
(同条 5項 )か らして,締 約国内における自由権規約の解釈につい

て拘束力を有するものではない。

なお,一 般的意見 23が い う 「積極的な保護措置」 とは,国 内の

私人又は少数者集団以外の集団による自由権規約 27条 に規定する

権利の否定又は侵害を防止することであつて,原 告子 どもらが主張

するような積極的な作為を意味するものではない。

(イ)社 会権規約 13条

社会権規約 13条 1項 では,「権利を認める」 との文言が用いられ

ているが,こ れは締約国において,教 育を受ける権利が国の政策によ

り保護 されるに値する権利であることを確認 し,そ の権利の実現に向

けて積極的に政策を推進すべき政治的責任を負 うことを宣明 したもの

であって,個 人に対 し即時に具体的な権利を付与すべきことを定めた

ものでない。

(ウ)児 童の権利条約 30条

児童の権利条約 30条 についても,「権利 を否定されない。」 との

文言からして,そ の意味するところについては自由権規約 27条 に関

する解釈 と同様である。

(工)人 種差別撤廃条約 5条

人種差別撤廃条約 5条 も,「約束する。」 とい う文言か らして,そ

の規定する権利の実現方法や手続等に関する定め方については各締約

国に委ね られているのであって,同 条を根拠として,マ イノリティの

教育権が具体的に保障されているとはいえない。

(オ)憲 法 26条

憲法 26条 1項 及びこれに基づく旧教育基本法 3条 1項 は,「すべ

て国民は」 という文言からも明らかなとお り,日 本国民に対 して教育

を受ける権利を保障 したものであって, 日本国籍を有 しない者に対 し
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てその教育を受ける権利を保障したものではない。

また,原 告子どもらが主張するような具体的な権利を保障したもの

でもない。

(力)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,「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」という抽象

的かつ包括的な文言からして,原 告子どもらが主張するような具体的

な権利を保障したものではなく,地 方公共団体に対して努力目標を定

めたにとどまり,こ の規定をもつて,原 告子どもらがマイノリティの

教育権を地方公共団体に対し具体的権利として求めうる根拠法令と解

することはできない。

(キ)以 上のとおり,原 告子どもらが具体的権利として主張するマイノリ

ティの教育権の根拠となる条約,法 令はいずれも存しない。

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について

(ア)原 告子どもらの主張イ(イ)(教 育権の侵害)に ついて

原告子どもらが主張するようなマイノリティの教育権が,具 体的な

法的権利として保障されていないことはさて措き,仮 に,従 来在日韓

国 ・朝鮮人教育事業として実施されていたものが保護に値するもので

あるとの前提に立ったとしても,被 告高槻市が本件事業を不当に廃止

し,縮 /Jしヽたことはない。

すなわち,市 教委は,戦 後半世紀以上を経過し,祖 国とのつながり

がなくなっている家庭や新たに渡日した家庭, 日本人との結婚で複数

の文化をもつものなど,置かれている立場や意識,考え方が多様化し,

社会が国際化していること等を踏まえ,従 来の在日韓国 。朝鮮人教育

事業を多文化共生 。国際理解教育事業として再構築し,発 展的に見直

しているのであって,本件事業を単純に廃止 。縮小したわけではない。
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具体的な事業内容の変更は次のとお りである。 これによると,従 来

の在 日韓国 ・朝鮮人教育事業は,多 文化共生 口国際理解教育事業とし

て再構築され,多 民族社会を想定 した新たな時代認識と発想の転換の

上に立って見直されてお り,今 日ではこの発展的な見直 しによって,

国籍が多岐にわたる原告子 どもらの現状を的確に反映したものとなっ

てお り,何 ら違法 ・不当な点はない。

a 学 校子 ども会

学校子 ども会は,高 槻市内の小中学校 8校 において週 1回 ,各 小

中学校の教職員が主体 となって実施 されていたが,「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」との平成 13年 の提言を受け,さ らには平成 14年 4月

