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委員会を開会いたします︒

○委員長︵水落敏栄君︶ ただいまから文教科学
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させていただきたいと思います︒

した︒今日は︑その点も少しだけ触れながら質問

大臣には決算委員会で御質問をさせていただきま

いるのでしっかりと取り組んでいきたいというふ

研究者︑技術者︑防災対応人材育成が挙げられて

した地震火山観測研究計画で観測網の充実︑若手

うな︑文科省の方からの答弁をいただいていたん

いうことで報道等もなされておりましたけれども︑

実は︑その質問をする際に私もいろいろ調べま

まず︑昨日︑御嶽山の噴火から一か月過ぎたと

去る二十日までに︑中野正志君及び西村まさみ

まず︑噴火で亡くなられた方やけがをされた方︑

したら︑日本には火山研究の専門家と言われる方

委員の異動について御報告いたします︒
さんが委員を辞任され︑その補欠としてアントニ

そして今なお行方不明で捜索も気象条件で打ち切

ですけれども︒

オ猪木君及び榛葉賀津也君が選任されました︒

が四十名しかいないということを聞いてびっくり

と言われる国ですけれども︑ヨーロッパの火山国

られ︑また再開するということでありますけれど

実は︑今年の三月︑内閣委員会で︑私︑内閣委

と言われるイタリアでは六百人の専門家がいると
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教育︑文化︑スポーツ︑学術及び科学技術に関

員会に所属していたんですが︑兵庫の方にＥ︱デ

いうふうにそのときに知りまして︑余りにも日本

したんですね︒日本は︑御承知のように百十もの

する調査のため︑本日の委員会に︑理事会協議の

ィフェンスという防災科研︑これは文科省所管だ

の火山研究あるいは観測体制といったものが不十

も︑こういった方々に心からお見舞いを申し上げ

とおり︑内閣府大臣官房審議官兵谷芳康君外九名

と思いますけれども︑そこの施設の視察を中心に

分ではないかということで︑そういう問題意識で

○委員長︵水落敏栄君︶ 政府参考人の出席要求

を政府参考人として出席を求め︑その説明を聴取

行ってきたんですけれども︑その訪問の際に︑す

質問をいたしたんですけれども︑先ほど紹介しま

活火山を持つ火山大国︑大国といいますか火山国

することに御異議ございませんか︒

ごく大きな施設で重要な研究がなされているんで

したように︑それはしっかりやっていくんだとい

たいと思います︒

︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺

すけれども︑そこで得られた知見が防災や減災に

に関する件についてお諮りいたします︒

○委員長︵水落敏栄君︶ 御異議ないと認め︑さ

うふうに御答弁がありました︒

噴火がありましたので︑特に今その問題意識も

本当に生かされているのかという疑問を少し持ち
ましたので︑そのことを中心に内閣委員会で質問

皆さん共有されていると思うんですけれども︑昨

よう決定いたします︒

したときに火山の観測︑研究についても質問をい
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○委員長︵水落敏栄君︶ 教育︑文化︑スポーツ︑

が︑九州大学の地震火山観測研究センターのセン

日の新聞でも︑昨日新聞で報道されていたんです
まだ︑もちろん御嶽山の噴火の前だったんです

ター長がおっしゃっているんですが︑問題は観測

たしました︒
けれども︑そこで火山観測と研究のための人材育

結果をどう解釈して防災に役立てるのか︑人材育

学術及び科学技術に関する調査を議題とし︑質疑

成が重要ではないかということを質問いたしまし

成とセットで考えないといけないというふうに強

を行います︒
○神本美恵子君 おはようございます︒民主党・

たところ︑そのときには︑文科省としても︑昨年

調されております︒

質疑のある方は順次御発言願います︒
新緑風会の神本美恵子でございます︒

の十一月に文科省の科学技術・学術審議会で決定

文教委員会︑久しぶりなんですけれども︑下村
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究というのはマイナーでなかなか就職口がないと

に少ないのかと聞きましたところ︑やはり火山研

その内閣委員会の質問のときもどうしてこんな
ますが︑これによる御嶽山火山噴火に関する総合

科学研究費補助金︑これは特別研究促進費であり

文科省としては︑先日︑緊急的な措置として︑

あったんですけれども︑観測機器などの予算も含

を含めて対応していきたいというふうに御答弁が

が可能であるので︑こうした観測機器の増設とか

か︑空気が若干振動してくるとか︑いろんな予知

いなと思いますが︑今年度は五千六百万というふ

調査を進めることを決定したところでありまして︑

来年度︑二十七年度の概算要求においても︑火

うにそのときに御答弁いただいておりました︒来

いうことで︑せっかく研究してきても︑それが社

お聞きしたんですけれども︑文科省として︑現在︑

山観測施設の整備に係る経費︑約三億円の要求も

年度の概算要求ではこの点についてはどのように

めて︑十分な数の火山専門家の確保ということで︑

火山の︑これは時間が掛かると思いますが︑火山

しているところであります︒

なっているんでしょうか︒

今後とも関係機関と協力して火山研究の充実強化

研究に関わる研究者の人材育成についてどのよう

○神本美恵子君 御答弁いただきました︒昨日︑

○政府参考人︵兵谷芳康君︶ お答えいたします︒

会に出て生かされるような就職口がないというよ

な取組をなされているのか︑お答えをいただきた

ちょっと質問通告のときに聞いたら︑予算︑概算

内閣府では来年度予算の概算要求において︑従

昨年度予算が三千五百万だったのを︑これも少な

いと思います︒

要求はちょっと分からないというような答弁でし

来の予算に加えまして︑新たに大規模降灰時の影

に努めてまいりたいと思います︒

○国務大臣︵下村博文君︶ おはようございます︒

たが︑今大臣の方からしっかりと答弁していただ

響の検証や対応策の検討を始め︑火山災害対策の

うなこともなかなか増えない要因だというふうに

御指摘の火山観測研究につきましては︑科学技

いたんでよかったんですけれども︒

今回の御嶽山の噴火を踏まえ︑火山研究につい

であります︒

係機関等の研究について推進を図っているところ

噴火メカニズムや火山噴火予測等に関する大学関

して︑活動度が高い火山などを中心に全国の火山

いでいただいていますが︑監視の方も︑常時監視

ですが︑その答弁の中で︑これ内閣府にも今日お

前ですよね︑努力されているという前提だったん

大臣からも危機感は共有していると︑まだ噴火の

御質問したんですけれども︑当時の西村内閣府副

その内閣委員会で質問したときに︑内閣府にも

あそこは本当に︑ＪＡＸＡとかああいうふうな大

災科研というところに視察に行ったときに︑まあ

この防災も関係しておりまして︑つくばにある防

文科省の中で政務官をやらせていただいたときに︑

○神本美恵子君 私も︑一年間でしたけれども︑

るところでございます︒

術・学術審議会の建議による研究計画に基づきま

ては災害の軽減を図るための課題が多くあること

は四十七でありますけれども︑地震と違って火山

きな施設︑日の当たるところではないという印象

推進に係る経費として約一億百万円を要求してい

が改めて認識されたという中で︑専門家の検討会︑

は予知できますのでというふうな答弁があったん

ですから︑防災ということに関してせっかく研

それは引っかかっていたんですね︒

には来ないというふうな話も聞きまして︑ずっと

これは科学技術・学術審議会地震火山部会であり

今回︑その予知ができなかったといいますか︑

を持ったんですが︑政治家も役所もなかなかここ

き火山観測研究や人材育成の在り方等についての

西村副大臣の御答弁では︑山が膨らんできますの

ですね︒

年内の早い時期に取りまとめを行うということで

で︑その山の傾きがだんだん緩くなってきますと

ますが︑ここにおいて︑今後︑重点的に進めるべ

今進めていただいているところでもございます︒
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の後︑この前の御嶽山の噴火で︑私はやっぱり︑

というふうにお聞きしたやさきといいますか︑そ

を三月に指摘をしまして︑しっかり取り組みます

究をしているその知見が生かされない︑そのこと

貧困対策に関しては教育の力というのは非常に重

貧困の連鎖につながっていくということで︑この

うなことも含めて教育の格差につながり︑それが

はなくて︑教育の機会が奪われてしまうというよ

というのは︑必ずしも学力があるかないかだけで

○国務大臣︵下村博文君︶ 神本委員おっしゃる

くのか︑お答えをお願いしたいと思います︒

ういうふうに︑具体的にどういう取組になってい

ちょっと見えてこないんですけれども︑ここはど

しての学力保障がこれでどのように図られるのか︑

日も私は︑川崎市が公設民営として︑フリースク

そういった国民の生命︑安全を守るという観点か

それで︑この貧困対策の大綱の中の基本方針で

ール︑ここでは﹁フリースペースえん﹂という名

とおり︑教育における貧困によるハンディキャッ

り取り組むという答弁をいただきましたし︑国会

教育の支援というのが大きく取り出されておりま

前で運営しているところに視察に行ってまいりま

要になってくるのではないかということを私自身

で取り上げましたことについては︑今大臣からは

すが︑その中では︑学校を子供の貧困対策のプラ

したが︑百人を超える不登校の子供たちの四割ぐ

らの防災に関して︑文科省としても︑特にこの人

予算も要求を増やしているので取り組むという御

ットフォームと位置付けて総合的に対策を推進し

らいは貧困家庭に所属をする︑あるいは︑同じよ

プというのは深刻なものがあるということを︑昨

答弁いただきましたが︑言葉どおり取り組んでい

ていく︑教育費の負担軽減を図るというふうにさ

うに四割前後は何らかの障害を持っている子供で

は思っております︒

ただきたいということをお願いしておきたいと思

れておりまして︑具体的には大きく三点挙げられ

あるということで︑貧困ということが結果的には

材育成というのは時間が掛かりますので︑しっか

います︒

ているんですが︑その中に学校教育による学力保

不登校にもつながると︒その日の食べ物にもまま

次に︑貧困問題についてでございますけれども︑

障ということが取り上げられております︒

この間︑様々な研究者からも︑経済格差が教育格

からの取組が中心になるように思いますけれども︑

すが︑どうしても貧困対策というと福祉的な観点

いうことで︑議員立法で成立した法律でございま

子供たちの将来が閉ざされることがないようにと

これは︑言うまでもなく︑貧困の連鎖によって

綱が閣議決定をされております︒

づいて︑今年一月施行になっておりますので︑大

法でしたけれども︑子どもの貧困対策推進法に基

策大綱︑これは昨年六月に成立しました︑議員立

かれているんですけれども︑具体的に貧困対策と

的な改善サイクルを確立する︒
﹂というふうに書

点的な支援を行うことを通じ︑当該市町村の自律

が直接改善方策の専門的助言・体制の整備など重

学力や学校運営等に課題がある市町村に対し︑国

を充実し︑きめ細かな指導を推進する︒その際︑

補習などの取組を行うため︑教職員等の指導体制

障されるよう︑少人数の習熟度別指導や︑放課後

る地域に左右されず︑学校に通う子供の学力が保

あ大綱を読んだ感じでは︑
﹁家庭環境や住んでい

これ︑ちょっと読んでみたんですけれども︑ま

とによって︑夢や希望︑それにチャレンジできる

て一人一人︑その能力︑可能性を最大限伸ばすこ

のある全ての子供が質の高い教育を受けて︑そし

家庭の経済状況にかかわらず︑学ぶ意欲と能力

ます︒

なければならないということを改めて感じており

けでありますが︑これはもうしっかりと取組をし

いただいて︑政府として大綱を今年八月作ったわ

聞きまして︑国会で子どもの貧困対策法を通して

﹁フリースペースえん﹂へ来ているということを

ならないような︑そういう貧困家庭の子供がその

八月二十九日に閣議決定されました子供の貧困対

差につながっている︑その教育格差が︑教育格差
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支援の内容や方法等によって対象となる地域は

るというふうに思います︒

社会を実現すると︑これは丁寧な対応が必要であ

学校にちゃんとやりなさい︑自律的に改善しなさ

いかという思いを持っておりました︒その支援も︑

が︑私は市町村に対する支援としては適切ではな

的にやはりやるということを明確に打ち出した方

充実改善等への取組ということが出されておりま

れども︑今の貧困対策大綱においても夜間中学の

学議員連盟に一議員として参加をしておりますけ

からうかがっております︒私も︑超党派の夜間中

そのときの議事録を改めて読んでみますと︑私

様々ありますが︑学力や家庭の経済力等の課題が

ちなみに︑私も数年前︑横浜のある学校から︑

の問題意識としては︑二〇一〇年︑国勢調査が十

すし︑この夜間中学の現状について︑少し︑私自

よってのきめ細かな助言を行う︑また家庭環境な

児童養護施設を校区内に抱えていて︑もうとても

年ごとに大規模に行われるんですが︑その中にこ

いというふうにもちょっと読み取れましたので︑

どによる教育格差の解消を図るため︑その地域に

学校運営が今の定数の中ではやれないという校長

の義務教育未修了者についての調査が入っている

ある地域に対して︑地方公共団体の要望を踏まえ

おける教職員定数の改善も図る︑あるいは地域人

先生からの声を聞きまして︑この委員会で取り上

んですけれども︑その調査の在り方が︑これでは

身も過去︑二〇〇七年に義務教育未修了者と不就

材等のサポートスタッフの配置などの強化︑この

げて︑そうしましたら︑すぐ文科省から横浜市教

義務教育を未修了︑小学校は卒業したけれども中

そうではなくて︑国としてできる定数改善の支援

ようなことをすることによって︑学力向上や学校

委と連携を取って人を配置していただいて︑大変

学校は卒業できていないという方たちが把握でき

ながら重点的な支援が必要であると考えておりま

運営の改善についてバックアップをしてまいりた

学校運営がスムーズにいくようになったと︒児童

ないので︑改善をしてほしいということで︑総務

学者の数の把握について委員会で質問をしたこと

いと考えております︒

養護施設という︑親元で成長していない子供たち

省︑文科省両方に随分とやり取りをさせていただ

とか︑そういったものをしっかりと含めてやって

○神本美恵子君 今︑定数改善やサポートを強め

をたくさん受け入れている学校というようなとこ

いたんですが︑そのときの御答弁では︑できない

す︒その支援の内容としては︑例えば文部科学省

るというような御答弁で︑ちょっと安心したんで

ろはもう明らかに課題があるということは分かっ

という︑結果的にできないということだったんで

がございます︒

すが︑この貧困対策大綱に書かれているものを読

ておりますし︑そういった意味で︑是非︑貧困対

すが︒

いただきたいなというふうに思っております︒

みますと︑学力や学校運営等に課題がある市町村

策としてそういう重点化した取組をしていただき

の職員をそこの地方自治体に直接派遣することに

ということで漠然としているなと思ったんですね︒

りの中で︑大臣は︑総務省にしっかりと要請をし

今回︑衆議院のこの夜間中学についてのやり取

たいということをお願いしたいと思います︒
次に︑夜間中学についてお伺いをしたいと思い

私はもっとはっきりと︑今フリースクールの例を
出されましたけれども︑一人親家庭が多い地域と

これについては衆議院の方でも質問が何度かさ

うに要請したいというふうに御答弁されておりま

六年後の調査においてはしっかりやってもらうよ

て︑次の調査︑つまり二〇二〇年になるんですが︑

た児童養護施設を校区内に抱えている学校とか︑

れているようで︑下村大臣は力を入れてこの問題

すが︑総務省にどのような要請をされて︑今︑中

ます︒

そういう︑もう明らかに貧困が原因となって学力

に取り組んでいただいているというふうに御答弁

か生活保護を受けている家庭が多い地域とか︑ま

や学校運営に課題が生じていそうなところを重点
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ため項目を細分化することは困難であると︑そう

