
加えて,原 告■■は,非 常勤職員 として採用される以前から,高 槻む

くげの会の会員ないしそのアルバイ ト職員 としての立場で子ども会活動

に関わつてお り,非 常勤職員 として採用 された後 も,高 槻むくげの会の

会員の立場において, 日本語識字教室の活動に関わつていたとみるのが

自然である。原引■■は,非 常勤職員としての職務内容と高槻むくげの

会の会員 としての活動の両者を区別することなく,同 人が本件事業に関

して行 つたすべての活動を非常勤職員の職務であると強弁するもので

あつて失当である。

オ 以 上のとおり,原 告■■の非常勤職員としての地位は,そ の嘱託期間

の満了により既に終了してお り, しかも,同 人が任用更新を期待 しても

無理か らぬ特段の合理的な理由も存 しないことは明 らかであり,本 件雇

止めには何 ら違法 ・不当な点は存 しない。

(2)争点8(原告■■の損害)について

【原告口■の主張】

前記(1)のとおり,原 告■■は,不 当な雇止めにより,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100万 円を下らない。

【被告高槻市の主張】

争う。

第4 当 裁判所の判断

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

(1)マ イノリティの教育権の具体的権利性

ア 原 告子どもらは,マ イノリティの教育権を,公 の費用負担のもと,マ

イノリ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と定義し,こ れ

が国際人権規約やその他の条約等により保障されているとして,本 件事
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業の廃止 ・縮小は,こ の権利を侵害するものであって,違 法であると主

張する。

そこでまず,こ のようなマイノノティの教育権が法的保護に値する具

体的権利といえるかについて検討する。

イ 自 由権規約27条

(ア)自 由権規約 27条 は,「種族的,宗 教的又は言語的少数民族が存在

する国において,当 該少数民族に属する者は,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。Jと 規定する。

自由権規約は,条 文の文言自体,そ の主語を締約国ではなく個人と

しており,個 人に対して権利を付与する形式で定められていること,

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,

これを誠実に道守することを必要とする。」と定めていること,昭 和

55年 10月 24日 に日本国政府が自由権規約委員会に提出した第 1

回政府報告書及びその翌年の自由権規約委員会第 12会 期での審査の

際の政府代表の回答において,規 約の国内法律に対する優位を認める

とともに,規 約の自力執行性をも認める回答をしていることなどの事

情が認められ,こ れらを併せ考慮すると,自 由権規約の規定には自力

執行力があるとする考えも成り立つ (乙9)。

しかし, 自由権規約 27条 は,そ の文言から,締 約国に対し,本 条

の定める権利を侵害しない義務を課したものと解され,そ れ以上に,

国家による積極的な保護措置を講ずべき義務まで認めたものとは解し

がたい (乙 10)。

(イ)こ れに対し,原 告子どもらは,マ イノリティ権利宣言 (甲153)

やそのコメンタリー (甲154)及 び一般的意見23(甲 155)が ,

自由権規約27条 の定める権利につき,締 約国に積極的な保護措置を
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講ずる義務を定めていることを根拠に,自 由権規約 27条 は締約国に

前記不作為義務だけでなく,積 極的な作為義務を課したものであると

主張し,証 拠 (甲152, 257の 1,乙 10)中 にはこれに沿うも

のもある。

しかし,国 連総会決議であるマイノリティ権利宣言は,条 約とは異

なり,一 方的な行為にすぎないから,我 が国に対して法的拘束力を持

つものではないし,そ のコメンタリーも,国 連内部に設置された人権

教育促進擁護小委員会が活動の一環として作成したものにすぎず,こ

れに法的拘束力を認めることはできない。

また,一 般的意見23は ,自 由権規約の締約国の履行状況に関する

報告を検討する機関である自由権規約委員会により策定されたもので

あること,そ の目的は,規 約の実施の促進,締 約国への注意喚起など

であって,自 由権規約の実施に当たって参考とされることが求められ

ているにすぎないことに照らしてみれば,一 般的意見自体が我が国に

対して法的拘束力を有するものではないと解される (甲257の 1)。

なお,一 般的意見23は , 6(1)で 「締約国は当該権利の存在と行

使を,そ の否定と侵害から保護することを確保する義務を負う。」と

し,(2)で 「マイノリティのアイデンティティを保護し,ま たその構

成員が,そ の集団の他の構成員とともに,自 己の文化や言語を享受し

かつ発展させ, 自己の宗教を実践する権利を保護するための,締 約国

による積極的措置も老、要である。」と定め,前 者を締約国の義務とす

る一方で,後 者は必要性を確認するにとどめており,後 者に属する積

極的措置を締約国の義務として認めたものでもない (甲152)。

(ウ)し たがって,自 由権規約27条 が,国 家に積極的な作為を求めるマ

イノリティの教育権を保障するものであり,国 内法としての効力を有

することを前提とする原告子どもらの主張は採用できない。
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ウ 社 会権規約 13条

社会権規約 13条 1項は,「この規約の締約国は,教 育についてのす

べての者の権利を認める。」「締約国は,教 育が,す べての者に対し,

・…・(中略)・…・諸国民の間及び人極的)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……(中略)・…,を可能にすべきことに

