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令和２年（行ウ）第１６８号 懲戒処分取消請求事件 

原 告  松 田 幹 雄 

被 告  大  阪  市 

 

第 １ 準 備 書 面 

 

                   ２０２１年年４月１６日 

 

大阪地方裁判所 第５民事部 合議２Ｂ係 御中 

 

              原告訴訟代理人 

                  弁護士 冠   木   克   彦 

 

                  弁護士 谷       次   郎 

 

                  弁護士 櫻   井       聡 

 

 頭書事件について、被告の答弁書に対し、反論並びに被告が述べていない事実を

付加して主張する。 

                 記 

第１ 事実関係について 

 

１ はじめに 

（１）被告の事実関係についての主張の特徴は、原告が校長や学校当局者との間

で「君が代」「日の丸」に関して交渉したり話し合ったりした経過や事情に

ついてはほとんど無視していることである。この特徴は、本件処分が職務命
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令に形式的に違反したことに対してなされていることを示している。原告が、

本件卒業式当日の不起立に至る過程で、対生徒との関係で「日の丸」「君が

代」の意義や歴史等を、まず、理解するためにはどのような教育活動が必要

かを考えて、それを実行に移す努力をどのようにしていたか、などは全く処

分内容に考慮されていない。ただ、形式的外形的に不起立したことだけが処

分の理由となっている。 

（２）この形式的外形的不起立事実のみが処分の理由になっている事実は、同時

に、不起立の態様や不起立の結果がどのような影響を誰に、あるいは、何処

に与えたかなど、本来社会的事実が処分の対象になる場合には必ず考慮・検

討される要素自体も全く無視されている。言葉として言及した場合でも裏付

ける事実や証拠はない単なる想像上の懸念にすぎない。 

（３）不起立に至る経過や、不起立の態様、不起立を原因とするなんらかの結果、

これらを処分決定の要素や根拠としていない本件処分は、結局形式的外形的

に不起立によって示された意思、すなわち、「日の丸」「君が代」に対して

無条件に同調することの強制に対して反対する思想に対する処分であること

を示している。一切の具体的事情や経緯、及び、結果を無視して、ただ、「不

起立」の外形的形式的事実をもって、その行為が「悪」であると判断する具

体的内容は、「日の丸」「君が代」に対して同調しないことが「悪」である

と判断されているものであって、本件処分は「日の丸」「君が代」に対する

無条件の同調への批判ないし反対意思・思想に対する処分であることが明ら

かである。 

以下、事実経過で明らかにしていく。 

２ 答弁書５頁（４）の３行目「原告の考えを記載した資料の交付」とあるが、そ

の中身が記載されていない。 

この資料は２種類であり、その１つ「寸劇：『指導』っていじめ？」は、わか

りやすくするための啓蒙的な資料であり、生徒への説明内容の例として渡したも



- 3 - 

う1つの文書「資料：卒業式・入学式の国旗・国歌について」（甲４）は、考えを

書いたものではなく事実を紹介する文書である。 

そして、このような資料を渡したうえで、校長は「改めて話し合うこととした」

とあるが、その後のことについて記述（訴状１０頁の２月５日と２月１０日のこ

と）がなく、「資料：卒業式・入学式の国旗・国歌について」（甲４）を生徒に

配布していいかどうか、校長が大阪市教委の担当者に確認した結果が、市教委は

「中野中学校の教育課程上の問題」と答えただけだったことが記載されていない。 

３ 答弁書５頁（６）の２行目「‥‥の見解を問う質問書を」の事実は記載してい

るが、この質問書は、翌日（２月１７日）の職員会議に向けて提出したもので、

原告が職員会議で答えてほしいと要請したことに触れていない。原告は、単に質

問書を出したのではなく、校長や他の教職員との対話を求めて出しているが、こ

の事実については無視している。 

４ 答弁書６頁（７）に２月１８日の職員朝礼のことを述べているが、２月１７日

職員会議の最後に、原告の質問に対して「場を改めて回答する」と答えていた校

長が、「前提部分に調教教育とのことばもあり同意できないので、項目ごとの質

問には答えず、全般的に思っていることを伝える」と述べ、「生徒の学習内容に

ついては学習指導要領にも位置付けられており、中野中学校の教育課程の問題と

して、教育課程検討委員会で検討し、具体化していきたい」と述べただけで、３

つの質問事項のうち（１）と（３）の２つの質問に答えなかったことについての

記載がない。 

２月２３日に回答がなかった点について再質問書（甲７）を提出し、回答を求

めたが、校長が回答しなかったことについての記載がない（訴状１１頁 ～１２

頁）。 

５ 答弁書７頁（１１）の５行目「原告は「それは教育委員会が悪い」と述べた」

とあるが、これだけでは何を言ったのかよくわからない。 

２０１５年３月１３日作成の校長事故報告書（甲１４）は、「●●Ｔ（●●中
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にいた教諭）より『不起立があると、子どもが大変になるので、その予定がある

ならやめてほしい』と声が出る。松田Ｔ挙手の上『それはその時の教育委員会が

悪いので、問題はそっちだ。』及び、『軍国主義に導くような今の日本の危険性』

を長々と話す。」と記載されている。 

なお、原告が述べた「それは教育委員会が悪い」というのは、２０１２年３月

１３日中学校卒業式当時の大阪市教育委員会が、不起立のあった２校の学校名を

公表（２０１２年３月１４日１４時の報道発表資料では、区名までの公表だった

が、その後、学校名を報道機関に公表）３月１４日夜からメディアで報道された

ことによって、当該校で様々な問題が引き起こされたことを指している。 

６ 答弁書９頁（１）教職員事故報告書に関して、２０１５年６月４日の原告の訂

正要請は、２０１５年３月１３日付教職員事故報告書記載事項訂正のお願い（甲

１５）によって行った。その文書の要請内容は以下である。 

以上の経過から、教育課程検討委員会の中で、「内容が偏っているので

そのままの形では採用しないことに」なったというのは明らかに事実誤認

です。「トラブルを避けるために、今回は、少し表現を変える」ことにな

ったということです。「内容が偏っている」とするなら、どの内容がどう

偏っているのか明らかにする必要があり、この表現はたいへん大きな問題

です。ぜひ、訂正し、教育委員会に申し出ていただきたいと思います。 

経過からすると、「どの内容がどう偏っているのか」明らかにすることができ

ないので、表現を変えたということではないか。答弁書で、「内容が偏っている」

と「内容がそぐわない」の趣旨は同一であるとしているので、被告は、「どの内

容がどう偏っているのか」を明らかにする必要がある。２０１５年５月１３日の

原告に対する戒告処分以降、大阪市教育委員会が、２０１５年３月１０日に中野

中学校３年生全６クラスに各学級で配布した「資料：卒業式・入学式の国旗・国

歌について」（甲８）について、「全体のトーン」が学習指導要領に合致してい

ない」として、校長に対して活用禁止を指示したことが明らかになっている（２
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月１２日「協議」に向けた質問 甲１６）。被告は、校長の認識がそれと同じな

のかどうかを明らかにする必要がある。 

７ 答弁書９～１０頁（２）卒業生とのやりとり 

この時の事情については、２０１８年１０月２５日の大阪市人事委員会証人尋

問時の山本哲哉証人への質疑で明らかになっている。卒業生から「松田先生は処

分されるん？」と聞かれた山本校長は「何か知っているような知っていないよう

な、ふ～んとか、は～んとかしか言ってない」と証言した。また、山本校長は、

卒業生が「残念だ」と言ったわけではなく、「いいクラスやったのに」という言

葉と顔の表情で判断したと証言した。原告の代理人弁護士が「松田先生、何かそ

んな処分されてかわいそうやわみたいな形の顔の表情と理解することもできそう

じゃないですか」と聞いたことに、山本校長は「分からないです」と答えた（乙

２１ ５１頁～５２頁）。 

８ 答弁書１２頁上から１０行目「原告独自の主義主張が書かれているのみである

ため、上記判断に影響を及ぼすことはなかった。」とあるが、「原告独自の主義

主張」については、２０１８年１０月２５日の大阪市人事委員会証人尋問時、処

分当時の担当課長忍康彦氏は、請求者（原告）代理人から「一般論ではないとい

うことを判断されたんですよね」と聞かれて、「請求者（原告）独自の主張だと

判断」という意味だと答え、判断の内容について説明しなかった（乙２１ １５

頁）。 

９ 答弁書１２～１３頁に判断が書かれているが、２０１５年４月１７日開催の大

阪市人事監察委員会分限懲戒部会については、議事要旨として「以下の事案の処

分の要否及び量定の妥当性の検討を行った。・教職員による職務命令違反事案」

のみを記載した会議要旨（平成２７年度第２回教職員分限懲戒部会会議要旨 乙

１０）しか記録がなく、メモもないことが明らかとなっている。２０１８年１０

月２５日の大阪市人事委員会証人尋問時、処分当時の担当課長忍康彦氏は、「こ

んな発言がありましたというふうに説明できるような記憶はないです」と証言し
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ている（乙２１ ２０頁）。何をもとに、この議論内容をまとめたのか不明であ

