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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 ５ 準 備 書 面 

 

                   ２０２２年１月３１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、被告の準備書面（３）に対する反論を行うとともに、子どもの権利

条約に関する追加の主張等を行う。 

 

第１ 被告準備書面（３）第１に対する反論（思想良心の自由の侵害に関連して） 

 

１ 被告は、「卒業式という公式の行事において、教師という立場にある原告がルー

ルに従わない姿を見ることで保護者、来賓、生徒に影響が生じており、その場が

ざわつかなくとも混乱が生じていたことは明らかである」などと主張する。 

 この被告主張は、生徒が教職員の不起立を見る可能性があるような行動を取る
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こと自体が、処分に相当する非違行為であるという主張として理解される。 

２ しかるに、現実には、生徒や保護者等も含めて、卒業式などにおける国歌斉唱

を肯んじ得ない者は必ず一定数存在する（思想の自由が認められている民主主義

国家においては当然である）。にもかかわらず、国歌斉唱に疑問を持ち、不起立す

る者がいることを殊更に隠し、全員が起立・斉唱する場面を演出しようとするこ

とは、公共団体である被告として、生徒や保護者等、儀式的行事への参列者に一

方的な観念を植え付ける行為に外ならず、極めておぞましいものである。 

 そして、そのような行為を職務命令によって強制することは、思想良心の自由

に対する侵害にほかならない。 

 

第２ 被告準備書面（３）第２に対する反論（大阪市条例・教育長通知と学習指導

要領の関係について） 

 

１ はじめに 

 被告は、大阪府の教育長通知と被告の教育長通知とが、ともに学習指導要領を

踏まえたものであり、実質的には差違がない旨を主張する。 

 この被告主張に対しては、学習指導要領の法的性質を踏まえて反論する必要が

あると考えられる。 

２ 学習指導要領の法的性質 

（１）いわゆる伝習館高校事件の最判１９９０年１月１８日（昭和５９年（行ツ）

４５号（集民１５９号１頁））は、高等学校の学習指導要領について「法規と

しての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができ」

るとした。 

 そして、同原審（福岡高判１９８３年１２月２４日（昭和５３年（行コ）

２６号）判時１１０１号３頁）は、「高等学校教育における機会均等と一定水

準の維持の目的のための教育の内容及び方法についての必要かつ合理的な
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大綱的基準を定めたものと認められ、法的拘束力を有するものということが

できるが、その適用に当っては、それが「要領」という名称であること、「大

綱的基準」であるとされること、その項目の目標、内容、留意事項等の記載

の仕方等から明らかなように、その項目を文理解釈して適用すべきものでは

なく、いわゆる学校制度的基準部分も含めて、その項目及びこれに関連する

項目の趣旨に明白に違反するか否かをみるべきものと解するのが相当であ

る。」と判示した。 

（２）このように、判例は学習指導要領について法規性を承認したとされている

が、ここでいう法規制とは、大綱的基準としての法的拘束力をいうのであり、

一言一句文理解釈して適用しなければならないという類の法的拘束力まで

は承認されていないものと理解される。 

（３）また、学習指導要領については、そもそも、同要領が各学校に教育課程編

成権を認めているということを見過ごすことは出来ない。 

 例えば、中学校学習指導要領（１９９８年文部省告示第１７６号（２００

３年文部科学省告示第１７３号・一部改正））の「第１章 総則」においては、

「各学校においては、法令及びこの章以下に示すところに従い、生徒の人間

として調和のとれた育成を目指し、地域や学校の実態及び生徒の心身の発達

段階や特性等を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとする。」と規

定されている。 

 すなわち、教育課程編成権は各学校にあるのだから、同要領第４章・第３・

３に「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚する

とともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」と規定されていたとし

ても、その指導方法については各学校において決めるべきということになる。 

（４）さらに、学習指導要領については、その大綱的性格から、国歌斉唱につい

ても「指導」することは規定することが出来ても、「起立斉唱させる」という

結果までは要求していない。 
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 このことは、過去の国会における政府答弁でも再三確認されている。例え

ば、１９９９年８月４日の衆議院文教委員会で、政府委員として答弁した御

手洗康文部省初等中等教育局長は、次のように答弁している（甲３５）。 

「これに対しまして、学校教育におきましては、・・・・文部大臣が定めて

おります学習指導要領におきまして、我が国の学校教育におきます国旗と

国歌の指導について、全国的にすべての学校で教えなければならない基準

ということでお示しをしているわけでございまして、学校の教員並びに校

長は、この学習指導要領に基づきまして適切に教育課程を編成し実施しな

ければならない、こういう法的な関係に立つわけでございまして、最終的

に子供たちがその指導をどう受けとめるかということは、これは教育の指

導の結果の問題でございますので、そこまで学習指導要領は義務づけてお

りません。 
 子供は当然、通常の場合に、学校が定められた教育活動に主体的に参加

していく、これは教育活動の本来持っております作用でありますし、教員

はそういった教育活動の本来的な作用に従って児童生徒を指導していくと

いうことでございますけれども、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いう意味で、

強制するものではないと申し上げているところでございます。」 
 また、２００６年３月２９日の衆議院文部科学委員会でも、政府参考人と

して答弁した銭谷眞美文部科学省初等中等教育局長は、次のように答弁して

いる（甲３６）。 

「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
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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、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。」 
 これらの累次の政府答弁から考えても、学習指導要領を根拠に求めること