査を所管する総務省が︑デリケートな事柄である

〇〇七年に神本委員から御質問があった当時︑調

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘のように︑二

いしたいと思います︒

な調査検討がどのように行われているのか︑お伺

学校の卒業できていない人たちも把握できるよう

やっていただきたいなと思います︒

することはできないんだということをしっかりと

しっかりと保障することは︑初等中等教育を保障

義務教育未修了者の方々の基礎教育︑初等教育を

かなり強く文科省の方から︑それがないと︑この

務省は︒その状況は今も変わらないので︑これは

ことで︑確かにそういう答弁だったんですね︑総

○神本美恵子君 デリケートな問題だからという

非常に大事なことだと思っておりますが︑実際に

最低でも置きたいという私は大臣のそのお考えは

すけれども︑都道府県に一校ずつ︑少なくとも︑

るようにしたいというふうにおっしゃっておりま

学びたい方々にそのチャンス︑可能性を提供でき

道府県ごとに一つぐらいは設置することによって︑

大臣はこれまでの御答弁の中で︑少なくとも都

ャップがあります︒

いう認識があるということでございまして︑文科

ようしっかり検討する旨の答弁がなされたところ

て︑総務省の大臣政務官から︑期待に応えられる

月の二十一日の衆議院文部科学委員会におきまし

こうした中︑今御指摘がありましたが︑今年五

いるところでございます︒

検討課題とする旨の回答を総務省からいただいて

まして︑今年の二月段階で︑次回の調査に向けて

総務省に対して要望を行ってきたところでござい

育未修了者を調査項目に追加していただけるよう

予定されている次回の国勢調査に向けて︑義務教

いらっしゃる方々は千八百七十九人ということで

に夜間中学で学んでいらっしゃる︑公立で学んで

で分かっている未就学者は十二万八千人で︑実際

数は︑千八百七十九人なんですね︒この国勢調査

五市町村︑三十一校︒そこで学んでいる方々の総

学は︑公立夜間中学ですけれども︑八都府県二十

○神本美恵子君 約十二万八千人︒現在︑夜間中

は十二万八千百八十七人という数字でございます︒

とおり︑未就学者という形で調査をされている数

数字になりますけれども︑今おっしゃられました

○政府参考人︵小松親次郎君︶ 平成二十二年の

者は何人だったんでしょうか︒

未就学者︑義務教育未修了者ではなくて︑未就学

いう方々が︑なかなか夜間中学をつくったからと

けでも二万三千人を超える方々が未就学者︒こう

齢の方々が多いんですね︒八十五歳以上の方々だ

がありましたが︑詳細を見ますと︑やっぱり高年

十二万八千百八十七人未就学者がいるという報告

○国務大臣︵下村博文君︶ 先ほど小松局長から

います︒

いらっしゃるのかということをお伺いしたいと思

しゃるのか︑例えばどのような人を対象に考えて

中学の目的︑位置付け︑どのように考えていらっ

できていないけれども︑そのニーズと併せて夜間

をするというその目標と︑実態がしっかりと把握

いらっしゃる各都道府県に一校ずつ最低でも設置

ではないかと思いますので︑現在文科省が考えて

必要な数がとてもそれでは恐らく間に合わないの

であります︒これは︑総務省と文科省との間で事

すけれども︑先ほど言いましたように︑捕捉でき

いって通いましょうというふうにはならない部分

最近の国勢調査︑その二〇一〇年の国勢調査で︑

務的なやり取りもしている中での答弁でございま

ていない義務教育未修了者︑この未就学者十二万

もあるのではないかとは思いますが︑しかし︑御

省としては特段の取組はしてこなかったという経

して︑文科省として︑引き続き︑総務省の検討状

八千人よりも相当多い数いらっしゃるのではない

指摘のように︑十二万八千人も未就学者がいるに

緯がございました︒

況についてしっかりフォローしてまいりたいと考

かと想像されるんですけれども︑ここに大きなギ

他方︑今御指摘がありましたが︑二〇二〇年に

えております︒
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す︒

十九人ということで︑その差は非常にあるわけで

もかかわらず︑実際に夜間中学在籍者は千八百七
偏在しているといいますか︑そういう状況になっ

畿地区だけで大阪府を含めて十七校というふうに︑

を見ますと︑東京都に八校︑大阪府に十一校︑近

きするんですね︒

が望んでいることではないというような声もお聞

ということで終わってしまっては本当の自分たち

必要なところにニーズに合った設置が行われる

いますから日本語指導もなかなか十分にできない

ています︒これは非常に歴史的な背景を背負って

そういうものと︑都道府県に一か所という︑こ

とか︑様々な課題を抱えておりますので︑現状の

これは︑夜間中学そのものがまず少ないと︑八

れとの関係が私はどんなふうに考えたらいいのか

夜間中学のニーズ︑課題も踏まえて︑最低でも各

ように︑大臣の方から調査研究もなさるというこ

文科省としては︑夜間中学についての積極的な

なと︑分からないんですけれども︑ちょっと時間

県に一校という︑その目標は目標で私はいいと思

いると思うんですけれども︑それで自治体が設置

広報を展開するとともに︑その設置を促進をして

がもうありませんので次の質問と一緒にしたいん

うんですけれども︑取組をしていただきたいと思

都府県二十五市区内三十一校のみ︑受皿が少ない

いきたいと考えておりまして︑御指摘のように︑

ですけれども︑例えば横浜市は五校あったんです

いますので︑最後に大臣の方から御決意をお願い

とですので︑そこをしっかりと受け止めていただ

少なくとも四十七都道府県に一つは夜間中学を設

けれども︑そのうちの四校を廃止して一校に統合

します︒

をしている︒地域によって︑例えば中国から帰国

置をするための︑来年度︑二十七年度概算要求に

しているんですね︒横浜も日本一の大きい︑人口

○国務大臣︵下村博文君︶ それはおっしゃると

と︑その受皿をどうつくるかと︒それから︑そも

おいても︑そのためのこの夜間中学の設置に当た

を抱えた市でありますけれども︑この大きなとこ

おりであります︒

きながら︑現状の夜間中学校が抱えている様々な

っての課題︑その解決策等に関する調査研究とし

ろで五校あったものを一校にまとめてしまうとい

横浜については︑五校で生徒が十五人しかいな

した人とか︑在日の韓国・朝鮮籍の方々がたくさ

ての予算を計上したところでありまして︑是非こ

う︑まあ市の財政の状況もあるのかもしれないし︑

いと︑二つの学校では生徒がゼロということで︑

そもその夜間中学の存在が一般の方々に知られて

の予算が財務省が認めてくれれば︑その結果︑各

大臣がおっしゃったように広報不足ということも

一番多い学校でも八人しかいないということで︑

環境︑施設の問題もありますし︑外国語が話せな

都道府県においても夜間中学の取組について積極

あるかもしれませんけれども︑やはりニーズをし

これは再編統合せざるを得ないというふうに聞い

ん住んでいらっしゃるとか︑そういう地域的な状

的に加速度を付けて対応していただきたいと考え

っかりと把握して︑広報して︑そして新設するな

ております︒

いないということもあると思います︒それから︑

ております︒

ら新設するというような考え方をもう一方で持っ

御指摘のように︑文科省としては各都道府県に

いと︑ニューカマーの人たちも受け入れたりして

○神本美恵子君 しっかりと取り組んでいただき

ていただかないと︑今一生懸命やっている現状の

少なくとも一校は夜間中学が設置されるよう取り

況もあると思うんですね︒

たいと思いますが︑最低都道府県に一か所という

夜間中学校の人たちが一番心配しているのは︑各

組んでもらいたいと思いますが︑現在︑複数の夜

この未就学者御本人の希望もそれぞれ様々である

目標で︑ところが︑現在の夜間中学の設置状況を

県に一校ずつ設置を促していって設置されました

ということもあります︒

見ますと︑八都府県三十一校ですよね︒その内訳
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ますし︑できるだけ必要な方々が通学をしていた

いて︑そのメーンであります公設民営学校のこと

思いますけれども︑まず国家戦略特区の法案にお

それでは︑早速質問に入らせていただきたいと

一方︑行政事務の民間への委託については︑行

す︒

ある地方公共団体が管理することが原則でありま

公正中立に行う必要があるため︑学校の設置者で

立学校の管理は︑公権力の行使︑公の意思の形成

だけるような環境整備に努めていただきたいと思

について質問をさせていただきたいと思います︒

政事務の処理に当たっての公正さ及び判断の中立

ういう状況であっていただけたらということをま

いますし︑またそのようにフォローアップをして

たしか今日の朝︑本当は閣議決定ということだ

性を担保する措置や行政庁による監督体制を確保

間中学が設置されている都道府県におきましては︑

まいりたいと思います︒

ったようでありますけれども︑それが延期になっ

する措置等を講ずることを前提として可能とされ

に関わるものでありまして︑高い公共性を持って

○那谷屋正義君 民主党の那谷屋正義でございま

たというふうに聞いております︒そういう意味で

ておりまして︑既に地方自治法に基づく指定管理

ずお願いをしたいというふうに思います︒

す︒

は︑この話題については︑いわゆる序といいます

者制度などが設けられているところでもあります︒

これは設置数を減らす必要は全くないわけであり

九月の内閣改造以来といいますか︑内閣改造が

か初めという意味で︑少しきっかけということで

当にぎわしております︒

献金ですとか政治資金ですとかの活用の問題で相

ていますと︑本当に閣僚の︑いわゆる政務三役の

といいますのは︑今日というか最近の新聞を見

いまして︑よろしくお願いをしたいと思います︒

や子供たちの選択に基づいて就学する他の教育段

す︒特に︑義務教育は︑幼稚園や高校など保護者

いとなるべきではないかというふうに考えていま

は︑他の行政サービス分野とは大きく異なる取扱

校の枠組みがあるとはいえ︑包括的委任について

公教育というものを考えると︑幾ら公設民営学

正性を確保することができるというふうに考えて

としておりまして︑公立学校の管理の中立性︑公

針や入学等の処分の手続及び基準等を定めること

に加え︑条例により公設民営学校の管理の基本方

要件︑教育委員会の一定の関与等を規定すること

れらの点も勘案しながら︑管理を行わせる法人の

検討している公設民営学校の特例については︑こ

○神本美恵子君 終わります︒

されても引き続き下村大臣とこの委員会で議論が

お話をさせていただきたいと思います︒

特に︑今エボラ出血熱というのが大変国民の関

階とは大きく異なるほか︑子供たちが生きるため

おります︒

現在︑国家戦略特別区域法の改正により導入を

できることを大変うれしく思っておる次第でござ

心の的になっておりますけれども︑そういう中に

の基礎を培う場であることから︑より慎重に考え

要なことですので︑これを仮に行うということに

あって︑夜中の十二時に記者会見を開いて︑そし

公立学校の管理運営は公の意思に基づき実施さ

なればしっかりとそこは担保していかなきゃいけ

○那谷屋正義君 そうしたことというのは大変重
れるものであることとの整合性についてどのよう

ないということで︑私も注視をさせていただきた

るべきであるというふうに考えています︒

そういう中にあって︑文科大臣を始め政務三役

に担保されるのか︑まずお聞きをしたいと思いま

いというふうに思います︒

て自分の政治資金のことについて話をするなんと

はそういったことがないということで︑本当に真

す︒

いうとんでもない状況も起こっております︒

摯に教育論ができるということで大変うれしく思

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘のように︑公

次の観点からいきますけれども︑この公設民営

っておりますので︑どうかこれからも引き続きそ

-7-

文教科学
平成２６年１０月２８日

わゆる民営化するわけですよね︒そのときに︑例

学校というのは︑要するに今ある公立の学校をい
うとするものでございます︒つまり︑既存の公立

育を行うことを可能とするため制度的に対応しよ

そうだろうとは思いますけれども︑ですから︑そ

要であるというふうなことを言われたわけです︒

学校においてはやはり特別な力を持った教員が必

これは︑聞きようによっては︑今の任用形態あ

学校やあるいは私立学校では十分対応できない部

そもそも︑公設民営学校は︑私立学校とはその

るいは給与体系では今の公立学校の先生に優秀な

えば私学の存立の根幹である建学の精神という︑

わゆる費用が掛からない︒いわゆる初期投資費用

制度︑趣旨そして性格をそういう意味で異にする

人材を配置できないというふうな捉え方をされて

ういう中にあって︑そういう状況の中で︑今のい

というものがあるわけですけれども︑それについ

ということでありますので︑私立学校と同様のも

しまう可能性がある︒そうなると︑非常に現場で

分について︑予算的な部分︑あるいは人材的な部

て圧倒的なアドバンテージがあるということにな

のであるのに公費を投入することによって私立学

働いている方たちの士気に関わる問題であります

そういったものに基づいたときに︑私学というの

るわけであります︒仮にこの法律の目的が︑この

校に不利益となるというような御指摘は当たらな

ので︑ここのところを︑私はそうじゃないという

わゆる公立学校の教員の任用形態あるいは給与体

目的を達しようとしたときに︑それが十分に可能

いというふうに考えております︒

ふうに思いますけれども︑もう一度ちょっと誤解

分︑それを特例的に認めるということでございま

であるということは私学でもそれは可能であると

○那谷屋正義君 この点については︑また後日議

のないような答弁をいただけたらと思います︒

は土地︑建物︑そういったものは一から全部自分

いうふうに言えるというふうに思います︒

論させていただきたいと思いますけれども︑もう

○国務大臣︵下村博文君︶ 那谷屋委員のおっし

系ではとてもそれができないというような答弁を

そういう意味では︑私学との不平等といいます

既に今の私学の中においても︑例えば政府が二百

ゃるとおりでありまして︑現場の先生方を否定し

すので︑私立学校と同レベルでアンフェアな形に

か︑不公平というか︑そういう点について私は非

校の認定を目指している国際バカロレアというふ

ていることでは全くありません︒これは大学ガバ

で様々準備をするわけでありますけれども︑この

常に懸念しているんですけれども︑その点につい

うなことについても既にもう行っているところも

ナンス法案のときにも議論になりましたが︑我が

されたというふうに思います︒

てはいかがでしょうか︒

あるわけでありまして︑そういう意味では︑そこ

国の現状の公務員的な給与体系では︑特に世界の

なるということでない位置付けでございます︒

○国務大臣︵下村博文君︶ 公設民営学校は公立

とのバランスというものも︑やっぱり今後しっか

公設民営というのは︑その部分についてはもうい

学校であり︑その経費は学校教育法第五条に基づ

トップレベルの︑例えばノーベル賞級の方々を日

系では難しいということで年俸制を導入したりと

りと説明を果たしていかなければいけない部分だ
それともう一つ︑実は︑この問題については既

か︑それからガバナンス的な形でより柔軟な形が

き設置者である地方公共団体が負担するわけでご
れぞれの建学の精神に基づき多様で特色ある教育

に衆議院の文科委員会でも質問がされております︒

取れるようにしたわけであります︑それは大学の

本の大学に招致するというのは今のような給与体

を行うものである一方︑公設民営学校は︑国家戦

その委員の質問の中では︑質問を受けて大臣の答

話でありますが︒

ろうというふうに思っています︒

略特別区域法の趣旨に沿って各地方公共団体の方

弁として︑いわゆる今お話があったように︑この

ざいます︒私立学校におきましては︑各学校がそ

針に基づき公立学校として地方の実情に応じた教
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うことでありますから︑今公立学校で働いておら

