
月 日 曜日 時間 原告の主張 認否

20 木 原告が校長に対して海外旅行にかかわる届出を提出（甲18） 認める。

文科省が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

うに通知していたこと（甲3）
書証の存在は認める。

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ていたこと

（甲17）
書証の存在は認める。

大阪市は、検疫所長から検疫法に基づき新型コロナウィルス感染症に感染した恐れがあるとして停留された場合は職務免

除ができるとしていた。（甲6）
認める。なお、原告はこの場合に該当しなかった。

5 木 大阪市は、特別休暇の付与についてのみ通知を行った。（乙3） 乙３号証を定めたことは、認める。

12 木 23:45 原告が関西国際空港から出国 不知（ただし、積極的に争う趣旨ではない。）

17:00 原告が関西国際空港に帰国 不知（ただし、積極的に争う趣旨ではない。）

政府の感染症対策専門家会議は欧州からの帰国者に対して２週間の自宅待機を求めるよう厚生労働省に要請した。（甲5の

1）
書証の存在は認める。

政府は欧州からの入国者に対して検疫を強化し、検疫所長の指定する場所で２週間の待機及び公共交通機関を使用しない

ことを要請すると発表した。（甲5の2）
書証の存在は認める。

8:05

原告から学校に電話し、●●教頭と話す。原告が「昨日帰国して、新型コロナウイルス感染症対策専門家委員会が、欧州

からの入国者には2週間の待機を要請する方針を出したことを知ったが、今日は学校に行かない方がいいか。どんな扱いに

なるのか。」と言ったところ、教頭は「自宅にいてほしい。扱い等については調べてみる。」と答えた。

14:00
原告から教頭に架電し、勤怠の扱いについて聞いた。教頭は「調べている。」と答えた。原告は「PCR検査を希望してい

ることも伝えてほしい。」と言った（甲３５）。

8:03 35
否認する。上記のとおり、教頭は、原告に対し、令和2年3月18日の時点で原告の年休の残日数を伝え

ていた。

9:33

組合（笠松）から市教委（高橋）へのメールでの問い合わせを行った。「松田組合員について、特別休暇の対象かどうか

の確認の返信を、メールと電話でお願いします。もし対象外なら、２週間にもわたる欠勤・減給を避けるためには、出勤

を選ばざるを得ないので、勤務労働条件の問題として、至急の返答を要請します。」とのメールを送信した（甲３７の

２）。

認める。

18:00

組合（笠松）から原告に電話があり、「市教委組合担当から夕方に連絡があった。欧州等からの帰国者の2週間待機の正式

発動（21日）前の例は、原告の例が初めてとのことで、市長部局とも連絡を取って検討していて連絡が遅くなったとのこ

と。結果は、特別休暇の扱いは21日以降の帰国者でないとできないとのことで、原告の場合は、校長権限の範囲内で考え

てもらうしかないとのことだった。」と言った。

不知。

●●教頭が同日に原告と２回架電した事実は認め、その余は否認する。

原告が教頭に架電し、令和2年3月19以降に自宅待機した場合の勤怠について相談があった。

このときのやりとりとしては、まず、コロナの話から始まった。原告は、海外から帰ってきたこと、

コロナに感染していたらいけないので、令和2年3月31日まで出勤しない旨を明言していた。

教頭は、原告に対し、体調は大丈夫なのかと聞いたところ、原告は、今は問題ないが感染していたら

いけないので出勤しない旨を述べた。

教頭は、原告が令和2年3月31日まで休めるだけの年休が残っていたかを確認する必要があったので、

いったん電話を置いた。

その後、教頭から原告に架電し、原告の年休は残り1日であり、その1日は今日使うことになることを

伝えた（なお、正確には、原告が令和2年3月18日に年休を使用する前の時点で1日と4時間の年休が

残っていたが、そのうち1日は令和3年3月18日に使ったところ、残り4時間では翌19日の全日を年休に

することができないので、翌19日以降欠勤になることになる。）のであるが、原告はとにかく自分は

行かない旨を述べたのであった。

この時、教頭から原告に対して、出勤しなくてよいことを認めるような発言はしていない。
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18:20

