
平成 20年 1月 23日 判決言渡 同 日原本受領 裁 判所書記官

平成 16年 (ワ)第 7957号 地位確認等請求事件

判      決

原  告       ほ か 51名

被  告  高 槻 市 ほか 3名

(詳細は,別 紙当事者 目録記載のとお り)

主      文

1 原 告 らの請求をいずれ も棄却す る。

2 訴 訟費用は原告 らの負担 とす る。

事 実 及 び 理 由

第 1 当 事者の求めた裁判

1 原 告 ら

(1)被 告高槻市は,原 告■■■及び原告■■■Bを 除 くその余の原告 らに対

し,そ れぞれ 10万 円及びこれに対する平成 16年 8月 25日 から支払済

みまで年 5%の 割合による各金員を支払え。

(2)被 告らは,原 告口■■に対し,各 自100万 円及びこれに対する平成 1

6年 8月 25日 から支払済みまで年5%の 割合による金員を支払え。  ・

(3)原 告    と 被告高槻市との間で,原 告    が 高槻市多文化共

生 。国際理解教育事業専門指導員たる地位を有することを確認する。

(4)被 告高槻市は,原告■■■口 に対 し,平成 16年 4月 から毎月末 日限 り,

13万 1957円 を支払え。

(5)被 告高槻市は,原 告口■■■ に対 し, 100万 円及びこれに対する平成

16年 3月 31日 から支払済みまで年 5%の 割合による金員を支払え。

(6)訴 訟費用は,被 告らの負担 とする。



(7)(1),(2),(4)及 び (5)に ついて,仮 執行宣言

2 被 告 ら

(1)(本 案前の答弁)

原告口■口|の被告― 同     同     に 対する請求をいず

れ も却下す る。

(2)(本 案の答弁)

原告 らの請求をいずれも棄却する。

(3)訴 訟費用は,原 告らの負担とする。

第 2 事 案の概要

本件は,① 原告ヨ■■扱び原告― を除く原告ら (以下 「原告子ど

もら」という。)が ,被 告高槻市による多文化共生 。国際理解教育事業 (当

初,在日韓国 ・朝鮮人教育事業であったものを名称変更等したもの。以下「本

件事業」ということがある。)の 縮小 ・廃止によリマイノリティーとしての

教育を受ける権利を侵害され,精神的損害を被ったとして,被 告高槻市に対

し,国 家賠償法1条 1項に基づき,それぞれ10万 円の慰謝料の支払いを求

め,② 原告J■■ (以下 「原告的 という。)が,被告らによる虚偽告訴

と不当な配転命令により精神的苦痛を被ったとして,被 告高槻市に対 して国

家賠償法 1条 1項に基づき,被 告R  (以 下 「被告田B」 という。),同

立石博幸 (以下 「被告n」 という。)及 び同仁科義昭 (以下 「被笥■B」

という。)に 対して民法719条 及び710条 に基づき,連 帯して100万

円の慰謝料 の支払いを求め,③ 原告     (以 下 「原告■口」 とい う。)

が,被告高槻市による雇止めは不当な目的に基づく無効なものであるとして,

同市に対 し,地 位確認 と雇止め以降の賃金毎月 13万 1957円 及び国家賠

償法 1条 1項 に基づく慰謝料 100万 円の各支払いを求めた事案である。

1 前 提 となる事実 (証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)