が出来るのは「指導」の範囲に止まるのであり、その範囲を超えて学校現場

や個々の教員に命令をするのは、学習指導要領から明らかに逸脱している。 

３ 本件大阪市条例や教育長通知の学習指導要領との関係における違法性 

（１）前述の通り、学習指導要領は大綱的基準としての法的拘束性を有するに止

まっており、その大綱的性格から、国歌斉唱についても「指導」することは

規定することが出来ても、「起立斉唱させる」という結果までは要求していな

い。また、教育課程編成権は各学校にある。 

 にもかかわらず、大阪市条例や教育長通知は、教育内容の一部である「特

別活動」の一内容である卒業式や入学式のあるプログラムについて、公共団

体が条例化して義務化したり、教育長が通知して全学校に一定の方法によっ

て実施させたりしているが、学習指導要領の大綱的性格にも合致せず、違法

のそしりを免れないものである。 

（２）なお、被告は、小学校学習指導要領の音楽で「君が代」について「いずれ
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の学年においても歌えるよう指導すること」とされていることを教育長通知

は踏まえていると主張しているが、この主張は端的に誤りであろう。すなわ

ち、小学校学習指導要領の音楽で「君が代」について「歌えるよう指導する

こと」とされたのは２０１７年告示による現行の学習指導要領からであり、

本件卒業式当時の学習指導要領では「いずれの学年においても指導すること」

とされていたにとどまる。 

 大阪市における教育長の通知が、小学校音楽の学習指導要領をも踏まえて

いるというのであれば、その意味でも逸脱である。 

 この点については、後記第５で詳論する、大阪高裁２００９年９月９日判

決（同裁判所平成２１年（行コ）第６４号事件（判例集非登載）。甲４５）が、

「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。」と判示していることにも留意が必要である。 

 

第３ 被告準備書面（３）第３に対する反論 

 

１ 被告は、大阪府におけるいわゆる「日の丸・君が代」事件の判決の一つである

大阪地判２０１５年１２月２１日（乙１４）を引用している。 

２ この点に関連して、大阪における別の事件についての判決を指摘しておきたい。 

 大阪高裁２０１９年５月２３日判決（同裁判所平成３０年（行コ）第５０号・

裁判所ウェブサイト登載（甲３７））は、大阪府立学校の教員７名が、それぞれ卒

業式や入学式における「君が代」不起立で戒告処分を受けたことに関する処分取

消訴訟であるが（原告のうちの一人が、乙１４の原告でもある）、その原審である

大阪地裁２０１８年３月２６日判決（同裁判所平成２７年（行コ）第５０号・裁

判所ウェブサイト登載）判決のうち、５１頁２０行目から２３行目を改めている
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（甲３８の１、３８の２）。 

 具体的には、原判決で、 

「本件通達及び本件各職務命令は、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ることなど

を生徒らに感得させることを目的とするものであり」 
と判示していた部分を、高裁判決において、 

「本件通達及び本件各職務命令は、前記認定説示のとおり、君が代が国歌と

定められていることを踏まえ、また、入学式や卒業式等の儀式的行事の意義、

在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿って、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

図る目的を有するものということができ」 
と改めたものである。 

３ 同判決は、乙１４と同様に、あくまでも大阪府条例、大阪府教育長通知が問題

になっているものであるから、本件においては参考程度にしかならないことに留

意しつつ主張すると、乙１４の判決も、「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」との判示があるところ（同判決２７頁）、国

旗国歌について「感得」させるために起立斉唱を行うというのはさすがに問題で

あると言わざるを得ない。乙１４も甲３８の１も、本件と同じ大阪地裁第５民事

部の判決であるが、前述のような問題点をはらんだ判決であることについては念

のため指摘しておきたい。 

 

第４ 被告準備書面（３）第４に対する反論 

 

１ 被告の主張 

被告は、①「被告の教育長通知と大阪府の教育長通知の些細な記載内容の違い

を指摘して大阪市国旗国歌条例と大阪府国旗国歌条例の目的が異なると主張す
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るのは失当である」こと、②東京地判２０１６年４月１８日判決を引用しつつ「本

