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全国から集う！ 全国で闘う！

第７回 『日の丸・君が代』問題等

全国学習・交流集会 プログラム

２０１７年 ７月２３日（日） 全国集会 時程

１０：００ 開場 日比谷図書文化館 地下ホール

１０：２０ 開会 開会挨拶

１０：３０ 講演 高嶋伸欣さん（琉球大学名誉教授）

「蘇る『教育勅語体制』と『日の丸・君が代』強制を迎え撃つ

-洗脳教育を教材にし、無力化と反転攻勢の力量育成をめざす-」
１１：４５ 報告（Ⅰ） 東京の闘い

昼食休憩

１３：２０ ジョニーＨさんのミニライブ

１３：３５ 報告（Ⅱ） 大阪の闘い

１４：２０ 報告（Ⅲ） 首都圏から・全国から・諸団体から

１６：００ 全体討論

１６：３０ 集会アピール採択

行動提起

１６：４０ 閉会挨拶

１７：００ 銀座・数寄屋橋デモ出発 （東京駅手前鍛冶橋で流れ解散）

２０１７年 ７月２４日（月） 文科省交渉 時程

９：４５ 通行証手渡し（衆議院第２議員会館玄関）

１０：００ 文科省交渉（衆議院第２議員会館地下第１会議室）

１１：３０ まとめと諸連絡



- 1 -

開会挨拶（永井）
皆さま、おはようございます。全国からご苦労様です。第7回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流

集会を始めます。

さて、安倍政権の暴走が激しさを増しています。特定秘密法、戦争法、共謀罪法などが強行されています。

その安倍政権の暴走を支えるものとして、学校現場ではこれまで教員への攻撃であったものが、今、子ども

への攻撃、洗脳となって表れています。幼時からの洗脳です。テレビでは"ミサイルが来た！"として"隠れ
る"ことを指示するなど、子どもへのすり込みが全面的に行われています。
今日は、"洗脳教育はごめんだ！"として集会を行い、最後にはデモを予定しています。最後までよろしく
お願いします。

※高嶋伸欣さん講演の資料は、下記に掲載してあります。ご参照ください。

http://hinokimi.web.fc2.com/html/log.html
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講演「蘇る『教育勅語体制』と『日の丸・君が代』強制を迎え撃つ

－洗脳教育を教材にし、無力化と反転攻勢の力量育成をめざす－」
高嶋伸欣さん（琉球大学名誉教授）

皆さん、おはようございます。ご紹介いただきました高嶋

です。大学で教員養成の仕事専門になり、学校現場を離れて

相当年数が経っています。でも最近の安倍政権の、特に教育

再生実行政策という段階になってからの強引なやり方に毎日

腹を立て、苛立つ思いを重ねておりました。こういう取り組

みを全国で皆さんがされていることを知る機会を得て、大変

心強く感じると同時に、私も参加したいなと思っていました。

昨年一度大阪で報告をさせていただいた上に今回また機会を

いただき、ありがとうございます。

レジメのタイトルにありますように、私は以前から戦前の

学校教育の構造を「教育勅語体制」と呼び、学校で児童・生

徒たちを洗脳するシステムとして見事に機能していたと、認

識しています。それは教育勅語と日の丸・君が代、御真影、

そして３大節の儀式、それらがセットにした教育をするよう

に教員を追い込み、教員は命じられるまま、体罰を振りかざ

しながら児童・生徒をがんじがらめにし、忠君愛国・滅私奉

公の精神・社会観を植え付けていたのです。私は大学に移る

前に30年近く高校で教えていて、高校生にこのことを具体的

に説明しました。生徒はそのセットの中身を聞き、「こんなに

上手につくってあったのか、これじゃ、児童生徒、見事に染

められてしまうなあ」と気づきました。中学高校の歴史の授

業では教育勅語という用語は習っているけれど、その中身について時間をかけて具体的に説明を聞くという

機会がないのが実情でした。やはりそういうところまで知ると知らないとでは大違いです。「教育勅語体制」

の及ぼした影響を知った生徒は黙っていません。活発に意見交換をします。そのうちに「大人がしっかりし

てくれなければダメじゃないか。教室にいる大人は先生だけだけれど、先生ちゃんとやってますか」と私が

逆に切り込まれました。そういうところまで生徒は認識を深める力をもっています。

そこで、今回のレジュメのタイトルの副題に「洗脳教育を教材にし」としました。安倍政権が今どんなこ

とをやっているかを中学生や高校生に具体的に説明することによって、「これひどいよ。これに僕らは踊ら

せられようとしているのか」という警戒心が芽生える授業が十分できるのです。そうすることで、「無力化

と反転攻勢の力量育成を目指したい」と、私は考えています。皆さんが各地で取り組んでいらっしゃるよう

に、洗脳教育をこれ以上進めさせてはならないという取組みももちろん必要です。けれどもそれはいわば臨

床的な、対症療法的な取り組みですね。他方で免疫力をつけるという対応があります。若者自身に私たち大

人が積極的に働きかけなくても、「先生、そんな教育やっていいの」「こんな教科書選んでいいの」という声

を教室で、教育の現場で生徒があげる可能性があるということを教員や教育委員会の関係者などに認識して

もらう、そういう状況を作ることも目指したいと考えています。そこでこういう副題をつけたという次第で

す

■我々には「教育不敗の信念」がある！―歪んだ教育行政の実態の教材化が批判力を育てる

少し順序を変えて、レジュメの２ページ3-3、「我々には『教育不敗の信念』がある！―歪んだ教育行政の
実態の教材化が批判力を育てる」について、説明をします。選挙権が18歳からに引き下げられたのに伴い、

主権者教育がしっかりやられているかどうか、マスコミは急に関心を示し、しきりに話題にしました。けれ

どもそれは、去年の参議院選で１回目の18歳選挙権行使が行われた時だけのことでした。その後、この１年

間は、散発的に報道するだけです。

それだけではありません。先日の都知事選挙の時も18歳19歳の年齢層の新しく選挙権を与えられた人たち

の分、有権者数として確実に増えています。従って投票率の比較をするとき、４年の前の都議会選挙のとき



- 3 -

の投票率との単純な比較はできないはずです。分母が違うわけですから。さらに期日前投票の投票者数が1.

5倍になったとマスコミは一斉に書きたてたのですが、それについては「小池知事のことや安倍政権批判の

こともあって、都議選なのだけれど一般の有権者の関心が高まった結果でしょう」などとしか書いていない

わけです。「18歳19歳の選挙権を得た人も増えましたからね、若者がどれくらい投票してくれているか注目

ですよね」というコメントを東京都の選挙管理委員会は言わない。マスコミも全然そういう話題提供をしま

せんでした。

都議選と同時に行われた兵庫県知事戦でもそうだったのではないかと思います。その後行われた沖縄那覇

の市議会議員選挙の場合も同様です。これについても沖縄の人と話をする機会があったので高校教育関係の

方に「高校教育現場ではどうですか」と聞きました。「高校教育現場でそういうことを話題にしたこともな

い。３年生はかなりが選挙権を持っているはずだったけれど、『積極的に投票に行こうよね』と呼びかけよ

うと、教員同士で話したこともない」ということでした。

「それをやるのが教育ではないでしょうか。それをやっておけば、安倍政権がこんな強引なことをいつま

でもやれるはずはないですよね」ということを私は思い浮かべています。そのことを含めて今日は皆さんに、

抵抗力を若者自身に身につけてもらう、そして18歳以上だけでなく、主権者教育に備えてそれ以前の高校１，

２年生、中学生にも「政治に物言っていいのだよ」ということを認識してもらう、そのための請願権につい

て話をしたいと思います。請願権は憲法16条で、「何人（なにびと）も請願権を有し」と書かれていて、年

齢制限はありません。それに日本在住の外国人全てに適用されます。

中学公民・高校現代社会・政治経済の教科書は、それぞれ中学が７冊、高校は現代社会が９冊、政治経済

が８冊ずつあります。けれども請願権について、今私が言いましたような「権利なのだ」ときちんと書いて

いるのは１冊ぐらいずつしかないです。殆どは「日本国民で選挙権を有している18歳」以前でしたら「20歳

以上の人には選挙の投票以外のときにも請願できるのだ」というような読み取りがされてしまう表現になっ

ています。でも、１冊がきちんと書いていれば、これが正しい記述だということを検定官は検定しながら学

び取る機会を持てたはずです。１冊の教科書を３人の検定官が同時に検定しますから、少なくともそれらの

科目の検定をしている検定官は、正しく書いてある教科書を見ることによって、請願権ってこういうものだ

ったのかと気づけたはずです。そのうえで、ほかの教科書にはそこの記述が不十分ないしは誤解を招くとし

て、「ここはきちんと書きなさい」という指示を出さなければいけない。でも実際には出していない。その

状況が半世紀以上続いているのです。

中学校だと教育出版の公民教科書だけが割と正確に書いてあります。けれども教育出版公民教科書の場合

も請願権について正確に書いたのは、この前の版（2012年）からです。ですからそれまでは中学校の公民教

科書は半世紀以上に亘って、請願権についてきちんと書かれたものがない。それから教員の方たちからも「こ

れおかしいのではないか」と声が上がったことがない。教職員組合の研究会で私がそのことを言いましたら、

「全然認識したこと、ありませんでした」という話になりました。

そこで私は何とかしたいと思い、18歳選挙権が話題になったときに、請願権について、場合によっては小

学生であって声をも上げていい権利なのだという認識を広めてもらうように、マスコミに期待して、機会あ

るごとに教育担当の記者などに働きかけてきました。けれども結局は活かされませんでした。それが、この

ところの選挙でも話題にされないという事態にも結びついている、という気がします。

ぜひ皆さんも、当面の「日の丸・君が代」問題と並行して、18歳未満でもさらには外国籍でも請願権を権

利として行使できるのだと、ビラ配りのビラの中に入れてください。それに「皆さんが使わされている教科

書、実は間違った記述の部分がある。先生は気付いているのだろうか。尋ねてみよう」とか、「こんな教科

書ではない、正確な教科書を選んでください」という声を先生にぶつけてみようと呼び掛けることも効果的

ではないでしょうか。そのように学校に向けて要望すること自体が、生徒にとっては請願権の行使に当たる

わけです。

生徒は授業への参加を義務付けられ、成績評価権と卒業認定件の行使を受ける。その官公署が学校です。

生徒にとって一番身近な自分たちに関わる権限を持っている官庁である学校に対して自分たちの望むところ

を申し出ていいのだと伝える。そうすることによって学習環境、学校での生活を、教師が気づかないところ

を生徒が指摘することで変えることができるのだという体験ができる。そうした体験をすることで、次には

学校以外のことにも声を上げようかと、視野を拡大し、行動範囲を拡大していく可能性が高まります。

生徒に要望を突きつけられると、学校側も最初は多少苦労するかもしれません。しかし、個々の生徒によ

る請願については、個人的事情として合理性があるかどうかで判断すれば済みます。そうした場合も、学校

は原則クラス単位の授業なのですから、まず生徒側がクラス討論をして意見を調整する必要があります。私
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の経験では、「受験向きの授業をして欲しい」という意見と「受験向きでは学習の面白みが無くなるので反

対」という意見が対立して、多くの場合に後者が多数派になりました。その内に「一度は受験向きをやって

みて！」と言われ、２か月ほどそのように実行したところ「こんなにつまらないとは思わなかった。もう勘

弁して欲しい！」という点でほぼ全員が一致し、元に戻りました。また、生徒には「いろいろ要求されたけ

れど、君たちにもこちらから言いたいことがある」として、いわゆる「内職」やさぼりは認めないことなど

を再確認することで、好き勝手に要求ばかりできるものではないことも気づかせるようにできます。

それでもやはり生徒の要求は教員自身では気づけなかったものが少なくありません。そうした事柄に対応

していくことで、やがて自然に教員としても自信や深みのある認識の仕方を身につけることができるのでは

ないかなと期待できます。私自身そうした生徒からの要求や指摘を受けることで、教員としての力量を高め

ることができたと思っています。

■「旭日旗」問題に見る加害者「日本（本土）」社会と被害者・近隣諸国（沖縄）社会の落差

以上、私はいつも前半で時間を多く使ってしまうので、今日は結論めいたところを先に触れさせていただ

きました。ここでレジュメの最初に戻ります。１「『旭日旗』問題に見る加害者『日本（本土）』社会と被害

者・近隣諸国（沖縄）社会の落差」と書きました。〈資料１〉を見てください。韓国でのサッカーの国際試

合の際に、日本側サポーターが応援席で「旭日旗」を掲げた件が問題になりました。韓国側が、「あれは日

本の軍国主義のシンボルの旗ではないか。軍隊の旗だろ。それをまだ日本人は無神経に国際試合の場に持っ

てくるのか」と批判したのです。国際サッカー連盟の規則では、政治性のある宣伝物を試合場・観客席に持

ち込んではいけないとなっています。以前には韓国側の観客が日本の植民地支配を批判するスローガンを掲

げて問題になったことがあります。韓国側が「言われれば、そうだ」という体験をしたことから、今度は日

本側もやっているではないかと、そういう認識もあって、なおさら敏感な反応が上がったのかもしれません。

今回の件について、国際サッカー連盟からは「韓国側の言い分のほうが正しい。日本側のチームは２度と

観客にそういうことをさせないように」という見解が示されています。それに対して日本側は、「いや、日

本国内にはそんな意味はない、漁船などが大漁旗の一つとして日常的に掲げているもので、軍国主義的な意

味合いは戦後の日本社会ではまったくなく、国際連盟の見解は納得がいかない」ということで、論争はまだ

続いているようです〈資料１〉A。読売新聞などが日本側の言い分通りでいいじゃないかという主張を展開
しています。日本国内ならともかくも、国際試合でそういうことをやっていいと思っているところに蛸壺型

の意識、一国平和主義的、視野の狭い状況があるなと、私は思っていました。Bの琉球新報の一面コラムも、
ほかの場面も含めながら、こういう無神経さが本土社会にはある、素直な気分で配慮してスポーツは楽しみ

たいものだと、わりと穏やかな指摘をしています。沖縄の人もどっちかというと日本社会ではなく、韓国社

会と同じ受け止め方をしているのです。

このことから、私は沖縄と北海道は一種の国内植民地であっただけではなく今もある、と指摘する認識を

思い起こしています。北海道と沖縄は、国内植民地とも言えるという記述は高校の日本史教科書に登場した

のは97年からです。実教出版の日本史教科書です。最初は２ページくらいのコラムだったのですが、現在は

１ページくらいに集約された形で存続しています。その最後の部分に、「明治以降の北海道と沖縄の位置づ

け」と小見出し付きで「国内植民地」という表記が登場します。「沖縄と北海道は国内植民地とも言える」

という記述が毎回の検定で残っているのです。編集者に聞きましたら、茨城大学の教授だった大江志乃夫さ

んが執筆者に入っていたときに登場させたのだそうです。大江さんはその後亡くなっていますが、記述は今

も生きているという話でした。

「よく、これ、検定で問題にされませんね。検定は、前回に認められても今回は状況が変わりましたから

これはダメだ、とされることが少なくありません。それが何回も問題にされずに残っている。ということは、

検定官も内心はそうだと認めている可能性はありますよね」という話を編集者としました。

その点では B の琉球新報のコラムのこの発想が沖縄だけではない。沖縄に対して北海道に対して本土社
会は何をしてきたのかということを、歴史の事実としてきちんとわきまえている本土社会の人々からすれば、

言われても仕方のないことだな、という気がします。

実はこれは、７月７日の日中戦争80年に合わせたシンポジウムでの話題提供のために用意した資料の一つ

でした。７月７日の盧溝橋事件から日中戦争は全面戦争になって行き、その戦争の最後の局面になったのが

沖縄戦だという位置づけです。中国・東南アジアに対する戦争というのは明らかに侵略戦争でした。命令だ

からやむを得ず住民虐殺その他をやったということもあるかもしれません。他方で、かなりの日本兵自身が
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洗脳され、差別的優越感を持って、そうすることが正しいのだと思い込んでいたことが指摘されています。

現人神の天皇を指導者として持っている国は他に類例が無く、世界でも最も優秀な大和民族である日本を盟

主とする大東亜共栄圏づくりに逆らうような、野蛮で無知なアジアの民衆は殺害してもかまわない、という

思い上がりです。こうした思い上がりが日本軍兵士の間に幅広くあったということを、東南アジアでの加害

行為を調べる中で、私は感じ取っていました。やがてそうした思い上がりに以前からの沖縄差別観が重なり、

住民虐殺やいわゆる「集団自決」の強要を本土出身の日本軍兵士が平然と行うことになったのだ、と位置づ

けています。

沖縄では「集団自決」に関し、日本軍の責任を明記した記述を削除させた第1次安倍政権下の教科書検定

に対し、11万人が結集した抗議の県民集会が07年９月に開催されました。保革を越えた県民一致の抗議を受

け、文科省は「日本軍による深い関与によって」との記述までは、執筆者による正誤訂正として受け入れま

した。けれども「強制」の2文字の復活は認めませんでした。そのことに納得していない県民大会呼びかけ

団体は、教科書会社に「元の記述にしてください」、文科省に対しては「あの検定意見は間違いでしたと認

めてください」という取り組みを、その後も続けています。

今年はその県民大会から10年目です。その節目に合わせた企画として「集団自決」の写真展をしようとい

うことになりました。沖縄県教育委員会はなかなか後援を引き受けてくれませんでした。先月ようやく世論

の後押しなどを受けて県の後援が決まり、県庁の１階ロビーで「集団自決」に関する写真展を開催できまし

た。９月にもう一度実行することになっています。その後、東京の衆議院第一議員会館でそれにちなむシン

ポジウムと写真展を９月12,13日に開催することが決まり、予告がされるようになりました。私は沖縄と東

京では開催する意味が大きく異なると思っています。沖縄では07年から10年を経過した今、「集団自決」の

事実認識を再確認して継承することを目指します。一方の東京開催の意味は、「集団自決」が「本土」から

派遣された日本兵によって引き起こされたできごとであるという事実を、沖縄側から「本土」社会に初めて

提示する企画だということです。そこで、先ほどの７月７日のシンポジウムの際に、私は今申し上げたよう

な、「本土から行った兵士が沖縄の住民に対してやった行為、それはアジアの民衆に対してやった行為の延

長線上に位置づけられる。そういうことを皆さんの先輩、父母、祖父母がやった。本土社会の人々がやった

のだということを気づいてくれてますか、という問題提起の意味がこの『写真展』にはあると思います」と

いうことを説明させてもらいました。そういう取り組みを、これまで沖縄からは遠慮して声高にはされてい

なかったのです。そのことを私は歯がゆく思っていました。

でもそうこうしている内に、そういう加害者になる可能性がある「洗脳教育」を安倍政権は再びじわじわ

と実行してきているのです。戦争ができるようにするという政治的目標に向けて、再びアジアに対して加害

者になる、日本国内の植民地の人々に対して加害行為をやることに疑問を持たない若者を育てようとしてい

る。それが安倍政権の「教育再生実行政策」なのだという話にも通じる問題提起の意味を、この「写真展」

は含んでいます。東京でとりあえずは議員会館が使えます。沖縄出身の議員がいらっしゃるので話がスムー

ズに進んだのですが、できれば大阪や名古屋、その他の地域でも会場の用意が出来れば随時写真展をやり、

そこでまたシンポジウムもやらせてもらえるとありがたいですねと、沖縄の準備をしている人たちとメール

で交換などしています。今日は各地の方がいらっしゃっていると思いますので、そういう可能性が考えられ

れば、私か沖縄の方に連絡をいただけるとありがたいです。費用についてもご相談はできると思います。今

日の集会の「洗脳教育はごめん」を、「再び若者をアジアや国内植民地の人々に対する加害者にしないため

に」という意味も込めて議論を進めていただきたいということで、この話題に時間をとりました。

○安倍首相のお粗末過ぎる歴史認識

安倍首相がいかに歴史をわかっていないか、数々の失策を演じています。代表的な事例が、４月28日に「主

権回復記念式典」を政府主催で開催した件です。講和条約発効の日を「主権回復記念日」であるとして、自

民党主権回復記念日制定議員連盟が毎年開催していたその式典を突如安倍首相は「政府主催にする」と決め、

そして「天皇・皇后に出席してもらう」として箔付けをしたのです。ところがそのことが発表された途端に、

沖縄県選出の国会議員が首相官邸に怒鳴りこみました。「あんたがた何ということをしてくれたのだ。４月2

8日は沖縄を主権回復の対象から外す講和条約が発効した日じゃないか。沖縄では『屈辱の日』なのだ。そ

の日にお祝いだなんて。そのことを安倍首相は知らないのか」と言うわけです。そこで初めて安倍首相と側

近たちは気がついた、という次第です。

安倍首相の国内についての歴史認識はこの程度なのですから、世界については推して知るべしです。安倍

首相はしきりに海外に出かけていますが、出先で実は失言を繰り返しているのではないでしょうか。それこ
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そ国益を損なう行為ですし、国難を招いているのではないでしょうか。

その後、安倍首相は「独立回復記念式典」を強行します。天皇・皇后に出席してもらうことを決めていた

こともあって、今更引っ込みがつかなくなったわけです。そこで、規模を大幅に縮小して憲政記念館でやる

ことにしましたが出席した国会議員も大幅に減りました。沖縄県知事は招かれましたけれど、副知事が代理

で出席するということで済ませました。さらに、天皇・皇后はお飾りの扱いでした。規模を縮小したし、国

民の間で意見が分かれているような行事には天皇・皇后は出席しないという原則もあります。普通、天皇・

皇后が出席する時にはいわゆる「おことば」があるはずですが、この時はありませんでした。今更出席は取

りやめにさせてくださいとは言えなかったので、来てもらったものの「おことば」まではお願いできない。

天皇・皇后は黙ってじっとしていた。一種の晒し者です。安倍首相が政治的に利用したというのは見え見え

の状況で、天皇・皇后に窮屈な思いをさせたことは明らかでした。「天皇・皇后を敬愛する尊崇の念を安倍

首相は持っているのか」と右翼は抗議していいはずの事柄です。

2014年の春の園遊会でも右翼が憤慨する事件がありました。園遊会では毎回、最初に天皇・皇后が一般の

招待者よりも少し小高い場所で、三権の長から挨拶を受けます。首相と衆参議長、最高裁の長官の挨拶を受

けた後、一般の招待者が並ぶところに降りてきて挨拶を交わす。それをマスコミが取材するという段取りに

なっているわけです。そういう段取りが進んでいる最中に、最初に挨拶した安倍晋三・昭恵夫婦は先程の小

高いところに残って、天皇を見下ろす場所で二人そろって昭恵夫人の携帯で記念写真を撮っている。その写

真をその日のうちに昭恵夫人が自分のブログに掲載して「今日はこういう経験をしました」と得意げに披露

したのです。その安倍夫妻が記念写真を撮り、天皇が彼らよりも下にいるところを「週刊新潮」のカメラマ

ンが写真に撮って、それが「週刊新潮」5月1日号にグラビアで大きく載っているのです。「こんなこと、安

倍さんやっていいの」っていう、コメント付きでした。それに対して右翼が抗議したという話もどこからも

ありませんでしたが、右翼は安倍首相に対して苦々しく思っている可能性は十分にあります。安倍首相と右

翼の間にくさびを打ち込む手がかりになりそうです。

ちょっと話はそれますが、北朝鮮のミサイルがアメリカに届く可能性がある、射程距離が伸びたとアメリ

カも正式に認めたというニュースが昨日今日、しきりに流されています。ではアメリカはこのあとどうする

のかを考えると、前例があるのですね。中国と長い間国交を断絶していたアメリカ政府がニクソン政権下で

1972年に国交回復をした時のことです。北京を訪問したニクソン大統領はお土産を色々用意していた。一つ

がその頃まだ中国が用意できていなかったスパイ衛星で撮った中国と当時のソ連との長い国境線の写真で

す。中ソ国境は、２国間の国境では世界一長い国境線です。その頃、中国とソ連は路線対立から、中ソ対立

がかなり深刻になっていた時期でした。アメリカが撮ったスパイ衛星の写真では、万一に備えてソ連の陸軍

部隊が国境線に大動員され、いつでも中国領に攻め込める態勢であるという状況が読み取れたのだそうです。

「中国はスパイ衛星を持っていないから、こういう状況にあることをあなたがた気づいていないでしょ」と

言って、その写真をごっそり渡したのです。

それからもう一つ、その頃中国が ICBM を整備して射程距離を延ばしていました。それに核弾頭もつけ
られるというレベルに達している時期でしたが、今の北朝鮮と同じように、まだ、誘導技術が未完成でどこ

に落ちるかわからない。指示したところと違う方向に行ってしまう可能性があるというレベルだった。その

状況にあることをニクソン政権は把握していた。ICBM の射程距離が延びて、アメリカにまで届くようにな
ってきたのだったら元に戻すことはできない。もうあとは時間の問題だろう。他方でミサイル誘導では、ア

メリカはとっくに正確に落とす技術を持っていました。そこでアメリカはミサイル誘導のノウハウを教える

ことにしたのです。もちろん当時の最高レベルのところまでではないはずです。でもほぼ正確に標的に落と

せるというレベルのミサイルの誘導技術を中国側に提供したと言われています。そうすることによって、ア

メリカは万一の場合にも中国側のミサイルへの対応がしやすくなるし、ソ連との対応でも中国はきちっとも

のを言えるようになるだろう。こうしてアメリカは中国側に恩を売ったのです。

北朝鮮の場合、現在では潜水艦から発射できる技術まですでに実用化したとされています。当時の中国と

かなり近い状況です。トランプ大統領が当時のような政治的判断をできるかどうかはわかりません。でも彼

の側近には軍事面で戦争はなるべくは避けた方がいい、そのためには大胆な発想の転換もあっていいのだ、

前例もあるじゃないかという考えはあるはずです。従って米国が、日本の頭越しに北朝鮮と、今言ったこと

と似たようなかたちで話をつけてしまう可能性は、十分あると思われます。しかし、安倍政権はそういうこ

とを考えもせず、Ｊアラートのような、「ミサイルが落下する、ないしは破片がどこに落ちてくるかわから

ないから、そのための避難訓練をしましょう」なんて言っている。その様子を韓国の人はあざ笑っている、

というわけです。
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安倍政権は、歴代の自民党政権の中でもアメリカへのすり寄りでは、突出しています。そのことを民族主