同意する。」と規定する。

しかし,こ の条項は,締 約国において,す べての者の教育に関する権

利が,国の社会政策により保護されるに値するものであることを確認し,

締約国がこ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権利を付

与すべきことを定めたものではない。このことは,同 規約 2条 1項が締

約国において 「立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約に

おいて認められる権利の完全な実現を漸進的に達成する」ことを求めて

いることからも明らかである。

したがって,社 会権規約 13条 から直ちに,原 告子どもらが主張する

マイノリティの教育権という具体的な権利が保障されていると認めるこ

とはできない。

工 児 童の権利条約30条

児童の権利条約 30条 は,「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が存在する国において,当 該少数民族に属し又は原

住民である児童は,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。」と規定する。

この条項の文言は, 自由権規約27条 と同様のものであって,国 家に

積極的な作為を求める権利を保障するものではない。

オ 人 種差別撤廃条約 5条
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人種差別撤廃条約は, 2条 2項 で,「締約国は,状 況により正当とさ

れる場合には,特 定の人種の集団又はこれに属する個人に対し人権及び

基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため,社 会的,経 済的,文

化的その他の分野において,当 該人種の集団又は個人の適切な発展及び

保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる。」と規定し, 5条

で,「締約国は,特 に次の権利 (教育及び訓練についての権利)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。」と規定する。

人種差別撤廃条約 2条 2項は,そ の規定の仕方からして,締 約国が当

該権利の実現に向けた積極的施策を推進すべき政治的責任を負うことを

定めたにすぎず,こ の規定から直ちに,マ イノジティの教育権という具

体的な権利が保障されていると認めることはできない。

力 憲 法 26条

憲法 26条 1項は,教 育を受ける権利を保障しており,こ れに基づく

旧教育基本法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つて,教 育上差別さ

れない。」と規定する。

これにより,国 は,国 民の教育を受ける権利が現実に保障されるよう

教育制度を維持し,教育条件を整備すべき法的義務を負うものであるが,

これらの規定が,直 ちに原告子どもらの主張するようなマイノリティと

しての教育を受ける権利までを想定して規定しているとはいえず,また,

憲法 26条 1項及び旧教育基本法3条 1項は,国 の責務について,い ず

れも理念を掲げるにすぎず,こ れらの規定が,原 告子どもらが主張する

ようなマイノリティの教育権という具体的な権利を直接保障していると
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認めることも困難である。

キ 人 権教育及び人権啓発の推進に関する法律5条

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律5条は,「地方公共団体は,

基本理念にのつとり,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 び実施する責務を負

う。」と規定する。

同法は,人 権教育及び人権啓発に関する施策の推進について,国 ,地

方公共団体及び公民の責務を明らかにするとともに,必要な措置を定め,

もつて人権の擁護に資することを目的として (同法 1条),地 方公共団

体の責務を抽象的に定めたにすぎず,こ の規定から直ちに原告子どもら

が主張するようなマイノリティの教育権という具体的な権利が保障され

ていると認めることは困難である。

ク 以 上のとおり,原 告子どもらがマイノノティの教育権の根拠として主

張するところは採用できず,ほ かに我が国において法的拘束力がある条

約及び法律でマイノリティの教育権という具体的権利として保障したも

のはない。

このようにマイノリティの教育権に具体的権利性が認められない以

上,本 件事業の廃止 ・縮小による権利侵害を観念できず,本 件事業の廃

止 ・縮小の違法をいう原告子どもらの主張には理由がない。

(2)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 マ イノリティの教育権の確立

(ア)原 告子どもらは,被 告高槻市が,人 権教育及び人権啓発の推進に関

する法律 5条に基づき,昭 和57年 に本件基本方針,平 成 10年 に人

権教育基本方針,平成 12年 に人権教育推進プランをそれぞれ策定し,

昭和 60年 以来,本 件事業として学校子ども会や地域子ども会等を実

施 してきたから,原 告子どもらが,学 校子ども会や地域子ども会等に
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参加 して,マ イノリティとしての教育を受ける具体的権利が確立され

たと主張する。

(イ)な るほど,証 拠 (甲5, 6, 159～ 197,証 人

同■■■1原 告■■■法定代理人■B)に よると,被 告高槻市におけ

る上記(ア)のような本件事業の実施が,こ れらの活動に参加してきた

原告子どもらを含む外国人子弟にとって,自己の文化や言語に親しみ,

自らのアイデンティティに誇りを持つことができ,偏 見や差別に立ち

向かう契機となつたことが認められる。

しかし,前 記(1)で検討したとおり,マ イノリティの教育権が具体

的権利といえない以上,上 記の施策は,特 定の子どもらの具体的権利

に対応 して実施されたものとはいえず,ま た,証 拠 (甲159～ 19

7)に よれば,原 告子どもらにしても,専 ら任意の時期に,任 意の会

に参加 しているにすぎないことが認められる。そうすると,被 告高槻

市が実施した本件事業により原告子どもらが得た利益は,事 実上の利

益に過ぎないというべきであり,本件事業の実施により,マイノリティ

の教育権という具体的な権利が新たに確立され,こ れが個々の原告ら

子どもらに帰属するに至ったということはできない。

イ マ イノリティの教育権の侵害あるいは債務不履行

(ア)原 告子どもらは,本 件事業を廃止 ・縮小することは,本 件事業の実

施によって確立された具体的権利を侵害するものであって違法である

と主張する。

前提となる事実(2)及 び証拠 (乙2,証 人■■■1被 軸 によ

れば,平 成 13年 の提言を受けて,平 成 15年 4月 1日 以降,市 教委

は,本 件事業として行ってきた学校子 ども会,地 域子 ども会,高 校生

の会及び 日本語識字教室 (以下 「学校子 ども会等」とい う。)の うち,

学校子 ども会及び高校生の会を,社 会教育部青少年課から学校教育部
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に所管替えし,市 教委からの指導員の派遣を廃止したこと,一 部の地

