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大阪府議会が｢君が代条例｣を制定しました。大阪維
新の会が他の会派の反対を抑えて可決しました。この
条例の骨子は 
●目的 府民が伝統と文化を尊重し、我が国と郷土を
愛する意識の高揚に資するとともに、府立学校、府内
の市町村立学校における服務規律の厳格化を図る 
●国旗掲揚 府の施設で執務時間に国旗を掲げる 
●国歌斉唱 学校の行事で行われる国歌斉唱では、教
職員は起立により斉唱を行う 

 
 
 
 

 
であり、府内の市町村の学校での執務規律の強化を図
るもので、橋下知事の従来からの主張を体現した条例
です。 

私はこの条例そのものにも大きな疑問を持っていま
すし、維新の会の数を頼りの議会運営にも危惧を持っ
ています。 

この条例の制定の直前に卒業式に君が代斉唱に起立
しなかった教諭に対し、不当な処分がなされたとして
争われた裁判の判決が最高裁第2小法廷でありました。
その判決は君が代斉唱にあたって規律を求めることに
違法は無いとの判断でしたが、裁判官千葉勝美が次の
ように補足意見を述べています。 

｢一般に，国旗及び国歌は，国家を象徴するものとし
て，国際的礼譲の対象とされ，また，式典等の場にお
ける儀礼の対象とされる。我が国では，以前は慣習に
より，平成１１年以降は法律により，「日の丸」を国旗
と定め，「君が代」を国歌と定めている。入学式や卒業
式のような学校の式典においては，当然のことながら，
国旗及び国歌がその意義にふさわしい儀礼をもって尊
重されるのが望まれるところである。しかしながら，
我が国においては，「日の丸」・「君が代」がそのような
取扱いを受けることについて，歴史的な経緯等から
様々な考えが存在するのが現実である。 

国旗及び国歌に対する姿勢は，個々人の思想信条に
関連する微妙な領域の問題であって，国民が心から敬
愛するものであってこそ，国旗及び国歌がその本来の
意義に沿うものとなるのである。そうすると，この問
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大阪府議会が君が代条例を制定。大阪維新の会が強行採決！ 
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題についての最終解決としては，国旗及び国歌が，強
制的にではなく，自発的な敬愛の対象となるような環
境を整えることが何よりも重要であるということを付
言しておきたい。｣ 

まさにこの問題の本質をついた意見と思います。学
校教育現場で、このような事を条例で定めることによ
り、職務規律を維持しようとする橋下知事の考えにあ
る種の不安感を覚えるのは私だけでしょうか。 

 
更に須藤正彦裁判官の補足意見で次のように言って

います。 
｢もとより，憲法における思想及び良心の自由の保障

は，個人の尊厳の観点からして，あるいは，多様な思
想，多元的な価値観の併存こそが民主主義社会成立の
ための前提基盤であるとの観点からして，まずもって
その当人の主観を中心にして考えられるものであり，
このような憲法的価値の性質からすると，間接的制約
や信条の制約の場面でも，憲法１９条の保障の趣旨は
及ぶというべきである。思想及び良心の自由は，少数
者のものであるとの理由で制限することは許されない
ものであり，多数者の恣意から少数者のそれを護るこ
とが司法の役割でもある。思想及び良心の自由の保障
が戦前に歩んだ苦難の歴史を踏まえて，諸外国の憲法
とは異なり，独自に日本国憲法に規定されたという立
法の経緯からしても，そのことは強調されるべきこと
であろう。 

 
本件の起立斉唱行為は，一般的，客観的にみて，卒

業式等の式典における慣例上の儀礼的な所作としての
性質を有するものであるが，国旗，国歌への敬意の表
明の要素を含むものであることから，「日の丸」や「君
が代」が戦前の軍国主義等との関係で一定の役割を果
たしたとする上告人の歴史観等に由来する外部的行動
（国旗，国歌への敬意の表明の拒否）と矛盾抵触し，
その歴史観等の核心部分を否定されるものと，あるい
は自己が否定する歴史観等を外部に表明する行為と評
価されるものと受け止められるであろうから，精神的
葛藤を生じ，上告人の歴史観等に係る制約となる面が
あるところ，社会一般の規範等である本件職務命令は，
後にも述べるが，特定の歴史観等は前提とせず，いわ
んやこれを否定するようなことは予定されておらず，
一般にそのようにみられるものでもないから，上記の
制約は，結果としての間接的制約となるものである。
また，「日の丸」，「君が代」は賛否が分かれている問題

を含むのであり，学校の卒業式における起立斉唱は本
来一律の強制でなされるべきでなく，したがって起立
斉唱してはならないという信条を有しているというこ
とで，その信条の制約ということも考えられる。そう
すると，本件職務命令が憲法に違反するか否かは，こ
れらの間接的制約等を許容し得る程度の必要性及び合
理性が認められるか否かによって定まることとなる。 

