
1．事案の概要

　本件の原告は、京都市立小学校又は中学校教員である
A～ Iの9人であり、被告は京都市教育委員会である。
　A～ Iの教員は、平成15年4月から同年12月まで（8月
を除く）、それぞれ担当する授業及び授業の準備、テスト
の実施・採点、成績評価・通知表の作成、生活指導、給食
指導、生活相談、進路指導、学級事務、部活動業務、校務
分掌業務、研修への参加、職員会議や学年会議などの諸
会議への出席、地域との連携にかかわる業務、各種報告
書の作成等をそれぞれの役割・地位に応じて行なってい
たところ、その実際の勤務時間を記録してみると、法令
の定める「休憩時間を除き1週間について40時間、1日
について8時間」（労働基準法第32条、京都市条例）の基
準を大幅に超えていた。
　そこでA～ Iは、京都市教育委員会を相手取って、次の
理由により損害賠償及び未払い賃金の支払いを求めた。
（1）（平成15年改正前の）「国立及び公立の義務教育諸
学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」（以
下「給特法」と略称する。）および同法の条項も受け
た京都市条例「職員の給与等に関する条例」（＊）に
反して、「例外的時間外勤務」（＝後出の「限定4項目」
による勤務）以外の時間外勤務を、校長は「違法な
黙示の職務命令」に基づいて行なわせた。

（2）校長は、教員の健康保持のために時間外勤務を防
止しなければならない「安全配慮義務」について違
反があった。
　原告は、以上の2点を理由に国家賠償法第1条に基
づいて損害賠償を請求した。

（3）これに加えて原告は、労働基準法第37条（＝時間
外、休日及び深夜の割増賃金）又はワークアンドペ
イの原則に基づく未払い賃金の支払いを請求した。

　判決は、「原告Iに対する55万円＋利息」の支払いを被
告に命じたのみで、他の請求はすべて棄却した。
＊　「給特法」と「職員の給与等に関する条例」は、本件
に関する限り同じ内容と構造をもっているので、以
下の議論においては「給特法」をもって代表させる。

2．原告の主張

（1）「給特法」よる制度は、時間外勤務の許容される場合
を4項目（＝「校外実習その他生徒の実習に関する業務」
「修学旅行その他学校の行事に関する業務」「職員会議（設
置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。）
に関する業務」「非常災害の場合、児童又は生徒の指導に
関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場
合に必要な業務」）に限定し、かつ緊急やむを得ない必要
のある場合に備えて「教職調整額」を支払うとしており、
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かかる場合を除いて時間外労働を行なわせないというも
のである。そしてこの制度に沿う限りにおいて労働基準
法第37条（＝時間外、休日及び深夜の割増賃金）の適用
を除外している。
　この趣旨を超えて、「給特法」は一般的原理的に労働基
準法第37条の適用除外を定めていると解することは、私
立学校において教職員の時間外労働に対して時間外手当
が支給されることとの比較において、憲法第14条（＝法
の下の平等）に違反し無効である。

（2）「給特法」立法当時（1971年）の国会議論によると、「給
特法」の意義内容及びその運用についての立法者意思は
次のとおりであった。
①　教育職員の時間外勤務問題を、時間外勤務を少な
くする方向で解決し、教育職員の待遇を改善するた
めに「給特法」を制定する。

②　そのため、時間外勤務を命令することができる場
合を4項目に限定し、原則として教員には時間外勤
務をさせない。

③　一般に「命令」には、正規の職務命令のほか、指示
や依頼，黙示のものも含まれるが、時間外勤務の命
令ができる4項目の場合以外は、依頼・黙示による
時間外勤務の命令は行なわない。

④　「給特法」によって、教員に無定量で長時間の時間
外勤務が発生することはありえない。仮に時間外勤
務が強いられたときには、教職員組合や野党の批判、
行政措置要求制度によって容易に是正することがで
きる。

⑤　1966年度に文部省が実施した教職員勤務実態調
査の結果、一週間平均1時間48分の時間外勤務が行
われていたことを踏まえて、例外的に教員に時間外
勤務手当てを命じることに対して支給される教職調
整額は基本給の4％とする。

　ところが現状は、「給特法」の制定によって教育職員
の長時間の時間外勤務を是正するという目的は達成され
ず、逆に立法当時危惧された無定量、長時間の時間外勤
務が拡大し、立法者意思・立法事実から大きく乖離した
違法状態となっている。このような時間外勤務の実態を、
教職調整額が支給されているからという理由で合理化す
ることは許されない。

（3）具体的にA～ Iは、京都市教育委員会及び彼等に対
応する各校長から適切な教員の加配や授業時間時数の
弾力化といった特別の措置がとられないまま、授業日数
や授業時間数を厳密に管理された上で、指導計画書や指
導要領案の作成・提出を通じて教育課程の編成等の教育