域子ども会を統合したこと(もつとも,その後 1か所増設されている),

これに伴い本件事業に関わる正職員と非常勤職員をそれぞれ 1名ずつ

減員し,本 件事業全体に対する予算を半減させたことが認められ,被

告高槻市は本件事業の内容を見直し,人 的 ・物的支援を縮小したとい

える。

しかし,被 告高槻市が,本 件事業を実施したからといって,事 業の

具体的な内容や実施の方法等については,被 告高槻市の広範な裁量に

委ねられており,地 域の実情を踏まえながら,変 動する政治 ・経済 ・

社会情勢に照らし,決 定,変 更することができるところであって,そ

の裁量権の範囲を超え,又 は濫用する場合にのみ違法になるというべ

きである。

ところで,前 述したとおり (前記ア(イ)),被 告高槻市が実施した

本件事業の実施により,原 告子どもらが様々な利益を受けることがで

きたことは否定できず,そ のため,原 告子どもらが,本 件事業につい

て,従 来どおりの継続を強く希望しているとしても,個 々の原告子ど

もらがマイノリティの教育権という具体的な権利を得たとはいえない

以上,被 告高槻市における行政施策の変更に伴い,原 告子どもらが上

記利益を十分に享受できなくなったからといって,そのことをもつて,

被告高槻市が原告子どもらの権利を違法に侵害したということはでき

ない。

また,上 記の事情に加え,本 件事業の変更の経緯や内容,縮 小の規

模に照らすと,本 件事業の変更,縮 小が,裁 量権の範囲を超え,又 は

濫用するものであると評価することも困難である。

(イ)ま た,原 告子どもらは,本 件事業を通じて,原 告子どもらと被告高

槻市とは公法上の契約関係に入ったから,被 告高槻市が一方的に本件
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(1

事業を廃止 ・縮小する行為は,債 務不履行にあたると主張する。

しか し,前 記ア(イ)のとお り,本 件事業の実施によつて,原 告子 ど

もらがマイノリティの教育権 とい う具体的な権利を得たとはいえず,

被告高槻市が,原 告子 どもらに対 し,公 法上の法律関係に基づ く何 ら

かの債務を負 うことにはならないとい うべきである。

(ウ)原 告子 どもらは,平 成 13年 の提言は,市 教委によつて策定された

人権教育基本方針及び人権教育推進プランに反するものとして無効で

あるし, この提言に基づき本件事業を廃止 ・縮小することは違法であ

り,社 会権規約委員会が発表 した一
般的意見 3が ,条 約に基づく義務

を履行するために実施 した措置について後退的な措置をとることは許

されないと規定 していることにも反すると主張する。

しか し,人 権教育基本方針や人権教育推進プラン (甲6)は ,被 告

高槻市の教育分野における人権教育の基本方金十を定めた行政指針にす

ぎず,法 的拘束力を有するものではない上,一 般的意見 3が 我が国に

対 して法的拘束力を有するものでないことは,一 般的意見 23に つい

て先に述べたところと同様であるから,こ れ らに反することを理由に

本件事業の廃止 ・縮小の違法無効をい う原告子 どもらの主張は採用の

限 りでない。

(工)以 上のとお り,学 校子 ども会等に参加 してマイノジティとしての教

育を受ける利益の侵害や債務不履行をい う原告子どもらの主張には理

由がない。

争点 3(被 告■■ ,同 立石及び同■口に対する請求の可否)に ついて

)公 権力の行使にあたる国又は公共団体の公務員が,そ の職務を行うにつ

いて,故 意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合には,そ の公

務員が属する国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責に任ずるので

あつて,公 務員個人はその責を負わないものと解すべきである (最高裁昭
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和 30年 4月 19日 第二小法廷判決 '民集 9巻 5号 534頁 ,最 高裁昭和

53年 10月 20日 第二小法廷判決 ・民集 32巻 7号 1367頁 等参照)。

このことは,国 家賠償法 1条が, 1項において,国 又は公共団体の公権

力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加

えたときは,国 又は公共団体が,そ の公務員に故意,過 失のいずれがある

場合でも,こ れを賠償する責に任ずるものとしながら, 2項において,公

務員に故意又は重大な過失があったときは,国 又は公共団体は,そ の公務

員に対して求償権を有する旨を規定しているのみで,公 務員に故意又は重

大な過失があつたときのその公務員個人の他人に対する損害賠償責任につ

いて,何 ら規定していないことからも明らかというべきである。

(2)こ れに対し,原 習■い,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 務員も個人責任を負う

というべきである旨主張する。

しかし,国 家賠償制度は,不 法行為制度の一環として,損 害の填補を目

的とするものであつて,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,国 家賠償法 1条を前記のように解しても,何 ら被害者の救済

に欠けることとなるものではない。

したがつて,原 告■の主張は独自の見解であつて,採 用の限りでない。

(3)以 上により,原 引口の被告奥本,同 立石及び同仁科に対する請求は,そ

の余について判断するまでもなく,理 由がない。

なお,被告らは,原告Bの上記請求にかかる訴えの却下を求めているが,

上述 したとお り,上 記請求は理由がないとい うだけで,同 請求にかかる訴

え自体が不適法 となるわけではない。

3 争 点 4(本 件告訴の違法性)に ついて

(1)本 件告訴に至る経緯等

後掲の証拠によれば,被 告高槻市が本件告訴に至った経緯 と本件告訴の
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内容等について,以 下の事実が認められる。