(1)当 事者



ア 被 告高槻市は,同 市における教育事業を担う組織として高槻市教育委

員会 (以下 「市教委」という。)を 設置している。

被告E■陪高槻市長,被告Bよ 市教委の教育長,被告Bは 平成1

6年 3月 末日まで市教委社会教育部青少年課主幹の地位にあり,その後,

市教委社会教育部次長を経て,市 教委事務局理事兼教育政策室長の地位

にある者である (乙24)。

イ 原 告子どもらは, 日本,韓 国,中 国〕ブラジル,ベ トナム,フ ィリピ

ン,米 国等の国籍,又 はこれらの二重国籍を有し,民 族的出自も一方の

親が日本以外にある者,両親ともに日本以外である者など多様であるが,

いずれも本人又は親の国籍が日本以外,あ るいは民族的出自が日本以外

の者である (弁論の全趣旨)。

なお,原 告子どもらのうち数名は,本 件訴訟係属中に成年に達してい

る (いずれもそれぞれの本国法による。)。

ウ 原 告口は,平 成4年 4月 1日,市 教委の正職員として採用され,本 件

事業に従事していたが,平 成 15年 4月 1日の人事異動により,天 神山

図書館業務等に従事している者である (弁論の全趣旨)。

工 原 告何口は,平 成 12年 4月 1日 ,市 教委から地方公務員法3条 3項

3号の非常勤職員として 1年間の委嘱を受け,そ の後,平 成 13年 4月

1日,平 成 14年 4月 1日,平 成 15年 4月 1日にそれぞれ 1年間の委

嘱期間の更新を受け,平 成 16年 3月 31日 まで,多 文化共生 ,国際理

解教育事業専門指導員として勤務 していた者である (弁論の全趣旨)。

(2)本 件事業の発足とその後の経緯

ア 被 告高槻市の在日外国人教育は,昭和42年 ,高槻市立第6中学校 (以

下 「高槻 6中 」という。)で ,厳 しい差別や生活実態のために生じてい

る生活の荒れと低学力を克服する取り組みとして始まった。

学校内に,在 日韓国 ・朝鮮人子ども会 (以下 「学校子ども会」という。)



が設置され,そ の活動を通 して,在 日韓国 ・朝鮮人生徒の民族的 自覚 と

誇 りを高めるとともに, 日本人生徒が共に学ぶことを通 して偏見や差別

意識 をなくし,豊 かな人権意識を育てる取 り組みが行われた。

(以上,甲 6)

イ 昭 和 47年 ,高 槻 6中 を卒業 した在 日韓国 ・朝鮮人青年たちの手に

よつて,高 槻むくげの会が設立された。

高槻む くげの会は,在 日韓国 ・朝鮮人が多数居住する地域で地域子 ど

も会,高 校生の会, 日本語識字教室を実施 し,各 種啓発活動に取 り組ん

できた。

(以上,甲 6,弁 論の全趣 旨)

ウ 昭 和 57年 ,市 教委は,在 日韓国 ,朝鮮人問題取 り組みについての教

育基本方針 (以下 「本件基本方針」 とい う。)を 制定 した。

本件基本方針では,「在 日韓国 ・朝鮮人の生活 と権利の保障について

は,国 の抜本的な施策を求めるとともに,市 の施策等 と相まって在 日韓

国 ・朝鮮人の教育課題の解決に一
層努めなければならない。」 との基本

認識が示 された。

そ して,学 校教育分野では,重 点 目標 として,「① 在 日韓国 ・朝鮮

人児童 ・生徒の在籍数が比較的多い学校においては,学 校に在 日韓国 ・

朝鮮人子 ども会を設置 し,そ の活動を学校教育課程外特別活動 として位

置づけ,そ の保障に努める,② 子 ども会の推進には,基 本的に同胞の

指導員の配置と援助が必要である,③ 在 日韓国 ・朝鮮人の教育を充実

させ,効 果的に推進するには,教 職員の指導力の向上をはかる必要があ

る。」等が掲げられた。

また,社 会教育分野では,「① 在 日韓国 ・朝鮮人間題 に対す る正 し

い認識がはかれるよう,地 域社会や市民に対 して啓発に努める,② 在

日韓国 ・朝鮮人の社会生活を向上させるため,子 ども ・青年,婦 人等,



各々に適応 した学習機会の提供や活動の助成を行 う。」とされた。

(以上,甲 5)

工 昭 和 60年 8月 1日 ,市 教委は,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業を発足さ

せ,市 教委内の社会教育事業部青少年課を担当部署として,そ れまで高

槻む くげの会が取 り組んでいた地域子 ども会,日 本語識字教室,高 校生

の会などの事業及び既に実施されていた学校子ども会を市教委の直営事

業とした。

市教委が実施 した在 日韓国 ・朝鮮人教育事業の概要は,次 のとお りで

あ り,そ の後,実 施内容に若子の変化はあつたものの,平 成 13年 度ま

では概ねこの概要に沿つて事業が進められた。

在 日韓国 ・朝鮮人教育事業発足時 (昭和 60年 8月 )の 概要

事業 事業実施日 時間 場 所 指導体制

学校子 ど

も会

(中学校)

