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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 ３ 準 備 書 面 

 

                   ２０２１年９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 

 

本書面では、被告準備書面（１）への反論を行う。 

 

第１ 思想良心の自由を侵害すること 

 

１ 条例の目的に関する被告の主張 

被告は、大阪市国旗国歌条例の目的が、「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わが国と郷土を愛する意識の高揚に資する

とともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」（大

阪市国旗国歌条例第１条）、及び大阪市職員基本条例の目的が「効率的な公務の執
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行を確保し、もって、市民から信頼される市政を実現すること」（大阪市職員基本

条例第１条）であり、両条例に基づく職務命令も憲法１９条に違反しないことか

ら、本件は最判２０１１年６月１４日と何ら前提を異にしないと主張する。 

しかしながら、被告は、上記最高裁判決の事案と共通する本件規制目的の一部

のみを取り上げて同様の結論を導き出しているにすぎず、被告の主張には以下の

通り、精神的自由権である思想良心の自由に対する規制目的の認定方法につき重

大な誤りがあり、上記両条例の真の規制目的を隠蔽しているに過ぎない。 

２ 規制目的の認定方法 

「君が代」起立斉唱を命じる職務命令に従わなかったことが憲法１９条に反す

るかが争われた最高裁２０１１年６月６日判決における宮川裁判官の反対意見

では、教職員に対し「君が代」起立斉唱を強制する通達が「何を企図したものか

に関しては記録中の東京都関連の各会議議事録等の証拠によれば歴然として」お

り、「原判決認定の事実によっても、都教委は教職員に起立斉唱させるために職務

命令についてその出し方を含め細かな指示をしていること、・・・、本件通達は式

典の円滑な進行を図るという価値中立的な意図で発せられたものではなく、前記

歴史観ないし世界観及び教育上の信念を有する教職員を念頭に置き、その歴史観

等に対する強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観等に反する

行為を強制することにある」と認定しており、当該事案で問題となった通達及び

当該通達に基づく職務命令が発せられた背景事実を検証することで、当該通達に

基づく職務命令の真の目的を認定している。 

このように、思想良心の自由等の精神的自由に対する規制は、経験的に公権力

の恣意が働く蓋然性が高いことから、公権力による規制目的の認定は、立法事実

の検証によって真の規制目的の認定を行うべきである。 

３ 大阪市国旗国歌条例制定の経緯について 

被告は、条例は議会において制定されるものであり、市長が制定するものでは

ないから市長の過去の答弁によって条例の内容が異なるものではないと主張す
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る。 

しかし、大阪市国旗国歌条例は、２０１１年１２月１９日に大阪市長に就任し

た時維新の会代表であった橋下氏の意向を受けて、当時大阪市議会において第１

党であった維新の会の主導で２０１２年２月２９日に制定したものであること

は明らかである。さらに、同年５月というわずか３か月後に大阪市職員基本条例

が制定されていることからすると、両条例は一体的に適用するためのものである

といえる。そうすると、橋下氏の当時の発言は、両条例の規制目的を認定するた

めの立法事実として、重要なものであることから、被告の主張は規制目的の認定

方法につき重大な誤りがある。 

４ 上記両条例の真の目的 

仮に、大阪市国旗国歌条例に基づいて発せられた本件職務命令が大阪市国旗国

歌条例第１条の文言上の目的であるとしても、原告第１準備書面第３の４項で述

べた通り、当該目的と教職員に対して君が代起立斉唱をさせるという手段との間

に合理的関連性がない。また、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という事実からす

ると、教育行事の秩序維持を目的とするための事実が存在しないことから、これ

らの目的は本件職務命令の主たる規制目的ではない。 

では、本件職務命令の真の規制目的を知るために、本件職務命令がいかなる目

的にとって合理的で効果的であるかを考察すると、本件職務命令は、生徒に対し

国旗国歌によって象徴される国家それ自体に対する敬意の表明を自然なものと

する調教教育を行うという目的、及び刷り込み教育を阻害する教員を排除すると

いう目的を達成する上で、最も合理的で効果的であるといえる。 

なぜなら、日常的な学校生活とは異なり一定の緊張感がある入学式・卒業式に

おいて、生徒にとって指導的地位にある教員に対し一律に君が代起立斉唱を強制

し、生徒に対し同調圧力を生じさせることで、国旗国歌によって象徴される国家

それ自体に対する敬意の表明を自然なものとして刷り込むことができるからで
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ある。 