義の右翼は苦々しく思っているはずです。今のところは保守勢力の一員として、その右翼も安倍政権を支持

しているけれども、皇室をおろそかに扱ったり、いつ大国間のなれ合いで中国などとの関係を日米同盟より

も優先させるか分からないのに、歴史に学ばず米国従属路線をひた走っていることに不信感を次第に強めて

いる可能性がある。ここに安倍政権の弱点が見えているように私は思います。

以前、東京の文京区民センターで、西野留美子さんと一緒に慰安婦問題の集会で話をするよう言われたと

きに、米中の国交正常化の時にはこういうことがあったのですよ、という説明をしました。その時「西野さ

んに喋らせるな」とその集会場の前には在特会が押しかけきていて、警官ともみ合っていました。その内の

何人かが会場に入ってきていて、私の先ほどの米中和解の話を聞いていたそうです。そして、夜に同じ会場

で在特会の集会をやったのですが、その様子がユーチューブにそのまま流されました。潜り込んで私の話を

聞いていた人が「高嶋はこういう話をした。我々はそんな話は初耳だった。我々はもっと勉強しないとだめ

ですね」とユーチューブの中で語っていると、それを観た人から聞きました。当時「そういうところで彼ら

の弱点が読めるわけだから、我々が持っている情報を伝えながら、彼らと公開討論をしようじゃないかと迫

る。それが逆に抑止効果を生むことも考えられますよね」という会話をしたことを今、思い出しています。

安倍首相の「戦後70年談話」も歴史認識に欠け、お粗末でした。その原案作りを任された有識者会議では、

東大名誉教授の北岡伸一さんが中心にまとめたそうですが、「アジア解放の戦争であったとは正式には一度

も日本政府は言ったことがない。だから、それを『70年談話』に書いてはダメですよ」と安倍首相に釘を刺

しているのです。有識者会議によって、安倍首相は手足を縛られてしまった。だから「談話」では日露戦争

を持ち出した。日露戦争をネルーが喜んだという古びた話です。しかし、その後ネルーは「韓国を日本が領

有したことで、黄色い植民地帝国が登場したに過ぎなかった。あの認識は間違っていたと気づきました」と

言っています。このことは、中学校の歴史教科書に載っています。「安倍談話」が中学生にも及ばない歴史

認識に寄っていることを冒頭部分で証明しているのです。安倍さんという人が高校・大学で歴史を学んでこ

なかったのは明らかです。教えた成蹊学園の先生は「教えましたよ」とおっしゃっていますが、聞く耳を持

たなかったのだと思います。

さらに昨年12月末に突然真珠湾を訪問した件も、なぜ、アメリカだけなのだという疑問がいろんな国の人

達からあがっていました。結局はアメリカ追随の姿勢を、再度世界中に印象付けるパフォーマンスにしかな

りませんでした。ますます民族派右翼をいらつかせていることでしょう。

○確かな歴史認識を持つために

一方で私たちは、より確かな歴史認識を持つ必要があります。そこで今日は新しい文献を紹介したいと思

います。ちょうどいま書店に出たばかりだと思います。南京事件を中心に研究してきた都留文科大名誉教授

の笠原十九司さんが、高文研から『日中戦争全史』上下２冊の本を出しました。日中戦争はアジア太平洋戦

争の一部分とみなされています。けれども、戦争最終段階の沖縄戦が行われているとき、中国大陸でも戦闘

が続いていた。それを認識して全体を見直すべきだ、と主張している本です。この本が注目されているのは、

日本が見通しのない、冷静に考えれば勝てる見込みのない、負けると思われる戦争に踏み込むことになって

しまった責任は陸軍だけではなく海軍にも相当の責任があると、実証的に指摘している点です。戦後の日本

社会は、海軍側の無罪論・世論工作に踊らされ、気づいていないのではないかときちんと指摘をしている文

献です。

笠原さんは、２年前に平凡社から『海軍の日中戦争』という本を出しています。第二次上海事変が盧溝橋

事件の後の日中戦争・日支事変、全面戦争へと結びつくきっかけになるのですが、第二次上海事件は海軍の

大山勇夫という将校が中国側に虐殺されたという事件（大山事件）から始まります。その事件は、当時中国

南部を担当していた海軍が、ことを起こすためにわざと仕組んだのだと、笠原さんは明らかにしています。

「事を起こしたいからお前、犠牲になってくれ。お前の家族の面倒みるから」と 大山は上官に説得されて

上海にある中国軍陣地へ自分の車で突入したのです。中国側は日本軍の車が来たので制止したけれど、止ま

らないから銃撃した。運転手も殺害したのは当然なのだということを、『海軍の日中戦争』で詳しく説明し

ています。

海軍はなぜそれをやったのか。盧溝橋事件で陸軍が中国で戦線を拡大し、陸軍の軍事費が急速に増やされ

つつある。だとしたら海軍も遅れずに海軍の軍事費を増やしたい。朝鮮・北京あたりまでは満州から陸続き

ということで陸軍の管轄区域だけれど、華中から河南は海軍の担当地域だったので、その地域で軍事衝突を

起こせば、それに海軍が対処するということで必要経費を国会で認めてもらえるだろうという計算をして行
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った、日本側の謀略事件です。そして、それはみごとに成功します。中国が南京から重慶（チョンチン）へ

首都を移した。そこで今度は重慶までの長距離爆撃機を大量に必要になったということで、そのための軍事

予算の増額がフリーパスに近いかたちで認められた。それを使って長距離爆撃機をたくさん用意し、鹿児島

や台湾から海を越えて中国大陸の奥地まで爆撃をする。爆撃行動を毎日のようにやって、それが実戦による

訓練にもなった。こうして海軍の思惑通りに事は進められたのでした。

ところがその結果、陸軍が「英米と闘わざるをえない」と言い出したときに、海軍としては冷静に考えれ

ば勝てる見通しはないのだけれど、「開戦に賛成できない」とは今更言えなくなってしまっていた。もしそ

う言ったら、「海軍の予算を減らして陸軍に回す」と言われることがわかっている。陸軍と海軍との間の予

算獲得競争の結果として、海軍は英米開戦に反対できないまま、「あなた方は海を越えて爆撃に行くことが

できるようになっているではないか」と言われる。「『大型爆撃機ではなく航空母艦を使えばさらに奇襲攻撃

ができる』と言う、航空部隊の山本五十六に奇襲作戦の責任者になってもらって、海軍は真珠湾をやれ、東

南アジアは陸軍がやるから」ということになった。それが12月８日の開戦なのですよ、ということを非常に

説得力のあるかたちで書いている。戦後、個々の海軍関係者は、「実はこうだったのです」と正直に喋って

いる。それらを笠原さんが再整理してくれている本です。2300円＋税で割高ですが、８月に合わせたお勧め

の本です。

あの戦争は何だったのか。「教育勅語」体制下の「洗脳教育」マインドコントロールで思想を一つの方向

に持って行ける状況が作られたときに、軍の幹部たちがこういう謀略で社会全体を引きずった。安倍政権が

憲法を改定し、自衛隊、軍国主義の人たちに影響力を行使させるような社会に変えていった時には、やはり

戦前と同じようになってしまう。日本はやはり恐ろしい国だとアジアから見られてしまうということが想定

される状況に、今差し掛かっているのではないかと思います。こういう文献の活用をしたいと思います。

■「洗脳教育」の再構築をめざす安倍「教育再生実行」政策

○安倍首相は改定教育基本法の「成果」に不満

もとの話に戻ります。レジュメ２にあります、安倍「教育再生実行政策」の問題です。安倍政権の状況を

見ますと、１年間で政権を放り出した第一次安倍政権では「教育再生政策」と言い、第二次政権になってか

らは「実行」という言葉をつけ、これを遮二無二進めています。それは１年目の後半に強引に国会を通して

しまった教育基本法の全面的な改定、これが前提になっています。改定教基法を私たちはなんとしても、政

権を変えた後で手直しをしたいと考えていますが、一方で安倍首相自身もせっかく教育基本法を変えたのに、

その通りには必ずしも教育が変えられていないという不満を持ち続けていたそうです。ですから第二次政権

になってからかなり急ピッチに強引に進めているというわけです。

なぜ改定教基法通りになっていないのかという一つの要素として、私が国会周辺、自民党周辺の人に言わ

れたこととして、第一次政権の時の文科大臣の伊吹文明さんの抵抗があります。伊吹さんはそれなりに見識

がある人で、安倍首相のような浅はかな考えで教育をやっていいのか、政治で進めていいのかということで

は疑問を持っていた。年代的にも伊吹さんのほうが上で、政治家としても経験を積んでいるわけです。伊吹

さんからすると、安倍さんのやっていることは自民党のいわゆる良識保守と呼ばれている人たちが従来やっ

てきたその線から逸脱しすぎている、と認識していたのではないかと言われています。

そのことが如実に示されていたのが、先程言いました06年の集団自決の記述を検定で「日本軍の責任は一

切ない」と骨抜きの表現に変えさせた事件について国会で問題にされたときでした。検定結果が公表されて

沖縄で大騒ぎになり、４月11日の衆議院文部科学委員会で沖縄出身の赤嶺政賢議員が文科省の責任を追及し

ました。それに対し伊吹大臣は「私にそれを言われても困ります。あれは検定審議会の専門の委員たちが学

術的・専門的に検討した公正な意見を述べて、それに執筆者が対応して書き換えたもので、政治家である私

の責任であるように言われるのは、心得違いではないですか」という趣旨の答弁をします。その根拠として

「検定制度、教育の内容について政治家が口出しをするようなことになったら、こんな恐ろしいことはない

ですよ」と強調しました。これは一つの見識です。さらに伊吹大臣は「例えば、唯物史観の政権ができて、

その思想にしたがって政治が行われ、教育内容が決められることになっていいのですか」と、共産党の赤嶺

さんに向けた皮肉たっぷりの発言までして、教育への政治不介入の原則を自分は守っていると、大見得を切

ったのです。

ところがその後「検定に関する資料を出せ」と国会議員が次々に請求し、鹿児島出身の川内博史氏が請求

したときに、文科省が『調査意見書』を「この件に限って出します」と言って出してきました。『調査意見
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書』というのは、検定官が「こうこうこういう検定意見を付けたいと思いますが、どうですか」と検定審議

会に検定意見の原案を出した時の一覧表です。文科省、以前の文部省は、家永裁判でも出さなかったもので

す。ところが今回は「あまりにひどい」という声が沖縄から超党派で上がってきていて、県内の市町村議会

が次々と抗議決議を採択しているということもあって、文科省が要求に応じて出してきたのでした。

その検定一覧表をよく見ると、その表紙は「原議書」になっていて、担当の検定官3人と担当係長、教科

書課長、初中局の審議官、初等中等教育局長、それぞれが決裁の押捺をする欄があって、押印されたもので

した。それをつけたまま出してきた。もともと検定官というのは正式には教科書調査官という文科省の常勤

事務職員で、専門職ではありません。当然、教科書課の課長の指示に従う立場です。「一切文科省の職員は

口出しをしていません」という説明自体がこの点で、事実に反していることになります。加えて初中局長ま

でが決裁をしているということが、この書類でわかってしまった。「あなたの説明、この資料を見たら全然

違うではないか」と責められて、伊吹さんはメンツ丸潰れになった。伊吹さん、多分、建前通りに「審議会

が第三者の立場で客観的公正に意見をまとめている」との説明を官僚から受け、それを信じ込んでいて、そ

れを赤嶺さんとのやり取りでしゃべってしまった。ところが、実際はそうじゃなかった。

そこで伊吹さん自身はこんな制度でいいのかと思っても、この検定制度を改善しようと思ったら、自民党

のタカ派などが猛烈に抵抗しますから、いじれない。だとしたら、もう安倍政権の「教育再生政策」そのも

のにあんまり関わりたくないと考えた。教育基本法が改定された後、それに伴う法律の改定はいくつかやら

ざるを得ないけれども、それを具体化する教育政策についてはあんまり積極的にやるな、やる必要ない、ほ

っとけと事務方に伊吹さんは匂わせたということなのです。

道徳教育の教科化に関しても「急ぐな」とした。道徳についてはもともと議論があるし、教科になったら

教員免許状をどうするのだ、その教員養成の講座を教育学部に作る予算を財政担当の役所と交渉して確保で

きるのか、いろんな手続きに関することが事務方からあがってくる。それらについて「急ぐことない」とし

た。自民党の議連からは急げ急げと言われているのを、なんだかんだと言い、道徳教育の実施をずらしてき

た。そうしたところに安倍さんの健康問題もあって、政権は放棄されてしまった。

結果として安倍さんにしてみれば、せっかく教育基本法を変えたのに、具体化できていない部分がたくさ

ん残ってしまったという不満がある。そこで首尾よく第二次政権に就けたので、今度は「実行」という言葉

をつけて、「スピード観のある政権ですよ」と見せる魂胆も加わった。伊吹さんは文科大臣に再任できない。

でも彼はそれなりに実績のある政治家で、派閥の領袖だから疎かにはできず、衆議院議長に棚上げにした。

衆議院議長に棚上げされた伊吹さんは渋々それを受けた後、次に人事の見直しが行われたとき、本人は衆

議院議長を続投したいと思っていたのに外されてしまった。彼は安倍さんに対してかなり不満を持ち続けて

いますよ、という話が流れています。現在、稲田防衛大臣に関して様々な内部情報が漏れています。防衛省

の官僚の反乱ではないかという面と並行して、官邸周辺ないしは自民党内からのものもあるようです。元防

衛大臣クラスの人たちが野党に相当情報を流して、稲田さんを質疑で吊し上げさせているという具体例があ

るのです。

○第二次安倍政権における「教育再生実行」政策の強引さと失態の繰り返し

そのようなことが教育分野でもあります。伊吹さんが外されたかわりに任命されたのが、文科大臣になり

たくて安倍さんにすり寄り続けた下村博文氏なのです。文科大臣になりたいという熱意だけは人一倍なのか

もしれませんが、歴史について勉強していないという点では安倍さんそこのけの存在です。

時間が限られていますので、一つだけ事例をあげます。レジュメ2-2）の２つめです。「戦後70年安倍談話」
が出されることがわかると、下村さんは急きょ教科書検定基準に「閣議決定などの政府見解がある場合は言

及すること」という意味の項目を盛り込んだのです。そうすることによって安倍さんの談話は多くの教科書

が触れることになりますよと、安倍さんへのすり寄りを事前にやったわけです。

ところがそのとき、安倍さんが何としても全面否定したいと思っている「村山談話」が95年に閣議決定さ

れているということを、下村大臣は認識していなかった。国会で野党議員から「村山談話」はどうなのだと

質問されたら、「閣議決定されていません」と答弁してしまった。野党議員も、２月にそういう答弁があっ

たときに、「それは違うんじゃないですか」と切り返していない。３月に共産党の宮本さんが衆議院の文部

科学委員会で質問し、下村さんが同じ答弁をしたところ、「朝日新聞」が翌日の朝刊のコラムでその答弁を

報道した。するとそれを見た外務省から「事実誤認です」と指摘されて、文科省はようやく誤りに気付く始

末でした。

答弁の原稿を書いたのは教科書課の係長クラスですが、彼らは若いので、村山談話が出た時の状況は知ら
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なくてもやむを得ない。でも、下村さんはすでにその頃政治家でした。そして、教育に関心があると言い続

けてきた人なのに、こういう歴史の大事な事柄について事実を認識できていない。こうしたところにも彼の

不勉強ぶりが見え見えです。

結果として下村さんは４月の文科委員会の冒頭で「間違った答弁でした。すみません」と言わざるを得な

くなったのですが、「閣議決定などの政府見解があるときは、教科書にそのことを記述すること」という検

定基準は今も残っています。ですから、下村さんは安倍首相の意向に反する形で、「村山談話」をこれまで

以上に教科書に盛り込ませることにしてしまった。何度か内閣改造がありながら下村さんが文科大臣に居続

けたこと自体が、安倍首相には人を見る目がないということのあらわれです。

現在、下村氏は自民党都連の責任者ですが、文科大臣に返り咲きたいと周辺にしきりに言っていたそうで

す。「週刊文春」がそれを皮肉っていました。「そんなこと言う前に、自分の疑惑を晴らしなさいよ」と言わ

れ、それが都議会選挙の惨敗の要素の一つになったわけです。彼はあの件について、「『選挙が終わったら説

明します』と言いながら、今なお何も説明をしていない」とインターネットで指摘されています。下村さん

の返り咲きはあり得ないだろうと思いますが、今度の内閣改造で文科大臣は、安倍さん・官邸の言いなりに

なっている松野さんからどんな人に替わるのでしょうか（補遺＝松野文科大臣の後任に安倍首相は伊吹氏を

指名しようとしたが、伊吹氏が固辞し「内閣改造の眼玉が失われた」と「産経」に報道された。伊吹氏のし

っぺ返しか？）。

■今こそ安倍政権による「洗脳教育」への反転攻勢を！

○「日の丸・君が代」強制の牙城・都教委の法的責任を衝く

３に移ります。この後、増田さんが報告してくださる話題ですが、東京都は2020年オリンピック・パラリ

ンピックに合わせて大変豪華な副教材―小学生用、中学生用、高校生用―を私立学校も含めて児童、生徒の

全員に配り、これを機会あるごとに学習させなさいとしています。その副教材に、「オリンピックでは国旗

・国歌が使われます」と明記しています。その記述に対して、「『オリンピックは国単位の技の競い合いでは

ないのだから国旗・国歌ではない』と IOC 憲章は定めているのに、それに反する説明をしていいのか」と
私たちは問題提起をし、「それに使った予算は不当な支出である」と監査請求をしました。これに対して、

監査委員からは「問題なし」と結論が出されました。その結論は納得がいかないと住民訴訟を提起したとこ

ろ、先日、「違法の議論をする対象ではない」と門前払いの判断が東京地裁から出されました。じゃあどう

するか。これについても相談し、食い下がる手法を考えないといけません。

一方で今月20日の各紙夕刊、一昨日の産経新聞朝刊には、東京都教育委員会が小中学校にオリンピック出

前授業として講師を派遣し、江東区では「各国の国旗・国歌に親しみましょう」と特別講座を実施し始めて

いるという記事が載っています。産経はともかくも、朝日までもが「大変いい企画ですよ」みたいな記事を

載せています。私はネットで、「納得いきません」という声を上げました。この講座の講師になっているの

が吹浦忠正さんで、国旗・国歌については一番知識を持っている人、経験者であると新聞記事にあります。

ところが、彼は日本会議のメンバーなのです。ここに日本会議の月刊誌『日本の息吹』があります。昨年の

９月号に「国旗とオリンピック」という特集で、吹浦さんのインタビューが８ページに亘って載っています。

彼はそこで、オリンピックでは国旗・国歌を子どもたちにきちんと教えることがいかに意味を持つかという

ことを、得意満面に語っています。

オリンピックは国単位ではない、香港、台湾、グアム、英領バージン諸島などは地域を単位として選手団

を派遣できている。そして IOC 委員会もそれを、国単位で派遣するところと同等であると認めている。そ
のことを彼は無視し、誤った認識を子どもたちに植え付けている。それらの地域について、オリンピックの

正式な選手団派遣資格を持っているとは思えない、お情けで参加させてあげているというような、ある意味、

差別意識をいつの間にか植え付ける、そういう危険性を持った教育をしていることにもなるのではないか。

吹浦さんを講師にすることに異議ありです。吹浦さんには東京都の企画の相談役のようなかたちで東京都か

らそれなりの報酬が支払われていると思われます。それについても異議あり！と問題提起ができるのではな

いかと思います。

彼のインタビュー記事を読んでいますと、「64年の第１回東京オリンピックのときは各国の国旗のサイズ

がオリンピックの国旗基準の縦：横＝２：３と随分違っていたので、それに合わせるのにさんざん苦労しま

した」と、内輪の苦労話を詳しく語っています。そうであるならば、それは国旗・国歌ではないことになり

ます。国によっては憲法で縦横のサイズを指定していますから、オリンピックでサイズを変えることになっ
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たら、それは国旗でなくなるから困るという抗議が組織委員会に来ることになります。

1980年の IOC オリンピック憲章改定以後、「選手団が使う歌と旗は国旗・国歌ではなく、選手団がそのと
き登録した旗と歌」となっています。ですから朝鮮半島の合同選手団は朝鮮半島のかたちを描いた旗、台湾

からの選手団は梅の花の旗を使います。それらの地域の旗も、国旗を使っているところと、尊重するという

ことでは同等なのです、という説明を組織委員会はしています。その説明と吹浦さんの説明とはまったく違

います。吹浦さんは「国旗・国歌です」と誤って思い込ませる、そういう仕事を、正確な IOC 憲章を知り
ながらやり続けている。その責任は重大だと思います。

○文科省著作の道徳副教材「私たちの道徳（小学５・６年生）」にねつ造話題「江戸しぐさ」を掲載し続け

全国で学習させている責任の追及

２ページ目の２）の一番下の話題です。文科省が今年度まで使わせている、小学校５、６年生用道徳教育

の副教材「私たちの道徳」には、捏造の話であることが露見している「江戸しぐさ」をそのまま載せていま

す（〈資料２〉）。2015年に登場した時にはまだこれが捏造だとはそう広くは知られていませんでした。古代

史・偽史研究家の原田実さんという方が新書版２冊を使って、「あり得ない」ということを実証的に説明し

ました。現在では捏造であることは共通の認識になっていると言っていいと思います。

その何よりの証拠に、日本会議が後押しをして出版した育鵬社中学公民教科書は、「江戸しぐさ」をコラ

ム（〈資料3〉 C 左）として載せていたのですが、これが捏造だと東京新聞の特集記事などで気づいたもの
ですから、慌てて検定に通った後で自主的に〈資料３〉 C 右のコラムに差し替える訂正申請の手続きをし
ました。教科書課は誤記だとして差し替えを認めました。検定担当の部局が捏造の話題であると認めたのに、

副教材「私たちの道徳」を作った初中局の教育課程課は捏造ということを頑として認めていません。この４

月からも全国の５年生にこの副教材を配って使わせています。

そうなりますと、〈資料３〉 Aの旭川学力テスト最高裁判決で、間違った中身の教育をするように強制す
ることは正しい教育を受ける権利を保障している憲法13条の規定に反する、児童生徒の人権侵害に当たる、

と明記しているケースにピッタリとあてはまります。先ずは５年生の児童とその保護者は「この副教材の使

用を止めて、人権侵害の防止と救済をしてください」と声を上げていいはずです。また、昨年までこれを使

わされて終わってしまった児童と保護者は人権救済を申し立てることができるということになります。

道徳の第一歩は「ウソをつくな」です。道徳教育を推進している文科省がウソの内容の道徳副教材を公費

で作り、その使用を全国の学校に強要している。これが安倍政権下の教育行政の実態です。同様の問題点は

まだまだたくさんあるはずです。私たちは、そうした事例についての情報を交換しながら、全国各地で声を

上げ、攻めどころとして追及していきましょう。

○終わりに

そして、教育の場での民主主義をより確実なものにするには、レジュメ２ページにありますように、中学

・高校生自身に批判力の定着・底力の育成を、免疫性を持ってもらうことが必要だと思っています。自分た

ちから「おかしいんじゃないの」と教員や教育委員会に声を上げられるように、そういう力を身につけても

らう。そのための方策の一つとして、繰り返しになりますが請願権、18歳選挙権についての認識を深められ

るような教育実践を、皆さんに進めていただきたいと再度お願いして、話を終わります。

最後までお聞きいただきありがとうございました。

＜補遺＞

「請願権」については、2017年10月23日に、杉並区教育委員会を相手として、高嶋が3年前の15年10

月に提出した請願文書を同教委の勝手な内部規定を根拠に請願としては受理せず、いわゆる陳情扱いに

したのは憲法16条及び請願法に違反したもので、高嶋の基本的人権の侵害に当たるとした訴状を、東京

地裁に提出しました。第１回法廷が12月18日に開かれました。

訴状では一応賠償請求を掲げていますが、原告側としてはそれよりも教育委員会を含めた杉並区全体

の「請願権」認識を是正する取り組みに結び付けることを重視していて、そのための具体的な方策とし

て、全戸配布の区の広報『杉並だより』（毎月２回発行）に「請願権」啓発の説明を掲載することを優

先して求めています。実現できれば、全都、全都道府県のモデルにもしたいと思っています。

区側の反応は、次回２月19日（月・午後３時から、東京地裁615法廷）に示される見込みです。
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報告（Ⅰ）東京の闘い

増田都子さん（都教委を訴える会）
こんにちは。増田です。「実教出版教科書・五輪読本問題に関し、違法、不当な東京都教育委員会を訴え

る会」(略称・都教委を訴える会)の事務局を担っている東京都学校ユニオンの代表として報告させていただ

きます。

2012年には、文科省検定済教科書であるにもかかわらず、実教出版の高校日本史教科書は「国旗・国歌を

強制している自治体がある」という記述があることで産経新聞に攻撃され、都教委は電話で学校に圧力をか

けて選定させず、採択がゼロになりました。

2013年は６月27日の定例会で、一人の委員の意見表明もなく「都立高校で使用することは適切ではない」

などと決議し各学校に通知したのです。ところが、審議中、教育委員長は「各教育委員の意見を踏まえ」と

いったんです、誰も意見なんか出していないのに…

情報公開と私たちの裁判の取り組みの中で明らかになったものですが、なんと５月初めには、HP で「定
例会はやりません」と告示しながら、コッソリと全委員を集めて秘密会を行い、6月初めにはもう「採択し

ない」と決定してレジュメにあるように文科省とメールでやり取りをしていたのです。で、６月13日の定例

会後の傍聴者がいなくなった秘密懇談会で委員たちは意見を出し合ったらしいのです。そして８月の「正式」

採択でゼロとなり、さまざまな抗議や集会や抗議署名の提出等がありました。

「子どもと教科書全国ネット21」・執筆者・実教出版労組等、裁判闘争の動きが無かったので、このまま

だと何もなかったのと同じになる、という危機感から、広く市民に呼びかけ「実教出版教科書問題に関し、

違法、不当な東京都教育委員会を訴える会」を立ち上げ、お話しいただきました高嶋先生と早稲田大学名誉

教授で国労闘争団の弁護団長などもなさった佐藤昭夫先生に共同代表になっていただき…佐藤先生は本当に

残念なことに、今年１月亡くなられたのですが…裁判闘争をしました。

実教出版は、レジュメにありますように都教委が問題にした箇所と横浜市教委・神奈川県教委が問題にし

た箇所を削除し、最高裁が10・23通達を「違憲とは言えない」としたことまで理由に挙げました。この判決

は「違憲ではない」とは言ってますけど、「強制ではない」とはいっていない…「強制」は文科省ですら認

めているところで…ということすら否定した完全屈服です。正義が不正に負け、都教委は大満足して「『強

制』記述を削除した実教教科書は普通に選定していいよ」といいました。ところが、驚愕した事には、レジ

ュメにある通り「子どもと教科書全国ネット21ニュース」10月号で元都高教副委員長の鈴木敏夫さんは「都

教委は実教教科書の採択妨害を断念した」と堂々と主張されているのです。

さて、都教委は、2016年３月31日に１億6285万円強の費用をかけて、小・中・高校生用のオリ・パラ学習

読本・ＤＶＤ・教師用指導書を都内全校に…私立学校にもです…配布しました。これには、これでもか、と

「国旗・国歌」が出てきます。小学校用65頁には「表彰式の国旗けいようでは、国歌が流されます。」とい

う記述もあります。オリンピック憲章には「NOC …各地のオリンピック委員会です…が採用する旗・歌」
としか規定されていません。明らかなフェイク記述です。そこで、私たちは会の名前を「実教出版教科書・

五輪読本問題に関し、違法、不当な東京都教育委員会を訴える会」と改称し、この5月29日に東京地裁に提

訴して闘うことにしました。

皆さん！ フェイクでなく、真実の教育を! 真の主権者教育を追求しましょう！ 最後に「都教委を訴

える会」は年会費千円ですので、ぜひ、ご入会ください！

大能清子さん（被処分者の会・2017年被処分者）
都立高校の大能です。小池都政下の「日の丸・君が代」処分はありました。私自身は３回目で480人目の

処分でした。1回目、2回目とも戒告処分で、今回も戒告でした。おそらく累積加重処分に対する最高裁判決

（不起立・不斉唱のみの減給以上の処分は裁量権の逸脱・濫用である。）が一定の歯止めになっているので

しょう。「日の丸・君が代」第１次原告となり、現在第4次原告として裁判中です。これまでの「服務事故再

発防止研修」では“罵声”を浴びせるなどひどい内容でした。

今回の処分は３月には発令されず４月20日に出され、もう一人の被処分者は４回目・減給処分でした。都

教委は、どのような処分をするか考慮したものと思われます。

今回、処分発令時には担当官が「忙しい中申し訳ない。」とのこと、そして「服務事故再発防止研修」の

センター研修では、研修担当官は最後に“最高裁判決や地公法などを総合するとどうするべきだったか。”
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と問うてきた。自分は“お答えできない。”と応じ、《振り返りシート》にもそのように書いた。