毎週火曜 日 報 がす旨

定する時

間

1中, 2中 , 6中 , 8中 の4校

で実施

正職と非常勤が対応

(4人)

学校子ど

も会

(/J報ヽ殉

毎週金曜 日 弓吾移廷がチ旨

定する時

間

磐手小,高 槻′j ,ヽ芥 )i1/jのヽ3校

で実施

正職と非常勤が対応

(3人)

日刀宝言斎哉

字中央教

室

毎週月,木 午後0時

から3日寺

まで

青少年課分室 報償費対象指導員5名

が対応

日フト言蔀載

字成合教

室

毎週火,木,

上

午後7時

から9日寺

まで

成合北の町自治会館 報償費対象指導員2名

が対応



地域子ど

も会

毎週月)水,

土

午後4時

から9日寺

まで

中央地区,別 所地区,成 合地区 正職,非 常勤,及 び報

償費対象指導員の6名

が対応

学校長期休暇期間は月曜から土曜まで,午前9時から

午後1日寺まで実施

正職,非 常勤,及 び報

償費対象指導員の9名

が対応

日曜日等に特別活動の実施 正職,非 常勤,及 び報

償費対象指導員の9名

が対応

高校生の

△
不

毎週火)金 午後7時

から9日寺

まで

青少年課分室 報償費対象指導員1名

が対応

(報償費対象指導員とは単価 1000円 /時間の報償費を得て指導に当

たる指導員のこと)

オ 平 成 4年 ,被 告高槻市と市教委は,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業の改革

についての論議を始めた。

この改革論議は,当初,在日韓国 。朝鮮人教育事業の社会教育分野 (地

域子ども会, 日本語識字教室,高 校生の会など)の 改革を目的としてい

たが,そ の後,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業を日本社会の国際化による外

国人市民の教育にも対応できるよう改革する必要があるとして,本 件基

本方針を改訂する方向で進められた。

平成 10年 ,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業運営委員会に,在 日韓国 ・朝

鮮人教育改革推進会議提言が提出され,平 成 11年 ,市 教委は,高 槻市

在日外国人教育にかかわる教育基本方針策定委員会 (以下 「基本方針策

定委員会」という。)を 発足させた。

力 他 方,市 教委内部では,「人権教育のための国連 10年 高槻市行動計



画」に基づき,高 槻市人権基本方針の策定が論議されており,平 成 10

年 9月 には,人 権教育基本方針が決定された。

さらに,市 教委は,人 権教育基本方針だけでは具体性に欠けることか

ら,具 体的な施策となる人権教育推進プランの策定を目指していた。

キ そ こで,基 本方針策定委員会は,平 成 12年 4月 ,そ れまでの在日韓

国 ・朝鮮人教育事業改革論議の成果を反映させる形で,人 権教育推進プ

ランを完成させた。

ク 人 権教育推進プランは,「在日外国人教育の推進」の項で,「在日外

国人教育を推進していくため,こ れまでの手法と実績を活かし,在 日韓

国 ・朝鮮人教育事業を,多 文化共生教育の視点に立って, 21世 紀に対

応できる在日外国人教育事業として発展させるよう努めます。」と述べ

ている。

そして,学 校教育分野では,「① 教育を受ける権利の保障,② 在日

韓国 ・朝鮮人教育の推進,③ 渡日外国人児童生徒や複数の文化を受け

継いでいる児童生徒の教育の推進,④ 多文化共生教育の推進」を課題

として掲げ,社 会教育分野では,「① 多文化共生社会づくりの推進,

② 児童生徒の活動への支援,③ 啓発活動の推進」を課題として掲げて

いる。

(以上,甲 6)

ケ 人 権教育推進プランの策定とほぼ同時に,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業

は,多 文化共生 ・国際理解教育事業へと発展的に解消された。

なお,平 成 14年 度の多文化共生 。国際理解教育事業の内容は,次 の

とお りであった。

平成 14年 度の多文化共生 。国際理解教育事業の概要

事業 事業実施 日 時間 場 所 指導体制



学校子 ど

も会

(中学校)

毎週火曜 日 報 が才旨

定する時

間

1中 , 2中 , 6中 , 8中 ,芝 谷

中の5校 で実施

正職と非常勤,及 び報

償費対象指導員の5名

が対応

学校子ど

も会

(/J数ヽ )