以降,学 習指導要領の改訂に伴い,各 学校において総合的な学習の

時間に国際理解などの課題について学習活動を行 うものとされたこ

ともあつて,平 成 15年 3月 31日 をもつて学校子ども会への指導

員の派遣 (社会教育所管の事業)は なくなったが,学 校子 ども会 自

体は,引 き続き学校教育部所管の事業 として,高 槻市立の 5中 学校

及び 3小 学校に設置されてお り (ただ し, うち 1中 学校は,外 国人

生徒が在籍 しなくなったため,平 成 16年 度か ら活動は休止 してい

る。), これまでのように学習活動及び文化,体 育並びにレクリェー

ション活動の促進及び指導等の取 り組みが行われている。

b 地 域子 ども会

地域子 ども会は,平 成 13年 度までは中央,別 所,成 合の 3地 域

においてそれぞれ週 1回 開催 されていたところ,平 成 14年 度に別

所子 ども会と成合子 ども会は北部子 ども会に統合され,平 成 15年

度からは,渡 日児童 ・生徒のために柱本子ども会を新設 し,開 催回

数を週 2回 に増やすことになったが,参 加者数が少なかったため,

９
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同年度中に週 1回の実施になったものであり,そ の活動自体は現在

まで存続している。

地域子ども会の統合 ・新設,開 催回数の増減は,参 カロしている児

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

いることや,渡 日外国人が増加していることに対応した合理的なも

のである。

c 高 校生の会

高校生の会は,平 成 15年 4月以降,学 校子ども会の場合と同様

に,指 導員の派遣が廃止されているが,こ れは在日・渡日の高校生

の生徒数の減少に対応した合理的なものである。

d 日 本語識字教室

日本語識字教室は,在 日韓国 ・朝鮮人一世に対する日本語の読み

書きなどの指導を行う活動であり,青 少年課の分室で週2回開催さ

れており,そ の活動は社会教育部の所管のもとで現在に至るまで継

続 している。

(イ)原 告子どもらの主張イ(ウ)(債 務不履行)に ついて

争 う。

(2)争 ′点2(原 告子どもらの損害)に ついて

【原告子どもらの主張】

本件事業を廃止するという市教委の施策によつて,原 告子どもらは,学

校子ども会等に通つて, 自己の文化や言語などに規しむことが出来なく

なったばかりか, 日本人児童 ,生徒や地域社会において,在 日韓国 。朝鮮

人児童 ,生徒及び近年渡日してきた在日外国人の児童 ・生徒に対する外国

人差別を拡大させた。

本件事業の廃止は,単 に行政の一施策の廃止に止まらず,在 日外国人児

童 ・生徒のアイデンティティの育成を目指した学校機能の廃止に等しい。
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２

　

＜

本件事業の廃止により原告こどもらが受けた精神的苦痛に対する慰謝料

は,各 人 10万 円を下らない。

【被告高槻市の主張】

争う。

原告Eめ 請求について

1)争点3(被告宮BB同 ■■及び回■口に対する請求の可否)について

【被告口B,同 口B及 び同Rの 主張】

公権力の行使に当たる地方公共団体の公務員が,そ の職務を行 うについ

て,故 意又は過失によつて違法に他人に損害を与えた場合には,地 方公共

団体がその被害者に対 し賠償の責めを負 うのであって,公 務員個人がその

責めを負 うものではない。

したがつて,原 智■め被告奥本,同 ■口,同 Eに 対する訴えは,本 案

の審理をするまでもなく失当である。

【原告口の主張】

ア ー 般に,公務員個人が違法行為の責任を負わないと解されているのは,

① 国家賠償制度は損害の填補を目的 とするものであって,加 害者個人

に対する制裁等を目的とするものではないところ,公 務員個人への責任

を問わないと解 しても,被 害者の救済に欠けることはないとい う点,②

公務員個人への責任追及を認めると,公 務員の職務行為に萎縮効果を及

ぼすことにな りかねず,公 務員において適法な職務行為まで遂行 しなく

なる,あ るいは出来なくなる可能性があるとい う点などが主な趣旨であ

る。

しか し,法 形式的には,私 人は民法上個人責任を負 うのであり,公 務

員を私人以上に保護すべき理由はない。少なくとも,明 白に違法な公務

で,か つ,行 為時に行為者 自身がその違法性を認識 していたような場合

には,公 務員が個人責任を負 うとすべきである。 このように解 しても,
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個人責任が認められる場面は限定されていることから,損 害賠償義務の