内容の細部まで指示を受け、個々の教員の裁量が著しく
狭められる中で、校務分掌、校外活動、総合学習の実施、
校内・校外の研修への参加、各種文書の作成等を職務上
指示される等、事実上拘束を受けて平成15年4月から同
年12月まで（ただし8月は除く）長時間の時間外勤務を
した。
　A～ Iが現に行なった時間外勤務は、客観的に見て正
規の勤務時間内ではなされ得ない場合で、その内容も校
務分掌として担当する職務、授業準備、テストの採点、
職員会議・学年会等の会議、研修、指導要録の作成、就
学援助事務、集金事務等すべて教師としての職務内容で
あった。
　「給特法」の立法事実から大きく乖離したA～ Iの時間
外勤務は違法な時間外勤務というべきであり、教育委員
会及び各原告に対応する校長らは、「給特法」の規定に反
しA～ Iに対して少なくとも黙示で違法に時間外勤務を
命じて職務を行なわせたというべきである。

（4）一般に労使関係において使用者は、労働者に対して
信義則上「安全配慮義務」を負っている。使用者は労働
者を業務に従事させるに際し、労働基準法及び労働安全
衛生法上、始業・終業時間の確認及び記録等の措置を講
じるとともに、労働者の労働時間を正確に把握し、可能
な限り超過勤務に陥らないよう配慮し、少なくとも長時
間労働を解消して業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等
が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがな
いように配慮すべき注意義務を負っている。
　具体的には、教育委員会は次のような義務を負ってい
る。
①　勤務時間把握義務（＝規則上の就業時間の内外を
問わず、実際の勤務時間を正確に把握する義務。）
②　時間外勤務の解消・軽減義務（＝勤務時間の割り
振り、限定4項目以外の時間外勤務の禁止、臨時性・
緊急性の要件の遵守、業務量の調整、校務分掌の見
直し等の積極的な措置を講ずることにより、長時間
の時間外勤務をなくすか、少なくとも時間外勤務は
月45時間を超えないようにすべき義務。）
③　健康福祉配慮義務（＝やむをえず長時間の時間外
勤務をさせた場合は、教育職員の健康と福祉を害さ
ないように、勤務の実情について十分な配慮をする
義務。）

　このことは厚生労働省通達「労働時間の適正な把握の
ために使用者が講ずべき措置に関する基準」（平成13年
4月6日）、「脳血管疾患及び虚血性疾患等の認定基準に
ついて」（平成13年12月12日）、「過重労働による健康障
害防止のための総合対策」（平成14年2月12日）によっ
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ても明白である。
　ところで「給特法」は、教育職員の時間外勤務を厳し
く制限するとともに、時間外勤務をさせる場合において
は「教育職員の健康と福祉を害することとならないよう
勤務の実情について十分な配慮がされなければならな
い。」（第6条第2項）と定めている。また「給特法」は労
働基準法の労働時間制限の規定及び労働安全衛生法の規
定の適用を除外するものではなく、したがって「給特法」
は使用者の安全配慮義務を軽減したり、免除したりする
ものではない。
　教育委員会には、A～ Iの労働時間を把握すること、
時間外労働の解消のために積極的な措置を講じること及
びA～ Iの恒常的な長時間勤務に対して健康や福祉を配
慮することをしなかった違法（＝安全配慮義務違反）が
ある。

（5）「給特法」は、限定4項目に該当しかつ緊急やむを得
ない必要のある場合に限り時間外労働を命じうるとし、
その場合に対応して制度上教職調整額を支給することと
し、それ以外の場合には時間外労働を命じえない構造と
なっている。その上で同法は、公務員の教育職員につき
労働基準法第37条の適用を排除している。
　したがって、仮に限定4項目に該当しない、あるいは
該当しても緊急やむを得ない必要のある場合でない職務
を時間外に行なうことが命じられた場合には、労働時間
法制の本則に立ち返って労働基準法第37条が適用され、
労働基準法の割増賃金支払い請求権が発生すると解すべ
きである。
　仮に割増賃金請求権が発生しないとしても、上記の場
合には時間外労働が存在するため、ワークアンドペイの
原則に基づいて、時間外労働に対する賃金請求権が発生
すると解される。
　A～ Iは、授業準備、テスト問題作成、ノート類やテス
トの添削、校舎パトロール、補習、学年通信・学級通信の
作成、教育実習生の指導、教科打ち合わせ等諸会議への
出席、教室の整理、教育相談の準備及び実施、休日の部
活動の指導・引率、テスト前学習計画用紙等様々な書類
の作成・印刷、日曜参観の準備、週案の作成、校務分掌処
理業務、成績処理、体育行事のための準備、養護学校や
地域学習施設での指導等の業務に当たっており、これら
の業務は、客観的に見て正規の勤務時間内ではなされ得
ないと認められる状況の中で、教師としての職務内容に
属する活動として時間外に行なわれたものであり、勤務
評定制度のもとで事実上拘束され、あるいはその成果を
学校が受け取ることによって黙示的に命令を発している
と認められる状況下で行なわれたものである。