通達及び本件職務命令が自由権規約１８条に違反すると認められるか否かにつ

いての判断は、憲法１９条及び憲法２０条に違反すると認められるか否かについ

ての判断と異なるとことはなく、憲法１９条及び憲法２０条違反ではないと解さ

れる場合には、自由権規約１８条違反の事実も認められないと解される」こと、

③「原告は、自由権規約違反の主張等、審査請求当初に主張していなかった論点

を次々に追加するが、自由権規約違反と憲法違反の判断が異ならないことは、裁

判例を調査すれば容易に判明することである。本主張のように徒に争点を拡大す

ることは訴訟の適切な進行を阻害するものであって、厳に慎むべきである。」と主

張するが、以下にのべるとおり、いずれも前提事実を看過したもの又は条約の解

釈を誤解した主張であるから失当である。 

２ 原告の反論 

（１）被告主張①に対して 

既に述べたとおり（原告第３準備書面 第４参照）、大阪府の国旗国歌条例

（甲２）は大阪市の国旗国歌条例（甲３）とは異なり、服務規律の厳格化を

目的に掲げており、大阪府の教育長通知（甲３４）をみても、大阪府は国旗

国歌条例が制定されているという理由付けがなされ教員の服務規律に主眼

を置いており、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

している大阪市のものとは明らかに異なっている。 

さらに、被告の甲６については、教員に対する国旗・国歌の教育方法とし

て起立斉唱に言及しており、大阪市の教員を媒介して間接的に児童生徒の思

想良心の自由も侵害するものである。 

大阪府及び大阪市間に存在する上記の相違を考慮すれば、両者の目的は異

なっているといえることから、被告の主張①は前提事実を看過した主張であ

り失当である。 

（２）被告主張②に対して 
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被告は、東京地判２０１６年４月１８日判決を引用しつつ、憲法１９条及

び憲法２０条違反ではないと解される場合には、自由権規約１８条違反の事

実も認められないと主張している。 

しかし、上記判決は、憲法１９条及び憲法２０条に違反しないことをもっ

て自由権規約１８条に違反しないとしているが、自由権規約の解釈を看過し

たまま、憲法１９条及び憲法２０条が自由権規約１８条と同義であると決め

つけ、結論を導いている点で論理の飛躍がある判決である。 

ア ２０１７年７月自由権規約委員会「第７回日本政府報告審査Ｌｉｓｔ 

ｏｆ Ｉｓｓｕｅｓ」パラグラフ２６ 

上記第７回日本政府報告審査に先立ち第６回日本政府報告審査Ｌｉｓ

ｔ ｏｆ Ｉｓｓｕｅｓにおいて日本政府はその報告書の中で、起立斉

唱命令は思想良心の自由の間接的制約には当たるが憲法違反とまでは言

えないという『最高裁判決文（２０１１年６月６日）』を引用していた。 

しかし、自由権規約委員会は、「第７回日本政府報告審査Ｌｉｓｔ ｏ

ｆ Ｉｓｓｕｅｓ」パラグラフ２６において以下のように質問した。 

記 

「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。」（甲２４・８９頁） 

以 上 

上記のように自由権規約委員会は、「最高裁判決で認められれば自由権

規約でも同様に通用する」とは考えておらず、「１０・２３通達」が自由

権規約に適合する内容かどうかについて、日本政府に説明を求めている。 

以上の経過からすると、国際法の解釈としては、国内の裁判例を根拠

に自由権規約に違反しないと主張することはできないのは当然であるに
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もかかわらず、被告は、東京地判２０１６年４月１８日判決を根拠に本