発生を恐れるがゆえに公務員が公務の執行を障磨するといつたような弊

害は何ら発生するおそれがないことは言うまでもなく,か えつて,将 来

の違法な公務執行の抑制の見地からは望ましい効果が生じることさえ期

待できる。

イ 本 件における被告■■1同 ■■及び同口■め責任は,市 教委自身が本

件事業に携わる非常勤職員に対し報償費を支払うことを指示し,こ れを

長年承認 し,原 留■は市教委の指示のもと支払いの事務処理を担当して

いたにすぎないことを十分認識しながら,共 謀して,原 告口に対する本

件告訴を行つたことである。

このように,報 償費を詐取したという客観的な事実も,詐 取を疑つて

しかるべき事情も何ら見あたらないにもかかわらず,詐 欺としてガJ事告

訴を行うというのは,公 務としての特段の保護を何ら必要としないほど

明白に違法な公務である。

しかも,被 告■■,同 ■r及 び円口Bは ,原 督口い詐欺を行っていな

いことを知りながら,本 件告訴を行つたものであり,同 被告らは,自 ら

の行為の違法性を十分に認識していた。

したがって,同 被告ら個人も賠償責任を免れない。

(2)争 点4(本 件告訴の違法性)に ついて

【原引■の主張】

ア 市 教委からの報償費に関する指示

市教委と高槻むくげの会は,市 教委が高槻むくげの会の行つてきた事

業を引き継ぎ,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業を実施するに当たり,非 常勤

職員とアルバイ ト職員 (以下 「非常勤職員ら」という。)の 待遇につい

て協議を続けてきた。

その中で,当 時の社会教育部長■■と同和対策部長Hか ら,報 償費
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を非常勤職員らの待遇の改善に活用する方法,即 ち,他 人の名義を借り

て,そ の他人に報償費を支出し,そ れを非常勤職員らの給料に加算する

ことで待遇問題を解決する方法の提示を受け,高 槻むくげの会はこれを

了解した (以下 「報償費に関する指示」という。)。

その内容は,実 際には在日韓国 。朝鮮人教育事業に従事していない指

導員の名義を借用し,同 事業に従事したことにして報償費を請求し,こ

うして得た報償費を非常勤職員らの給与の補填に充てるというもので

あった。

在日韓国 ・朝鮮人教育事業の正職員は,昭 和60年 8月 1日に在日韓

国 ・朝鮮人教育事業が発足して以降,市 教委が詐欺事件発覚と騒ぎ出す

平成 15年 10月 までの約20年 間, この報償費に関する指示に沿つて

報償費の事務処理を行ってきた。

イ 前 任者からの引継ぎ

原告■は,平 成 5年 4月 ころ,前 任者から在日韓国 ・朝鮮人教育事業

の事務を引き継いだ。

その内容は,要 旨,「在日韓国 ・朝鮮人教育事業の非常勤職員は,高

校生の会や日本語識字教室の指導に従事しているが,実 態通りの事務処

理をしていては非常勤職員の勤務時間が正職員並になり,そ うなると非

常勤職員の正職員化の問題が起こってくるので,事 務処理上は指導に従

事していないことにしている。また,在日韓国 ・朝鮮人教育事業に関わっ

ているアルバイ ト指導員の中にも正職員並に勤務している人がいる。こ

うした人々に勤務実態に見合う身分保障ができないので,その分,待遇,

即ち,給 与の上乗せをしてきた。在日韓国 ・朝鮮人教育事業に予算化さ

れている報償費の執行については,年 間を通して報償費予算が余りそう

な分を計算しながら,名 義借用の了解が得られた人の名前を使って,実

際に指導に従事したことにして報償費を請求し,そ うして支出したお金
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と高槻むくげの会からの寄付金でもつて,非 常勤職員やアルバイ ト職員

