を止め、現状

を何とかしたいという生徒の気持ちが出てくるまで待つことが大事などと

いった事項を確認し、各担任等と共有している（甲８）。 

このように原告が本件期間中に行っていたことは、紛れもなく本件中学

校の教員としての職務であり、その後の学校運営に対しても有用なもので

ある。 

    

第４ 本件に関わる事実経過について 

１ 原告及び校長等の交渉経過について 
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原告が勤務していたにも関わらず、被告が欠勤扱いにした経緯について

は、既に述べたとおりであるが（訴状「第２第２項（４）」参照）、事実の

経過としては本書面添付の別表記載の通りである。 

２ 大阪市教育委員会が在宅勤務について検討していないこと 

被告は「原告が欠勤となったのは、特別休暇の取得要件に当たら」ない

（答弁書第２第２項（１））と主張している。 

確かに被告が２０２０年３月５日に策定した通知の基準（乙３）では、

特別休暇の要件に該当しない。 

しかし、原告が被告の対応について問題にしていることは、新型コロナ

ウィルス感染症に罹患しているおそれのある原告に対して在宅勤務、承認

研修及び職務専念義務の免除等の制度を活用して、原告が公共交通機関を

使用して学校へ出勤すること避けるようにすべきであった。にもかかわら

ず、被告が原告に対し学校に出勤することを求めたことである。 

被告が特別休暇の付与について通知文（乙３）を策定するより以前の２

０２０年２月２８日、文科省は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を行うように

通知していた（甲４）。そして、同日、東京都教育委員会は所属長が可能と

判断した場合に教職員に対して自宅勤務を認めることが出来ると通知し

（甲１７）、東京都は実際３月１３日から在宅勤務を認める制度を活用して

いた（甲２３）。 

にもかかわらず、被告は、文科省の通知を一切考慮せず、特別休暇の付

与の要件を検討したのみで、在宅勤務及び承認研修の活用を検討すらして

いなかったものである。 

被告が同月５日の時点で在宅勤務の制度の活用を検討しなかったことに

合理的な理由は一切無いものである。 

 

第５ 原告がスイスに渡航した理由及びスイスの感染状況について 

１ 原告がスイスに渡航中にスイスの感染状況が大きく変化したこと 

（１）原告が出国した３月１２日におけるスイスの感染状況（甲１９の１） 

上記で述べたとおり（第１第４項）、原告が関西国際空港を出国した２ 

０２０年３月１２日の時点では、スイス国内における感染者数は８１４名

であり、日本国内の感染者数より少ない状況であった。原告の渡航先であ

るジュネーブは「十分注意してください（レベル１）」程度で往来の制限等

の措置もなかった（甲１９）。 

 

（２）原告が帰国した３月１７日におけるスイスの感染状況（甲１９の２） 
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上記（１）の通り、原告がスイスに向けて出国した際、スイスにおいて

往来の制限等はなされていなかった。 

しかし、原告が帰国した３月１７日ではスイスにおける新型コロナウィ

ルス感染症の感染者数は２２６８人となり、原告の渡航先であるジュネー

ブも「不要不急の渡航は止めてください」（レベル２）となっていた。そし

て、スイス全土において隣接する国との国境で交通制限が実施されていた

（甲１９の２）。 

以上の通り、原告がスイスから帰国した時点でスイスでは新型コロナウ

ィルス感染症の流行が急拡大しており、原告も感染している恐れがあっ

た。 

２ 原告がスイスに渡航した理由について 

  原告がスイスに渡航した理由は以下の通りである。 

大阪市は、君が代の斉唱と日の丸への敬意を強制する問題で、原告の処分

を検討するに当たり、審議の場で議事録すら作成せず、また原告の意向を示

した書面を一切考慮することなく、原告を処分した。 

この大阪市の行った原告に対する処分手続は、ユネスコの「教員の地位勧

告」第 50項に反しているため、原告は、処分を受けた当事者として、また組

合活動の一環として、ILO-UNESCOの 合同委員会（CEART）に対し、大阪市

が、教員の処分の手続きに関する「教員の地位に関する勧告」第 50項を順守

せず、勧告を無視している現状について訴えるために、スイスへ渡航したも

のである。 

３ 小括 

以上の通り、原告は組合活動の一環としてスイスに渡航したものであるか

ら、被告の指摘は的外れな主張である。そして、原告がスイスに渡航中に同

国内において新型コロナウィルス感染症の流行が急拡大し、原告が帰国する

時点で情勢が大きく変化していたものである。 

 