る。また、持ち回りの会議の場合は、教育委員会事務局で量定案をつくって裁決

を受け、それを提示し、部会委員の意見を聞くことになっているが、部会を開催

した本件の場合は、この部会での論議を踏まえて量定案の裁決を受け、教育委員

会会議に諮った（乙２１ ２７頁）とのことであるが、その分限懲戒部会の議事

録をつくらず、担当者の記憶に頼って量定案の裁決を受けた過程は、手続き上問

題である。また、同じ証人尋問の場で、請求者（原告）代理人から「（請求者が

主張する）この調教教育というのは一体何かということは会議（分限懲戒部会）

で論議したのか」と聞かれて、忍担当課長は「論議しなかったというのが適当な

のだと思います」と答えている（乙２１ ２５頁）。 

１０ 答弁書１３頁（２）教育委員会での判断が書かれているが、この教育委員会

会議では、処分の手続きに関してＩＬＯ・ユネスコ「教員の地位に関する勧告」

（甲１１）第５０項に違反しないかどうかの検討がされている（平成２７年第１

１回教育委員会会議 甲１７）。審議においては、違反しないとされたが、本件

処分手続きは、明らかに「教員の地位に関する勧告」（甲１１）第５０項違反で

ある。 

 

第２ 国民主権原理に反すること 

 

１ 被告の主張 

東京高判２０１５（平成２７年）年５月２８日（乙１３の１から、同裁判所平

成２６年（行コ）１７７号・判時２２７８号２１頁と解する）が判示するとおり、

「日本国憲法は、…象徴天皇制を大前提とするものであるから、…国歌である『君

が代』が天皇制と密接に関連するものであることなどの理由で、公立学校におけ

る卒業式等の式典において国歌を斉唱することを禁止しているものでないことは

明らか」であり、天皇主権を礼賛するものでなければ、国民主権原理に反する行
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為を強制するものでもない。と主張する。 

しかしながら、被告の主張は、従来「君が代」がいかなる方式で用いられてき

たのかという歴史的事実を看過した主張である。 

２ 「君が代」について 

（１）歌曲としてのいわゆる「君が代」は、１８７０年にイギリス人軍楽隊長フ

ェントンの作曲で、海軍の儀礼曲として演奏されたのが初めてで、その後、

１８８０年に宮内庁雅楽課の林広守が作曲し直し、ドイツ人音楽教師エッケ

ルトが編曲して、現在の「君が代」となった。そして、この頃から「君が代」

が国歌であるという慣習が形成されていった。 

その「君が代」はどのように取り扱われたのか。ここで注目すべきものと

して、１９００年に施行された「小學校令施行規則」がある（甲１８）。同

規則には、２８条として以下の規定がある。  

 

第二十八条 紀元節、天長節及一月一日二於テハ職員及児童、学校二参

集シテ左ノ式ヲ行フへシ 

一 職員及児童「君カ代」ヲ合唱ス 

二 職員及児童ハ 

天皇陛下 

皇后陛下ノ御影二対シ奉リ最敬礼ヲ行フ 

三 学校長ハ教育二関スル勅語ヲ奉読ス 

四 学校長ハ教育二関スル勅語二基キ聖旨ノ在ル所ヲ誨告ス 

五 職員及児童ハ其ノ祝日二相当スル唱歌ヲ合唱ス 

 

すなわち、学校儀式において「君が代」を起立斉唱するという「習慣」と

いうのは、戦前・戦中の、教育勅語を根拠とした天皇賛美教育の重要な構成

部分として行われてきた紀元節(神話に基づく建国記念の日)、天長節(天皇



- 8 - 

誕生日)等の学校儀式に由来するものである。 

（２）この、戦前における天皇賛美教育の道具としての「君が代」のあり方が 戦

後の民主主義教育とは相容れないものであることは多言を要しない。一方、

処分者の主張のように、国歌斉唱の際に起立することについて、「旧来の習

慣」としてその淵源を求めると、不可避的に、戦前・戦中の学校儀式に逢着

することにならざるを得ない。 

国旗国歌法制定に際して、政府答弁がくどいほど、国旗国歌法が義務を課

すものではない旨を強調していたのも、戦前・戦中における「君が代」の使

われ方に対する根強い批判に答える必要があったからである。 

（３）現在の大阪市立小学校・中学校の卒業式・入学式は、その戦前の学校儀式

を引き継いで、学習指導要領・大阪市国旗国歌条例やそれに基づく教育長通

知・職務命令によって、「日の丸」を式場の壇上正面に貼り、強制によって、

その「日の丸」に対して参列者全員が姿勢を正して「君が代」を斉唱するも

のとなっており、その体験を通して、児童・生徒に、「日の丸」「君が代」

が象徴する日本国家の崇高さを「感得」させようとするものとなっている。 

大日本帝国憲法下の学校儀式の「御真影」が「日の丸」にかわり、「感得」

させるべき＝刷り込むべき内容が、天皇の崇高さから天皇を象徴とする日本

国家の崇高さに変わった面はあるが、国民を主権者とする日本国憲法の構造

とは異なり、主権者である国民が国家を崇拝すべき事を強制している点で、

大阪市立学校の卒業式、入学式の実態は、日本国憲法の国民主権原理に反す

る。 

 

第３ 本件職務命令が原告及び児童生徒の思想良心の自由を侵害すること 

 

１ 被告の主張 

被告は、最判２０１１年（平成２３年）６月１４日（民集６５巻４号２１４８
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頁）等を引用し、起立斉唱を命ずる職務命令が思想及び良心の自由を侵すものと

して憲法１９条に違反するものではないと主張する。 

しかしながら、本件は，大阪市国旗国歌条例及び職員基本条例制定下の事案で

あり，上記最高裁判決とは判断の基礎となる事情が異なり大阪市特有の事情が存

在するから，本件で上記各最高裁判決の判旨は妥当しない。むしろ，大阪市にお

いては上記条例の存在により，起立斉唱の職務命令が教職員の思想良心の自由を

侵害することが明白となっている。 

２ 前記最判２０１１年６月１４日と本件事案の相違点 

前記最判２０１１年６月１４日は、本件各職務命令と同様の職務命令が思想及

び良心の自由の直接的制約となることは否定した上で，間接的な制約となる面が

あることは否定し難いとした上で，「このような間接的な制約が許容されるか否

かは，職務命令の目的及び内容並びにこれによってもたらされる上記の制約の態

様等を総合的に較量して，当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の必要性

及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当である」との判

断基準を示し，「一般的、客観的な見地からは式典における慣例上の儀礼的な所

作とされる行為を求める」本件職務命令が，当該教員の思想及び良心の自由の間

接的な制約となることを認めた上で，「本件職務命令は中学校教育の目標や卒業

式等の儀式的行事の意義、あり方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿って、

地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえ、生徒等への配慮を含め、

教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに当該式典の円滑な進行を図るもの

であるということができる」ことから、かかる間接的制約を「許容し得る程度の

必要性及び合理性が認められる」として職務命令は憲法１９条に違反しないとし

た。 

しかし、本件職務命令は大阪市国旗国歌条例及び大阪市職員基本条例の下で発

せられたものであり、さらに、国旗国歌条例及び職員基本条例によって、上記最

高裁判例で指摘されている「教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに式典
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の円滑な進行を図る」という目的だけでなく、以下の目的も付加されており、上

記最高裁判例をあてはめて同様の結論が本件でもそのまま導かれるわけではない。

そして、付加された以下の目的とともに本件職務命令を見てみると、「君が代」

起立斉唱行為は、儀礼的な所作として間接的な制限とは言えず、原告の思想良心

の自由が直接的に制限するものといえるから、最高裁判例とは事案を異にするも

のである。 

３ 国旗国歌条例の目的からみて本件職務命令が原告に対する直接的な制限となる

こと 

（１）国旗国歌条例に基づいて発せられた本件職務命令の目的が原告のような特

定の思想を持つ教員の排除であること 

ア 大阪市国旗国歌条例及び同市職員基本条例の成立経緯と目的 

国旗国歌条例及び職員基本条例は、大阪市より先んじて大阪府におい

て当時大阪府知事であった「大阪維新の会」の橋下徹知事の提唱によっ

て可決成立した条例であり、その後、大阪市長に転じた橋下徹大阪市長

が府と同様の目的で大阪市においても国旗国歌条例及び職員基本条例を

可決成立させたものである。 

橋下氏は、大阪府知事であった当時、インターネット等を通じ、日本

国の公務員なら，君が代に起立斉唱して敬意を払う必要があること、教

職員は組織の一員として命令を受ける立場で組織の命令で職務命令を無

視することは許されないこと、選挙システムの下，民意を背景としてい

ると社会的に擬制されている職務命令に従わない公務員を辞めさせるこ

とこそが政治家の役割であると述べ、起立斉唱しない教職員を免職とす

る可能性にまで触れて，国旗国歌条例制定の目的が君が代の起立斉唱の

強制であることを明らかにしている。 

また、職員基本条例について、橋下知事は「３回違反すれば免職にす

るルールにすれば良い」などと述べ，定期的に行われる入学式・卒業式
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により懲戒処分が容易に累積されることが予見できる状況において、国