毎週金曜 日 斡 が才旨

定する時

間

磐手/」、】ヒ日吉台小, 日吉台小

の北部3校で実施

正職と非常勤が対応

(3人)

日本塙識

字教室

毎週月,木 午後0時

から3日寺

まで

青少年課分室 報償費対象指導員5名

が対応

地域子ど

も会

毎週月,水 午後4時

から9日寺

まで

中央地区,北 部地区,柱 本地区

(水曜日),牧 田地区 働 曜日

の4時 から6時 まで))

正職,非 常勤,及 び報

償費対象指導員の6名

が対応

毎週土曜日に合同子ども会,民 族文化講座を中央地区

で実施 (午前 10時 から午後3時まで)

正職,非 常勤,及 び報

償費対象指導員の6名

が対応

土曜日,学 校長期休暇日に特別活動を実施 正職,非 常勤,及 び報

償費対象指導員の9名

が対応

高校生の

ハ
蚕

毎週火曜日 午後7時

から9日寺

まで

青少年課分室 報償費対象指導員 1名

が対応

(報償費対象指導員 とは単価 1200円 /時間の報償費を得て指導に当た

る指導員のこと)

コ 平 成 13年 9月 ,市 教委は,在 日外国人教育の今後の在 り方について

(提言)(以 下 「平成 13年 の提言」 とい う。)を 作成 した。

この提言は,「21世 紀を迎えた現在,在 日外国人にかかわる施策は,



今までの在日韓国 ・朝鮮人のみを対象とした取り組みから,広 く日本人

の内なる国際化に向けた施策や,新 たに渡日してきた在日外国人をも対

象にした施策に転換していくことが求められている。こうした時代と社

会のエーズに対応すべく,教 育事業の見直しを行い,多 文化共生の社会

づくりを進める事が大切である。」と述べている。

そして,今 後の方向性として,「学校教育全般を通した取り組みを展

開し,全 ての小中学校で多文化共生 。国際理解教育を実施 していくこと

が求められており,現 在のような8校 に限定した学校子ども会活動への

行政的支援は廃止することが望ましい。」「地域子ども会や高校生の会

の活動に参加 している児童 ,生徒の減少により活動そのものが成立しに

くい実態が出てきている上,在 日韓国 ・朝鮮人生徒については一定の成

果をあげてきたことから,今 後は多文化共生の社会作りにむけた新たな

事業展開に移行していくことが求められており,地 域子ども会活動等ヘ

の行政的支援は廃止することが望ましい。」としている。

また,「在日韓国 ・朝鮮人一世を対象にしてきた日本語識字教室も,

現在では受講生の高齢化が進み,当 初の文字を修得するといつた目的か

ら,受 講生とボランティアとの交流の場になっていたり,受 講生にとっ

ての憩いの場になっている面もあり,行 政的支援の役割を終えていくこ

とが望ましい。」としている。

(以上,甲 7)

