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【３月５日】

衆・文部科学委員会 下村博文議員からの質問 大臣答弁、副大臣答弁

○下村委員

川端大臣にまずお聞きしたいと思うんですが、きのう、ある会合で森前総理にお会

いをしたとき、川端大臣に対して大変評価をされておられまして、東レの労組の委員

長をされていたんですか、そのときに、資本側あるいは地域を含めて、大変すばらし

いバランス感覚を持った労組委員長としての活躍をされておられたということをお聞

きしました。そういう川端大臣の経歴からすると、今回の北教組、同じ労働組合とは

いえ、雲泥の差というふうに多分思っておられるのではないかというふうに私は思う

わけでございます。

昨日、我が党の谷垣総裁が、汚れたＨ2Ｏと言いました。これは、鳩山、北教組、

小沢、この三つの政治と金の問題、これで汚れたＨ2Ｏというふうに言われたわけで

すが、この北教組の問題というのは、想像を超えるような大変な背景が中にあるので

はないかと我々は思っております。

そもそもこれは、直近では、三月一日に札幌地検が政治資金規正法違反容疑で長田

秀樹委員長代理など幹部ら三名を逮捕した。現在、北教組は委員長が空席になってお

りますから、この長田委員長代理は北教組の最高責任者な方です。事態は、北海道教

職員組合の最高責任者以下幹部が逮捕されるという重大な事態に発展をしておりま

す。

これは、民主党の小林千代美代議士の選挙における買収の選挙違反で逮捕されたこ

とに発して、さらに、主任手当という公金を原資とした裏金一千六百万円、これを小

林千代美陣営が選挙資金として受け取ったとされる事件でありまして、小林千代美議

員の連座制での議員辞職とのつながり、さらに、教職員団体としてあるまじき悪質な

事件であるというふうに思います。

川端大臣として、文科大臣という立場から、この北教組の政治資金規正法違反事件

について関係大臣としてどう責任を感じておられるか、まずお聞きします。

○川端国務大臣

まず初めに、森元総理のお話をしていただきまして恐縮でございます。そんなに言

うほどのことではないと思っておりますが、委員長じゃなくて、ローカルの支部長を

しておりました。

それはさておきまして、北海道教組をめぐっての、逮捕者を出した、あるいは、違

反事件を起こして略式を受けたことを含めて、教育にかかわる人たち及び団体が法令

違反及び法令違反の疑いを受けてこういう事態を起こしたことは極めて遺憾なことで

あるというふうに思っておりますし、あってはならないことが起こったという認識を

しております。

そういう中で、私の立場でこの北教組をどう思うかということのお問いかとも思い
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ますけれども、厳密に申し上げますと、文部科学大臣が責めを負っている教育行政、