　これらの業務は、限定4項目に該当せず、臨時又は緊
急やむを得ない業務に該当するものでもない。また、A
～ Iが行なった上記時間外勤務は、その中に自主的、創
造的な側面があったとしても、与えられた課題を処理す
るために余儀なくされたものであるから、一般の職員（公
務員）と同様、時間外勤務となることは明らかである。
　以上から、時間外に行なわれたこれらの業務に対して、
労働基準法第37条もしくはワークアンドペイの原則に
基づき、時間外手当もしくは時間に見合った賃金が支払
われるべきである。

3．被告の主張

（1） 公立学校の教育職員については、基本的には契約に
よって給与・勤務時間等の労働条件が決まる私立学校の
教育職員とは異なり、地方公務員法の適用があり、公立
学校の教育職員の給与・勤務時間等の労働条件は法律及
び条令によって定められる。「給特法」はそのような違い
に着目して制定されたのであり、労働基準法第37条の適
用を排除する旨の規定には合理性があり、憲法第14条に
違反しない。

（2） 原告らに時間外勤務があるとしても、それらはいず
れも「給特法」が予定した自主的、自発的、創造的勤務で
あって、違法というべきものではない。
　「給特法」によって時間外勤務が4項目に限定されてい
るが、それは職務命令に基づく時間外勤務が4項目に限
定されているだけであって、教員の自主性、自発性、創
造性に基づく時間外活動を否定し禁止するものではな
い。
　教育職員の職務は、児童生徒との間の直接の人間的接
触を通じて児童生徒の人格の発展と完成を意図するもの
であるため、その遂行に当たっての内容、手法、頻度、時
間等は教育職員の自主性、自発性、創造性に委ねられて
いる部分が多い。「教特法」は、教育職員の処遇を定める
に当たり、教育職員の職務のこの特質を踏まえているの
であり、教育職員の職務は厳格な時間的管理になじまな
いと判断したうえで成立しているのである。仮に教育職
員の自主的、自発的、創造的活動による時間外の活動ま
で否定すると、学校管理者は各教育職員が自主的、自発
的に行なおうとしている教育実践内容に細かく干渉し
て、どのような内容を削るかについてまで命じることに
なるが、そのようなことは上記の教育職員の職務の特質
にはなじまない。
　したがって、「給特法」には「黙示の時間外勤務命令」
という概念はなじまない。

帝京大学文学部教育学科紀要　第 34 号（2009 年 3 月）

－ 3 －



　また、実際各校長は時間外勤務を命じていない。持ち
帰り仕事も教員の自主性に基づいてなされたものであっ
て、それは勤務時間には含まれない。

（3） 厚生労働省通達「労働時間の適正な把握のために使
用者が講ずべき措置に関する基準」は、労働基準法に基
づく使用者の責務について、具体的な措置の方法を明示
したものに過ぎず、基準により使用者に新たな義務が生
じたわけではない。
　学校長を含む管理職は、限定4項目による時間外勤務
についてはその内容及び従事時間を把握している。また、
限定4項目以外の学校内での教員の自主的、自発的活動
についても、通常学校長、教頭のいずれかが最後に学校
を退出するため、把握できている。なおその場合、管理
職は当該教職員の自主的、自発的活動が過重にならない
ように注意を促しており、過重といった状況は生まれて
いない。
　教育職員は、「給特法」のもとで教職調整額が支給され
ているので、「割増賃金の未払い」が生じる余地はない。
したがって、この観点からの勤務時間の把握はその必要
性がない。
　以上から、被告には教育職員の勤務時間管理について
の違法はない。

（4） 被告は、教育職員の定期健康診断、人間ドックや各
種検診事業等を実施しており、安全配慮義務違反の事実
はない。

（5）「給特法」は、公立義務教育学校等の教育職員につい
て、労働基準法第37条の適用を排除しているため、原告
が時間外勤務手当てを請求できる法的根拠はない。
　「給特法」は教育職員の勤務を勤務時間の内外を問わ
ず包括的に捉えており、また教育職員の職務は時間的計
測になじまないから、「給特法」の下では、そもそも教育
職員の職務について、時間的計測に基づく時間外勤務の
観念を入れる余地はない。

4．判決の要旨

（1）裁判所（判決）は、「給特法」の制定経緯について事
実認定を行っている。そのなかから一部引用しておこう。
　①「文部省は、昭和41年、教育職員勤務状況調査を行っ
たところ、8月を除く11か月の平均週当たりの時間外勤
務時間は小学校で2時間36分、中学校で4時間3分であ
り」、そこから服務時間外に報酬を受けて補習を行って
いた等種々の時間を差し引き計算すると、実質の時間外