ア 報 償費の扱い

(ア)被 告高槻市では,本 件事業に従事し,指 導に当たつたアルバイ ト職

員に対し,その指導に対する謝礼を,報償費の費目で支出している(甲

148～ 150〔 各枝番号を含む。〕,乙 24)。

なお,報 償費の額は,平 成 14年 当時で1時間あたり1200円 で

あつた (甲147の 1～ 7)。

(イ)原 習■胎,平成4年 4月 1日,被告高槻市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。

当時,本件事業に従事する正職員は,原告口と■■■の2人であり,

報償費の支払事務は,専 ら口■Bが 行っていたが,平 成 15年 4月 ,

日■■ が産休に入ったため,原 告■いその事務を引き継いだ。

(以上″乙 14,原 告ロ

(ウ)原 告■ は,次 のようにして,報 償費の支払事務を行っていた (甲2

00の 2,乙 14,原 告D。

a ま ず,原 習口は,毎 月末に,当 月の日本語識字教室の実施状況に

つき,実 施 日,時 間,指 導に当たった者の氏名,参 加者数,指 導内

容 を,担 当指導員■■■ (以下 ‖口比 とい う。)か ら聞き取 り,高

槻市多文化共生 ・国際理解教育事業報告書 (以下 「事業報告書」 と

いう。甲140の 1～6)を作成する。その際,原告■膿,実際に

は本件事業の指導に当たっていないアルバイ ト職員の氏名を書き加

えていた。

こうしてできた事業報告書に基づき,原 告■は,ア ルバイ ト職員

ごとに,指 導にあたった事業名,従 事日,従 事時間を記載した高槻

市多文化共生 。国際理解教育事業指導従事簿 (以下 「指導従事簿」

という。甲141～ 147〔 各枝番を含む〕。)を 作成する。
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なお,指 導従事簿には, 日本語識字教室に限らず本件事業すべて

につき,当 該アルバイ ト職員が関与した時間の合計が記載されてお

り,当 該アルバイ ト職員が当月分として受け取るべき報償費の額が

算定されている。

b 翌月初旬,原告■は,事業報告書及び指導従事簿を,■B係 長に

回し,順 次,被 習■■主幹,■ ■課長の決裁を受ける。

その後,原督■脂,支払命令書 (甲148の 1～ 13)を 作成し,

これについても,青 少年課の係長 (主査),課 長補佐 (副主幹),

課長 (主幹)の 各決裁と,収 入役の決裁を受ける。

原引■は,すべての決裁を受けた支払命令書を出納係に持参し,

出納係の指示により高槻市庁内にある銀行から支払われる報償費を

受領する。

c 原 翻■は,こ うして受け取った報償費を,ア ルバイ ト職員に支払

い,領 収書 (甲149の 1～ 6)を 作成し,こ れを添付した精算書

(甲150の 1～ 6)に ついて,青少年課と収入役の決裁を受ける。

もつとも,実 際には本件事業の指導に当たつていないアルバイ ト

職員の分として受け取つた報償費については,原引■が, 自ら現金

で管理するか,高 槻むくげの会名義の銀行日座に入れて管理し,こ

れを本件事業に従事する非常勤職員やアルバイト職員の給与に上乗

せして支払うなどして,費 消した。

なお,上 記領収書は,原 引口が,予 めアルバイト職員から預かっ

た印鑑 を用いて作成 していた。

イ 発 党の経緯 (甲27,乙 24,証 人口 ,被 告■B)

(ア)被 告高槻市では,平 成元年ころから,職 員の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

の移行が順次,進 められていた。
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平成 ュ4年 9月 ころ,当 時市教委の青少年課主幹であつた被告■ロ

は,原 告口に対し,本 件事業における報償費についても,現 金での手

渡しから,対象者本人の銀行日座への振込みに変更するよう指示した。

(イ)平 成 14年 10月 2日 ,被 告■Bは ,高 校生の会に携わっていたア

ルバイト職員■■■■(以下q■■」という。)から,「原引■から,

『新しく銀行通帳を作って,そ の通帳を預けてほしい。』と言われて

いるが,納 得できない。どうしたものか。」という相談を受けた。

‐ は,高 校生の会に携わっているが, 日本語識字教室には従事 し

さらに,受 け取つている報償費は,「P寺給 650円

1か 月 5200円 ぐらい」であ り,「原告■ か ら金

枚 ものの宛先は書いていない領収書を渡され,そ れ

と話 した。

(ウ)被告■口は,原告口lのHに 対する申し出が非常に不自然であり,

■■ は 日本語識字教室の指導従事簿に指導者 として記載されていたこ

と,どのアルバイ ト職員にも1か 月数万円単位での支払いがあること,

決裁 している領収書 (甲149の 1～ 6)は 指導員の連名で市教委あ

ての ものであることに照 らして,報 償費の支払いにも不審な点がある

ことから,報 償費対象者全員に対 し,支 払実績 と聞き取 り調査を実施

した。

その結果, 日本語識字教室の指導を行つていないのに,行 つたもの

として報償費が請求されていること (甲27),報 償費が高槻む くげ

の会からアルバイ ト職員名義の日座に振 り込まれていること,時 給が

高槻市の定める額 とは異なることが判明 した。

(工)他 方,被 告■日は,原 告口からも聞き取 り調査を実施 した。

原告口の説明は,日 Bに 通帳を預けるように言つたことはない し,

■■は実際に日本語識字教室の指導にあたっており,時 給で1200

ていないと述べ,

で 1日 2時 間」 「

額を記載 した, 1

に押印 している。」
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円を支払っているとい うものであった。