の待遇の上乗せをする。このことは市教委と高槻むくげの会との了解事

項である。もちろん市教委の上司もこれらの事情を知っている。」とい

うものであった。

実務的には,報 償費が支払われる仕事に従事していないけれども従事

したとする書類 (業務日誌や指導従事簿など)を 原告口ら市教委の在日

韓国 ・朝鮮人教育事業の担当正職員が作成し,正 規の会計から報償費を

受け取り,そ れを別途の会計に移して,そ こから在日韓国 ・朝鮮人教育

事業で正職員並に勤務する非常勤職員らの給料の上乗せ分として支払う

という方法が取られていた。

原封日は,市 教委の前任者から引き継いだ事務を市教委の職務と思い

処理していたにすぎない。

ウ 本 件告訴の違法性

被告高槻市は,自 らが,本 件事業の遂行のため,報 償費に関する指示

を行い,原 告口,ら本件事業の担当事務正職員に,前 述したとおりの事務

処理を行わせ,こ れによる報償費の拠出を行つてきたにもかかわらず,

原告口に 「原告口が巧妙に指導員の出勤簿等をねつ造し,不 正に報償費

を取得していた。」との濡れ衣を着せ,本 件告訴を行つた。なお,被 告

高槻市は被疑者不詳として本件告訴を行つているが,担 当職員は原告B

以外に存在しないのであるから,原 告口を名指しで告訴したに等しい。

本件告訴は,本 件事業を廃止 ・縮小したいと考えていた被告■■と,

その指示に従つた同口■及び同■■が共謀して行つた虚偽告訴である。

その証拠に,本 件告訴に対 しては,平 成 16年 12月 28日 ,嫌 疑不

十分を理由として不起訴処分がなされている。

【被告らの主張】

ア 本 件告訴の対象

ワ
′

ワ

０



そもそも本件告訴は,被 告訴人を不詳として行われたものであり,被

告高槻市が原告口|を告訴した事実はない。

原告■は,名 指しせずとも支出事務担当者である原告口を告訴したの

と同様である旨主張するが,指 導員の虚偽申告の可能性や,支 出事務担

当者以外の職員の関与や,共謀の有無などが想定されることを考えれば,

被告訴人を不詳として告訴することには相当な理由があり,原 告口の主

張は正鵠を射たものでない。

イ 本 件告訴に至る経緯

(ア)被 告高槻市では,平 成元年ころから,給 与等の支払いについて,事

務手続の安全化 ・簡素化のため現金払い制から日座振替制への移行が

推進され,社 会教育部青少年課が所管する多文化共生 。国際理解教育

事業におけるアルバイ ト職員の報償費についても,こ の日座振替制が

導入されることになっていた。

平成 14年 10月 4日 ,多 文化共生 。国際理解教育事業に携わって

いたアルバイ ト職員Aか ら当時市教委青少年課主幹であつた被告■■

に対し,市 教委が支払っている報償費について, 日本語識字教室の指

導に従事しないで一部支払いを受けていることに問題はないかとの相

談があった。

この相談を受け,被告■■が関係者から聞き取りを実施したところ,

勤務実績と異なる報償費の請求がなされていたり, 日本語識字教室の

指導に従事した者に高槻むくげの会から報償費が振り込まれていると

いった事実が判明した。

そこで,被 告高槻市の公金を管理する高槻市長は,平 成 14年 12

月 26日 ,高 槻警察署に対し,実 際は多文化共生 。国際理解教育事業

の日本語識字教室の指導に従事していないにもかかわらず,複 数人が

関与して,事 実と異なる内容の指導従事簿を作成し,同 簿を基にした
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虚偽の支出命令書を作成し,高 槻市長に対し報償費を請求し,も って

同市長をして報償費を詐取したとして,被 告訴人を 「氏名不詳」にて

本件告訴を行つた。

(イ)こ のように,本 件告訴にかかる被疑事実は,被 告高槻市における事

務手続の簡素化を目的とした報償費の支払手続の変更を契機として発

覚したものであり,多 文化共生 。国際理解教育事業の実施過程におけ

る報償費の不正受給という看過しがたい事実に対し,厳 正なる処罰を

求めるため司直に委ねるべく本件告訴を行ったものである。

原告wJS主 張するように,多 文化共生 ・国際理解教育事業の縮小 ・

廃止を目的として告訴したものでも,原 告口を特定して告訴したもの

でもない。

(ウ)ま た,原 告口い主張するような報償費に関する指示を市教委が行っ

た事実はなく,報 償費の支払いについて原告■が行っていたような事

務処理を市教委が容認しなければならない理由も根拠も存しない。

(3)争 点 5(本 件配転命令の違法性)に ついて

【原告口の主張】

ア 職 種限定契約

被告高槻市では,正 職員を毎年秋に実施される北摂 7市共同で行われ

る試験を経て採用しているが,原 告■め採用試験は同試験とは別個に実

施 されたものであった。

すなわち,被 告高槻市では,平 成 4年 3月 末に在 日韓国 ・朝鮮人教育

事業専門員 2名 の うち 1名 が退職することになり,定 員 2名 のところに

1名 の欠員ができることになった。そこで,同 月中に在 日韓国 ・朝鮮人

教育事業専門員を採用する試験が実施 されることになり,そ の公募は被

告高槻市の発行する 「広報高槻」にだけ掲載され,対 象者は在 日韓国 ・

朝鮮人教育に豊かな識見と熱意ある者 とされた。
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原告■は,こ の在日韓国 。朝鮮人教育事業専門員を採用するための試