件通達及び職務命令が自由権規約に反しないと主張しており、主張自体

が失当である。 

イ 憲法１９条及び２０条と自由権規約の保障内容が異なること 

被告の引用する東京地判２０１６年４月１８日判決は、「憲法と規約の

規定が設けられている趣旨及び人権として有する原理は同じであり、憲

法１９条及び憲法２０条の定める人権保障の内容及び程度は普遍的なも

のと考えられるから、これらの規定の定める人権保障の程度が自由権規

約１８条に定める人権保障の程度よりも低いレベルのもの（逆にいえば、

自由権規約１８条が憲法により保障されているよりも高度の人権保障を

定めたもの）とあえて解すべき根拠は見当たらない。」としている。 

しかし、上記判決は原理が同じであるから人権保障の程度も同じと決

めつけるのみで具体的な法解釈および事実認定をすることなく結論を導

いていることから論理の飛躍があり妥当ではない。 

既に述べたとおり（原告第１準備書面第４・４）、憲法１９条及び憲法

２０条と自由権規約１８条は、条項の文言だけでも大きく相違しており、

両者の保障内容が異なっていることは明らかである。さらに、憲法１９

条及び憲法２０条は定義があいまいな公共の福祉又は制約の根拠が明ら

かではない事由によって人権の制約を受けていることがあるが、自由権

規約１８条は第３項において、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範

囲において、法律で定めることによって人権制限が許容されると規定し

ており、自由権規約委員会は当該基準に沿って厳格に審査を行っている。

そうすると、自由権規約１８条の審査方法は、日本の裁判所の合憲性判

断の基準と比して、全く異なっており、上記判決のような結論を導くこ

とができないことは明白である。 
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ウ 小括 

したがって、憲法１９条及び憲法２０条に違反しないことがただちに

自由権規約１８条に違反しないことに帰結するものではない。 

（３）被告主張③に対して 

被告は、自由権規約違反と憲法違反の判断が異ならないことは、裁判例を

調査すれば容易に判明することである。本主張のように徒に争点を拡大する

ことは訴訟の適切な進行を阻害するものであって、厳に慎むべきであると主

張しているが、当該被告の主張は近似の判例を看過した主張及び「条約法に

関するウィーン条約」２７条の解釈を誤解した主張であり失当である。 

ア 自由権規約違反と憲法違反の判断が異ならないことは、裁判例を調査

すれば容易に判明することであるとの主張について 

被告は、東京地判２０１６年４月１８日判決のみ引用しているので、

被告の指摘する裁判例自体が不明であるが、それを差し置いたとしても、

以下にあげるように、近年において自由権規約をはじめとする国際人権

諸条約が、裁判規範として国内裁判で判決の中に採り入れられている実

例が増加していることが事実であるから、被告の主張は近年の判例を看

過した主張で失当である。 

（ア）自由権規約の国内法的位置づけ 

 国際人権（自由権）規約は我が国において１９７９年６月日批准

され、同年９月２１日発効した。条約の効力については、日本国の

場合、「特別の国内法を制定する必要はなく、条約が公布されること

によって国内法的効力を持つに至ると解せられ」ている（憲法Ｉ 

新版 清宮四郎 法律学全集 有斐閣 ４３７頁等）。 

判例によると、国際人権（自由権）規約は、「その内容に鑑みると、

原則として自力執行的性格を有し、国内での直接適用が可能である

と解せられるから（Ｂ規約）に抵触する国内法はその効力を否定す
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ることになる。」（指紋押捺拒否者の逮捕に関する国家賠償請求事件 

大阪高裁第２民事部１９９４年１０月２８日判決（判タ８６６号５

９頁）、受刑者の接見妨害国家賠償請求事件 徳島地裁１９９６年

３月１５日判決（判タ９７７号７３頁））。 

（イ）近似の裁判例 

近時の裁判例において国際人権諸条約に触れたものを例示する。 

①２０１３年非嫡出子相続分規定差別違憲最高裁大法廷判決（最大

判２０１３年９月４日・民集第６７巻６号１３２０頁） 

「３．本件規定の憲法１４条１項適合性について 
（２）ウ 我が国は、昭和５４年に「市民的及び政治的権利に関す

る国際規約」（昭和５４年条約第７号）を、平成６年に「児童の権利

に関する条約」（平成６年条約第２号）をそれぞれ批准した。これら

の条約には、児童が出生によっていかなる差別も受けない旨の規定

が設けられている。また、国際連合の関連組織として、前者の条約

に基づき自由権規約委員会が、後者の条約に基づき児童の権利委員

会が設置されており、これらの委員会は、上記各条約の履行状況等

につき、締約国に対し、意見の表明、勧告等をすることができるも

のとされている。 
 我が国の嫡出でない子に関する上記各条約の履行状況等につい

ては、平成５年に自由権規約委員会が、包括的に嫡出でない子に関

する差別的規定の削除を勧告し、その後、上記各委員会が、具体的

に本件規定を含む国籍、戸籍及び相続における差別的規定を問題に

して、懸念の表明、法改正の勧告等を繰り返してきた。最近でも、

平成２２年に、児童の権利委員会が、本件規定の存在を懸念する旨

の見解を改めて示している。 
（４）本件規定（民法９００条４号ただし書き）の合理性に関連す
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る以上のような種々の事柄の変遷等は、その中のいずれか一つを捉

えて、本件規定による法定相続分の区別を不合理とすべき決定的な

理由とし得るものではない。しかし、昭和２２年民法改正時から現

在に至るまでの間の社会の動向、我が国における家族形態の多様化

やこれに伴う国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢及び我が国

が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指

摘、嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制等の変化、更にはこ

れまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察

すれば、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認

識されてきたことは明らかであるといえる。そして、法律婚という

制度自体は我が国に定着しているとしても、上記のような認識の変

化に伴い、上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子に

とっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてそ

の子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、そ

の権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているもの

ということができる。 
 以上を総合すれば、遅くともＡの相続が開始した平成１３年７月

当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でな

い子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたという

べきである。したがって、本件規定は、遅くとも平成１３年７月当

時において、憲法１４条１項に違反していたものというべきであ

る。」 
②２０１３年京都ヘイトスピーチ事件 京都地裁判決２０１３年

１０月７日（判時２２０８号７４頁） 

「憲法９８条２項は、わが国が締結した条約を誠実に遵守すること

を定めており、このことから、批准・公布した条約は、それを具体
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化する立法を必要とする場合でない限り、国法の一形式として法律