サ 市 教委は,平 成 14年 度の多文化共生 ・国際理解教育事業に対する予

算を大幅に削減し,平 成 15年 3月 31日 には,学 校子ども会,高 校生

の会を全廃し,多 文化共生 ・国際理解教育事業に関わる正職員を2名か

ら1名に減員 し,非 常勤職員を2名から1名に減員した。

(3)報 償費に関する刑事告訴

ア 平 成 14年 12月 27日 ,被告高槻市の市長は,市教委が多文化共生 。



国際理解教育事業の一環として実施していた日本語識字教室の運営にお

いて, 日本語指導員に対して支払つていた報償費約32万 円が輛し取ら

れたとして,高 槻警察署に対し,被 疑者不詳のまま,刑 事告訴を行つた

(以下 「本件告訴」という。)。

イ 本 件告訴に伴い,報 償費の支払事務を担当していた原告0は ,高 槻警

察署から,被 疑者として事情聴取され,家 宅捜索を受けた (甲200の

1 ) 。

(4)原 笥Bの 配置転換

原匂宮は,平 成4年 4月 1日,市 教委の正職員として採用され,社 会教

育部青少年課にて本件事業に従事していたが,平 成 15年 4月 1日,天 神

山図書館への異動を命ぜられた (弁論の全趣旨。以下 「本件配転命令」と

いう。)。

(5)原 告紀井の雇止め

ア 原 告‐ は,平 成 5年 4月 1日 か ら,被 告高槻市の行 う在 日韓国 ・朝

鮮人教育事業にアルバイ ト職員 として関わってきた。

イ その後,原告■■は,非常勤職員採用試験を受験し,平成12年 4月

1日 ,次 の条件で,市 教委に非常勤職員 として採用され,そ の後,平 成

13年 4月 1日 )平 成 14年 4月 1日 ,平 成 15年 4月 1日 から,そ れ

ぞれ 1年 間ずつ委嘱期間は更新 された。

職務内容  多 文化共生 。国際理解教育事業専門指導員

委嘱期間  1年

勤務時間  週 29時 間

ウ 市 教委は,原 笥■腎 に対 し,平 成 16年 3月 31日 以後は契約を更新

しない旨を通知 した (以下 「本件雇止め」という。)。

2争 点

(1)原 告子 どもらの請求について
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ア

イ

(2)

ア

イ

ウ

権利侵害の有無

原告子どもらの損害

原告Bの 請求について

本件告訴の違法性

本件配転命令の違法性

原争Bの 損害

………争点 1

………争点 2

………争点 3

………争点 4

………争点 5

………争点 6

………争点 7

………争点 8

(3)原 告aの 請求について

ア 本 件雇止めの違法性

イ 原 告何Bの 損害

第 3 争 点に関する当事者の主張

1 原 告子 どもらの請求について

(1)争 点 1(原 告子 どもらに対する権利侵害の有無)に ついて

【原告子どもらの主張】

ア マ イノリティの教育権

(ア)原 告子 どもらはマイノリティであること

日本社会における多数者 (マジョジティ)は ,国 籍が 日本でありか

つ両親及びその祖父母のルーンもすべて日本に持つ者である。

これに対 して,原 告子 どもらは,国 籍が外国籍であった り,両 親や

その祖父母のルーツが外国にあるなどして, 日本社会のマジョリティ

とは異なった言語や文化などを享有するマイノリティである。

国際規約をはじめ以下の条約及び法律によって,マ イノリティたる

原告子 どもらには,以下のとお り,公の費用負担のもと,マイノノティ

としての教育を受け,マ イノリティの言語を用い,マ イノリティの文

化について積極的に学ぶ環境を享受できる権利 (以下 「マイノリティ

の教育権」 という。)カミ保障されている。

被告口■L同 ロロ及び同ロロに対する請求の可否



(イ)自 由権規約 27条

a 日 本において昭和 54年 8月 4日 に発効 した市民的及び政治的権

利に関する国際規約 (以下 「自由権規約」 とい う。)27条 は,「種

族的,宗 教的又は言語的少数民族 (マイノリティ)カミ存在する国に

おいて,当 該少数民族に属する者 (マイノリティ)は ,そ の集団の

他の構成員とともに自己の文化を享有 し,自 己の宗教を信仰 しかつ

実践 し又は自己の言語を使用する権利を否定されない」と定めてい

る。

b 平 成 4年 12月 18日 に国連総会において採択された 「民族的,

宗教的,言 語的マイノヅティに属する人々の権利に関する宣言」(以

下 「マイノリティ権利宣言」 とい う。)は ,自 由権規約 27条 の規

定を具体化 したものであり,同 宣言の条項の解釈を示 したコメンタ

リーは,自 由権規約の重要な解釈指針 となるものであるところ,マ

イノリティ権利宣言 2条 は,自 由権規約 27条 の 「否定されない」

とい うネガティブな表現を,「権利を有する」 とい うポジティブな

表現に変え,国 家の義務を以下のとお り定めている。

(a)マ イノリティ権利宣言 1条 は,1項 で,「国家は,マ イノリティ

の存在 とその民族的,文 化的,宗 教的,言 語的アイデンティティ

を保護 し,そ のアイデンティティを促進するための条件を助長 し

なければならない。」 とし, 2項 で,「これ らの 目的を達成する

ために適当な立法その他の措置をとらなければな らない。」と定

めるところ,コ メンタノー 30項 は,上 記 2項 がい う 「適当な立

法その他の措置」に関 して,「何が適当な措置を構成するかにつ

いて,国家がマイノリティの意見をきくことが重要不可欠である。

異なるマイノリティは異なるニーズを持つ可能性があり,そ れ ら

のニーズは考慮に入れなければならない。」 としている。
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(b)マ イノリティ権利宣言4条 1項 は,「国家は,あ らゆる人権と