験に合格して,同 専門員として採用され,被 告高槻市の教育委員会社会

教育部青少年課在日韓国 ・朝鮮人教育事業の職に就いたものである。

そして,原 引口は,平 成4年 4月 から平成 15年 3月 まで12年 の長

きにわたって,地 域子ども会,学 校子ども会の指導,教 育事業に関する

企画運営,庶 務などの事務を担当してきた。

上記の勤務期間を通して,原督■は,将来,配置転換があり得るとの

説明を受けたことがなく,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業が多文化共生 ,国

際理解教育事業に変更されるときも,こ れからは配置転換があり得ると

いつた説明はなかつたし,実 際,こ れまで,被 告高槻市において,在 日

韓国 ・朝鮮人教育事業専門員として採用された者が,そ れ以外の業務に

従事するよう配転されたことはない。

このような採用の経緯及び採用後の就労状況に照らせば,原 引口の職

種は,本 件事業に限定されていたものとい うべきであるから,原 割■の

承諾なしに,一 方的に天神山図書館へと職種変更を命 じた本件配転命令

は無効である。

イ 配 転命令権の濫用

仮に,原 告口 の職種が限定されていなかったとしても,本 件配転命令

は権利の濫用 というべきであって無効である。

すなわち,被 告高槻市は,原 告口が ,本 件事業の縮小 。廃止に反対す

る意思を表明するなどしていることに対 し,「市に反対するものは職員

としていらない」などと嫌悪感を露わにしていた。

そ して,被 告高槻市は,原 引■を詐欺罪で虚偽告訴 し,次 いで本件配

転命令を行つたのである。

原告■が配転を命 じられた平成 15年 度の天神山図書館の正職員の定

員は 12名 であり,同 年 4月 ,同 図書館には既に定員
一杯の 12名 の正
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職員がいたが,原 告Elま定員外の13人 目として加配された。定員過剰

のため,配 転から半年くらいの間,原 告口かすべき仕事はなく,返 却さ

れた本を書架に戻すだけという仕事とはいえないような作業をするに過

ぎなかった。

このように,本 件配転命令は,被 告高槻市の業務上の必要からでたも

のではなく,本件事業の縮小・廃止に反対する原告■に対する報復とし

てなされたことは明白である。

このように不当な本件配転命令は権利濫用であつて無効である。

【被告らの主張】

ア 職 種を限定した採用ではないこと

被告高槻市では市教委を含め,職階制が採用されておらず,在日韓国 ・

朝鮮人教育事業専門員なる職は存せず,原 告は事務吏員として採用され

た者である。

在日韓国 ・朝鮮人教育事業専門員というのは,呼 称あるいは採用に当

たつて従事する仕事の内容を指称するものとして用いられているにすぎ

ず,原 告■が職種限定で採用されたわけではない。

また,原 告Bの ような市教委プロパーの職員については各市とも別個

に採用される場合があるし,採 用試験でも,専 ら一般教養を問われただ

けで,特 に在日韓国 ・朝鮮人間題に関する知識を問うための試験に合格

した訳でもない。

イ 本 件配転命令が濫用にあたるものではないこと

本件配転命令は,平 成 15年 3月 31日 をもつて学校子ども会への指

導員の派遣が廃止されたことに伴い,平 成 14年 度までは正職員2名 ,

非常勤職員2名 であつた人員配置が,平 成 15年 度からは正職員 1名,

非常勤職員 1名に半減された結果によるものである。

しかも本件配転命令によって原告■め勤務条件について特段の不利益
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が生じた訳ではない。すなわち,原 告■勝市教委社会教育部の所属職員

であり,事 務吏員であることに変わりはなく,勤 務場所が青少年課から

天神山図書館になつただけである。勤務時間については,本 件配転命令

の前後を問わず,高 槻市教育委員会の職員で特別の勤務に従事するもの

の勤務時間等の特例に関する規則 (平成 2年高槻市教育委員会規則第2

0号 )の 適用を受け,給 与についても,一 般職の給与に関する条例 (昭

和32年 高槻市条例第357号 )及 び同施行規則 (昭和33年 高槻市規

則第 142号 )の 適用を受けることに変わりはない。

このように,本 件配転命令は,本 件事業に関する事務量の減少に伴う

人員配置数の削減の結果として行われたいわゆる水平移動であり,過 員

を理由とする分限免職 (地方公務員法28条 1項 4号 )の 回避と適材適

所を旨とした措置であつて,何 ら違法,不 当な点はない。

３

　

　