被告■■ は,原 告口 の同僚である■■■からも事情を聴取 したとこ

ろ,原 告口と同様の回答であった。

ウ 本 件告訴 (甲28,乙 12, 24,被 告■■)

(ア)被 告■口は,報 償費対象者と支払事務担当者の言い分が全く異なつ

ていることに加え,更 なる調査を行うに当たり,高 槻むくげの会の協

力が得られず,か えつて人権団体や市議会議員から調査の打ち切りを

求められるなどしたため,行 政としてこれ以上の調査を行うことは困

難であると判断し,事 案の解明を警察に委ねることとした (乙24,

被告口 。

(イ)被 告高槻市は,報 償費について不正受給あるいは架空申請の疑いが

あるものの,そ れが誰の判断によるものか,ま たその使途についての

確証が得られなかったため,被 告訴人を氏名不詳としたまま,平 成 1

4年 12月 27日 ,高 槻警祭署に対し,本 件事業の一環として実施し

ていた日本語識字教室の指導者に支払っていた報償費が輛し取られた

旨の本件告訴を行つた (乙12, 24)。

(ウ)高 槻警察署及び大阪地方検察庁は,本 件告訴を受けて捜査を行い,

原引■に対する詐欺被疑事件を立件したものの,平成16年12月2

8日 ,こ の件についての不起訴処分を行った (甲28)。

(2)本 件告訴の連法性について

ア 原告口は,市教委は自ら報償費に関する指示を行いながら,あたかも

原告Eが 1人で報償費の不正受給を計画し,実行したかのように述べて

本件告訴 を行つてお り,本 件告訴はその内容が虚偽であるばか りか,本

件事業の廃止 ・縮小のために原告口 を陥れ ようとする不 当な 目的をもつ

てな された点において も違法であると主張 し,証 拠 (甲 199, 200

の 2,乙 14, 27,原 告■■■ 及び同■■口 法定代理人■■B〔 以下
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「口■■」という。〕,原 告口,中 にはこれに沿う部分がある。

イ 市 教委の指示等について

前記 (1)ア に認定した報償費の扱いは,実 際には本件事業の指導に当

たっていないアルバイ ト職員に支給 したことにして,別 の者に支給 して

いるのであって,架 空申請 と不正受給を含む違法な処理 とい うべきであ

り,市 教委による指示に基づ く処理であるからとか,前 任者の事務を引

き継いだだけであるからといって,適 法となるわけではない。

しかも,証 拠 (乙24,被 告■■)に よれば,被 告■■による事情聴

取の際,原 告BREか ら,報 償費の扱いは市教委の指示に基づくも

のであるといつた説明は一
切なく,か えって原告■い ,報 償費の処理に

不正はないと強弁 していたこと,市 教委から報償費に関する指示があっ

た旨の説明は本件告訴後,高 槻警察署に対 して初めて行われたもので

あつたことが認められ,こ れ らの事実に照らしてみれば,市 教委から報

償費に関する指示があったとする原告■匹び■■■の供述は,に わかに

信用できない。

なお,原 告口は,報 償費の扱い, とりわけ指導従事簿の記載について

は上司の決裁を得てお り,上 司の中には自ら日本語識字教室で指導にあ

たっていた者 もいたから,指 導従事簿に指導にあたつていない者の氏名

があることを承知していたはずであるとも主張する。

しかし,こ のような事情は,上 司の監督責任を問うべき理由にはなっ

ても,上 記報償賛の処理が適法となるわけではない。

ウ 告 訴内容の虚偽について

本件では,告 訴状に記載された告訴事実の詳細な内容が不明であるた

め,本件告訴の内容が虚偽であるか否かの判断は困難である。もつとも,

本件告訴の内容の概要は,前記(1)ウのとおりであつたと認められるが,

前記(1)アの処理を前提とする限り,報 償費の架空申請や不正受給が
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あったというべきであり,本 件告訴の内容が虚偽であるということには

ならない。

また,報償費の処理が市教委からの指示によるものであったとすれば,

当然,共 犯者の有無が問題になるところ,本 件告訴も,原 目■Fけ を対

象として行われたものではないことになる。

工 本 件告訴の目的について

原告■は,本件告訴の目的が,本件事業を廃止・縮小することにあっ

たと主張するが,先 に認定した本件告訴に至る経緯に鑑みれば,本 件告

訴の 目的が公金処理の不正を正すことにあることは否定できず,そ の目

的の不当性をいうことはできない。

オ 以 上のとおり,本 件告訴の違法をいう原告口|の主張には理由がない。

なお,被 告高槻市が原告■ による報償費の架空申請 と不正受給を疑っ

たことに相当な理由があり,本 件告訴を行 うことに正当な理由が認めら

れる以上,そ の後,原 告■に対 して不起訴処分がされたことは,先 の判

断に何 ら消長を来すものではない。

4 争 点 5(本 件配転命令の違法性)に ついて

(1)本 件配転命令に至る経緯

後掲の証拠等によれば,被 告高槻市における原告口|の採用経緯とその後

の就労状況等について,以 下の事実が認められる。

ア 採 用経緯 (甲200の 1,原 判

(ア)原引■は,昭和63年 7月から,被告高槻市のアルバイト職員とし

て,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業に従事するようになった。

(イ)そ の後,原 告■ は,被 告高槻市の非常勤職員 として採用され,以 来,

在 日韓国 ・朝鮮人教育専門指導員 として,学 校子 ども会,地 域子 ども

会, 日本語識字教室を担当していた。

(ウ)平 成 4年 3月 ,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業専門員 として従事 してい
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た正職員 2名 のうち 1名 が同月末で退職することとなり,急 還,新 た