そして、その方針に基づいて都道府県、地方の教育委員会とそれから学校設置者が実

務を行うという仕組みの中で、教職員団体がどうこうしたことに関しての直接の管理

監督をしている立場ではありません。

ただ、教育関係団体であるということは間違いないことでありますので、その所感

としては、容疑段階の中身に関してコメントする立場にありませんが、現実に逮捕者

を出していて、それは教育にかかわる団体であるということでは、極めて遺憾である

ということの所感でございます。

○下村委員

これは川端大臣が就任される前からでありますけれども、文部科学省としても、北

海道の教育については北教組の影響等で大変な問題が各地域で生じているという認識

を持って、北海道教育委員会次長、ナンバーツーですね、文科省から出向させている

んです。それだけ国としても北海道の教育問題については、国といいますか文部科学

省というふうに申し上げてもいいと思いますが、重大な関心を持って対応している。

ですから、今回のような事件が起きる前から文部科学省としてはそういう姿勢を持

って北海道の教育委員会に次長を送り込んでいるという姿勢を、ぜひ継続して、政権

交代になっても、これは、子供たちの立場からあるいは保護者の立場から看過できな

いことが多々あると思います。ですから、しっかりこれは対応していただきたいと思

います。

○川端国務大臣

御指摘のように、かねてからいろいろと、教育現場におけるあり方を適切にしっか

りやらなければならないという立場での議論があったことは承知をいたしております

し、今回こういう問題が起こったことで、きょうおられる馳理事さん、あるいは参議

院における義家委員からもいろいろな資料の提示もいただきました。そしていろいろ

と、報道だけでありますけれども、こういうことがあったのではないかという、教育

現場における政治の中立性が疑われかねないことが指摘をされました。

それを受けて、こういうことが報ぜられているが、あるいは、こういう資料にこう

いう記述があるがこれは事実なのかどうかを、しっかりと事実関係を個々具体のこと

を調査をして報告するようにということを求めております。逮捕者が出たときには、

報道を含めて多分その翌日だと思いますし、それから馳議員の分に関しては、正式に

黒塗りがなかった分までいただいたのが週末でございましたので、三月二日にその調

査を依頼をいたしました。

教育現場が公正、政治的中立をしっかり保って、いい教育ができるようにというこ

とは私の一番の願いでありますので、このことの思いにおいては政権交代をしたから

どうこう変わるものではなく、その精神を踏まえてしっかりと取り組んでまいりたい

と思っております。
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○下村委員

小林千代美議員ですが、大臣と同じ政党に所属されておられ、既に選挙違反で連座

。 、 、制が問われている さらに 北教組のこの裏金献金一千六百万問題等も出てきた中で

これはやはり政治家としての責任がさらに問われているのではないかと思うんです

ね。特に、北教組という教育に関係する組合絡みでもございますし、私は小林千代美

議員は即刻議員を辞職すべきであるというふうに思いますが、関係大臣としての見解

をお聞きしたいと思います。

○川端国務大臣

選挙に関して関係者が判決を受け、法の適用で言うたら、連座対象者がそういう事

態になったということは承知をしております。

また、今、北教組を中心とした逮捕者が出た部分でいろいろと報道されていること

に関しては、捜査中のことですので、その事実関係どうこうを私がコメントする立場

にありませんが、先生おっしゃるように、教育現場にかかわるそういう団体が起こし

てはならない事態を招いていることは極めて遺憾なことであると同時に、そういう団

体との選挙の関係でこういういろいろと逮捕者を出しているということは、極めて深

刻であると思います。

ただ、行政の立場に今いる者として、立法府で選ばれた議員の身分というのは極め

て重いものでございます。この身の処し方は、逆に、こういう非常に深刻な事態を招

いているということでの責任は非常に重く小林さんにはあるというふうに私は認識を

いたしておりますが、その身の処し方に関しては、選挙民に選ばれた議員という立場

は憲法上も法律上も極めて尊重されるものとして位置づけられているというふうに私

は承知しておりますので、その身分に関してコメントすることだけは控えたいという

ふうに思います。

○下村委員

同じ民主党に所属をされている先輩議員の立場としても、やはり、国会議員として

の倫理観あるいは政治的責任、これについては、特に北教組絡みですから、しっかり

と指導、アドバイスをしていただきたい。我々としては、即刻議員辞職を求めるもの

でございます。

先ほどお話にありましたが、馳議員と義家参議院議員が、この北教組問題、そして

この小林千代美議員にまつわる選挙違反問題等で北海道に調査に行きました。そのと

きに手に入れた資料の一部がお手元に配付されていると思いますが、一番最後の資料

でございます。

きのうの産経新聞に、北教組日高支部、ことしの卒業式、入学式、小中学校におけ

る国旗・国歌の適切な取り扱いをさせないため 「 日の丸君が代」強制に反対する、「「

とりくみについて」と題した“闘争マニュアル”を作成、支部内の学校に配布してい

たことが三日、分かった 」とありますが、原本はこれでございます。お手元に配付。
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しているのは新聞記事ですが、原本は、これは馳議員が実際に手に入れた、これだけ

