
掲揚・斉唱を事実上義務づけた学習指導要領改訂（1989）を直接のきっかけに、日の

丸・君が代は、各地で多くの紛争を生じ裁判となってきた。日の丸・君が代裁判という

領域の成立は90年代後半以降の教育裁判の特徴をなすが、ここ数年、とりわけ昨年来

の動向には注目すべきものがある。

以下は、主要判例集と判例検索データベース（裁判所ウェブサイト（http://www.

courts.go.jp/、LEX/DB）から検索した判例をリストアップしたものである。判例集

未搭載の裁判も少なくないので限定的ではあるが、日の丸・君が代裁判の全体像を知る

一助となる。

項目は、判決年月日／裁判所／通称（事件名）／事件番号／当事者／事案／判決／掲載、

の順である。出典の略称は以下の通り。判例時報（判時）、判例タイムズ（判タ）、労働

判例（労判）、判例地方自治（判地自）

【１９７２】

１ 昭和47.4.28／大阪地裁／阿倍野高校事件（公務執行妨害事件）／昭和40（わ）61

10／教職員組合役員／昭和40年 国旗の連日掲揚を強行しようとする校長に対する有

形力の行使／無罪 判タ283-256

【１９８０】

２ 昭和55.6.20／福岡地裁／宗像町立自由が丘小学校事件（君が代斉唱計画処分取消

請求事件）昭和55（行ウ）５／親 校長／昭和55年卒業式における君が代斉唱計画の

日の丸・君が代判例一覧
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取消請求／却下（控訴）福岡高裁昭和55.11.26 控訴棄却／判時997-103

【１９９２】

３ 平成4.11.4／京都地裁／京都君が代テープ住民訴訟（損害賠償等請求事件）／昭和

62年（行ウ）7・9・13・19・23号／住民165名（参加人87名） 教育委員長、教育委

員、教育長、事務局課長ら3名、校長ら180名／昭和61 市教委が君が代の演奏及び

合唱を録音したカセットテープを各小中学校に配布／一部却下、一部棄却（控訴）／判

時1438-37、判タ799-258、判地自106-31

【１９９６】

４ 平成8.1.25／大阪高裁／京都君が代テープ住民訴訟（損害賠償等請求控訴事件）／

平成5（行コ）６／控訴棄却（上告） 最高裁平成11.1.29 上告棄却／判タ909-124、

判地自149-62

５ 平成8.2.22／大阪地裁／大阪府立東淀川高校日の丸引き下ろし事件（損害賠償請求

事件）／平成3（ワ）8943／教諭、実習助手 大阪府、校長／平成2年入学式日の丸掲

揚妨害 訓告／棄却（確定）／判タ904-110、判地自146-37

６ 平成8.3.29／大阪地裁／大阪市立鯰江中学校事件（損害賠償請求事件）／平成４

（ワ）5768／教諭 校長、大阪市／平成４年卒業式 日の丸掲揚に抗議の発言、プレー

ト着用 文書訓告／棄却（控訴）／労判701-61

【１９９８】

７ 平成10.1.20／大阪高裁／大阪市立鯰江中学校事件（損害賠償請求控訴事件）／平

成８（ネ）1143 棄却（確定）／判地自182-55

８ 平成10.2.24／福岡地裁／福岡市立長尾小学校事件（戒告処分取消請求事件）／平

成６（ワ）3 ／教諭 福岡市教育委員会／昭和62年度卒業式 児童制作の旗ではなく

日の丸を正面に掲揚 児童の批判的言動 君が代斉唱中一時着席、拳をあげる 戒告／

棄却（控訴）／判タ965-277

９ 平成10.4.14／横浜地裁／訓告処分等取消請求事件（平塚養護学校事件）／平成６

（行ウ）16／教諭 神奈川県、神奈川県教育委員会／平成５年入学式、日の丸引き下ろ

し 訓告／一部却下、一部棄却（確定）／判タ1035-125、労判744-44、判地自182-55
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【１９９９】