●●副校長から原告に電話があり、「市教委から連絡があり、特別休暇は認められず、校長権限の範囲でやってもらうし

かないとのこと。校長権限でできることは、『休日出勤の振替』か、『承認研修として自宅で研修』くらいしかない。」

と言うと、原告は「それなら、自宅研修でお願いしたい。」と回答した。それに対し、副校長「校長から電話してもら

う。」と答えた。

下線部の意味は、可能性としての話をしただけであって断定したものではない。あくまでも制度とし

て存在するというレベルの話であった。原告も学校も、令和２年３月18日の時点で19日以降は欠勤と

なることの認識を持っていたものであり、欠勤の評価にはならない別の方法が見つかれば欠勤の評価

は回避できる、ということを認識していたものであり、仮にそれら方法がなければ本来とおり欠勤の

ままであるということの認識を持っていた。換言すれば、欠勤の評価を回避できる方法が見つからな

い場合は欠勤になるのであるから給料の減給をどうしても避けたい人間であれば出勤をするはずであ

るが、原告の場合は、18日の時点から、そもそもとにかく自分はいかないという結論を決めていた。

第1文～第2文は、概ね認める。ただし、「校長権限でできること」というのは、制度一般の話をした

にとどまり、本件において承認研修が認められるということまで回答したものではない。

第3文は、概ね認める。

18:53

●●校長から原告に電話があり、校長は「副校長から聞いてもらっていると思うが、意向を聞きたい。」と言ったため、

原告は「自宅研修でお願いしたい。」と答えたところ、校長は「3月19日から承認研修の扱いにする。関係書類は副校長

から送ってもらう。」と言った。原告は「資料を取りに行きたい。」と言ったところ、校長は「教頭に連絡してほし

い。」と答えた。

校長が原告に架電したこと、再度、原告の意向を確認したこと、原告が２つの選択肢のうち承認研修

を希望する旨を述べたこと、副校長から承認研修の関係資料をメールで送ってもらう旨を述べたこ

と、原告が資料をとりに学校に来たい旨を述べたことから教頭とやりとりしてほしい旨を述べたこと

は認め、その余は否認する。

校長は原告に対して、特別休暇は原告には認められないことを再度伝えたうえで、欠勤の評価を回避

できるか否か検討し得る措置としては休日出勤の振替と承認研修の可能性がある旨を伝えたにとどま

る。特に承認研修については、本件が原告を学校に来ないようにするということを目的とした利用に

なることから明らかに本来的利用ではなく、校長は教育委員会に対して本件において本当に利用でき

るのかを確認している最中であったことから、この時点で「3月19日から承認研修の扱いにする」な

どと言うはずがない。

校長は、承認研修という方法もとれるかもしれないと選択肢の一つとして示したのであり、承認研修

が使えると断定した発言はしていないことから、原告はそれを承知で承認研修でお願いしたい旨を述

べた。そうであればいずれにしても申請はあげてもらわなければならないので、申請書等の関係資料

を副校長から原告にメールさせる旨を述べたにとどまる。

19:10 副校長から原告に、メールで承認研修の書類（計画書・報告書）が送られて来た（甲７）。 認める。

その後 原告が教頭に電話し、3月22日（日）の15:00以降に資料を取りに行く約束をする。

認める。

なお、原告が指摘する「資料」とは、原告が担当していた新任教員に対する研修担当業務の資料で

あった。

当該業務は、自宅での承認研修が明らかに認められないものであり、学校でおこなうべきものであっ

た。原告もそれがわかっているからこそ、当該業務については承認研修の申請をおこなってきていな

いものと推察される。

20 金 12:19
市教委（髙橋）が●●校長に「本人の体調を確認するなど本人とも相談の上、必要と判断される感染防止策を実施いただ

きたい（部屋隔離、自宅待機等々）」と回答したことを報告した。（甲３７の２）

0:00 政府が検疫強化策を実施（甲5の3） 書証の存在は認める。

大阪市も同日以降の帰国者については特別休暇扱いとして２週間の職務免除を実施した。
原告の主張の趣旨が「同日より前の時点では特別休暇を認めていなかった」というものであれば、否