の、十二ページにわたる大変細かな取り組みが書かれております。それを要約、まと

めたものとしてきのうのこの新聞記事に同じものが載っておりましたので、新聞記事

の方からちょっと指摘をさせていただきたいと思います。

これは「 日の丸君が代」強制に反対するとりくみについて」というマニュアルで「

すが 「掲揚・斉唱阻止に向けた綿密な指示とともに「学校から完全排除」を掲げて、

いる。教師の違法な選挙活動だけでなく、学習指導要領に定められた式典での国旗掲

揚や国歌斉唱への妨害も野放しに近い状態になっていることを示す内容になってい

る 」ということで、このマニュアルについている具体的なポイントがありますが、。

例えば四番目には 「掲揚や斉唱を通じて改悪学習指導要領の徹底につながる―とい、

う観点で共通理解を図るよう求めた 」というポイントがあります。。

「さらに、国旗や国歌は「天皇を中心とした国家主義的な日本人としての自覚をも

たらす役割」を持っており「文部科学省が天皇制のもと、侵略戦争・植民地支配の歴

史を隠蔽し、国際化の美名の下、ハイテク時代における日本人の海外進出拡大のため

「国際競争に勝ち抜く大国日本人の自覚」を求める人づくりを目指すもの」ととらえ

るよう求めている。そのうえで学校から完全排除する「戦い」を呼びかけている 」。

ということで、具体的にどう排除するかということが、項目的にこの十二ページ、詳

細にわたって書いてあるんですね。

私は驚きました。いまだにこんなことをマニュアルとしてやっているところがあっ

たんだということがそもそも驚きでございましたけれども、現物がここにありますか

ら、後でよろしかったらお見せいたしますけれども、これは文部科学省も敵になって

いますね。こういうことについてはしっかり指導する必要があるかと思いますが、こ

れについていかがお考えか、お聞きしたいと思います。

○川端国務大臣

私もその資料は、全部ではなくて一部提供いただきましたので、読ませていただき

ました。文部科学省は随分敵になっているなというふうに思いましたけれども、基本

的には、これがどういう資料、性格のものか、どういう位置づけのどういうものかと

いうのはよくわからないんですけれども、国旗・国歌は、当然ながら国旗・国歌法に

定められていると同時に、学習指導要領を含めて、子供たちにも、自国の国旗を尊重

しとうとぶと同時に他国のものにも敬意を払うようにということで、国歌は君が代が

歌えるように指導するとか、式典等々においての部分を利用して国旗・国歌を大事に

する態度を育てるとかいうことで指導しております。

そういう意味からいえば、この記述自体は私たちの考えとは全く違うということは

間違いがございません。今御指摘の部分は、いろいろ書いてあること自体は、文部科

学省が教育現場において行おうとしていることと相入れないものであることは事実だ

というふうに認識をしております。

この資料がどういう資料で、どういう立場でやっておるのかは知りませんが、少な
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くとも、このことが学校現場に実際に持ち込まれることがあってはいけないという立