これまでの裁判などの経過から見て、自分で自分の身を守る重要さを感じている。今年度、すでに担任を

外されているが、（今回の処分撤回に向けて）５次訴訟が組まれるならば、それに向けて闘っていきたい。

ぜひご支援をお願いします。

加藤良雄さん（被処分者の会・４次訴訟原告）
４次原告の加藤です。今日会場に来ている大能さん、田中さんも含め14人の原告で進め、９月15日には地

裁の判決を控えている。この裁判では何を求めているか。

まず、最高裁判決の限界を突破すること。「10・23通達」の違憲違法、そしてすべての処分の取り消しを

追求していきたい。また、教育現場がどのようになっているかを審理の中で明らかにして来たが今後も続け

ていく。卒業式の答辞にもチェックが入るような状況がある。教育現場がどのようになっているかを裁判の

中で明らかにしていきたい。中川律意見書によって、公権力の干渉・介入は教育の自由を侵害する不当な支

配であることを明らかにしてきた。また、処分の加重システムの問題では、都教委は4回目には減給処分を

科す方針を固めている。このような最高裁判決にも反する減給処分を許さない判決を勝ち取りたい。これも

一つの焦点である。９・15判決に注目し、ご支援をお願いしたい。原告団通信《ぽこあぽこ》をぜひ読んで

いただきたい。

＊被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団事務局から出されている資料には、《東京都人事委員会係属

中の事件》も示されている。それによると、《2013年事件（７名）》《2015年事件（９名）》、さらには16年事

件、17年事件も審理中である。これを見ると、裁判で取消が確定しても、現職には再処分が科されているこ

とがわかる。

泉健二さん（再雇用拒否撤回第2次原告団）
2009年９月に提訴し間もなく９年になる。24名で、在職中に処分され再雇用を拒否されたもの。名目上は

損害賠償請求裁判であるが、内容は思想信条により職場から排除することに反対し、希望者には再雇用すべ

きだというものだ。

東京地裁では一昨年５月、高裁は昨年12月に判決を受けた。我々が基本的に要求した10・23通達、職務命

令の違憲違法、憲法23・26条違反、教育基本法の不当な支配にあたることを主張し、都側は希望者全員の再

雇用の義務があることを認め、再雇用拒否を撤回させることを目指した。

地裁では、公正な選考をして再雇用すべき義務があること、不起立は“大したことはない行為”として、

義務を否定して再雇用を拒否する理由に当たらないことが示された。憲法・教育基本法には触れず、それを

判断するまでもないとした。原告全員が、自筆の準備書面を提出し、それぞれの理念・思い・実態を法廷で

陳述することであり、さらに、その多様な私たち原告の現実に対する都教委の姿勢が、「最終的に私たちを

職場から追放する」という意図のもとにあった「通達から再雇用拒否に至る一連の仕組み」であることを提

示することでした。

高裁では、１回の弁論が行われ、都側が思想信条に踏み込んでいることは判じ、地裁判決を維持した。都

側は、最高裁に上告受理申し立てを行ったが、１年半たつもまだ結論が出されていない。

最高裁が上告を不受理とすることを強く要請する。共に闘いましょう。

根津公子さん（河原井・根津解雇させない会）
今年５月にひどい判決を受けました。停職６月を是認したのです。

少し経過を見たいと思います。その経過を踏まえての清水判決ですから。

まず、2012年の最高裁判決では、河原井さんについては特段の理由がないから停職１月を取り消し、根津

については過去の処分歴等により停職３月を是認しました。そして、２人の次の処分（河原井停職3月・根

津停職6月）についての2015年高裁須藤判決は、両者の停職処分を取り消しました。私は、2012裁判から見

て停職を取り消されることはないと思っていましたから画期的でした。取り消しの理由は、まず、過去の処

分歴等を何度も使ってはならないというもの、さらに、「自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実で

あろうとする教員にとっては、自らの思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二

者択一を迫られることとなり、・・日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実

質的な侵害につながる」と判じました。これまでは「間接的制約」としてきたのを「実質的制約」に道を拓
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きました。そして損害賠償も認めました。都が根津・累積加重処分適法を主張するために「特段の事情」と

して挙げた二点（停職出勤そして朝日新聞紙上においての不起立の呼びかけ）については、「これらの行為

によって具体的に学校の運営が妨害されたような事実はなく、・・停職期間の加重を基礎づける具体的な事

情として大きく評価することは、思想及び良心の自由を保障する日本国憲法の精神に抵触する可能性があり、

相当ではない。」と判示しました。

ところが、今年5月の東京地裁清水判決は、河原井さんの停職6月は取り消しましたが、根津のほうは、「ト

レーナーなどの着用行為は単なる服装ではなく意図的な表現行為」「職務命令が発せられるような状況を作

り出し」「学校の規律や秩序を乱す行為」として停職6月を是認しました。

安倍政権下の最高裁ですから、厳しい闘いが予想されますが最後まで闘っていきたいと思います。

渡部秀清さん（ビラまき交流実行委員会）
2003年「10・23通達」をきっかけに、ビラまきを始めました。その後、先細りの感もありましたが、2015

年「戦争法」が強行されたのをきっかけに日常的なビラまきを開始しました。2016年、参院選に向け高校生

向けにビラをまいた。高校生の政治活動を支援する意味もあった。《高校生の政治活動にも「届け出」は必

要ない》《「政治的中立」って何？》等。

この間、急速に国家主義教育が強まっている。「愛国心」を核心とする「道徳教育」の教科化や「教育勅

語」の容認、そして教科書は政府の広報誌のようなものになってしまった。子供たちが戦前のように「洗脳」

されていく傾向にある。それは若い教員も同じである。日本社会や世界情勢についても、一方的に政府の見

解が押し付けられている。こうした中で、私たちが直接子供たちに、「日の丸・君が代」強制の意味や、現

在起きていることの本当の意味を知らせ、疑問を抱かせ、批判的に物事を見ることの大切さを知らせること

は、極めて重要な課題になってきている。

2016年９月、オリンピック教育批判ビラ、また《共謀罪がないとオリンピックはできない？》など情勢に

応じた内容を提示した。

今の国家主義教育、愛国心教育が強まっている中で、やはり「君が代」問題の本質を訴えることが重要だ

と思う。事実を知らせ、批判的精神の大切さを訴え、真実を伝えることが求められている。

ビラまきの中で、若い人が共に行動し、成長している。最初は、副校長などが出てくると、少し怖がって

いたが、そのうち楽しくなって、今では平気になっている。今後ともビラまきを続けていきたい。ビラまき

で、生きた情勢をつかむことができる。共にやりましょう。

報告（Ⅱ）大阪の闘い

山田光一さん（大阪ネット）
大阪ネットの事務局長の山田です。最初に全体の状況について報告をいたします。

今日もってきた資料とＣのレジュメもご覧ください。裏側に毎日新聞の資料も出ています。最初に処分に

ついてですが、2012年に国旗・国歌条例が出され、この年度に大量に処分者が出されたのですが、今年46歳

の女性が処分されていることが分かりまして、現在62人が処分されている事になります。これとは別に再任

用の不合格や採用取り消しなどで７人が採用拒否されています。大阪ではこの採用拒否が大きな問題になっ

ています。大阪の場合、処分をされ研修を受けさせられますが、その時に意向確認書（「今後、入学式や卒

業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令には従います」）へのサインを迫られます。こ

れにサインをしなかったり、内容を書き換えることを要求した被処分者が採用拒否されています。不起立以

外では、セクハラでの停職６ヶ月の被処分者はさすがに不合格とされましたが、体罰での被処分者は合格し

ています。「日の丸・君が代」関係の教員は見せしめとして採用拒否されているわけです。今年は梅原さん

など２名が再任用を拒否されました。事実上の解雇に値するものです。[y1]
次に人事委員会や[y2]裁判関係です。人事委員会ですが、一昨年松田さんが処分され、昨年は藤岡さんが
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処分され人事委員会で審理中です。豊中では佐藤さんが審理中です。裁判の方ですが、11名７件が争訟中で

す。条例では３回の処分で免職となっていますが、さすがにそこまではできなくて減給処分になっています。

その判決ですが、2015年に奥野さんに不当判決が出され、16年に辻谷さんにも不当判決が出されました。佐

藤さんも昨年12月に判決が出され、今年になり奥野さんの最高裁や再任用拒否撤回（菅・山田・野村さん）

の地裁でも敗訴して、大阪では残念ながら負け続けています。

それぞれについてはこの後報告があると思いますが、大阪では梅原さんと２名の職場の同僚と生徒・保護

者の計５名の弁護士会への人権救済の申し立てへの人権救済の勧告書が出されています。今年も梅原さんな

ど２名の再任用拒否について弁護士会に救済を請求しています。これまで大阪ネットや被処分者による府教

委への申し入れをしてきました。最初の内は相手にされませんでしたが、再三にわたる私たちの要請で一定

の回答をせざるを得ない状況になっています。また署名活動や府庁舎でのビラまきも行っています。毎回約

500枚を受けとってくれるようにもなっています。また、卒入学式でのビラまきは約半数の高校で行われて

います。大阪市の中学校でも生徒向けのビラを撒いています。これも半数近くの中学校で行われるまでにな

っています。こうした君が代不起立処分の問題は、最近マスコミでも取り上げられたりして、一定の成果が

出ています。大阪の大まかな状況はそういったところです。

奥野泰孝さん（大阪府立特別支援学校教員）
大阪の奥野です。多くの方々から支援をいただいています。支援の方々は特別支援学校の校門やスクール

バスなど生徒にビラをまく運動を続けています。私は2015年以降は担任を外されています。入学式や卒業式

では駐車場係をさせられています。校門の所で支援の人と多少お話もしていますが。

レジュメには最高裁判決のことは書かれています。昨年12月に上告申し立て及び上告受理申し立てを提出

いたしました。２月の中頃に受け取りましたという通知が裁判所から届きました。それから１ヶ月半ほどた

った３月30日付けで、最高裁から不受理の通知が届きました。１年半経っても最高裁判決が出されないとい

う例がある中で、なんでこんなに早いのかなと思いました。届いた文書には、主文には、「本件上告を棄却

する。本件を上告審として受理しない、と書かれていました。つまり最高裁判所は判断を避けて門前払いを

しました。理由は、レジュメにもありますように、民事訴訟法312条１項または２項に該当しないからから

最高裁で判断することができない、と言うものです。そしてレジュメにもありますように４月４日の毎日新

聞で報道されましたが、これは大阪の記者が書いたものではなく、東京の司法記者が裁判所からの情報で書

いた物です。従って、私に何の連絡もなく、私のコメントも書かれていません。この記事の下から３行目に

書かれているように、「奥野さんは積極的に秩序を乱そうとしており、処分は重すぎない」として裁判所の

判断が書かれている。しかし、実際には奥野は式場を乱していないし、真摯な信仰による行為である事は認

められているところです。

教育現場では合理的配慮などいろいろな課題がありますが、「日の丸・君が代」の問題では一切違うこと

を許さない姿勢です。私は美術教師なので子ども達に感性が大切だと言うことを教えています。おじさんば

かりを書いている生徒もいて、そのタオルを500円で売っています。数ヶ月後は、再任用拒否に対する件も

起こってきます。私はあきらめません。これからもご支援をお願いいたします。

井前弘幸さん（大阪府立高校教員）
資料にありますように処分を受けた７人と共に闘っています。戒告処分に対する撤回ですから、東京での

事件で最高裁判決が出されており、それに沿って判断をしろと言う要請を大阪の裁判所に出しています。東

京の判決で「価値中立的」ということば判示されています。しかし、生徒に「起立・斉唱をしろ」というこ

とと「価値中立」ということは矛盾する訳です。また、最高裁は「儀礼的所作」ということで間接的制約と

言っていますが、違う判断を大阪で引き出すことが必要だと思っています。府教委は、条例によって、教職

員を管理統制して、これを通して生徒を支配しようとしています。しかし、教育の自由ということでは許さ

れることではなく、不起立を貫き通すということで闘っています。子ども達に愛国心を植え付けるために教

職員に強制をしており、これは明らかに教育の価値中立的という観点とは異なっています。

この大阪の条例というのは維新の会という一党一派だけでつくった条例です。自民党も反対の中でつくら

れました。特定のイデオロギーだけで条例はつくられており、その条例を根拠に処分されたことは憲法違反

であるというこの一点で闘っていくつもりです。

９月１３日と２０日の２日間で証人尋問をおこないます。ここが山場になります。最後まで闘うつもりで
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す。東京や全国の闘いと共に闘っていきたいと思います。全国の皆様のご支援をお願いします。

野村尚さん（「君が代」不起立解雇撤回訴訟原告団）
私と山田さんと菅さんの３人で再任用拒否の裁判を闘っています。

今年の５月１０日に大阪地裁内藤判決が出されています。判決の内容は、私たち再任用拒否については「却

下」、懲戒処分撤回訴訟については、「棄却」です。行為の是非について判断を下すというのではなく、原告

それぞれの価値観を判断するというものです。何か材料を見つけて、最初から決まっていた結論に合わせて

判決を出すというものです。例えば、山田さんは職員会議で不起立を宣言したのですが、判決は「これまで

不起立だとしても『国旗国歌条例』施行以前の卒入学式と同一視できないし、職務命令が発出され不起立に

及ばなければ非違行為にならないから、山田が不起立を明らかにした上で、再任用合格決定がされていても、

そのことは裁量権の逸脱・濫用を基礎づける事情とはならない」というものでした。つまり、職員会議での

不起立の発言では不合格にはならず、意向確認書で今後の起立斉唱の誓約をしなかったということで、合格

取消になっています。しかし両者とも、実際に不起立は行われていない時点での判断で、この二つの判断の

間には大きな乖離があります。

また、処分後の研修を勝手に「資質向上研修」と名付けています。このことは、再任用希望者の９８％が

合格していたとしても、不起立者が他の合格者よりも劣っているからだ、という印象付けをするためです。

能力が劣っているから不合格にされているのだとして、それを立証することもなしに判決をだしています。

それから判決文では、これまでの最高裁判決を引用しながら、「起立斉唱は、国歌への敬意の表明を含め

て慣例的な儀礼的所作」であり、「大阪府国旗国歌」条例は、これに沿ったもので違憲性はないとしていま

す。さらに旭川学テ最高裁判決まで持ち出し、学習指導要領は大綱を示したもので、地方的な特色は認めら

れるべきであるとして、｢大阪府国旗国歌｣条例は地方的な特色にあたり、合憲であるとしています。このよ

うな判決は、とても納得できるものではありません。今後ともよろしくお願いします。

松田幹雄さん（大阪市立中学校教員）
大阪の中学校の教員の松田です。グループＺＡＺＡの一員であり、１４人で共に闘っています。

２０１５年3月の卒業式での不起立を理由として同年５月に戒告処分を受けました。そして同年７月１３

日に人事委員会に処分取り消しを求める審査請求を行いました。人事委員会に申請した直後の７月１３日に、

支援組織Ｄ－ＴａＣ（Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ ｆｏｒ Ｔｅａｃｈｅｒｓ ａｎｄ Ｃｈｉｌｄｒｅｎ）不起

立処分撤回！松田さんとともに」というちょっと長い名前ですが、支援組織が結成されました。３週間に１

回のミーティングをして活動をしています。私の処分撤回はもとより、「日の丸・君が代」等の条例の廃止、

教育の自由などを掲げています。

人事委員会ですが、まだ書面のやりとりや証人の申請の段階です。人事委員会の書面では、私は「厳しい

生活を送ってきている子ども達と共に教員生活を送ってきた私の行動原理からして、侵略戦争の象徴である

『日の丸・君が代』を強制する側に立つことは許されない。自分の保身のためにほかの誰かに犠牲を強いる

ことは私にはできません。職務命令に従うということは、侵略戦争に子ども達を動員した戦前の教育に戻す

もので、『日の丸・君が代』を強制することはその一端を自分が担うことになります。私はこのようなこと

はできませんでした。その教育者としての立場は認められるべきであると思います。」という趣旨で書きま

した。今、大阪市の学校に通う子ども達は、「日の丸・で君が代」条例の下で、その意味を教えられること

もなく「国歌だからしっかり歌え」と、「先生も歌っているから」と、問答無用に「日の丸・君が代」を押

しつけられている実態にあります。このような状態は許されません。

『Ｄ－ＴａＣ』では、「『君が代』って何？」というチラシを下校時に子ども達に撒いています。１３０校

ある学校の中で、既に５６校ほどに撒くことができています。「君が代」の意味は、天皇の御世が永遠に続

くようにという意味で、「歌え」と強制されてもこれを拒否する権利があります。自分で考えてください、

という趣旨のチラシです。これから「国旗・国歌条例」や「職員基本条例」の廃止に向けた運動にも取り組

むつもりです。

今後ともご支援をお願いします。

梅原聡さん（元大阪府立高校教員）
梅原です。資料は本日後から配布させていただきました。



- 17 -

私は２０１２年と１４年の２回、卒業式で不起立をして戒告処分を受けました。本年度退職して再任用を

申し込んだのですが、私と先ほど報告のありました岩谷さんとが採用を拒否されました。明らかに「日の丸

・君が代」の被処分者を狙い撃ちにして不合格にしています。病気などを除くと再任用の不合格者は私たち

以外にはいません。私たち以外では、通勤費の不正受給という方が居ましたが、この方は一旦採用の保留と

いうことになりました。この方のその後についてはきちんと確認していなくて申し訳ないのですが、私たち

の場合はその場で採用拒否になっています。そのことについて話したいと思います。

大阪の再任用については、すでに報告のあった他の方達もそうなのですが、「意向確認書」というのが特

徴的です。そこでは「今後、入学式や卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令には従

います」と書かれた文書にサインを迫られます。私たちは、これを提出しなかったり、内容を変えたりして

抵抗をしてきています。私の場合、審査会が近くなって来た日に校長室に呼ばれ、今言った文章を読み上げ

られ、この内容に Yes か No かで答えるように強要されました。私は、生徒に就職時にこのような質問をさ
れたら「答えられません」と言うように指導してきていますから、同じように「答えられません」と返答を

しました。こういう形で意向が確認できなかったと報告されて不合格になりました。これは明らかに「踏み

絵」ですね。

そこで就職の時にそのような不正質問をされた時に申し出る府の商工労働部というところへ「こんなこと

があった」と申請しました。するとごく当然に「おかしいよね」と言ってくれて、教育委員会の方に事情を

聞くと同時に不適切であることを指摘してくれたのです。それが「高校教員の再任用に関しての相談対応に

ついて」という文書です。ところがここでは、府教委は「意向確認は再任用の是非ではなく、研修について

の意向の確認だ」と誤魔化しています。本当に白々しいのですが、それならば１年前の研修の時ではなく、

なぜ退職直前のこのタイミングなのだということにきちんと答えられていない。立場上「指導」まではでき

ずに「助言」にとどまったのですが、来年度以降この点を追求できるのではないかと思います。

最後にもう一つ、非常勤の岩谷さんですが、校長との間では非常勤で教壇に立つことが決まっていたので

すが、４月６日になって非常勤も駄目だ、と言うことになりました。これでは向こうも説明ができません。

この点についてもこれから追及していきたいとおもいます。ご支援お願いします。

山田肇さん（元大阪豊中市小学校教員）
山田肇です。大阪・高槻市の小学校で教員をしていました。内藤裁判官による不当な判決を出した自分の

裁判について話したいところですが、森友についてしゃべれというので、森友学園問題について話したいと

思います。

豊中市野田町に、今問題になっている森友学園、つまり「瑞穂の国小学院」があります。開校は頓挫して

しまいましたが、私はこの豊中市に住んでいまして、自宅からこの森友学園まで自転車で１０分の所にあり

ます。全国に籠池のおっさんやおばさんが知られるようになる前から地元では問題になっていました。しか

し、なかなか大きな問題にならなかったのですが、本年２月８日に木村真豊中市議が、この国有地が一体い

くらで売られたのか非公開であったので、その売買価格の公開を求める裁判をして、一気に全国版になりま

した。新聞やテレビ、国会などでも連日取り上げられ、今や「総理のご意向」で建設される加計学園の問題

と共に、安倍政権を追い詰める大きな切り口となっています。星火燎原という言葉があります。小さな火花

が荒野に焼け広がっていく様を表現していますが、まさにこの言葉のようにアッという間に森友学園問題が

全国に知られる様になりました。８億円の国有地不正値引きの「疑惑」について、私も当事者の一人となっ

て、この「疑惑」追及の運動を進めています。

問題は大きく三つあります。第一は、日本会議のお友達の籠池夫妻に、国有地が８億円も値引きしてタダ

同然で払い下げられたことです。二つ目は、教育勅語を幼児に唱えさせていると知りながら、何故松井知事

が森友学園の小学校を認可したのかです。その後、幼稚園児に教育勅語を暗唱させている場面がテレビでも

放映されてましたが、何故こんな学園が認可されたのかです。しかし、教育勅語、「日の丸」「君が代」、御

真影は合わせて戦前の天皇制教育の中心であり、天皇の兵士をつくる皇民化教育、これらは全く同じもので

す。「君が代」で僕も処分されています。

豊中市民はこれを許さないと言うことで、あの赤い校舎の学園の前は公園になっていますので、そこの野

田公園で月１回集会やデモをしたりして闘っています。「日の丸」「君が代」というだけでなく、天皇制教育

を許さないという闘いを全国でつくり出していくことが必要だと思っています。皆さん頑張りましょう。
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伊賀正浩さん（大阪小学校教員）
伊賀です。「子どもたちに渡すな！あぶない教科書 大阪の会」です。今年は小学校の道徳の教科書の採

択が行われています。数年前に安倍政権は道徳の教科化を決定しました。戦後教育の大転換としてこの道徳

教科書採択が大きな問題になっています。５月の下旬から、教科書の内容が明らかになってきました。８社

が検定に通過したのですが、育鵬社は教科書をつくりませんでした。ところが教育出版という教科書では、

驚いたことに貝塚茂樹という人物が執筆しているのです。この人物は育鵬社のパイロット版である『１３歳

からの道徳教科書』の執筆・編集者です。よく見ると、さらに柳沼良太という日本会議系の学者も編集に携

わっていました。つまり、育鵬社のパイロット版に携わっている人物が２名、教育出版の編集に関わってい

ることがわかりました。さらに東京の武蔵村山市の教員３名が編集に入っているのです。武蔵村山市という

のは「ミニブートキャンプ」という米軍の訓練を生徒に実施したところで、きわめて偏った人たちによって

編集されている教科書なのです。文科省は２２個の徳目を教科書に入れなければならないとしており、他の

教科書にもこれらが入っていますが、それにしても、この教育出版の教科書は突出しています。例えば、安

倍首相や東大阪市長の写真を掲載しており、現職の政治家を掲載するなどあり得ません。

この教科書では、「日の丸・君が代」についても、「国旗や国歌を大切にする気持ちの表し方」という項目

を立てて、「国歌が流れたらみんなで一緒に歌います」という形で卒業式の写真を掲載しています。また、

オリンピックの記述でも「オリンピックの表彰式でも国旗が掲げられ、国歌が歌われます」と書かれており、

「日の丸」掲揚の写真が使われています。育鵬社の教科書が出されていない分、この教育出版が突出して安

倍政権に迎合し愛国主義的になっています。私たちは、この教育出版教科書を育鵬社の代替出版社として採

用しないように呼びかけています。

これから全国で教科書採択が始まります。大阪ではその全ての自治体に要望を出していくつもりです。名

古屋では採択されてしまいましたが、これまでに育鵬社の教科書が採択されている自治体で教育出版が採択

されるのではないかと危惧しています。

来年は中学校の道徳教科書の採択が行われます。そこでは育鵬社の教科書が出されてくるのではないかと

思っています。２０２０年には、全ての教科書の改訂版が出されます。私たちは育鵬社が採択されないよう

に運動を強めていきたいと思っています。「日の丸・君が代」の闘い、人事評価の問題など教育をめぐる問

題はたくさんありますが、私たちはこの教科書の問題を教育内容の闘いとして、全国の皆さんと共に闘って

いきたいと思います。よろしくお願いいたします。

報告（Ⅲ）首都圏から・全国から・諸団体から

永井みどりさん（再雇用拒否3次訴訟原告）
東京「再雇用拒否」第３次訴訟原告の永井みどりです。

原告は３人です。「君が代」不起立を唯一の理由として非常勤教員を採用拒否されました。その当時は、

再雇用拒否裁判で勝訴している裁判がなかったこともあり、提訴するかどうか悩みました。不当なことは許

してはいけない、たとえ負けても声を上げなければならないと、提訴したのは、３年の期限を目前にした20

14年１月15日です。東京都だけの制度として月13日勤務の再雇用職員という名前の非常勤がありますが、こ

れを全都で廃止すると同時に教育分野のみに、月16日勤務の非常勤教員制度ができました。教員定数に含ま

れず、教科指導・校務分掌のほかに仕事内容が多岐にわたっています。非常勤教員の合格率が98%であるの
で、継続雇用として採用されることを期待するのは合理的であると主張しました。午前中に報告があった再

雇用拒否2次裁判が1審・2審とも勝訴していましたが、わたしたちは地裁で不当判決を受けました。「継続雇

用ではなく、新規任用なので、都教委に広範な裁量権がある」というのです。

ぜったい負けられないと思って、弁護団と一緒に原告も、たくさんの証拠をもとに控訴理由書を作成しま

した。証拠の一つに、情報開示によって入手した「懲戒処分を受けて再任用・非常勤教員に合格している人

の処分理由書」があります。その理由には、わいせつ行為・公金横領・体罰・争議行為・私事欠勤・「君が
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代」不起立などあります。最近の控訴審は、1回の口頭弁論で結審が60%というので、学者意見書のほかに
上申書や求釈明申立書を提出しました。控訴審の第2回口頭弁論で、裁判長が、「裁判所が判断できるように

再任用、非常勤教員の運用実態をあげて示す」ように都教委に命じました。それに対して、都教委は無年金

になった再任用が義務化された2015・2016年度の数字しか示さなかったため、私たちが開示資料をもとに独

自に非常勤教員・再任用職員の申し込み者数・合格者数・合格率の数字をあげて証拠として提出しました。

そして3回で結審しました。判決日延期もあり優位になったと感じていたところ、今年４月26日にまたもや

不当判決です。

直ちに上告・上告申立をし、６月26日に上告理由書・上告受理申立理由書を提出しました。上告理由書に

は、本件採用拒否が憲法14条・19・20条に違反していることを訴えました。高裁判決では、非常勤教員の趣

旨は、４つの証拠から定年退職教員の継続雇用制度、言い換えれば、雇用と年金の継続ではなく、新規採用

というのです。

〇 非常勤教員の採用は将来公募を予定していること。

〇 再任用制度については、平成25年以降雇用と年金の接続を図るとして希望者を原則全員採用するとの方

針がとられたのに対して、非常勤教員については、従来の取り扱いに変更がないこと。

〇 併願は再任用職員を第一希望とする場合に限るとされているのであって、再任用職員の希望者を非常勤

教員に誘導していることをうかがわせる証拠はないこと。

〇 再任用職員の希望者を満たす定員枠が不足していたことを裏づける証拠はないこと。

今の４つですが、非常勤教員は、現在に至るまで公募は行われていません。私たちは2010(平成22)年選考

であるにも関わらず、判決文は無年金期間が生じる2015年度からの再任用職員義務化の制度で説明するとい

う、論理のすり替えを行っています。

上告受理申立理由書には、上記のような高裁判決の誤り、差別によらない公正な選考を受ける権利がある

ことに対する都教委の採用権者としての裁量権逸脱・濫用、自由権規約18条の高裁判決の誤り、高裁判決が

旭川学テの判例違反を申し立てしました。

地裁・高裁・上告と嵐のように過ぎ去った日々です。たくさんの人たちに傍聴支援をしていただき、カン

パをいただき、アドバイスをいただきました。本当にありがとうございます。

今後は、最高裁要請行動や講演会など裁判への意識を維持していく運動を考えていきたいと思っています。

引き続きご支援をよろしくお願いいたします。

石井泉さん（千葉高教組「日の丸・君が代」対策委員会）
千葉では、県教委の「通知・通達」による卒業式・入学式の「日の丸・君が代」不起立者処分の攻撃は行

われておりません。私は、今年3月に卒業生を出した高校の教員ですが、毎年座っています。でも何ともあ

りません。ここに書いてあるように、不起立者は多くありません。高校は、150校ぐらいありますが、10人

から20人ぐらいと思われます。処分は、今から10年前、私が文書訓告になって以来出ていません。どうして

千葉はこうして０になるまで攻撃されないのかというと、それは東京・神奈川での裁判闘争がマスコミに出

ていて話題になっているお陰だと思います。様子見をする県教委・校長が多く、校長の中には不起立だとわ

かって「立ちなさい」と指示を出すケースもありますが、立たなくてもとりあえず処分がないのです。

今問題になっているのは、組合の話題で申し訳ないのですが、組合の組織率が低下していることです。私

が組合の副委員長をやっているわけですが、弱体化とともに組合内部で運動方針をめぐる路線問題が議論に

なっています。時には「日の丸・君が代」や「沖縄・辺野古」問題への闘いに対して批判的意見が出てしま

います。ただし現実問題として、「組合を頼りにしたい」「現場の職員教員に沿う活動を」という声が強く、

闘いを維持できている状況です。近年人事評価の問題で、千葉は昨年度導入されたという遅めで、来年度の

評価から賃金差別が実施されることになっています。人事評価は、「日の君」攻撃につながることは間違い

ありませんし、担任外しに向けて猛威を振るうことは間違いありません。

森田県政の下、高校の道徳の授業が強行され、「日の君」の徹底実施が謳われていますので、警戒を強め

ていきたいと思っています。

最後に書きましたが、昨年度まで息子の中学校の PTA 役員となり、PTA 副会長・PTA 連絡協議会会長を
勤めてきました。来賓として壇上にいることもありますが、毎回国歌斉唱時に不起立してきました。他の役