勤務は、「小学校で1時間20分、中学校で2時間30分であっ
た。」
　この労働時間を賃金に計算すると、「時間外手当に要
する金額は給与に対し、約4パーセントに相当するもの
であった。」
　②「文部大臣は、昭和46年2月17日の衆議院文教委員
会において、給特法の提出趣旨について、それまで多数
の訴訟にもなっていた教育職員の時間外勤務問題の解決
に役立つもの」と説明し、「同年4月14日の衆議院文教委
員会において、『教育界によき人材を得るということが
教育を進める上に非常に大事である。そのためには、や
はり相当の待遇改善ということを行っていかなければ
ならない。』旨、また『文部省は教育職員の待遇改善及び
教育条件の改善に努めており、給特法が成立したからと
いって教育職員に無理矢理労働を強いることは無い。』
旨の説明をした。」
　③「当時の人事院総裁は、同日（＝昭和46年4月14日）
衆議院文教委員会において、『教育職員の時間外勤務に
ついて、時間的な計測のもとに支払われる時間外勤務手
当ての制度というのはなじまず、教員の勤務の特殊性を
根拠に正規の勤務時間の内と外にまたがって包括的にと
らえて再評価し、教職調整額を支給する制度にした。』旨、
また、同月23日の衆議院文教委員会において、『教育職
員が過重な勤務を強いられた場合には、公務員法上の行
政措置要求をすることができる。』旨の説明をした。」

（2）判決は上記認定事実を踏まえ、被告に「給特法」の趣
旨に反して原告に違法に超過勤務をさせたという義務違
反があるかどうかの判断枠組みについて、次のように論
じている。
　①「教育は教師と児童生徒との間の直接の人格的接触
を通じて、これからの次代を担う児童生徒達の人格の発
展と完成を図るという人間の心身の発達という基本的価
値にかかわるものであって、その職務を遂行する教育職
員がその職責を果たすためには高度な学問的修練を必要
とし、その実践的場面では児童生徒の個性の発達に即す
る的確な判断に基づく指導力が要請されているところ、
職務遂行による成果は時間等目に見える結果によっては
計測できないという性質を持っている。」
　②「教育職員の労働時間は、教育ないし教育職員の職
務の上記特質からして、同職員の自主性、自発性、創造
性に基づく職務遂行に期待する面が大きいこと、また、
勤務形態が春季、夏期、冬季の学校休業期間における勤
務実態が通常の行政職員とは大きくことなった形態で
あること、職務の内容も授業活動のように教育職員の本
来の職務であることが明らかなものから職員会議への
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出席や研修への参加等本来の職務に付随するもの、部活
動の指導等必ずしも本来の職務か否か明確でないもの、
PTA活動等広義では教育活動といえるものの直ちには
本来の業務ないし職務行為と言い難いものまで千差万別
であり、また、時間管理ができるものと、それが困難な
もの（例えば、自宅でのテストの採点や授業の準備等本
来の職務であることは明らかであるが、勤務時間中に比
して職務遂行の密度は高くはなく、仮に同時間を自己申
告させたとしてもそのまま使用者の指揮監督下にある労
働時間として扱うことはできない。）等、教育職員の仕事
のうちどこからどこまでが本来の業務ないし職務である
のか、拘束されるべき時間ないし勤務なのか、単に教育
職員の自発的、自由意思に基づいて行われているのか等
明確に割り切ることが困難であるという特殊性を有して
いることを踏まえると、その勤務のすべてにわたって一
般の行政事務に従事する職員と同様な時間管理を行うこ
とは必ずしも適当でない。とりわけ、超過勤務手当制度
は教育職員にはなじまない。」
　③「給特法」の立法趣旨、立法経緯を踏まえると、「教
育職員が上記教育の趣旨を踏まえて自主的、自発的、創
造的に正規の勤務時間を越えて勤務した場合にはたとえ
その勤務時間が長時間に及んだとしても時間外勤務手当
は支給されないものと解するのが相当である。
　しかし、教育職員の当該時間外勤務が自主的、自発的、
創造的になされたものではなく、同職員が当該時間外勤
務を行うに至った事情、従事した職務内容、勤務の内容、
実態等を踏まえて、校長等から時間外に強制的に特定の
業務をすることを命じられたと評価できるような場合、
すなわち、同職員の自由意志を強く拘束するような状況
下でなされ、しかも、給特法7条、11条・・・において時
間外勤務を原則として禁止し、それを命じうる場合を限
定した趣旨（同限定して命じる場合でも教育職員の健康
と福祉を害することとならないよう勤務の実情について
充分な配慮がなされなければならないとしている。〔給
特法7条1項後文〕）を没却するような場合には違法とな
るが、それ以外の当該時間外勤務は同職員の自主的、自
発的、創造的な職務遂行として違法になることはないと
解される。」

（3）判決は原告の憲法第14条違反との主張について、「給
特法」が労働基準法第37条の適用を除外したことには合
理性があるとして、退けている。

（4） ついで判決は原告A～ I一人ひとりの勤務実態を検
証し、上記（2）の「判断枠組み」に当てはめて、「原告ら
の各自の時間外勤務について各原告らに対応する校長