基本的自由を,法 の前においてまったく平等に,十 分かつ効果的

に行使できるよう確保するための措置をとらなければならない。」

と規定し,コ メンタリー55項 は,「時限的な優遇措置 (アファー

マティブ ・アクション)を とる必要がある。」としている。

(c)マ イノノティ権利宣言4条 2項 は,「国家は,マ イノリティに

属する人びとがその特性を表し,自 らの文化,言語,宗教,伝統,

習慣を発展させ得る有利な条件を創るための措置をとらなければ

ならない。」と規定し,コ メンタリー56項 は,「マジョリティ

の文化や言語の発展のために資金提供するのと同様に,国 家はマ

イノリティの同じような活動に対して資源を提供しなければなら

ない。」としている。

(d)マ イノソティ権利宣言4条 3項 は,「国家は,マ イノリティに

属する人びとが自らの母語を学んだり,母 語で教育を受ける十分

な機会を得られるように適切な措置をとる。」と規定し,コ メン

タリー63項 は,「国家は,マ イノリティ言語の教授を保証でき

る教育機関の存在を保証し,資 金を提供することを要請されるで

あろう。」としている。

(e)マ イノリティ権利宣言4条 4項 は,「国家は,マ イノリティの

歴史,伝 統,言 語,文 化の知識を助長するための措置をとる」も

のと規定し,コ メンタリー66, 67項 は,「多文化教育と異文

化間の教育の両方が必要である。」「マイノリティの歴史,伝 統,

文化に関する知識を社会全体が持つことを奨励することで,異 文

化間教育を要請している。」としている。

(f)マ イノリティ権利宣言5条 は,「国家の政策と計画は,マ イノ

ヅティに属する人びとの正当な利益に妥当な考慮を払つて立案さ
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れ,実 施されなければならない。」としている。

c 平 成 6年 4月 6日 に自由権規約委員会で採択された一般的意見2

3(50)6。 1(以 下 「一般的意見23」 という。)も ,「自由権

規約 27条 では否定的表現が用いられているが,同 条は,『権利』

の存在を認め,こ の権利が否定されないことを要求している。した

がって,締 約国は,こ の権利の存在及び行使が否定又は侵害されな

いよう保護されることを確保する義務を負う。このため,立 法,司

法又は行政のいずれの当局によるかを問わず,締 約国自身の行為に

対してだけではなく,締 約国内の他の者の行為に対しても,積 極的

な保護措置が必要とされる。」として,締 約国の義務が消極的な不

作為義務に止まらず,権 利の享有を妨げ又は損なう諸条件を是正す

るために必要な措置を採る積極的作為義務を伴うことを明らかにし

ている。

d そ して,自 由権規約は,特 段の立法を待つまでもなく,国 内法と

しての効力を有しており,日本の裁判所における裁判規範性がある。

(ウ)社 会権規約 13条

日本において昭和 54年 9月 21日 に発効した経済的 ・社会的及び

文化的権利に関する国際規約 (以下 「社会権規約」という。)13条

1項 は,す べての者に教育を受ける権利を認め,「(教育によって)

諸国民の間及び人種的,種 族的又は宗教的集団の間の理解,寛 容及び

友好を促進すること」を締約国の義務として定めている。

(工)児 童の権利条約 30条

日本において平成 6年 5月 16日 に発効した児童の権利に関する条

約 (以下 「児童の権利条約」という。)は , 28条 で教育についての

権利, 29条 で教育の目的を定め, 30条 で 「種族的,宗 教的若しく

は言語的少数民族又は原住民である者 (マイノツティ)が 存在する国
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において,当 該少数民族に属し又は原住民 (マイノリティ)で ある児