ます︒そもそもそこまでする必要があるのかとい

いては︑これは難しい課題がたくさんあると思い

制度設計上も︑そこまで導入するということにつ

れはなかなか国民の理解も得られないと思います︒

ふうに思いますし︑いわゆる公教育の安定性︑継

うのは今後また議論をさせていただきたいという

ございました︒それっていいのかどうなのかとい

方でも可能であるというふうな︑そういうお話が

○那谷屋正義君 今大臣の答弁から︑免許のない

り前のことであります︒

今努力されている方々が当然いるというのは当た

登校の子供たちの問題︑高校生まで入れて十七万

それからもう一つは︑先ほど出ておりました不

あるのではないかという位置付けが一つあります︒

いる部分がある︑その象徴が大学入学試験として

子供たちの閉塞感の中︑非常に生きづらくなって

しなければ︑更に教育が画一︑均一化する中で︑

会の中で必要な能力を問うような大学入学試験に

公立の小中学校においては︑そういうことはこ

れる︑それから公立学校の教師を目指す方々には︑

を超える子供たちが不登校であると︒これは︑多

もちろん普通の小中学校に行ってもらえればそれ

続性というものを考えた部分についてもどうなの

今日は下村大臣と︑そもそも論で申し訳ないん

はいいわけですが︑そういうところに行けないと

国としては最高の高度な指導力を有する優秀な教

回の公設民営学校においては︑コンセプトが国家

ですが︑今更何だという話になるかもしれません

いう子供に対して無理やり行かせるということで

様な教育をすることによって全ての子供たちにチ

戦略特別区域ということでありまして︑これはグ

が︑今教育現場というのは本当に様々な課題が山

はなくて︑その場の中で︑よりその子に合った教

かなということについても︑また今後議論をさせ

ローバル人材の育成など特色ある教育を公立学校

積をしているところであります︒その解決のため

育ということをどう考えるかと︒これがフリース

員を是非配置をしたいと︑またそのための支援を

において実現できるため︑その特色に応じた能力

に大臣は最も必要なことというのはどんなことだ

クールをどう考えるかということの位置付けにな

ャンス︑可能性ということであれば︑できるだけ

や経験を有する人材を積極的に活用するという視

というふうにお考えになっていらっしゃいますか︒

りますが︑全ての子供たちにチャンス︑可能性︑

ていただきたいというふうに思います︒

点でございます︒

○国務大臣︵下村博文君︶ まず︑私が今回留任

これは障害児の子供たちもそうですが︑そういう

するというのは当然のことでありますが︑特に今

つまり︑今までの地方公務員法にとらわれない

になりまして是非やりたいと思っていることが二

○那谷屋正義君 いろいろあると思いますけれど

より柔軟な人事管理を可能とすると︒例えば︑教

今︑改革工程表を作って︑五十六項目︑これは

も︑私なりの解釈でいえば︑とにかく今︑子供た

多様な教育体系をつくる︑これが今後の課題だと

うな形で配置をするという場合に︑それなりのキ

教育︑文化︑スポーツ︑科学技術と幅広い分野で

ちがもう大変いろいろな悩みを持っている︒その

つありますので︑それをちょっと申し上げたいと

ャリアの方であればそれなりの優遇をしなければ︑

すが︑特に教育においては︑大学入学試験の抜本

悩みなりなんなりを︑問題をやっぱりしっかりと

員免許を持っていなくても︑国際的なそういう活

なかなか実際は絵に描いた餅で優秀な人が集まら

改革をしていく必要があると考えております︒暗

先生が聞いてあげられるような体制というのをつ

いうふうに考えております︒

ないということから衆議院でも申し上げたわけで

記︑記憶だけの一発勝負の十八歳でゴールが決ま

くるということはもう本当に欠かせない話だろう

思います︒

ありまして︑現場の先生についてはより高い教育

ってしまうような入学試験でいいのか︒本当に社

躍をしている方々を現場に入って特別免許状のよ

力を持つようなことを国としても支援しながら︑
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の毎日新聞に﹁学校と私﹂という欄でもって︑副

おいでいただいておりますが︑先日︑十月二十日

うどそれを︑軌を一にして︑今日は丹羽副大臣に

な教員という話がありましたけれども︑実はちょ

れども︑教員の多忙化︑世界一の多忙化と︑多忙

のときにも大変この委員会で話題になりましたけ

そうなったときに︑この間の︑前回の一般質疑

ごせるような教育環境をつくらなければならない︒

を痛感いたしました︒子供たちが学校で笑顔で過

るとは今なかなか言い難い状況にあるということ

の子供たちと向き合う時間が十分に確保されてい

思いがございまして︑授業の後の教員が一人一人

いろんなことが重なりまして非常に多忙を極めた

の準備とか︑さらには︑その期間中修学旅行とか

後︑書類整理︑そしてまた︑さらには翌日の授業

現場はもう大変だというふうに思います︒

機械的ではなくて︑前から比べても本当に今教育

考えておられるようでありまして︑私は︑やはり

毎回ですね︑毎回毎回︑我々とは真逆のことを今

財務省を呼んでいただきたいと思いますが︑毎回

○国務大臣︵下村博文君︶ 是非︑本委員会にも

いただけたらと思います︒

一度︑多忙化解消に向けた大臣の決意をお聞かせ

ただ︑今の副大臣の答弁を受けて︑大臣︑もう

いけれども送らせていただきます︒

大臣は母校で教育実習をされた︑そのときに教育

そのためにも︑教員が子供たちとしっかりと向き

た後︑クラブ活動や︑またクラブ活動が終わった

実習で感じたのは先生の多忙さだと︒もうまさに︑

合って信頼関係を築いていくことが重要でありま

というふうに思うんです︒

本当にそのとおりだというふうに思いますけれど
す︒

アウトソーシングという言い方は適切じゃないか

是非︑来年度概算要求は︑チーム学校の中で︑

も︑日本の先生は世界一多忙と言われています︒

○副大臣︵丹羽秀樹君︶ 現在︑本年六月に公表

と思います︒

れを応えていただけるのか︑お答えいただけたら

トがあるんですけれども︑具体的にどのようにこ

化に様々な検討を積極的に取り組んでいきたいと

情報化︑事務の共同実施の推進など︑教員の多忙

ざいます︒地域人材の学校教育への参画や校務の

改善計画を概算要求に盛り込んでおるところでご

文部科学省といたしましても︑新たな教員定数の

それは︑少人数学級をどうするとか習熟度別な学

も三十五人であればいいというわけではなくて︑

どう取り組むか︒それから︑きめ細やかな︑人数

方々に協力をしてもらう形で︑チーム学校として

分で多忙的な部分はできるだけそれぞれの専門の

子供と向き合う時間を大切にする︑それ以外の部

もしれませんが︑事務処理的な部分︑つまり︑学

されましたＯＥＣＤ国際教員指導環境調査︑通称

いうふうに考えております︒

級編制をどうするかというような相当きめ細かな

教員の多忙化には︑解消に向け︑現在︑教育再

ＴＡＬＩＳでは︑我が国の中学校の教員の一週間

○那谷屋正義君 あっという間に時間があと十分

対応を考えていかなければ︑とても今の子供たち

副文科大臣として︑教員の多忙解消には是非取り

当たりの勤務時間は約五十四時間と世界最長︑参

になりまして︒本当は教員の︑多忙化を極めてい

が健全な教育︑育成するのは不可能のようなもう

校の先生は︑一番大切なことは生徒と向き合う︑

加国の中で最長とされておりまして︑授業以外の

るから︑そこに拍車を掛けている教員の免許更新

限界的な状況があるのではないかと思っておりま

生における重要な課題と認識いたしております︒

諸活動に従事する時間が参加国平均よりも最も長

制についてこれから議論をさせていただきたいと

して︑そういう教職員の改善計画を着実に進めて

組みたいと思っていますという大変力強いコメン

くなっております︒

思ったんですが︑これをちょっと今日やっている

いくようにしっかり取り組んでまいりたいと思い

私自身もその教職員の教員課程の研修のときに︑

と時間がなくなりますので︑また次回に申し訳な

やはり母校で教育実習をした中で︑授業が終わっ
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ない発言もありましたけれども︑今の大臣の答弁

かったら副大臣を大臣にしようかというとんでも

○那谷屋正義君 今こちらから︑大臣の決意が弱

ます︒

念が十分に実現しているとは言えない状況にあり

しも十分できていないなど︑改正教育基本法の理

人一人の能力を社会の中で生かし切ることが必ず

れることが重要であります︒しかし︑今なお︑一

より良く生きられるようにするための教育が行わ

された文教予算関連の資料について︑財務省とし

すけれども︑ところが︑二十七日の財政審に提出

いうことが求められているというふうに思うんで

人の児童が向き合う時間をしっかりと確保すると

先ほどから申し上げているとおり︑教員と一人一

八千人を減らすことができるですとか︑小学校一

をいただいて本当に︑だから大臣と引き続きこう

このような状況を踏まえ︑現在の安倍内閣にお

年生は三十五人学級だけれども︑それを四十人学

ていろいろと新聞をにぎわしてくれました︒一万

おる次第でございまして︑上げたり下げたり大変

ける教育再生の目標として︑世界トップレベルの

級に戻すんだというような︑そんな記事がござい

ます︒

忙しいところでありますけれども︑申し訳ありま

学力と規範意識を育む教育の実現を掲げて取り組

ますけれども︑今の教育に対しての考え方を踏ま

いう教育議論をするのがうれしいというか喜んで

せん︒

んでいるところでありまして︑安倍内閣の最重要

福のためであると同時に︑未来を担う人材を形成

そういう大臣の所信的挨拶の中に教育再生の実

うふうに思いますが︑そのことにはほとんど触れ

するものであり︑子供たちが互いに育ち合い︑学

えて︑財務省として本当にそういう考え方なのか

行に移し︑世界トップレベルの学力と規範意識を

ずに︑いきなり世界トップレベルの学力と規範意

び合って︑学力︑能力︑人間性の向上を図ること

課題である教育再生の実現に向けて取り組んでい

備えた人材を育成しますと︑こういうふうに言わ

識というふうになっちゃうと︑仮にそこに到達し

ができる教育環境をつくることは日本の将来にと

行という部分がございまして︑その中で︑日本の

れて︑いわゆる下村文科大臣の体制の中で教育の

なかった子供が受けた教育というのは失敗だった

って極めて重要な課題であると認識しております︒

どうかということをこの場で答弁いただけたらと

目的がここにあるような感じがするんですけれど

のかというような︑まあこれもまたうがった見方

他方︑日本の厳しい財政状態の下で︑子供たち

きたいと考えております︒

も︑そういうことでよろしいんでしょうか︒

をするとそういうふうにも取れるわけでありまし

へのツケ回しを増やさないよう︑他の政策分野と

将来を担う子供たちは国の一番の宝です︑教育は

○国務大臣︵下村博文君︶ 教育の根本的目的は︑

て︑そうではなくて︑やはり︑よく歌の中にあり

同様に教育予算についても質の向上に努めていく

思います︒

改正教育基本法第一条にありますとおり︑人格の

ます︑ナンバーワンよりもオンリーワンだという

ことは何よりも重要であると考えます︒

○那谷屋正義君 前段︑教育基本法に書かれてい

完成と国家及び社会の形成者として必要な資質を

ふうなことが言われますけれども︑私たちはやっ

先ほど来︑教員の方々の多忙解消について御議

国の根幹を形作る最重要政策です︑ここまでは私

備えた心身共に健康な国民の育成であります︒そ

ぱりそのオンリーワンというものを目指してやっ

論されていらっしゃいましたが︑教職員定数につ

○大臣政務官︵竹谷とし子君︶ 教育は子供の幸

のためには︑個々人の潜在能力を最大限に引き出

ていく必要があるんだろうというふうに思います︒

いて申し上げれば︑少子化が進む中︑これまでの

る部分についてはもう全くそのとおりだろうとい

し︑互いに認め合い︑社会に貢献しながら自己実

そのオンリーワンを目指す中にあって︑やはり︑

も同意するんですが︑教育再生のための施策を実

現を図ることを通じて︑一人一人が人生を幸福に︑
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的財政支出はＯＥＣＤ平均を僅かですが上回って

りで約一・四倍に増加し︑在学者一人当たりの公

予算措置もあって︑平成元年以降︑児童一人当た

ら答弁を伺っておりました︒

にあるんじゃないかなというふうにお察ししなが

のは本意じゃないというか︑ちょっと違うところ

本来︑公明党の竹谷議員としてはきっとそういう

ね︒

かなという︑そんな気がしてしようがないんです

だから本当にそれで教育の本質を見ておられるの

を平均下回っているという実態もあると思います︒

の一方で︑年間授業時間は小中学校共にＯＥＣＤ

一であるというＴＡＬＩＳのアンケート調査結果

一方で︑日本の教育の方々の多忙︑これが世界

売上げが上がるという︑そんな単純なものじゃな

でみんながばあっと飛び付いて︑やっぱりそれで

こういうすばらしい商品ができたからということ

は私が言うまでもありませんけれども︑例えば︑

われますけれども︑教育的効果というのは︑これ

教育的効果がどうのこうのというふうによく言

昨日今日やったことがすぐ結果に出ていないじゃ

目で見なければならないものなのにもかかわらず︑

のをしっかり見ていく必要がある︒そういう長い

だん日本の子供たちがどうなっているのかという

改善を行ったなら定数改善をやって︑そしてだん

それでもってしっかりやっていく︒つまり︑定数

得られるものではないんだけれども︑やはり少し

ですから︑教育というのはそんな簡単に結果が

います︒義務教育費国庫負担金として教員給与に

また︑学力の低下︑いじめ︑不登校︑暴力行為と

くて︑いろんな要因がある︒

義務教育予算の約九割が充てられております︒

いった問題が指摘され続けており︑多様化する諸

うデータが出ています︒この欠席というものの一

例においては︑児童の欠席率が減少しているとい

省と︑さっき何かおっしゃいましたね︑真摯に向

そういう意味では︑文科大臣を始め︑是非財務

ないかとかという︑そういう論理︒今日の某新聞

員定数を増員させることが直接的な解決策となっ

つの要因にはいじめも入っています︒それから︑

き合うじゃなくて︑いろいろお話合いをするとい

例えば︑よく︑今回財務省が言っているのは︑

ているかどうか︑それが事務作業の合理化︑外部

今日お手元にお配りした資料にありますけれども︑

うふうな話がありましたけれども︑どうも聞いて

問題への解決のために︑教員の方々の負担感を軽

化︑スクールカウンセラーや退職教員の方々のボ

全国連合小学校長会のアンケートなんかでも︑小

いると話合いじゃなくて圧力を掛けてばかりいる

にも﹁教育の質より目先の財源？﹂というふうに

ランティア︑外部専門人材による支援等の他の施

学校一年生の三十五人学級の制度化について︑学

ように聞こえるので︑そういうことじゃなくて︑

いじめの問題が減らないじゃないかという言い方

策よりも有効と言えるのかどうか︑よく検証する

習意欲が向上した︑きめ細かい指導の充実など︑

しっかりと教育論を理解した上でどうするかとい

減し︑より子供と向き合う時間を確保するという

必要があると考えております︒

学習指導︑生徒指導両面にわたって大きな効果が

うことを判断してもらうということをお願いした

クエスチョンマークが付いている︑そういうニュ

いずれにしても︑義務教育予算の在り方につき

あったというふうな結果が示されているわけです︒

いと思いますし︑それに向けて︑大臣︑最後にこ

をしています︒しかし一方で︑例えば大阪府の事

ましては︑今後︑予算編成過程で文部科学省とよ

こういう文字には目を塞いじゃうんです︑財務

の財務省の様々な問題について︑いろいろある話

ことは重要であると考えますが︑そのために教職

く意思疎通を図りながら検討してまいりたいと存

省は︒それで︑自分たちの︑何というか︑財源を

についてしっかりと闘っていくんだという︑その

ースもあります︒

○那谷屋正義君 まあ︑財務省的な答弁としては

下げるための理由しか見付けようとしてこない︑

じます︒
今のような答弁なのかなというふうに思いますが︑
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ありまして︑竹谷政務官も公明党の議員でもある