 
最も肝腎なことは，物理的，形式的に画一化された

教育ではなく，熱意と意欲に満ちた教師により，しか
も生徒の個性に応じて生き生きとした教育がなされる
ことであろう。本件職務命令のような不利益処分を伴
う強制が，教育現場を疑心暗鬼とさせ，無用な混乱を
生じさせ，教育現場の活力を殺ぎ萎縮させるというよ
うなことであれば，かえって教育の生命が失われるこ
とにもなりかねない。教育は，強制ではなく自由闊達
に行われることが望ましいのであって，上記の契機を
与えるための教育を行う場合においてもそのことは変
わらないであろう。その意味で，強制や不利益処分も
可能な限り謙抑的であるべきである。のみならず，卒
業式などの儀式的行事において，「日の丸」，「君が代」
の起立斉唱の一律の強制がなされた場合に，思想及び
良心の自由についての間接的制約等が生ずることが予
見されることからすると，たとえ，裁量の範囲内で違
法にまでは至らないとしても，思想及び良心の自由の
重みに照らし，また，あるべき教育現場が損なわれる
ことがないようにするためにも，それに踏み切る前に，
教育行政担当者において，寛容の精神の下に可能な限
りの工夫と慎重な配慮をすることが望まれるところで
ある。｣ ～以上引用～ 

 
又この議会で府議会では３日、議員定数の削減条例、

大阪府・市再編を論議する「大都市制度検討協議会」
の設置条例案が他会派の反対を押し切り、維新の会の
賛成多数で可決されました。いずれの条例も大変重要
な条例であり、他の全ての会派が反対する条例を数を
頼りに可決する議会運営が果たして府民の理解が得ら
れるのか大変疑問に思います。 

一つの会派が過半数を占め、その会派の代表が現知
事であるという構図に危うさがぬぐえません。議会が
チェック機能を十分果たせるのか疑問だからです。 

槇尾川ダムの中止については、橋下知事の英断によ
るところが大きかったのは事実ですが、数を頼りの強
行突破に危うさを感じます。 
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＜問題の経過＞ 

●？年 非常勤職員に特別報酬（実質期末手
当）として、25～30 万円を年 2 回支給 

●H18.12 第４回定例会の一般質問で私が非
常勤職員の特別報酬の支給は地方自治法(*)
上違法では無いかと質問。市長は地方自治法
を良く承知していないと答弁 
(*)地方自治法では 
・非常勤職員に手当は支給出来ない 
・給与の支給は条例で定めなければならない 