に正職員の採用試験が行われることとなった。

(工)原 告■ は,こ の試験に合格 し,平 成 4年 4月 1日 ,市 教委の正職員

として採用 され,以 来,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業専門員 として,学

校子 ども会や地域子 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いた。

イ 本 件事業の変遷 (前記 1(2)ウ で認定 した事実,乙 24,被 告El

市教委は,昭 和 60年 以来,本 件事業として,学 校子ども会,地 域子

ども会,高 校生の会及び 日本語識字教室を実施 し,そ れぞれに市教委か

ら指導員を派遣 してきたが,平 成 15年 4月 1日 から,こ れまで行って

きた学校子 ども会及び高校生の会への指導員の派遣を廃止することと

なった。

これに伴い,本 件事業の担当者を,そ れまでの正職員 2名 と非常勤職

員 2名 から,正 職員 1名 と非常勤職員 1名 に削減することになった。

ウ 本 件配転命令 (甲200の 1,乙 24,被 告口■)

被告高槻市は,本 件事業を担当していた正職員 2名 の うち,原 習■に

対 し,平 成 15年 4月 1日 付けで天神山図書館への異動を命 じる旨の本

件配転命令を行つた。

本件配転命令により,原 告田 ま,被 告高槻市の教育委員会社会教育部

青少年課多文化共生 。国際理解教育事業から,同 部天神山図書館に異動

となった。

(2)本 件配転命令の違法性について

ア 原 範 は職種を限定して採用された者か

(ア)原 告口は,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業専門員採用試験に合格し,同

専門員として採用され,本 件事業に従事してきたから,一 方的に職種

変更を命じる本件配転命令は無効であると主張する。
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(イ)検 討

a 証 拠 (乙15,被 告■■)に よれば,被 告高槻市において,職 員

は,事 務吏員,技 術吏員,技 能吏員,嘱 託に分けられており,原 告

Bは 事務吏員として採用された者であること,在 日韓国 ・朝鮮人教

育事業専門員というのは職務内容を明らかにするための呼称にすぎ

ないことが認められる。

b そ して,弁 論の全趣旨によれば,毎 年実施される正職員採用試験

とは別に,対 象者を 「在日韓国 。朝鮮人の実態認識に立ち,子 ども

会活動の指導に識見と熱意のある人」とする採用試験が実施された

ことが窺われるものの,そ れは,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業専門員

が年度途中で退職することになり,急 遠後任を採用する必要に迫ら

れていたからにすぎない。

現に,証 拠 (原告Dに よれば,採 用試験にあたり,在 日韓国 ・

朝鮮人問題についての専門的な知識が問われることはなかったこと

が認められ,一 般に,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業専門員が,特 別な

技能や資格,あ るいは専門知識を要する職であるとも解されない。

c な お,原 笥■は,こ れまで配置転換があり得るとの説明を受けた

ことがなく,実 際に在日韓国 ・朝鮮人教育事業専門員であった者が

それ以外の職に異動を命じられたこともなかった旨供述するが,そ

れはこれまで異動の必要がなかったからにすぎず,原 告口が職種を

限定して採用されたことを裏付ける事情とはならない。

(ウ)し たがって,職 種限定契約であることを理由に本件配転命令の違法

をいう原翻■め主張は,採用できない。

イ 配 転命令権の濫用について

(ア)原 告口 は,職 種限定契約でなかったとしても,本 件配転命令は,業

務上の必要がないのに,本 件事業の縮小 ・廃止に反対する原告口への
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報復を目的 として行われたものであって,配 転命令権の濫用 として無

効であると主張する。

(イ)し か し,先 に認定 したとお り,本 件配転命令は,平 成 15年 4月 1

日か ら学校子 ども会及び高校生の会への指導員の派遣が廃止されるこ

とに伴い,担 当職員の業務量の減少が見込まれ,人 員削減と人材の道

正配置が要請されたことに基づくものであって,業 務上の必要性がな

いとはいえない。

(ウ)ま た,証 拠 (乙24,被 告仁科)に よれば,本 件事業を担当してい

た正職員 2名 のうち,原 告■の方が,他 方の職員 よりも,長 らく同 じ

業務を担当していたこと,ま た原告Bは ,平 成 14年 8月 に公費で,

社会教育主事資格を取得 してお り,広 く社会教育分野での活躍が期待

できることが認められ)配 転対象の選択にも合理性があるとい うこと

ができる。

(工)さ らに,証 拠 (乙3～ 5,被 告■口)に よれば,本 件配転命令の前

と後とで,給 与や勤務時間等の勤務条件に変更はないことが認められ

る。

(オ)以 上を総合 してみれば,本 件配転命令権の濫用をい う原告口め主張

は,採 用できない。

ウ したがって,本件配転命令の違法をいう原引■の主張は,いずれも理

由がない。

5 争 点 7(本 件雇止めの違法性)に ついて

(1)本 件雇止めに至る経緯

後掲の証拠等によれば,本 件雇止めに至る経緯について,以 下の事実が

認められ る。

ア 採 用経緯 (前提となる事実 (5),証 人

(ア)原 告Hは ,平 成 5年 4月 1日 から,ア ルバイ ト職員 として,在 日
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韓国 ・朝鮮人教育事業に従事 し,以 来,学校子 ども会,地 域子 ども会,