那谷屋委員とは全く意見が同感︑共有する部分が

○国務大臣︵下村博文君︶ このことについては

決意を聞かせていただきたいと思います︒

れておられますので︑是非︑大臣の御所見なり︑

うにも伺っておりますし︑所信でも決意を述べら

いて大臣も大変思い入れを持たれているというふ

ども︑少し掘り下げながら︑また︑この問題につ

神本先生の方からもちょっと触れられましたけれ

うふうに思いますので︑よろしくお願いいたしま

ものが︑もし分かりやすく説明いただければとい

もう実証されているのかということを︑具体的な

例えばこれがデータ的にいろんな研究などで既に

状況が子供にどのような影響を与えているのか︑

庭の状況ですとかが子供の成長とか親の虐待等に

わけですから︑本心の部分では我々と相当︑実際

それで︑この子供の貧困という問題につきまし

与える影響につきまして︑様々な要因が関連する

す︒

しっかり見識を示していただきたいと思いますが︒

ては︑皆様御案内のとおり︑昨年の法律制定︑そ

と考えられまして一概に申し上げることはできな

また今後の取組の考え方についてお聞かせいただ

いずれにしても︑是非本委員会にも財務省を呼

して本年に入っての大綱がまとめられたというこ

いわけでございますけれども︑一般的には︑貧困

のところは意見が合う部分があるのではないかと

んでいただいて︑目先の財政的な議論で教育を判

とで︑これは︑文科省だけでなくて政府一丸とな

の状況にあるお子様については︑教育面等々様々

○政府参考人︵木下賢志君︶ 委員御指摘の︑家

断したらこの国は誤ります︒未来に対する先行投

ってこの問題については取り組んでいくという︑

な不利を背負い︑また社会的に孤立して必要な支

ければというふうに思います︒

資として教育をどう位置付けるかという国家観が

その決意だというふうに思います︒

私は臆測するんですけれども︑是非財務省の中で

今求められていると思うんですね︒財務省には是

援が受けられず一層困難な状況に置かれてしまう

きましてありがとうございます︒ちょっと基本的

厚生労働省といたしましては︑子供の将来が生

それで︑まず︑今日は厚労省さんに来ていただ

ていただきたいと思っていますし︑またそのよう

なところを是非また聞かせていただきたいんです

まれ育った環境によって左右されることがないよ

非︑国家観としての教育についてしっかり認識し
な議論を積極的に我々もしてまいりたいと思って

が︑まずは︑そもそも今なぜこの子供の貧困対策

う︑また貧困が世代を超えて連鎖することがない

ということが指摘をされております︒

います︒

が必要なのかという︑ちょっと総論的な話という

した観点から進めているところでございます︒

○那谷屋正義君 大臣から百点の答弁をいただい

例えば︑これは成人の場合の貧困でございます

○森本真治君 いろんな複合的な要因が関わって

よう︑必要な環境整備と教育の機会均等を図る子

主党・新緑風会の森本真治でございます︒会派三

けれども︑例えば生活保護受給者の自殺率が高い

きますので︑なかなかこれを分析するというのは

ふうになりますけれども︑これを厚労省さんの方

番バッターでございます︒引き続きよろしくお願

とか精神疾患を患っている方の割合が高いという

難しいかもしれませんけれども︑ただ︑やはりい

たところで︑私の質問を終わります︒

いいたします︒

ような︑これは実証的なというか︑そういうデー

ろいろ問題を解決していく上においては︑例えば

供の貧困対策が重要であると認識しており︑そう

文科委員会で初めての質問でございまして︑本

タが明らかになっているというふうに思います︒

ちょっと虐待の問題とかって今も触れられました︒

にお伺いしたいと思います︒

日通告をさせていただいておりますのは︑子供の

それで︑この子供の貧困について︑家庭の経済

○森本真治君 大変お疲れさまでございます︒民

貧困対策というこれ一項目でございます︒先ほど
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お互いに知恵を出し合っていければというふうに

は我々もしっかり研究もさせていただきますが︑

いというふうに思いますので︑その辺りについて

恵というものはやはり出していかなければならな

省︑また内閣府なども一体となってこの辺りの知

これは︑それこそ文科省だけじゃないし︑厚労

そういうものは必要になってくると思います︒

て取り組んでいこうと思えば︑より研究というか︑

うな関係があるかということを︑より戦略を立て

さらには︑子供の健康問題とかについてもどのよ

が我が国には更に拡大しているという現状がある

格差が更に広がっていくと︑こういう深刻な問題

すから︑負の連鎖が貧困によって更につながって

れから年収が子供の学力にも連動していると︒で

の中で最も高いというのは︑まさに親の学歴とそ

大学の︑行っている子供の家庭の親の年収が大学

六二％を超えております︒その中でも︑特に東京

で一千万を超える家庭の子供の大学進学率はもう

率というのは比例していて︑親の年収がトータル

わけでありまして︑親の収入と四年制大学の進学

○国務大臣︵下村博文君︶ 過分なエールをあり

ければというふうに思います︒

いんだというそのお考えがあればお聞かせいただ

今後やっぱり最優先でやっていかなければならな

国にとってのこの格差の問題についての御所見と︑

総理候補とも言われる文科大臣に︑是非︑我が

問題というのに取り組むべきだと私は思うんです︒

政府は何より最優先で国政課題の中でこの格差の

の是正は大きな課題だというふうに思いますし︑

にこれ成長戦略という観点にとっても︑この格差

我が国は︑残念ながら︑これから人口はもう減

がとうございます︒

是非︑文科省として︑家庭の経済状況にかかわ

っていかざるを得ない︑少子高齢化の中でですね︒

というふうに思います︒

それで︑大臣の方にも是非お伺いをしたいと思

らず︑学ぶ意欲と能力ある全ての子供が質の高い

思っております︒
うんですけれども︑学力格差などについてはいろ

性をどう上げるかということが経済成長において

そうすると︑国民一人当たりのＧＤＰ︑労働生産

ると考えておりまして︑それにしっかり取り組ん

は必要不可欠になってくると思います︒つまり︑

教育が受けられるよう︑そういうことが重要であ

ふうに思います︒先ほど来もいろいろお話︑ちょ

でまいりたいと思います︒

んな報告も出て︑研究なども出てきているという
っと大臣もされていますけれども︑学力格差の問

量的な面では経済成長はもうあり得ないと︒質を

上げるという意味では︑これは一人一人の持って

○森本真治君 ありがとうございます︒
子供の成長にとってもやはりこの格差の問題と

題以外にも︑例えば不登校であるとか高校の中退
率とかというようなこともよく言われていると思

を引き出すというのは︑つまり︑お金持ちの家庭

いる潜在能力をどう引き出していくようなチャン
それでもう一点︑ちょっと大臣に︑これは文科

の子供しかチャンスがないような国ではなくて︑

いうこと︑特に教育の観点でも非常に大きな問題

大臣というよりも一人の政治家という立場で是非

どんな家庭の子供であっても︑あるいはどういう

うんです︒この教育の観点での格差の問題という

○国務大臣︵下村博文君︶ 家庭の経済状況が子

お聞かせいただきたいと思うんですけれども︑子

ハンディキャップを持った子供であっても︑でき

ス︑可能性を与えていくと︒一人一人の潜在能力

供の成長に与える影響については︑例えば家庭所

供の成長はもとより︑我が国全体にとってもこの

るだけ教育環境をバックアップすることによって︑

だというふうにも思います︒

得や両親の学歴が児童生徒との学力と密接に関係

格差の問題というのは非常に大きなやはり課題だ

意欲とやる気があれば︑もちろんこれはオンリー

か︑この辺りについても大臣の方に是非ちょっと

がある︑それから親の年収が高いほど子供の四年

と思います︒今後︑我が国が成長していく︑まさ

御所見をいただければと思います︒

制大学への進学率が高い︒これは研究結果がある
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これから成熟国家日本が目指すべき方向は︑財政

さにつながってくるということでありますから︑

ックアップするということが結果的には国の豊か

豊かさにつながっていく︑一人一人の豊かさをバ

教育力によって︒それが結果的にその一人一人の

のことによって一人一人の付加価値を高めると︑

引き出す︑そういう教育でありますけれども︑そ

ワンという意味でのそれぞれの興味︑関心をどう

うふうに思っておりますので︑よろしくお願いし

には︑またいろいろと御教示もいただければとい

えてもいきたいなという思いもありまして︑大臣

中での成長というような視点でいろいろとまた考

げを図っていくというか︑我が国のですね︑その

とも思うわけです︒やはり︑しっかりとこの底上

考えることができるのではないかというようなこ

カルの視点での成長というものが︑やはりそれも

っていくんだというような︑ある意味相当重い今

この貧困対策の私は総合本部というか︑そこを担

は︑学校がまさに︑教育の観点だけではなくて︑

るということが示されたわけでございます︒これ

付ける︑総合的にこの問題について対策を推進す

学校を子供の貧困対策のプラットフォームに位置

ですけれども︑その中で︑先ほどもあったように︑

ということの今後の決意だというふうにも思うん

ね︒これは政府一丸となって取り組んでいくんだ

後役割というものを担っていくことになるんだと

ます︒
少人数学級の話は先ほど那谷屋先生の方からも

的にもそういう教育に対していかに投資するかど
うかと︒

いうふうに思います︒

ありましたので︑ちょっともう御答弁は求めよう

っていけるかということについては今後本当にい

つまり︑未来に対して可能性を提供するような

逆行する財務省の今の方針ということで︑今大臣

ろいろと慎重に考えていかなければならないとい

教員の負担の問題などが先ほども議論がありま

換していかなければこの国の未来はないというふ

からも御決意もございました︒この部分について

うふうにも思うんですが︑まず︑その役割を担っ

と思いませんが︑学力格差を縮小するその政策と

うに思っておりますし︑文部科学行政の中でそれ

は︑これは与野党関係なしというか︑むしろ野党

ていくということの覚悟というか決意ということ

政策をどうするかどうかが︑結果的に国の成長に

を是非これから︑教育再生実行会議で教育におけ

の方が大臣を応援するような立場に今後なるかも

を︑しっかりと持たれているというふうにも思う

すけれども︑さらにやはり︑じゃ現実問題として

る公財政支出等をしっかり議論していただく予定

しれませんけれども︑その是々非々というか︑や

んですけれども︑大臣に︑まずその辺りについて

して少人数学級の意義ということも大いにあろう

でありますが︑政府全体の︑安倍内閣の思いにな

はり考え方が合う部分についてはしっかりとまた

の御認識をお伺いしたいと思います︒

つながっていく︑経済的な成長にもつながってい

るように努力してまいりたいと思います︒

我々としても進めていきたいというふうにも思っ

○国務大臣︵下村博文君︶ なかなか地域の社会

学校現場なりがこの総合対策本部の拠点として担

○森本真治君 ありがとうございます︒

ておりますので︑是非とも大臣にはリーダーシッ

教育力︑それから家庭教育力が相対的に厳しい現

かと思っております︒そういう中でのその流れに

我が国の成長という観点でいったときに︑ちょ

プを発揮していただいて頑張っていただければと

くと︒そういう発想を是非︑財務省も百八十度転

っと私が安倍政権の印象を持つのは︑やはりグロ

より教育環境が悪化している状況があるのではな

状の中︑ある意味では子供たちが昔から比べると
先ほど神本先生の方からもちょっと触れられま

いかと思います︒そのために︑学校を子供の貧困

いうふうに思っております︒

を目指していこうと︒もちろん︑そういう考え方

したけれども︑今回の子供の貧困対策の大綱です

ーバルとか国際人材とか︑そういう観点での成長
もあろうかと思います︒ただ︑その一方で︑ロー
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いただきながら︑それからいろんな専門分野のス

な形で︑学校を核として地域の方々にも参加して

はそれは大変な話ですから︑これはチーム学校的

ように世界で一番忙しいですから︑更にというの

いうような︑そういうようなことは指導というか︑

をこうＳＯＳというか︑を見落とさないようにと

先生などに研修なんかもされて︑こういうところ

のをどのようにやられているのか︒何か︑例えば

実際に︑今現状として︑この実態把握というも

がら︑そうした別の専門性を持った方々と連携を

ていらっしゃる先生方などから情報提供を受けな

生やあるいは教育相談の担当の学校の中心になっ

に対応を要するような事案については︑担任の先

等の方々に入っていただきまして︑その中でも特

申し上げますれば︑スクールソーシャルワーカー

ところではスクールカウンセラーの方々︑それか

クールソーシャルワーカーとか︑そういう方々に

そういうのもされているのかどうか︑その実態把

してつかむというようなことが行われるようにな

れも素人感覚というか︑そういう中でも思うわけ

も参加してもらいながら特にその貧困問題につい

握の今の現状ですね︑について少しお話しいただ

っております︒

対策のプラットフォームとして位置付けて︑もち

てはしっかり対応していくような︑そういうもの
ければと思います︒

私どもといたしましては︑今のこうした新しい

らまた︑より総合プラットフォームに近いお話で

をしていかないと活力は生まれないと思いますし︑

○政府参考人︵小松親次郎君︶ 学校に通われる

形︑例えばスクールソーシャルワーカーの方々で

ですよ︒

是非しっかり取り組んでまいりたいと思います︒

児童生徒の皆さんの御家庭の状況︑これにつきま

ろん学校の先生も︑先ほどから議論がありました

○森本真治君 決意だけではなかなか︑実態をし

ございますと︑様々な関係機関との連携等も行わ

して立体的に御家庭の状況を把握していくという

しては︑今御指摘がありましたように︑まず第一
のは担任の先生方でございます︒今お話がござい

ことが広まっているという状況であって︑それを

っかりと把握する中で今後どう知恵を出していく
れども︑まずこの問題に取り組んでいくその前提

ましたように︑学級経営や︑それからそれぞれ個

しっかり広げていくということが大事だというふ

れるわけでございますが︑こうしたことも含めま

として︑しっかりと実態把握ということがやはり

人個人のお子さんと向き合うための様々なスキル︑

うに考えております︒

義的に中心になって学校として把握に努めている

大事になってくるわけでございます︒

保護者の方々とのコミュニケーション︑こういっ

かということにもなってこようかと思うんですけ

先ほど来のお話でもありますように︑じゃ本当

○森本真治君 ちょっと実態把握の︑ちょっと分

例えば︑今私の子供︑小学校ですけど︑うちの

たものについても様々な研修等が行われていると
しかし︑今御指摘ありましたように︑それだけ

息子が通っている小学校︑家庭訪問というのはな

に先生が的確に実態を把握することができるかど
の皆さんでもございますけれども︑かといって︑

で例えば膨大な家庭訪問ができるかとか︑あるい

いんですね︒昔は家庭訪問なんかというのをたく

かりづらかったんですけれども︒

今︑例えば︑じゃ本当に家庭の部分まで先生も踏

は御家庭のそれぞれの方針をきめ細かく見て接触

さんやられていたと思って︑そこで把握するよう

ころでございます︒

み込んでいくことがなかなか難しいような時代に

ができるかと︑これは担任の先生一人ではなかな

うか︒でも︑一番子供と向き合っているのは先生

もなってくるわけで︑ただ学校に来て授業を受け

な方法もあったというふうに思います︒スクール

ソーシャルワーカーさんなんかも︑積極的に子供

か難しいこともございます︒
そこで︑近年は︑お子さんと一人一人向き合う

ている子供だけを見て︑本当にその子供が貧困家
庭なのかというようなことも把握はなかなか︑こ
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いうことが︑これはかなりちょっと文科省という

すけれども︑ＳＯＳというか︑そこをつかむかと

だから︑事前にどのように︑繰り返しになりま

狭められている︒

遅いんですよね︒もうそのときに進路の選択肢が

るんだなという︑でも︑そのときになったらもう

り貧困の家庭というか︑そういう苦労もされてい

なことがあって初めて︑ああ︑この家庭はやっぱ

では私立の高校には通えないんですよというよう

ば中学生なら高校進学で︑そのときに実は私の家

例えば︑進路指導のときなんかになって︑例え

ちょっとよく分からない︒

できているのかですよね︑というようなところも

たちに入っていって状況を把握するということが

については様々行われておりまして︑これらにつ

して︑教育委員会︑それから全国的な研究集会等

方がスキルを磨くための︑校内研修から始まりま

す︒そういった中で︑お一人お一人の学校の先生

地域や御家庭︑学校の方針で現在様々でございま

たように︑例えば家庭訪問とかにつきましても︑

○政府参考人︵小松親次郎君︶ 今申し上げまし

いてもお伺いしたいと思います︒

ことがもしこの先のことであれば︑その辺りにつ

是非こういうことも検討していきたいんだという

思うので︑少しその辺りで今後の課題というか︑

手を打っていくということも必要になってくると

化をするという観点でいえば︑今後やはり更なる

りましたけれども︑さらに︑この大綱もできて強

この国会の中でも︑委員会の中でも言い続けるこ

れがやっぱり国民の声だと︑思いだということは︑

っかりこれはもう常に言い続けていることで︑こ

話にもなるわけでございますけれども︑やはりし

臣も是非財務省の方も呼んでくれというようなお

そして財政的な問題になってきて︑先ほど来︑大

なってくるんだというふうにも思います︒人的︑

充実ということがどうしてもやっぱり一番大きく

く中で︑先ほども言われましたけれども︑体制の

○森本真治君 やはりいろいろと取組を取ってい

の考えでございます︒

な学校の体制を進めていきたいというのが私ども

らを組み合わせてこの貧困対策に実が上がるよう

合う時間︑そういったものを確保していく︑これ

ともまた我々のこれは役目だというふうにも思い
それから︑あわせまして︑今それぞれの専門性

いてはしっかりこの貧困対策大綱を踏まえて進め

そのきめ細かさということをもっとやっぱり考え

の連携ができるような体制をつくりたいというふ

それと︑もう一点なんですけれども︑この問題

よりも︑それぞれのまた教育委員会とか細かいレ

ていかないと︑なかなか現場の方も︑私はプラッ

うに申し上げましたけれども︑先ほど来御議論に

とも関わってくるんですけれども︑やはり家庭教

ますから︑引き続き︑私もこの問題についてはし

トフォームとはいえども苦労は多いんじゃないか

出ております教職員の定数改善計画のようなもの

育の支援というような話も出てくる中で︑例えば︑

ていきたいということがまず一つございます︒

というふうに思います︒

を通じまして︑そうした体制が学校の中でより充

これには生活習慣の問題とかそういう話にもなっ

ベルの話になってくるかもしれませんけれども︑

ですので︑また現場なりそれぞれの自治体︑教

実するような配置を進めていきたいというふうに

てきて︑これまでも例えば﹁早寝早起き朝ごは

っかりとまたお訴えもさせていただきたいと思い

育委員会なりとの連携もしっかりと今後更に進め

考えております︒

も取り組んでいただきたいというふうに思います︒

クアップをしていくということを︑これは是非と

向上︑それからそのトータルとしての子供と向き

フト面と申しましょうか︑研修その他のスキルの

こうした点でも︑その体制の面と︑それからソ

最近の親御さんというか︑そういう方々への教育

たりもしますけれども︑やはり特によく言われる

ん﹂運動なんというのはもうずっと前からやられ

ます︒

ていって︑やはり文科省としてもしっかりとバッ

これまでもいろいろやっていますという話もあ
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て︑そこまで含めてやはり教育現場ではちょっと