旗国歌条例と職員基本条例に基づく免職処分を連携させ、３回起立斉唱

しなければ機械的に免職することが制定の目的であることも明らかにし

ている。 

以上の立法事実からすると、大阪府国旗国歌条例は、教職員に対して

起立斉唱を強制して君が代に対する敬意を表明させることを目的として

いたものであり、大阪府職員基本条例による免職処分による威嚇を用い

て教職員に対して起立斉唱を強制しつつ、起立斉唱を拒否する教職員を

排除する目的を有していたものである。 

そして、橋下氏が同様の目的をもって大阪市においても国旗国歌条例

及び職員基本条例を大阪市議会で可決成立させたものといえる。 

イ 上記条例に基づき発せられた本件職務命令も同様の目的であること 

本件では上記目的によって成立した大阪市国旗国歌条例に基づき本件

職務命令が発せられ、本件職務命令違反の理由として大阪市職員基本条

例に基づき、本件戒告処分がなされている。 

ウ  大阪市国旗国歌条例の目的が調教教育であること 

大阪市国旗国歌条例は「本市の施設における国旗の掲揚及び教職員に

よる国歌の斉唱について定めることにより、市民とりわけ次代を担う子

供が伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意

識の高揚に資する」（同条例第１条）を目的としている。 

しかし、大阪市国旗国歌条例の真の目的は以下の通り児童生徒に対し

て調教教育を実施することにある。 

大阪市教育委員会は、２０１５年１月２３日付で大阪市国旗国歌条例

に基づいて大阪市教育長が発した教育長通知において「児童生徒に国旗・

国歌を尊重する態度を育てる立場にある教員が、学習指導要領に基づき

国歌が歌えるように指導するとともに、自らも起立して国歌を斉唱する
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ことが、教育の効果を高める大切な事項であることを教員に周知するこ

と」としている。 

そして、２０１６年２月、校長は、２０１５年５月頃に市教委からの

指示を理由に、原告が２０１５年３月に中野中学校において生徒に配布

した資料（「卒業式・入学式の国旗・国歌について」（甲８号証））を

教材として活用することを禁止した。 

その後、大阪市教育委員会は、国旗国歌についてその意味合い扱いに

ついて学習指導要領に記載が無いことを理由に（甲１９ ２０２０年７

月２７日（１）（カ・キ））、教職員が児童生徒に対して国旗国歌斉唱

を指導するために資料を作成すること及び教職員に対する研修会等も一

切実施していない（甲２０ ２０１９年１月１７日「要請事項３」（ア）

（ウ））。 

そうすると、大阪市教育委員会は、児童生徒に対して、国旗国歌の意

味合いや戦前においてどのように扱われたのかという歴史及びその変遷

について何ら教えることなく、また、児童生徒に対して教育を実施する

教職員に対しても指導方法について研修等を何ら実施することなく、た

だ単に日の丸に対して起立し君が代を斉唱する義務があるものとの観念

を児童生徒に刷り込んでいるのである。 

以上からすると、教職員に対して国旗国歌に対して起立斉唱を義務づ

ける大阪市国旗国歌条例の目的は、学校において全員が日の丸に対して

起立し、君が代を斉唱する場面を強制的に作出することで、戦前の学校

儀式と同じく国家が「従うべき崇高な物」というイメージを児童生徒に

対して刷り込むことである。 

よって、児童生徒の思想良心の自由を侵害する。 

エ 小括 

したがって、大阪市国旗国歌条例は、「君が代」起立斉唱を一律に強
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制することについて否定的評価をもつ原告のような教職員を排除する意

図をもって制定されたものであるから、原告の思想良心の自由を直接的

に制約するものといえる。 

また、大阪市国旗国歌条例は、国家が「従うべき崇高な物」というイ

メージを児童生徒に対して刷り込むことでもある。 

したがって、上記の目的を持つ大阪市国旗国歌条例及びそれに基づく

本件職務命令は、憲法１９条に反し、違憲である。 

（２）教職公務員の思想良心の重要性について 

学校現場においては子どもに対する教育は「教師と子供との間の直接の人

格的接触を通じ、その個性に応じて行われ」るものであるところ（最大判１

９７６年５月２１日（刑集３０巻５号６１５頁）旭川学力テスト事件判決）、

教職員は、児童・生徒がいまだ成長過程にあって判断能力が未熟であること

から、児童生徒の思想良心の自由を保障する職責がある。そのために教職員

に教育の自由が保障され、児童生徒には教育を受ける自由が保障されている

が、教職員は児童生徒の自由かつ独立の人格の成長を擁護するために、公教

育に対する公権力の不当な介入に抵抗する権利を有する。 

教職員には、児童生徒の人格と能力を最大限に発達させるために必要な学

習を継続的に提供しつつ、児童生徒の健全な判断能力の成長を促す職責があ

ることからすると、教育現場における教職員の思想良心の自由は強く保障さ

れるべきである。 

（３）国旗国歌条例下における君が代の起立斉唱を強制する行為は，「慣例上の

儀礼的な所作」とは言えないこと 

国旗国歌条例は、子どもが「我が国と郷土を愛する意識の高揚に資する」

ことを目的としており、当該目的を達成するために本件職務命令が発せられ

ていることから、君が代起立斉唱行為は一定の意味づけがなされた行為とい

え、儀礼的な所作とは言えない。 
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愛国心や郷土愛を育てるために教育現場で君が代を起立斉唱させる行為は、

原告の「歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付く」（最高裁

判例参照）ものであり、原告自身の「歴史観ないし世界観の否定」そのもの

であるから、原告の内心の自由を強く制限するものである。 

さらに，国旗国歌条例下における君が代の起立斉唱は，同条例の目的を達

成するための行為として周囲から認識されるのであるから，「特定の思想又

はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは

困難」とは言えない。 

したがって，起立斉唱を強制する本件職務命令は，子どもの「我が国と郷

土を愛する意識」の高揚に資するために君が代を立って唱うという「特定の

思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識される」行為を強制す

ることになり，「個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するもの」と言え、

憲法１９条に反する。      

４ 国旗国歌条例の目的が正当でないこと及び目的達成のための手段に合理的関連

性がないこと 

（１）国旗国歌条例の目的が原告の思想良心の自由を制限する根拠とならないこ

と 

国旗国歌条例は「本市の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の

斉唱について定めることにより、市民とりわけ次代を担う子供が伝統と文化

を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資する」

（同条例第１条）を目的としている。一方で、最高裁判例の事案において、

「君が代」の起立斉唱は「一般的、客観的に見ても、国旗及び国歌に対する

敬意の表明の要素を含む行為」とされており、本件では、同条例によって我

が国を愛する意識を高揚させるという目的等が付加されているものの、両者

は究極的には、国政に対して敬愛及び忠誠を求めるという点では共通してい

るといえる。 
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しかしながら、国政という公権力が、国民に対して、自らに敬愛及び忠誠

という道徳的評価を伴うことを求めるために国民の自由権を制限すること自

体に規制権限がないといえる。 

なぜなら、「そもそも国政は、主権者である国民の厳粛な信託によるもの

であって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使」

（憲法前文）するとされているにもかかわらず、公権力である国政が自らの

権威の源泉である国民に対し、自身への敬愛及び忠誠を求めることは、国民

と国政の地位が逆転し、背理となるからである。 

また、国民の多数派で構成される国政が、国民全体に対し尊重を求めるこ

とは、国民の少数派に対し多数派への尊重と服従を求めることと同義であり、

個人の自由を保障した憲法の根本的原理に反する。 

したがって、国政が国民に対し、国家に対する敬愛や忠誠を求めることが

正当な目的とはならず、原告の思想良心の自由を制限する根拠とならないか

ら、国政に対する敬愛及び忠誠を求めている国旗国歌条例は憲法１９条に反

し、同条例に基づく本件職務命令も憲法１９条に反するから違憲となる。 

（２）国旗国歌条例の目的達成のための手段として「君が代」起立斉唱に合理的

関連性がないこと 

仮に、国旗国歌条例の目的が不当なものではないとしても、教職員に「君

が代」起立斉唱を義務付け、子どもに対しても「君が代」起立斉唱を指導す

ることによって、子どもの愛国心及び郷土愛が育つとする根拠が全く明確で

はない。むしろ、大阪市教育委員会においては、児童生徒らに対して、戦前

において「君が代」がどのように使用されたのか、また、歌詞の意味合いに

ついても全く教えておらず、単に「君が代」起立斉唱を強制していることか

らすると、児童生徒らの愛国心及び郷土愛が育つ余地が全くないといえる。 

したがって、教職員に対し、君が代起立斉唱を強制することは国旗国歌条

例の目的を達成する手段として合理的関連性がなく、原告の思想良心の自由
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を侵害するから憲法１９条に反し、違憲となる。 