認する。被告は、令和2年3月1日からコロナ対策としての特別休暇制度を設けていた。

15:30
原告が家族の運転する車を使用して、学校に必要資料を取りに行った。この時、教頭から2020年度人事評価結果（第3区

分）を記載した人事考課シートを受け取る。
概ね認める。
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19:45

原告より承認研修計画書をメールで学校に送付した。計画書には、目的として「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」、内容として「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」、理由として「･･･公共交通機関を使って学校で勤務するより、自宅において上記内容の課題に取

り組む方がより適切な働き方であるとの判断による」と記載されていた。（甲7，8）

メールは届いていたが、日曜であったので管理職はその日のうちに確認していない。

また、原告がおこなったのはあくまで申請行為であり、校長が承認して初めて自宅での承認研修が認

められるのであるが、校長は当該承認をしたことはない。

8:00過ぎ 原告が副校長に電話し、前日の夜、承認研修計画書を送付したことを伝えた。 電話があったことは、認める。

不明
学校長が市教委を別件で訪問した際、学校長は市教委の給与・厚生グループの担当者に対し、原告の

件について「自宅研修という形で処理する」旨述べた（被告答弁書第２　２（４）ウ）。

22:11
山本氏がヨーロッパから帰ってきた歳の自宅待機については、仕事をしていたとしても「自宅研修」となるため承認研修

は認められないと思うとのメールを発信した（甲３７の２）。

10:42

校長から原告に電話があり、校長は「市教委から自宅での承認研修は認められないとの連絡があった。教頭のメモによる

と49号22条の規定からということのようだ。２５日から出勤してほしい。」と言われたため、原告は「コロナウイルス感

染症拡大防止が言われている現状で、自宅研修が認められず、電車で通勤せよというのは納得できない。組合からも問い

合わせてもらう。」と回答した。

概ね認める。因みに、出勤しないと給料がでないままであることが続くことになるという趣旨での説

明である。それにも拘らず、原告は、結論に納得ができずそれへの拘りが故に、出勤の行動をとらな

かった。

11:12
原告より校長に架電し、原告は「自宅研修が認められないという根拠の49号22条についてもう少し知りたい。」と尋ねた

ところ、校長は「（市教委に）聞いてみる。」と答えた。
概ね認める。

12：00頃

校長から原告に電話があり、校長は「給与・厚生グループの髙橋さんも何とかしたいと動いてくれている。吉村知事の３

月２０日のメッセージも、３月５日から１９日の帰国した人に対しても要請があることを根拠にできないかということも

検討してもらったが、駄目だとのこと。」と言った。

概ね認める。

13:24

副校長から原告に電話があり、副校長は「１９日、２３日、２４日の勤怠の扱いは休日出勤の振り替えで行い、２５日か

らは３号館１階の調理室での勤務でどうか。」と言ったところ、原告は「電車に乗って出勤ということになる。欧州から

の帰国者は公共交通機関に乗るべきでないとされているのに、それと違うことをすることになる。一部局の判断がおかし

いのではないか。市長にも問いたい気持ちだ。組合からも問い合わせてもらっているので、それを待って判断する。」と

回答した。

概ね認める。

特別休暇が認められず、承認研修が認められない以上、出勤しない限りは欠勤を免れることはできな

かった状況で、副校長からは、３号館１階の調理室での勤務を勧めたものである。学校は昨年８月末

に新校舎が完成してそちらに引越をし、３号館は通常使用していない校舎となっていたこと、さら

に、1階の調理室には空調設備があることから、生徒や教職員との接触をすることなく勤務できる場

所である旨も伝えていたが、それでも原告は拒否をした。

そこで、副校長は、出勤しなければ欠勤となり、今後も減給になる旨を伝えたのであるが、それに対

して原告は、減給になってもかまわない旨を回答したのである。

20:40 原告から中学校に校長宛の「お願い」をメールで送信した(甲３６)。 メールの送信があったこと自体は認める。

20:44 原告から教頭に電話し、メールを送ったことを伝えた。 不知。