10 平成11.4.26／浦和地裁／三郷市立南中学校卒業式欠席事件（損害賠償請求事件）

／平成8（ワ）1175／教諭 埼玉県、三郷市、三郷市教育長／平成元年卒業式に欠席・

生徒の呼名せず 減給 教育長が市教育委員会の議決を経ることなく内申書を決裁、県

教育委員会に進達してなされた処分／一部認容・一部棄却（確定）／労判771-45、判

地自197-48

11 平成11.6.28／浦和地裁／埼玉県立福岡高校卒業式予行中止事件（懲戒処分・裁決

取消請求事件）／平成8（行ウ）19／教諭 埼玉県教育委員会、埼玉県人事委員会／平

成２年卒業式予行練習中止、生徒に放課を指示 戒告／棄却（確定）／判タ1037-112、

判地自199-51

12 平成11.11.26／福岡高裁／長尾小学校事件（戒告処分取消請求控訴事件）／平成10

（行コ）12／却下（上告）／労判784-82

【２０００】

13 平成12.3.31／青森地裁弘前支部／柴田女子高校国旗敬礼拒否事件（懲戒処分無効

確認等請求事件）／平成10（ワ）63／教諭 学校法人／平成10年入学式 なげやりな

呼名 国旗に敬礼せず 出勤停止処分／認容（控訴）仙台高裁秋田支部平成13.1.29棄

却 最高裁１小（決）平成13.7.12上告不受理／労判798-76

14 平成12.4.26／東京地裁／日の出町立平井小学校事件（戒告処分取消請求事件）／

平成7（行ウ）49／教諭 東京都教育委員会／平成2年入学式日の丸引き下ろし 戒告

／認容（控訴）／判タ1053-122、判地自204-58、労判796-85

15 平成12.8.7／浦和地裁／埼玉県立福岡高校卒業式予行中止事件（戒告処分取消等請

求事件）／平成8（行ウ）20／教諭 埼玉県教育委員会、埼玉県、埼玉県人事委員会／

平成２年卒業式予行練習中止、印刷物配布 戒告／棄却（控訴）／判地自211-69

16 平成12.9.8／最高裁２小決定／長尾小学校事件（戒告処分取消請求控訴事件）／平

成12（行ツ）86／棄却 LEX／DB25410675

【２００１】

17 平成13.1.30／東京高裁／日の出町立平井小学校事件（戒告処分取消請求控訴事件）

／平成12（行コ）178／棄却（上告）／LEX／DB 28061501

18平成13.3.22／都立養護学校事件（戒告処分取消等請求事件）／平成7（行ウ）123
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／教諭／東京都教育委員会、東京都 平成2年校舎落成式、日の丸引き下ろし 戒告／

棄却（控訴）／LEX／DB 25410686

19 平成13.5.7／大津地裁／滋賀県立彦根商業高校日の丸持ち去り事件（大津日の丸訴

訟）（戒告処分取消等請求事件、減給処分取消等請求事件）／平成7（行ウ）３、４／

教諭 滋賀県教育委員会、滋賀県／職員会議での暴言 平成６年卒業式日の丸持ち去り

戒告／棄却（控訴）大阪高裁平成14.11.28／判タ1087-117、判地自221-42

20平成13.5.30／東京高裁／埼玉県立福岡高校卒業式予行中止事件（戒告処分取消等請

求事件）／平成12（行コ）270／棄却（上告）／判時1778-34

21 平成13.6.29／最高裁２小決定／日の出町立平井小学校事件（戒告処分取消請求上

告申立事件）／平成13（行ヒ）110／上告不受理／LEX／DB28061413

22平成13.12.20／東京地裁／田無市立柳沢小学校事件（戒告処分取消等請求事件）／

平成9（行ウ）243／教諭 東京都教育委員会／平成7年始業式（入学式に先立って実

施）日の丸引き下ろし 戒告／棄却／LEX／DB 28070687

【２００２】

23 平成14.1.28／東京高裁／都立養護学校事件（戒告処分取消等請求控訴事件）／平

成13（行コ）108／棄却（上告）／判時1792-52

24 平成14.3.28／広島地裁／広島県教組教研集会会場使用拒否事件（損害賠償請求事

件）／平成11（ワ）1789／広島県高教組 校長、広島県教育委員会教育長、広島県／

平成 11年 職員団体の中学校使用不許可／一部認容、一部棄却（控訴）／民集

60-2-443 LEX／DB28070796

25平成14.3.28／広島地裁／広島県高教組人事院勧告説明会会場使用拒否事件（損害賠

償請求事件）／平成12（ワ）188／広島県高教組 校長、広島県教育委員会教育長、広

島県／平成 11年 職員団体の高校体育館使用拒否／一部認容、一部棄却（控訴）

／LEX／DB28070797

【２００３】

26 平成15.12.3／東京地裁／日野市立南平小学校君が代ピアノ伴奏職務命令拒否処分

事件（戒告処分取消請求事件）／平成14（行ツ）51／音楽科教諭 東京都教育委員会

／平成11年入学式におけるピアノ伴奏拒否 戒告／棄却（控訴）／判時1845-135

27 平成15.9.18／広島高裁／広島地裁／広島県教組教研集会会場使用拒否事件（損害
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賠償請求、同附帯控訴事件）／平成14（ネ）195、平成15（ネ）９／棄却／LEX／DB