５ 卒業式の混乱を防止するという本件職務命令の目的は、根拠となる事実の基礎

を欠くこと 

被告は、混乱のない卒業式を挙行することを目的として本件職務命令を発して

いる点で、教育行事の秩序維持を目的として職務命令が発せられた最高裁判例の

事案と共通するものである。 

しかし、本件において原告が「君が代」に対して起立斉唱を行わなかったこと

によって行事進行の混乱は生じていない。原告は起立斉唱をしないという消極的

な行動をとったにすぎず、式は円滑に遂行されていた。本件職務命令を発した時

点でも、「君が代」起立斉唱しない行為によって、式の進行が中断されるという

事案は無く、式の混乱が生じる恐れは全くなかった。 

したがって、本件職務命令は目的としている事実の基礎を欠いて発せられたも

のであるから、当該目的は原告の思想良心の自由を制約する正当な目的とはなら

ないにもかかわらず、当該目的によって原告の思想良心の自由を侵害しているこ

とから、本件職務命令は憲法１９条に反し違憲である。 

６ 小括 

以上のとおり、国旗国歌条例及び本件各職務命令は，正当な目的がなく原告の

思想良心の自由を直接的に制約し、また、制約する手段と目的との間に合理的関

連性も無いから憲法19条に反し違憲である。 

 

第４ 子どもの学習権及び教師の教育の自由侵害について 

 

１ 被告の主張 

被告は、東京高判２０１２（平成２４）年１０月３１日（乙１３の２から、同

裁判所平成２３年（行コ）２７９号事件に対する判決と解する）を引用して、国

旗国歌を尊重する事が国際慣習になっていることを理由に、卒入学式で公立学校
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教員が起立斉唱することは、通常の想定範囲内の行動であるから、教職員の教育

上の信念を否定したり、特定の思想等と結びつくものではないことから、職務命

令によって教職員に対し起立斉唱を義務づけることが、一方的な見解や観念を児

童生徒に教授したり植え付けることを強制し、教師に認められた指導上の裁量を

不当に制約するものではない、と主張する。 

しかし、被告の主張及び上記東京高裁判決は、教育課程における時と場の繰り

返しによる事実の注入と累積による危険性を看過している。 

２ 繰り返しによる危険性 

大阪市教育委員会は、卒入学式において、日の丸・君が代について教職員に対

して起立斉唱を義務づけることで、児童生徒に対して、卒入学式においては国旗

国歌を尊重すべきものであることをその時と場の繰り返しによって、児童生徒ら

に事実として累積させている。 

一方で、大阪市教育委員会は、国旗国歌が戦前においてどのように用いられた

かについては、一切教育することなく、むしろ原告が君が代の歴史を児童生徒ら

に対して教育することを事実上禁止している。 

教育課程において、本来的には、知らず知らずに伝達された規範や行動様式で

あったとしても、その意味するところを理解して、児童生徒自身が良し悪しの判

断を行い、それが望ましいか望ましくないか各個人が判断することができるよう

に指導することが望ましい。 

しかしながら、大阪市教委においては、ただただ、卒入学式という時と場にお

いて繰り返させることにより、児童生徒らが合理的な判断をしないままに、みん

なそう考えているはずだという思い込みを注入し、結果としてその思い込みが社

会全体を覆い、国民が他の選択肢を想定することが出来なくなってしまう危険性

がある。そして、そのような危険性を生じさせることは、多様な考え方、多様な

現実を認めない社会を形成することになる。 

そうすると、大阪市教委が教職員に対し国歌の起立斉唱を命じることは、教育
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基本法２条に反し、子どもの学習権及び教師の教育の自由を侵害している。 

 

第５ 原告が児童生徒の思想良心の自由侵害及び教育を受ける権利侵害を主張でき

ること 

１ 被告の主張 

 被告は東京高判２０１５年（平成２７年）５月２８日（乙１３の１から、同裁

判所平成２６年（行コ）１７７号・判時２２７８号２１頁と解する）を引用して、

職務命令の名宛人ではない子どもたちの思想良心の自由や教育を受ける権利侵害

を理由に、原告が処分の取消を求めることはできないと主張する。 

しかしながら、被告は、教職員が「君が代」を起立斉唱しないことの生徒への

影響を再三にわたり主張している一方で、児童生徒の思想良心の自由侵害及び教

育を受ける権利侵害の主張を否定するのは自己矛盾であり、また、逆に教職員に

対し、「君が代」起立斉唱を強制すること自体の生徒への影響について全く考慮

していないのは背理である。 

したがって、以下の事情を鑑みると、教職員である原告は、児童生徒の思想良

心の自由及び教育を受ける権利の自由侵害を主張できるといえる。 

２ 原告と児童生徒の関係が実質的なものであること 

有力な学説は、①第三者が自らその権利を主張しえず又は主張することが極め

て困難であるという事情の存する場合、②訴訟当事者が申し立てている損害が同

時にまた第三者の憲法上の権利を奪うような性質のものである場合とか、③訴訟

当事者と第三者との間にある種の実質的な関係にあるような場合には、第三者の

憲法上の権利を主張することが認められて然るべきであるとする（「現代法律学

講座５ 憲法」佐藤幸治著、第三編第二章第二節Ⅰ（２）参照）。原告が訴状に

おいて引用した最大判１９７５年１１月２８日判決も第三者の憲法上の権利の主

張を認めた事例である。 

３ 本件で原告が児童生徒の権利侵害を主張できること 
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すでに訴状（１８頁）で述べた通り、①児童・生徒はいまだ成長過程にあって

判断能力が未熟であることから、権利侵害を受けた時点で自ら権利保護の主張を

行うことは困難であり、一度思想良心の侵害を受けてしまうと、成人後になって

も権利主張を行うことは事実上困難である。 

そして、子どもの教育が「教師と子供との間の直接の人格的接触を通じ、その

個性に応じて行われ」るものであること（前掲最大判１９７６年５月２１日旭川

学力テスト事件判決）を前提とすると、②原告が思想良心の自由の侵害を受ける

ことで、教職員及び児童生徒の個性に応じた直接の人的接触が十分になされるこ

とはなくなることから、同時に児童生徒の教育を受ける権利を侵害しさらに児童

生徒の思想良心の自由も侵害しているものである。 

さらに、③教職員は、児童生徒の自由かつ独立の人格の成長を擁護するために、

公教育に対する公権力の不当な介入に抵抗し、児童生徒の思想良心の自由を保障

する職責があり、そのために教職員に教育の自由が保障され、児童生徒には教育

を受ける自由が保障されている。 

特に本件職務命令は、教職員である原告を名宛人としているが、大阪市教育長

通知（乙１ないし乙４）では、児童生徒に対して国を愛する心を育てることを目

的としつつ、児童生徒が大きな声またはしっかりと国歌が斉唱できるように指導

するとされている。このことからすると、本件職務命令の真の目的は、全ての児

童生徒に対し国歌斉唱を強制することであり、児童生徒の思想良心の自由を侵害

するためになされた公教育に対する不当な介入であることから、児童生徒の健全

な判断能力の成長を促す職責のある教職員が、児童生徒の思想良心の自由を保障

するために、本件職務命令を拒否することができるものである。 

そうすると、教職員は、児童生徒の人格と能力を最大限に発達させるために必

要な学習を継続的に提供しつつ、児童生徒の健全な学習環境を保護するために公

教育に対する不当な介入に抵抗する職責がある一方で、児童生徒は教職員に対し

学習を求める権利を有する関係にあるといえるから、両者は一時的な関係ではな
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く実質的な関係にあるといえる。 

４ 小括 

したがって、公権力の不当な介入により、児童生徒が教育過程において思想良

心の自由を侵害された場合、教職員は、児童生徒の思想良心の自由侵害につき主

張する職責があり、教職員と児童生徒は実質的な関係にあるといえるから、教職

員が生徒に対する思想良心の自由及び教育を受ける権利侵害を主張できる。 

 

第６ 国旗国歌条例が違憲違法であるため、同条例に基づいて発せられた本件各職

務命令も無効であること 

 