このことは、大阪市教育委員会が生徒に対し「君が代」の歌詞について説明す

るための公文書を全く作成していないことから（不存在による非公開決定通知

書・甲３２）、「日の丸・君が代」が歴史的に国民を統合するための方法として利

用されてきた事実を一切生徒らに説明しないことによって生徒に自律的な判断

を行える状況を提供しないままに、一律に「君が代」起立斉唱を指導しているこ

とからも言える。 

そして、大阪市国旗国歌条例と同時期に制定された大阪市職員基本条例の適用

によって、調教教育的愛国心教育を阻害する教員をあぶり出し、定期的に行われ

る入学式・卒業式により懲戒処分の累積が予測されることから、最終的には阻害

教員の排除をも狙う目的があったものと言える。 

５ 「君が代」起立斉唱が儀礼的所作ではないこと 

被告は、大阪府国旗国歌条例について判示した大阪地判平成２７年１２月２１

日判決を引用し、大阪市国旗国歌条例の下においても起立斉唱行為は儀礼的所作

といえるから、憲法１９条に違反しないと主張する。 

しかし、大阪市国旗国歌条例に基づいて発せられた本件職務命令は上記４項で

述べた真の目的が付加されて起立斉唱を命じていることからすると、処分者の引

用する最高裁判例及び大阪地判２０１５年１２月２１日判決の状況とは異なり、

本件職務命令が命じる「君が代」起立斉唱行為は価値中立的な儀礼的所作とはい

えない。 

６ 原告の「君が代」不起立によって行事進行の混乱など生じていないこと 

被告は、原告の「君が代」不起立によっ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、原告の非違行為によって生徒としても

その記憶は生涯にわたって残りうるので影響は極めて大きいと主張する。 

その根拠として、被告は答弁書において「山本校長が、平成２７年夏頃、地域

の運動会に来賓として出席し、同校の卒業生らに会った際、原告について話題に
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なり、卒業生らからは、卒業したクラスでは噂でもちきりであり、せっかくよい

友達のいるクラスだったのに残念である旨を伝えられた。」としている。 

しかし、２０１５年３月１２日の卒業式当日、原告の不起立を目撃した生徒・

保護者はほぼ誰もおらず、原告不起立の事実は、校長がＰＴＡ会長、ＯＢ組織親

和会会長、市会議員、連合町会長等に報告することで伝えられた（甲１４ 校長

作成事故報告書）もので、原告の不起立によって卒業式当日には何ら行事の進行

を阻害することは無かった。また、原告の当該不起立に関する報道は、学校名の

公表がなく性別及び年齢のみの報道であり、原告の不起立が特定されて報道され

ておらず、全く問題とならなかった。大阪市国旗国歌条例制定後の２０１２年３

月に不起立が大きな問題となった経過は、原告第１準備書面４頁５行目から９行

目に記載の通りであるが、当時の大阪市の報道発表資料と報道記事を証拠として

提出する（甲３３の１～甲３３の５）。 

被告が指摘する地域の運動会とは２０１５年５月下旬に開催されたものであ

り、同月１３日、原告に対する本件処分発令後、記者会見映像がインターネット

上で公開され、それを見た生徒が情報を拡散したためであり、校長が生徒から「残

念である旨を伝えられた」という事実は一切無く、卒業生が校長に話しかけた理

由も原告のことを心配したからであることは、人事委員会の口頭審理で明らかで

ある。被告が、なおも、「原告の非違行為によって生徒としてもその記憶は生涯に

わたって残りうるので影響は極めて大きい」と主張し続けるのであれば、それが

どの生徒のどんな記憶であるのかを明らかにしなければならない。 

 

第２ 児童生徒の思想良心の自由を主張できること 

 

１ 被告の主張 

被告は、大阪地判２０１５年１２月２１日判決を引用し、大阪市国旗国歌条例

に基づく通達及び職務命令が生徒の思想良心の自由及び教育を受ける権利を侵
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害しないと主張している。 