らの行為に違法な行為があったとまでいうことはできな
い。したがって、原告らの違法に超過勤務をさせてはな
らないという義務違反の主張は採用できない。」と断じ
ている。Iの場合を引用しておこう。
　①「本件当時、O校長は、原告Iを含む教育職員に対し
て、午前8時25分より早く来て勤務するように指示した
ことはなく、原告Iを含む教育職員に対して口頭及び書
面で時間外勤務命令を出したことはなかった。」
　②「Iは、U中学校が被告教育委員会から研究発表校
として指定され、その際21世紀の学校づくり推進事業の
一環で、『心の教育の充実を目指して』と題した研究発表
について、冊子としてのまとめ作業を行なった。」
　③「Iは、音楽の授業を進めるに当たって歌の意味がわ
かるように歌詞カードを作成して子供達に渡したり、ま
た、音楽テストは、期末テストだけで中間テストはなかっ
たが同テストの作成に当たっても音楽の特質を考慮して
聞き取りテストも行なうこととし、それに戸惑わないた
めに事前に練習のためのプレテストも作成して行なわせ
る等の工夫を凝らしていた。また、顧問をしていた吹奏
楽部の子供達への集中的な指導のため、時間がとれる休
日に出勤したり、また、日頃の成果をコンクール等に参
加して子供達に達成感を味あわせたい等の思いからコン
クール等への参加をした。」
　④Iは、一所懸命教育実践に取り組み、「平均して午後
8時ころ退校」していた。
　⑤「O校長は、原告Iの仕事量について、上記のとおり
午後8時ころまで残って仕事をしても終わりきらないほ
どであったとの認識を持っていたし、また、原告Iから、
テストの聞き取り問題のテープを徹夜して作成したこと
もあると聞いたことがあった。」
　⑥「U中学校では、概ねO校長もしくは教頭等の管理
職が最後に退校することになっていた。」
　⑦「O校長は、原告Iに対して授業の内容や進め方、学
級の運営等も含めて個別の個々具体的な事柄について具
体的な指示をしたことはなかった。」
　⑧「原告Iは、担当する授業（準備を含めて）、それに
伴うテストの採点等の本来の職務のほか、学校全体や学
年の運営等を円滑に進めるための職員会議や学年会の会
議への出席、また、校務分掌で定められる職務の遂行等
を行なっているところ、・・・
（ア） O校長は、原告Iも含めて教育職員に対して口頭
や書面で時間外勤務命令を出したことはなかったこ
と、

（イ） 原告Iは、音楽の授業内容、音楽のテストの内容、
その実施方法、部活動の指導等自主的にその職務を
行なっていること、
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（ウ） その他、原告Iが行なった授業内容やその進め方、
担任するクラスの運営の仕方等を含めた職務遂行の
仕方等は学校全体や学年全体との調整という側面は
あるもののO校長からの具体的指示はなく自主的、
自発的な側面が認められること

を踏まえると、平成15年4月から12月までの原告Iの時
間外勤務が原告Iの自由意志を極めて強く拘束するよう
な形態で行なわれていたと認めるには足りない。」〔（ア）
（イ）（ウ）の記号は浦野〕
　⑨「その他、原告Iの勤務がその自由意志を極めて強
く拘束するような形態で行なわれていたと認めるに足り
る証拠はない。」

（5） 判決は次に、安全配慮義務の争点について以下のよ
うに論じて、判断枠組みを示している。
　①「特定の法律関係に基づいて特別な社会的接触の関
係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務
として当事者間の一方又は双方が相手方に対して信義則
上負う義務の一つとして、地方公共団体は公務員に対し、
公務員が地方公共団体もしくは上司の指示のもとに遂行
する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を
危険から保護するよう配慮する義務（安全配慮義務）を
負うと解するのが相当である（参照・最高裁判所昭和50
年2月25日第三小法廷判決・民集29巻2号143頁）。」
　②「本件通達（＝厚生労働省通達「労働時間の適正な
把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」、平
成13年4月6日、浦野）は教育職員にも適用がある旨の
文部科学省の国会答弁のとおり公立の教育職員にも適用
があるものと解される。しかし、給特法は、教育職員が
自主的、自発的に正規の勤務時間を超えて勤務した場合
にはこれに対して時間外勤務手当てを支給しないものと
していること・・・、教育職員の職務遂行のうち、その職
務の特質に照らしてどこからどこまでが指揮監督の下で
の労働と評価されるのかについても一義的に明確な基準
を見出すことが困難なことを考慮すると、教育職員につ
いて時間外・休日・深夜労働の割増賃金を支払うという
点から正確な時間管理が求められているとまで解するこ
とはできない。そうすると、公立学校の設置者にタイム
カード等を用いて教育職員の登校及び退校の詳細な時刻
を記録することまで求められていると解することは相当
でない。」
　③しかし、「教職員についても生命及び健康の保持や
確保（業務遂行に伴う疲労や心理的負担等が過度に蓄積
して労働者の心身の健康を損なうことのないように配慮
すること）の観点から勤務時間管理をすべきことが求め
られていると解すべきであるため、原告らが勤務する公