１ 国旗国歌条例が原告及び児童生徒の思想良心の自由を侵害すること 

被告は、公立学校の式典における起立斉唱を命ずる職務命令は憲法に反しない

のであるから、大阪市立学校の行事において教職員の起立斉唱を義務付けること

を定める条例が違憲・違法とならないことは当然のことであると主張する。 

しかしながら、上記のとおり、国旗国歌条例は目的が正当ではなく、また目的

達成のための手段が合理的でないことから、原告及び児童生徒の思想良心の自由

を侵害し、違憲である。 

２ 大阪市国旗国歌条例が国旗国歌法に違反する条例であること  

（１）被告の主張 

国旗国歌法は、日本における旧来の習慣を法文化したものであるから、国

歌斉唱の際には起立するという日本における旧来の習慣を条例化することは

むしろ、同法の趣旨に添うものというべきであると主張する。 

しかしながら、以下のとおり、国旗国歌法の制定時の社会状況及び政府答

弁書からみて、大阪市国旗国歌条例は国旗国歌法の「法律の範囲内」（憲法

９４条）とはいえず、違憲・違法である。 

（２）国旗国歌法の目的 
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国旗国歌法が制定された当時、「日の丸」及び「君が代」に対する評価は

様々であり、卒業式・入学式において国歌斉唱の際には起立することが一般

的な習慣となっておらず、むしろ、国歌斉唱しないことが一般的であった。 

そのような状況に鑑みて、同法は、評価の分かれる「君が代」の起立斉唱

を国民に義務付けることは思想良心の自由侵害のおそれがあるため、これを

避けることとし、「国旗は日章旗とする」「国歌は君が代とする」として、

国旗の制式と歌詞及び楽曲を定めた定義規定を置くのみにしたものである。 

このことは、立法制定当時の政府国会答弁においても、その後の政府答弁

書においても、この法制化が、国旗・国歌に関して国民に新たに義務を課す

ものではなく、強制の契機を有しないものであることが繰り返し明らかにさ

れている。 

そうすると、同法の目的は、単に国旗が「日の丸」であること、国歌が「君

が代」であることを定めることのみを目的とし、国旗国歌についていかなる

規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であるといえる。 

にもかかわらず、国旗国歌条例４条は、国旗国歌条例の目的を逸脱し、国

旗国歌について具体的な義務を課している点で、いかなる規制をも施すこと

なく放置すべきものとする国旗国歌法の趣旨に反するものであるから，法律

に矛盾抵触する条例として無効である。 

（３）結論 

以上のとおり，国旗国歌条例４条は憲法９４条に反し違憲・違法であり，

同規定に基づいて発出された本件各職務命令も違憲無効である。 

 

第７ 大阪市職員基本条例を適用することが違憲違法であること 

 

１ 被告の主張 

被告は、「戒告処分は地公法に基づき行われること」「大阪市職員基本条例４
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３条５項は地公法２８条１項３号の要件該当性判断に関する１つの基準を定めた

ものに過ぎないのであるから、同条例４３条５項が規定されたことによって、教

職員に対する戒告処分の程度が重くなったということはできない」から「本件戒

告処分が教職員の思想良心の自由を強度に侵害するとして違憲ということにはな

らない」と主張する。 

しかしながら、被告の主張のとおり戒告処分が地公法に基づいて行われるので

あれば、敢えて本件事案に対し大阪市職員基本条例を適用する必要性はないにも

かかわらず、被告は同条例を適用している。同条例の適用は、３回の同一職務命

令違反によって分限免職処分を可能とする大阪市職員基本条例と一体となること

によって、免職処分による威嚇を用いて教職員に対して起立斉唱を強制しつつ、

起立斉唱を拒否する教職員を排除することを目的としたものであるから、被告の

主張は、思想良心の自由に対する保護の重要性を看過したもので、「君が代」を

起立斉唱しない行為に大阪市職員基本条例を適用したことによる威嚇効果で、教

職員の思想良心の自由を十分に侵害しているといえる。 

２ 君が代を起立斉唱しない行為に対して重い処分をなすことにつき慎重な判断を

求めた最高裁判例 

本件と同様の事案で、最高裁は「不起立行為等に対する懲戒において減給処分

を選択することについて，上記の相当性を基礎付ける具体的な事情が認められる

ためには，例えば過去の１回の卒業式等における不起立行為等による懲戒処分の

処分歴がある場合に，これのみをもって直ちにその相当性を基礎付けるには足り

ず，上記の場合に比べて過去の処分歴に係る非違行為がその内容や頻度等におい

て規律や秩序を害する程度の相応に大きいものであるなど，過去の処分歴等が減

給処分による不利益の内容との権衡を勘案してもなお規律や秩序の保持等の必要

性の高さを十分に基礎付けるものであることを要するというべきである。」（最

判２０１２年１月１６日（集民２３９号２５３頁））と判示し、君が代起立斉唱

しない行為は、思想良心の自由の保障を受ける一方、短期間に繰り返し処分歴が
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重なることから、より重い処分をなすにつき十分な根拠を求めたものである。 

３ 本件行為に大阪市職員基本条例を適用することが違憲であること  

大阪市職員基本条例４３条５項は、任命権者が同条１項の措置を講じた場合に

当該職員による職務命令違反行為の累計が５回となるときは（職務命令に違反す

る行為の内容が同じ場合にあっては３回）、当該職員を分限処分として免職でき

ると規定しており、卒・入学式が各年度にそれぞれ一回ずつ挙行されることから

すると、同様の職務命令が繰り返し発せられることが予想され、短期間に処分歴

が累積する可能性が高い。 

そうすると、思想良心の自由の外部的行為である「君が代」不起立行為にまで、

大阪市職員基本条例を適用し画一的処理を行うことは、最判平成２４年１月１６

日の趣旨にも反し、また将来的により重い分限免職処分を行うという威嚇効果を

伴って教職員に対し、君が代起立斉唱という行為を強制するものであるから、思

想良心の自由を強度に侵害するものである。 

この点につき、被告は、大阪市職員基本条例を適用して同一の職務命令違反を

繰り返したことを理由に分限免職処分をした事例がないことから同条例を適用す

ることが教職員の思想良心の自由を強度に侵害するものとして違憲とはならない

と主張するが、上記の通り、本件職務命令違反が短期間のうちに累積されること

から、本件戒告処分は、近い将来における免職の威嚇を伴うものとしての色彩を

強く帯びており、教職員に対する強制性が強いものであるところ、職を失い自ら

や家族の生計の途を絶たれることを怖れ，断腸の思いで職務命令に従うことを選

ぶ職員が多いということに過ぎず、本件に大阪市職員基本条例を適用することが

違憲ではないという根拠とならない。 

 

第８ 国際法違反について（被告答弁書第５・６への認否反論を含む） 

 

１ 東京高判２０１２（平成２４）年１０月３１日（乙１３の２から、同裁判所平
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成２３年（行コ）２７９号事件に対する判決と解する）に基づく被告主張につい

て 

（１）上記２０１２年東京高判に基づく被告主張については争う。 

（２）原告の反論 

ア 前提として、上記２０１２年東京高判は、東京都教育委員会が２００

３年１０月２３日に発出した「通達」「実施指針」について判示されたも

のである（この東京都の通達を「１０・２３通達」と呼ぶことがある）。 

 この１０・２３通達と別紙実施指針は、上記２０１２年東京高判の原

審である東京地判２０１１年７月２５日（同裁判所平成１９年（行ウ）

５９１号事件）に引用されているので、以下孫引きであるが引用して紹

介する。 

 

１ 学習指導要領に基づき、入学式、卒業式等を適正に実施すること。 

２ 入学式、卒業式等の実施に当たっては、別紙『入学式、卒業式等に

おける国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針』のとおり行うものとす

ること。 

３ 国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に当たり、教職員が本通達に基づく校

長の職務命令に従わない場合は、服務上の責任を問われることを、教職

員に周知すること。 

別紙 

 入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針 

１ 国旗の掲揚について 

（１）国旗は、式典会場の舞台壇上正面に掲揚する。 

（２）国旗とともに都旗を併せて掲揚する。この場合、国旗にあっては

舞台壇上正面に向かって左、都旗にあっては右に掲揚する。 

（３）屋外における国旗の掲揚については、掲揚塔、校門、玄関等、国
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旗の掲揚状況が児童・生徒、保護者その他来校者が十分認知できる場所