しかし、下記の通り、大阪市国旗国歌条例は、大阪府国旗国歌条例と異なり、

「府立学校及び府内の市町村立学校における服務規律の厳格化と図ること」（大

阪府国旗国歌条例第１条）という目的が規定されておらず、「子どもが伝統と文化

を尊重し、それらを育んできたわが国と郷土を愛する意識の高揚に資するととも

に、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」という目

的に純化しており、大阪地判２０１５年１２月２１日判決がそのまま本件でも妥

当するわけではない。 

２ 大阪府国旗国歌条例と大阪市国旗国歌条例の間に存在する重要な差異 

（１）条例の文言上の差異 

大阪府国旗国歌条例はその１条において、条例の目的として、「国旗及び国

歌に関する法律・・・、教育基本法・・・、及び学習指導要領の趣旨を踏ま

え、府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、府民、とりわけ次代を担う子供が伝統と文化を尊重し、それ

らを育んできたわが国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を

尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと並びに府立学校及

び府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図ることを目的とする。」

として服務規律の厳格化をもその目的として掲げている。 

一方、大阪市国旗国歌条例は、その１条において、条例の目的として、「国

旗及び国歌に関する法律・・・、教育基本法・・・及び文部科学省が定める

学習指導要領の趣旨を踏まえ、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わが国と郷土を愛する意識の高

揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度

を養うことを目的とする。」としているのであり服務規律の問題として取り

扱っていない。このことは、大阪市国旗国歌条例が、端的に国旗国歌に対す
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る市立学校教職員の児童生徒に対する教育方法として、教職員による国歌の

斉唱を規定していることを意味している。 

（２）運用上の差異について 

上記（１）の差異は、大阪府と大阪市における「君が代」斉唱に係る教育

長からの文書にも現れている。 

大阪府は、２０１２年１月１７日付で教育長が府立学校教職員に対して

「入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について（通達）」と出

しているが（甲３４）、条例に規定されている旨の理由に基づき、国歌斉唱が

行われる学校行事において、式場内のすべての教職員に対して、起立斉唱す

ることを求めるものに止まっている。 

一方、大阪市は、２０１５年１月２３日付で、各校園長に宛て、「卒業式及

び入学式における国旗掲揚・国歌斉唱について（通知）」を発出している（甲

６）。そこには、「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、学習指導要領の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。」と記されているのであり、市立学校教員が自ら起

立斉唱することが児童生徒に対する教育方法として規定されているのであ

る。 

（３）大阪地裁２０１５年１２月２１日判決の誤り 

上記大阪地裁判決は、卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行

為を、一般的、客観的に見て「慣例上の儀礼的な所作」としての性質を有す

るものと認定している。しかし、下記第３の通り、国歌斉唱の際に起立する

ことについては、戦前・戦中の学校儀式に淵源が求められるのであり、価値

中立的な「所作」とは到底言い得ない。上記大阪地判は、その点を全く見落

とした上で、教職員に対して発せられた、卒・入学式における国歌斉唱の際

の起立斉唱を命ずる職務命令の目的、内容と、命令を受けたものの思想・良
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心の自由や信教の自由（上記大阪地裁判決に係る事件の原告は熱心なキリス

ト教徒である）に対する侵害の態様を「総合的に衡量」したというものであ

るから認定の前提が誤っており、結論も不当である。 

 

第３ 国旗国歌条例が違憲違法であること 

 

１ 被告の主張 

被告は、大阪地判２０１５年１２月２１日判決を引用しつつ、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沿う

ものであると主張する。 

しかし、国旗国歌法制定の段階で国歌斉唱の際には起立するという「旧来」か

らの「習慣」があったとは認めがたく、被告の主張はその前提を欠いたものであ

る。 

以下、詳述する。 

２ 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の意味 

すでに原告第１準備書面第２の２項で述べたとおり、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ものである。 

３ 国旗国歌法に関する国会答弁 

上記の背景を前提として国旗国歌法制定の政府答弁において、国旗国歌法が国

民に義務を課すものではないことが繰り返し言及されている。 

例えば、国旗国歌法制定当時の小渕恵三首相は、衆議院本会議で以下のように

答弁した（１９９９年６月２９日衆議院本会議議事録より）。 

「今回の法制化の趣旨は、これまで長年の慣行により、国民の間に広く定着

している国旗と国歌を成文法で明確に規定するものでありますことから、法
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制化に伴い、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えておりま