場でしっかりと調査すると同時に、関係教育委員会とも連携しながら指導するように

してまいりたいと思っております。

○下村委員

先ほど御指摘を申し上げたように、この資料は北教組の日高支部がつくった資料で

すから、事前にお手元にもあるということですから、十二分に、入学式、卒業式、こ

の対応について、北海道の教育委員会等に働きかけながら、このようなことがなされ

、 。ないように 文部科学省としても十分に指導していただきたいというふうに思います

私はフィンランドに視察に行ったことがございまして、ここは世界で一番学力の高

い国である、どうして世界で一番の高い学力の国になったのかということで、これは

自民党調査団を組んで視察に行きました。そのときに印象に残っていることが幾つも

ありますが、一つは、フィンランドにおける組合問題はどうなのか。

フィンランドにおいては、もちろん教職員組合はある。しかし、あくまでもそれは

労働者としての条件の中での組合であって、教育においては中立性を保たなければな

らないし、また、極めて抑止的に対応することが必要だということで、イデオロギー

それから政治思想、こういうものは一切教育現場には持ち込まない、あるいは関与し

ない、そういうことをフィンランドの教育委員会というのはきちっとしているんです

ね。

だからこそ、フィンランドにおいて地方分権や学校現場における教育の移譲がなさ

れても、国民も信頼をしているし、また、この北教組のようなことが起こらないとい

うことを組合みずから自制している。それが世界で一番の学力になっている要因の一

つにもなっているのではないか、こんなふうに感じました。

鈴木副大臣は民主党の日本国教育基本法を作成したときにもかなり中心的なことを

されたというふうにお聞きしておりますけれども、民主党の日本国教育基本法、これ

も、地方分権、地方自治体に任せる、あるいは学校現場に移譲する、こういうものが

なされております。

しかし、この組合問題、こういうことがそのまま放置されていて、果たして現場に

任せることができるのかということについて私は疑問に思うわけでございますが、い

かがでしょうか。これは鈴木副大臣にお聞きします。

○鈴木副大臣

お答えを申し上げます。

法令に違反する実態が放置されているということが事実であれば、そのことはやは

りきちっとしていかなきゃいけないというふうに思います。ですから、制度論の問題

と、その制度あるいはルールをきちっと徹底する、その実行の問題だというふうに思

っております。



- 6 -

○下村委員

その法令がないんですね。これは、予算委員会で馳委員も、また、参議院で義家議

員も取り上げました。教育公務員特例法第十八条第二項、罰則規定がない。教育公務

員は国家公務員のような罰則規定を当時設けなかった。それは、教員だから、それだ

けの識見もあるし、また社会常識、バランスもあるし、自分たちの労働条件等、現場

において混乱させる、あるいは子供たちや父母の皆さんに迷惑をかける、こういうこ

とはしないだろう、極めて自重されるだろうということで罰則規定を設けなかった。

これは昭和二十九年ですけれども、北海道だけではありません、それが結果的に今の

ようなこういう日教組の問題に来ているのではないか。ですから、第二項の中で罰則

規定をきちっと設けて、そしてそういう心配がないようになさるべきではないか。

これは鳩山総理も、これを受けて、ぜひ文科大臣に検討を指示する、こういうふう

に予算委員会で言明をされておりますが、文科大臣としてどのように対応をこれから

お考えか、お聞きしたいと思います。

○川端国務大臣

御指摘のように、教育公務員の政治的行為の制限は教育公務員特例法の第十八条第

一項で禁止をされておりますけれども、御指摘のように、第二条で罰則規定を設けな

いということで、いわゆる公務員法と違う扱いになっております。当然ながら、第一

項は当然生きているわけですから、いわゆる俗に言う、この条項に違反をした者は行

政処分の対象にはなりますが、刑事罰がかからないという位置づけに今なっておりま

す。

そういう中で、私もこの経過をもう一度おさらいをしてみたんですが、委員御指摘

のように、昭和二十九年の教育公務員特例法改正の際に、当初の政府原案では、教育

公務員が政治的行為の制限に違反した場合、国家公務員と同様の罰則が適用されるも

のとされていた、当初の案は。しかしながら、国会審議の過程の中で、参議院におい

て、教育界で起こったことは、できるだけ教育界の内部、教育行政の手によってこれ

を匡正すべき等の理由から議員修正が行われて、現行の規定になったというふうに承

知をしております。

そして、昭和二十九年ですからもう随分昔の話でございますが、その後、いろいろ

なタイミングでいろいろとこの条項をどうするかという議論があり、やはり同じよう

にするべきだ、いや、そうすべきでないという議論があって、現在まで動きはあった

ときもありましたが、改正が行われていないで現在に至ったというのが現状であると

いうふうに思います。

今回、北教組におけるいろいろな逮捕者まで出した事件において、教育現場の中立

性が著しく損なわれているではないかという国民的不安と疑念が起こっていることは

。 、 、 、事実でございます そういう意味で 先ほど申し上げましたように 私たちとしては

実際に、いわゆるこの教育公務員特例法第十八条の第一項に違反する事態ではないか

という指摘があるのを踏まえて、北海道教育委員会及び札幌市教育委員会において、
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事実関係としてこの法令違反があるのかどうか徹底的に調べなさいということを今指