というのはありますけれども︑子供だけではなく
育そのものが︑親が我が子の教育に対してほとん

う︑これは貧困家庭であったり︑あるいは家庭教

これだけ豊かな我が国にもかかわらず︑そうい

りと今後の未来のこの国を担う子供たちを社会全

れども︑いろんな親御さんも今いる中で︑しっか

いろ学校現場に行かれること多いと思うんですけ

本当に︑この家庭教育というか︑先生方もいろ

何かちょっと思い出したんですけれども︒

担っていかざるを得ないような状況にもなってき

ど無関心であると︑こういうことが子供の未来に

体で育てていくということが本当にやはり必要に

そういう家庭環境の子供が圧倒的に多いと︒

ているのかなというふうにも思うわけです︒

とっては大変なマイナスになっている部分がある

というか指導ということで言っていいのかどうか

やはり家庭教育の観点での保護者を含めた部分

なってくるなということを︑皆さん同じ認識だと

を合わせていかなければならないなということも

ということを親御さんもよく認識してもらう必要
そのために︑文科省として︑身近な地域におけ

申し上げさせていただければというふうに思って

についての現状認識というか︑その辺りは今後ど

る家庭教育に関する学習機会の提供︑あるいは地

おります︒

思います︑しっかりとこの辺りも今後みんなで力

ます︒

域人材を活用した家庭教育支援チームによる保護

がやっぱりあるというふうに思うんですね︒

○国務大臣︵下村博文君︶ 先ほどちょっとお話

者への相談対応や訪問型家庭教育支援などに更に

のように取り組んでいこうと思っていらっしゃる

ししたことなんですけれども︑昨日︑川崎市にあ

取り組んでいく必要があるというふうに思います︒

て少し触れさせていただきたいと思います︒

すけど︑それまでその多くの子供が︑親が冷蔵庫

をみんなで作って食べるということだそうなんで

昼が子供にとって唯一のもう食事であって︑それ

五十円も結構家庭的に大変な子が多いと︒そのお

だけは自己負担ということなんですが︑その二百

ただ︑お昼代だけ︑二百五十円なんですが︑それ

んですが︑ですから︑子供たちは無料なんですね︒

スクールに比べると財政的にはまだ恵まれている

民間委託をしているということで︑ほかのフリー

その中の一つとして︑ここは川崎市が公設民営で

いうことが大変多くて︑その徴収をどうするかと

ももちろんあるんですけれども︑悪意の未納者と

思い出しまして︑そのときも︑貧困家庭というの

納問題というのがいろいろあったことをちょっと

はっきり今記憶ないんですけれども︑給食費の未

おったときにも︑もう何年前になるか︑ちょっと

○森本真治君 私︑前職で広島の市会議員をして

く必要があると考えております︒

に対する家庭教育の支援をしっかり取り組んでい

様々な問題を抱えている家庭も含め︑全ての家庭

係機関との連携を強化しまして︑経済的困難など

ていただいて少し気になったのが︑これだけを見

ざいますけれども︑ちょっと私︑この中を読ませ

六月にこれは文科省の方で公表をされたわけでご

の自治体の方に調査をされて︑その結果が本年の

ような影響が出ているのかということをそれぞれ

それで︑今日配付させていただいたのは︑どの

られたというふうにも思っております︒

が出ないようにということで対策なども図ってこ

て︑文科省というか︑これは政府の方として影響

影響が出るのではないかということが危惧をされ

活扶助基準の見直しというのが行われて︑様々な

ていただいておりますけれども︑これは昨年︑生

この就学援助のことで︑今日は配付資料もさせ

にコンビニで買ってきたおにぎりを︑数日前のを

いうことを一生懸命広島市としても議論したのを

のかということもお伺いしたいというふうに思い

る﹁フリースペースえん﹂というところに行って

今後とも︑家庭と学校︑そして地域の多様な関

ちょっと残りの時間で︑就学援助のことについ

ショックを受けたことがたくさんあったんですが︑

出してきて︑それでチンして温めて食べるような︑
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が生じていない自治体は九六％︑直接的にはこの

ると︑この数字だけを見ると︑見直しに伴う影響
なこの影響に対する対策とは全く関係ないような

ように回答されていたりというのは︑これ直接的

も︑今後ともそこはちょっとフォローさせていた

めに前倒しで調査をさせていただきましたけれど

それで︑まずはこの調査結果についての︑私な

○委員長︵水落敏栄君︶ 簡潔におまとめくださ

だいて︑もちろん各自治体の自主性によって適切

ればならないんですが︑この九六％の方もしっか

んかはそのような疑問を持つんですけれども︑文

い︒

ことを回答されているというふうにも思うんです

りと検証していかないとこれで安心だというふう

科省としてはどのように受け止めているのかとい

○政府参考人︵小松親次郎君︶ よくよく意思疎

対応を行っていないというのが四％ということで︑

にはならないのじゃないかなというふうに思うわ

うことをちょっとお伺いできればと思います︒

通をしていただきたいと思います︒

に考えていただくというのが私どものお願いの仕

けですね︒

○政府参考人︵小松親次郎君︶ 各地方公共団体

○森本真治君 ありがとうございました︒

ね︒

これ︑この区分の仕方も︑事前にいろいろお伺

において︑国の体制を︑一応︑政策意図を体して

時間が来ましたのでもう終わりますけれども︑

もちろんこの四％の部分もしっかり見ていかなけ

いしても︑なかなかこれを素直に受け取れないん

努力してくださっているというのは︑全体の体制

本当にこれは︑来年度以降に向けても引き続き注

方でございますけれども⁝⁝

ではないかというような認識もちょっと持たれて

としては見えると思いますけれども︑今おっしゃ

思わなければいけないところ︑それからもう一つ

いるようにも感じたんですけれども︑この九六％

して認定するなど影響が出ないように対応してい

は︑ちょっと評価は様々なものがあるかもしれま

○松沢成文君 みんなの党の松沢成文でございま

視していかなければならない問題がちょっとあり

るというふうにありますけれども︑これは︑要は

せんが︑おっしゃられますとおり︑対応が︑それ

す︒

られましたように︑特に二点︑一つは︑きちっと

年度初めの部分がそのまま使っているというのは

ぞれの制度が影響を受けないようにというのが国

今日︑私は︑これまでこの委員会でも何度とな

の自治体の中でも︑多い千百十七自治体が回答し

当然であって︑要は来年度以降の方はこれはちょ

の考え方でございますが︑そのほかで代替してい

く取り上げてきて︑大臣も積極的に推進をしてい

ますので︑今後とも取り上げさせていただきたい

っと影響が出てくるんじゃないかというふうに思

るということで本当にできるのか︑今御指摘の点

ただいている高校日本史の必修化︑あるいは近現

その意思が伝わっているかどうかちょっと疑問に

うわけですよね︒

でございますが︑こういった点については少しき

代史の創設の問題について︑幾つか大臣の考え方

ている中で︑前年度の例えば生活保護基準を使用

そうすると︑ここはもう問題ないですよという

め細かく考えていただかなきゃいけないかなとい

を確認をしていきたいというふうに思っておりま

と思います︒

ふうに簡単には片付けられない話だなというふう

うふうに思っております︒

終わります︒

にも思いますし︑この四％の中でも︑例えば今後

大上段に構えるわけではありませんが︑例えば

すので︑よろしくお願いをいたします︒
来年以降どうなるかということがございます︒今

古代ではアリストテレスも︑中世ではモンテスキ

それと︑大きく申しましては︑もう一つの点は︑

んですけれども︑子どもの医療費助成制度による︑

回は政府の方針もございまして︑それを体するた

検討するというようなところがあったりとかある
二枚目ですけれども︑支援等を行っているという
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言葉を換えれば︑しっかりと国民が歴史︑伝統文

しっかり身に付けていることであると︒むしろ︑

民として大切なことは︑自国の歴史︑伝統文化を

るという名言を残しておられますね︒つまり︑国

知ることは自己のアイデンティティーの源泉であ

教授は︑歴史を学び︑歴史的に醸成された文化を

て私たちに説いております︒例えばハンチントン

歴史を学ぶことの重要性︑それぞれの言葉を使っ

書いてベストセラーになったハンチントン教授も︑

ューも︑あるいは近世ではあの﹁文明の衝突﹂を

ました︒

しかったです︒さすが下村大臣という感想を持ち

う旨の発言をされたわけですね︒私は本当にうれ

習指導要領にはきちっと改訂をしていきたいとい

の創設も含めて中教審に諮問をし︑そして次の学

大臣は︑高校日本史の必修化︑あるいは近現代史

け止めていただいて︑つい先般︑八月頃ですか︑

させていただいて︑大臣も大変それを前向きに受

会でも何度となく大臣に私の考えを訴えて質問を

そういうことも含めて︑これまでこの文教委員

要があると考えておりまして︑その一つとして︑

教審に諮問する︑その中身をきちっと精査する必

を︑何をどう変えていくかということについて中

ず文部科学省として︑高校における学習指導要領

材育成にはつながりませんので︒そうすると︑ま

領を変えなかったら新たな時代に対応する教育人

て︑入学試験だけ変えても高校以下の学習指導要

導要領全部を見直す必要があると考えておりまし

って︑当然︑高校以下︑特に高校における学習指

これは︑大学入学試験の抜本改革をするに当た

日本史の位置付けあるいは近現代史の位置付けも

だきましたけれども︑この中教審に対する諮問は︑

さあ︑そこで︑まず︑この高校日本史の必修化

としたらいつ頃諮問をして︑その答申をいつ頃受

高校日本史必修化をどう制度として組み込むかと

化を勉強していない国や民族や文明は滅んでいく

けて議論を進めていくのか︑その辺りについてお

いうことだけでなく︑近現代史という新しい科目

含めてトータル的に今検討しているところでござ

伺いしたいと思います︒

を創設するということも含めて諮問するというふ

を中教審に諮問をする︑これもうやられたんでし

しょうか︑文科省に通って高校の日本史は必修化

○国務大臣︵下村博文君︶ 松沢委員が神奈川県

うに認識してよろしいんでしょうか︒

んだというようにも言っているんですね︒それだ

すべきだと歴代の文科大臣に訴え続けてまいりま

の知事のとき︑日本史を神奈川県において必修に

といいますのは︑私も知事として高校日本史必

います︒

したが︑なかなか国の方は動いてくれませんでし

されたということは見識だというふうに思います︒

修化を神奈川県でやったわけなんですが︑そのち

ょうか︒秋頃って新聞には書いてあったんですが︑

た︒そこで︑神奈川県として全国で初めて高校日

国においては︑今︑高等学校における地理歴史科

ょっと反省の中から︑歴史というのを世界史と日

け︑過去の哲人の名言から察してみても︑歴史教

本史を必修化しようということで︑教育委員会と

の改善などを含む学習指導要領の全面改訂につい

本史というこういう分け方で︑日本の場合は中学

○松沢成文君 今大臣が最後におっしゃっていた

もかんかんがくがくの議論をしながら︑神奈川県

て︑近く中央教育審議会に諮問する予定でござい

校で日本史をやってくる︑高校生になったらより

もう諮問をされたのか︒あるいは︑されていない

では︑日本史Ａ︑Ｂと︑あと神奈川の郷土史︑神

ます︒答申の時期については︑中教審における議

広い視野で世界史を必修として勉強してもらう︑

育というのは大変重要であるというふうに私は認

奈川の近現代史という四つの中から必ず一つ必修

論の状況もございますが︑平成二十八年度中をめ

日本史は地理との選択だと︑こういう形になった

識をしております︒

として選んで日本史を勉強するという体制をつく

どにいただきたいと考えております︒

そういう中で︑私は何度も︑実は十年ほど前で

ってきたわけなんです︒
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高校では地理を取っちゃったんで日本史は取って

