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【原告第 1準備書面（2021.4.16提出）と被告第 1準備書面（2021.6.22提出）の骨子】 

 

【原告第 1準備書面の骨子（タイトル）等】 

第１ 事実関係について 

 ・「日の丸・君が代」の学習・指導にかかわる原告の要請・質問や強制のもたらすものに 

ついての原告の質問に校長・市教委が答えなかったこと。 

 ・校長事故報告書訂正について、訂正前の「内容が偏っているのでそのままの形で採用し 

ないことに」が誤っていること、おとび。「内容がそぐわない」に訂正したが、趣旨は 

同一というなら、「どの内容がどう偏っているのか」明らかにする必要があると主張。 

 ・2015 年の地域の運動会での卒業生と校長のやり取りについて、卒業生が「残念だ」と 

言ったわけではなく、「処分されてかわいそう」との顔の表情かもしれないのではとの 

原告代理人の質問に対して「わからない」と人事委員会口頭審理で答えていること。 

 ・原告が提出した上申書・上申書（2）について、市教委は「原告独自の主義主張」とし 

ているが、判断の内容について説明していないこと。 

 ・原告の処分について検討されたはずの人事監察委員会分限懲戒部会は、議事録等一切の 

記録文書が存在せず、担当者の記憶にたよって量定案の裁決を受けたこと、人事監察委 

員会分限懲戒部会では、原告の主張する調教教育とは一体何かという論議はしなかっ 

たこと。 

 ・2015 年 5 月 12 日の教育委員会会議で、処分手続きについての ILO・ユネスコ「教員 

の地位に関する勧告」第 50項に違反しないとされたが、明らかに「教員の地位に関す 

る勧告」第 50 項に違反していること。 

第２ 国民主権原理に反すること 

 ・東京高裁 2015 年 5月 28 日（象徴天皇制の憲法の下で卒業式等で「君が代」を歌うこ 

とを禁じられておらず、天皇主権を礼賛するものはない）に対して、「君が代」がいか 

なる方式で用いられてきたか、歴史的事実を看過するもの。 

 ・「君が代」を起立斉唱する「習慣」は、教育勅語を根拠とした天皇賛美教育の重要な構 

成部分であった戦前・戦中の学校儀式に由来。 

 ・国旗国歌法制定に際して、政府答弁で、くどいほど義務を課すものではないと強調した 

のは、戦前・戦中の「君が代」の使われ方に対する根強い批判にこたえる必要があった 

から。 

 ・現在の大阪市立学校の卒業式・入学式は、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。主権者である国民が国家を崇拝す 

べきことを強制している点で、国民主権原理に反すること。 

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 

 ・最高裁判決 2011 年 6 月 14 日（起立斉唱職務命令が憲法 19 条違反でない）に対して、 

本件は、大阪市国旗国歌条例及び職員基本条例化の事案で、判断の基礎となる事情が異 
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なる。 

 ・大阪市国旗国歌条例下の起立斉唱職務命令には、調教教育を担わせる目的が加わり、従 

わない教員を排除する目的も加わっている。⇒子ども及び教員の思想良心の自由を侵 

害。（旭川学テ判決 1976 年 5月 21日引用） 

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 

 ・東京高裁判決 2012 年 10 月 31 日（教員の「君が代」起立斉唱は想定範囲内の行動で、 

子どもの学習権及び教師の教育の自由侵害にはあたらない）は、教育課程おける場の繰 

り返しによる事実の注入と累積による危険性を看過。 

 ・起立斉唱職務命令は、教育基本法 2条に反し、子どもの学習権及び教師の教育を自由を 

侵害・ 

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 

 ・東京高裁判決 2015 年 5月 28日（職務命令の名宛人で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）を引 