示をしております。

そういうことを踏まえて、もしあれば処分をしていくということを北海道教育委員

会がやっていくことになろうというふうに思いますけれども、その中で、二度とこれ

からこういう事態を招かないというためにはどういう施策がとり得るのかの一つとし

てこの第十八条の第二項の議論があるんだと認識をしております。

国会の御議論の中で、総理からも、この教育公務員特例法の第十八条第二項につい

て検討の指示がそれを踏まえてありました。

つきましては、目的は、教員の政治的中立をいかに確保して、子供たちに安心した

教育ができるかということに尽きるわけでありますので、過去の経緯を検証する中で

検討を進めてまいりたいと思っております。

○下村委員

我が党も、この教育公務員特例法第十八条の第二項、これについては削除する、そ

れから第一項も 「当分の間 」を削除する、改正をするということで議員立法として、 、

近々に、さきの国会で廃案になりましたので、改めて今国会で提出をして、そしてぜ

ひ議論をしていただきたいと思いますが、今御答弁されたように、鳩山総理はこのこ

とについて相当踏み込んでお答えになって、そして今大臣からお答えいただいたよう

に、検討していくということでございますから、政府としてもぜひ同時に取り組んで

いただきたいと思いますが、いつぐらいまでに検討状況について結論を出す予定か、

お聞きしたいと思います。

○川端国務大臣

現在、昭和二十九年の改正の際の状況とそのときの論点を、整理を進めることから

着手をいたしました。

つきましては、いつまでに検討するか、何をするかということを今の段階ではお答

えすることはちょっとまだできない状況でございます。

○下村委員

川端大臣、最初に御指摘を申し上げましたが、川端大臣も組合活動をされておられ

たということですが、北教組とは全然違うことだったと思うんです。この北教組の問

題等、それは事実関係を確認すると言っても、逮捕者も出ているし、連日の報道もさ

れているし、だれが見ても事実は事実としてもう明らかなんですよ。

それで、この十八条の問題はそんなに難しいことじゃないんです。政府の方も、責

任を持って教育における中立性を保つ、そして子供たちが安心して学校教育が受けら

れるというために、これはペナルティーを科すということと言っても、別にすぐそれ

で先生がどうのこうのという問題じゃないわけですから、ルールをつくるということ

ですから、そんなに難しい話じゃないんじゃないですか。やろうと思ったら今国会で
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すぐできることだというふうに思いますが、いかがですか。

○川端国務大臣

申し上げましたように、二十九年に政府案で当初なかったものが国会の議論で追加

をされた、そして、それ以降もいろいろな時期に改正の動きがあり、前回は多分衆議

院の解散によって廃案になったのかなというふうに思いますけれども、それまでも、

、 、 。提出に至らなかった あるいは 至ったけれども廃案になったという経過があります

そういう意味で、いろいろな議論が幅広くあることは事実であります。

そういう中で、今御指摘にありましたけれども、私の立場でいえば、北海道の教育

委員会、札幌の教育委員会に問い合わせをしたというのは、いろいろ報道をされてい

ることを踏まえて、教育現場において教育公務員が法令違反をしている事実が確認で

きるのかどうかということを調べろということをお願いをしております。

そういう意味では、今、逮捕者が出たあるいは捜査がされたということは、教育公

務員の直接の当事者では今ございませんで、団体でありますので、そういうことも踏

まえながら、先生おっしゃるように、教育現場の教育の中立性を確保してさらに向上

させるために、現実にどういうことが起こっていて、何をするのが一番効果があるの

かというのを検討していくのにスタートをしたということで御理解をいただきたいと

思います。

○下村委員

文科大臣としての責任を全然感じていない答弁ですね。これは大臣、コメントが北

教組と同じですよ。北教組は一日夜、コメントを発表した 「逮捕容疑のような事実。

は一切なく、不当な組織弾圧と言わざるを得ない 「このような不当逮捕に対して、」、

。 、嫌疑を晴らすべく組織一丸となってたたかっていくこととする 今後もこれまで同様

不当弾圧にひるむことなく、憲法を守り民主教育を確立する運動を引き続き推進す

る 、こういうコメントなんですね。」

ところが、日教組はどういうふうにこのことについてコメントしているか。日教組

は同日 「捜査段階とはいえ、逮捕されたことにより結果的に子どもや社会に不信感、

を抱かせることにつながり、深くおわび申し上げます 、こういう談話を日教組でさ」

え出しているんですよ。日教組の方が、はるかにこれに対して丁寧に国民に対して対

応しているじゃないですか。大臣の今の話は日教組以下の話ですよ。

○川端国務大臣

誤解があるようでありますので、申し上げます。

こういう教育関係団体が逮捕者を出したことは、教育にかかわるという意味で極め

て遺憾なことであるとは再三申し上げてまいりました。そして、教育の政治的中立が

しっかり守られるようにこれからもやっていかなければならないとも申し上げまし

た。
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そういう中で、別に彼らが不当な弾圧で云々ということに同調していることではさ

らさらございません。逮捕されたことは極めて遺憾なことであるし、そういうことが

あってはならないことであるという認識でございます。これに不当弾圧で闘うという

こととは全く立場が違うということは御理解をいただきたい。

それと同時に、この教育公務員特例法というのは、まさに教育公務員の、教員の問

題でありますので、この件に関してと、それから、馳委員や先ほどの委員のいろいろ

な指摘の中で、教育現場において教育公務員特例法に違反している事例があるのであ

ればゆゆしきことである、ただ、まだ事実が確認をできていないから、このことを早

急に、こういうことがある、こういうことがあるということをしっかり調べて報告し

てくださいということをお願いしているのであって、真っ正面から、起こってはいけ

ないことが起こっているのではないか、もし起こっていたらそれは許しがたいことで

あるということを踏まえて対応していることだけはぜひとも御理解をいただきたいと

思います。

○下村委員

私が言っているのは、大臣の答弁よりは日教組のコメントの方がはるかに国民に対

して誠実である、こういうことを申し上げているわけです。このことは、引き続き同

僚委員がこの北教組問題を取り上げますので、時間の関係で、本題の高校無償化法案

について入っていきたいというふうに思います。