員や保護者からは特に批判もなく正面から議論することありませんでしたが、毎回不起立することで、この

問題の宣伝にはなったかと思います。
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外山喜久男さん（個人情報保護条例を生かす会神奈川）
資料として、D ３と D ４をご覧ください。学習指導要領の改訂に伴って、銃剣道が入れられたという話
を皆さんご存知だと思います。当初は入っていませんでした。どうしてかというと、全国で1校しかやって

いなかったからです。意図的に触れていなかったのを、パブリックコメント等を通じて文科省は復活させま

した。全国で１校と言われていたのでどこかなと思ったら、自分の近くだった。驚きました。平塚のある中

学校で、授業の中に銃剣道が入れられているのが分かりました。このことを通じて自衛隊が学校の中に入り

込んでいく状況が作られていくことが危惧されます。注意してみていく必要があります。地元の市民団体が

これについては取り組んでいます。

D ３に移ります。資料の下のほうですが、私たちの取り組みとしては、「起立斉唱しない自由がある」と
いう事前告知を各学校に実現させたいと思っています。学校として、教員として、教育委員会としてそれを

保障していくことが重要です。年に２回、県教委交渉しています。

2015年８月に市民団体との交渉で、文科省は次のように答えています。「例えば事前に伝えることを学校

に於いて実施していくに当たって、そういったことをやっていくべきだとお考えになるのであれば、それは

各学校における創意工夫の1つだと考える」。文科省官僚がこのように答えていて、それが学校で実現できる

ように県教委と交渉していきたい。これはずっとこれからも続けていきたい。

少し時間を取って話したいのですが、生徒自身の個人情報のことです。学校で指導を受けたこと、成績が

どうだったか、成績会議の資料、読書記録など生徒のあらゆる在学中の個人情報に関することです。それが

いま神奈川では、学校にデジタルデーターとして保管することが許されず、全て県教委の管理下(クラウド)

で保管されています。これについては保護者にも生徒にも全然知らせることなく県教委に行ってしまってい

る。県教委は、担当者は生徒情報を見られる、目的以外には使わないと言っているのですが、その保障がな

いのです。運用の要綱があるはずだから見せるよう公開請求しましたが、全面非公開という返事でした。い

ま情報公開審査会に公開するように公開請求しているところです。県教委は保存の入れもの(そのシステム)

を運用しているだけで、情報を収集・利用しているのは学校なのだから、県教委は関係ないという言い分で

す。しかしながら、集めた生徒12万人の情報が、いつ廃棄されるのか、それが利用される可能性があるもの

なのかも分かりません。

生徒はすでに個人番号（マイナンバー）があり、仮に生徒情報がそれに紐づけされるようになれば、簡単

に徴兵制などに利用できることになってしまいます。

教育課程編成権は校長にあるから、データーを送るか否かは校長が決められるはずなのですが、校長は県

教委に逆らうことなく生徒情報を送ってしまっているます。この問題は、実は大阪・九州でも問題になって

いて、先ほどの話のように新潟でもかつて神奈川で起きたようなことが起きています。全国でそういう状況

が生まれつつあるようですので、そのような情報を入れていただいて、情報交換していく必要があるだろう

と考えています。

荒金洋次さん（埼玉高校教員）
埼玉の荒金といいます。私は、埼玉県の高校の教員です。

初めての懲戒処分で、10個もの処分事由を埼玉県教委からつけられ、処分を受けています。マスコミで報

道されても世間に恥ずかしくない事案だとは、申しあげておきます。

埼玉県人事委員会へ審査請求をしました。結果、裁決がでました。「処分事由10個のうち２つについては、

その処分の事由となる各事実を認めることはできない。さらに、２つについては、職場内の秩序が乱された

ような具体的な事実が認められないことを考え合わせれば、懲戒処分事由として認めることはできない。」

として、処分事由10個の内、４つが落ちました。

その中で感じたのは、埼玉県県教委が処分する気になったならば、何でもできるということです。この処

分について、私は、日本国民であり、日本は法治国家ですから、「事実認定や処分内容等、法令や手続きの

違法、不当等」を、裁判で訴訟ということで争っています。

事実認定や処分内容等、法令や手続き、処分に影響を及ぼす可能性がある場合には、正確な告知・聴聞等

を欠いてなされた処分は違法です。

埼玉県教育委員会の懲戒処分経緯手続きに「職員の懲戒処分に係る調査等に関する規則」はありません。

そこで、埼玉県に、「職員の懲戒処分に係る調査等に関する規則」の制定をお願いしたいと思っていると
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いうことです。

土屋聡さん（宮城小学校教員）
「いつでも どこでも 誰にでも いつまでも」について話をします。私は小学校の現職の教員です。卒

業式で不起立していますが、処分はされていません。ずっと座っています。仲間はポツポツと増えています。

「日の丸・君が代強制反対の集会に行ってきます」と職員室で言ってきました。ここまでが報告です。

ここからは、私の考えていることです。イメージしてください。この会場に若い教員がいっぱいいます。

若くなくてもいいんです。これから学校で君が代不起立しようかなと思う人がいるイメージです。見渡した

ところ、該当する方は少ないように思います。いつもこうやって嘆くのが私なんですが、ここからは提案で

す。

来年全国で「君が代」で不起立する人は何人いるでしょう。君が代不起立している人は毎年退職していま

す。「君が代」についての学びの歴史・抵抗の歴史そのもの、歴史を伝えることは危ぶまれていると思いま

す。そこで、私はこういう集会に、たくさんいろんな人を呼べばいいと思ってきました。でも何か難しそう

じゃないですか。

そこで、私か呼びかけたいのは、あっちこっちへ行って「いつでも どこでも 誰にでも」語ることです。

今日会場にいる皆さんそして私が、いろいろな所へ行って「君が代」の話をしようではありませんか。先週

は、青森県の端っこ大間原発敷地で原発反対現地集会がありました。そこで３分間発言時間がありました。

女川の話を１分間しました。２分間「君が代」の話をしました。なぜ座るのかを伝えるんです。座らなきゃ

いけないと思うけど、座っていない人とつながらなければいけないと思います。原発の問題についても同じ

です。原発城下町にいると「原発いらない」と言えないんです。集会に来られないんです。でも、そういう

中でこそ、自分で伝えなきゃいけない。つながりあえなきゃいけない。「君が代」と原発は、一緒だと思い

ます。そういうことを原発の集会で話したんです。

みなさん一人ひとり、どこででも、集会なんかだけではなく、家庭でも、抵抗の歴史を伝えないといけな

い。その事実を伝えないと今まで闘ってきた先輩に顔向けができないと思っています。「いつでも どこで

も」しぶとく伝えていきましょう。

私は仲間と共に、８月20日に女川で「女川から未来をひらく夏の文化祭」を催します。どんな反対の人が

来るんだか、反対の反対の人が来るんだかわかりません。ドキュメンタリー映画「新地町の漁師たち」（山

田徹監督）を上映します。新地町というのは、福島県の漁師町です。福島第一原発の事故の後、漁師のみな

さんはどんな日々を過ごしたと思いますか。そのドキュメンタリーです。は、原発立地の柏崎から歌姫 phoka
(ホカ)さんも来ます。８月５日には「大きな紙にみんなでお絵かきの会」が催されます。たくさんの人と出

会い、繋がっていきましょう。「いつでも どこでも 誰にでも いつまでも」運動・歴史・文化を広げて

いきましょう。

星野信明さん（「日の丸・君が代」新潟被処分者を支える会）
新潟の星野です。一昨日新潟の被処分者の会の事務局の方が亡くなってしまいましたので、今夕までに帰

らねばなりませんので、お願いして早く報告させていただくことになりました。私の報告はＤ７の資料です。

「日の丸君が代」処分撤回については、人事委員会で却下されてしまいましたので、今日は新潟の高校の教

育現場についてご報告させていただきます。今年の年度替わりになりまして、教員１人一台の PC が配布さ
れ「SKYSEA］というシステムが導入されました。情報漏洩のセキュリティ－保護の為といのがその理由で
す。その結果どうなったかと申しますと管理職の承認した USBメモリー以外は使用が不可能になりました。
仕事を持ち帰ることが難しくなり、こんな事例がありました。最近新聞沙汰にもなったのですが、ある教員

がどうしても自宅で仕事がしたいということで自宅のパソコンに添付して送信をしたところ、全く異なるア

ドレスに送信してしまったのです。こんなことがないようにと言うわけでお叱りを受けたということですが、

この問題はそもそも自宅に仕事を持ち帰らなければならないと言う、持ち帰り仕事が日常化しているという

労働環境の問題であることが第一の問題なのです。

第二の問題ですが、このシステムのもう一つの問題は、一人一人の教員が何をしているのかを管理職が覗

き見できるという機能があることが分かってきました。はっきり言って気持ち悪くてしょうがないです。こ

のシステムの先行導入された所では管理職が面白くて覗き見をしていたということがありました。これは管

理職を堕落させるシステムであるということです。
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問題点の第三ですが、フィルタリング機能が強化されまして、教材研究等に必要な WEB サイトまで閲覧
できなくなりました。社会科の教員が歴史の授業で、比叡山だとか延暦寺だとかを検索しようとしたら、高

野山、金剛峯寺、本願寺など宗教関係が全てフィルタ－がかかってしまっていたのです。どういう訳か、厳

島神社とか一部の言葉は検索できたのですがどういう基準なのかがさっぱり分からない。そこで、フィルタ

－の一部解除を県に申請したのですが、個別に申請では駄目だということだったのです。つまり県が業者に

システムの丸投げをしていたことが分かったのです。セキュリティー管理のためと言うことですが、システ

ム管理を丸投げで外部委託され、管理権限を持つ県当局でさえもシステム操作できなくなってしまいました。

このような状況が果たして正常と言えるのかどうか疑問です。この問題は、他のことでも教育の外部委託が

行われればいつでも起こってくる問題だと思います。

次の問題ですが、レジュメの裏面を見てください。少子化が進みまして、約10年後には２割減の3000人が

減ることになります。

新潟県教委は、平成39年度中学校卒業者数をおよそ17,800人と推定しています。平成27年度が21,693人で

すから、3,900人減と言うことにないます。当然ですが統廃合ということになるのですが、現在全県90校あ

るのですが、20校当たりが減らされるということが昨年発表されました。そうするとどういう事になるかと

申しますと、現在の学級規模でいきますと、統廃合の結果１学年あたり３学級以下の小規模校が22校となり、

山間部に近い学校が片っ端からつぶされることになります。そうなりますと、新潟は豪雪地帯ですから学校

に通えない生徒が出てくることになります。つまり「高校進学難民」が出てくることになります。また、経

済的に進学できない生徒も出てきたりしています。これは深刻な問題です。

また大きな問題は決して生徒だけではなく、私も組合で聞いてみたのですが、現在、教員の40代50代が全

体の77％なのです。それで、今年の全県の高校教員の募集人員が15人なのです。このままで進行していくと

どうなるのか心配です。そろそろ時間がきた様でので終わりたいと思います。

小野政美さん（憲法の理念を生かし、子どもと教育を守る愛知の会）
名古屋の小野です。ここにきている仲間が、あるいは退職した仲間が、「日の丸・君が代」の問題を考え、

あきらめないでやっていくことが大事だと思っています。３つお話したいと思います。

まず、私は、40年近い教員生活で、卒業式・入学式で立ったことも歌ったこともありません。父親が「満

鉄」（中国東北部）にいて植民地支配をやり、祖父が北海道の鉄道省の役人をやり、そういうことがあって

侵略・植民地支配の象徴である「君が代」を私は歌わないできました。私は長年、自分の同窓会にも教え子

たちの同窓会にも出なかったのですが、70歳になるというのか歳を取ったのか、最近出るようになりました。

つい最近、40歳になった子どもたちの同窓会に出ました。その同窓会の時の話です。小学５年生の野外学習

など、ほとんどの学校・学年行事では子どもたちのイニシアティブでやりました。その子どもたちが迎えた

卒業式。自分たちの企画で卒業式の準備をしていました。子どもたちは、「日の丸・君が代」のある卒業式

をやりたくなかった、「君が代」を歌いたくないという子もたくさんいました。私がというよりも、子ども

たち自身が自分で考えた。卒業式は自分たち、こともが主体の行事・授業なんだということで、６年生４ク

ラスの子どもたちの代表が卒業式実行委員会をやっているときのことです。私は実行委員会をやっていたの

で知らなかったのですが、実行委以外のメンバーが、校長室に乗り込んで、「なぜ自分たちの行事を自由に

やれないんだ。今までできたのに、なぜ卒業式だけできないんだ」と言って、校長に質問しました。彼らに

よりますと、校長が、「ダメなものはダメだ！」と言うので、校長室の中からバリケードを作って、校長と

交渉を行った。私の指導でも指示でもなく、自分たちのことは自由に決めるのが、学校なんだと、そういう

ふうにバリケードを作って、校長を問い詰めていった。卒業式は平場でやることになっていたんですが、19

89年の卒業式で、卒業証書をもらうときに「だめなものは、だめ」と校長がそういうことを言ったというこ

とを最近知りました。子どもたちが、一生懸命やっていることが、まさに卒業式でやれる企画をつぶして、

しかも卒業式でそういうことを言ったということを最近知って、悲しく思っています。しかし、その時の卒

業生は、大学へ行っても、そんなこと小学生がほんとうにやったかと言われたと、いま40歳の教え子たち人

から聞きました。私は、卒業式後、３月末に突然の転勤命令を受けました。保護者が転勤反対の運動をやる

と言ってくれたのですが、転勤先でまた頑張るからと言って、転勤しました。

「あの卒業式の時のことは自分たちにとって大きな生きる支えになっている」と多くの教え子が言ってい

ました。わが娘と同じの年の子なんですが、私たちが学校でやってるささやかな営み・闘い・抵抗が、子ど

もたちに伝わる。そして、それが子どもたちの核心になっていたりします。正しいことことをするときには、
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自分で覚悟して決めること、相手がどんなに強くても、決して屈してはいけないことを教わったとたくさん

の男の子も女の子も言っていた。飲みながらそういう話をしながら、そういうことがいかに大事かと思いま

す。それが一つ。

あと二つ。７月20日に名古屋市では残念ながら「教育出版」の道徳教科書が採択されました。２年前、20

15年には、横浜も東京も「育鵬社」の歴史・公民教科書が採択され、そのあと名古屋もと思ったのですが、

何とか「首の皮1枚」の差で採択されなかったんです。今回の教育委員会採択会議では、２回目の無記名投

票で最終的に教育出版に決まった。内容は、先ほど報告(C ７)があった通りです。採択会議では、「現場の
教員の学校票は教育出版が２位３位を100票以上離して特に大差がついているしてます」と言ったんです。（＊

情報公開では、教育出版1228；光村1018；東京書籍935でした。）現場の教員が「教育出版」を支持している。

教員自身の歴史認識や社会認識が問われなければならない。残念ながら、全国的にもそうですが、名古屋市

では教員の劣化が進んでいるんです。

最後に、D９にあるように、最後に愛知の教育の軍事化を報告します。愛知は、三菱航空機製作工場があ
り、航空自衛隊小牧基地があり、愛知県内ほとんどすべての学校で、学校と自衛隊・防衛省による「教育の

軍事化」が進んでいて、学校・教育委員会・小中高校校長会・私学団体などが積極的に協力しています。

私たちは本当に厳しい中で少数で「日の丸・君が代」の強制に対して闘っていますが、皆さんが出会って

いる、また私たちが出会った子どもたちも、私たちがどう生きているかを見ていると思います。辛い中です

が、頑張ってともに闘っていきましょう。

石川豊子さん（「日の丸・君が代」の強制に反対する阪神連絡会）
「日の丸・君が代」の強制に反対する阪神連絡会からの報告です。

2013年 秘密保護法が強行可決されました。

2014年 医療介護総合推進法強行可決

2015年 安保法強行可決

2016年 TPP強行可決 年金カット法 カジノ強行可決

2017年 共謀罪強行可決

毎年毎年悪法が強行可決されています。私たちは嫌な思いをしながら生きています。どうにもならないと

いう絶望感にさいなまれています。

私は20年間勤めた養護学校の職場でも一人不起立をしました。「日の丸・君が代」強制反対をしてきまし

たが、「あいつは、とんでもない奴だ。妨害してもいいのだ」という職場の雰囲気の中で、一人で孤立しな

がら、いじめられながらやってきました。去年最後でしたが、その職場では「さよなら」も何もない状況で

終わってしまいました。そういうのって、「日の丸・君が代」に反対する奴は、仲間に入れてはいけないと

いう、暗黙の了承の中で仕事をしていたと思います。その時の校長が私に対して、「介助員の仲間であんた

はいろいろいらんことを言うので、やめてくれ」というパワハラにあいました。そのやり方は子どもを使っ

たもので、胃ろうもしている重度の子どもを通じて、「通学バスに乗ると私が学校に来なくなるよ」と言え

という形でしくまれました。私とは関係ないところで、首謀者は医療ミスを起こしやめていくんですけど、

仕組まれたことを証明もできず、いじわるされたことを言うこともできないという悔しい思いをしました。

養護学校の中で、いやでもハイと言わせるような、そういう介助をさせられている、今の障害を持つ児の子

どもたちの声を無視して。犠牲にしながら20年務めて。しんどい思いをして勤めてきました。

兵庫では、梶原さん達を中心にした私たちの運動では、イラク派兵のときから陸上自衛隊第三師団に申し

入れ行動をしてきています。障がいを持つ子どもたちと同じ思いをしている人がいると自衛隊への申し入れ

をしてきました。南スーダン派遣。危険を知らせてないところに行かされるんだ、緊張しているんだ、辛い

思いをしているんだと思って、お手紙を書きました。受け取ってくれないと思っていたが、2通受け取って

くれました。その後、こういう手紙を渡したいんだからどうしたらいいのですかと聞いたら、「面会」とい

う方法を教えてくれました。イラク派兵された隊長さんが、こういう形で自衛隊員と話をする機会をつくっ

てくれました。イラクへ派兵されたときに隊長さんだった人は、日本の自衛隊員だから言いますけれども、

ここはイギリスが虐殺したところですと教えられたそうです。イラクも植民地化される中で、大変なことが

起こっていたんだということが分かりました。自衛隊に申し入れ行動をして、派兵をやめるべきだというこ

とをこれからも続けていくつもりです。
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木田悦英さん（福岡県教員）
福岡市の教員です。

北九州では、「こころ裁判」「若松高校『君が代』ジャズ風演奏事件」筑後柳川では学習指導要領に関する

「伝習館事件」がありますが、福岡市では、長尾処分がありました。その一つだけ戒告。去年の集会でも報

告しましたが、市庁舎が建て替えをしていて、ヨウキビルというところに教育委員会が仮移転していて、そ

のビルの階段を埋め尽くし、路上にまで人があふれたことがあります。

私も含めて私たちの仲間、先輩たちは卒業式入学式でずっと座っていますが、処分された人はいません。

ずっと以前の先輩は、「日の丸」を引きずりおろして捨ててしまった。どこの学校へ行ってもそういうこと

をしているということで、その人だけが文書訓告です。その他にも、「日の丸」をあげさせないようにする

ために、掲揚台のポールについているひもにクラスの鍵をガシャガシャとつけて、揚げさせなかった学校も

ありました。そういう人たちが集まって、約20年間「日の丸・君が代」を実力で闘う仲間が集まって「連合

路線に反対し闘う市教組をつくる会」という組織で、執行委員選挙を11回闘いました。今日来るはずだった

Ｋさんも現役で闘っていますが、先輩方が卒業していって、だんだんさみしくなっています。しかし、その

先輩方が、「戦争と原発のない社会をめざす福岡市民の会」をつくって、様々な闘いをしています。原発、

共謀罪の問題、沖縄の問題とか、オスプレイ反対の支援をしに行ったりしています。「日の丸・君が代」に

反対する人たちが今も闘っていますので、私たちはやめられません。私が以前いた職場では、式場に入らな

いという人がいた。入学式の時は担任発表があるんですが、あとから入る。卒業式の時は、「君が代」が終

わってから入る、という人がいました。

今私は特別支援学校にいるんですけれど、以前同じクラスの担任だった女性は音楽科でピアノ演奏してい

たのを CDにさせるという闘いをしています。今年の卒業式・入学式では、前に分会長だった人と若者に「日
の丸・君が代」のことをわからせるために、職員会議で交代で意見を言ったりしました。今年分会長になっ

た人は、音楽の教員ですが、声楽の方で、歌わないという人ではありませんが、強制はダメと一言いい、そ

のあとで続けて私たちが「日の丸・君が代」の問題点を発言したりいました。

私たちはこういう闘いを今後も続けていきたいと思っています。私は、福岡に住んでいますが、長崎の出

身で、被爆二世でもあります。8月9日に安倍が長崎に来ますので、「安倍帰れ」とデモしますので、8月9日

は是非長崎に来てください。

村上理恵子さん（各種学校専修学校関係労働組合連絡協議会・幼稚園部）
皆さまこんにちは、各専労協（各種学校専修学校関係労働組合連絡協議会）の村上と申します。

私は、以前、埼玉県所沢市にある学校法人の幼稚園で働いていました。そこで働く仲間と共に1974年に組

合を結成し、労働条件改善やクラス人数の問題等々を、ストライキを構えながら闘い、多くの地域の仲間や

私立学校関係の仲間に支援していただきました。

私立幼稚園は３・４年で、あるいは「結婚したら辞める」のが当たり前のようになっていました。私たち

は「それでは継続した教育はできない」と、結婚しても子供を産んでも「働き続けられる条件」が必要だ、

と要求し勝ち取ってきました。わたしも、2人の子を産み育てながら働き続けました。

現在は各専労協に参加し、幼稚園の組合の相談や支援などを行なっています。

もし、森友学園の塚本幼稚園に組合があったら（笑い）園児や保護者らに「ヘイト発言」を行なったり、

子どもたちに「教育勅語を暗唱」させたり「安倍首相頑張ってください！」などと言わせたりということは、

なかったのではないでしょうか。もし、兵庫の「ワンズマザー保育園」に組合があったら子どもたちに、ス

ズメの涙ほどの「給食」しか出さないということは、なかったのではなかと思います。

また、保育施設での子供の死亡事故は、2014年は17件、15年は14件、16年には13件も起きています。その

ほとんどが「認可外施設」ですが、保育士不足や、異変を見抜くことができない保育士で運営されているこ

とが多い所で発生しています。これらの問題の責任を負わなければならないのは、政府や自治体であること

は、言うまでも有りません。また、経営者が、保育施設を「金儲け」の道具としてしか考えていないという

ことも、大変重大な問題です。親たちは「子供を預かってもらえる」だけで「助かる」「働ける」と、必死

です。政府も・経営者も、そこにつけこんでいるのです。

私は、それぞれの施設で働く者たちが「子どもの権利を守る」ことと、「自分の働く権利を守る」ことを、

どれだけ関連づけて考え働いているかが、大変重要な問題だと思っています。幼児教育にたずさわることが

「生きがい」だからとか「聖職者意識」では、子どもの権利は守れません。その為には、組合が重要となっ
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てきます。しかし、民間の保育施設の組合組織率は、限りなく０％に近いと言っても過言ではありません。

今日は、私の発言時間が短いので残念ながらこの問題は、またいつか機会がありましたら、報告をしたいと

思います。

今日は、就学前の子どもたちへの「洗脳教育」が、国をあげて行われる問題について報告します。

今年の２月14日に厚生労働省は「保育所保育指針改定案」公表し、パブリックコメント（意見募集）にか

けました。同じ日に、文部科学省が「幼稚園教育要領を含む学習指導要領の改訂案」を公表し、パブリック

コメント（意見募集）にかけました。次の15日、内閣府が、幼保連携型認定こども園の「教育・保育要領の

改訂案」を公表し、パブリックコメント（意見募集）にかけました。３件とも、１か月後の３月15日に、意

見の募集が締め切られ、４月１日には「案文」から、修正なしの「新要領」「新指針」が発表されました。

来年度の2018年４月より施行予定になっています。

就学前の０歳から６歳までの子どもたちが、保育や教育される施設はいくつかに分かれています。今回「新

要領」「新指針」が対象になる施設について、簡単に説明します。レジュメをご覧ください。

① 「幼稚園」とは主に３歳～就学前の子どもが入園・文部科学省が管轄、「学校教育法」に基づく学校。

設置者が入園を決定、国・地方公共団体・学校法人・個人立などがある。教育時間は、原則として１日４

時間が標準だが、「待機児童解消」ということで「預かり保育」を実施している園も有ります。約70％が

私立の幼稚園です。

② 「保育所」は、０歳から就学前の子どもが入所・厚生労働省が管轄、「保育に欠ける」乳幼児をもつ保護

者が保育所を選択し、市町村に申し込み入所します。保育時間は、原則１日８時間です。

現在各地で「民営化」が進み、2000年は公立が多かったのですが、2015年は民間の方が多くなってしまい

ました。「待機児童解消」と言う名目で、どんどん民営の施設を増やし、企業も参入していますが、保育

士の労働条件などまったく無視、賃金も低く３年～４年で辞めてしまう保育士がほとんどです。

③ 「幼保連携型認定こども園」とは内閣府が管轄し、幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設で、親が「働

いているかどうか」にかかわらず、０歳から入園できる施設です。「認定こども園」は「待機児童」解消

策、そして、私立幼稚園の入園児減少を食い止める策として2006年10月に創設された施設です。

2015年４月「子ども・子育て支援新制度」が実施さてから「認定こども園」が増えだしました。2014年度

は約1360園、2016年度は約4001園が運営しています。２年間で約３倍に増えたということです。

問題は「要領」「指針」に共通した「改訂」内容です。

●「国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた国民を育成する」ことが教育の「最終目標」である、