＜

(4)争点6(原告Bの損害)について

【原習口の主張】

前記(2),(3)の とおり,原 告口は,い われなき刑事告訴を受け,不 当

な強制配転がされたことにより,多 大な精神的苦痛を受けた。

上記精神的苦痛に対する慰謝料は10o万 円を下らない。

【被告らの主張】

争う。

原告■■の請求について

1)争 点 7(本 件雇止めの違法性)に ついて

【原告■この主張】

ア 公 法上の法律関係においても権利濫用ないし権限濫用の禁止に関する

法理は妥当すること

そもそも権利濫用ないし権限濫用の禁止に関する法理は,解 雇に限ら

ず
一

般的に妥当する法理であって,公 法上の法律関係においても適用の
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余地のある普遍的法原理である。

そ して,任 期付きで任用された公務員の任用関係が公法的規律に服す

る公法上の法律関係であるとしても,特段の事情が認められる場合には,

権利濫用 ・権限濫用の禁止に関する法理ない し信義則の法理が妥当する

ことがあ り得ると考えるのが相当である。
'

すなわち,① 任命権者が,非 常勤職員に対して,任 用予定期間満了

後も任用を続けることを確約ないし保障するなど,期 間満了後も任用が

継続されると期待することが無理からぬものと見られる行為をしたとい

うような特別な事情があるにもかかわらず,任 用更新をしない理由に合

理性を欠く場合,② 任命権者が不当 ・違法な目的をもつて任用更新を

拒絶するなど,その裁量権の範囲を越え,またはその濫用があつた場合,

③ その他,任 期付きで任用された公務員に対する任用更新の拒絶が著

しく正義に反し社会通念上是認し得ない場合など,特 段の事情が認めら

れる場合には,権 利濫用 。権限濫用の禁止に関する法理ないし信義則の

法理により,任 命権者は当該非常勤職員に対する任用更新を拒絶できな

いというべきである。

イ 本 件事業における専門指導員に関する取り決め

本件事業においては,非 常勤職員が正職員同様に勤務し,そ の更新が

繰 り返されることが予め取り決められていた。

すなわち,市 教委と高槻むくげの会は,昭 和60年 ,高 槻むくげの会

の行ってきた地域子ども会, 日本語識字教室,高 校生の会などの事業を

被告高槻市が引き継ぎ,新 たに在日韓国 ・朝鮮人教育事業を実施するに

あたり,指 導員の身分,人 数,非 常勤職員らの待遇等について次のよう

な協議を行っている。

まず,当時の市教委の実務担当者であった社会教育部主幹    (以

下 「■■主幹」 とい う。)か ら,「在 日韓国 ・朝鮮人教育事業は本来な
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らば正式職員で対応すべきだが,行 財政改革で職員減らしが課題になっ

ている時期に,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業職員が3名 も新規採用されて

はこの事業そのものが市民的合意を得られず潰される。正式職員2名 ,

非常勤職員 2名 と若子のアルバイ トでこの事業を進めたい。」という趣

旨の説明がなされた。

これに対し,高 槻むくげの会は,り F常勤は正職員と同じ仕事をする

のに, これでは待遇にばらつきが出るし,非 常勤職員とアルバイ ト職員

といつた不安定な地位や勤務実態に見合わない給与しか支給されないの

では,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業に安定して関わってゆくことが難しく

なる。」と指摘した。

また,‐ 主幹からは,「非常勤職員には週29時 間という勤務時間

上の制約があり,非 常勤職員が在日韓国 ・朝鮮人教育事業の日本語識字

教室の指導に従事すると制約時間を超えてしまい,ま た正職員化問題が

起こる。非常勤職員は日本語識字教室に従事しても,書 類上は従事して

いないことにしたい。」との考えが示された。

これに対し,高 槻むくげの会は,あ くまで非常勤職員やアルバイ ト職

員の正職員化を希望したが, り卜常勤職員は日本語識字教室の指導運営

に責任を持つが,書 類上は関わつていないことにする」との市教委の意

向を最終的に了解した。

このように,本 件事業における非常勤職員は,当 初から正職員同様の

勤務時間,勤 務内容,更 新の反復継続が予定されていた。

ウ 原告■■1の採用にあたって取られた措置

原告■■は,被 告高槻市に,平 成 5年 4月 1日,在 日韓国 ・朝鮮人教

育事業のスタンフとしてアルバイ ト待遇で雇用され,平 成 12年 4月 1

日には,多 文化共生 ・国際理解教育事業の専門指導員として, 1年有期

の非常勤職員に採用された。
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在日韓国 ・朝鮮人教育事業専門指導員は,原 告■■い採用される平成