せん。・・・・政府としては、今回の法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義

務づけを行うことは考えておらず、したがって、国民の生活に何らの影響や

変化が生ずることとはならないと考えている旨を明らかにしたものであり

ます。 

なお、学校における国旗と国歌の指導は、児童生徒が国旗と国歌の意義を理

解し、それを尊重する態度を育てるとともに、すべての国の国旗と国歌に対

して、ひとしく敬意を表する態度を育てるために行っているものであり、今

回の法制化に伴い、その方針に変更が生ずるものではないと考えております。 

 法制化に伴う義務づけや国民生活等における変化に関するお尋ねであり

ましたが、既に御答弁申し上げましたとおり、政府といたしましては、法制

化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず、した

がって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。」 

また、当時の野中広務官房長官は、参議院総務委員会で以下のように答弁した

（１９９９年３月１２日参議院総務委員会議事録）。 

「国民に対しまして、例えば法律によって国旗の掲揚とか君が代の斉唱を義

務づけるべきであるとか尊重責任を詳細に入れるべきであるとか、こういっ

た御議論もあるわけでございますけれども、基本的には私、思想及び良心の

自由、すなわち憲法十九条にあります関係等を十分踏まえて、そしてこれは

対処をしていかなくてはならない問題であると思うわけでございます。」 

さらに、国旗国歌の教育のあり方に関連しては、国会において以下のような答

弁がなされている。 

１９９９年７月１日の衆議院内閣委員会において、政府委員の辻村哲夫氏は次

の通り答弁した（１９９９年７月１日衆議院内閣委員会議事録より）。 

「学校教育は、人格の完成を目指しましてさまざまな指導が行われるわけで

ございます。学校教育法等に基づきまして行われるわけでございまして、そ
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の指導の過程におきましては、子供たちの価値形成ということにかかわるわ

けでございます。しかし、内心に立ち入らないというのは、指導を受けまし

た子供たちが、指導を受けた後に、それぞれ指導された内容についてどのよ

うに判断をするのか、それについてどのように考えるのか、このことについ

てまで国家が一定の制限をしたりあるいは禁止したりする、このことは許さ

れないというふうに理解をいたしております。 

そこで、具体的な例ということでございますけれども、いろいろな事例があ

ろうかと思いますが、例えば国歌の例について申しますれば、いろいろな指

導を受けた後、しかし、やはり自分としては歌いたくないというような児童

がいる場合に、無理強いしてこれを斉唱させるというようなことになりまし

た場合には、やはりこの内心に立ち入らないということにかかわってくるの

ではないか、こんなふうに理解をいたしております。」 

２００６年３月２９日の衆議院文部科学委員会においては、政府参考人の銭谷

眞美氏は、以下のように答弁した。 

「少し答弁が長くなるのをお許しいただきたいと存じますけれども、学校に

おける国旗・国歌の指導は、国旗・国歌法の成立以前から行われていたとこ

ろでございます。児童生徒に我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを

尊重するとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるため

に行っているものでございます。このことは、児童生徒の内心にまで立ち入

って強制しようとする趣旨のものではなくて、あくまでも教育指導上の課題

として指導を進めていくことを意味するものでございます。 

また教員は、国旗・国歌法の成立以前から、学習指導要領を基準として教育

課程を編成し、これに基づいて国旗・国歌に関する指導を含め教育指導を実

施するという職務上の責務を負っているわけでございます。こうした学校教

育における国旗・国歌の取り扱いについて、その立場に変更はございません。 

それで、お尋ねの件でございますけれども、国旗・国歌につきまして、校長、
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教員は児童生徒に対し国旗・国歌の指導をするわけでございますけれども、