8:15 原告から校長に架電し、昨日メールで送った「お願い」文書を市教委事務局に届けてほしいと要請した。

概ね認める。

なお、この時であったか明確ではないが、校長は、原告に対して、出勤しなければ欠勤になるが本当

によいのかと再確認したところ、原告からは、それでよい旨の回答があった。

9：15頃

組合（笠松）から市教委へ「至急の要請」をメールで送信した。その内容は、「年度末で年休の残日数がない中で、当該

組合員は既に欠勤（減給）状態で至急の回答を求めています。組合から重ねて、『出勤』指示の取り消しと、取り消さな

い場合は、『この「出勤指示」が3月24日付メッセージを出した松井一郎・対策本部長が知った上での判断で、責任は本

部長にある』ことを明示してください。欠勤状態が続くので、至急の回答を要請します。」であった。（甲9）

概ね認めるが、令和2年3月24日付メッセージは大阪市民に宛てたものであり、教職員の職務免除の話

とは関係がないことを断っておく。

13：00頃？ 市役所において組合（笠松）から市教委の組合担当者（砂・高橋）に「至急の要請」の内容を説明した。 正確な時間は不明であるが、概ね認める。

その後

市教委組合担当（高橋）から組合（笠松）に電話があり、高橋氏は「松田さんはPCR検査は希望しているのか？」と言っ

たため、笠松は「（原告は）希望していることを管理職に伝えると言っていたので、希望を伝えているのではないか」と

問うた。

概ね認める。

14：40頃？

組合（笠松）から市教委組合担当（高橋）に架電し、高橋氏は「使える情報がないか調べている。厚労省HPに海外からの

帰国者の扱い（どの国のどの地域から帰国したのかによる違い）が載っていたので、アドレスを送るので確認してほし

い」と言った。

正確な時間は不明であるが、概ね認める。
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9:38

原告より校長に架電し、「お願い」を市教委事務局にあげておく必要性を指摘したところ、校長は「『お願い』の印刷し

たものは見たが、データがどこにあるのかわからない」と言ったため、原告は「3月24日夜にRisuMailに送り、その後、

教頭に電話した」と回答した。

原告から校長に架電があったことは、概ね認める。

13：30頃？

組合（笠松）から市教委事務局制度担当（高橋）にメールで以下の内容を要請した。要請事項は「市教委として、校長に

よる『自宅研修』措置は認めず、『出勤』と判断した現時点での決裁結果を、松井一郎・対策本部長に報告すること」と

求めた。

概ね認める。

市教委において、市教委事務局制度担当（高橋）が教職員なかまユニオンの質問書に対する回答(Q&A)（甲３７の１）を

資料として提示し、その内容について、教職員給与厚生Gの担当課長窪田氏、服務監察Gの担当課長松井氏及び山本教育長

の三者で了承する会議を行った。そして「教育委員会としては出勤して差し支えない状況と判断」した。

⒘:00頃？ 組合（笠松）から市教委事務局制度担当（高橋）にメールでの要請事項を直接説明した。 正確な時間は不明であるが、概ね認める。

27 金 13:41

原告から大阪市新型ウイルス受診相談センターに架電した（8度目でつながる）。原告の状況（欠勤扱い）説明に対して電

話対応者（城谷）は「所属長の指示に従ってとしか言えない」と回答し、原告は「感染症対策本部長・松井一郎市長の判

断を求めている。こういう訴えがあったということを上にあげてほしい」と言ったところ、対応者（城谷）は「共有して

上にも上げる」と回答した。

原告から電話があったこと及び対策本部に情報を上げるよう要望があったことは概ね認める。

センターは、原告に対し、原告の所属長に相談するように伝えた。

8:20
原告から教頭に架電した。原告は「管理職人事の結果は？」と聞いたところ、教頭は「校長・副校長は残留。自分（教

頭）は●●中学」となった。「初任研最終提出書類について、校長と相談しておく」と答えた。

この日であったかは不明であるが、教頭は原告に対し、人事異動に係る内示の結果、原告が翌年度も

●●中学校の配置に決まったことは伝えた。

9：00すぎ？

原告から校長に架電し、原告は「3月24日付『お願い』は市教委にあげてもらっているか」と尋ねたところ、校長は

「『お願い』は教頭から3月25日に紙でもらった。『欠勤でいい』と聞いている。あげる必要があるのか。」と言ったた

め、原告は「今後のこともあるのであげてもらわなければ困る。RisuMailにもう一度送る。」と言った。