12年 4月 1日以前には,① 高槻市内在住の在日韓国 ・朝鮮人に限ら

れ,② 採用時に満30歳 未満の者のみで,③ 更新も4年 が限度とされ

ていたが,原 告■Bの 採用と同時に,① 高槻市内に在住の者であれば

国籍を問われなくなり,② 採用時の年齢制限は廃止され,③ 更新は回

数制限でなく満60歳 未満までとの制限に変更された。

このような制限の変遷は,被 引■■の採用を可能とし,か つ正職員同

様60歳 に達するまで被告高槻市で働けるようにするために取られた措

置であった。

工 正 職員と変わらない就業実態

原告Hは ,ア ルバイ ト時代から,正 職員である専門員や非常勤職員

である専門指導員が担当すべき学校子ども会 (高槻 6中 )を 担当してい

たほか,市 教委が実施する教育事業会議への出席を命ぜられており,平

成 12年 4月 1日に非常勤職員として専門指導員に採用された後もアル

バイ トのときの担当をそのまま引き継いだ。

具体的には,市 教委から日本語識字教室の校長を任され,現 場の一番

の責任者として従事し,家 庭訪問,啓 発雑誌の作成,中 学生合宿や在日

外国人子ども祭などの特別行事の実施のための業務に従事した。さらに,

小中学校で差別発言や差別落書などの差別事象があった場合には,当 該

学校と高槻市内の全小中学校各 1名ずつの教師が構成員となっている高

槻市外国人教育研究協議会と連携して,差 別事象の解決に取り組むと

いつた業務にも従事していた。

非常勤職員である専門指導員の勤務時間は週29時 間と制限されてお

り,原 引■■も書類上はこの制限内でしか勤務していないこととなって

いたが,実 際には, 1日 8時 間を超えて被告高槻市の業務に従事してい

たのであり,その勤務内容及び形態は正職員と何ら異なるものではなく,
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これは前述の被告高槻市との取り決めで予め定められたことであった。

このように,原告■■は,アルバイトとして採用されたときから通算

すれば,本 件事業のスタッフとして11年 間,正 職員と変わることない

実態で勤務してきた。

オ 更 新手続

原告‐ は,募 集,筆 記試験,面 接の過程を経て,平 成 12年 4月 1

日,被 告高槻市に採用され,採 用の際には委嘱状を受理 している。

原告■■ は,平 成 13年 ,平 成 14年 ,平 成 15年 の毎年 4月 1日 に

更新を受け,そ の都度,被 告高槻市から委嘱状を交付 されてきたが,更

新にあたって筆記試験や面接は実施されず,委 嘱状が交付されるだけで

あった。         '

力 他 に雇止め事例がないこと

原告■■ のほかに,本 件事業に従事する専門指導員が雇い止めされた

事例は 1例 もない。

キ 本 件雇止めに事業上の必要性がないこと

平成 15年 度において,多 文化共生 。国際理解教育事業には専門員 1

名,専 門指導員 1名 ,ア ルバイ ト2名 が配置されていたが,平 成 16年

1月 にはアルバイ ト1名 が辞職 し,さ らに原引■■を欠いては事業の運

営に支障が出るものと予想されていた。そのため,被 告高槻市は,平 成

16年 3月 31日 ,原 告口■ を雇い止めにした後,同 年 4月 1日 には新

規にアルバイ ト1名 を多文化共生 ・国際理解教育事業に雇用 している。

このように本件雇い止めは事業上の必要からなされたものではなかっ

た。

ク 地 方公務員法の趣旨

そもそも地方公務員法は,地 方公務員の任用について期限を定めない

ことを原則 とし,例 外的に期限付き任用を認めている。 これは,繁 忙期
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における業務の一時的な増大など,任 期の定めをする特段の事情がある