これは指導の結果までを求めるものではなく、あくまでも教育上、指導上の

課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。 

お話にございました当時の初等中等教育局長の答弁も、指導の結果、最終的

に児童生徒が、例えば卒業式にどういう行動をとるか、あるいは国旗・国歌

の意義をどのように受けとめるか、そういうところまで強制されるものでは

ないと答弁したものでございます。そのことは、児童生徒に対する指導の結

果までを求めるものではなく、あくまでも、教育指導上の課題として受けと

めて指導を進めることが必要であるという趣旨でございまして、その立場に

変わりはございません。」 

以上のように、国旗国歌法制定当時の議論において、国旗国歌法によっても国

歌斉唱等について義務づけを行うことはないことが前提とされていたし、学校現

場における国旗・国歌の指導についても、内心の自由との関係で、指導の結果（す

なわち児童生徒が国歌斉唱等を行うという結果を出すこと）までを求めるもので

はなく、あくまでも教育上、指導上の課題として指導を進めるにとどまることが

強調されていた。 

ちなみに、２００９年（平成２１年）９月９日大阪高裁判決（同裁判所平成２

１年（行コ）第６４号事件）は、補足説明において以下判示し、「君が代」斉唱が、

思想・良心の自由にかかわる行為であることを明らかにしている。 

「君が代という国歌が担ってきた戦前からの歴史的役割に対する認識や歌詞

の内容から，君が代に対し負のイデオロギーないし抵抗感を持つ者が，その斉唱

を強制されることを思想信条の自由に対する侵害であると考えることには一理

ある。とりわけ，『唱う』という行為は，個々人にとって情感を伴わざるを得ない

積極的身体的行為であるから，これを強要されることは，内心の自由に対する侵

害となる危険性が高い。したがって，君が代を斉唱しない自由も尊重されるべき

である。」 



12 

 

４ 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、国旗国歌法の目的を逸脱し、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。 

 

第４ 被告準備書面（１）・第５への反論 

 

１（１）被告は、原告が、東京都教委の１０・２３通達と甲３、甲６を対比して、

甲３が「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、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指摘したことについて、そのよ

うな指摘が形式的である旨、反論している。 

（２）確かに、大阪府の国旗国歌条例（甲２）は、甲３の大阪市条例と同様に「我

が国と郷土を愛する意識の高揚に資する」ことを謳ってはいる（１条）。 

 しかし、甲２は、甲３とは異なり、「服務規律の厳格化」をも目的に掲げて

いる（１条）。そして、大阪府立学校、大阪府下の市町村立学校（政令指定都

市を除く）における卒・入学式における国歌斉唱の職務命令は、２０１２（平

成２４）年１月１７日付教育長通達（甲３４）に基づいて行われているもの

であるところ、同通達は、国旗国歌条例が制定されているという理由付けで

起立斉唱を求めるという、服務規律の観点に着目したものになっている。被

告の甲６のように、教員に対する国旗・国歌の教育方法としての起立斉唱に

言及するようなものではない。 

 被告が指摘する大阪地判２０１５（平成２７）年１２月２１日は、そのよ
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うな、大阪府教育長の国歌斉唱にかかる教育長通達の内容に基づき、「愛国心」

に特段言及していないものである。 

 よって、被告のこの点についての反論は当を得ない。 

２ 被告は、原告が、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と主張していることについて、

そうだとすればなお一層原告の主張に法的根拠がなく、主張自体失当であるとす

るが、被告の当該主張は意味不明である。 

 原告は、児童・生徒の権利を主張する利害関係を有し、その利害関係を有する

ということによって、自己の法律上の利益として子どもの権利条約を援用すると

いう関係になり、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

い違法を理由として取消しを求め」ているものではない、ということを主張して

いるのであるから、主張自体失当ということには全くならない。 

 その上で、被告は、子どもの権利条約に関する原告主張に何ら応答していない。

原告は、教育者として、子どもを権利主体として位置づけ、おとなと同様ひとり

の人間としての人権を認め、加えて成長の過程での特別な保護や配慮を定める子

どもの権利条約はきわめて重要であると考え、本訴訟でも力点を置いて主張して

いるが、被告においても子どもの権利条約の重要性に鑑みて相応の反論をなされ

たい。 

３ 被告は、「教員の地位勧告」について具体的な法的効果を生じさせるものではな

く、主張自体失当であるとするが、当を得ない。 

 本件においても、憲法９８条２項を基礎にして、「教員の地位勧告」の内容を日

本国憲法の解釈の中で考慮する必要があり、その意味で、「教員の地位勧告」の趣

旨内容が憲法の解釈にあたって充填されるということになる。したがって、「教員

の地位勧告」に違反しているという主張は何ら失当ということにはならない。 

４ 被告は、原告の主張する自由権規約違反について、「本件戒告処分が自由権規約

等に違反するものではないことは明らかである」と特段の理由づけなく反論する
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が、全く反論になっていない。 