かなか近現代史まで勉強できなかった︒あるいは︑

結局江戸時代ぐらいで三学期終わってしまう︑な

まり︑中学校で縄文︑弥生からスタートをして︑

なんですが︑ここがなかなか学ばれていない︒つ

つくる過程で様々な努力をしてきた︑ここの部分

いのは︑日本が幕末︑明治維新以降︑近代国家を

ただ︑やはり一番若い人たちに学んでもらいた

見直す中で一つ一つの教科においても︑例えば国

えるに従って︑高校における学習指導要領全体を

し上げましたように︑大学入学試験を抜本的に変

めの動機付けとしての公共︑あるいは︑先ほど申

ありましたが︑もっと政治に直接関わっていくた

の中で︑前も松沢委員が提案をされていたことが

らは︑新たな教科として公共︑この民主主義社会

ところでございます︒また︑それ以外に︑与党か

新設にしたらどうかという提言もいただいている

きまして︑近現代に重点を置いた歴史基礎科目の

り歴史を縄文︑弥生の古代から勉強するんじゃな

崎正勝さんという方が書いた本なんですが︑つま

いう本があって︑これは中教審で委員を務めた宮

を読んだんですが︑﹁逆読 ニッポンの歴史﹂と

それに関連して︑実は︑最近ちょっと面白い本

す︒

いっていただきたいというふうに要望しておきま

という新しい科目を創設して若い人たちに教えて

関係の科目再編の中で︑私は︑是非とも近現代史

必要になってくるわけですよね︒そういう社会科

わけですね︒

いません︒恐らく︑私は︑今高校を卒業した子供

ゃないかといって︑この宮崎さんは非常に面白い

くて︑一番今︑現代に近い近現代から勉強して︑

についてもどの新科目がよりふさわしいかという

メリットを三つ挙げているんです︒第一に︑近現

語においても今までと同じ国語ではなくて︑アク

ことも併せて議論していきたいと思っております

代史に十分な時間を割くことができるようになる︑

たちで三分の一ぐらいの生徒は︑近現代史はほと

つくって︑そこに焦点を当てて︑近現代史という

ので︑具体的にまだ確定しているわけではありま

そうですね︒二つ目に︑歴史を単なる暗記科目で

なぜそうなったか︑江戸時代に入っていく︑なぜ

のは日本が国際社会に扉を開いて国際政治の中で

せんが︑今おっしゃったようなことも含めて︑こ

はなく︑思考科目にすることができる︑なるほど

ティブラーニングあるいはコミュニケーション能

近代日本をつくってきた過程ですから︑世界史と

れからの二十一世紀︑必要な子供たちに対する教

なと︒三つ目に︑子供たちに歴史への興味を持た

んど︑あるいは全く学ばないで卒業していってし

日本史が融合されているんですよね︒

育について取り組んでいきたいと思います︒

せることができる︒つまり︑縄文︑弥生とか古代

そうなったか︑戦国時代に入っていくと︑こうい

い人たちに歴史を学んでもらうということが必要

○松沢成文君 大臣おっしゃるように︑必修科目

とか︑私たちと生活様式も社会も全く違うところ

力︑それを高めるための国語教育はどうあるべき

だと思いますが︑そういう新科目をつくるという

をどんどん増やしていけば︑それだけ教室では負

を覚えさせるよりも︑もう私たちのおじいちゃん︑

まう︑こういう現状にあると思うんですね︒そう

設定も含めて中教審に諮問をするということでよ

担が掛かるわけですね︑先生にも生徒にも︒です

ひいおじいちゃんの代︑どんな苦労があったのか︑

う形で勉強した方がより歴史に興味を持てるんじ

ろしいんですか︒

から︑新しい必修科目を増やすとしたら︑必修科

こういう現代の社会に通じるところから過去を振

かというようなことを全部見直した中で︑新科目

○国務大臣︵下村博文君︶ 具体的な諮問内容に

目の入替えだとか︑あるいは二つあった科目を統

り返りながら歴史勉強を進めていく︑この方が︑

であれば︑やはりきちっと近現代史という科目を

ついては現在検討中でありますけれども︑例えば

合して必修科目にするとか︑こういう工夫も当然

やはり︑そういう科目をつくって︑きちっと若

日本学術会議の高校歴史教育に関する分科会にお

- 21 -

文教科学
平成２６年１０月２８日

ただ︑じゃ︑今の歴史教科書を後ろの方から教

と思います︒

習意欲を高めていくためには非常に重要なことだ

がりで出てきたのかということは︑子供たちが学

あるいはプラス面が︑その前の時代どういうつな

で今があるわけですから︑今の問題なり課題なり

会現象が現実問題として過去からの積み重ねの中

分がやっぱりありますね︒今︑目の前における社

○国務大臣︵下村博文君︶ それは共感できる部

でしょうか︒

かという提案なんですね︒

よりやっぱり充実した歴史学習になるんじゃない

子がどうのこうのと︑こういうのを覚えるんです

ムシゴだから六四五年かな︑中臣鎌足と中大兄皇

でやったんでしょうか︑例えば大化の改新虫五匹︑

なりがちなんですよ︒だから︑私も中学校ぐらい

すよね︑まあこれを覚えさせるという歴史教育に

も年号とその年に何が起きたか︑事件とか事象で

ころから始めるわけですね︒ですから︑どうして

ずっと教えていくと自分たちの社会とは程遠いと

○松沢成文君 その教科書なんですが︑古代から

ます︒

なか教科書的には課題があるのではないかと思い

教科書を現代から遡って教えるというのは︑なか

方でしたけれども︑今の日本のそのままの学校の

っていくということの創意工夫の中での授業の仕

いう教科書を作っていくことに対しては︑大臣︑

人物の生きざまを中心に歴史を教えていく︑そう

対する興味というのは湧かないと思うんですが︑

にしないと︑私はなかなか中学生辺りだと歴史に

そういう人たちの生きざまを教科書で教えるよう

その時代に生きて地域のために本当に貢献した︑

学者であったり商人であったり農民であったり︑

だとか軍人を言っているんじゃないんです︒もう

思うんですね︒その人物というのは︑何も政治家

えられたらもっともっと子供たちは興味を持つと

成し遂げたということを教えていく歴史授業に変

しながら社会の改革をしたのか︑いろんな偉業を

焦点を当てて︑そしてその時代にどういう苦労を

必要ですが︑その時代に生きた人物︑その人物に

先生から聞いたことがありますが︑イギリスの歴

ますけれども︑そういうことをされていることを

それ︑実は私もイギリスに行ったときだと思い

われると思います︒

いますから︑相当教科書編集力といいますか︑問

も恐らくちんぷんかんぷんでよく分からないと思

うな構成にしないと︑ただ後ろから学んでいって

かというと︑教科書の構成そのものを逆に学ぶよ

ストでやったと︑こういう歴史で終わっちゃうん

いうものは身に付かずに︑何か暗記させられてテ

漬け︑ほとんど歴史の面白さとか楽しさとかそう

どうしても年号や事象が出てくるので暗記︑一夜

私たちの今の現状とは違うので︑それでテストも︑

けですよ︒でも︑当時の社会というのはなかなか

都から政治の首都が移ったとか覚えさせられるわ

二年で︑初めての武家の政権が鎌倉にできて︑京

ね︒いい国つくった頼朝さん︑鎌倉幕府は一一九

な参考書よりもはるかに入学試験では有利になる

書と違うその教科書を自分で学ぶと︑それはどん

からわざわざ東京まで買いに行って︑学校の教科

では通用しないということで︑ある教科書を高崎

われている歴史の日本史の教科書は大学入学試験

すが︑その高校では伝説がありまして︑学校で使

高崎高校というところの田舎の高校の出身なんで

○国務大臣︵下村博文君︶ 私は︑高校は群馬の

どうお考えでしょう︒

こういう考え方に対して︑大臣はいかがお考え

えていって︑本当に今のような問題︑解決できる

史教科書というのは日本の歴史教科書の三倍ぐら

も︒

ですね︒まあ︑教科書の名前は言いませんけれど

というのがありまして︑事実そのとおりだったん
ですから︑私は︑今後︑歴史教科書を改訂して

ですね︒

れは結構︑先生が自由裁量でどこからどんな学び

いく場合に︑歴史の流れや事象を解説することも

いあるんですね︑相当分厚いものなんですね︒そ
方をしてもいい︑あるいは部分的に取りながらや
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ゃったことも絵に描いた餅になるというふうに思

ですから︑大学入学試験を変えないと今おっし

と︒

そもそもの大学入学試験を変えていく必要がある

いと︒つまり︑そんな教育が問題だということで︑

やっていたら大学入学試験では全く意味をなさな

そのとおりだと思いますけれども︑しかしそれを

強なんですね︒ですから︑今おっしゃったことも

きなきゃいけないんだとなったら︑これは歴史教

がみんな日本は悪いことをしたから謝りながら生

虐的な歴史ばかり教えていて︑何か日本の若い子

ったんです︒近現代史を創設しても︑そういう自

観に基づいた教科書が多いように思えてならなか

反省しながら生きなければいけないという自虐史

被害を与えた︑こんなに悪いことをした︑だから

て︑どうしても︑過去の大戦で日本は近隣諸国に

ただ︑私は今までの近現代史の教科書を見てき

スの取れた歴史観を教えていくということは当然

影と光︑バランスよく教えることによってバラン

もちろん︑光だけ全て書けということではなくて︑

受け止めると︑そういう部分も必要だと思います︒

祖先の歩みに対してですね︑素直にそれに対して

が日本に対して誇りやあるいは伝統に対する敬意︑

ぱりありますから︑学ぶことによって︑子供たち

歴史は影の部分だけではなくて光の部分もやっ

わけでございまして︑歴史においても我が国は自

いますので︑大学入学試験そのものが暗記︑記憶

育の私意味がないと思うんですね︒もっと歴史に

必要なことだと思います︒

非常に教科書を作るのには難しいです︒

中心の受験勉強を問うのではなくて︑まさにそう

光を当てて︑日本は確かにいろんな戦争もあった

○委員長︵水落敏栄君︶ 時間が過ぎております︒

しかし︑それはつまり大学入学試験のための勉

いう過去のいろんな歴史上の人物のそういうこと

けれども︑みんなで努力してこれだけの近代国家

○松沢成文君 どうもありがとうございました︒

虐史観的なやっぱり部分が多かったのではないか

を通じて︑どう一人一人の受験生が創造的でクリ

をつくってきたんだという部分に光を当てた教科

というふうに私も思っております︒

エーティブな︑歴史から何を学んだのかというよ

○アントニオ猪木君 危なくでかい声が出そうで

○松沢成文君 そのとおりだと思います︒その入

と思います︒

書も変えるというわけにはいかないのではないか

安倍政権の教育改革は︑片っ方でグローバル教育

りだと思います︒最近︑ニューヨークタイムズに︑

○国務大臣︵下村博文君︶ 全くおっしゃるとお

は︑大臣はいかがお考えでしょうか︒

が元気になりました︑どうぞやってくださいとい

員長にお断りをしたら︑震災時にも言って皆さん

言われました︒その翌日︑外交防衛委員会では委

言ったら︑委員長が心臓に悪いからやめてくれと

書にしていかなきゃいけないと思っているんです︒

試の件については︑ちょっと今日は時間がないの

をしながら片っ方で愛国教育をしているという批

うことを言われましたが︑今日は︑先ほどできる

うなことを︑例えば記述式とか︑あるいは別の形

で送りますけれども︒

判がありましたが︑これは全く当たらないという

だけ小さい声でというふうに︑喉がちょっとやら

した︒

最後に︑近現代史を学ぶとなったら︑これから

ふうに思っておりまして︑日本人としてのアイデ

れているものですから︑今日は声が出ないので︑

今後の近現代史の歴史教科書の在り方について

近現代史の教科書をまた作っていかなければいけ

ンティティー教育︑歴史や伝統や文化をきちっと

次回またやらせていただきますけれども︒

で入学試験そのものを工夫しないと︑高校の教科

ない︑そのために検定をしていかなければいけな

教えるということは︑これは右傾化とか国家主義

予算委員会のときに︑安倍総理に元気ですかと

いわけですね︒ただ︑近現代史というのは︑いわ

的な愛国教育とかそういうジャンルでは全くない

政界もいろいろ︑毎日︑新聞を見て︑テレビを

ゆる過去の大戦に絡む歴史認識の問題があって︑
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けど︑ラテン語だとアーベーセーと言うんです︒

と︒英語でアルファベットはＡＢＣと言うんです

一部でこの責任は︑任命責任があるんじゃないか

同時に辞任されて大変だなと思っているんですが︑

見ていると問題が絶えませんが︑先日は二大臣が

ったと思いますが︑非常にちょっと涙するような

友が結ぶデュッセルドルフという︑そんな校歌だ

イツの土地を結ぶ︑三番目が日本の友とドイツの

セルドルフというかな︑二番目が日本の土地とド

んですが︑日本の空とドイツの空をつなぐデュッ

ルフという︑この小学校は相当生徒もいたと思う

られるよう国として最大の支援を行うことが必要

なくとも義務教育段階では国内に近い教育が受け

海外に在住する日本人の子供たちに対して︑少

数約一万八千人が学習しております︒

授業を行っておりまして︑これが二百三校︑生徒

曜日に国語︑算数・数学を中心と行う授業︑補習

教員派遣や教材整備︑教科書の無償提供等により

安倍総理に責任があるのかなと︒まあ本当にふざ

そんな中で︑今︑日本人学校というのは︑この

まして︑日本人学校や補習授業等の学習環境の整

であると考えております︒そのため︑文科省では︑

が︑冗談とふんどしはまたにしろと怒られるかも

間お聞きしたら五十か国ぐらいあるというんです︑

備に努めているところであります︒残念ながら︑

感じがしました︒

しれませんので︑本題に入りたいと思います︒

海外に︒先日はパキスタンに︑小学校にも行って

最近︑日本人学校︑補習校に派遣する教員の数が

けたことを言うなと言う人もいるかもしれません

私も︑十四歳のときにブラジルに移民をするこ

きましたが︑本当に日本人の商社マンとか外務省

○アントニオ猪木君 今日はドーピングに関して︑

とになりまして︑一家を挙げてブラジルに着いて︑

あるということで︑本当にもうちょっと︑私もい

二〇二〇年のオリンピックも間近というか︑そう

減っている部分がありますが︑是非︑充実をさせ︑

私にとって︑特にいろんなところを︑プロレス

ろいろなところを歩いたときに視察をこれからし

いうことで︑大変ドーピング問題は︑選手たちが

の子供とかそういう方が行っている学校︒非常に︑

ラーであり国会議員でもあって︑世界中いろんな

ていこうかなと思っていますが︑途上国における

メダルを取った後に剥奪されてしまうとかいろい

翌日トラックで奥地に入って︑そしてすぐコーヒ

ところを回りました︒そうすると︑必ずその土地

学校教育が大変関心もありますので︑その辺の事

ろありますが︑やはり人間が強くなりたい︑記録

在外教育機関の支援を積極的に図ってまいりたい

でニュースになって︑日本人学校の校長先生︑先

情をちょっとお聞かせいただければと思います︒

を伸ばしたいというのは本能的なもので︑どうし

この辺はへき地というか︑いろんなところに行く

生が︑是非学校にも来てくださいと言う︒私も正

○国務大臣︵下村博文君︶ 海外に在住する日本

てもそこに依存してしまった場合はなかなか抜け

ー労働という︑全くさっきの教育を受ける環境に

直言うともう体がぼろぼろで︑肩は外れ︑膝はも

人の子供の数が増加傾向にある中で︑各国の日本

切れないというのが現状かなと思いますが︑その

と考えております︒

う打撲している︑でもそんな状況の中でも︑やは

人会などが中心となって現在八十八校の日本人学

辺のある意味でチェックですね︑これから非常に

と︑やはり子供たちが教育を受けられない場面が

りそういうさっき言ったブラジルの経験もあるも

校が設立されておりまして︑合計約二万一千人の

なく過ごした時期があります︒

のですから︑是非訪問しようということで朝一番

政府︑いろんな競技大会がありますが︑スポー

な技術もあると思いますが︒

日本が最先端というか︑そういういろんな医療的
また︑平日は︑現地の学校やインターナショナ

児童生徒が在籍をしております︒

その中で︑いろんな国も行きましたけど︑一つ

ルスクールに在籍する児童生徒を対象に︑主に土

で起きて行った経験があります︒
思い出に残っているのが︑ドイツのデュッセルド
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ー・トゥモロープログラムが今進められていると

ツ分野において国際貢献としてスポーツ・フォ
○アントニオ猪木君 今︑次に質問しようと思っ

ております︒

分かち合える歴史的な大会にしていきたいと考え

が国が世界からこの重要性をしっかり発信するこ

開催に向けて︑アンチドーピング先進国である我

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の

二〇二〇年東京大会に向けて世界全体にクリー

○アントニオ猪木君 さっきお聞きするのを忘れ

思います︒スポーツ・フォー・トゥモロープログ

ック・パラリンピック大会の東京招致に当たりま

ンなスポーツを普及していくことが重要であり︑

たんですが︑メキシコの日墨学院というのがある

とによって︑世界におけるクリーンなスポーツ環

して︑昨年九月のＩＯＣ総会において安倍総理が︑

我が国への各国からの期待が大きいのではないか

んですが︑田中角栄総理の時代に設立されたと思

たらお答えいただいたので︑ありがとうございま

スポーツを通じた我が国政府の国際貢献策である

と思います︒アンチドーピング分野における我が

います︒

ラム︑目的と具体的な内容をお聞かせください︒

スポーツ・フォー・トゥモローの実施を約束した

国の国際貢献についての政府の意気込みをお聞か

境の整備にしっかり貢献していきたいと考えてお

ところであります︒スポーツ・フォー・トゥモロ
せください︒

でしたか︑サリナスという大統領の招待をいただ

す︒

ーでは︑二〇二〇年までに百か国︑一千万人以上

○国務大臣︵下村博文君︶ 我が国は︑世界アン

きまして︑そのときにその子弟が日墨学院に通っ

○国務大臣︵下村博文君︶ 二〇二〇年オリンピ

を対象に︑あらゆる世代の人々にスポーツの価値

チ・ドーピング機構︑ＷＡＤＡというふうに言わ

ていて︑非常に︑現地の子供たちと日本人の子供

ります︒

とオリンピック・パラリンピックムーブメントを

れておりますが︑この創設された平成十一年度以

チドーピング推進体制の強化支援︑この三つの柱

さらに国際的な︑今御指摘がありましたが︑アン

期待されている人材の受入れとか養成を行うこと︑

援を行うこと︑また国際的なスポーツ界で活躍が

定支援など︑諸外国のスポーツ環境の整備への支

施設整備︑機材供与︑学校体育カリキュラムの策

具体的には︑スポーツ指導者の派遣︑スポーツ

ング違反を出していない︑これは先進諸国として

技大会におきまして︑我が国からは一人もドーピ

た︑これまでのオリンピック・パラリンピック競

頭に立って取り組んできたところであります︒ま

究促進事業等︑アンチドーピング環境の整備に先

ンチ・ドーピング規程の改定や人材育成事業︑研

アンチドーピング活動に積極的に参加し︑世界ア

来︑アジア地域における常任理事国として世界の

について︑どのような今状況か︑お知らせくださ

日本との関係も大事だと思いますので︑この学校

いうわけではありませんが︑特に中南米における

非常に︑どの国が大事でどの国がそうでないと

れたということで︒

興味を持っておりましたら︑先日安倍総理も行か

た外国学校の見本になるんじゃないかなと非常に

場も一緒で︑大変︑一つの学校関係︑さっき言っ

たちが一緒に教育を受けて︑グラウンドも︑運動

先日︑安倍総理も行かれ︑私もちょうど九四年

広げていくことを目指しております︒

で構成をされております︒

も多分我が国だけだというふうに思います︒

力を国内外に発信し︑オリンピック・パラリンピ

いること︑これは東京大会の招致においても高い

我が国のアスリートたちが高い倫理観を有して

院は︑ただいまお話ありましたように︑昭和四十

○政府参考人︵小松親次郎君︶ 日本メキシコ学

二〇二〇年東京大会を契機として︑スポーツの
ックムーブメントを広げることによりまして︑二

評価を受けたところであります︒今後︑二〇二〇

い︒

〇二〇年大会を世界中の多くの人々が夢と希望を
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日本の教育と同等の教育を行うことを基本として