に優位する国内的効力を有する。 
 人種差別撤廃条約２条１項は、締結国に対し、人種差別を禁止し

終了させる措置を求めているし、人種差別撤廃条約６条は、締結国

に対し、裁判所を通じて、人種差別に対する効果的な救済措置を確

保するよう求めている。これらは、締結国に対し、国家として国際

法上の義務を負わせるというにとどまらず、締結国裁判所に対し、

その名宛人として直接に義務を負わせる規定であると解される。 
このことから、わが国の裁判所は、人種差別撤廃条約上、法律を同

条約の定めに適合するように解釈する責務を負う。」 
③１９９７年受刑者接見妨害国家賠償請求事件 高松高裁判決１

９９７年１１月２５日（判時１６５３号１１７頁、判タ９７７号６

５頁） 

「憲法９８条２項は「わが国において、条約は批准・公布によりそ

のまま国法の一形式として受け入れられ、特段の立法措置を待つま

でもなく国内法関係に適用され、かつ、条約が一般の法律に優位す

る効力を有することを定めているものと解される。もっとも、わが

国が締結した条約の全てが右の効力を有するものではなく、その条

約が抽象的・一般的な原則あるいは政治的な義務の宣言にとどまる

ものであるような場合は、それを具体化する立法措置が当然に必要

となる。……Ｂ規約〔自由権規約〕は、自由権的な基本権を内容と

し、当該権利が人類社会のすべての構成員によって享受されるべき

であるとの考え方に立脚し、個人を主体として当該権利が保障され

るという規定形式を採用しているものであり、このような自由権規

定としての性格と規定形式からすれば、これが抽象的・一般的な原

則等の宣言にとどまるものとは解されず、したがって、国内法とし
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ての直接的効力、しかも法律に優位する効力を有するものというべ

きである。」 
以上の通り、近時の裁判例においては自由権規約を含めた国際人

権諸条約に個別に触れる形で憲法判断がなされており、憲法に反し

ないからと言ってただちに自由権規約に反しないという結論には

ならない。 

したがって、東京地判２０１６年４月１８日判決の一例を引用し

て、自由権規約違反と憲法違反の判断が異ならないことは、裁判例

を調査すれば容易に判明することであると主張する被告の主張は、

根拠を欠いたもの又は近時の判例を看過した主張であり失当であ

る。 

イ 自由権規約違反の主張が訴訟の適切な進行を阻害するとの主張につい

て 

上記（２）ないし（３）において述べたとおり、被告の主張は、前提

事実を看過したもの及び条約の解釈を誤ったものであるから主張自体失

当であるが、以下に述べるとおり、被告の自由権規約違反の主張が訴訟

の適切な進行を阻害するとの主張自体も下記の通り「条約法に関するウ

ィーン条約２７条」に反する主張で、主張自体違法である。 

（ア）地方自治体の条約遵守義務にについて日本政府の立場（１９９２

第３回政府報告より ＣＣＰＲ／Ｃ／ＪＰＮ／３）について 

日本政府は自由権規約委員会に上記の点について以下のとおり

報告を行っている。以下の日本政府の報告からすると、市民である

原告が自由権規約に反することを主張できることは明らかである

にもかかわらず、自由権規約に反する主張を行うことが訴訟の円滑

な進行を害するなどとする被告の主張自体が違法である。 

記 
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「４.「市民的及び政治的権利に関する国際規約」と国内法規との関

係 
（ｃ） 憲法は、憲法の最高法規性（第９８条第１項）、公務員の憲

法遵守義務（第９９条）、条約及び国際法規の遵守（第９８条第２項）

等を定めており、国家及び地方公共団体の機関は憲法及び条約を尊

重しなければならない。 
 そして、国民は、国及び地方公共団体に対して、平穏に請願をす

る権利が認められている（第１６条）ので、請願の方法により、法

律、規則等が憲法又はＢ規約に反することを主張することができる。

法令は、議院に対する請願（国会法、衆議院規則、参議院規則）、地

方議会に対する請願（地方自治法）、在監者の請願（監獄法、監獄法

施行規則）について方法、要件等に関する規定を置いている。 
 また、行政機関の行為によって権利を侵害された者が、当該行政

機関又はその上級行政機関に対して、憲法の基本的人権の規定又は

Ｂ規約に違反する旨の不服を申し立てることもできる（行政不服審

査法）。」 
以上 

（イ）被告の主張自体が「条約法に関するウィーン条約２７条」に反す

る主張であること 

日本も加入している条約法に関するウィーン条約２７条は、「当

事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用

することができない」としており、同条項の「国内法」には憲法が

含まれると解されている。 

仮に、条約の締結国が自国の憲法を条約が整合しないと考えるの

であれば、条約自体批准しないもしくは特定条項の留保を行えばよ

いのであるから、批准した以上条約を遵守しなければ、国家間の取
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り決めである条約自体有名無実となるからである。 