に掲揚する。 

（４）国旗を掲揚する時間は、式典当日の児童・生徒の始業時刻から終

業時刻とする。 

２ 国歌の斉唱について 

 入学式、卒業式等における国歌の取扱いは、次のとおりとする。 

（１）式次第には、「国歌斉唱」と記載する。 

（２）国歌斉唱に当たっては、式典の司会者が、「国歌斉唱」と発声し、

起立を促す。 

（３）式典会場において、教職員は、会場の指定された席で国旗に向か

って起立し、国歌を斉唱する。 

（４）国歌斉唱は、ピアノ伴奏等により行う。 

３ 会場設営等について 

 入学式、卒業式等における会場設営等は、次のとおりとする。 

（１）卒業式を体育館で実施する場合には、舞台壇上に演台を置き、卒

業証書を授与する。 

（２）卒業式をその他の会場で行う場合には、会場の正面に演台を置き、

卒業証書を授与する。 

（３）入学式、卒業式等における式典会場は、児童・生徒が正面を向い

て着席するように設営する。 

（４）入学式、卒業式等における教職員の服装は、厳粛かつ清新な雰囲

気の中で行われる式典にふさわしいものとする。 

 その上で、上記２０１２年東京高判は、「本件通達（引用者注：１０・

２３通達のこと）は、本件実施指針に定められていないことについては、

教職員や児童・生徒の自主的工夫の余地があり、弾力的な実施が可能で

あり、卒業式等の実施方法について、各学校の裁量の余地を残している



- 26 - 

ということができるから、本件通達（本件実施指針）に基づいて国旗・

国歌の指導を行うことが、児童・生徒の思想及び良心の自由又は信教の

自由を侵害するという関係にあるということはできない。」と判示してい

る。 

イ しかるに、本件で問題になっているのは、あくまでも甲３の大阪市条

例や甲６の大阪市教育長通知との関係で、本件卒業式で実施された国歌

斉唱であり、原告に対して発出された職務命令である。東京都の１０・

２３通達と甲３、甲６を対比すると、１０・２３通達は、入学式・卒業

式といった式典における形式面に着目した国旗国歌の取り扱いについて

のものであるのに対して、大阪市は、甲３の第１条が、大阪市条例の目

的として「我が国と郷土を愛する意識の高揚に資する」ことを謳ったり、

甲６が「国を愛する心を育てる」ことに言及していること、２項で教員

に対する国旗・国歌の教育方法としての起立斉唱に言及していることを

踏まえると、東京都の１０・２３通達と比較しても、大阪市の条例や教

育長通知は、愛国心という思想信条や教育内容に踏み込んだものになっ

ている。 

 このように、上記２０１２年東京高判が問題にしている東京都の事例

と本件における大阪市の事例は大きく異なっているのであり、単純に裁

判例の言い回しをつまみ食いして主張を組み立てるようなことは戒めら

れなければならない。 

２ 東京高判２０１５年（平成２７年）５月２８日（乙１３の１から、同裁判所平

成２６年（行コ）１７７号・判時２２７８号２１頁と解する）に基づく被告主張

について 

（１）上記２０１５年東京高判に基づく被告主張は争う。 

（２）原告の反論 

 確かに、本件で問題になっている職務命令は、児童・生徒を名宛て人とし
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たものではない。 

 しかし、原告は、原告自身が児童・生徒の権利を主張する「利害関係」を

有するものとして、子どもの権利条約を援用しているものであり、行政事件

訴訟法１０条１項の「自己の法律上の利益に関係のない違法」を主張してい

るものではない。 

３ 東京地判２０１５年（平成２７年）１月１６日（同裁判所平成２２年（行ウ）

９４号事件の判決と善解する）に基づく被告主張について 

（１）上記２０１５年東京地判に基づく被告主張は争う。 

（２）日本国憲法９８条２項は、日本国が締結した条約及び確立された国際法規

は、これを誠実に遵守することを必要とする旨を定めている。 

 確かに、教員の地位に関する勧告は、条約そのものではないが、ＩＬＯと

ユネスコは、同勧告の利用促進とモニタリングのために定期的に会合を開い

ており（ＣＥＡＲＴ）、勧告の遵守状況について厳しい目を注いでおり、日本

国としても軽視することはできないものである。 

 上記２０１５年東京地判も、被告の引用部分に引き続き、「その趣旨を前記

（１）ないし（３）に論じた法体系（引用者注：憲法１３条、１９条、２０

条、２３条、２６条）の中で考慮」することを認めており、直接の国際法違

反にならないとしても、前述した本件に関する憲法違反の判断に当たって、

十分に参酌すべき内容である。 

４ 自由権規約（国際人権Ｂ規約（市民的及び政治的権利に関する国際規約））違反

（本書面における追加の主張） 

 訴状記載の国際法違反の観点に加えて、追加で、本件が、日本国も批准してい

る自由権規約（国際人権Ｂ規約（市民的及び政治的権利に関する国際規約））に違

反していることについて述べる。 

（１）国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したも

のであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものである。同条約は、
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１９７６年に発効し、日本国は１９７９年に批准した。前述の通り、日本国

憲法９８条２項は、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これ

を誠実に遵守することを必要とすると規定しており、自由権規約は、法的拘

束力を有する。 

 自由権規約について、本件と関連すると考えられる条文は以下の通りであ

る。 

ア 第２条 

１ この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあ

るすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見

その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等

によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し

及び確保することを約束する。 

２ この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない

場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立

法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規

定に従って必要な行動をとることを約束する。 

３ この規約の各締約国は、次のことを約束する。 

（ａ）この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公

的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、効果的な

救済措置を受けることを確保すること。 

（ｂ）救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは

立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決

定されることを確保すること及び司法上の救済措置の可能性を発展

させること。 

（ｃ）救済措置が与えられる場合に権限のある機関によって執行される

ことを確保すること。 
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イ 第１８条 

１ すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。

この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並

びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、

行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。 

２ 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害

するおそれのある強制を受けない。 

３ 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって

公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な

権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。 

４ この規約の締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に

従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重

することを約束する。 

ウ 第１９条 

１ すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。 

２ すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、

口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法によ

り、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け

及び伝える自由を含む。 

３ ２の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この

権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その

制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされる

ものに限る。 

（ａ）他の者の権利又は信用の尊重 

（ｂ）国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 

（２）本件における自由権規約違反 
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ア 自由権規約２条違反 

 自由権規約２条１項は、「この規約の各締約国は、その領域内にあり、

かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、・・・・政治的意見その

他の意見・・・・によるいかなる差別もなしにこの規約において認めら

れる権利を尊重し及び確保することを約束する。」と規定する。 

 しかるに、本件処分は、原告の国旗国歌に対する意見、国旗国歌教育

に対する意見に基づく差別を行っているものであり、同規約に違反する。 

 そして、同条３項（ｂ）が、「救済措置を求める者の権利が権限のある

司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限の

ある機関によって決定されることを確保すること及び司法上の救済措置

の可能性を発展させること。」と規定していることをも想起すれば、裁判

所のこの問題に対する責任は重大なものであるが認識されなければなら

ない。 

イ 自由権規約１８条違反 

 自由権規約１８条１項は 「すべての者は、思想、良心及び宗教の自

由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念

を・・・・公に又は私的に、・・・・表明する自由を含む」と規定する。

また、同条２項は、「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は

有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。」と規定する。 

 しかるに、本件では、原告に対して、原告の信念と相反する卒業式に

おける国歌斉唱時の起立斉唱命令が発出されたところ、このことは、原

告の自由権規約上の思想・良心の自由を侵害し、また、原告の信念を侵

害するおそれのある強制を行ったといえる。 

 なお、同条３項は、同条に定める自由に対する制限について「法律で

定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又

は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課
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することができる」とする。同項を端的に表現すると、自由権規約１８