用した被告の主張は、被告が、教員の不起立不斉唱の生徒への影響を再三にわたって主 

張していることと矛盾しており、起立斉唱を強制することの生徒への影響をまったく 

考慮していないことに背理。原告と児童生徒との関係は実質的なもので、原告は、児童 

生徒の権利侵害を主張できる。（旭川学テ判決 1976 年 5月 21 日引用） 

 ・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 

 ・被告は、起立斉唱職務命令が違憲でないから、起立斉唱を義務づける国旗国歌条例も違 

憲違法でないと主張するが、国旗国歌条例は目的が正当でなく、目的達成の手段が合理 

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。（国旗 

国歌条例第 4条は、条例目的を逸脱し、国旗国歌法の趣旨に反するので、憲法 94条違 

反） 

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 

 ・被告は、「大阪市職員基本条例４３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、教職員の思想良心の自由を 

強度に侵害する＝違憲ということにはならないと主張するが、戒告処分が地公法に基 

づいた処分というならあえて本件事案に職員基本条例を適用する必要がないのに、適 

用。威嚇効果で、職員の思想良心の自由を侵害。 

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） 

 ・東京高裁判決 2012 年 10月 31 日（10.23 通達及び職務命令は憲法 13条、23 条、及び 
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26条に違反しない）は、2003 年の東京の通達に対する判示であり、本件は、大阪市国 

旗国歌条例と教育長通知に基づく 2015 年 3 月の卒業式についてであって、単純な判決 

のつまみ食い的援用は許されない。 

 ・東京高裁判決 2015 年 5月 28日（職務命令の名宛人で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）に対 

して、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こと。 

 ・東京地裁判決 2015 年１月 16日（ILO・ユネスコの勧告は、条約のような法的拘束力を 

持つものでない）に対して、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おり、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こ 

と。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、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こと。 

 ・（追加主張として）自由権規約（国際人権Ｂ規約）2 条（差別禁止）、18条（思想、良心、 

宗教の自由）、19条（意見を持つ権利と表現の自由）に違反していること 

第９ 「第４ 本件処分が相当であること」について 

 ・「処分の相当性」に対して、判断の枠組み、懲戒事由該当性、処分の量定、手続き違反 

の項目で反論・主張している。 

 

【被告第 1準備書面の骨子（タイトル）等】 

・原告第 1 準備書面への反論を目的とするが、本件判断にあたって必要と考える点につ 

いて反論を行う。（第 1、第 2、第 4 はコメントなし） 

第 1 「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」につい

て 

 ・条例は議会で制定されるもので、目的も問題なく、条例と職務命令は違憲でないので、 

最高裁判決 2011 年 6 月 14 日と前提を異にするものでない。原告は、国旗国歌条例の 

真の目的は…児童生徒に対して調教教育を実施することにある」旨縷々主張するが、勝 

手な憶測に過ぎない。 

 ・原告は、起立斉唱行為は国旗国歌条例によって意味づけがされているので、儀礼的な所 

作と言えないと主張するが、大阪地裁判決 2015 年 12月 21 日で、「府国旗国歌条例は 

…国歌斉唱の際に起立して斉唱することを定めているところ、かかる定めは、上記学校 
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教育法及び国旗国歌法の趣旨とするところに従い、かつ、卒業式等教育上の特に重要な 