日本語識字教室を担当していた。

(イ)そ の後,原 告■Bは ,市 教委の非常勤職員採用試験に補欠合格し,

前任者が産体のため,平 成 12年 4月 1日,正 式採用となり,在 日韓

国 ・朝鮮人教育事業専門指導員として,引 き続き学校子ども会,地 域

子ども会, 日本語識字教室を担当することとなった。

イ 更 新状況 (前提となる事実(5),甲 18, 19,乙 6)

(ア)被 告高槻市は,在 日韓国 ・朝鮮人教育事業専門指導員 (後に多文化

共生 ・国際理解教育事業専門指導員)を ,地 方公務員法3条 3項 3号

に規定する非常勤の嘱託員と定め,委 嘱期間につき,高 槻市非常勤職

員就業要綱 (乙6)並 びにこの特別規定である平成 12年 4月 1日制

定の専門指導員就業要綱 (甲18)及 び平成 14年 4月 1日制定の専

門指導員就業要綱 (甲19)の 中で,次 のとおり定めている。

a 非 常勤職員就業要綱 (乙6)第 4条

委嘱期間は1年以内とする。ただし,年 度途中で委嘱された者の

委嘱期間は,当 該年度の末日までを限度とする。

任命権者は,通 算 5年を超えない範囲で委嘱期間を更新すること

ができる。

b 専 門指導員就業要綱 (甲18, 19)第 4条

指導員の委嘱期間は,委 嘱した日からその属する年度の末日 (特

にだ、要があるときは,所 属長が別に定める月の末日)ま でとする。

ただし,委 嘱期間は,満 60歳 を超えて更新することはできない。

(イ)市 教委は,原 告■Bと の間の契約を,平 成 13年 4月 1日 ,平 成 1

4年 4月 1日,平 成 15年 4月 1日から,そ れぞれ 1年間ずつ更新し

てきた。

本件雇止め (前提となる事実(5),前 記4(1)イ で認定した事実,乙
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7, 23, 24添 付の表,証 人口!同 北元)

(ア)市 教委は,昭 和60年 以来,本 件事業として,学 校子ども会,地 域

子ども会,高 校生の会及び日本語識字教室を実施し,そ れぞれに市教

委から職員を派遣してきたが,平成 15年 4月 1日から,これまで行つ

てきた学校子ども会及び高校生の会への指導員の派遣を廃止すること

となつた。

これに伴い,平 成15年 度は,本 件事業の担当者を,そ れまでの正

職員2名 と非常勤職員2名から,正 職員1名と非常勤職員1名に肖J減

することになり,当時非常勤職員であつた朴と原告■Rの うち,口lを

平成 15年 3月 31日 で雇止めとした (乙24添 付の表,証 人■ )。

(イ)さ らに,平 成 15年 度は,地 域子 ども会について,4か 所で週 2回

実施する予定にしていたところ,参 加者が集まらず,実 施回数を週 1

回に改めることとな り,そ れに伴い正職員 1名 とアルバイ ト職員 2名

で対応することが可能となり,そ うすることが財政負担 も低額にとど

めることができるとの判断から,平 成 16年 4月 1日 より非常勤職員

に代えてアルバイ ト職員を雇 うこととなった (乙23)。

(ウ)これに伴い)市教委は,原告口■に対し,平成16年 2月25日 ,

同年 4月 1日 以降の更新は行わない旨を通知 し,同 年 3月 31日 を

もつて本件雇止めを行った (乙7)。

(2)本 件雇止めの違法性について

ア 地 位確認及び賃金請求について

先に認定 したとお り,原 告■■は,非 常勤の嘱託員 (地方公務員法 3

条 3項 3号 )で あり,就 業要綱で委嘱期間を 1年 と定め,委 嘱期間が経

過 したときは任期満了により当然に退職する職員 として任用されたもの

である。

このように被告高槻市における原告Bの 地位が,公 法上の任用関係
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に基づ くものである以上,そ の内容は任用行為によって決定され,そ れ

以外の事情によつて,そ の地位が決定された り,変 更されたりすること

はない。

原告口Bは ,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

禁止に関する法理が適用 され,原 告■口に対する任用更新は拒絶できな

い旨主張するが,非 常勤職員に新たな任用を求める行政処分を要求する

権利を認めた法規はない し,権 利ないし権限の濫用 として非常勤職員の

地位を認めるとすれば,法 に何 ら規定がないにもかかわらず,行 政処分

としての任用行為を要求する権利を付与することになるのみならず,任

命権者の任用行為が存在 しないのに実質的に雇用期間の定めのない非常

勤職員を生み出す結果をもたらし,相 当といい難い。

そ して,原 告口■い ,平 成 15年 4月 1日 に,委 嘱期間を 1年 間とし

て任用更新 され,平 成 16年 3月 31日 に委嘱期間の経過による任期満

了によって退職したのであるから,原告■Eが,任期満了後に再び任用

され る権利若 しくは任用を要求する権利又は再び任用されることを期待

する法的利益を有するものと認めることはできない。

したがつて,原 告EBを 再び任用 しなかったとしても,そ の権利ない

し法的利益が侵害されたものと解する余地はなく,原 告口■ の請求の う

ち,平 成 16年 4月 1日 以降も非常勤職員 としての地位にあることの確

認を求め)同 日以降の賃金の支払いを求める部分については,理 由がな

↓ヽ 。

イ 慰 謝料請求について (その 1)