いうところに特徴がございます︒日本コースでは

んへの教育を行うメキシココースを設けていると

日本コースと︑それから広くメキシコ人のお子さ

の日本のお子さんたちや日系人子弟を対象とする

を持っております︒

が設置主体となって昭和五十二年に開校した歴史

現地に日本メキシコ学院の法人をつくって︑そこ

とを踏まえまして︑両国の関係機関の協力の下に

両国首脳によってその開設が表明されたというこ

九年に田中角栄総理がメキシコを訪問された際に

ということを理解させる︑これが基本になってお

ころにより天皇が国事に関する行為を行っている

学校の社会科等において︑これは憲法の定めると

ましては︑学習指導要領に基づきまして小中高等

○政府参考人︵小松親次郎君︶ 学校教育におき

えでしょうか︒

るとは思いませんが︑その辺についてはどうお考

多分そういう誤字とかあるいは文章の間違いがあ

のようになっているかはちょっと知りませんが︑

ますけれども︑その辺について︑世界の憲法がど

があるんですが︑これはもう多分御存じだと思い

ですが︑この七条の四項に﹁総選挙﹂という言葉

総選挙の天皇陛下の国事行為というあれがあるん

うか︑経済含めていろんなものを見直しをする時

○アントニオ猪木君 ちょうど日本も過渡期とい

うことは大事ではないかというふうに考えます︒

が起きないように適切に注意して教えていくとい

少なくとも教育の世界ではそういったものが混乱

のを指すということはございますので︑この点は︑

だ︑法律によって同じ文言で対象が若干違ったも

を申し上げる立場にはございませんけれども︑た

につきまして︑ちょっと誤字かどうかということ

場といたしまして︑この公職選挙法︑憲法の関係

○政府参考人︵小松親次郎君︶ 文部科学省の立

えですか︒

○アントニオ猪木君 この誤字に対してどうお考

ざいます︒

この学院の現状でございますが︑メキシコ在留

おりますけれども︑日本とメキシコの文化理解と

ります︒それを受けてどのように教育をするかと
いうことはそれぞれの展開があるわけでございま

期に来ているのではないかなと思います︒

交流の重視︑それから英語とスペイン語学習の充
実といったような︑メキシコに存在する利点を生

す︒

質問はこれで終わります︒ありがとうございま
ては︑天皇陛下の主なお仕事として︑総選挙を行

○田村智子君 日本共産党の田村智子です︒

すが︑例えば小学校の社会科の教科書におきまし

文部科学省では︑同院の日本コースに教員を派

うことを国民に知らせることといったような記述

かした教育を積極的に行っております︒
遣しておりますほか︑教材整備や教科書の無償提

がございます︒

憲法か︑あるいはそのままで︑いろいろな憲法論

りはなかったんですが︑毎日︑やはり改憲か自主

○アントニオ猪木君 今日は憲法問題に入るつも

ります︒

ないように教えていくというような形で︑現実に

くございまして︑こうした点を体しながら誤りの

うふうに表現しているというような学説なども広

り新しく議員を選出するためのものを広くそうい

は︑憲法では議員の方々の任期満了又は解散によ

この点につきまして︑法律の解釈につきまして

私は︑文教施設などでアスベスト被害を根絶さ

︹委員長退席︑理事石井浩郎君着席︺

求めておられます︒

賠償とともに︑アスベスト被害の根絶を命懸けで

や中皮腫などの重篤な病気を抱えながら︑謝罪︑

判決を言い渡しました︒原告の皆さんは︑肺がん

めて国の対策の遅れが被害を広げたことを認める

今月九日︑泉南アスベスト訴訟で最高裁は︑初

供等を行っておりまして︑今後とも日本メキシコ

議がなされていますが︑一つ私がおかしいなと思

即した教育をするようにいたしているところでご

学院への支援に取り組んでまいりたいと思ってお

うことは︑憲法七条の四項というところですね︒
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様々な対策を行うことが必要だと考えています︒

せるためには︑これは教育行政が責任を持って
等も併用して暴露のおそれのない状態を維持しな

じさせないようにするため︑封じ込めや囲い込み

には︑教育環境の悪化や教育活動への支障等を生

科学省は認識をしておられますか︒

さえも認識や管理に瑕疵があるということを文部

そして飛散させてはならない吹き付けアスベスト

ストを使用する旨の記載がなかったことから︑十

学校でのアスベストの暴露をさせない︑発生させ

文科省としては︑学校施設者等の改修計画や要

分に調査せず︑アスベストの使用がないものとし

○政府参考人︵関靖直君︶ 今お話のございまし

その認識というのは︑飛散の危険性が著しく高い

望を踏まえまして︑アスベストの全廃に向け支援

て工事を進めたため︑吹き付けアスベストの小片

がら︑大規模改修等を行う際に併せて除去してい

吹き付けなどですね︑レベル１︑これはもちろん
をしてまいりたいと考えます︒

が工事現場内の複数箇所に散乱するなどの状況が

ないためには︑私︑二つのことが大切ではないか

ですが︑張り付けられている︑巻き付けられてい

○田村智子君 私も︑今すぐいきなり行えと求め

あったと聞いております︒この設置者である大阪

た金岡高等学校では︑建設時の校舎図面にアスベ

る断熱材などのようなレベル２︑そして封じ込め

ているわけではなくて︑ゼロアスベストを目指す

府教育委員会では︑その後︑有識者を含む協議会

くことが効率的と考えております︒

られているから安全だと言われている建材なども︑

という方向性が必要だというふうに思います︒

と︒一つは︑アスベストを認識し管理すること︒

こうしたアスベストが学校のどこに使われている

井板を剥がしたところ︑青石綿が吹き付けられて

改修工事の過程におきまして吹き付けアスベス

を設置し︑アスベスト飛散の原因となった工事︑

ベストを目指す︑こういうことが必要だと思いま

いたと︒ところが︑施工業者は石綿飛散の定期検

ト片が散乱したことにつきましては大変遺憾であ

大阪府立金岡高校で︑二〇一二年十月から十一

すが︑大臣の見解をお聞かせください︒

査で指摘されるまで三週間にわたってこのことに

り︑今後︑検証結果等を踏まえ︑同様の事故が起

のかということを認識し︑適切に管理するという

○国務大臣︵下村博文君︶ 文部科学省では︑平

気が付かず︑青石綿をむき出しの状態としました︒

こらないよう調査を着実に行うこと及び施工時の

作業の内容︑飛散状況︑健康への影響及び再発防

成十七年度に学校施設等における吹き付けアスベ

また︑校舎内には落下した青石綿の塊も複数発見

確認等について注意喚起を行ってまいりたいと考

月にかけて︑発がん性が最も高い石綿︑青石綿の

スト等の使用実態調査を実施し︑その後︑毎年度

されるなど︑生徒や教職員の暴露を起こしてしま

えております︒

こと︒そして二つ目に︑やはり計画的にそうした

フォローアップ調査を実施するとともに︑本調査

ったという事故です︒さらには︑二〇一三年五月︑

○田村智子君 この金岡高校については︑事故の

止策等について検証を行っていると聞いておりま

結果を含むアスベスト関係書類について保存︑管

撤去されたはずの石綿含有の廃材︑この工事で撤

原因解明と説明が不十分だということで︑保護者

飛散事故が起きました︒大規模改修でひさしの天

理を徹底するよう要請しているところでございま

去したはずの廃材の破片が校内で発見されるなど︑

の皆さんが今も運動を続けておられます︒是非︑

アスベストを除去していって学校施設のゼロアス

す︒また︑御指摘のとおり︑学校施設等からアス

あってはならない事態が繰り返されました︒

原因解明と説明が行われるよう︑また︑長期にわ

す︒

ベストを全廃していくことは極めて重要なことと

︹理事石井浩郎君退席︑委員長着席︺

たる生徒や教職員の健康観察がしっかりと行われ

考えております︒

このように︑既に把握していなければならない︑

しかし︑石綿含有建材の除去を進めていくため
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行われ︑この調査も二〇一二年十月一日時点で公

アスベストの分析が必要となり再度全機関調査が

行われました︒二〇〇八年には︑新たに三種類の

立高校︑大学も二機関を除いてこの年度に調査が

りますと︑公立小中学校︑幼稚園の一〇〇％︑公

アスベスト等使用実態調査を行い︑調査報告によ

文部科学省は二〇〇五年︑平成十七年に吹き付け

ましょうか︑先ほど大臣から御答弁あったように︑

こういう事故が起きる背景の問題︑原因といい

と要望しておきます︒

るよう文科省としても必要な指導を行ってほしい

ということになるわけです︒

のうち十三校︑三割近い学校で見落としがあった

と︑廃校になった学校施設を含めると四十七施設

の調査時点から見ると︑これはもう当時から見る

も見落としをしたんです︒つまりは︑二〇〇五年

今年発見された九校は︑この二〇〇八年の調査で

〇〇五年のときの見落としで四校発見したんです︒

ろん全小中学校の調査を行いました︒そこでも二

は︑先ほど言った〇八年の再調査のときにももち

けアスベスト等が発見されています︒実は釧路市

釧路市︑九つの小中学校で天井や天井裏で吹き付

ところで見落としが起きている︑これがなぜなの

ているんですよ︒だから︑私は︑調査は終わった

の後がどうかという調査というふうに通知がされ

ろと吹き付けアスベストが見付かったところのそ

のは︑基本的にはまだ調査が行われていないとこ

○田村智子君 これ︑フォローアップ調査という

れるよう︑注意喚起をしてまいりたいと思います︒

今後とも︑着実にフォローアップ調査が実施さ

であります︒

アップ調査︑反映させるよう要請しているところ

場合には早期に対策を講じるとともに︑フォロー

これは︑岡山県倉敷市もフォローアップで見付

かという分析が必要だと思います︒

立小中高校は全て調査済みというふうにされまし

今日は国交省さんにも来ていただきました︒ア

知識を持たない人が調査を行えば見落としは起こ

けたんじゃないんです︒ある中学校の耐震工事の
トが発見された︒そこで︑百五十校を改めての調

り得るという指摘があります︒国土交通省は︑石

た︒それにとどまらず︑フォローアップの調査を
去の工事ができる事業所の紹介など︑ここにも置

査を行ったら︑二十二校で発見されたと︒こうし

綿調査の国家資格である建築物石綿含有建材調査

スベスト対策に関わってきた方からは︑専門的な

きましたけど︑たくさんの通知も出されて文部科

た事象は氷山の一角ではないかと指摘をされてい

者制度を昨年からスタートさせています︒この制

ときに音楽室︑図書室の天井で吹き付けアスベス

学省が努力をされてきたことは私も理解をいたし

るわけです︒

毎年行う︑あるいは注意喚起や石綿分析機関や除

ます︒しかし︑残念ながら︑こうして調査済みと

度が必要だとされた理由について︑簡潔にお示し
ください︒

こうした見落とし︑分析ミスへの対策が必要だ
と思いますが︑大臣︑いかがでしょうか︒

○政府参考人︵杉藤崇君︶ お答え申し上げます︒

されたにもかかわらず︑見落としや分析ミスとい

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘のように︑吹

国土交通省では︑委員御指摘のとおり︑昨年七

うことが毎年のように指摘をされています︒
資料をお配りいたしました︒ＮＰＯ東京労働安

き付けアスベストの調査におきまして見落としや

めまして︑中立かつ公正に正確な調査を行うこと

全衛生センターが︑報道されたものだけですね︑

文科省では︑毎年度︑全機関を対象に繰り返し

ができる調査者の育成を図っているところでござ

月に建築物石綿含有建材調査者講習登録規程を定
フォローアップ調査を行うことでアスベストに対

います︒

分析ミスがあったことは誠に遺憾であります︒

する意識を維持しつつ︑万が一見落としがあった

これを基に調べたところ︑二〇〇八年以降︑公立
の小中高校︑幼稚園六十五施設で見落とし︑分析
ミスがあったとされています︒
今年を見てほしいんですね︒今年六月︑北海道
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建築物の石綿調査を適切に進める観点から︑私ど
す︒

ースではないということが私は言えると思うんで

るべき場所の見落としということが決してレアケ

ていると思うんです︒

調査し︑記録する︑こういう対策が私は求められ

家資格を持つ専門家がレベル１からレベル３まで

この調査者を設けた理由でございますけれども︑
も国土交通省の社会資本整備審議会建築分科会ア

習機関で講習をしっかり受講していただくことに

この調査者には︑国土交通大臣に登録された講

ことからこの制度を創設したものでございます︒

立である者︑こういった者の育成が必要とされた

ベストの双方について知識と技能を有し︑公正中

です︒今年は︑まずは目視で︑アスベストかどう

今回レベル２のアスベスト使用の調査を始めたん

今まではレベル１なんです︑吹き付けなんです︑

張り付けられているなどのレベル２についても︑

に巻き付けられていたり︑あるいは煙突の内側に

実は今年七月︑文科省は︑断熱材などとして配管

○国務大臣︵下村博文君︶ 建築物石綿含有建材

が︑どうでしょうか︒

ますが︑大臣︑是非検討していただきたいんです

ことも周知をして調査を呼びかけてほしいと思い

ベル１の見落としが発見をされているんだという

こういうことも是非知らせてほしいし︑各地でレ

で︑再調査であっても十分の十の補助金も出ます︒

これ︑レベル１の調査は︑実は国交省の交付金

してございますけれども︑この講習の中では︑建

か分からないけど︑とにかくこの配管のところが

調査者につきましては︑文部科学省としても︑ア

そこで︑私︑大臣に今日は提案をしたいんです︒

築物の中で石綿が使用されている可能性がある部

破損している︑何か分からないけど︑むき出しに

スベスト対策部会というところで︑建築物とアス

分がどこなのかといったことに関する知識を有し

しかしながら︑今御指摘ありましたが︑本制度

スベスト関係の通知に本制度を紹介するなど︑そ

来年度以降︑アスベストが使われているのかどう

は昨年の夏に創設したばかりで︑登録者は現在百

なっていると︑こういうところを確認をして︑取

ること︑さらに建物所有者などに対しまして必要

か︑このレベル２についての調査を全施設で行っ

八十六名と非常に少数ということで︑全国の学校

ていること︑あるいは石綿含有建材であるかどう

な対策について適切な助言ができること︑こうい

ていくということになるわけです︒せっかくの調

施設等の石綿調査を本調査者のみに限定すること

の活用を促しているところであります︒

ったことにつきまして必要な知識と技能を修得し

査でまた見落としが起きたら同じことの繰り返し

はまだ現実的ではないという状況であるというふ

りあえずむき出し状態の応急処理をしなさいと︑

ていただくことになってございまして︑今後とも

になるわけですね︒

か︑またその劣化状態について適切に判断ができ

この調査者の育成を促進し︑これら調査者の活用

所が分かると︒それから︑お聞きしましたら︑虫

○田村智子君 今の御答弁のとおり︑見るべき場

す︒

幼稚園こそ専門家による調査が必要な施設だと思

育成に努めているとお聞きをしています︒学校や

規模はまだ小さいんですけれども︑国交省も鋭意

年始まったところなので︑現時点で二百人程度と

設置者等の判断を尊重すべきであると現在のとこ

の者に委託するかどうかについては︑これは学校

査が実施できるということでもありますので︑ど

等の専門家︑有識者による調査でも精度の高い調

一方︑従来の建築士や施工管理技士︑施工業者

うに考えます︒

眼鏡で見ても石綿なのかどうかというのの見極め

います︒例えば︑五年掛けてとか︑優先順位を付

ろ考えます︒

この国家資格を持つ専門家という方は︑まだ昨

が大体付くということなんですね︑専門的なこと

けてとか︑学校のアスベスト使用実態について国

を図ってまいりたいというふうに考えてございま

を学んだ方は︒この資料を見ますと︑やっぱり見
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○田村智子君 是非︑見落としがあるんだという