立学校の設置管理者である被告は、教育委員会や校長を
通じて教育職員の健康の保持、確保の観点から労働時間
を管理し、同管理の中でその勤務内容、態様が生命や健
康を害するような状態であることを認識、予見した場合、
またはそれを認識、予見でき得たような場合にはその事
務の分配等を適正にする等して当該教育職員の勤務によ
り健康を害しないように配慮（管理）すべき義務（以下「本
件勤務管理義務」という。）を負っていると解するのが相
当というべきである。そのような場合で、教育職員が従
事した職務の内容、勤務の実情等にてらして、週休日の
振替等の配慮がなされず、時間外勤務が常態化していた
とみられる場合は、本件勤務管理義務を尽くしていない
ものとして、国家損害賠償法上の責任が生じる余地があ
る。」
　④もっとも、「春季、夏季、冬期における休業期間との
関係等を包括的に考察した結果、週休日の振替等によっ
て対応したとしても賄えないほどに時間外勤務が常態化
していることが関係証拠によって認定（推認も含む。）で
きなければ、国家賠償法上も違法になるものとは評価し
難いし、管理上の配慮（管理）をしなかった不作為につ
いて、なんらかの作為義務が発生したとまでは認め難く、
国家賠償法上の責任を肯定することはできないものと解
される。」
　⑤被告は「勤務時間把握義務」「時間外勤務解消・軽減
義務」「健康福祉配慮義務」を負っているとの原告の主張
は、上述の理由から採用しがたい。

（6） 判決は次に、A～ Iの勤務の実情と各校長の対応等
を検証し、上記の判断枠組みに照らして原告Iのみに、
以下のように安全配慮義務違反を認めている。
　①「O校長は、原告Iが平均して午後8時ころ退校して
いたこと、また、吹奏楽部の指導のため土・日に出勤し
たりしていたこと、被告教育委員会の指定を受けた研究
発表の冊子のまとめ作業等その仕事量が多かったことを
認識していたところ、原告Iの時間外勤務が極めて長時
間に及んでいたことを認識、予見できたことが窺われる
が、それに対してそれを改善するための措置等は特に講
じていない点において適切さを欠いた部分があるという
べきである。」
　② 原告Iは「平日は平均して午後8時ころまで勤務す
る他、吹奏楽部の指導のため休日にも出勤したりしてい
てその時間外勤務の時間は少ないとはいえない時間であ
り、包括的に評価しても、配慮を欠くと評価せざるを得
ないような常態化した時間外勤務が存在したことが推認
でき、O校長は、同一の職場で日々業務を遂行している
以上、そうした状況を認識、予見できたといえるから、
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事務の分配等を適正にする等して原告Iの勤務が過重に
ならないように管理する義務があったにもかかわらず、
同措置をとったとは認められないから同義務違反（＝安
全配慮義務違反、浦野）があるというべきである。」
　③ 原告Iが「健康の保持に問題となる程度の少なくな
い時間外勤務をしていたことを踏まえると、それによっ
て法的保護に値する程度の強度のストレスによる精神的
苦痛を被ったことが推認される。原告Iが被った同精神
的苦痛を金銭的に評価すると50万円が相当である。」

（7）判決は最後に、原告の労働基準法第37条もしくは
ワークアンドペイの原則に基づく時間外勤務手当ての請
求について、すでに述べた理由により採用できないと断
じている。

5．考察

（1）よく知られているように文部科学省は、2006年に
小中学校の教員の勤務実態調査を実施した。調査は東京
大学の小川正人らの研究グループに委託し、この研究グ
ループは調査実務をベネッセコーポレーション株式会社
に再委託している。調査の対象となった期間は2006年7
月3日（月）から12月17日（日）で、夏季休業中は除かれ
ている。調査対象校は全国の公立小・中学校から抽出し
た2,160校で、調査対象教員はその学校に在籍する教員
約5万人であった。
　その結果の概要は次のとおりであった。
　〈小学校教員〉
　平日・・・学校での一日平均残業時間＝1時間41分／

自宅への一日平均持ち帰り時間＝36分
 （合計すると2時間17分）
　週休日・・学校出勤による一日あたり残業時間＝21分

／自宅での一日あたり平均持ち帰り時間＝
1時間39分　（合計すると2時間）

　〈中学校〉
　平日・・・学校での一日平均残業時間＝2時間12分／

自宅への一日平均持ち帰り時間＝22分
 （合計すると2時間34分）
　週休日・・学校出勤での一日あたり平均残業時間＝1

時間29分／自宅での一日当たり平均持ち
帰り時間＝1時間40分　（3時間9分）

　判決の認定したところによれば、文部省が1966年に
実施した調査では、平均週当たりの時間外勤務時間は小
学校で2時間36分、中学校で4時間3分（ないし小学校
で1時間20分、中学校で2時間30分）であったのに対し、
2006年調査では平日の一日平均残業時間だけで小学校2