童は,そ の集団の他の構成員とともに自己の宗教を信仰しかつ実践し

又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」と規定している。

(オ)人 種差別撤廃条約5条

日本において平成8年 1月 14日 に発効したあらゆる形態の人種差

別撤廃に関する国際条約 (以下 「人種差別撤廃条約Jと いう。)は ,

すべての人権の分野において人種及びこれに類似する事由による差別

の撤廃を目的とし, 5条 において,「特に次の権利の享有に当たり,

人種,皮 膚の色,又 は民族的若しくは種族的出身による差別なしに,

すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束

する。」と定め,「教育及び訓練を受ける権利」を列挙している。

(力)憲 法26条

憲法26条 1項は,「すべて国民は,法 律の定めるところにより,

その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する。」と定めてい

る。

この憲法の規定を受け,平 成 18年 法律第 120号 による全部改正

前の教育基本法 (以下 「旧教育基本法」という。)3条 1項 は,「す

べて国民は,ひ としく,そ の能力に応ずる教育を受ける機会を与えら

れなければならないものであって,人 種,信 条,性 別,社 会的身分,

経済的地位又は門地によって,教 育上差別されない。」と規定し,教

育の機会均等を定めている。

これらの規定は,国 民とくに子どもたちが教育を受けることにより

自己を発達させるために学習をする権利 (学習権)を 保障した規定で

ある。

国内法的効力がある自由権規約27条 ,社 会権規約 13条 ,児 童の

権利条約28条 ないし30条 ,人 種差別撤廃条約 5条においてマイノ
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リティの教育権が定められていることからすれば,憲 法26条 1項が