 

第６ ２０２０年３月上旬の国内の感染拡大状況について 

１ 被告の主張 

被告は、京都産業大学の事例が報道されたのは２０２０年３月２９日で

あり、後付けの主張にすぎず、原告の体調に異変がなかった以上、海外渡

航から帰国したという一事を持って在宅での勤務を認めなければならない

状況ではなかったと主張する。 
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しかし、以下の通り、被告の主張は、２０２０年２月末から３月上旬に

かけて新型コロナウィルス感染症の流行拡大の状況を一切踏まえていない

主張であり、失当である。 

２ ２０２０年２月末において感染の恐れのある教職員を在宅勤務とするよ

う通知されていたこと 

上記第４の通り、欧州で流行拡大中であったことを受けて、２０２０年

２月２８日文科省では新型コロナウィルス感染症に罹患している疑いのあ

る教職員が出勤することで感染症が蔓延する恐れがある場合は在宅勤務や

職務免除を行うように通知していた（甲３）。また、同日、東京都教育委員

会は、新型コロナウィルス感染症の罹患している疑いのある教職員に自宅

勤務を認めることが出来ると通知していた（甲１７）。 

東京都は、新型コロナウィルス感染症流行の拡大防止のために早急に、

教職員の在宅勤務を認める方針を打ち出し、実際東京都は、同年３月３日

から自宅における在宅勤務の申請受付を開始し、同月１３日以降、教職員

の在宅勤務を実施していた（甲２３）。 

３ 政府が検疫強化策を実施したこと 

既に述べたとおり（原告第１準備書面第１の３項（２）参照）、２０２０

年３月上旬は、欧州からの帰国者を介して日本国内において新型コロナウ

ィルス感染症の流行が拡大し続けた。そのため、同月１７日において政府

の専門家会議は、欧州からの入国者に対して２週間の自宅待機及び公共交

通機関を利用しないことを求めることとなった（甲５の１）。 

４ ２０２０年３月中旬以降の国内感染者の増加は同年２月末ないし３月上

旬の欧州からの帰国者を介したものであること 

２０２０年３月２７日、横浜市立大学の佐藤彰洋教授は、２０２０年３

月１５日以降で感染者が急増している原因は、同月上旬に欧州に渡航した

帰国者が潜伏期間を経て帰国後に発症したものであり、同月２０日以降も

感染者が増加している原因は同月１５日頃に欧州に滞在した帰国者が発症

しているためである、としている。 

具体的に、佐藤教授は、２０２０年３月３０日に確認されたものはその

約２週間前に海外で COVID-19に感染したと考えられる。すなわち、２０２

０年３月１５日頃に海外に滞在し、国際線航空機を利用して帰国後、潜伏

期間を経て発症して感染者として確認されているのである、と述べてい

る。 

上記のような結果になることは、２０２０年２月末ないし同年３月上旬

においては充分予測されており、そのため、文科省は感染の恐れのある教

職員に対して職務免除や在宅勤務を行うよう通知し、東京都教育委員会も
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教職員が在宅勤務を行うことができるように通知し、実際２０２０年３月

１３日から在宅勤務を実施していた。 

５ 大阪市が２０２０年３月１８日以降原告の在宅勤務を認めなかったこと

による危険性について 

原告は、２０２０年３月上旬頃に欧州からの帰国者を介して国内に感染

者が拡大し、欧州からの帰国者を非難する等の社会的混乱が生じた例とし

て、京都産業大学の学生の例を示した（第１準備書面第１第３項（５）参

照）。同時期に欧州から帰国した原告は、幸運にも新型コロナウィルス感染

症に罹患していなかったが、仮に原告が感染し、勤務先の学校及び勤務先

までの公共交通機関において、他の市民に感染者を出していた場合、原告

及び大阪市が社会的非難の対象となることは必至であった。 

京都産業大学の例について報道は２０２０年３月下旬頃であるが、上記

第２項ないし第４項の経緯からすると、遅くとも３月１７日の時点で、被

告は、新型コロナウィルス感染症に罹患している恐れのある教職員に対し

て在宅勤務を認めるべきであった。 

６ 小括 

以上のことから、京都産業大学の事例について後付けの主張とする被告

の主張は、報道の時期にのみ焦点を当てた主張で、主張自体失当である。 

 

以 上 