時間17分、中学校2時間34分に及んでいる。調査方法に
違いがあるとはいえ、この40年の間に教員の実質労働時
間に驚異的な変動（増大）があったことは明白である。
　教員の長時間に及ぶ時間外労働の是正・防止と労働条
件の改善という趣旨で制定された「給特法」のシステム
は、逆に教員の無定量勤務を容認する機能・役割を果た
したといえる。

（2）もちろん教員の実態としての「無定量勤務」の要因
を探れば、「給特法」システムのほかに、教員定数問題、
学習内容の高度化、社会の変化のなかでの子どもの変容、
様々な社会的課題がただちに「教育課題」として学校に
持ち込まれることが多いという日本の学校の在り方、部
活問題、家庭・地域との連携、特別支援教育、競争原理の
浸透（教員評価、学校評価、学校選択の自由＝学区制の
廃止など）などの問題が絡み合っていることは容易に想
像できる。
　他方でこの「無定量勤務」は、病気で休職する教員、定
年前退職教員の増大の大きな要因になっているであろう
ことも容易に想像がつく。
　だとすると、教員の労働時間の在り方を考察すること
は、日本の教育の在り方を考える際の不可欠な根本問題
を考察することにほかならない。
　あるいは、日本の学校教育について何事かを提言する
人士ないし機関は、教職員の労働時間との関係を研究し
たうえで、労働時間はどうなるか、労働時間をどうする
かに必ず言及して提言すべきだということになろう。

（3）教員の長時間過密労働が話題になると、「民間企業で
働く人 （々保護者の多くがそうなのだが）の『サービス
残業』の問題もあるから、時間外勤務の是正は教員のわ
がままとうけとられかねない。」といった発言に接する
ことが多い。民間企業のみならず、役人（＝公務員）にも
同じような事情がある。新聞から引用してみよう。
　国家公務員「残業」　上限を月60時間に――人事院
方針――
　人事院は、東京・霞ヶ関の中央官庁に勤務する国家
公務員が連日深夜に及ぶ超過勤務を強いられている現
状を踏まえ、これまで「月30時間」としていた勤務の
上限指針を見直す方針を固めた。実態を考慮して上限
を倍の「月60時間、年間720時間」とし、各省庁の意見
も聞いて本年度中に通知する方針だ。
　中央官庁では、特に国会での与野党議員の質問内容
把握や閣僚の答弁づくり、予算編成作業などで深夜に
及ぶ勤務が常態化。繁忙期には超過勤務が月200時間
を超えることも珍しくない。このため、タクシーでの
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帰宅が続き、一部職員がなじみの運転手から缶ビール
などの提供を受けていた「居酒屋タクシー」問題も発
覚した。
　そこで人事院は、超勤の上限を勤務実態に合わせて
引き上げる必要があると判断。一方で、過労死のリス
クは超過勤務が「月100時間以上」で一気に高まると
一般的にいわれていることから、超勤の上限を「月60
時間」に設定する方向で検討している。（「東京新聞」、
2008年11月30日付）

　地方官庁においても同様であろう。公立学校を管理す
る教育委員会事務局においても、もちろん職員によって
バラつきはあろうが、問題構造は同じであろう。筆者は
2003年から4年間ある市の教育委員を務めたが、私の見
聞では特に指導主事の勤務時間が長く、ほとんど毎日最
終電車で帰宅している人がいた。
　教員のときに長時間勤務をこなして「業績」をあげて、
（選考試験はあるにせよ）指導主事に抜擢される。そして
更なる長時間労働に耐えて、学校管理職として転出して、
多少楽になる。そうした経歴をもつ学校管理職が、教員
の労働時間の問題に「鈍感」になることはありうること
であろう。あるいは長時間労働には「慣れている」文部
科学省の役人や教育委員会事務局の職員が、教員の時間
外勤務の問題に「鈍感」になることもまた、ありうるこ
とである。
　公務員教員と違い民間の労働者や行政職員の時間外労
働には手当てが支払われることになっているが、企業の
実態や予算の枠があり、文字どおり「サービス残業」の
比率が多いであろう。教員の長時間労働の是正の問題は、
こうした広がりのなかの問題の一環である。

（4） 判決文は一般に、原告、被告双方の主張（証拠の提
出を含む）を突合せ、整理し、裁判所として事実を認定（確
定）し、その「認定した事実」に「裁判所の法解釈」を当
てはめて結論（判断）を出したという筋道で書かれる。
　しかし法社会学の教えるところによれば、裁判は社会
的、政治的実践行為の一つである。裁判官は、その事件
や問題に社会、世論がどのような評価を与えているか、
判決がその事件や問題にどのような解決、効果を与え、
どのような社会的、政治的影響を及ぼすのか等について、
程度の差こそあれ考え、計算して、結論を判断するので
ある。もちろんその考察のプロセスが判決文にそのまま
書かれることは、まず無い。
　そのような意味においてこの判決を法社会学的にみる
と、現状を追認する、ないし肯定する内容となっている。
その論理は、
①　限定4項目以外の教員の時間外労働は、教員の自