保障する子どもの学習権には,マ イノリティの子どもたちがマイノリ

ティとしての教育を受ける権利が含まれているというべきである。

(キ)人 権教育及び人権啓発の推進に関する法律

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律5条 は,地 方公共団体の

責務として,「地方公共団体は,基 本理念にのっとり,国 との連携を

図りつつ,そ の地域の実情を踏まえ,人 権教育及び人権啓発に関する

施策を策定し,及 び実施する責務を有する。」と定めている。

ここでいう 「人権教育」とは,「人権尊重の精神の酒養を目的とす

る教育活動」をいい (同法2条),当 然,マ イノリティがその人権を

尊重され, 自らのアイデンティティに誇りを持つことのできる教育を

含んでいるものと解される。

イ 被 告高槻市におけるマイノリティの教育権の確立と侵害

(ア)教 育権の確立

前記アのとおり,原 告子どもらには,自 由権規約 27条 ,社 会権規

約 13条 ,児 童の権利条約 30条 ,人 種差別撤廃条約5条 )憲 法26

条 1項 ,人 権教育及び人権啓発の推進に関する法律 5条により,マ イ

ノリティの教育権が保障されている。人権教育及び人権啓発の推進に

関する法律 5条によれば,地 方公共団体には,地 域の実情を踏まえ,

人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し,実 施する責務が存する

ところ,被 告高槻市において,マ イノリティの教育権は,昭 和57年

の本件基本方針の制定,昭 和60年 以来の在日韓国 ,朝鮮人教育事業

の実施,平 成 10年 の人権教育基本方針の制定,平 成 12年 の人権教

育推進プランの策定と多文化共生 。国際理解教育事業の実施 (具体的

には,学 校子ども会や地域子ども会等の実施)に より,具 体的な権利

として確立されていた。
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(イ)教 育権の侵害

しかるに市教委は,平 成 13年 の提言に基づき,平 成 15年 3月 3

1日 をもつて本件事業の廃止 ・縮小を強行した。

具体的には,学 校子ども会,高 校生の会は全廃,地 域子ども会の事

業は概ね週3回の活動を週 1回に縮小した。また,外 国人児童 ・生徒

らは市内全域に広範囲に散在することから,地 域子ども会への参加を

保障するためには,活動場所までの送迎態勢を確保する必要があるが,

市教委は子どもたちの送迎を禁止して,子 どもたちの活動参加を意図

的に抑制した。さらに,本 件事業にかかわる職員を正職員2名から1

名に減員し,非 常勤職員も2名から1名に減員した。予算規模で言う

と,約 1174万 円から約 624万 円へとほぼ半減した。なお,縮 小

にとどまった部分も,将 来的には廃止するとした。

しかし,平 成 13年 の提言は,市 教委の審議 ・決裁を受けず,小 中

学校校長会,小 中学校教頭会,学 校子ども会設置校代表者,教 育関係

機関代表者,在 日外国人の当事者団体代表者,教 育委員会,市 長部局

関係部署の代表者といった関係諸団体代表者や有識者との協議も経ず

に作成されたものであって,何 ら法的拘束力を持つものではない。

また,社 会権規約委員会は,締 約国の条約履行義務に関して発表し

た一般的意見3(以 下 「一般的意見3」 という。)に おいて,締 約国

は規約の実現のために行動をとる義務があり,立 法その他の措置を講

じる義務自体,締約国に課せられる即時的義務であると明言しており,

条約に基づく義務を履行するために実施した措置については,そ れを

打ち切つたり,縮 小するなど,後 退的な措置をとることは許されない

というべきである。

したがつて,市 教委による本件事業の廃止 ・縮小は,原 告子どもら

に保障されたマイノノティの教育権を侵害し,一 般的意見3に いう後



退的措置の禁止に触れるものであって,違 法である。

(ウ)債 務不履行

また,本 件事業は,原 告子どもらにマイノリティの教育権を保障す

るものであるところ,原 告子どもらと被告高槻市とは本件事業を通じ

て公法上の契約関係に入つたというべきであり,被 告高槻市には本件

事業によって提供されていた行政措置を継続的に提供する義務がある

というべきである。

それにもかかわらず,一 方的に本件事業を廃止 ・縮小する行為は,

被告高槻市による債務不履行である。

少なくとも,被 告高槻市は,本 件事業を廃止 ・縮小する必要性がな

いのに,代 償措置を取ることもないまま,市 教委の決定による人権教

育基本方針 ・人権教育推進プランを事務方レベルの協議のみで,本 件

事業を利用していた外国人生徒 ・児童ないしその規権者ら及びその他

の利害関係者に対する説明もなく一方的に廃止 ・縮小した点で,本 件

事業について変更を行う際に負担すべき注意義務に違反している。

【被告高槻市の主張】

ア マ イノリティの教育権について

(ア)自 由権規約27条

a 自 由権規約の国内法的効力については,国際連合の人権委員会が,

「各締約国が,そ の選択により,(1)裁 判所または行政機関にお

いて直接援用,適 用しうるセルフ ・エクセキューティングなものと

するか,ま たは,(2)あ らためて国内法を制定しなければ裁判所

または行政機関において直接援用,適用できない,つまり,セルフ ・

エクセキューティングなものでないとするか決定することが可能で

ある。」との態度をとり,ま た憲法98条 2項 が 「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
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要 とす る。」 と定めるものの,条 約の直接適用, 自力執行について

定めた規定がないこと,更 には国際人権規約に対する国会審議にお

いて政府が自由権規約をセルフ ・エクセキューティングな条約であ

ると確認 した事実がないことなどからして,自 由権規約はセルフ ・

エクセキューティングな条約でないと解するのが正 しい。

b ま た, 自由権規約 27条 が,「(種族的,宗 教的又は言語的少数

民族に属する者は, 自己の文化を享有 し,自 己の宗教を信仰 しかつ

実践 し又は自己の言語を使用する)権 利を否定されない」と規定 し

ていることや, 6条 から26条 までの他の権利 と規定の仕方が異な

ることを考えると,同 条に,国 家に対 し教育を受けることを求める

マイノリティの教育権なるものが含まれているとするのは無理な解

釈である。

c 原 告子 どもらは,マ イノリティ権利宣言を自由権規約 27条 の解

釈指針であると主張するが,国 連総会では全会一致制を採用 してい

ない ところ,仮 に,国 連総会の決議が,加 盟国に対 して法的拘束力

を有するとすれば,こ れに反対する加盟国との関係で国家主権の制

約の問題が生 じることとなる。そのため,国 連総会の決議について

は,加 盟国に対する法的拘束力を有するものではないとするのが一

般的な解釈である。

マイノジティ権利宣言は,国 連総会の決議にすぎず, 日本国に対

して法的拘束力を有するものではない。

d 原 告子 どもらは,一 般的意見 23が 日本国内における自由権規約

27条 の解釈について拘束力を有するかのように主張するが,一 般

的意見は,人 権委員会が締約国の報告を検討 した結果を一般的な性

格を有する意見として作成 したものにすぎないこと (自由権規約 4

0条 4項 ),締 約国はそれに対 し見解を提示することができること
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