したがって、条約法に関するウィーン条約２７条に基づき、日本

国においても憲法を理由として自由権規約の不履行を正当化する

ことができない。 

にもかかわらず、被告は、国内の裁判例を引用して、原告が行っ

た本件通達及び本件職務命令が自由権規約１８条に反するとの主

張自体が訴訟を遅延させるものと主張しているが、むしろ、被告の

主張自体が条約法に関するウィーン条約２７条に反し、主張自体違

法である。 

 

第５ 子どもの権利条約について 

 

１ はじめに 

 本件で、原告は、訴状第４「本件処分の違法性」に関連して、国際法違反の観

点で子どもの権利条約についての主張を行った（訴状第４・７（１）（２４頁以降））。 

 それに対して、被告はその答弁書で、本件処分が国際法に違反して違法という

ことにはならないと主張し（答弁書２４頁以降）、原告は、その第２準備書面で、

児童・生徒の教育を受ける権利との関係で、子どもの権利条約２８条２項、２９

条１項違反の主張を行った。 

 本項では、子どもの権利条約について、改めて、その沿革に遡って意義を確認

した上で、本件における条約上の問題点について論ずる。 

２ 子どもの権利条約の歴史的沿革 

（１）フランス人権宣言が「人は、自由かつ権利において平等なものとして生ま

れ、そして生存する」と規定したように、近代市民革命は、生来の前国家的

自然権としての人権を承認した。 

（２）しかし、子ども（児童）がいかなる人権を享有するのかという点について
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の理解は歴史的に変遷が見られる。 

ア １９２４年に、国際連盟総会は「児童の権利に関するジュネーブ宣言」

を採択した（甲３９。以下「ジュネーブ宣言」という）。ジュネーブ宣言

は、１条で「児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達

に必要な諸手段を与えられなければならない」と、３条で「児童は、危

難の際には、最初に救済を受ける者でなければならない」と規定するな

ど、児童について付与を受ける権利、保護を受ける権利を承認した。こ

のジュネーブ宣言は、第一次世界大戦で多くの子どもが犠牲になったこ

とに対する痛切な反省から採択されたものである。 

イ １９５９年に国際連合総会は「児童の権利に関する宣言」を採択した

（甲４０。以下「児童権利宣言」という）。児童権利宣言は、１条で「児

童は、この宣言に掲げるすべての権利を有する。すべての児童は、いか

なる例外もなく、自己またはその家庭のいずれについても、その人種、

皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会

的出身、財産、門地その他の地位のため差別を受けることなく、これら

の権利を与えられなければならない」と規定し、２条では「児童は、特

別の保護を受け、また、健全、かつ、正常な方法及び自由と尊厳の状態

の下で身体的、知能的、道徳的、精神的及び社会的に成長することがで

きるための機会及び便益を、法律その他の手段によつて与えられなけれ

ばならない。この目的のために法律を制定するに当つては、児童の最善

の利益について、最善の考慮が払わなければならない」と規定している。

この児童権利宣言も、ジュネーブ宣言と同様、児童は基本的に保護の対

象であり、権利の付与を受けるものとされていた。 

ウ ここで、児童権利宣言は「児童の最善の利益について」の「最善の考

慮」を求めている。 

 児童権利宣言２０周年の１９７９年は「国際児童年」とされていたが、
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この年に、国連人権委員会において児童権利条約の作業部会が設置され

た。そして、条約の検討の過程で、児童権利宣言にいう「最善の利益」

について誰がどうやって判断し、どうやってそれを実現するのかという

観点からの議論が行われた。その議論の結果として、子どもの権利条約

では、それまで児童は保護の客体としてのみ考えられてきたものを、さ

らに踏み込んで、子どもの意見表明権（１２条）をはじめとした人権や、

文化的芸術的生活への参加権（３１条）を認めるとともに、子どもとし

て必要な保護を受ける権利をそれぞれ認める内容になっていることに特

徴がある。 

（３）このように、子どもの権利条約は、ジュネーブ宣言を嚆矢とした子どもの

権利についての議論の一つの到達点として位置づけられるものであり、子ど

もを大人と同様の人権享有主体として認めていることに留意しなければな

らない。 

３ 子どもの権利委員会 

 子どもの権利条約４３条に基づいて、同条約において負う義務の履行の達成に

関する締約国による進捗の状況を審査するため、子どもの権利委員会（Ｃｏｍｍ

ｉｔｔｅｅ ｏｎ ｔｈｅ Ｒｉｇｈｔｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｃｈｉｌｄ）が設置