28090193

28 平成15.12.16／広島地裁／世羅高校事件（損害賠償請求事件）／平成12（ワ）1580

／広島県高教組 広島県／卒業式の日の丸掲揚を巡って校長が自殺 平成11年 教員

の配置換え／棄却／LEX／DB28091420

【２００４】

29 平成16.5.27／東京地裁八王子支部／八王子市立石川中学校国旗国歌批判授業事件

（損害賠償請求事件）／平成13（ワ）443／教諭 八王子市 ／平成11年 校長による

卒業式・入学式の国旗・国歌の指導を批判する授業 訓告／棄却（控訴） 東京高裁平

成17.2.10 控訴棄却／判地自266-49

30 平成16.7.7／東京高裁／日野市立南平小学校君が代ピアノ伴奏職務命令拒否処分事

件（戒告処分取消請求事件）／平成14（行ウ）51／棄却（上告）／判地自290-86

31 平成16.7.23／東京地裁決定／東京都国歌斉唱拒否再発防止研修事件（執行停止申

立事件）／平成16（行ク）202／教諭 東京都教育委員会／平成15年 周年行事、卒

業式、入学式等において国歌斉唱時に起立せず 戒告、減給 命令研修／却下 東京高

裁平成17.9.5決定／判時1871-142、労判876-80

【２００５】

32 平成17.2.9／広島地裁／広島県高教組福山地区支部等定期大会会場使用拒否事件

（損害賠償請求事件）／平成15（ワ）82／広島県高教組福山地区支部、三次地区支部

校長2名、広島県教育委員会教育長、広島県／平成14年 定期大会会場使用拒否／棄

却／LEX／DB28101268

33 平成17.4.26／福岡地裁／国歌斉唱時不起立事件（北九州ココロ裁判）（戒告処分取

消等請求事件）／平成8（行ウ）22、平成12（行ウ）４／教諭、学校用務員、組合

北九州市、北九州市教育委員会／平成元年以降の卒業式 戒告、減給／一部認容・一部

棄却（控訴）／ LEX／DB28101269

34 平成17.9.8／大阪地裁／枚方市不起立教職員調査事件（枚方市君が代訴訟）（損害

賠償等請求事件）／平成15（行ウ）60／住民 枚方市教育委員会教育長／平成14年

度卒業式における不起立教員調査に要した経費／棄却（控訴）／LEX／DB28101837

日の丸・君が代判例一覧 183



【２００６】

35 平成18.1.25／広島高裁／広島県高教組広島北地区支部教研集会会場使用拒否事件

（損害賠償請求控訴事件）／平成17（ネ）77／広島県高等学校教職員組合広島北地区

支部、東地区支部 広島県／取消（上告）／／判時1937-95

36 平成18.2.7／最高裁3小／広島県教組呉教研事件（損害賠償請求事件）／平成15

（受）2001 上告棄却／民集60-2-401

37 平成18.5.29／東京地裁／足立区立中学校名誉毀損事件（損害賠償請求事件）／平

成17（ワ）1546／ 教諭 産經新聞／平成14年 新聞記事による名誉毀損 ｢反日教師｣

／棄却（控訴）／判タ1213-189

38 平成18.7.26／東京地裁／国立第二小学校ピアノ伴奏拒否事件（損害賠償請求事件）

／教諭 国立市／平成11年から14年卒業式、入学式におけるピアノ伴奏拒否・ピース

リボン着用を理由とする文書訓告／棄却／LEX／DB28111747

39平成18.9.21／東京地裁／国旗・国歌斉唱予防訴訟（国歌斉唱義務不存在確認等請求

事件）平成16（行ウ）50他／教諭369名 東京都教育委員会／国旗に向かって起立、

国歌斉唱、ピアノ伴奏をする義務のないことの確認、これらの義務違反を理由とする処

分の事前差し止め等／一部認容、一部棄却（控訴）／判時1952-44、判タ1228-88、判

地自285-78

40平成18.11.22／大阪高裁／枚方市不起立教職員調査事件（枚方市君が代訴訟）（損害

賠償等請求控訴事件）／平成17（行コ）99／棄却（上告）平成19.4.27上告棄却／

PDF

41 平成18.12.26／東京高裁／都立大泉養護学校絵付きブラウス着用事件（戒告処分取

消請求控訴事件）／平成18（行コ）117／教諭 東京都教育委員会。平成14年入学式

赤い○に斜線を引いたマーク入りブラウス着用 戒告／棄却（上告）／判時1964-155

【２００７】

42 平成19.1.16／東京高裁／足立区立中学校名誉毀損事件（損害賠償請求控訴事件）

／平成18（ネ）3301／教諭 産經新聞／新聞記事による名誉毀損／棄却（確定）／判

時1959-30

43 平成19.2.27／最高裁3小／日野市立南平小学校君が代ピアノ伴奏職務命令拒否戒

告処分事件（戒告処分取消請求事件）／棄却（補足意見、反対意見あり）／ 判時196

22-3、判タ1236-109
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44 平成19.4.26／大阪地裁／枚方市不起立教職員情報削除請求事件（非削除決定取消

等請求事件）／平成17（行ウ）21、25／教諭 枚方市教育委員会、枚方市 ／平成14

年度入学式不起立教員調査／一部認容、一部棄却（控訴）／PDF

45 平成19.6.20／東京地裁／再雇用拒否事件（地位確認等請求事件）／平成16年（ワ）

第12896号、平成17年（ワ）第15415号 棄却 LEX／DB28131439
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