条の権利を制限できるのは、①公共の安全や他者の基本的な権利・自由

等の保護が目的、②法律による制限、③必要不可欠、の要件を満たす必

要がある。 

 ます、①については、本件起立斉唱命令は、愛国心の刷り込み教育の

ために発出されたものと言わざるを得ず、公共の安全、公の秩序、公衆

の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由の保護を目的と

しておらず、およそ正当な目的があるとは言えない。 

②について、法律としての国旗国歌法は起立斉唱義務を定めておらず、

国旗国歌条例は前述の通りそもそも無効であるから、原告の権利制約の

根拠にはなり得ない。 

③については、他者の基本的な権利及び自由の保護ということを考え

たとしても、消極的な着席について制約することはおよそ必要不可欠な

ものとは言えない。 

 よって、本件職務命令は、自由権規約１８条１項、２項、３項に違反

する。 

ウ 自由権規約１９条違反 

 自由権規約１９条１項は、「すべての者は、干渉されることなく意見を

持つ権利を有する。」と規定し、同条２項は「すべての者は、表現の自由

についての権利を有する。」と規定する。 

 しかるに、本件では、原告は、訴状記載の通り、本件教育長通知が、

大阪市条例とあいまって、教職員に起立・斉唱と大きな声で歌う指導を

強制するものであり、教職員に考えることをやめることを求める通知で

あって、子どもたちにも考えることをやめ、言われたとおりにすること

を求める教育を推奨しているので、教育の本質的営みを壊すことになる

という意見を有しているが、本件における、国歌斉唱時に起立斉唱を求



- 32 - 

める職務命令は、原告の上記のような意見を持つ権利について干渉する

ものにほかならず、自由権規約１９条に違反する。 

（３）自由権規約委員会による勧告 

ア 自由権規約は単に実体的な人権保障を規定するだけでなく、その実効

的な実施を確保するための手段を規定している。２条３項（ａ）～（ｃ）

では、各国裁判所などを含む締約国の国内機関による実施方法を定めて

いる。さらに、自由権規約は、国連における国際人権（自由権）規約委

員会（２８条以下 Ｔｈｅ Ｈｕｍａｎ Ｒｉｇｈｔｓ Ｃｏｍｍｉｔ

ｔｅｅ）（以下「自由権規約委員会」又は単に「委員会」という。）によ

る各国の規約の履行状況の監督の制度を定めている。自由権規約委員会

は各国政府の推薦を受けて選任された世界的に著名な法律家等１８名の

委員によって構成されており、国際的に最も権威のある人権機関と考え

られている。自由権規約委員会は、自由権規約に署名した国の人権保障

の履行状況について次の３つの方法で監督し、自由権規約の国際的な実

施を図っている。 

（ア）規約の履行状況について各締約国の報告書を受理し審査し意見を

表明する（自由権規約４０条）。 

第４０条 

１ この規約の締約国は、（ａ）当該締約国についてこの規約が効力

を生ずる時から一年以内に、（ｂ）その後は委員会が要請するとき

に、この規約において認められる権利の実現のためにとった措置

及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告

を提出することを約束する。 

２ すべての報告は、国際連合事務総長に提出するものとし、同事

務総長は、検討のため、これらの報告を委員会に送付する。報告

には、この規約の実施に影響を及ぼす要因及び障害が存在する場
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合には、これらの要因及び障害を記載する。 

３ 国際連合事務総長は、委員会との協議の後、報告に含まれるい

ずれかの専門機関の権限の範囲内にある事項に関する部分の写し

を当該専門機関に送付することができる。 

４ 委員会は、この規約の締約国の提出する報告を検討する。委員

会は、委員会の報告及び適当と認める一般的な性格を有する意見

を締約国に送付しなければならず、また、この規約の締約国から

受領した報告の写しとともに当該一般的な性格を有する意見を経

済社会理事会に送付することができる。 

５ この規約の締約国は、四の規定により送付される一般的な性格

を有する意見に関する見解を委員会に提示することができる。 

（イ）締約国が他の締約国の規約上の義務の不履行についてなした通報

を審査する（同４１条。条文は略する。） 

（ウ）規約上の権利を侵害された個人の通報を審査する（第一選択議定

書１条。残念ながら日本国は選択的議定書を未批准なので条文は略

する。） 

 以上の３つの監督方法のうち、現実には、アの定期報告書審査とウの

個人通報に基づく審査の２つの方法が実施されている。この２つの方法

を通じて自由権規約委員会の権威ある自由権規約の解釈が示されてきて

いる。 

イ 本件に関連する、卒・入学式における国歌斉唱に関連しては、日本国

が自由権規約４０条に基づいて提出した報告書に対する総括所見として、

以下のものが出されている。 

（ア）第５回総括所見（甲２１） 

１０．委員会は、「公共の福祉」が、恣意的な人権制約を許容する根

拠とはならないという締約国の説明に留意する一方、「公共の福祉」
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の概念は、曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約

を超える制約を許容するかもしれないという懸念を再度表明する。

（第２条） 

締約国は、「公共の福祉」の概念を定義し、かつ「公共の福祉」

を理由に規約で保障された権利に課されるあらゆる制約が規約で

許容される制約を超えられないと明記する立法措置をとるべきで

ある。 

（イ）第６回総括所見（甲２２） 

２２．委員会は、「公共の福祉」の概念が曖昧で制限がなく、規約の

下で許容されている制限を超える制限を許容し得ることに、改め

て懸念を表明する（第２条、第１８条及び第１９条）。 

委員会は、前回の総括所見（ＣＣＰＲ／Ｃ／ＪＰＮ／ＣＯ／５， 

ｐａｒａ．１０）を想起し、締約国に対し、第１８条及び第１９

条の各第３項に規定された厳格な要件を満たさない限り、思想、

良心及び宗教の自由あるいは表現の自由に対する権利への如何な

る制限を課すことを差し控えることを促す。  

 これらの所見は、卒・入学式における国歌斉唱について明示していな

いので、関連性が必ずしも明瞭でないかもしれないが、第５回総括所見

の後で、第６回総括所見に先立ち自由権規約委員会から政府に対して出

された質問（甲２３）、審査中の第７回政府報告に対する自由権規約委員

会の質問（甲２４）を見ると、これらの総括所見が卒・入学式における

国歌斉唱と関連していることがわかる。 

その質問とは以下のものである。 

 まず、第６回総括所見に先立ち自由権規約委員会から政府に対して出

された質問は以下の通りである（甲２３）。 

問１７ 委員会の前回の最終勧告（ＣＣＰＲ／Ｃ／ＪＰＮ／ＣＯ／５， 
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パラ１０）に照らし、「公共の福祉」の概念を定義し、かつ「公共の福

祉」を理由に宗教、意見及び表現の自由に科される制約が本規約の下

で許容されている制約を超えることがない旨明記する立法をとること

を予定しているか否か明らかにしていただきたい。教員及び学校職員

が、学校行事の際、国歌の斉唱を拒んだために、減給、停職及び解雇

を含む制裁の対象となってきたという報告に関してコメント願いたい。 

 日本政府は、最高裁２０１２年１月１６日第一小法廷判決等を引用し

て懲戒処分が許される旨を回答したが、その回答を踏まえて、上記の第

６回総括所見では「改めて懸念を表明する」「前回の総括所見（ＣＣＰＲ

／Ｃ／ＪＰＮ／ＣＯ／５，ｐａｒａ．１０）を想起し、締約国に対し、

第１８条及び第１９条の各第３項に規定された厳格な要件を満たさない

限り、思想、良心及び宗教の自由あるいは表現の自由に対する権利への

如何なる制限を課すことを差し控えることを促す」との勧告が出ている。 

 そして、現在審査中の第７回政府報告に対する自由権規約委員会の質

問は以下の通りである（甲２４）。 

問２３ 前回の総括所見（パラ２２）に関し，「公共の福祉」という曖昧

かつ制限のない（open-ended）概念を明確にし，同概念が本規約第１

８条及び第１９条の３に規定された厳格な制限を超えて思想，良心及

び信教の自由又は表現の自由に対して制限を課さないことを保障する

ために取られている措置につき報告願いたい。 

問２６ 生徒に対する学校行事中の起立の強制や教職員に対する金銭的

処分を科したとの申し立てを含め，東京都教育委員会が教職員と生徒

に対し，２００３年に発出した「１０．２３通達」を実施するために

取られた措置と本規約との適合性につき説明願いたい。 

 この質問内容は、東京都の「１０・２３通達」を名指しにしているこ

とから、さらに踏み込んで、自由権規約委員会として卒・入学式におけ
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る国歌斉唱の問題について問題視していることが明らかである。また、

最高裁判決を踏まえた日本政府の説明に、自由権規約委員会としては納

得していないことが明らかであり、また、国際標準から考えると最高裁

判決による卒・入学式における国歌斉唱の職務命令を是とする判断は当

を得ないということを如実に示している。 

 前記のように自由権規約委員会は国際的に最も権威のある人権機関で

あると考えられ、そのような委員会が累次に渡って上記のような勧告を

出していることについては裁判所にも重々認識していただきたい。 

 

第９ 「第４ 本件処分が相当であること」について 

 