任命権者が,期 間の定めのある非常勤職員に対 して,任 期満了後も任

用を続けることを確約ない し保障するなど,任 期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みられる行為をしたとい うよう

な特別の事情がある場合には,職 員がそのような誤つた期待を抱いたこ
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とによる損害につき,国 家賠償法に基づく賠償を認める余地がある (最

高裁平成6年 7月 14日 第一小法廷判決 ・裁判集民事 172号 819頁

参照)。

そこで,こ のような特別の事情が認められるかについて,以 下検討す

る。

(ア)原 告■■は,本件事業発足当時,市教委と高槻むくげの会との間で,

本件事業における非常勤職員の地位は正職員と実質的に同等とする旨

の取り決めが行われ,当 初から非常勤職員の任用は継続的に更新され

ることが予定されていたと主張し,証拠 (甲199,245～ 248)

中にはこれに沿う部分がある。

しかし,原告■■が主張する取り決めがあったとしても,そのこと

によって,非 常勤職員について任期満了後も任用を続けることを確約

ない し保障することまでをも意味する取 り決めであったとは解 しがた

い 。

また,原 告■■が,本 件事業発足当時 (昭和 60年 )の や りとりを

信用 して非常勤職員になったとは考え難 く,証 拠上もそのような事情

は窺えない。

(イ)次 に,原 告■Bは ,市 教委は原告Eを 採用するために採用条件を

緩 め,更 新回数の制限も撤廃するなどしてお り,原 告■Rが 60歳 ま

で働けるものと期待 したことには理由がある旨主張 し,証 拠 (甲21

0,原告■■)中にはこれに沿う部分がある。

しかし,証拠 (証人口■)によれば,採用条件の変更は,他の職種

と機を同じくして行われたものにすぎず,原掛■Bの採用を目的とし

たものではない。このことは原告口Bが補欠合格であったことによっ

ても裏付けられる。

また,証 拠 (乙6, 23)によれば,原告■■が採用された後も,
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更新については通算 5年を超えないとの制限があり,更 新回数の制限

が撤廃されたという事実もない。

かえって,証 拠 (甲210,原 告■■)に よれば,更 新の都度,原

告■■は市教委から委嘱状の交付を受けており,委嘱期間が1年であ

ることを認識していたはずであり,そ の際に,次 年度以降の更新が確

約されたとか保障されたといつた事情は証拠上何ら窺えない。

(ウ)さ らに,原告■■は,専門指導員としての業務は恒常的なものであっ

て,勤 務時間も実質的に正職員と同様であつたから,期 限の定めがな

いものと期待して然るべきであつたと主張し,証 拠 (甲210,原 告

■口)中にはこれに沿う部分がある。

しかし,当 該職場の事務量を正職員によって処理することが客観的

にみて困難である場合に,非 常勤職員を採用して特別の習熟,知 識,

技術又は経験を必要としない事務を担当させることが,地 方公務員法

上およそ許されないものとは解されない。

また,証 拠 (原告口B)に よれば,原 告Eは ,専 門指導員になっ

た後も,高 槻むくげの会に所属し,そ の会員としての活動も並行して

行っていたことが認められ,原告■Lが本件業務の内容や時間につい

て述べるところは,専 門指導員 として業務命令に基づき行 うものと,

高槻む くげの会の会員 としてボランティアで行 うものとの区別が必ず

しも明確でなく,に わかに採用 しがたい。

(工)ほ かに,市 教委が,原 告口Lに 対 し,任 期満了後も任用を継続 され

ると期待 させるような行為をしたとい う特別の事情を認めるに足る証

拠はなく,任 用継続に対する期待が侵害されたとして賠償を求める原

告■■の請求には理由がない。

ウ 慰 謝料請求について (その 2)

なお,原 告■■は,報 復的な意図をもつてなされた本件雇止め行為自
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体違法であり,これによる精神的損害を賠償すべきであるとも主張する。

しかし,先 に認定したとおり,本 件雇止めは,平 成 15年 度中に当初

週2回 予定していた地域子ども会が週 1回 に改められたことに伴い,人

員の肖J減と財政負担の軽減が要請されたことに基づくものである (前記

(1)参照)。

また, これに先立つ平成 15年 度の人員削減時に,原 告口■は対象と

されていないことも併せ考慮すれば,本 件雇止めが原告■口個人に対す

る報復等の不当な目的をもつてなされたものとは解されない。

したがって,こ の点についての原告■■の主張には理由がなく,他 に

原告■Bが被告高槻市に対して国家賠償を求め得る理由はない。

6 ま とめ

以上判示 してきたところによれば,原 告 らの請求はいずれも理由がないか

らこれを棄却することとし,主 文のとお り判決する。

(日頭弁論終結 日 平成 19年 9月 3日 )

大阪地方裁判所第 5民 事部

裁 判 長 裁 判 官    出   日   陽  三

裁 判 官  中 山 誠 一

裁 判 官    上   回   賀   代
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こ れ は 正 本 で あ る。

平成2o年  / 月 立字日

大阪地方裁判所第5民事部

裁判所書記官  小  山  明