主的、自発的、創造的な活動であり（もしくはその
側面があり）、長時間に及んでも時間外手当を支給
する余地は無い。
②　原告Iのように、平日は毎日夜8時頃まで勤務し、
休日出勤を含めて1か月の超過勤務時間が（本人の
記録によると）100時間を超える状態になって初め
て、校長の「安全配慮義務」違反の問題が生じる。

というものである。判決文では議論されていないが、上
引の新聞記事にあるように、過労死のリスクは超過勤務
時間が「月100時間以上」で一気に高まると一般的にい
われていることが、この判決に決定的な影響を与えたも
のと推察できる。
　しかし「給特法」を解釈した本件判決が正当だとする
と、「給特法」の下では教員の過労死が心配されるまで
は超過勤務は許容されるということになってしまう。そ
うだとすると「給特法」を廃止すべきという議論が起こ
るのは当然であって、現に文部科学省・中央教育審議会
レベルにおいてもそのことが議論され始めている（文部
科学省・学校の組織運営の在り方を踏まえた教職調整額
の見直し等に関する検討会議『審議のまとめ』、2008年9
月8日）。
　裁判官はそこまで考えてはいなかったであろうが、こ
の判決はそのような議論を呼び起こした、ないしは加速
させたという意味で、大きな政治的役割を果たしたと積
極的に評価することが可能である。

（5）判決文の細部を見ると、いくつかの疑問点が浮かぶ。
たとえば判決は、厚生労働省通達「労働時間の適正な把
握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」が公立
学校の教育職員にも適用があると認めながら、教職員に
は時間外勤務手当の制度がないこと等を理由に、公立学
校の設置者にタイムカード等を用いて勤務時間を記録す
ることまで求めているとは解されないと判示している。
これは、校長が職員の出勤時間（学校に来る時刻）には
おおいに注目しているが、退出時間については野放しで
あるという多くの学校の実態を追認したものといって
よい。
　時間外勤務手当ての有無にかかわりなく勤務時間を
管理することは管理職の当然の職務であるから、タイム
カード等を用いて勤務時間を記録することは管理職の義
務と解釈すべきであったと思う。「義務である」と解釈し
たとしても、タイムカード装置がない等条件が整備され
ていない等のことから、直ちに「義務違反」の問題は生
じないと判断することが可能なのだから、なおさらのこ
とである。「義務である」と解釈することによって、判決
がタイムカード装置の学校への導入を促進するという政
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治的効果をもつことはあり得るが、そのことによって裁
判所、裁判官に何か不都合が生じるのであろうか。

（6）やっかいな問題は「自主性、自発性、創造性」という
教員の労働の捉えかたである。
　教育学の教えるところによれば、教師の教育活動は「学
問的実践」であり、本来的に「自主性、自発性、創造性」
が求められる。しかし、教員の時間外勤務にかかわって
判決文で用いられているこの用語は、それとは違うニュ
アンスを伴っている。
　教員が夜の6時、7時、さらには8時、9時まで学校で
授業の整理や準備、教材研究、文書作成等の仕事をして
いる情況を想定してみよう。通常それは校長からの文書
や口頭による明確な職務命令によってそうしているわけ
ではもちろんない。必要だからしているのである。明日
では間に合わないから今日しているのである。あるいは、
自分でやらなければならない仕事であり、明日以降に持
ち越しても結局は自分で自分の首を絞めることになるか
ら、今日しているのである。そして、連日同様の情況が
続いているのである。
　原告はこの情況を「黙示の職務命令」による勤務と表
現したのであったが、判決は「自主性、自発性、創造性」
に基づく勤務と割り切ってしまっている。判決の方にリ
アリティーの欠如を感じざるを得ない。

（7） 問題はさらにその先にある。多くの教員の労働時間
が増大して、先述のとおり平均の勤務時間外労働の時間
は驚くほど長くなっているが、それはあくまでも「平均
の数値」であり、教員によってバラツキがあり、超過勤
務0時間の人もいないわけではない。
　中には「わが子の育児」の真最中であり、あるいは「親
の介護」をかかえて、勤務時間外に仕事をしたくてもで
きないでいる人もいるに違いない。
　また、人には得て不得手があり、仕事の分野ごとに能
力の違いがあるから、ある仕事（作業）をやりきるに必
要な時間が人によって異なることは大いにありうる。あ
るいは、教員の教育観や授業観、子ども観によって、「必
要な仕事である」「今日しなければならない」と判断する
基準が異なることも大いにありうる。
　さらに、特に中学校においては、「部活動」をどう位置
づけ、どこまで教員がかかわり指導するのが適切かとい
う大きな問題がある。

（8）「給特法」を廃止するにしても、教員の勤務時間管理
（手当ての問題を含む）の新しいシステムを設計するこ
とは簡単な作業ではなさそうである。教員の勤務時間の

在り方について、来年度のゼミで学生と共に研究してみ
たいと思う。この小作品はそのための教材である。（2008
年12月1日収稿）
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