原告指摘の日時であったかは不明であるが、原告が校長に対して督促をおこなったこと、校長が教頭

から原告は欠勤でよいと聞いている旨を原告に伝えたことは、概ね認める。

原告の主張にたったとしても、校長が原告に対して「欠勤でいい」と聞いている旨を述べたことに対

して、原告は、「今後のこともあるのであげてもらわなければ困る」と回答するにとどまっており、

原告が欠勤でよいと伝えていたことを否定していないことが判る。

9:14 原告が再度校長へ「お願い」と題するメールを送付した（甲７）。

9:17
原告から教頭に架電し（「校長は部屋を空けている」）、原告は「『お願い』をメールで送ったのでよろしく。」と言っ

た。
不知。

9:21

原告から市教委給与・厚生担当（高橋）に架電し、原告は「服務・監察担当穂木さんに電話して自宅での研修を認めない

とした判断の根拠を聞きたいが、私の『お願い』文書（あるいは、3月25日付の組合の『至急の要請』）は穂木さんに届

いているか知りたい」と尋ねたところ、高橋氏は「少なくとも上席には届いているが、穂木に届いているかどうかはわか

らない。確認して連絡する。」と言った。

概ね認める。

10:03

市教委（高橋）から原告に電話があり、高橋氏は、「穂木は一日不在。私から自宅研修が認められない根拠について説明

する。ビーネットポータルに載せている学校への公開文書『教育公務員特例法第22条第2項の規定に基づく研修の取り扱

いについて』（教委校全49号　平成22年7月9日　最終改正平成26年7月4日）の留意事項6の（2）に『特に自宅を研修場

所とする場合は原則承認しない』という文言があること。松田さんの場合が特別休暇にあたらないことは、市長部局の人

事室とも情報共有・判断の上でのことで、教職員なかまユニオンの『至急の要請』についての情報も共有している。『自

宅での研修を認めない』という判断は、教育委員会内の判断であるが、コロナ感染症のこともあるので、教育長も知った

うえでの判断である。」と言った。

概ね認める。

26 木
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原告が学校に出勤し、承認研修報告書と成果物（「2019年度末●●中学校での働き方のまとめ」「不登校生に対するかか

わり方の経過とその中で見えてきたこと」「2018年度から2019年度個別事例」「かかわってきた不登校生（4人）につい

て、かかわりの経過と現状・わかったこと・課題」）を校長に提出した。

認める。

14:50

組合からの質問（「松田組合員の『自宅研修は認めず、出勤指示』の教育長責任での判断結果を、感染症対策本部長（松

井市長）に『報告したか、しなかったか』の事実だけは、教えてください」）への市教委からの回答の報告が組合MLに送

られてきた（発信者　笠松）。市教委の回答は、「先日伝えましたとおり、松田組合員につきましては、帰国時期や当時

の健康状態を勘案し、通常の勤務にあたっていただいて差支えないと考えております。お申し出の件については、特にコ

ロナ感染症対策本部としての判断が必要な事案ではございませんので、特段の報告はしていません。」であった。

認める。

4

1 水



2 木
原告は、2019年度3学期初任者研修報告書の原案を●●新教頭に渡し、校長決裁を経て、校長印を押した書類を教育セン

ターあてに逓送便で送付した。

概ね認める。なお、原告指摘の書類は提出期限が令和2年4月6日であったが、年度始まりは全教職員

が多忙であり、また、年度替わりで異動もあり得ることから、余裕を持って令和2年3月中には提出す

べきものであったが、原告は令和2年4月2日になってからようやく提出してきた。実際、同校の人事

異動において、教頭は●●から●●に替わっており、着任早々の●●新教頭が原告指摘の書類の内容

を確認することとなり、十分な協議ができないままに校長の決裁を求めることとなった。

なお、原告の提出のタイミングからして、原告が、欠勤中に初任者研修報告書を作成していたことは

明らかであるが、学校でおこなわなければならない当該報告書作成業務を無理矢理自宅でおこなった

ことからしても、原告に承認研修が認められる余地などなかったことがわかる（すなわち、原告は、

学校に来て初任者研修報告書を作成しなければならなかったのであるから、承認研修は認められるべ

くもなかったということである。）。
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