●H20.5 オンブズ和泉代表が住民監査請求 
●H20.7 市監査委員は条例の制定にやや問

題はあるものの、違法な支出とまでは言えな
い。早急に制度見直しを行う事の意見を付記 

●H20.8 オンブズ和泉が住民訴訟提訴 
●H21.2  特別報酬を廃止した条例を制定 

その条例は特別報酬を 12 等分し、月額報酬
に上乗せし、附則で条例制定前に支給した特
別報酬を含む全ての報酬は新条例で支給し
たとみなすと規定 

●H22.9 原告敗訴の判決 
特別報酬の支給は違法であるが、新条例の遡
及適用により違法性は無くなった 

●H22.9  大阪高裁に控訴 
●H23.6 原告（控訴人）敗訴の判決 

特別報酬の支給は違法であり、新条例の遡及
適用でも違法性は無くならないが、支給を阻
止しなかった事に市長の過失はないから、市
長に損害賠償を求めることは出来ない 

非常勤職員とは 

・職種；パート保育士、非常勤調理員、庁内非常勤職員、再雇

用職員などで約 270 人 
・週勤務時間 30 時間以下 
・任期は 1 年（但し更新可、実態は平均継続 7 年） 
・月額報酬例（新条例）  

非常勤調理員 204,600 円 
パート保育士 164,800 円 
庁内非常勤職員 204,600 円 

別に臨時職員の方がおられます。 

週 5 日のフルタイム勤務で、賃金は日額 6,550～7,860 円 
雇用期間は法律で最長 1 年と定められています。 

時給で約 1700 円となり、
民間のアルバイトの時給
と比べかなり高い 

控訴審判決の概要 
・非常勤職員は勤務時間が 30 時間／週

以下であり、常勤職員とは認められな

い。従って特別報酬（手当）の支給は

違法である。 
・非常勤職員に適用される給与条例（旧）

には、給与は日額または月額とし、他

に別段の定めが無い限りそれ以外の

給与は支給しないと規定している事

から、特別報酬の支給は給与条例主義

に反し違法である。 
・新たに制定した条例を遡及適用して

も、特別報酬の支給について事後的に

法律上の根拠を追完することは出来

ないから、違法性は無くならない。 
・但し、これらの違法な支給が一見明ら

かである事情が認められないから、市

長が違法な特別報酬の支給を阻止し

なかった事に過失は無い。 
本判決の問題点（上告理由の申立） 

本判決は、昨年 9 月茨木の臨時職員の

手当の支給が違法として争われた最

高裁判決を基本として出されたもの

です。（この裁判と臨時職員は非常勤

職員かの違いがありますが、殆ど同じ

内容の訴訟です） 
最高裁判決は、手当の支給は違法で、

給与条例主義にも反すが、市長には過

失が無いとして、1 審、2 審の判決を

変更し、住民敗訴となりました。 
しかし、茨木と本件とは市長の過失を

認定する際の背景事情に大きな違い

があります。茨木はこの訴訟が起こさ

れるまで、マスコミや議会でこの問題

が一切取り上げられなかった事情が

あり、そのような事情のもとでは長ら

く続いていた手当の支給が違法とし

て市長が調査しなかった点に過失は

無いとの判断は一定納得出来るもの

です。しかし、和泉市ではこの訴訟の

約2年目に私が議会の一般質問で取り

上げ、特別報酬の支給は違法ではない

かと、3 つの裁判例を引用して質問し

ています。その裁判例では条例の定め

は和泉市と全く同じであり、この質問

をきっかけに調査し、手当の支給を取

りやめる契機は十分あった筈で、その

点から市長の過失は免れないと想い

ます。これが上告の理由です。 

控訴審判決の内容と問題点 
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地方議員年金の廃止が
決まりました。 
国会議員の年金は既に
廃止されていますので、
これで議員年金は全て
廃止されることになり
ます。 
但し、既に受給してい
る元議員、受給資格を
得ている議員について
は、廃止に伴う一時金
を選択するか、年金と
して受け取るかを選択
出来ます。 
平成の合併に伴い地方
自治体が大幅に減少し
たことに伴い、掛金を
負担する現職議員が大
幅に減少したため年金
財政が破綻したもので
す。 
議員年金は他の年金と
併給が認められている
ことや、受給資格を得
るための年数が12年
と国民年金と比べ短い

ことなどから、議員厚遇の一つとして市民から批判があっ
た事からも廃止は当然です。 
しかしながら、この制度廃止に伴い、受給資格の無い議員
や年金を選択しない議員に対し、議員の掛金の80%を補
償する費用や、既に年金を受給している議員の年金の原資
として、今後60年間にわたり1兆円を越える公費負担が発
生します。この点市民に納得が得られるのか疑問がありま
す。 
私は2回目の選挙に立候補するときの選挙公報で、４つの
提案の一つとして｢特権的議員年金の廃止｣をあげました。
全国的な制度である議員年金制度を一議員がどうこうす
るテーマでは無いことは重々承知していましたが、当時か
らこの制度は議員特権の一つと認識し、廃止を求めてきた
事を今思い出します。小さくて見にくいですが左下です。 
 

 

昌子の日記＆予定 
6/6  あすの槇尾川を考える会定例会  
6/7  和泉中央駅会報配布 
6/8  和泉中央駅会報配布、鳳土木へ 
6/9  議会運営委員会、桃大へ 
6/10 和泉中央駅会報配布 
6/11 東日本大震災募金活動、介護保険ホットライン研

修会 
6/13 和泉中央駅会報配布 
6/14 光明池駅会報配布 
6/16 本会議 
6/17 厚生文教委員会傍聴、信太山里山公園署名活動 
6/18 映画ココシャネル鑑賞（男女共同参画週間行事） 
6/20 都市環境委員会傍聴 
6/21 信太山駅会報配布、総務安全委員会 
6/22 北信太駅会報配布、議運、信太山里山公園署名活

動、市政相談会 
6/23 光明池駅会報配布、信太山里山公園署名活動 
6/24 和泉府中駅会報配布、信太山里山公園署名活動,

かがやけ石尾っ子会議 
6/25 介護保険ホットライン 
6/26 ソロプチチャリティーコンサート 
6/27 和泉中央駅会報配布 
6/28-30 一般質問 

＜事務所行事＞いずれも小林昌子事務所で 

連絡先 自宅 TEL 0725-54-2626 

事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１ 

（事務所 〒594-1155 緑ヶ丘１－３－１５） 

 

万葉講座（場所 緑ヶ丘自治会館にて） 
・講師 大高勇さん（全国万葉協会会員） 

・会費 1,000 円（3 か月分） 14-16 時 

・92 回 7/9（土） 万葉びとの素朴な心 

＜途中からの参加でも十分お楽しみ頂けます＞ 

 

ちぎり絵 
・講師 西原志満子さん・材料費実費 参加費無料 

・7 月 13 日（水）13 時～16 時 

 

パソコン講座（参加費無料）  

・第 2、第 4 週の火曜 10 時～12 時、 

同じく     木曜 14 時～16 時 

・申し訳ありませんが現在定員の関係上新規の受

付を中止しています。 

 

市政相談会（事前に御連絡をお願いします） 
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０ 

地方議員年金廃止！ 