されている。同委員会は、同条約において締結国が負う義務をいかに果たすかに

ついて政府に勧告する。また、条約の規定についての解釈を一般的意見の形で発

表する。 

 例えば、子どもの権利委員会は、一般的意見１４「自己の最善の利益を第一次

的に考慮される子どもの権利（３条第１項）」（２０１３年）において、「いかなる

権利も、子どもの最善の利益を消極的に解することによって損なうことはできな

い」（パラ４）、「第１２条の要素が満たされなければ、第３条の正しい適用はあり

えない」（パラ４３）、「子どもの年齢および成熟度に従ってその意見を正当に重視

しないいかなる決定も、子ども（たち）が自己の最善の利益の判定に影響を及ぼ
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す可能性を尊重していないことになる」（パラ５３）などとして、「子どものため

だから」といって、子どもにかかわることを大人が勝手に決めて行動することは

認められないことを強調している（甲４１）。 

子どもの権利委員会一般的意見７「乳幼児期における子どもの権利の実施」（２

００５年）でも、「発達しつつある能力は、権利行使を可能にする積極的な原則と

してとらえられるべきであって、子どもの自律および自己表現を制約するととも

に、子どもの相対的無能力と社会化の必要性に訴えることによって伝統的に正当

化されてきた、権威主義的慣行の言い訳としてとらえられるべきではない」と指

摘されている（パラ１７）（甲４２）。 

子どもの権利委員会は、日本に対する総括所見においても子どもの権利の主体

性を強調している。例えば子ども第１回所見（甲４３）では、「委員会は、条約の

原則と規定についての認識、特に条約が権利の完全な主体としての児童の概念に

重要性を置いていることについての認識を、社会の全ての部分において、児童及

び成人の間で同様に、広く普及し促進するためにとられた措置が不十分であるこ

とを懸念」し（パラ１１）、「権利の完全な主体としての児童の地位を強化するた

め、委員会は、条約が全ての教育機関のカリキュラムに取り入れられるよう勧告」

している（パラ３３）。 

また、子ども第２回所見（甲４４）では、「そこ（引用注・子どもの権利条約）

で記されている権利に基づくアプローチ」（子どもの権利基盤アプローチ）がキー

ワードとして登場しており、子どもの権利主体性も各所で強調されている。 

子どもの権利基盤アプローチとは、端的に言えば、子どもの権利条約の趣旨や

規定に準拠して、立法・行政・司法作用あるいは実際の活動をすすめることであ

る。このアプローチは、子どもの権利条約を解釈・運用していくうえでの基本で

あり、立法や行政が子どもをもっぱら保護の対象にしていること、あるいは裁判

においても子どもが権利の主体であることが十分にふまえられていないことな

どを考慮すると、いっそう重要である。例えば子ども第２回所見は、子どもが権
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利の主体であることに関する啓発キャンペーンを強化すること、子どもとともに

および子どものために働いているすべての者を対象として条約の原則・規定に関

する体系的な教育・研修を実施すること、意識啓発キャンペーンや研修・教育プ

ログラムが態度の変革や行動や子どもの取扱いに与えた影響を評価すること、人

権教育およびとくに子どもの権利教育を学校カリキュラムに含めることを勧告

している（パラ２１）。 

４ 子どもの権利条約の国内法に対する影響 

 日本政府は、子どもの権利条約の批准に際して、憲法や教育基本法は条約と精

神を同じくするから、国内法改正の必要がない旨の見解を取っていた。 

 しかしその後、法律において子どもの権利条約に言及するものが出てきている。 

２００９年の子ども・若者育成支援推進法は、目的において「日本国憲法及び児

童の権利に関する条約の理念にのっとり」と謳い（１条）、また基本理念として「子

ども・若者について、・・・・その最善の利益を考慮すること」との規定が置かれ

ている（２条２号）。 

児童福祉法も、２０１６年改正において、子どもの権利条約に言及している。

すなわち、２０１６年改正によって、新たに「児童の権利」が明記され、「全て児

童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その

生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び

発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有

する」と規定された（改正後１条）。また、国民等の責務として、最善の利益の優

先が規定されている（改正後２条１項）。 

５ 子どもの権利条約の歴史的沿革を踏まえた上で本件で問題になること 

 上記のような子どもの権利条約の歴史的経緯、とりわけ、同条約が児童権利宣

言の「児童の最善の利益について」の「最善の考慮」を踏まえつつ、子どもの意

見表明権をも肯定していることを踏まえると、本件については以下のような問題

が子どもの権利条約との関係ででてくるものと考えられる。 
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（１）卒業式の実施にあたっても、子どもの権利条約が規定する「子どもの最善