とし

●３歳以上の幼児に対し、

・国旗について「保育所内外の行事において国旗に親しむ」

・国歌について「正月や節句など日本の伝統的な行事、国歌、唱歌、わらべうたや日本の伝統的な遊びに

親しむ」と、盛り込んであります。

「国旗」については、現行の「幼稚園教育要領」にすでに盛られている内容です。入園式・卒園式で「掲

揚」されている園も多いのではないでしょうか。

私の働いていた幼稚園は、78年に国旗を「掲揚」しようとしましたが、やらせませんでした。組合があ

ったから止めることができたのだと思います。これからはわかりません。

「国歌」について、今回初めて「幼稚園教育要領」に明記されました。

●「幼児期の終りまでに育ってほしい姿」として

・国旗が掲揚される様々な行事への参加。

例えば、オリンピック・パラリンピック・天皇家の人々が参加する植樹祭や行事の出迎えなどに参加、

などなどではないかと思います。

・「運動会などの行事において、自分で国旗を造ったりして、日常生活の中で国旗に接し親しみを感じる

ことにより、日本の国旗や国際理解への意識や思いが芽生えるようになる。」と言っています。

●そして「全幼児教育施設が共有すべき最上位の目標」としてあげ、達成するために「各園は保育計画を策

定し評価し、改善しなければならない」としています。

厚労省は「国旗掲揚や国歌斉唱を強制するものではない」と説明していますが、小・中・高と同じ道をた

どるであろうということは、明らかです。

最後に、安倍は、先の戦争で、日本が中国やアジア諸国の多くの人々に多大な損害を与え、2000万人もの

人々を殺戮しておきながら、「70年談話」で「あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてそ
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の先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を負わせてはなりません」と言いはなちました。

戦争の旗印として使われたのが「日の丸」です。戦争の最大の責任者は天皇です。その天皇を称え祭る「君

が代」を、子どもたちに歌わせるわけには行きません。

安倍は、再び戦争への道を歩むために、子供たちが「判断力」を持ち、為政者に対して抗うことを封じ込

めるために、３歳から教え込もうとしているのです。

ここに参加の皆さんは、お孫さんがいらっしゃる年齢の方々とお見受けします。私が言うまでも有りませ

んが、お孫さんの行事に参加して、反対・疑問の声をあげていきましょう。

片山かおるさん（小金井市議）
東京都小金井市の市議会議員の片山かおるです。今年の3月の市議会議員選挙で、3期目となりました。

私は議員になる前から「教育ってなんだろう？」こがねい連絡会や、保育所や学校や地域で繋がった親た

ちとともに、教育基本法改悪や教科書採択の問題、沖縄戦「集団自決」教科書検定問題、そして「日の丸・

君が代」問題などについて、地域での活動を行ってきました。

ビデオ・プレスの松原明さんと佐々木有美さんが作られた『君が代不起立』の上映を小金井でおこない、

根津さんにもゲストでお越しいただいたこともあります。

小金井には、市民が主体で策定を進めた「子どもの権利に関する条例」があります。「子どもの権利」や

「子どもの人権」に敏感な保護者も多く、「いかそう！子どもの権利条例の会」といった市民活動も行って

います。また、公民館が主催する「子どもの人権講座」に関わったりしています。また『みんなの学校』を

実現する会こがねい」といったグループを作り、『みんなの学校』という映画にもなった「インクルーシブ

教育が実践されている大阪の大空小学校の卒業式は、未だにフロア形式だった」ということからも、インク

ルーシブ教育の実践を求める親たちとも連携しています。

地域の中、同じ学校の親たちとフラットに話をする中で、学校の様々な問題とともに、子どもが主体では

なくなっている入学式や卒業式のあり方についても、率直に意見交換できる人たちを増やしてきました。

今大きな問題となっている「道徳の教科書」問題についてですが、先ほど申し上げました「子どもの人権

講座」といった公民館を主体とした社会教育の中で創ってきた講座で「道徳の教科化」について一つ設けた

のですが、そのことによってチラシが学校で配れなくなってしまった、ということが先日起こりました。私

たちは「子どもの人権講座」を１０年前から続けてきているんですが、市民が主体となった「社会教育」の

流れを造ってきた講座なのですが、その中で「道徳教育に反対」の意見を持つ人を呼ぶことはどうなのか、

と校長が意見をし、学校ではチラシを配らないと、というようなことが起こってきています。しかし、わた

し達は対抗するというのではなくて、校長と対話をしていく、そして学校教育のあり方についてとらえ直そ

うということを昨日の夜も会議を開いて話し合っています。

議員になってからは、来賓として入学式、卒業式、周年行事、成人式、消防団の出初式など、これまで敬

遠していた国歌斉唱が行われるさまざまな場に招かれることになりましたが、特に関心が高い学校関係の式

典や、大きくなった子どもたち会える成人式には、特に面白いものではありませんががまんしてできるだけ

出席をしています。国旗国歌をどのように扱っているか、校長や教育委員会、来賓のスピーチで、どのよう

なことを子どもや保護者に伝えようとしているのか、受け取る子どもたちの様子や大人の振る舞いについて、

どのような変化があるのかを確認しておきたいと思っているからです。

最近は式の最初に起立をさせて、そのまま国歌斉唱に流れ込むので、保護者の人たちは着席するタイミン

グがわからず、起立したままの人もいるようです。

その中で、来賓席で着席するのは、非常に勇気がいることとなってきました。

最初の頃は、誰にもなにも言われませんでしたが、来賓の控え室では少し異質に見られました。1期目の

終わりか2期目になったころ、小学校の入学式の後、昇降口から出る直前に、他の来賓の一人から「ルール

が守れないなら来るな！」と叫ばれました。「ルールって何ですか？」とどなり返しましたが、返事はあり

ませんでした。

次の式典の際、同じ来賓の人が国歌斉唱の際、座っている私の前にきて「具合が悪いんですか？救急車を

呼びましょうか？」とずっと話しかけます。座っている私の姿を生徒から見えないようにしています。「い

え、大丈夫です。大丈夫です。」と繰り返しているうちに国歌斉唱は終了。なかなか巧妙なやり方でした。

その後、その来賓の方とはお会いしていないので、地域の役員などを降りられたのかと思います。

別の場で、式典でよくお会いする地域の役職を持つ方にお会いすると、「卒業式や入学式の時に何か考え
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を持っているみたいだけど、そういう場じゃないから」といった形で柔らかく否定されることもありました。

知り合いの親からも、「片山さんだけ座っているのはなんか変」と言われることもあります。

式典が終了した後、市議会の議会事務局に「あの議員はなぜ起立しないんだ」と市民から苦情の電話が入

ることもあります。

こういったことは有りますがいずれ、選挙で判断されることになりますが、議員は君が代不起立で処分さ

れることはないという事実の元に、学校という子どもが育ち学ぶ場で、国旗国歌が強制され、思想信条の自

由が侵され、教職員が処分される、という問題が起きていることについて、看過しない、重大な問題である

という意思表示のためにも、これまでと同様に淡々と不起立をしようと思っています。

ちなみに私の選挙公報には１回目から３回目まで、毎回、「平和な世界づくりを発信 ! 」という大項目の
中に「日の丸・君が代」の強制をなくし平和教育の充実を 、という公約を入れています。気づいていない

人も多いかもしれませんし、「え、そんなこと書いていたの？」と後で気づいて、投票して失敗した、と思

う人がいるかもしれません。また、１期目から得票がどんどん下がっていき、３月は24人中23番目というギ

リギリでの当選だったわけですが、この公約によるものかは不確かですので、とにかくこういった公約を掲

げても当選できる、ということをこっそりとした自負として、あと４年間は、堂々と公約実現を訴えていき

たいと思っているところです。

最後に訴えておきたいのは、私は６年間原発事故の被害者の問題にかかわってきています。この問題は国

策の「安全神話」の元に進められてきた大きな問題だと思っています。「原発政策」、そして「帰還を進めて

いる政策」については、子どもたちの権利の侵害だと考えていますので、私は原発事故問題についてもしっ

かりと取り組んで行きたいと思っています。また、３月で「住宅支援・無償化支援」が、打ち切られたり縮

小されたことによって多くの子どもたちが、生活困窮に陥る家族が増えているということに、ぜひとも目を

向けていただきたいと思っています。

山田真さん（医療の現場より）
山田です。

片山さん（小金井市議）の話の続きのようになりますが、ひとつは毎回、全国教研の後の自主研で言って

いるように、こういう会を教育関係者だけで集まってやっていてはダメだと言い続けてきたのですが、今回

も改めて言っておきたいと思います。

私は20数年前ですが、娘の中学卒業式の時に他のお母さん３人と一緒に中学校の屋上に上がって、校長と

引っ張り合いになって「日の丸」を揚げさせませんでした。また、その時は、娘の卒業証書を元号ではなく

西暦に書き換えるように要求し、校長が手書きで西暦を書いた卒業証書をくれたりしました。その時は、や

っぱり私たちは学校でずーっと闘っている先生たちと共闘するというつもりでいました。

今回は、子どもたちとも共闘すべきだと思うのですが、とりあえず保護者の方がやれる。片山さんが今言

われたように、市会議員も処分をされることはないと思いますが、親が主張しても、ま～解雇されることは

ないだろうけれど、先生たちがやると何かがある。代わって親がやるという、そういう気分でした。そうい

う空気が、あの時は有ったと思います。例えば今日の集会でしたら、20何年前なら、保護者が来て連帯の挨

拶をするということが確実にあったと思います。そういうことがだんだんできなくなってしまっている、そ

ういうことを考え直してみたいと思います。

ひとつはやっぱり、「日の丸・君が代」に反対するということが決して皆さんの、思想・信条を侵すこと

で、それに対して反対するということだけではなくて、むしろ子どもたちを戦争に行かせないために、守る

ためにやっているのだということを、子どもたちに伝えなくてはいけないと思いますし「君たちが戦争に行

かないために、一生懸命頑張らなければいけない」という声を、かけなければいけないと思います。

わたし達も考えますと、20数年前に動いていた時も先生たちに協力するという気分が強くて「自分たちが

子どもたちを守っていくんだ」という気持ちにはいくらか欠けていたように、今思います。

そういう意味では、皆さんの行動自体が「どういう意味を持っているのか」とらえ直して子どもたちに伝

えてほしいと思います。

それから、今の片山さんの話しに出ましたが、私は今、福島から自主避難をしている人達の「引っ越し便

の援助」をやっています。これは、私は2011年６月以来、福島に行き続けていますけれど、この６年間本当

に負け続けで何にも獲得できなかった。私たちがやってきたことは、本来、国や東電がやるべきことを肩代

わりしてやってきただけであって、結局何か「やったこと」になっちゃっていると、つらい思いをしている
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ことがあって、見ていますと、運動はちゃんと戦略を持って「これを獲得するために、どういう戦略で闘う

か」というきちんとした方針をもった運動と言うのがまったくなかった、と今思います。

そういう意味では、本来ならこういう集会が終わった後に、これから全国一致して、あるいは各地域で、

それぞれでもいいんですが、どういう運動をやって何を獲得していくのかという「作戦会議」のようなもの

が行われるのが、本来当然であって、それがないと実際は集会をやっている意義と言うのが、薄まってしま

うのではないかと思います。

福島にしても、集会やデモを沢山行いましたけども、本当に勝てる見込みでやっているのかと思うような、

実際私たちの周りにいる避難者の人たちは「もうそういうものには期待できないから、自前でどうやって引

っ越さないで済むか考えていこう」と、追い詰められた感じになっていました。

そういう意味では、実質的に戦略を持って、この負け続けの状況をどう突破していくかということを本当

に考えていかなくてはならないと思います。

私は、小金井の都議選の選挙の応援に片山さんと一緒に歩いたんですが、何とか勝てると思っていたんで

すが、「都民ファースト」というところから落下傘のように降りてきた、靖国神社をスマホの「待ち受け」

にしている「右翼」としか思えない文京区の精神科医の人に負けてしまいました。

安倍政権が倒れても、小池とか石破とか、「どっちもどっち」というか、ひょっとするともっと怖いんじ

ゃないかと思うような人がその後を継ぐのではないかと、絶望的な悲しい状況で、この状況では、わたしも

死んでも死にきれない。

ですから、ちゃんと戦略を立てて、私たちの運動は相互批判が欠けていると思うのですが、きちんと「負

けた」なら「負けたもの」として総括して、これを「勝ち」に変えるにはどうしたらよいかということを、

みんなで真剣に考える場所を沢山作っていくことだと思い、皆さんに訴えたいと思います。ありがとうござ

いました。

永井栄俊さん（自衛隊と教育）
永井と申します。私は自衛隊教育について話したいと思います。

今、山田先生からありましたけれど、教育の大きな役割として、子どもたちを戦場に送らない、送っては

ならない、それが本当に大きな役割だと思っています。

そういったことがあるにかかわらず、全国で教員が何の抵抗もなく自衛隊に生徒を送りこむということが

行われていることです。

私たちが驚いたのは、東京で「3.11」の後、2013年から、全都立高校で宿泊防災訓練がはじまりました。

そしてこの宿泊防災訓練で都立田無工業高校と都立大島高校が、自衛隊駐屯地で訓練を受けたのです。これ

には驚かされ、都教委に対して交渉して、反対運動を進めてきました。その結果、2015年を最後に、自衛隊

駐屯地での訓練を阻止いたしました。

しかし、その代わりにガイドラインが変えられ、「総合防災訓練に参加する」の文章が加筆されました。

この東京都の総合防災訓練というのは、例えば2015年に立川で実施されたのですが、小学校２年生をはじめ、

近隣の小中高校生、特別支援学校の生徒など約千人が大動員されました。防災訓練全体では地元の町内会や

消防・自衛隊など約１万人規模の大訓練なのです。戦時体制と紙一重のような訓練なのです。そして小学校

２年生の児童が先生に引率されていたのです。

東京都の総合防災訓練というのは、毎年もちまわりで区や多摩地区の市で実施されています。そのたびご

とに自衛隊と共に児童生徒が動員されることになります。今年は調布市の多摩川河川敷で実施されます。こ

のような「防災訓練」の名目で児童生徒を動員することは許されません。

しかし、全国的にはいろいろな形態で自衛隊教育とも言うべき教育の実態が明らかになっています。一番

多いのは、「職場体験」という形で自衛隊の駐屯地に子どもを送りこんでいることです。中学生が中心です

が、2015年でいうと、だいたい５万～６万人ぐらいが全国で自衛隊に送り込まれています。しかし、学校の

近くの商店街での職場体験と自衛隊での「職場体験」は同一視できません。命を賭しての職業だと言うこと

が教えられないままに、自衛隊駐屯地に送られています。

また、今回、「教育に浸透する自衛隊」を出版しましたけれども、高校３年生を中心に「自衛隊に入りま

せんか」というダイレクトメールが送られています。しかし、その住所は住民基本台帳からの情報を自治体

が提供しているのですが、自衛隊法を根拠にしていますので多くの自治体は提供しています。ほとんどの自

治体では、自衛隊員が人海作戦で写すということをやっているのですが、自治体によっては指定された対象
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者を抽出して紙ベースで提供しているところもあります。自治体の首長が自衛隊募集に協力することが記さ

れた法令がありますが、これは協力義務があるわけではありません。実際、全く資料を提供していない自治

体も存在しています。しかし、本人や保護者、学校が知らないままに個人の情報が自衛隊に提供されている

現実を許してよいものでしょうか。また、禁止されている中学生の情報も提供されているケースもあります。

これは、文科省と防衛省と厚生労働省が「いくらなんでも、中学生はひどい」ということで、ダイレクトメ

ールを禁止しているのですが、しかし実態として情報提供され送られているのです。つまり、なし崩し的に

「何でもあり」になっているのです。ですから、自治体への取り組みとして「こんなことは、許せない」と

する運動が求められています。

その他の例では、まず指摘しておきたいのは、横浜の中学校では、東富士演習場の火気演習に生徒を連れ

て行ったり、また東京・武蔵村山の中学校では、「ミニ・フード・キャンプ」が行われています。「ブートキ

ャンプ」というのは「新兵訓練」の事で、横田基地の米軍が中学校に来て訓練をしていたのです。この中学

校では「英語の勉強だ」という名目にしているのですが、許せません。

特に、この横田基地の米軍のケースでもそうなのですが、自衛隊のホームページなどに生徒の顔をアップ

していることです。子どもたちもの顔を自衛隊募集に利用しているのです。

このような自衛隊教育とも言うべき教育の実態が行われているのです。本当に許せないと思います。この

本も買っていただければと思います。

小野政美さん（「日の丸・君が代」全国ネット）
＜許すな！「日の丸・君が代」強制、止めよう！安倍政権の改憲・教育破壊 全国ネットワーク＞（「ひ

のきみ全国ネット」）代表世話人の一人の小野です。

先ほど山田真さんが「集会やってデモやって、その後どうするんだ」という話をしていただいたんですが、

実は昨日「ひのきみ全国ネット」の会全国議をしました。まず、その報告からします。

今日は、全国各地からの報告がありました。ほぼ「教員・元教員」からの報告でしたが、それでも何人か

の市民・議員さんらがお見えになっている。私たちも「教員だけの闘いではダメだ」というのではなくて、

まさに、教員にかけられている攻撃は、すべての市民、外国籍の市民も含めて日本列島に住んでいる人たち

すべてにかけられている、共謀罪法と同じだと思うんです。日本社会を密告社会・監視社会にしていく、そ

んな中でちょっとでも異議を唱える人間、学校の中で異議を申し立てる人間を一人残らず、なくしていくこ

とをやろうとしているんだと思うんです。

長い闘いの成果もありました。本日は、長い闘いをやった仲間も来ているんですが、私たちは都教委や大

阪府教委の「君が代」不起立者への処分、都教委の不当な思想転向研修や大阪の「踏み絵」を踏ませる「意

向確認」のような、権力が内心に入ってくるような攻撃に対して抵抗することが、先ず大事だと思って要請

書を送ったり抗議行動を行ってきました。

同時に、さっきも報告がありましたが、各地域で保育園・幼稚園・大学、そしてご存じの通り「家庭教育

支援条例」というのが、全国22の自治体で既に作られ、今年、通過はしませんでしたが「家庭教育支援法」

と言うのが用意されています。すべて、国家総動員体制で、戦時体制に行くというのが、これが安倍の2020

年の「改憲」と共に彼がやろうとしていることです。「戦争ができる国」と言うよりも、全面的に９条改憲

・海外派兵に進んでいく道だろうと思います。

私は名古屋市に住んでいますが、本当に毎日小牧基地のある小牧市・名古屋市周辺では、航空自衛隊の輸

送機「C35」が飛んでいます。いつでも、イラクでもスーダンでも小牧基地から出ていたんですが、私の教
え子には、隊員もいれば隊員の親たちもいました。

教育の軍事化が全国各地で進んでいます。自衛隊と防衛省と教育委員会と学校と、全面的に協力体制がで

きている中で、どうやって抵抗をしていくのか。今日も報告がありましたが、さまざまな裁判、「日の丸・

君が代」反対の裁判を支援していただきたい。裁判の場にも出て行きますし、わたしたちも毎回、都教委や

府教委などに抗議声明を出しています。そのような闘いを全国各地でやっていきたいと思っています。

「君が代」裁判が本当にたくさん起きていまして、残念ながら向こうは、憲法違反の本当に不当な判決を

出しています。私たちも昨年交流会を大阪で行いまして、８つほどの裁判の報告をしていただきました。今

年もまた大阪で第２回をやる予定です。

本日のような「全国学習交流集会」や「日の君」裁判交流会や全国集会も、来年大阪で開催することにな

ると思います。そういうことをやりながら、「日の丸・君が代」以外の闘いも必要です。各地域で「日の丸
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・君が代」以外の闘い、「道徳教科書」も来年の春から使われて、先ほど名古屋の報告をしましたが、「福島

原発」で知り合ったママさんとかが「先生、どうやって評価するんですか？」と聞かれるんですが、わたし

もずーっと小学校の現場におりましたが、あの教科書で教員たちが授業をやって、一人ひとりの内面に入っ

て、教員が評価していく、それも文章で、それも大変怖いことです。かつて「修身」の授業で評価を行った

「甲・乙・丙・丁」と同じように評価をしていく。英語の教科も始まり、子どもたちは本当にボロボロにさ

れていく状況が続いていくわけです。ですから、「道徳教育」に反対する闘いをやっていかなくてはならな

いと思います。

また「学習指導要領」が変わりますので、教育基本法や、教育の内容すべて文科省が係わっています。ぜ

ひ、各地のいまやっている「教科書採択」の展示場に出かけて行ってほしいのです。

また、オリンピック・パラリンピックに対することが全国で進んで行きますので、それについても問題を

追及していく事が大事です。

中学は、来年2018年が中学教科書の検定、再来年2019年は中学の採択ですので、全国の連帯が必要になっ

てきます。

若者たち・学生たちが保守化していますので、教員は授業をやるのが厳しい状況です。授業等、教員の密

告制度もあり厳しいですが、闘っていく運動が必要だと思います。

「全国ネット」に１人「千円」ですが入っていただいて情報を共有化し、かつて「治安維持法」で闘った

歴史があるように、再び子どもたちを戦場に送らないように、みんなで協働しながら、たゆまず・屈せず・

粘り強く闘って行きましょう。

なお、本日の資料集にある「ひのきみ全国ネット」のアピールもぜひお読み下さい。ありがとうございま

した。

閉会挨拶（青木）
きょう、第７回「日の丸・君が代」問題等全国学習交流集会を１３０名の参加で成功させました。「日の

丸・君が代」の強制は、国家のための教育なのか、人間のための教育・民衆のための教育なのか、のまさに

分岐点でした。「日の丸・君が代」の強制に反対する闘いは、社会の様々な運動との連帯が必要です。この

秋以降、とくに憲法の改悪に反対する闘いが正念場を迎えます。

どのような状況になっても、声を出し続けること、闘い続けることです。来年は７月２２日に大阪で第８

回全国集会が行われます。大阪で会いましょう。また、闘いの現場で会いましょう。
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集 会 ア ピ ー ル

２０１７年６月１５日早朝、「共謀罪法案」が、与党の法を無視した手法で

強行採決された。本来、法案は十分な委員会審議を経て本会議で議論が交わさ

れ採決されるものである。ところが、自民党・公明党などの与党は、緊急時に

のみ適用される本会議での「中間報告」を持ち出し、委員会での審議を打ち切

り採決をしないままに、突然に本会議で強行採決をしてしまったのである。こ

の暴挙は、憲法で示された国会での審議を否定する、一種の「クーデター」に

も値する民主主義を否定する多数派の暴力行為であるといえる。これは、２０

１５年９月の「戦争法」の強行採決に続いての暴挙であり、安倍政権が国家主

義的な政権運営の危険水域を超えてしまったものといえる。わたしたちは、こ

うした国家主義的な政権を決して許すものではない。

こうした国家主義的な政権運営を支える政策として教育が大きく変えられよ

うとしている。安倍政権は教育勅語や銃剣道などの導入により戦前回帰ともい

える「教育」を推し進めると共に、幼児段階から「日の丸・君が代」教育を進

めるなどし、新学習指導要領では「道徳教育」を基調にした「刷り込み」「洗

脳」の教育が前面に出されている。

このような「刷り込み」「洗脳」の教育は、オリンピック教育においてより

先導的に表れており、「国威発揚」と「奉仕」の教育が具体的な教育政策とし

て進められようとしている。他方で、「戦争法」を支える人材づくりとして教

育現場への自衛隊の浸透が顕著である。リクルート活動だけでなく、「愛国心」

「国防意識」の教育が「防災教育」の名を借りて進められるなど、子どもたち

に向けた国家主義的な教育は既に無視できない状況にまで来ている。

また、「日の丸・君が代」強制に始まる教員統制と管理は、教育の自由と人

間としての内心の自由をも奪う判決となって表れており、「教員の検定制度」

ともいうべき教員免許法の改悪が企図されるなどその動向は戦前教育制度に限

りなく近くなろうとしている。

わたしたちは以上のような違憲・違法な政治手法を許さないと共に教育の自

由を守り子どもたちをまもるために闘うことをここに宣言する。

２０１７年７月２３日

「『日の丸・君が代』問題等全国学習交流集会」参加者一同



- 32 -

2017年文科省交渉の記録

2017年７月24日（月）10:00～11:30
衆議院第２議員会館 第１会議室

紹介議員 吉川 元（社民党衆議院議員）
はじめ

大臣官房 国際課国際協力企画室係員 中島佑輔

生涯学習政策局 参事官（連携推進・地域政策担当）付外国調査官 岸本睦久

生涯学習政策局 生涯学習政策局政策課教育改革推進室改革企画係長 松田昌幸

初等中等教育局 初等中等教育企画課教育公務員係専門職 齊藤栄三

初等中等教育局 初等中等教育企画課教育公務員係専門職 重田佑樹

初等中等教育局 初等中等教育企画課教育公務員係専門職 山田侑磨

初等中等教育局 幼児教育課指導係・幼稚園学校評価係長 桑田美季

初等中等教育局 教育課程課教育課程第１係長 梶濱 真

初等中等教育局 教育課程課教育課程企画室企画係長 畑島晃貴

初等中等教育局 教育課程課専門官 高瀬智美

初等中等教育局 教育課程課専門官 嶋田孝次

初等中等教育局 健康教育・食育課企画調整係 久保真理

初等中等教育局 児童生徒課企画係係長 工藤 駿

初等中等教育局 児童生徒課指導調査係専門職 迫 浩司

初等中等教育局 教科書課企画係 青柳逸子

初等中等教育局 教科書課検定調査第一係長 森田隆光

高等教育局 国立大学法人支援課法規係長 鈴木智哉

スポーツ庁 オリンピック・パラリンピック課専門官 速水

大臣官房 総務課法令審議室 審議第二係 長島雄大

司会 実行委員会 永井栄俊 長谷川康夫

→ 追加質問（９月４日）・追加回答（９月27日）

Ⅰ．「日の丸・君が代」強制関連の質問

１．「日の丸・君が代」強制関連裁

判の判例蓄積から、今くみ取れる

こと
2012年１月16日の最高裁判決以降、

全国の君が代強制関連裁判で、減給以

上の処分が発令されている事例は何件

あるか、都道府県別のデータがあれば、

文書でいただきたい。また累積加重処

分取消の判例を踏まえて、上記の地方

教育委員会に対して、文科省として、

どのような指導助言を行っているか。

【回答】重田佑樹（初等中等教育局初等中

等教育企画課教育公務員係専門職）

2012年度以降の国旗掲揚国歌斉唱に

係る職務命令違反による減給以上の処分件数は、事前の資料要求に、われわれからお送りした通り、

2012年度が４件、2013年度が２件、2014年度が３件、2015年度が１件となっている。これらの件数

は、文科省が毎年実施している公立学校の教職員に係る「人事行政状況調査」に基づくものである。

なお、都道府県別のデータについては、この調査において公表していないので、答えは差し控えさ

せていただきたい。後段の質問については、示された最高裁判例を受けて文科省から各教育委員会

に対して特段指導は行っていない。
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Ｑ（東京Ｈ） 事前資料の数字は、年度ということか。