１ 「１ 処分事由該当性について」について 

（１）「（１）地公法２９条１項１号」について 

ア 「ア」について 

 地公法２９条１項１号の規定については認め、原告の行為が同法３２

条及び３３号に反し、そのため同法２９条１項１号に反するとの点は争

う。 

イ 「イ」について 

 第１段落の地公法３２条の規定について、第２段落の市条例４条の規

定については認める。 

 第３段落から第５段落の外形的事実については認める。 

 第６段落は争う。 

ウ 「ウ」について 

 第１段落の地公法３３条の規定については認める。 

 第２段落から第４段落は争う。 

エ 「エ」について 
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 争う。 

（２）「（２）地公法２９条１項２号」について 

 アについては認め、イ、ウについては争う。 

（３）「（３）地公法２９条１項３号」について 

 アについては認め、イ、ウについては争う。 

２ 「２ 処分の相当性」について 

（１）「（１）」について 

 第１段落引用の最判１９７７年１２月２０日民集３１巻７号１２２５頁

（四国財務局事件判決）が存在することは認め、同判決が引用の判示をして

いることも認めるが、同判示は、同日付の最高裁判所昭和４７年（行ツ）第

５２号事件の判決（いわゆる神戸税関事件判決。民集３１巻７号１１０１頁）

を参照判例としてあげており、引用判例としては神戸税関事件の方がより適

切ではないかと原告としては考える。 

 第２段落の大阪市職員基本条例の規定ぶりは認める。 

（２）「（２）」について 

ア 柱書は争う。 

イ 「ア 市職員基本条例別表（２８条関係）１１項該当性」について 

 第１段落は争う。 

 第２段落中、被告がいう「最高裁平成２４年１月１６日判決」は、同

日に最高裁第一小法廷がいわゆる国旗国歌訴訟について複数の判決を出

しており、一意に特定できない。また、かぎ括弧で記載された部分が、

前記の同日付のいずれの判決文を参照しても見当たらないようにも思わ

れ、認否については留保したい。 

 ただ、「伴奏拒否」の判例ということと、乙１５が提出されたことを踏

まえ、最高裁平成２３年（行ツ）第２６３号事件等の判決（集民２３９

号２５３頁）について、内容を要約したものをかぎ括弧でくくっている
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のだろうかと善解して述べると、おおむね、記載のような判示内容にな

っていることは争わないが、原告にかかる本件卒業式とは全く異なる式

典について判示した最高裁判決の内容から、本件において「公務の運営

に支障を生じさせ」たという認定をするのは意味不明で、事実認定と評

価について争う。本件の場合、式典の秩序や雰囲気は一切損なわれてい

ない。また、原告の不起立を見た生徒がいない場合は、「式典に参列する

生徒への影響」もなかったといえる。仮に、原告の不起立を見た生徒が

いた場合、「生徒への影響」というものがあり得るのかもしれないが、そ

の「影響」とは何か、ということが明らかにされなければならない。 

ウ 「イ 市職員条例２８条該当性」について 

（ア）「（ア）非違行為の動機及び態様」について 

 外形的事実はあらそうものではないが、「自己の信条に固執し」「こ

とさらに」行ったという評価は争う。被告が、原告の行為の動機に

ついて「自己の信条に固執し」「ことさらに」行ったという評価をす

るのであれば、原告が提出した「上申書」「上申書（２）」（いずれも

乙７）の検討が必要であると考えられるが、被告はその内容を検討

していない。 

 また、被告は、原告が、仮に生徒が教職員の不起立を目撃したと

したら、「生徒の教育にとってむしろ有意義なものであるとさえ言え

る。」と述べているという。この原告の主張は、大阪市人事委員会に

原告が提出した２０１８年８月２２日付「陳述書（２）」（甲２５）

の一節を引いていると考えられる。「生徒の教育にとってむしろ有意

義なもの」というのは、被告が、「君が代」斉唱が嫌な者がいるとい

う現実を児童・生徒の目から隠し、日本国家の崇高性を刷り込む「調

教教育」を行っていることに対して、国家への向き合い方は、児童・

生徒自身が自ら考え、決めていくという戦後日本の教育の在り方か
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ら考えて、「むしろ有意義なもの」といえる、という意味であり、原

告の行為の動機はむしろ教育者として真摯なものであったというべ

きである。 

（イ）「（イ）公務内外に与える影響」について 

 争う。本件について報道がなされたのは基本的には被告によるプ

レス・リリースが契機であるが、乙６を見ても、「市立中学校」「男

性教諭」「５９歳」との報道しかなされておらず、人事委員会への申

立に当たっては原告は記者会見をしているが、所属校についてはマ

スコミには公表していない。 

（ウ）「（ウ）当該職員の職責」について 

 争う。 

（エ）「（エ）当該非違行為の前後における当該職員の態度」について 

 争う。 

（３）「（３）」について 

 争う。 

３ 原告の反論 

（１）判断枠組みについて 

 被告は、いわゆる神戸税関事件の最判１９７７年１２月２０日民集３１巻

７号１１０１頁を引用する、最判１９７７年１２月２０日民集３１巻７号１

２２５頁（四国財務局事件判決）を引用し、公務員に懲戒事由がある場合に、

懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、

懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである、としている。そして、

前記神戸税関事件、四国財務局事件によれば、懲戒処分が社会観念上著しく

妥当を欠いて裁量権の逸脱濫用にならない限り、違法とはならないというこ

とになる。 

 しかるに、本件では、①そもそも原告の行為が非違行為として懲戒事由に
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該当するという事実認定が誤っており、②仮に外形的に非違行為に該当する

としても、懲戒処分を行うという処分行政庁の判断に裁量権の逸脱濫用があ

ると言わざるを得ない。 

（２）懲戒事由該当性について 

 本件は、起立するという職務命令に違反して不起立したことが懲戒事由に

該当するというのであるが、その場合、前提として本件職務命令への服従義

務が存在することが必要である。 

 前述の通り、そもそも、本件職務命令は原告の憲法上・国際法上の権利を

侵害する違法なものである。そして、違法な職務命令への服従義務に関する

近時の通説は、職務命令は訓令的職務命令（行政組織間の指揮監督としてな

されるものであり、命令の名あて人は直接には行政機関であるもの）と非訓

令的職務命令があり、後者については単純な違法があれば服従義務が否定さ

れる、すなわち違法の抗弁が認められる、というものである（いわゆる二類

型説。塩野宏・行政法Ⅲ（第４版）３１４頁～、宇賀克也・行政法概説Ⅲ（第

４版）４６３頁～）。 

 本件の、卒業式において起立斉唱せよという職務命令は、原告個人に出さ

れたものであるから、非訓令的な職務命令である（原告が命令に従わないま

ま配転されたとしても、原告の後継者に対して命令が承継される訳ではない）。

従って、二類型説に基づけば、違法の抗弁が認められる局面であり、原告に

出された本件職務命令が違法であれば服従義務が否定される。 

 そして、本件職務命令は違憲違法であるので、原告の職務命令への服従義

務はやはり否定される。 

 そうであれば、原告に本件職務命令への服従義務は認められない以上、非

違行為も存在しないことになるから、原告に対する本件懲戒処分はその前提

を失い、違法であり取り消されるべきである。 

（３）処分の量定について 



- 41 - 

 仮に、形式的に、原告が職務命令に従わなかったという外形的な面に着目

して、形式的には非違行為が存在していると認定したとしても、本件職務命

令の違憲違法性、あるいは動機の真摯性に照らせば、処分庁において原告を

懲戒処分にするという判断を行うことは、処分者に認められる裁量権を逸脱

していることは明らかである。 

（４）手続違反 

行政手続法３条１項９号は、公務員の職務または身分に関してされる処分

について同法２章から４章の２について適用を除外すると定めており、不利

益処分に関する聴聞、弁明の機会の付与についての行政手続法の規定は適用

されない。しかし、懲戒処分のような不利益処分をする場合には、適正手続

の保障に十分意を用いるべきであって、中でもその中核である弁明の機会に

ついては例外なく保障することが必要であるものというべきである（福岡高

判２００６年（平成１８年）１１月９日判例タイムズ１２５１号１９２頁参

照）。 

原告は、処分対象者である原告の権利・弁明の機会を主張し、上申書・上

申書（２）（乙７）を提出するとともに、処分にあたって大阪市教委が意見を

聞かなければならないと職員基本条例に記載されている人事監察委員会教職

員分限懲戒部会での口頭での弁明の機会を求めた。 

しかし、人事監察委員会教職員分限懲戒部会は、原告に連絡することなく、

原告に口頭での弁明の機会を付与しないまま実施され、弁明の機会の付与を

求めていた原告に対して結果の報告もなされなかった。 

被告は、原告が提出した上申書には処分にあたり斟酌する内容は含まれて

いないであるとか、人事監察委員会教職員分限懲戒部会では、原告の主義主

張については認知・理解されたが懲戒処分の判断には影響しないなどと軽率

に判断し、原告の求めた人事監察委員会教職員分限懲戒部会での口頭での弁

明の機会を付与しなかったが、違法である。原告としては、原告が上申書・
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上申書（２）に「君が代」起立・斉唱職務命令に従えない理由として記述し

ていることに対して人事監察委員会がどう判断したのか、なぜ、それが懲戒

処分の判断に影響しないのか、判断の根拠は不明のままである。 

（５）小括 

 よって、本件処分は違法であり、本件懲戒処分は取り消されなければなら

ない。 

 

第１０ 訴状の訂正 

 

 訴状１７頁下から４行目、同２０頁１２行目、同２１頁１０行目、同２３頁下か

ら２行目にそれぞれ記載のある「盲目的に」という文言をそれぞれ削除する。 

 

以上 