場合に限り,こ れに対処するための例外を許容する趣旨である。

ところが,上 記のとおり,原 自■口は,当 初から,恒 常的な業務であ

る本件事業について,正職員の不足を補うために任用されたものである。

このような任用は地方公務員法の予定していないものであって,採 用

それ自体が違法な運用と言わざるを得ない。

被告高槻市は,自 ら違法に採用し,常 勤職員同様に取り扱っておきな

がら,契 約終了の段になって非常勤職員であるからと,法 の規定を振り

かざすことは許されないというべきである。

ケ 不 当な目的

被告高槻市は,原 告■■が多文化共生 ・国際理解教育事業の縮小 ・廃

止に反対する意思を表明するなどしていることに対し,「市に反対する

ものは職員としていらない」などと嫌悪感を露わにし,本 件訴訟の準備

が行われていることを知るや,上 記意思表明の報復 として,原 笥■■に

対 し,本 件雇止めを行つたものである。

コ 以 上のとお り,原 智■■の就労は期限の定めのないものと実質的に異

なるところがないと評価すべきであるし,原 告■■が満 60歳 に達する

まで就芳が継続 されるものと期待 していたことは合理的であり,こ の合

理的期待を安易に裏切ってはならないことは当然 といわなければならな

い。また,各 更新において筆記試験や面接が行われることなく,た だ委

嘱状が交付 されるだけであったことは, 日常の就労の場で被告高槻市が

原封■■ の 「能力の実証」 (地方公務員法 15条 )を 実質的に行い,原

告‐ がこれをクリアしていたものと言 うべきである。

これに対 し,本 件雇止めは,不 当な目的をもってなされ,裁 量権の範

囲を逸脱又は濫用 したもの,あ るいは著 しく正義に反 し社会通念上是認

し得ないものとい うべきであって,前 記 「特段の事情」が認められる。
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したがつて,本 件雇止めは,権 利濫用 ・権限濫用の禁止に関する法理

ないし信義則の法理により許されないとい うべきである。

【被告高槻市の主張】

ア 公 法上の任用関係であること

原告■■と被告高槻市 (市教委)と の間の勤務関係は,公 法上の任用

関係であり,私法上の労働契約関係を前提とする原告■■|の主張はそれ

自体失当である。

また,公 法上の任用関係においては,そ の任用の条件や勤務条件は,

条例,要 綱等で定められているのであって,当 事者の個別的事情や恣意

的解釈によつて規律されることはなく,解 雇権濫用法理の類推適用を論

ずる余地 もない。

イ 本 件雇止めの必要性

原樹■口は,市教委によって地方公務員法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 度, 14年度, 15年

度にも同様の委嘱を受けて,勤 務に従事 していたものであるが,通 算 5

年を超えないとの高槻市非常勤職員就業要綱の適用,多 文化共生 。国際

教育事業の見直 しに伴 う職員の適正配置の状況の下,平 成 16年 3月 3

1日 の委嘱期間の満了とともに,そ の身分を失つたものである。

すなわち,平 成 15年 度は非常勤職員である原引■■ と正職員 1名 及

びアルバイ ト2名 で, 日本語識字教室及び地域子ども会の実施を担当し

ていたが, 日本語識字教室及び地域子ども会とも,そ れまでの参加者の

減少傾向に歯止めがかからず,各 地域子ども会では,週 2回 の実施予定

であつたところ,週 1回 の実施を維持するのが精一杯の状況となつたこ

ともあって,正 職員 とアルバイ トで対応できるとの判断のもと,非 常勤

職員の指導員を廃止することとなった。

これに伴い,市 教委は,原 告■■ に対 し,平 成 16年 2月 25日 付通
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知書をもつて委嘱の更新を行わないことを事前通告し (原告■口はこの

通知に対 し全 く異議の申立をしていない。),同 年 3月 31日 の委嘱期

間の満了をもつて,本 件雇止めを行つたのであり,本 件雇止めに違法な

点はない。

ウ 原告口■の採用経緯

そもそも原告■■は専門指導員の採用試験の結果,補 欠として合格し

たものであるところ,正 式採用となったのは,前 任者が産休を取得した

ことにより勤務できなくなるという特殊事情による。

また,高 槻市非常勤職員就業要綱4条 では,非 常勤職員の委嘱期間が

1年以内で,委 嘱期間の更新については,通 算5年 を超えない範囲であ

ることが定められており,実 際にも,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業の非常

勤職員であった者で, 5年 を超えてその職に就いていたものは存在しな

い。

採用担当者が,原 告■■ に対 して委嘱期間の定めに関わ りなく同人の

終身雇用が保障されているかのようなことを述べたこともない。

したがつて,原 告■■が勤務の継続について合理的な期待を抱いても

無理からぬ事情が存 したとは到底言えない。

工 原告■■p就労状況

平成 12年 度第 1回高槻市在日韓国 ・朝鮮人教育事業運営委員会 (会

議次第)添 付の (一般事業計画)「 1.定 例事業」の表 (甲23の 3枚

目)に よれば,原督■■の担当事業及び時間数は,学校子ども会2時間,

地域子ども会 12時 間, 日本語識字教室6時間であつて, 1週当たりの

合計時間は20時 間に過ぎず, 1週 29時 間を原則とするという専門指

導員就業要綱 (甲18)7条 2項の定めの範囲内にある。

また,原 告■■に対 し, 29時 間を超過す る勤務を命 じた事実 も存 し

ない。
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