Ａ（重田） 平成24年と書いているのは、平成24年４

月１日から翌年平成25年の３月31日まで、

この期間の中で、ということで、年度であ

る。

Ｑ（東京Ｈ） 都道府県の集計は公表していないとい

うことだが、ここには東京と大阪の当事者

が来ている。東京と大阪の数字であること

で間違いないか。それとも他の都道府県あ

るかどうか。

また、既に2016年度の卒入学式も終わっ

ているが、数字がないということは、未調

査なのか、ゼロなのか。

Ａ（重田） まず、都道府県別のデータは、恐縮なが

ら、公表していないので、個別にお答えす

ることは差し控えさせていただく。

平成28年度は、29年に調査をかけるもの

で、例年数字がずれるけれどこれから調査

をかけていくということで、その後公表し

ていくという流れになっている。

＜○2012年最高裁判決以降、減給以上の処分は、全国都道府県で東京と大阪以外には、出ていない。＞

→★追加質問・回答あり

２．国立大学への国旗掲揚国歌斉唱要請について
一昨年、国立大学学長会議で当時の文科大臣が、卒業式入学式での国旗掲揚国歌斉唱を要請した。その

後、その要請に全国の大学はどれくらい応えているのか、データがあれば、文書でいただきたい。また、

国旗掲揚国歌斉唱が行われていない大学に対して、貴省からはどのような働きかけがなされているのか。

【回答】鈴木智哉（高等教育局国立大学法人支援課法規係長）

前段については、事前の回答の通り、特段の実施状況の調査は行っていないので、データはない。

また、実施していない大学に対する働きかけも行っていない。国会答弁や或いは今年も２月あっ

た学長等会議においても、国旗国歌の取扱いについては各大学の自主的な判断によるものなので、

各大学において適切に取扱いについてご判断いただければ、と説明している。

＜◎国立大学の国旗国歌の取扱いについての、追跡調査も指導も行っていないことが確認できた。＞

３．幼稚園等における国旗国歌の取扱いについて
改訂『幼稚園教育要領』には、以下の文言が入った。「幼稚園内外の行事において国旗に親しむ。」（略）

厚労省所管の改訂『保育所保育指針』にも、ほぼ同じ表現が入っている。歌詞の意味も「国」の概念も未

だ理解できていない幼児を対象に、敬愛の念を「刷り込む」ような強制があってはならないと考えるが、

いかがか。

【回答】桑田美季（初等中等教育局幼児教育課指導係・幼稚園学校評価係長）

幼稚園内外の行事において、国旗に親しむというのは、以前の昭和39年度の『幼稚園教育要領』

の告示から生まれた。今回、文化や伝統に親しむと言うことで、改訂の中で新たに文言として入っ

た。

この趣旨は、『教育基本法』の教育の目標に定められているように、文化と伝統を尊重する態度

を養っていくことが幼児期間は大切だと考えているということと、そのために今回の『幼稚園教育

要領』の改訂においては、新たに、幼児がわが国や地域社会における様々な文化や伝統に親しむこ

とを内容に加えて、その際、伝統的な行事それから遊び、国歌、唱歌、童歌に親しむことと言うこ

とを追記させていただいた。

国歌については、従来から小中高校で『学習指導要領』で、その意義を理解し尊重する態度が養

われてきた。幼稚園教育においても、小学校教育との接続という観点から重要なことなので、今回

その「親しむこと」ということで追加をさせていただいた。皆さんご案内の通り、幼稚園について

は、小学校のような教科という枠組みがなかったりとか、教科書という特定の教材を使っていない

とところもあるので、そういった幼稚園教育の特性を踏まえて、各学校で行っていただければと考

えている。

Ｑ（東京Ｈ） 大学では全国調査のようなことはして

いないとの答があったが、幼稚園では今後

そういった全国調査を行うお考えがあるの

か。

Ａ（桑田） 幼稚園においては、特定の活動というよ

り、様々な幼稚園における活動を通して取

り扱いがあると思っているので、現在のと

ころ全国的な調査を行う予定はない。

Ｑ（東京Ａ） 幼稚園での国旗国歌について、今の答

えでは即調査する予定はないという話だ。
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そうなってくると、あえて幼稚園教育要

領に入れた理由は何か、再度お尋ねしたい。

先程、教育基本法の第２条の「教育の目

標」に言及されたが、この条項をよく読む

と、「同時に他国を尊重し国際社会の平和

と発展に寄与する態度を養う」とあり、そ

れを抜きにして、伝統と文化とか我が国の

郷土を愛すことだけを教えたのではダメな

のではないか。

両方セットでないといけないわけで、そ

のためにわざわざ、ある程度児童生徒が理

解できるような段階で教えるのではない

か。それを、自分の国と他の国と、区別も

つかないような段階でこれを教えることに

は、どういう意味があるのか。先程小学校

との接続と言ったが、接続を考えるのだっ

たら、やっぱりこれは幼児の段階ではやら

ないというのが当然ではないか。

Ａ（桑田） 幼稚園教育要領の、今回新たに設けさせ

ていただいたところの、その文化や伝統に

親しむという中には、我が国の伝統、文化

ということもあるし、言葉で文化に触れる

という中で、最終的には、社会と繋がりの

意識とか、国際理解の意識の芽生えという

ところを養うということが今回の要領の狙

いとなっているところで、必ずしも、自国

だけではなくて、国際的な理解の意識を芽

生える、幼児なので難しいところがあり、

なかなか理解しづらいところもあると思う

が、自分の国の文化とか伝統に触れたりと

か、地域の身近な、他国の文化や伝統に触

れるということを、幼児期から入れるとい

うのは大事な事かなと考えている。

＜◎『幼稚園教育要領』に「国旗国歌」が入ったが、実施状況の全国調査は考えていない。＞

４．『学習指導要領』の下での、教員の「創意と工夫」に基づく教育活動について
学習指導要領は、最初の『学習指導要領（試案）』（1947年）から、改訂を重ねて現在の学習指導要領に

至っているが、その基本的な考え方は、一貫して今も変わっていないと確認して間違いないか。

＜注＞学習指導要領（試案） 昭和２２年度 文部省 序論 一 なぜこの書はつくられたか（一部

略）

「これまでの教育では、その内容を中央できめると、それをどんなところでも、どんな児童にも一様

にあてはめて行こうとした。だからどうしてもいわゆる画一的になって、教育の実際の場での創意や

工夫がなされる余地がなかった。このようなことは、教育の実際にいろいろな不合理をもたらし、教

育の生気をそぐようなことになった。」

【回答】高瀬智美 （初等中等教育局教育課程課専門官）

現在の『学習指導要領』については、ご承知と思うが、学校教育法などの規定に基づいて教育課

程が大綱的基準として告示で定められたもので、この形で定められた昭和３３年以降行っている。

現在の『学習指導要領』の下においては、各学校は学習指導要領に従った上で、児童生徒などの

実態に応じて、創意工夫をしながら、教育課程を編成することが必要であると考えている。

Ｑ（東京Ｈ） 指導要領の今の形は昭和33年（1958年）

以降と言われた。そうすると1947年（昭和

22年）の試案はもう効力はないとお考えな

のか。即ちそこには、創意工夫のない授業

をやっていれば教師は機械に過ぎないみた

いなかなりはっきりした言い方があるが、

機械であっても構わないと、文科省の姿勢

は変わったのか。

Ａ（高瀬） 昭和22年（1947年）の学習指導要領はも

う効力はないのか、ということだが、既に

昭和22年のものから累次の改訂が行われて

いるので、現行の『学習指導要領』の下に

おいては、学習指導要領に従った上で、児

童生徒などの実態に応じて創意工夫をしな

がら教育課程を編成していただく必要があ

ると考えている。

＜○「創意工夫」の精神は、現行の『学習指導要領』にも受け継がれているとの回答と理解した。＞

５．教員の職務とその責任の特殊性（教特法第１条）に基づく広範な裁量権について
教員の職務について、貴省から以前下記の回答をいただいた。

「教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、創意工夫を行いつつ、その

職責の遂行に努めなければならない。」というものであると考えている。（2014年４月21日回答）

また、学習指導要領の下での教員の裁量の範囲について、下記の確定判例がある。

「その大綱的基準の枠の中において・・・その大枠を逸脱しない限り、教育を実践する者の広い裁量



- 35 -

に委ねられており、」（『七生養護学校事件裁判』2011/9/16東京高裁判決、2013/11/28最高裁確定）
これらのことから、大綱的基準である『学習指導要領』の下で、教員には教育内容について創意工夫を

行う広範な裁量があると理解して間違いないか。

【回答】高瀬智美 （初等中等教育局教育課程課専門官）

各学校には、学習指導要領などに反しない限り、創意工夫を行う一定の裁量が認められていると

考えているが、例えば、学習指導要領などに定められた個別具体的な内容項目を行わない場合とか、

教育の具体的な内容及び方法について学校や教員に求められるべき裁量を前提としてもなお明らか

にその範囲を逸脱した場合などは、『学習指導要領』などに反するものと考えている。

Ｑ（東京Ｈ） 畑島さんが、２(１)で「創意工夫」と

いうことをしきりに仰った。先ほどⅠの４,

５,６で、高瀬さんに答えていただいたこ

とでもあるが、もう一度確認したい。学校

教育法37条11項の「教育を司る」とは、「創

意工夫」をすることが教員の職務権限であ

って、裁量の範囲内のことと考えて間違い

ないか。

Ａ（高瀬） 教員の裁量の話は、当初もお話しさせて

いただいた通り、学習指導要領などに反し

ない限りにおいて、教員には、児童生徒の

実態に応じて、創意工夫をしていただく余

地や、裁量があるものと考えている。

＜◎『学校教育法』37条11項の「教諭」の職務には「創意工夫」の裁量が含まれている。＞

６．教育活動は、価値中立的であるべきことについて
本来「人間の内面的価値に関する文化的な営み」である教育において、一部には教員はあたかも政府言

論のメッセンジャーであるべきとの俗論を唱える向きもあるが、近代教育の本質に照らしまた『旭川学テ

最高裁判決』の判示するところによれば、教育活動は価値中立的でなければならず、教育行政による一方

的な教育内容への介入は許されないものとして間違いないか。（以下、旭川学テ最高裁判決引用、略）

【回答】高瀬智美 （初等中等教育局教育課程課専門官）

各学校には、法令等に反しない限り、創意工夫を行う裁量が一定程度認められているものと考え

ておりますけれども、法令等に照らし、不適切である場合には厳正に対処されるべきものであると

考えております。

Ｑ（東京Ｈ） 法令に従っていることすなわち価値中

立的というお考えなのか。

Ａ（高瀬） 価値中立的というのが、どういうご趣旨

で使われているのか分からないので、少な

くとも、法令に従った上で、創意工夫を行

う裁量が認められるものと申し上げた。

Ｑ（東京Ｈ） 文科省には、価値中立的に教育活動行

いましょうという基準はない、ということ

か。

Ｑ（東京Ｎ） 判例に「価値中立的」という言葉がで

てくる。政府の見解とそれに反する見解と、

どちらにもなっていないという意味で使わ

れている。

Ａ（高瀬） ご指摘の判例の中には、国が必要かつ相

当と認める範囲内で、教育内容について決

定する権能を有するということも、判示さ

れている。

＜○文科省は「価値中立的」という尺度は用いていないらしい。＞

→★追加質問・回答あり

７．諸外国の学校教育における国旗国歌の強制状況
前回（2015年）、諸外国の教育課程基準における「国旗国歌の扱い」について、調査結果をご回答いただ

いた。その回答から、以下の事実が確認できた。（間違いがあったら、ご指摘願いたい）

○調査した９ヶ国（仏・独・米・英・韓・中・フィンランド・加・豪）全てに教育課程基準（日本の学

習指導要領にあたるもの）がある。国が定めるもの５ヶ国（仏・英・韓・中・芬）、州など地方が定

めるもの４ヶ国（独・米・加・豪）。

○その基準の中に、国旗国歌の指導に関する規定がある国は、７ヶ国（英・芬以外）である。

○国旗国歌の取り上げ方は、「尊敬」など価値観に関わるものが、韓・中２ヶ国で、それ以外の７ヶ国

は「理解、識別」「発見、例示」など知識や事実に関する学習である。

○フランスで、処分まで出して公務員を立たる事例があるかについては不明であり、根拠法令も不明で

あった。
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その上で、各国の国旗国歌の指導方法において、エスノセントリズムや一面的なナショナリズム或いはシ

ンボリズムの持つ危険性等について、注意を喚起するような指導法が行われている事例があるか、教えてい

ただきたい。

【回答】岸本睦久 （生涯学習政策局参事官付外国調査官）

７番のご質問についてだが、教育課程基準や関連法令により、国旗国歌に関する言及があるアメ

リカ・フランス・ドイツ・韓国・中国・カナダ・オーストラリアについて、調べてみたが、質問に

あるような、教室での指導方法の事例については、分からなかった。

Ｑ（東京Ｈ） 前回いただいた回答について、白丸で

４点確認させていただいている。それにつ

いて、この確認で間違いないかどうか。

その上で、エスノセントリズムとかシン

ボリズムとかについて、こちらで調べると、

アメリカ、ドイツ、オーストラリア、イタ

リアなどあるのだが、そのへんもっと研究

してほしい。

Ａ（岸本） 白丸の箇所について、我々もこれを踏ま

えて先程７か国の国を挙げて調べたもので

ある。

ただし、指導の事例、教室レベルで何を

やっているのか、調べるのは大変難しいこ

とで、例えば、ある特定の高校で名前を出

していいのかということもあるし、やって

いるという事例を、例えば皆さんが良くご

存知の、アメリカが忠誠の宣言をやってい

るというのは、ユーチューブで、何回も出

るわけだが、やっていない、配慮している、

事情とか教室レベルでやっていないのがど

れくらいあるのかというのを調べるのは、

非常に難しい。

ただ先生方が調べていらっしゃるよう

に、バーネット判決とか、規定上はそうい

う配慮することがある国はあるし、あと、

ドイツの資料の中にも、ドイツの国歌だけ

でなくて、他国の国歌についても教えると

書いてあるところはある。これは指導とい

うよりも、規定の話なのだが、そういう情

報はある。

Ｑ（東京Ｎ） 今の回答で、バーネット判決は、中立

的なことをむしろ言っているわけで、おっ

しゃっていることとは全然違う。

諸外国のことについてわからない、とい

うことだが、『学習指導要領』は、諸外国

で敬意を表しているから、わが国の学校で

も敬意を払わなければいけない、そこが根

本的な理由として、国旗国歌条項が成立し

ていたと思うのだが、諸外国について分か

らないとなると、根本的に学習指導要領の

根拠がなくなると思うのだが、そのへんは

どうか。

Ａ（岸本） （しばらく無言）

Ａ（高瀬） 『学習指導要領』は、国際社会において

尊敬され信頼される日本人として成長して

いくためには、他国の国旗国歌についても、

自国の国旗国歌についても、尊重する態度

が必要である、としている。

Ｑ（東京Ｎ） でも、諸外国のことについて分からな

かったのだから、根本において違うんじゃ

ないか。

Ａ（岸本） 諸外国のことについても、一定程度調べ

た上で、入学式卒業式等があるところない

ところあるので、そうしたところも踏まえ

て、日本においてはこのような指導をして

いる。

＜○客観的なデータとしては、文科省の調査によれば、海外の「国旗国歌」学習は、調査対象９ヶ国の内、

「尊敬」など価値観に関わる学習は２ヶ国に過ぎず、７ヶ国では知識や事実に関する学習であること。＞

→★追加質問・回答あり

８．国内での文科省所管の各教育機関に対する自由権規約委員会第６回最終見解の広報周知について

国連自由権規約委員会第６回『最終見解』のうち、文科省の所管に係るパラグラフは、以下の９項目で

あるとの回答をいただいた（2015年８月３日）。これらの内容を、大学を始め高校や義務教育諸学校など

国内教育機関に、どのように広報周知活動を行ったか、実績をお示しいただきたい。当該文書があれば、

お示し願いたい。

①パラグラフ５（これまでの最終見解）、②９（ジェンダー平等）、③11（性的指向及び性同一性に基づ

く差別）、④14（性奴隷としての「慰安婦」）、⑤24（福島原子力災害）、⑥25（体罰）、⑦26（先住民）、

⑧28（１年以内の追加情報提供）、⑨29（次回審査に向けての要望）。
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【回答】中島佑輔 （大臣官房国際課国際協力企画室係員）

事前に文書でも回答させていただいているので詳細な説明は割愛させていただくが、第６回最終

見解に関係する広報周知活動の実績として、まず毎年度、「人権教育担当指導主事連絡協議会」を

開催している。自由権規約を含む国際人権条約について周知を行っている。また、最終見解の各パ

ラグラフについても、各都道府県教育委員会等に対して関連する通知や事務連絡の発出、研修の実

施その他、関連資料のＨＰや文部科学白書への掲載などを行っている。

Ｑ（東京Ｈ） 今回の事前回答では、平成24年（2012

年）８月以降の資料が並んでいるが、勧告

が出たのが2014年（平成22年）の７月24日

なのだから、時期が違うのではないか。

例えば、体罰関係の３点３点とも平成25

年（2013年）すなわち勧告以前の資料だか

ら、勧告が出てからの広報周知活動の実績

に当たらないのではないか。

このへん、とっても調べ方が雑だと思う

し、だいたい９項目も自分の所管と言って

おきながら、内容的には、LGBT の指導だ
けしか出ていない。他については、どうな

のかということ、もし今わかるんだったら、

答えて欲しい。

Ａ（中島） 平成24年（2012年）８月20日となってい

て、こちら平成２６年（2014年）８月20日

に最終見解がでているので、２年間古い物

が入っていたという状況になっているが、

新しいものについては、平成26年度以降の

ものは全部拾えているので、中身自体は漏

れているものにはなっていない。

その上で、各項目について、記載が入っ

ていないものについては、どうなっている

のかということは、文科省関連のパラグラ

フは、他省庁にも関連するものであり、文

科省としては、ここにないパラグラフのも

のについても、広報周知活動としては実績

活動はなくとも、パラグラフに関連する取

り組み自体は実施している。

例えば、パラグラフ26「先住民」に関し

ては、公益財団法人アイヌ文化振興研究推

進機構が実施するアイヌ文化振興のための

事業に対する補助などを実施しており、事

業の中で、アイヌ語の指導者や伝承者を増

やすためのアイヌ語講座を設けるなどして

いる。

また、パラグラフ14の「慰安婦」に関し

ては、学習指導要領に基づいて、具体的に、

教科書に何を記述するか、は民間の発行者

の判断に委ねられているところであるもの

の、その慰安婦について記述されている教

科書もあるという状況である。

Ｑ（東京Ｈ） ここに出された資料、平成２５年のも

の３点は、間違って出しちゃったというこ

とでいいか。

Ａ（重田） そうです。あのー・・・

Ａ（工藤） 失礼いたましす。工藤と申します。

今ご質問いただいた、パラグラフ２５体

罰の件は、最終報告出されました26年（20

14年）以降にも、お示しした資料にあると

おり、平成27年度28年度、文部科学白書等

において、体罰の禁止に係る通知やガイド

ライン等について周知を行っている。平成

25年に出している通知については、皆さん

もご存知かと思うが、当時広く注目を集め

た事例でもあり、ひとつ事例として出させ

ていただき、こういった３つの通知も含め

て26年度以降も、白書等において、周知徹

底を図っているところである。

Ｑ（東京Ｈ） そういう資料は請求していなかった。

＜○国際人権の「広報周知」は建前だけで、中味が空疎であることが露呈した。＞

→★追加質問・回答あり

９．法令による「国旗国歌への敬意の強制」は、国際人権規約（自由権規約19条）に違反する
『学習指導要領』が法規としての性質を持つとするならば、「国旗国歌条項」は、自由権規約１９条に

違反している可能性が高い。なぜならば、自由権規約『一般的意見34（19条・意見及び表現の自由）』パ

ラグラフ38は、以下のように"旗およびシンボルに対して敬意を払わないこと"を禁止したり処罰する「法
令」は、人権の国際基準に違反するとしている。＜自由権規約「一般的意見34（19条・意見及び表現の自

由）」のパラグラフ38＞

一方、『学習指導要領』「国旗国歌条項」の『学習指導要領解説』には、「国旗及び国歌に対する正しい

認識をもたせ、それらを尊重する態度を育てることが大切である。」との記述があるが、ここで、"尊重す
る態度"とは、国旗国歌に敬意を払う態度であるとするなら、『学習指導要領』という法令による生徒への
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「旗及びシンボルに対する敬意」の強制に当たり、国際基準の人権保障に違反することになるのではない

か。

すると、教職員に対して、この国旗国歌条項を根拠に人権を制約し制裁を科すこともまた、国際基準の

人権保障に違反し、さらに、「大阪府国旗国歌条例」もまた、"旗およびシンボルに対して敬意を払わない
こと"を処罰する「法令」であって、国際基準の人権保障に違反しているのではないか。
一方司法でも、「国旗国歌条項」を根拠にして、教職員に対する懲戒処分を正当化する判決が相次いで

いる。

『起立斉唱命令事件最高裁判決確定』（2011年６月６日）（引用略）

『不起立減給取消請求裁判大阪地裁判決』（2016年７月６日）（引用略）

この現実を踏まえ、教育行政の責任官庁として「国旗国歌条項」を撤廃するなどして『学習指導要領』

を国際人権基準に適合させると同時に、国際人権基準に適合しない地方の条例に対しても厳正な指導を行

うべきではないか。

【回答】高瀬智美 （初等中等教育局教育課程課専門官）

『学習指導要領』においては、入学式卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚す

るとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとされており、各学校においては、適切に指導が行

われるべきものと考えている。このことは、児童生徒の内心にまで立ち入って強制しようとするも

のではなく、あくまでも教育指導上の課題として、指導を進めていくことを示すものであると考え

ている。

Ｑ（司会） 国際人権規約に関してはどうなのか

Ａ（高瀬） 繰り返しになるが、あくまでも、教育指導上の課題として指導を進めていくべきものと

考えており、国際人権基準に反するようなものではないと考えている。

Ａ（重田） 先ほどの重田が申し上げますが、地方公共団体の定める条例の内容については、法令等

に基づいてその権限と責任において適切に定めるものとしている。

Ｑ（東京Ｈ） 国連の勧告には、「敬意を払わない」

“disrespect”という言葉が使われている。
文科省の学習指導要領解説では、「尊重す

る態度を育てる」とあるが、尊重とは

“respect”であり、その国旗国歌条項に基
づいて、教員は処分されているのだから、

“disrespect”に対して、ペナルティが科さ
れていることになる。

さらに大阪にいたっては、条例、法令で

もって、不起立３回“disrespect”すると免
職にするということになっていて、このへ

ん、我が国は、国際人権規約を批准してい

るのだから、規約に違反していないかどう

か、違反しているんだったら、指導が必要

と思うのだけど、もう一度お答えいただき

たい。

Ａ（重田） 大阪も含めて地方公共団体の条例の内容

については、先程申し上げたとおり、法令

等に基づいて、権限と責任において適切に

定めるものとして、文科省としては認識し

ている。

Ｑ（東京Ｈ） 「尊重する態度を育てる」“respect”す
る態度とは、具体的には「起立斉唱」させ

ることか。

Ａ（高瀬） 学習指導要領には、あくまでも教育指導

上の課題として、明記しているものであり、

内心の自由に立ち入るものではないし、国

際人権規約に反するものでもないと思って

いる。

Ｑ（東京Ｈ） 起立斉唱させても内心に立ち入ってい

ないというのか。強制していることになら

ないか。

Ａ（高瀬） 生徒に対してか、教師に対してか。

Ｑ（東京Ｈ） 解説の「態度を育てる」とは、具体的

にどういうことのか。

Ａ（高瀬） 具体的にどのように指導するかというこ

とについては、各教育委員会や学校におい

て、社会通念上必要かつ相当な範囲で判断

する。

Ｑ（東京Ｈ） 起立斉唱させなくても、いいこともあ

るか。

Ａ（高瀬） 少なくとも、斉唱をすることが、定めら

れているので、斉唱するよう教育指導上の

課題として、指導していただく。

Ｑ（東京Ｈ） それが「尊重する態度を養う」でいい

か。

Ａ（高瀬） 公務員のことを仰っているのか

Ｑ（東京Ｈ） 生徒のことだ。

Ａ（高瀬） 少なくもと、斉唱するという記載がある

ので、それに従って、社会通念上相当な範

囲で、実施する必要がある。

＜○旗・歌へのdisrespectで生徒を処罰するとは言わないが、教員への処罰が国際人権違反とは認めようとしない。＞
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→★追加質問・回答あり

Ⅱ．大阪府・市の教育問題関連の質問

１．職務命令違反３回で免職という条例及び同条例に基づく教育長通知の違法性について
大阪弁護士会は、大阪府教育委員会及び大阪府立芦間高等学校長宛に、2016年３月18日付けで下記趣旨の

「勧告」を発した。《「勧告書」全文は、Webで閲覧可。http://www7b.biglobe.ne.jp/~hotline-osaka/asima-kankoku.
pdf》
(1) 上記大阪弁護士会勧告の内容は、人権保護の観点から、貴省の国旗国歌に関する指導方針と一致するも

のであるかどうか、見解を伺いたい。

【回答】齊藤栄三 （初等中等教育局企画課教育公務員係専門職）

大阪弁護士会の勧告内容について、文科省においてそれをコメントする立場にない、と考えてい

る。

(2) 大阪府の人事監察部会を構成する３部会（職員分限懲戒部会、教職員分限懲戒部会、退職管理部会）の

内、退職管理部会を除く２部会を構成する委員名のみが非公開とされている。教育行政の透明性や公正性

の観点から、府教育庁に対して指導・助言を行うお考えはないか、貴省の見解を伺いたい。

【回答】齊藤栄三 （初等中等教育局企画課教育公務員係専門職）

大阪府の人事監察委員会は、大阪府が府の条例に基づき設置している委員会であり、本委員会の

取り扱いや運営については、あくまでも大阪府の権限と責任に基づいて決定するものであるので、

文科省としてご指摘の点について、指導助言することは考えていない。

(3) 大阪府教育庁は、国歌起立斉唱の職務命令に２回違反した職員に対し「免職することがある」との『警

告書』を交付した。この『警告書』を危惧する市民団体による申し入れに対し、同教育庁は、「機械的な

累積加重はしない」「職員基本条例第27条第２項（同一職務命令違反３回で免職）は標準的な規定に過ぎ

ない」と矛盾するような回答をした。このような曖昧な対応について、説明責任を十分果たしていると言

えるかどうか、貴省の見解を伺いたい。

【回答】齊藤栄三 （初等中等教育局企画課教育公務員係専門職）

大阪府の教育庁の説明についてということだが、これは大阪府の教育庁が、府の条例に関して説

明した内容と受け止めているので、こちらについても、文科省として見解を述べる立場にはないと

思っている。

(4) これまで、貴省は大阪府・市の条例に関わる学校への影響について、「文部科学省としてコメントする

立場にない」と、質問への回答を拒否してきた。しかし貴省は、毎年度「懲戒処分調査」を実施し、不適

切な懲戒処分事例の有無についてチェックを行っている。同調査における「不適切」な事例の有無とそれ

に対する文科省の対応の内容、及び大阪の「職員基本条例」による３度目の「処分」が生じた場合の検討

が行われたのかどうか、回答を願いたい。

【回答】齊藤栄三 （初等中等教育局企画課教育公務員係専門職）

「懲戒処分調査」と書いてあるが、こちらは「人事行政状況調査」という名称で、その中で教職

員の懲戒処分の件数とかそういったものを調べている。この調査の趣旨は、教職員の人事管理を適

正に行うよう資するためということで調査しており、あくまでも不適切な懲戒処分をチェックして

是正したりとか指導したりとかいうのがこの調査の趣旨ではないということはまずご理解を頂きた

い。

この調査で報告があった懲戒処分について、文科省において不適切であるといったことで指導を

したことは、確認が出来なかった。なお、大阪府の職員基本条例において、３度目の処分が生じた

場合の検討が文科省で行われたということはない。

Ｑ（大阪Ｉ） 文科省としてコメントする立場にない、

というのを連発されたが、コメントする立

場にないという判断と、つい最近いじめ問

題の教育委員会の判断について、文科省と

してそれを完全にひっくり返す判断をされ

て当該の教育委員会に対し強力な指導をさ

れたが、このように指導に踏み込む場合と、

逆に一切コメントさえ必要ないと考えられ

る場合の、判断は誰がするのか、というこ

とと判断基準について教えていただきた

い。これ何回も質問しているけど、一切コ

メントする立場にないという回答なので、

はっきり答えていただきたい。
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＜○自治体や地教委の「権限と責任において決めるもの」との決めぜりふで責任回避している。＞

→★追加質問・回答あり

２．「君が代」不起立と『意向確認書』不提出を理由とした再任用拒否問題について
(5) 「国歌斉唱命令に従うかどうか」の確認ができなかったから、再任用を認めないという大阪府教育庁の