節日となる儀式的行事においては、生徒等への配慮を含め、教育上の行事にふさわしい 

秩序を確保して式典の円滑な遂行を図ることが必要であるという観点から、上記のと 

おり、儀礼的な所作として国家（ママ）斉唱時の起立を行うこととしたものと認めるこ 

とができる」と判示し、大阪府国旗国歌条例は、儀礼的な所作として国歌斉唱時の起立 

を命じたものとされている。 

 ・原告は、「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 

て行事の進行の混乱は生じていない」と主張するが、全国紙で掲載・報道されるなどし 

て学校教育に対する生徒、保護者、社会の信用を大きく損なわせただけでなく、特に卒 

業式という節目となる式典において非違行為を行ったことで、生徒としてもその記憶 

は障害（ママ）にわたって得るのであり、影響は極めて大きい。混乱が生じていないと 

は到底言えない。 

第 2 「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」について 

 ・大阪地裁判決 2015 年 12月 21 日は「本件通達及び本件職務命令は…生徒に宛てて発出 

されたものではなく…その内容が憲法 19条に違反するとは言えない」「本件通達及び 

本件職務命令は、君が代が国歌と規定され、一般に国旗国歌に対する敬意の表明が慣例 

上の儀礼的な所作として尊重されこと（原文ママ）やその他学習指導要領が定める国旗 

国歌条項の意義を生徒らに感得させることを目的とするものであり、誤った知識や一 

方的な観念を子どもに植えつけるような内容の教育を目的とするものではない」とし 

て生徒の思想・良心の自由及び教育を受ける権利を侵害するとの主張を排斥している。 

第 3 「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」について 

 ・大阪地裁判決 2021 年 12月 21 日は、「原告は、府国旗国歌条例について、君が代の起 

立斉唱を義務づけるものであり、国旗国歌法の制定経緯や学習指導要領の内容、教育の 

本質・実践の観点等からして、憲法 94 条に違反する旨主張する。しかしながら、府国 

旗国歌条例は、伝統と文化の尊重、我が国と郷土を愛する意識の高揚、国際社会の平和 

と発展に寄与する態度の滋養及び府立学校等における服務規律の厳格化を目的として、 

国歌斉唱の際に起立して斉唱することを定めているところ、かかる定めは、上記学校教 

育法及び国旗国歌法の趣旨とするところに従い、かつ、卒業式等教育上の特に重要な節 

目となる儀式的教示においては、生徒等への配慮を含め、教育上の行事にふさわしい秩 

序を確保して式典の円滑な遂行を図ることが必要であるという観点から、上記のとお 

り、儀礼的な所作として国家（ママ）斉唱時の起立を行うこととしたものと認めること 

ができる。したがって、憲法 94条に違反する旨の府国旗国歌条例に関する原告の主張 

は理由がないと言わざるを得ない。」として、大阪府国旗国歌条例が違憲違法でない旨 

判示している。 
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第 4 「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」について 

 ・原告は地公法にもとづく処大阪市職員基本条例を適用する必要はないというが、適格性 

を欠く場合」に該当するか否かの判断の基準を示したものであり、この判断基準は一般 

職の被告職員に適用されている。したがって、「適用する必要性はない」という主張は 

失当。 

・原告が引用している部分は、戒告処分ではなく、減給処分について判示している部分で 

あり、戒告処である本件について当該部分を引用することは失当。 

第 5 「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）」について 

 ・原告は、2012 年東京高裁判決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 

事情は大きく異なっていると主張するが、事案の内容を比較すれば、重要な部分で重な 

り合っていることは明らか。大阪地裁判決 2021 年 12月 21日は、「府国旗国歌条例は、 

…国歌斉唱の際に起立して斉唱することを定めているところ、かかる定めは、上記学校 

教育法及び国旗国歌法の趣旨とするところに従い、かつ、卒業式等教育上の特に重要な 

節目となる儀式的教示においては、生徒等への配慮を含め、教育上の行事にふさわしい 

秩序を確保して式典の円滑な遂行を図ることが必要であるという観点から、上記のと 

おり、儀礼的な所作として国家（ママ）斉唱時の起立を行うこととしたものと認めるこ 

とができる」と判示するのみで、「愛国心」に特に言及することもなければ、思想信条 

や教育内容に踏み込んだものとも考えておらず、2012 年東京高裁判決等他の同種裁判 

例における事案との違いについて特段指摘していないのであって、この点からも原告 

の主張には理由がないものといえる。 

 ・ILO・ユネスコ「教員の地位に関する勧告」は具体的な法的効果を生じさせるものでは 

ない。 

 ・本件戒告処分が自由権規約当に違反するものでないことは明らか。自由権規約委員会が 

「問題視している」「納得していない」と述べているに過ぎないことからも、自由権規 

約等違反が具体的な法的効果を生じさせるものではない。 

第 6 「第９ 『第４ 本件処分が相当であること』」について 

 ・地公法には、弁明の機会保障の規定がないから口頭で弁明する機会が与えられなかった 

としても違法ではない。2015 年 3月 16日の事情聴取の場が弁明の場である旨は被告 

から原告にも告げている。また、原告は実際に上申書を 2 通提出し、被告はこれを受け 

取っている。以上のように、原告には、「本件戒告処分に対して弁明の機会が与えられ 

ている。 