 また、原告は、自由権規約違反について具体的に指摘した上で、原告主張の補

強として自由権規約委員会における議論について詳細に紹介したものである。日

本国は１９７９年に自由権規約を批准しており、その違反は国内法的な効果を有

する（憲法９８条２項）。よって、自由権規約違反が本件において具体的な法的効

果を生じさせないという被告主張は、端的に誤りである。 

 

第２ 第６への反論 

 

１（１）被告は、原告が福岡高判２００６年１１月９日判タ１２５１号１９２頁を

引用して弁明の機会を例外なく保障する必要があるとした主張を、同判決が

免職処分に限定して判示したものであるとして、原告が判決の射程を誤って

いると主張するが当を得ない。 

（２）前記福岡地判の該当部分の正確な引用は以下の通りである。 

 

原判決は、熊本県における市町村立学校の教職員の懲戒手続について、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律３８条１項に定める市町村教育委

員会の内申をまって、同法４３条３項に基づき制定された熊本県市町村立

学校職員の分限及び懲戒に関する条例が準拠するところの熊本県職員の懲

戒に関する条例に基づいてなされること、そこには被処分者の弁明につい

ての規定は存在しないことを指摘した上で、「法令の規定上は告知・聴聞の

手続を被処分者の権利として保障したものと解することはできず、告知・

聴聞の手続きを取るか否かは処分をする行政庁の裁量に委ねられており、

手続上不可欠のものとは認められない。ただし、懲戒処分の中でも懲戒免

職処分は被処分者の実体上の権利に重大な不利益を及ぼすものであるから、

懲戒免職処分に際し、被処分者に対して告知・聴聞の機会を与えることに
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より、処分の基礎となる事実の認定に影響を及ぼし、ひいては処分の内容

に影響を及ぼす可能性があるときに限り、上記機会を与えないでした処分

は違法となると解される。」としているが、にわかに首肯することができな

い。いやしくも、懲戒処分のような不利益処分、なかんずく免職処分をす

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。 

 

 すなわち、前記福岡高判は、原判決が、告知聴聞の手続は原則として行政

庁の裁量に任されているが、懲戒免職処分に際し、被処分者に対して告知・

聴聞の機会を与えることにより事実認定に影響を及ぼし、ひいては処分内容

に影響を及ぼす可能性があるときには、告知聴聞の機会を与えないでした処

分は違法となる旨を判示したものを「にわかに首肯することができない」と

しているのであり、被告が主張するように、免職処分のみに射程を絞ったも

のではない。 

２ また、被告は、名古屋高判１９９７（平成９）年７月２５日（労働関係民事裁

判例集４８巻４号２９３頁、裁判所ウェブサイト登載）を引用して主張している

が、この名古屋高判についても、前記福岡高判が同日件の原判決について「にわ

かに首肯することができない」と批判した点が当てはまり、上記名古屋高判の判

示内容はやはり首肯できない。 

３ 次に、被告は、口頭で告げたこと、上申書を受け取ったことを根拠として、２

０１５（平成２７）年３月１６日が弁明の場であり、弁明の機会が与えられてい

る旨を主張している。しかし、事情聴取の最初に原告が質問したことで、市教委

は初めて原告に処分が決まるまでの手続きを説明したのであり、その場で、市教

委担当書（服務・監察グループ田岡係長）は、事情聴取の場が弁明の場であると

言ったが、原告が、弁明のために準備した文書である上申書（乙７）を、教育委
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員会会議や決定者の目にふれるようにしてほしいと要望したことに対しては、

「今の段階では決められない」と答えた（乙２３号証 １ページ）。上申書を受け

取り、原告が自分の気持ちを偽りなく述べたにも関わらず、田岡係長は、「反省」

を含む顛末書を、「勤務外の時間に、公用の罫紙は使わずに便箋等に、手書きで」

書くよう命じた。原告は、「反省していないのに反省していますとは書けません」

と答えた（乙２３号証 １９～２０ページ）。市教委は、上申書を原告の弁明とし

て内容的に検討する姿勢をもちあわせていなかったといえる。原告は、上申書（乙

７）を提出した上で、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

会を求めたものであるが、被告は、内容的な検討をしないまま、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。形式的に、「弁明

の機会」を付与すれば足りるというものではなく、実質的に、弁明の機会を保障

するのでなければ適正手続を踏んだことにはならない。 

以上 