対応について、貴省の見解と対応について伺いたい。

【回答】齊藤栄三 （初等中等教育局企画課教育公務員係専門職）

平成25年３月の総務省の副大臣通知において、「地方公務員の雇用と年金を確実に接続するため、

各地方公共団体においてこの閣議決定の趣旨を踏まえ、下記の事項に留意の上、能力・実績に基づ

く人事管理を推進しつつ、地方の実情に応じて必要な措置を講ずるよう要請すること」としている。

あくまでも要請。

また、同年の４月に文科省から事務連絡を発出して、教育公務員の雇用と年金の接続について、

現行の地方公務員法に基づき、総務省通知を踏まえ、適切に対応するよう、各教育委員会に促した。

大阪府の教育委員会が、個別の職員を再任用するか否かについては、現行制度すなわち地方公務

員制度に基づいて、任命権者として権限と責任をもって適不適を判断していただいているものと承

知をしている。

なお、大阪府の個人情報保護条例に違反するかどうかは、文科省として見解を述べる立場にない。

Ｑ（大阪Ｕ） ２番の再任用関連のところで、明確な

答えがなかったが、「意向確認」という部

分、これについて大阪府では商工労働部か

らまずいだろうという判断が出ている。

我々は生徒に対して、こういう思想や信

条に関わることに聞かれたら、答えないよ

うに、と指導している。それに反すること

を教育委員会がやっていることは明らかに

おかしいと思うが、そこについて先ほど何

も見解がなかったので、見解をお聞かせ願

いたい。

Ａ（斎藤） こちらの「意向確認」というところにつ

いて、詳細に事実を把握しているわけでは

ないが、これはあくまでも上司の職務命令

に従うかどうかという意向確認ということ

ではないのか。

（違う。君が代！）

Ａ（斎藤） 特定の命令とは違うと、質問状を見て理

解していた。であれば、上司の命令に従う

というのは、当然公務員に課されている義

務なので、それを確認すること自体は、問

題ないかなというふうに思っている。

Ｑ（大阪Ｕ） 卒業式で起立斉唱するかという、意向確

認。

Ｑ（大阪Ｎ） 今後の卒入学式における起立斉唱の職

務命令を含む上司の職務命令に従うかどう

か、職務命令に従いますとだけ答えたら、

それはアウト、という判断基準がある。

（十分把握していないということかか。）

（そういう運用が実際にされているん

だ。）

Ａ（斎藤） それだけをもって再任用が不適になって

いるかどうか、そこまでは・・・

Ｑ（大阪Ｕ） 聞くことが適当かどうか、思想信条に

関わることなので、それを聞いてもいいのか

ということ。

Ａ（斎藤） これは思想信条を聞いているということ

なのかどうか、あくまでもこれは職務命令

に従うかどうかを聞いているのであれば、

それは公務員一般にに課せられた義務なの

で・・・

Ｑ（大阪Ｙ） 32条で分かっているねん、そんなん、

あんたが言わんでも、その前に、卒入学式

の国・歌斉唱、君が代で立つということを

誓約しない限り再任用しないという、こん

なんで・・

Ｑ（大阪Ｎ） 今の文を二つに分けて、職務命令に従

いますと書いてあるやつと、それから前半

の起立斉唱の職務命令、今後卒業式等にお

ける国歌斉唱時の起立斉唱の職務命令。そ

れがないと不合格にするという行為そのも

の、再任用の選考行為でそのもの自身が、

思想調査に当たらないかどうか。

Ａ（斎藤） そのことだけで不合格にしてるかどうか

は、こちらでは確認できないので、・・・

（思想良心に関わる質問は、して

もいいのか。）

Ａ（斎藤） 職務命令に従うかどうかの質問でしょ。

（実態を把握していないのか。）

（司会） 大阪府の他の部署から、これについて大

きな問題であるとして、意向確認の在り方

について、議論が起きているところなので、

ぜひそのへんについて、実態把握を踏まえ

た上で、もう一回再回答頂きたいと思う。
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（知らなくて、今知ったとしてもいい。）

（思想信条に関わる質問をしていいか

どうかを、今聞いているわけだよ。）

Ｑ（大阪Ｎ） 厚生労働省の１４項目のうち、就職差

別における、したらあかん項目の中に入っ

ているやんか。しかも、選考の直前にそう

いうことを聞くこと自身が、公務員選考の、

それから一般企業に対する選考において

も、人権侵害の選考やというふうに、厚生

労働省の方も言うてるんや。基本原則とし

て。

せやから大阪労働局も、それからそれを

受けた府の商工労働部の方だって、そうい

うふうに府教育庁に対して、指導要請して

るんや、是正要請してるんや。

文科省はそういう制度に影響も及ぶ要素

があることについて何の見解も示せへんの

か。君ら。そういう行為が、適切か、不適

切か、わかんないのか。

（司会） 今、お答えいただけますか。

（当事者が言っているんだから、重い

よ。簡単にごまかそうなんて話じゃな

い。）

（司会） 一般的な意向調査ではなくて、「日の丸

・君が代」に関する命令に従うかという内

心の問題にまで絡んだ形で意向調査を行う

ことが適切であるかどうかということを、

同じ府の別なところからもこれは問題であ

るというふうに指摘されていると聞いてい

る。それについて、文科省として調査して

いただきたい。

この後また追加質問するが、今一般論と

して、お答えいただけるか。

Ａ（斎藤） これまでお答えしてるとおり、職務命令

に従うかどうかを確認するということ・・

・

（イエスかノーかで答えたらいいんや。）

（なんでそれが答えられないの。）

（官僚は命令ばかり聞いていて、忖度し

て今ひどいことになっているだろう。総

務省とか、もっと横を見て、自分の縦割

りだけ見て考えないで、総務省の意見も

考えて、文科省の見解を出してくれたら

いいんですよ。）

（騒然）

（司会） もう５分過ぎてますので、申し訳ないけ

ど、一回区切らせていただきたい・・

＜○再任用拒否が「思想差別」」によるものであることを、職務命令違反一般にすり替えて認めようとしない。＞

→★追加質問・回答あり

３．森友学園問題と塚本幼稚園の教育課程について
(6) 塚本幼稚園での「教育勅語」教育について、大阪府教育庁は、貴省より「教育勅語の効力は 1948年に

失われているが、道徳心を養うということは重要であり、目的や効果に照らして、幼稚園の設置者が十分

に考慮して、建学の精神に従って活用してもらうことには問題ない」と指示があった、と市民団体に回答

している。この回答内容は事実か。また、塚本幼稚園における「教育勅語」教育に対する、貴省の見解を

伺いたい。

【回答】桑田美季 （初等中等教育局幼児教育課指導係・幼稚園学校評価係長）

大阪府教育庁からの問い合わせについては、文科省の方にも記録等が残っていないので、この回

答内容がどうかということについてはお答えが出来かねるが、教育勅語に関係して、文科省として

は、「教育勅語については、戦後の諸改革の中で、教育の唯一の根本とすることが禁止されている

こと」と、「日本国憲法及び教育基本法の制定等を以て法制上の効力が喪失している」という見解

である。そのため学校現場で、教育勅語をどのように活用するかということについては、「教育勅

語を我が国の教育の唯一の根本とすることはない」こと、それから「憲法や教育基本法それから幼

稚園教育要領等に反しないような適切な配慮をする」、ということが不可欠だというふうに考えて

いる。

Ｑ（大阪Ｉ） 教育勅語について、教育の根本とする、

こういうことをしない限りは、配慮してく

ださい、配慮して教育勅語を指導しても良

いという判断に聞こえるが、配慮してくれ

というのは、教育委員会の判断に任せると

いうふうに考えていいということか。

Ｑ（大阪Ｇ） 教育勅語に関して、大阪府教育長が文

科省に問い合わせして、ここに書いてある

ような回答を得たと文書回答で市民団体に

提示された。それについて、記録がないと

おっしゃったが、通常こういうものについ

て、記録を取っていないのかどうか、なぜ

記録を取らないのか、そのへん疑問なので

お答え願いたいのと、大阪府の教育長が文
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書で回答している以上、これ文科省の答え

だと思うが、今あらためてこの見解を読ま

れて、これ文科省の見解だというふうに、

いわれるのかどうか。

Ａ（桑田） 教育勅語の取扱い方については、仰って

いただいたように、実際に、個々の幼稚園

も含む学校でどのような教材を使って教育

を行うかについては、まずはそれぞれの学

校の創意工夫に任せられているところであ

る。そこで行われている教育活動の方が、

法令上教育基本法とか幼稚園教育要領等に

照らして不適切かどうかということは、所

轄庁である都道府県において、判断をする

ことだと考えている。

二つ目だが、通常の問い合わせについて

は、必ずしも記録を残しているという訳で

はないので、今回のところについては記録

が残っていないという回答になっている。

（信じられないのだけど）

（メモもないの？）

Ａ（桑田） 私たちの方としては今、お答えしました

ように国会等でも答弁させていただいてい

る通り、「現行の日本国憲法や教育基本法

の下では効力を喪失している」ということ

とか、「唯一の根本して取り扱うべきでは

ない」という見解については、大阪府教育

長とは共通とさせていただいているところ

なので、この考え方について大阪府と文科

省とで齟齬があるということはないかなと

いうふうには考えている。

Ｑ（大阪Ｇ） ここに記された文言は、文科省の見解

と齟齬はない、ということか。大阪府教育

長が文科省はこう答えたと三行、引用の文

言を読むと、道徳心を養うためには、教育

勅語を肯定しているように読める。この見

解は文科省と齟齬がないということか。あ

るのか、どちらか。

Ａ（桑田） 申し上げているように、各学校で法令上

に反しないように・・・

Ｑ（大阪Ｇ） この文言について、文科省の見解と齟

齬があるのか無いのか、を聞いているだけ

だ。齟齬があると仰るのなら、大阪府教育

長が嘘をついたということになり、大問題

になる。一緒なのか、違うのか。そこだけ

答えられたい。

（イエスかノーで。）

Ａ（桑田） ここの趣旨としては、私が申し上げたこ

とと同じと思うので、法令上、適切な配慮

をしながら、学校において・・・

Ｑ（大阪Ｇ） 大阪府の回答は、文科省の回答と同じ

だと捉えていいのか。もう一回はっきりと

答えてほしい。

Ａ（桑田） この文言だけでは分からないかもしれな

いが、法令に反しないような適切な配慮が

不可欠だとお答えしたことを、大阪府教育

長がこのようにお答えしたのではないかな

と思った。

（違うということですね？）

（大阪府教育長が誤解して自分たちに

都合よく意訳して書いたということ

だね。）

（引用しているんです、引用。）

（文書で回答が来ているんですよ。文

科省がこう答えたと、かぎかっこ付き

で。）

（要するに、このとおりの答えではな

いのですね、少なくとも。）

Ａ（桑田） 問題がないとお答えしているところが、

若干肯定的に捉えられているかもしれませ

んが、私たちとしては積極的に活用してほ

しいという意図はないし、法令上に反しな

いような取り扱う場合には、適切な配慮が

不可欠との見解をもっているし、大阪府教

育長もそれについて、十分理解をしていた

だいていると思っている。

○（司会） この質問について、また再質問の形にな

るかな、と思う。

＜○教育勅語は、否定したいという文科省の本音が垣間見られたものの、府教育庁回答との矛盾は認めず。＞

→★追加質問・回答あり

(7) 塚本幼稚園が運動会などで子どもたちに「政治教育」が行われていた事実が明らかになった。・・・上

記教育内容及び大阪府教育庁に対する貴省の見解と今後の対応内容について伺いたい。

【回答】桑田美季 （初等中等教育局幼児教育課指導係・幼稚園学校評価係長）

大阪府の方が、塚本学園の方に、照会をさせていただいたと聞いている。その中で、政治的な中

立性については今後十分配慮したいということ、それから差別的な表現についても今後同様の事例

が生じないようにしたい、といった回答を貰っている。それから、４月以降については、法令を遵

守するために、外部の方の意見を聞きながら、教育活動を実践していく状況だと聞いている。これ

については、大阪府の方で適切に対応していただくものと考えている。

＜◎森友学園塚本幼稚園の教育に政治的偏向、差別、虐待等があったことは素直に認めた。＞
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４．教科書アンケート結果のねつ造等教科書採択における大阪市教委の違法行為について
(8) 大阪市教委の教科書採択が公正・公平に行われない可能性が多方面から指摘されていたにも関わらず、

事前の対応を拒否し、市民からの質問にもノーコメントを通した貴省の監督官庁としての責任について明

らかにされたい。

【回答】青柳逸子 （初等中等教育局教科書課企画係）

教科書採択は、採択権限を有する教育委員会等の判断と責任により、綿密な調査研究を経て行わ

れるべきものであり、文科省としては、個別の教科書採択についてコメントする立場にないと考え

ている。

＜○都合の悪いことは、地教委の「権限と責任」に逃げて、監督官庁としての責任を回避。＞

５．事前質問になかった事項

Ｑ（大阪Ｏ） 前もっての質問事項でしてなかった

が、特別支援教育に関わる質問をしたい。

私はあと１回の戒告処分で免職にすると

いう警告書を大阪府から受けている。累積

の二回のうちの一回は、車椅子で常時生活

している生徒の、しかも発作を起こす可能

性がある卒業学年の生徒に対して、卒業式

で発作に至らないように、横に座って指導

していた。国歌斉唱の時もそうだった。

私の思想や信仰上の思いはあるが、それ

より優先してその生徒の教育目標達成、卒

業式という行事でしっかりと卒業式を退場

するまで参加するということのためにとっ

た行為だった。事前に、管理職や府教委支

援教育課にも色々質問したがちゃんと答え

られないまま、起立斉唱の職務命令は取り

消されず、私が介助のために座っていたこ

とに対して、戒告処分が出され、後一回で

免職にするとしてきた。

こういう忖度して処分していこうという

教育委員会のあり方を正す方法はないもの

か、文部科学省として。

そして今、2016年『障害者差別解消法』

が施行されて、文科省としても、「合理的

配慮」等について、理解を広め、それを学

校現場においても、実践していくことを進

められている中で、私の処分はそれの障害

になると思う。

教育目標達成のため、個別に生徒に対し

て横で座っているという行為が、処分され

るということについてのお考えを聞かせて

いただきたい。文科省として教育委員会に

対して指導はないのか。

Ａ（斎藤） まず、特別支援学校で、介助のために座

っていたにも関わらず懲戒処分がついたと

いうことだが、これについて、前後関係と

か、背景とか、こちらですべて把握してい

るわけではないので、それに対しての是非

ということは、こちらで今日今回答ができ

ないと考えている。

Ｑ（大阪Ｏ） 個別なことは配慮しないで、一般論と

して、いろんな背景を排除して、そのとこ

ろだけで答えていただきたい。

Ａ（斎藤） そのところだけで、処分の良し悪しを判

断することはできない・・・

Ｑ（大阪Ｏ） 処分の良し悪しじゃない、処分を出す

ことがあるのか・・・

（「合理的配慮」にのっとってどうか

ということでしょう。）

Ａ（斎藤） 原則としては、処分はあくまでも任命権

者の責任と権限において行われるものなの

で、任命権者がそれをどう評価して、どう

処分するかということ・・・

Ｑ（大阪Ｏ） 答え方がズレている。これで時間をと

りたくないが、もっと簡単に言うと、国歌

斉唱の時に、立てない生徒の横で座って指

導や介助することは認めるのかどうか、「合

理的配慮」として。

Ａ（斎藤） それはどういう背景で、どういう経過で、

勘案しないと・・・

Ｑ（大阪Ｏ） 「合理的配慮」として、車椅子の生徒

の指導と介助のために、国歌斉唱の時も立

たない選択が教育者としてあるのか、と確認

している。

Ａ（斎藤） それが「合理的配慮」にあたるかどうか、

というご質問なのか。それについて、今日

合理的配慮に関係する担当がいないので・

・・

Ｑ（大阪Ｏ） じゃ、追加質問でさせていただく。

＜○生徒への「合理的配慮」よりも、教員管理優先の姿勢が露呈している。＞

→★追加質問・回答あり
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Ⅲ．教科書、新学習指導要領その他教育課題関連の質問

１．教科書に関する質問
（１） ILO・ユネスコの｢教員の地位に関する勧告」にも明記されているように「教員の意見を尊重した採択」
は、国際基準である。教科書採択において教員が作成する調査報告や選定委員会答申は尊重されるべきも

のだと考えるが、貴省の見解を伺いたい。

【回答】青柳逸子（初等中等教育局 教科書課企画係）

教科書採択については文科省としては、綿密な調査研究を行った上で、採択権者である教育委員

会等の判断と責任において行うよう指示、指導している。一方で、調査研究に当たっては幅広い意

見を反映させるために、通常、教員や保護者をはじめとした調査員が選任されており、その観点か

ら、必要な専門性を有し児童生徒に対して直接指導を行う教員が果たす役割は決して小さくないも

のと認識している。

ただし、その調査研究の結果に、採択権者の判断や採択責任が拘束されるようなことは適切でな

く、あくまで調査研究の結果を踏まえつつ、採択権者が責任を以て採択する教科書について判断す

べきであることから、採択権者が調査研究の結果を十分に吟味し、審議を行うことが必要であると、

考えている。

Ｑ（大阪Ｇ） 教科書採択に関して、2015年の段階で、

産経新聞が、文科省は採択に当たっては教

員による順位付けやや絞り込みを禁止して

いると、いうような報道をした。今日の発

言の趣旨からは、だいぶ違うと思うが、こ

こでマスコミが言ったことは、正しいのか

どうか、文科省の見解として正しいのかど

うか、お聞きしたい。

Ａ（青柳） 教科書の絞り込み等について、文科省と

しては、あくまでも採択権限というのが教

育委員会等にあると考えてはいるが、その

権限において、彼らの判断により、調査研

究の結果として、何らかの評定を付すなど

して義務づけをするということも、不適切

ではないと考えている。いずれにせよそれ

らによって、採択権者の判断が拘束される

ことはなく、毎年しっかりと判断と責任に

おいて採択されている。

＜◎選定委員会等による「教科書の絞り込み」は禁止されていないと明言した。＞

→★追加質問・回答あり

（２） 教科用図書検定調査審議会の「教科書の改善について(報告)」の中の｢(2)社会科、地理歴史科及び公

民科における規定の見直し」について、大事な部分が曖昧である。貴省は、これまでの検定基準と比べて

具体的にどのように見直すことを想定しているのか明らかにしてほしい。

【回答】森田隆光（初等中等教育局 教科書課検定調査第一係長）

社会の検定基準について、新学習指導要領追加の公示において「主体的、対話的、深い学び」と

いう視点を踏まえ、社会科においては、諸資料をもとにするなどして、これまで以上に、課題を追

求したり解決したりする学習活動が、広まっている。そのため児童・生徒がより多面的、多角的に、

社会的事象を考察できるよう、個々の記述だけでなく、単元や題材、節、見開きページなどの一定

のまとまりを含め、図書の内容全体を通じた教科書の記述において、適切な配慮がなされるよう求

めるものとなった。

具体的にということだが、検定は個々の申請図書の提出に基づいて行うので、申請図書がない段

階で具体的に申し上げることは難しい点もあるが、たとえばというところで、国民の中で、様々な

疑問があるような事象について、図書の内容全体を通じて、その事象を考察するための前提となる

内容の説明が不足していたり、特定の考察に結びつくような事柄を強調するなど、多面的、多角的

な考察が困難な場合などについて、本基準は適用されるのではないかと考えている。

＜○社会科における検定基準の変更点についての説明は、抽象的でしかない。＞

（３） 国連人権理事会訪日報告書草案の上記の勧告（略）に対する貴省の見解を伺いたい。

【回答】森田隆光（初等中等教育局 教科書課検定調査第一係長）

国連人権理事会の特別報告者デビッド・ケイ氏の報告の中で、政府に対し「学校教材における歴

史的出来事についての介入は慎むべきこと」、「教科用図書検定調査審議会を政府の影響からいかに

守るかを再検討すること」などが勧告されていることを私どもも承知している。

ただ今回の報告案が作成されるにあたり、文科省としても丁寧に報告者にご説明を行い、教科書

が民間の著作物であること、審議会は専門的、学術的な審議を行い、その時々の政府の方針や政策
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または政治的意図は介入する余地がない仕組みとなっているということ、をご説明をした。このよ

うな説明が十分に反映されないことについては、私たちとしては遺憾としている。

＜○国連人権機関から批判されたことの自覚はあるが、言い逃れに終始している。＞

（４） 貴省が特定の教科書の作成・採択運動に直接関わる公益財団法人モラロジー研究所のような団体の研

究会を後援し、講師まで派遣することは、行政の中立の原則からして不適切である。貴省の見解を伺いた

い。また、貴省がモラロジー研究所の「教育者研究会」を後援した経緯と理由について明らかにすること

を求める。

【回答】菅（初等中等教育局 教育課程課専門官）

公益財団法人モラロジー研究所が主催する「教育者研究会」に対する、後援名義の使用許可は昭

和44年度からのものとなっている。後援名義の使用許可は、行事等が、教育、科学技術、学術の振

興に積極的に寄与すること、原則として日本国内で行われるものであり、かつその規模が全国的で

あること、原則として継続して三回以上の開催実績があるものであること、特定の宗教的または政

治的色彩の強い行事等を含まないこと等を、すべて満たしていることが条件となっている。教育者

研究会については、政治的色彩の強い行事等は含まれていないと聞いているので、行政の自主性を

遵守している。

Ｑ（大阪Ｉ） モラロジーが、まず日本会議系の団体

であると言うことと、宗教団体でもあると

言うことはこれはもう明白だと思うが、そ

ういうことをまずご存じで、後援したのか

どうかという点、

もう一つは、この中に、教科書の執筆者、

今年は道徳の教科書の採択が行われている

が、小学校の道徳の執筆者、編集者、採択

権限を持つ教育長、もしくは文科省の役人

の方、澤田浩一という方も７回にわたって

講演をされている。これは、今の教科書採

択の公正性から言っても、こういう場です

るのは非常に、不適切ではないかと思う。

その点についてどうか。

＜○誰の目にも明らかな癒着であっても、形式論の殻に閉じこもっている。＞

→★追加質問・回答あり

２．新学習指導要領、教科道徳に関する質問
（１） 「行政文書」であるにすぎない学習指導要領に「前文」を付することはどのような意味があるのか。

前文に「教育課程の基準を大綱的に定めるもの」とあるが、従来通り教育の方法等は教育課程には含まれ

ないと考えてよいか。

【回答】畑島晃貴（初等中等教育局 教育課程課教育課程企画室企画係長）

前文については、新学習指導要領を定めるに当たり、その改訂の考え方を明確にし、社会で広く

共有されるように、今回新たに設けた。学校において編成する教育課程については、学校教育の目

標や目的を達成するために、教育の内容を児童の心身の発達に応じ、授業時数との関連において、

総合的に組織した各学校の教育計画である。

＜○前文の意義は不明だが、「教育課程」の考え方は従来通りであることが確認された。＞

（２） 「総則」も全面改定され、「第３ 教育課程の実施と学習評価」においては、「主体的・対話的で深い

学びの実現に向けた授業改善」を謳っているが、それは大綱的基準を定める学習指導要領の性格といかな

る関係にあるのか。

そもそも、どのような方法で指導を行うかは、学校教育法３７条１１項に規定する教師の職務権限であ

り、教師の専門性に属することである。この部分についてまで「法的拘束力」を及ぼすことになると、現

場の創意・工夫の余地が殆ど無いものとしてしまうのではないのか。学校現場は大混乱である。

【回答】畑島晃貴（初等中等教育局 教育課程課教育課程企画室企画係長）

答申では、指導方法に関しては、指導法を一定の型にはめ、教育の質の改善のための取り組みが

狭い意味での授業の方法や技術の改善に終始するということを避け、特に義務教育においては、こ

れまで積み重ねられてきた様々な授業改善を継承、発展させることが、重要と指摘されている。こ

うした指摘を踏まえ、新学習指導要領では、総則において「主体的、対話的で、深い学びの実現に

向けた授業改善」について規定するとともに、各教科等の指導計画の作成上の配慮事項として、こ

のような授業改善を図る観点から、指導上の工夫について整理して規定した。

また、指導法についても、学習指導要領は、法規としての性格を有するものとして、教育の内容
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等について、必要かつ合理的な事項を大綱的に示しており、各学校における指導の具体化について

は、学校や教職員の裁量に基づく多様な創意工夫を前提としている。具体的にどのように指導する

のか、はまさに教員の創意工夫によるものであり、今回の改訂においても、具体的な指導方法は、

規定していない。

Ｑ（東京Ａ） 新学習指導要領に関して、「主体的、

対話的で、深い学びの実現に向けた授業改

善」というのは、あくまでも指導指針とい

う理解でよろしいか。学校現場では、そう

するものとするとか、そうせねばならない

と、受け取る。そしてこういった対話的な

授業をかなり点検までする。だから、あく

までもこれは授業指針だということを、文

科省はっきり言ってほしい。

これは指導指針であって、先ほどの質問

にもあったように、37条11項で、あくまで

も教師の創意工夫の範囲内で、教師が適切

に配慮するもの、とはっきり言ってもらわ

ないと、学校現場はこの通りやってしまう。

総則の第三の授業改善のところに、「配

慮するものとする」という文言があるが、

これあくまでも学校現場で判断して、とい

う解釈でいいか。そのへんだけしっかりは

っきりしてほしい。

＜○教育内容は「法的拘束力」、教育方法は「創意工夫」と使い分けている。＞

→★追加質問・回答あり

（３） 中学校の社会科には、教科の「目標」の３項目目に「自国を愛し」と踏み込んだ記述がある。「自国を

愛し」云々の指導は、特定の価値観に基づいた一方的な教え込みとなるおそれの強いものではないか。

【回答】嶋田孝次（初等中等教育局 教育課程課専門官）

中学校学習指導要領解説社会編においては、我が国の国土や歴史に対する愛情、国民主権を担う

公民として自国を愛しその平和と繁栄を図ることや、他国や他国の文化を尊重することの大切さの

自覚について、いずれも我が国の国土と歴史、現代の政治、経済、国際関係等についての、多面的

多角的な考察や深い理解を通して涵養されるものであり、三つの柱に沿った資質、能力のすべてが

総合的に結びつき養われることが期待されると示されており、ご指摘の個人の内心の問題にまで踏

み込むものにはなっていない。また、現行学習指導要領において、学習評価の、関心、意欲、態度

の評価の観点は、各教科の学習内容等対して関心を持ち、進んでそれらを調べようとしたり、学ん

だことを生活に生かそうとしたりする資質や能力を評価するものであり、児童生徒一人一人につい

て、内心を調べ評価するものにはなっていない。

Ｑ（東京Ａ） 学習評価の対象に、自国を愛するとい

うことが入る。愛しているか愛していない

かまで、評価の対象にするってこれ大変な

ことだ。そうではない、ということをはっ

きり言ってほしい。

Ａ（嶋田） 学習評価の問題で、先ほども、ご指摘、

お話しさせていただいた通り、個人の内心

の問題に踏み込んでいるものではないとい

うことと、現行学習指導要領においても、

児童生徒一人一人について内心を調べ評価

するものではない、ということ。

（愛するかどうかだよ）

（愛するとは、内心の問題でしょ

う。）

Ｑ（東京Ａ） 文科省の方で、訂正文書出して、そう

じゃないということをはっきり言わない

と、学校現場は、おまえは国を愛している

か愛していないかで、判断するよ。

Ａ（嶋田） 目標の三つ目についてのお話しかと思う

が、目標の三つについては、目標の一つ目

と二つ目を行って、涵養され育まれていく

ものとなっているので、個人の内心の問題

まで踏み込んだものにはなっていない。今

後具体的な学習評価については、国におい

て再度専門的な見地から、行う予定ではあ

るが、現行においては、児童生徒の一人一

人について、内心を調べ評価をするものに

はなっておらず、現行の中学校公民の中に

も、「自国を愛し」というものが含まれて

いるが、現行においても、児童生徒の一人

一人について内心を調べ評価するものには

なっていない。

Ｑ（東京Ｙ） 島田さんにお聞きしたいが、小学校の

社会科の学習指導要領で、今度、四年生か

ら自衛隊を教えこむ、これは災害派遣のこ

とだが、便乗して、解説で自衛隊の軍事面

まで肯定的に教える。パブコメで右翼的意

見があったからだけで入れるとはそういう

ことは非常に不適切、指導要領すらも超えて

いる、そこはいかがか。

＜○「愛国心」は評価の対象ではない、との明言を避けている。＞

→★追加質問・回答あり
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（４） 新学習指導要領全体として「資質・能力」の育成を掲げその達成を評価の基準としている。従来教育