の利益」が考慮されなければならないところ、２０１５年３月１２日の大阪

市立中野中学校卒業式が「子どもの最善の利益」が考慮されたものだったか

どうかが問題となる。 

（２）原告は、「君が代」斉唱を卒業式に位置付けるなら、子どもたちが小学校で

「君が代」の歌詞の意味も歴史も教えられていない現実を踏まえ、それらの

情報を伝え、どう考えるかは生徒自身の判断に任せることが必要であり、「君

が代」を歌えないという人間がいることを知ることもその内容に含まれると

考え、主張・行動したものである。このことは、子どもの「最善の利益」を

考慮したものであると言える。国歌だから無条件に尊重しろ、というのでは

なく、あくまでも判断の主体は子どもである。 

 学習指導要領の総則には、「各学校においては、教育基本法と学校教育法そ

の他の法令並びにこの章以下に示すところに従い、生徒の人間としての調和

のとれた育成を目指し、生徒の心身の発達の段階や特性及び学校や地域の実

態を十分考慮して、適切な教育課程を編成するものとし、これらに掲げる目

標を達成するよう教育を行うものとする」とあり、教育課程の編成権は学校

にある。 

（３）しかるに、被告（大阪市・大阪市教委）は、国旗国歌条例を根拠にして一

方的観念を刷り込むための教育長通知を発出した。また、被告は、原告が「ど

う指導するのですか」と指導内容を問い、「大阪市教委は指導内容を示してい

るのですか」と校長に質問したことに対してまったく回答しなかった（甲５、

甲７）。２０１５年３月の中学校卒業式を前にして、原告は、原告が作成した

教材（甲４）の使用について市教委に見解を求めたが、市教委は教育課程の

編成権が学校にあることを理由に見解を明らかにしなかった。しかし、この

教材について「偏っている」と評価していた（甲１５）のであり、翌年、一

転して、「全体のトーンが学習指導要領の趣旨に反している」としてこの教材
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の使用を禁じた（甲１６）。このことは、原告において、子どもの「最善の利

益」を考慮して実施しようとした教育内容、教員の行動を妨げた。これは、

学校の教育課程編成権の侵害である。 

 また、被告には、被告の命令に基づく卒業式の実施内容が子どもの「最善

の利益」をどう考慮したものであったかについての説明責任がある。 

（４）その上で、原告が訴状で指摘したように、子どもの権利条約との関係で、

以下の問題がある。 

ア 本件では、大阪市条例、教育長通知で児童生徒に対して、卒・入学式

において「君が代」に際して起立斉唱するよう教職員に指導させている

が、その内容は、本来、子どもの思想を尊重し、その思想の基づく宗教

または信念を表明する権利については制約できないにもかかわらず、あ

くまでも一律に国歌斉唱の指導を行うというものであり、子どもの権利

条約１２条、１４条に違反している。 

 この点に関連して、大阪高裁２００９年９月９日判決（同裁判所平成

２１年（行コ）第６４号事件（判例集非登載）。甲４５）は、大阪府立学

校において国旗国歌条例制定前に行われた卒業式における君が代斉唱が

問題となった事件であるが、同判決は、「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。」と判示する。なお、上記２００９年大阪高判の事

例では、生徒の中にも君が代に際して退場する生徒がいた。 

イ 本件では、条例、教育長通知は、国歌斉唱についての具体的な指導に
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ついては何ら指示せず、機械的に国歌斉唱を行うよう児童生徒に指導す

る内容になっているところ、このことは、児童生徒が「君が代」起立斉

唱についての「あらゆる種類の情報及び考え」を要求・受領する権利を

侵害しており、子どもの権利条約１３条に違反している。 

ウ 本件では、大阪市条例、教育長通知による児童生徒に対する国歌斉唱

の指導が、愛国心教育のためのものとして位置づけられており、それに

よる卒業式・入学式における「規律」の確保が、憲法を始め国内法や、

国際法としての子どもの権利条約に合致した形では行われていないので

あり、子どもの権利条約２８条に違反しているとともに、教育の方向性

としての国際平和や差別の撤廃という観点を欠落させているものであり、

子どもの権利条約２９条に違反している。 

 

第６ 小野雅章教授の意見書について 

 

 今般、本件訴訟に関連して、日本大学教授の小野雅章氏に「松田幹雄さんの「君

が代」不起立戒告処分取消裁判への意見書－卒業式・入学式の天皇制教化「装置」

への転換過程の考察から－」をご執筆いただいたので、甲４６として提出する。 

 今後、同意見書を踏まえた主張を追加する予定である。 

以上 