界において使用されてきた「学力」とどう違うのか。また、「資質・能力」は評価可能なのか。そもそも

評価すべきものであるのか。

【回答】畑島晃貴（初等中等教育局 教育課程課教育課程企画室企画係長）

今回の改訂では、知徳体にわたる生きる力を子供たちに育むために、何のために学ぶのかという、

各教科等を学ぶ意義を共有しながら、授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していくこ

とができるようにするため、すべての教科等の目標及び内容を、「知識および技能」、「思考力・判

断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の、資質、能力の三つの柱に整理した。資質、能

力の三つの柱は、確かな学力に限らず、知徳体にわたる生きる力を全体を大きくとらえて、共通す

る重要な要素を示したものである。

また、今回の改訂では、平成28年12月の中教審答申において、目標に準拠した評価を推進するた

めに、観点別学習状況の評価について、「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取

り組む態度」の三観点に整理することが提言されている。その際、ここで言う知識には、個別の事

実的な知識のみではなく、それらが相互に関連づけられ、さらに社会の中で生きて役立つ知識とな

るものが含まれている点に留意が必要であると述べられている。また、資質、能力の三つの柱の一

つである、「学びに向かう力・人間性等」には、主体的に学習に取り組む態度として、観点別学習

状況の評価を通じて看取ることができる部分と、観点別学習状況の評価や評定になじまず、こうし

た評価では示しきれないことから、個人内評価、個人のよい点や可能性、進行の状況について評価

することなどを通じて、看取る部分があることにも、留意する必要があるというふうに、示されて

いる。文科省においては、こうした考え方を踏まえて、各学校で適切な学習評価が実施できるよう

さらに専門的な検討を深めてまいりたいと考えている。

＜○現場の混乱が懸念される。＞

（５） 教科道徳が「特別な教科」と言われ、すべての教科の「要」であることについて、戦前の修身の徳目

主義の反省の上に立ったものであると、貴省から説明があった。（2015年８月３日回答）

学校教育全体を通しての「要」として、「特別な教科」として行われる道徳教育の目的は、教育基本法

第１条にある「人格の完成」であるということで、間違いはないか。また多数の「内容項目」が設けられ

たが、「徳目主義」とは異なり、一定の価値観を押しつけるものではない、ということで間違いはないか。

【回答】梶濱 真（初等中等教育局 教育課程課教育課程第1係長）

道徳教育を含め、学校における教育活動は、すべて教育基本法第一条に規定する、「人格の完成

を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民

の育成」を目的として行われるものである。

学習指導要領に示している内容項目に関しては、すべて授業で取り扱うことが必要である。これ

らは、児童生徒が道徳性を養う上での手がかりとなるため、内容項目に含まれる道徳的価値を自分

のこととしてとらえ、自己を見つめ、物事を多面的、多角的に考え、自分自身の生き方についての

考えを深めるという学習を通して、道徳性を養うものである。内容項目を、観念的に知識として理

解すれば道徳性を養われるというものではない。このことについては、道徳科の学習指導要領解説

書において、特定の価値を押しつけたり、主体性を持たず言われるままに行動するよう指導したり

との、道徳教育が目指す方向の対極にあるものと言わなければならないと明記してある。

Ｑ（東京Ｙ） 以前懇談会で、鳥居泰彦会長が、自己

犠牲を教えろと言った。自己犠牲というこ

とは戦前と同じ。非常に危険な思想教育、

それは非常に不適切ではないか。

＜○教基法一条の実現が道徳の目的であるという建前は立派である。＞

→★追加質問・回答あり

３．オリンピック・パラリンピック教育に関する質問
（１） オリンピック憲章は「国旗、国歌」ではなく、「選手団の旗、歌」と規定するところ、都教委が作成し

た『オリンピック・パラリンピック学習読本』では、「国旗・国歌」と書いているのは、誤りではないか。

また、「国旗・国歌」を強調するのは、オリンピックは国同士の争いではないとするオリンピック憲章の

精神に反するのではないか。

【回答】速水（スポーツ庁 オリンピック・パラリンピック課専門官）
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オリンピック競技大会に参加する国、地域のオリンピック委員会は、大会組織委員会の求めに応

じて、事前にその旗、歌を届け出る必要があり、国の場合は、国旗と国歌を登録し、一部地域から

参加する場合は、国旗国歌とは異なる旗と歌を登録している。学習読本の記載については、子供た

ちへのわかりやすさの観点から、現在の表記、国旗国歌としていると聞いている。

Ｑ（東京Ｚ） 先ほど、わかりやすさの観点からこう

書いたとの答えがあったが、私たちが聞い

ているのは、国旗国歌と書くのは誤りでは

ないかということ。生徒たちに、誤った認

識を与えるから聞いたわけで、国旗国歌と

書くことが正しいのか、誤りなのか、見解

を聞かせてほしい。

Ｑ（東京Ｙ） オリンピックについて、憲章がほかの

ものよりも優先すると思う。オリンピック

憲章には、国旗国歌ではなく、選手団の歌

とはっきり書かれている。おかしいんじゃ

ないか。

Ａ（速水） まず、オリンピック憲章において選手団

の旗歌と規定されているというご指摘は、

2003年版のオリンピック憲章には、確かに

そういった記載があったが、現時点の2015

年版のオリンピック憲章には、選手団の旗

歌という記載はない。いずれも、開会式、

閉会式、表彰式においても、「プロトコル

ガイドに忠実に従い催されるものとする」

という記載のみなので、現時点の憲章とは

記載が一致していないことはないと・・・

（「国旗国歌」じゃないでしょ）

Ａ（速水） 国旗国歌という記載も、オリンピック憲

章に記載はない。

（選手団の旗歌もないけど、国旗

国歌もない？）

Ａ（速水） はい。

（２） 同読本は、オリンピックの負の面を知らせない。このような一面的な取り上げ方は是正されるべきと

考える。

【回答】速水（スポーツ庁 オリンピック・パラリンピック課専門官）

都教委が作成した読本では、たとえば、札幌冬季大会での森林伐採からの再生の難しさというの

を取り上げ、環境問題を学ぶための題材としている。また、スポーツ庁が作成した教材では、ドー

ピング問題を取り上げ、薬物の危険性やフェアプレイの大切さを学ぶための題材としている。こう

した題材を活用しながら、多面的な教育に配慮しながら、オリンピック・パラリンピック教育を推

進して参りたいと考えている。

＜○オリンピックの政治利用をカモフラージュするため、憲章の精神をねじ曲げようとしている。＞

→★追加質問・回答あり

４．自衛隊と学校教育に関する質問
（１） 職場体験の名目で生徒の自衛隊隊内体験が多数行われている実態があり、自衛隊地方協力本部のＨＰ

に生徒の顔が識別できる写真が掲載されたり、中には生徒が武器に触ったり戦車に試乗したりしている写

真もある。このようなやり方は、生徒の個人情報の無断公開であり、かつ募集活動への不正使用にあたる

のではないか。また、戦争に子どもを誘導するようなやり方は「武力紛争にける子どもの保護」を規定し

た『子どもの権利条約３８条』に違反しているのではないか。学校を通して、このような形で自衛隊の勧

誘活動が行われていることについて、見解を問う。

【回答】迫 浩司（初等中等教育局 児童生徒課指導調査係専門職）

ホームページ掲載に係る個人情報の疑問について、一般論として、写真掲載の可否については、

当該団体と学校生徒の間で、適切に対処されているものと認識している。防衛省の方からも、各学

校の了承を得て掲載するようにしているとは聞いている。また職場体験活動については、職業の現

場において、多様な気づきや発見を経験させる、ということを目的にしている。自衛隊での職業体

験活動については、地域における多様な職業の一つとして、その現場における体験的な学習を通し

て、その役割や仕事の大変さ、やりがい等への職業への理解を促すとともに、勤労観、職業観等を

育む活動として、取り組まれていると考えている。

Ｑ（東京Ｎ） 子供たちの写真がホームページにたく

さん出ているいうことについて問い合わせ

たら、その場で生徒に写真撮ってもいいで

すか、と聞いていいですよと言われて写真

を撮った、それだけのことでそのまま、ホ

ームページに載せていると言う。今の回答

では、学校の了承を得ていれば、本人の家

族の親権者の了承を得なくてもいいという

ことか。

Ａ（迫） ホームページに掲載する際に、本人、保
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護者の了解が必要ではないか、ということ

については、当然必要である。私が中学校

のということで申し上げたことを、訂正さ

せていただく。中学校、保護者の了解が必

要である。

＜◎自衛隊地本ＨＰの個人情報管理のずさんさを認めた。＞

（２） 全国で、中学生へ自衛隊募集のダイレクトメールが送られている例が見られるのは、文科省・厚労省

連名の『新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始日等並びに文書募集開始時期等につ

いて』の「文書募集は行わないこと」に違反しているのではないか。違反行為に対しては、どのような指

導がなされているのか。

【回答】迫 浩司（初等中等教育局 児童生徒課指導調査係専門職）

中学校、高等学校の卒業者の就職に関しまして、毎年度、高校の校長会や、主要な経済団体、文

部科学省と厚生労働省、そちらで申し合わせを行った上で、新規中学校卒業者については、文書募

集を行わないよう、ということで、防衛省を含む関係各機関に対しても、要請を行っている。防衛

省においても、中学生については、直接本人に文書等で勧誘を行わないよう、周知徹底を図ってい

ると、お聞きをしている

Ｑ（東京Ｎ） 中学生のダイレクトメールについては

禁止されていると言うことだが、実態とし

て、これが送られている。その実態を調べ

ているか。

Ｑ（東京Ｍ） ここには触れられてないが、銃剣道が

今年の三月の指導要領に入ったことについ

て一言。僕は、体育の教員だったが、これ

についてはいろいろあるが時間がないの

で、文科省は最初原案に入れていなかった

ものが、パブリックコメントによって急遽

入った。これこそ行政が余計な配慮という

か、そこら辺の経過について。それから、

パブコメの数、公表していないが、何で公

表できないのか、以上。

＜◎中学生に対する文書による直接勧誘は「違法」であることが確認された。＞

→★追加質問・回答あり

Ⅳ．追加質問（9/4）と追加回答（9/27）

Ⅰ．「日の丸・君が代」強制関連の再質問
１．（全国の懲戒処分の状況）について （１）～（３）

（回答） 公表する内容については、全国的な状況を勘案して決定している。都道府県・指定都市別の内訳

を公表していない事項についての開示を求める場合は、行政文書開示請求の手続きに則っていただ

きたい。

６．（教育活動は価値中立的であるべき）について

（回答） 文部科学省としては、学校教育においては、学習指導要領等に基づく教育を実施することが必要

であると認識している。

７．（諸外国の学校教育における国旗国歌の強制状況）について （１）～（３）

（回答） 文部科学省としては、「学習指導要領解説等で、諸外国において当たり前のように行われている

から、国際化社会においてはわが国もそれに倣わなければならない」という説明はしていない。

８．（自由権規約審査第６回最終見解の広報周知）についてもっと具体的に

（回答） 【資料】平成２７年度文部科学白書（抜粋）

p170～ p171（体罰の禁止）、p172（人権教育の推進）
＜白書のコピーなので内容は省略＞

９．（国旗国歌への敬意の強制は自由権規約19条違反）について（生徒に対して） （１）～（３）

（回答） 学習指導要領においては、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚す

るとともに、国歌を斉唱するよう指導するもの」とされている。このことは、児童生徒の内心にま

で立ち入って強制しようとするものではなく、あくまでも教育指導上の課題として指導を進めてい

くことを示すものである。このため、国際人権規約等に反するものではないと認識している。仮に

指導に従わない児童生徒がいる場合には、あくまでも教育指導上の課題として受け止め、創意工夫

をしながら粘り強く指導を進めていくことが必要である。

９（国旗国歌への敬意の強制は自由権規約19条違反）について（教員に対して）

（回答）（１）裁判所の判断と自由権規約の解釈との関係については、文部科学省としてコメントする立場
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にない。

（２）条例の制定は、当該地方公共団体の権限と責任に属するものと認識しており、文部科学省と

してコメントする立場にない。

（３）当該意見について、文部科学省として、各教育委員会や学校へ周知する予定はない。

Ⅱ．大阪府・市の教育問題関連の質問」回答に対する再質問
１．（１）～（３）について、質疑応答の中で、次の質問に回答漏れがありましたので、改めて回答をお願いします。

（回答） 文部科学省から各教育委員会へどのような指導を行うかについては、個別の事案ごとに総合的に

判断するものであるため、一概にお答えできない。

１．（４）「人事行政状況調査」の目的と不適切事例への対応について

（回答） 本調査は、教職員の人事管理に資するため、①精神疾患による病気休職者数等、②教職員の懲戒

処分等、③指導が不適切な教員の認定及び措置等、④人事評価、⑤校長、副校長、教頭、主幹教諭、指

導教諭の登用状況、⑥教員出身ではない者の校長等の登用状況、⑦教職員の再任用状況、⑧教育職員の

育児休業及び介護休暇の取得状況を調査している。調査結果を踏まえ可各都道府県・指定都市教育委員

会へ指導通知を発出しているほか、会議や研修会の機会において、調査結果に係る留意事項について指

導・助言を行っている。なお、懲戒処分に関する基準や規定については、任命権者がその権限と責任に

おいて定めるべきものであると考えている。

２．（５）再任用選考における就職差別不合格事例について

（回答） 個別の職員の再任用の選考については、地方公務員制度に基づき、任命権者がその権限と責任に

おいて行うものである。

２．（５）再任用選考に用いられた意向確認書について

（回答） 御質問の意向確認書を見る限り、個人の思想信条を確認することではなく、上司の職務命令に従

うことを確認することが目的の書面と考えられる。地方公務員法第３２条により、上司の職務命令

に従うことは義務である。なお、卒業式等において、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し、国歌を

斉唱することを求める職務命令について、「思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反

するとはいえないと解するのが相当」と判示されている。

３．（６）大阪府教育庁の『教育勅語』の塚本幼稚園での使われ方についての見解と貴省からの指示との関係

（回答） 問い合わせについての記録は残っていないが、文部科学省では、以下のように考えている。教育

に関する勅語を教育において用いることが憲法や教育基本法等に違反するか否かについては、まず

は、学校の設置者や所轄庁において、教育を受ける者の心身の発達等の個別具体的な状況に即して、

国民主権等の憲法の基本理念や教育基本法の定める教育の目的等に反しないような適切な配慮がな

されているか等の様々な事情を総合的に考慮して判断されるべきものであるが、教育に関する勅語

を、これが教育における唯一の根本として位置付けられていた戦前の教育において用いられていた

ような形で、教育に用いることは不適切であると考えている。

５．特別支援学校における「合理的配慮」」と卒・入学式での「国歌斉唱」の関係について

（回答） 一般的に教員は、地方公務員法第32条により上司である校長の職務命令に従う義務がある。教員

が児童生徒に対し合理的配慮として行う具体的な対応についても、学校においては校長の判断に従

うべきものと考える。

Ⅲ．教科書、新学習指導要領その他教育課題関連の質問」回答に対する再質問
１．（１）教科書採択における絞り込みや順位付けの禁止について

（回答） 教科書の採択は、採択権者である教育委員会等の判断と責任により行われるものであり、採択権

者の判断によって、調査研究の結果として何らかの評定を付し、その評定も参考にしながら教科書

の採択を行うことは、それ自体必ずしも不適切であるとは言えない。ただし、何らかの評定を付す

場合であっても、当該評定に採択権者が拘束されることは適切ではなく、採択権者の責任が不明確

になることがないよう、教育委員会等に対して指導を行っているところ。

１．（４）モラロジー研究所主催の講演会等をなぜ文科省が後援するのか

（回答） 後援名義の使用許可については、文部科学省名義等取扱要領に基づき「行事等が、教育、科学技

術・学術の振興に積極的に寄与すること。」「原則として、日本国内で行われるものであり、かつ、
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その規模が全国的であること。」「原則として継続して３回以上の開催実績があるものであること。」

「特定の宗教的又は政治的色彩の強い行事等を含まないこと。」等の要件をすべて満たしているも

のに許可している。公益財団法人モラロジー研究所主催の教育者研究会については、後援名義の使

用許可の要件をすべて満たしているため、主催者の申請に基づき後援名義の使用を許可している。

２．（２）「主体的・対話的で深い学びの実現」について

（回答） 答申では、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善について、「形式的に対話型を取り

入れた授業や特定の指導の型を目指した技術の改善にとどまるものではなく、子供たちそれぞれの

興味や関心を基に、一人一人の個性に応じた多様で質の高い学びを引き出すことを意図するもので

あると指摘されており、こうした指摘を踏まえ、新学習指導要領では「単元や題材など内容や時間

のまとまりを見通しながら、児童の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行うこ

と。」と規定したところ。

２．（３）目標の１つ「自国を愛し」は、評価の対象になるのではないか

（回答） ７月24日に「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会実行委員会」からの質問書に対して回

答したとおりであり、個人の内心を調べ評価するものではないところ。

２．（５）教科道徳と戦前の「修身」の違いについて

（回答） お尋ねの「戦前の「修身」の再現」が具体的に何を指しているのかが明らのかではないが、道徳

教育を含め、学校における教育活動は全て、教育基本法第１条に規定する「人格の完成を目指し、

平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」を

目的として行われるものである。今回の道徳の特別の教科化は、内容面について、いじめの問題へ

の対応の充実や、児童生徒の発達の段階を一層踏まえた体系的なものとする観点から改善を図りつ

つ、多様な指導方法の工夫を行い、答えが一つではない課題に子供たちが道徳的に向き合い、「考

え、議論する道徳」へと転換を図ろうとするものである。このため、道徳科の学習指導要領解説書

において「特定の価値観を押し付けたり、主体性をもたず言われるままに行動するよう指導したり

することは㍉道徳教育が目指す方向の対極にあるものと言わなければならない」と明記している。

こうした趣旨を実現するため、文部科学省では、学習指導要領の趣旨を踏まえた道徳教育が各学校

において適切に実施されるよう、学習指導要領改訂に関する全国説明会等で周知を図っているとこ

ろ。

３．（１）オリパラ教育についての再質問に対する回答

(1) 「国の場合は、国旗と国歌を登録し」と回答されたが、オリンピック憲章その他のどの規定に、「国の

場合は、国旗と国歌を登録」すると定められているのか、具体的に教えてください。

（回答） IOCによって決められていると、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織
委員会（以下、組織委員会という。）から聞いています。具体的な規定については非公表とのこと

で、スポーツ庁では保有していません。

(2) 都教委『オリパラ学習読本』について都教委から「聞い」た、①日時、②方法（電話？メール？その他？）、

③誰が言ったのか、名前と役職名、の３点を数えてください。

（回答） 改めて組織委員会に確認したところ、東京都教育庁の見解ではなく、組織委員会の担当者が判断

し、回答したとのことでした。それを踏まえ、組織委員会及び東京都教育庁に改めて確認したとこ

ろ、「オリンピック競技大会に参加する国・地域のオリンピック委員会は、大会組織委員会の求め

に応じて：事前にその旗、歌を届け出る必要があり、参加 NOC のほとんどが国を母体としている
ため、ほぼ NOC旗＝国旗、NOC歌＝国歌となっている。」との回答を得ました。

(3) 文科省が都教委に対して「『学習読本』における『（表彰式では）「国旗・国歌』という「『現在の表記』

の誤りは訂正が必要である」という指導をしないのは、なぜですか？

（回答） 組織委員会が公表している開催都市契約大会運営要件では、開・閉会式及び表彰式で使用する旗

・歌については、「国旗」、「国歌」とされており、スポーツ庁として表記が誤りであると認識して

いません。

４．（２）職場体験名目で行われた自衛隊隊内体験で、児童生徒の顔写真がネット上に公開されている件について

（回答） ①②ホームページ掲載に係る顔写真等の個人情報の取扱いについては、一般論としては、自衛隊

と学校・自治体及び生徒・保護者間で適切に対応いただくものと考えている。なお、顔写真等の個

人情報の取扱いについて不適切な実態があれば、防衛省・自衛隊において適切に対処いただくべき

ものと考えている。
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４．新中学校学習指導要領における「武道」のパブリックコメントを踏まえた修正について

（回答） １．現行の中学校学習指導要領では、保健体育における武道については、柔道、剣道及び相撲の

中から一つを選択して履修し、学校や地域ρ実態に応じて、なぎなたなどのその他の武道（注）に

ついても履修させることができるようになっています。このため、現時点で既に、柔道、剣道、相

撲、なぎなたのみならず、空手道、弓道、合気道、少林寺拳法、銃剣道を実施することは可能とな

っています。

（注）中学校学習指導要領を詳しく説明する「中学校学習指導要領解説」では、武道の種目の例と

して「柔道、剣道、弓道、相撲、空手道、合気道、少林寺拳法、なぎなた、銃剣道」が表記されて

います。

２．平成28年12月の次期学習指導要領に係る中央教育審議会答申において「グローバル化する社会の

中で、我が国固有の伝統と文化への理解を深める観点から、日本固有の武道の考え方に触れること

ができるよう、内容等について一層の改善を図る」と示されたことを踏まえ、次期中学校学習指導

要領（案）においては、学校や地域の実態に応じて種目が選択できるよう、中学校の授業における

実施状況の結果に基づき、「柔道、剣道、相撲、空手道、なぎなた、弓道、合気道、少林寺拳法」

を武道の種目の例として示しました。

３．その後、平成29年２月14目から３月15日まで実施したパブリックコメントにおいて、①競技人口

を考慮すべきである②銃剣道が国民体育大会の実施種目であることを考慮すべきである③現行の解

説において、銃剣道を含めた９種目が表記されている等の意見が提出されました。

４．これらの意見は武道の内容の弾力化を一層図るものであると考えられたことから、これらの意見

を踏まえ、本年３月31日に公示された新申学校学習指導要領では、従来通り、柔道、剣道及び相撲

の中から一つを選択して履修できるようにするとともに、武道の種目の例として記述した８種目に

銃剣道を加えました。

５．また、パブリックコメントの数を公表しないことについては、パブリックコメントは、寄せられ

た意見の数ではなく、寄せられた意見の内容を審議に生かすための仕組みであるため、個別の意見

の数の集計は行わないこととしています。
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賛同団体一覧 順不同53団体（2017.7.23現在）

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会 予防訴訟をひきつぐ会

「日の丸・君が代」強制反対・再雇用拒否撤回を求める第二次原告団

「君が代」強制解雇裁判をひきつぐ会 東京･教育の自由裁判をすすめる会

河原井さん･根津さんらの｢君が代｣解雇をさせない会 多摩島嶼地区教職員組合

「日の丸・君が代」強制に反対し子どもと教育を守る会 東京都障害児学校労働組合

東京都教職員組合八王子支部 言論・表現の自由を守る会

板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会 学校と地域を結ぶ板橋の会

河原井さんと味噌づくりと憲法学習会 わたげの会 東京都学校ユニオン

実教出版教科書・五輪読本問題に関し、違法、不当な東京都教育委員会を訴える会

「日の丸・君が代」の強制者を告訴・告発する会 本郷文化フォーラムワーカーズスクール

都教委包囲・首都圏ネットワーク ビラまき交流実行委員会 東京･山谷日雇労働組合

千葉高教組「日の丸･君が代」対策委員会 千葉高教組市川支部「ひょうたん島研究会」

千葉学校労働者合同組合 個人情報保護条例を活かす会（神奈川）

「日の丸・君が代」の強制に反対し、学校に「思想・良心の自由」を実現する会(神奈川)

「日の丸・君が代」の法制化と強制に反対する神奈川の会 学校事務職員労働組合神奈川

新潟「日の丸・君が代」被処分者を支える会 ひのきみ全国ネット・首都圏

「日の丸・君が代」強制反対・不起立処分を撤回させる大阪ネットワーク グループＺＡＺＡ（大阪）

再任用問題（野村支援）連絡会 支援学校の「君が代」不起立応援団 教職員なかまユニオン

奥野さんを支える叫ぶ石の会（大阪） 「君が代」処分反対・山田さんを支える髙槻市民の会

戦争と「日の丸･君が代」に反対する労働者連絡会豊中･北摂 大阪教育合同労働組合高校支部

「君が代」不起立処分撤回！松田さんとともに学校に民主主義を！ 梅原さんを支援する会

「日の丸・君が代」の強制と卒業式「不起立」処分撤回！松村さんを支える会 教育塔を考える会

「君が代」処分と闘う山田さんを支える会 池北「君が代」処分を撤回させる会

井前処分を撤回させる会 藤岡さんの処分撤回闘争を支える会 ひのきみ全国ネット

「日の丸･君が代」の強制に反対する阪神連絡会 スタンダードヴァキューム石油自主労働組合

新勤評制度はいらない！全国交流会 新勤評制度はいらない！全国交流会（大阪）

個人賛同一覧 公表可158人 公表不可18人 計176人（271口）（2017.7.23現在）

相田堯夫 青木茂雄 秋山良一 安達三子男 新井史子 荒畑勝 荒畑直子 飯島登茂子 飯塚弘子

石川美紀子 石川豊子 石田典行 石鍋誠 泉健二 市野瀬まち子 伊藤幸夫 今井秀郎 井前弘幸

岩野政樹 内山貴夫 榎本豊 大髙正二 大塚須美子 大友深雪 大和田幸嗣 岡田光司 奥園健児

奥野泰孝 尾崎すみえ 小野静男 笠松正俊 片岡洋子 加藤佳子 加藤千音 加藤和 金子恵子

金丸博 賀谷恵美子 萱場基 雁部平三 河原井純子 河原井シゲル 川崎寿江 岸田静枝 北阪英一

北村小夜 木村幸雄 木村葉子 清川久基 京極紀子 金宝藍 熊坂せい子 黒田伊彦 黒田静代

小池久夫 上月民夫 小島由紀 小西弘泰 小西美知子 小林英三 小林裕 小松健彦 近藤順一

近藤伸一 斎藤義子 斉藤康一 榊原千栄子 榊原合 榊原正明 坂口興昌 佐藤江都子 佐藤訓子

柴崎震理 芝沼充 嶋崎英治 志村洋子 下山房雄 白石真人 白倉和典 白瀬昭 周防和子 高木郁子

高木正 高橋一馬 高橋秀男 辰口滋 田子栄一 田中聡史 田中清咊 田中徹 谷口和憲 辻淑子

辻谷博子 辻本義信 坪川宏子 寺本勉 出口研介 土井武文 外山喜久男 永井栄俊 永井みどり

中川信明 中沢浩二 中島健二 中森圭子 根津公子 野沢真砂子 野村尚 花輪紅一郎 長谷川康夫

長谷川ユキ 林聰 林善紀 早島浩一 番場豊 深澤裕 福井祥 福島進 福島博子 福田法惠

藤島政彦 藤村紀子 古川佳子 星野信明 本田和代 本田都南夫 牧江寿子 増田俊道

増田南朝天皇博一 松井雅子 松下駿三 松田幹雄 松田隆三 松原信材 三角忠 水野彰

みつはしひさお 光本敏子 水戸紘雄 宮本博志 宮本良子 牟田口カオル 村山健一郎 森本孝子

森山薫 矢島浩志 山口一郎 山口洋子 山崎浩邦 山田明子 山田光一 山田昭次 山田肇 山本礼治

米山良江 和田年明 渡辺和幸 渡部秀清
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