ういう事故が起きやすいわけですね︒あの自転車

○田村智子君 電気工事などで暴露しちゃった場

いと考えております︒

設置で暴露しちゃったら︒こういうことも是非真

置場の波形の板がアスベスト含有建材だというこ

となりますと︑やはりどこに︑レベル３も含め

剣に考えていただいて︑レベル３についても調査

ことを注意喚起をして︑できる限り専門家を使っ

て︑学校のどこにアスベストが使われているのか︑

広げていく方向を検討していただきたいと思いま

合︑それは設置者に責任があるわけですよ︑アス

これきちんと調査をして記録をして︑破損させな

す︒

とを私も最近知って︑恐らく多くの方が知らない

私は︑今の時点ではレベル３建材などについて

いような日常的な管理を子供たちにも徹底してい

た調査︑長期に掛かってもやはり専門家が調査し

は調査対象にはなっていないんですよ︑吹き付け

くような︑こういうことが必要だと思いますけど︑

いての正しい知識を是非普及していただきたいと

ベスト建材だって知らずに電気事業者がエアコン

とその囲われているアスベスト︒建材は安全なの

大臣︑いかがでしょうか︒

思うんです︒金岡高校の事件では︑大阪府教育委

と思うわけですね︒

かということなんですけれども︑これは阪神・淡

○国務大臣︵下村博文君︶ 文部科学省では︑石

員会が事故について保護者の説明会を開いたんで

たというように︑学校を一つ一つチェックしてい

路大震災︑東日本大震災もその建材が破損をして

綿障害予防規則︑これは厚生労働省の省令であり

すけれども︑白石綿の百倍と言われる毒性を持つ

くというふうなことを検討していただきたいと思

アスベストが飛散しているということが指摘をさ

ますが︑これに基づいて︑従前からのレベル１︑

青石綿について何の説明もない︑むしろ安全性を

成分が検出された︒その上︑この廃材がリサイク

の煙突筒が壊されて︑校舎から複数のアスベスト

を指摘していたにもかかわらず︑アスベスト含有

調査漏れが生じないよう︑注意喚起を行いながら

ります︒まずは︑これらの使用実態につきまして

等でありますが︑この調査を開始したところであ

年度より新たにレベル２︑これは石綿含有保温材

トが使われているかということを子供たちにも注

して︑先ほど言いましたとおり︑どこにアスベス

是非︑正しい知識を教育関係者が持つこと︑そ

の方からも疑問の声が上がっているわけです︒

強調するような説明だったということで︑保護者

います︒

れていますし︑それだけではなく︑二〇〇八年に

これ吹き付けアスベスト︑これに加えまして︑今

ルされて︑再生砕石にされてしまったということ

鋭意実施していくこととしているところでありま

意喚起をして︑暴露を起こさないようにするとい

最後に︑教育委員会や教職員にアスベストにつ

起きた川崎南高校の解体工事では︑市民が危険性

も分かっているわけです︒

す︒

にボールをぶつけたりとか︑あるいは自転車置場

多発をしています︒そしてまた学校は︑子供が壁

ことを知らずに労働者が暴露をするという事故も

建材に穴を空けるときに︑アスベスト建材である

ネットの回線工事など学校でも行われていますが︑

スト対策の進捗状況等を踏まえて検討していきた

ら︑まずはレベル１︑レベル２の調査及びアスベ

及び除去の際の留意事項について注意喚起しなが

ないとされていることから︑引き続き適切な管理

が︑この調査の実施については暴露のおそれが少

レベル３のこれは石綿含有成形板等であります

関する法令改正の趣旨や技術的事項について︑通

アスベスト対策に関する留意事項︑アスベストに

○国務大臣︵下村博文君︶ 教育委員会に対し︑

と思います︒

思います︒最後にお答えいただいて︑終わりたい

うこと︑こうした管理も徹底していただきたいと

また︑近年︑エアコンの設置あるいはインター

の屋根の上に乗っかっちゃって穴空けたとか︑こ
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○柴田巧君 維新の党の柴田巧です︒

○田村智子君 終わります︒

促進をしていきたいと思います︒

識の周知に取り組まれることが重要であると考え︑

教育委員会においてアスベストに関する正しい知

ます︒また︑教職員に対しては︑これらを踏まえ︑

知や各種研修会︑講習会により周知を図っており

億︑二十四年度の補正予算で措置をされたわけで

化に向けた産学共同研究の推進を目的として一千

創出までつなげるために︑大学の研究成果の実用

れは世界最高水準の独創的な研究開発を新産業の

げた官民イノベーションプログラムがあって︑こ

げているところですが︑文科省関連では今申し上

いろいろ調査をするプロジェクトチームを立ち上

ファンドの在り方︑また今後の展開を注視をする︑

きまして︑国立大学法人等が一定の要件を満たし

昨年の臨時国会で成立した産業競争力強化法にお

官民イノベーションプログラムにつきましては︑

○政府参考人︵吉田大輔君︶ 委員御指摘のこの

いと思います︒

までに申請の予定があるのか︑お聞きをまずした

で︑なぜ東大の申請が遅れているのか︑またいつ

いますが︑もうかなりの時間が経過をしている中

の人材を確保するのは確かに難しいんだろうと思

まず最初に︑先般もお聞きをしましたが︑官民
す︒

あって︑ようやく九月に京大︑阪大が認定をされ︑

その後︑一年半近くたなざらし状態にいろいろ

されているところでございます︒

する制度改正が措置され︑本年四月一日から施行

たベンチャー等支援会社へ出資することを可能と

イノベーションプログラムのことについてお聞き
さきにも述べましたけれども︑安倍政権になっ

今︑東北大学が申請をしてきていると聞いており

をしたいと思います︒
て︑国が中心となって民間の事業や企業に投資す

先ほど委員御紹介のように︑京大及び阪大におき

東北大学︑東京大学︑京都大学︑大阪大学につ

がなされていないと聞いております︒もう二年近

ましてはこの九月一日から︑また東北大学につき

ますが︑この一千億のうち四百十七億︑最大の配

るんだろうと思っておりますが︑確かに︑この官

くになろうとしているのに︑最大の配分先である

ましても︑現在︑事業計画の申請を受けまして︑

る官製ファンドが乱立をしております︒重立った

製ファンドというものは︑公的資金の流入を呼び

東大からまだ申請がなされないというのが非常に

審査を行っているところでございます︒

きまして︑それぞれ対象として準備が進められ︑

水として民間資金の流入を期待することができる

不可思議で︑東大固有の問題があるのか︑あるい

分をされている東大については︑いまだこの申請

と︒あるいは︑官が関わることによって事業の制

はプログラムそのものに大きな欠陥が何かあるの

ものの資金量だけでも四兆円ぐらいに今なってい

度的な障害を取り払われやすいというメリットは

か︑どうなんだろうかと思っております︒

なったりという懸念が非常に大きいと思っており

そして何よりも投資が焦げ付いて結局国民負担に

の圧迫であったり官僚ＯＢの天下り先になったり︑

って︑先般も指摘しましたように︑いわゆる民業

係者であったり︑あるいは投資ファンドを担うベ

解した調整役であったり︑金庫番に当たる金融関

タルの役割が大きいですから︑大学の仕組みを理

は大変難しいのは事実で︑特にベンチャーキャピ

確かに︑この大学発ベンチャーを成功させるの

きこと︑またベンチャー支援会社においては事業

績が十分に生かせるよう学内体制の構築を図るべ

学内においてはこれまでの研究実績︑産学連携実

合った高い水準の事業の実施が可能となるように︑

ログラム部会の委員からは︑東京大学の実績に見

ございます︒かねてより︑官民イノベーションプ

べましても︑研究実績や産学連携の実績が顕著で

東京大学につきましては︑これは他の大学と比

あるんだろうと思いますが︑官の投資の膨張によ

ます︒

ンチャーキャピタル経験者が不可欠であって︑そ

したがって︑我が党においても︑そういう官製
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要請をされているところでございます︒

バランスの良い人材確保に努めるべきことが特に

化︑起業の経験者や金融系人材︑技術系人材など︑

付きになってしまうわけですね︒

いということになるわけで︑そうじゃないと焦げ

出資元や出資先からのリターンを求めざるを得な

んが︑融資や借金のような元本返済義務はなくて︑

特定研究成果活用事業者の事業活動について︑事

れを継続的に把握すること等により︑支援を行う

よう財務諸表等の指標に基づく基準を設定し︑こ

とによって得られる総収入額が総支出額を上回る

があれば恐らく本来ならより早くできてしかるべ

○柴田巧君 今御答弁あったように︑顕著な実績

うに考えております︒

り次第︑厳密な審査を行ってまいりたいというふ

に時期は申し上げられませんけれども︑申請があ

進めているところでございます︒現時点では明確

保に努めるなど︑事業計画の申請に向けた準備を

全学的な体制を構築するとともに多様な人材の確

は︑大学における教育研究活動の活性化や研究成

国立大学法人等が設立するベンチャー等支援会社

ションプログラムの関係でございますけれども︑

○政府参考人︵吉田大輔君︶ この官民イノベー

したいと思います︒

パンを今のところ想定をしているのか︑お聞きを

だろうと思いますが︑どの程度の回収率や回収ス

をする以上は︑やはり投資収益率を指標にすべき

したがって︑このベンチャーキャピタルに出資

を上げることを認定の要件としているところでご

目安といたしまして︑その限られた期間内で収益

うことにはしておりますが︑この十五年を一つの

年でございますが︑最大二十年まで延長可能とい

等支援会社が実施する出資事業の実施期間は十五

の目安になろうかと存じます︒

ろでございまして︑これが投資収益に関する一つ

する︑そういうことを認定の要件としているとこ

業年度ごとにその進捗状況や収益性を適切に評価

東京大学では︑このような意見を踏まえまして︑

きじゃないのかという気はしますが︑いずれにし

果の活用促進という政策目的を実現するため︑公

キームを見ておりますと︑大変いろいろ疑問点が

そして︑このプログラムを見ておりますと︑ス

す︒

が︑非常に遅れているので大変気にするところで

しての適切性を含め効果的な運用が求められてい

とが必要であるという︑そういう意味では投資と

で︑公金を毀損しないよう最善の努力を尽くすこ

も必要に応じて対象とすることが求められる一方

的な資金を原資として︑民間が投資しにくい案件

見てまいりたいと思います︒

なっているかどうか︑これから厳しく成り行きを

○柴田巧君 実際に今おっしゃったような具合に

ざいます︒

また︑期間の関係につきましては︑ベンチャー

ても︑いろんな難しさがあるのは分かっています

湧いてもくるわけですけれども︑今お手元にその

るところでございます︒

ファンドなどに出資をされるということですが︑

なると︒認定特定研究成果活用支援事業者︑まあ

ように︑国立大学法人等から出資ができるように

お手元にお配りをしていますが︑ここにあります

から出ている資料︑このプログラム︑スキームを

支援を通じて︑保有する株式等の処分等を行うこ

に関する指針におきまして︑計画の期間における

省が定めました特定研究成果活用支援事業の実施

競争力強化法に基づき︑文部科学省及び経済産業

ー等支援会社を認定するに当たりましては︑産業

このため︑国立大学法人等が設立するベンチャ

ではなくて︑言わば基金的な︑あるいは補助金的

が︑これを見る限り︑結局︑場合によれば︑出資

その他の連携ということでなされているわけです

学発ベンチャーの間にこの相互の矢印が共同研究

ンチャー等になされて︑そして国立大学法人と大

から経営上の助言︑資金供給等の支援が大学発ベ

うやって出資をする︑それからそのファンドなど

それで︑このスキームで気になりますのは︑こ

国立大学法人による出資制度の概要という文科省

出資というからには︑これは言うまでもありませ
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れるなど︑大学発ベンチャーの育成という本来の

このように︑いわゆる科研費の不足分に充当さ

いわけですね︒

流れてしまうのではないかという気がしてならな

度︑結局は少なくない程度が︑出資金が大学側に

な使われ方もされてしまうのではないか︑一定程

による意思決定への関与を排除し︑会社の専門的

会において行われることとしておりまして︑大学

する学外かつ社外の取締役を過半数とする取締役

資事業の実施に係る金融面︑法務面等に知見を有

意思決定は︑技術に関する研究成果の事業化や投

チャー等支援会社における投資に関する最終的な

この天下りということでいえば︑先般の報道に

物を申していきたいと思っております︒

をしていきたいと思いますし︑必要に応じてまた

国民負担にならないようにしっかりと我々も注視

なったり︑また︑何よりもその投資が焦げ付いて

民業圧迫があったり︑あるいは天下り先の一つに

立大学法人八十六校のうち約九割に当たる七十七

もありましたし︑いろんなところでも取り上げら

加えて︑ベンチャー等支援会社における業務執

校で︑合わせて七十九人の文科省出身者が大学の

人材による意思決定の中立を確保しているところ

の仕組みが必要なんだろうと思いますが︑この点

行については︑国立大学法人に投資事業の知見を

運営方針や経営判断を行う理事や副学長︑事務局

政策目的とは全く相入れないといいますか︑異な

はどういうふうに考えていらっしゃるのか︑大臣

有する外部有識者より構成される外部評価委員会

長等の幹部として在籍するなど︑国立大学の課長

れましたが︑今年四月の統計によれば︑全国の国

にお聞きをしたいと思います︒

を設置し︑当該委員会がモニタリングを実施する

級以上の管理職に合計二百三十九人も文科省から

であります︒

○国務大臣︵下村博文君︶ 官民イノベーション

こととしているわけであります︒

る使われ方がなされないようにやっぱりチェック

プログラムは︑国立大学における技術に関する研

プログラムにおける出資金については︑政策目的

長に就いているところもあったりするわけで︑天

は指定席のように連続して文科省がこの部長や課

出向しているということのようであります︒中に

国立大学法人が設立したベンチャー等支援会社が

とは異なる使われ方がなされないようチェックす

下りではないというのが文科省の見解ですが︑事

こうした仕組みを備えることによりまして︑本

大学発ベンチャー等に対して出資を行う事業であ

る体制が十分確保されているというふうに考えて

実上の天下りに近いものだと言わざるを得ないと

究成果の事業化等を促進することを目的として︑

るわけであります︒そのための資金は︑いわゆる

おります︒
大臣も︑さっき︑この前の答弁の中でも︑国民

補助金ということではなく政府出資金を原資とす
支援会社への出資︑また︑大学の研究成果の実用

の貴重な税金を一千億︑四大学に投入するわけで

独法化したのも︑この各大学の独自性を強めて

思いますし︑このように文科省の意向が強く︑こ

化を目指した企業との共同研究のための施設整備

ありますから︑むやみやたらにばらまけばいいと

特色ある研究活動をやる︑あるいは︑国の機関か

○柴田巧君 ありがとうございます︒

等への支出など︑国民が享受し得る資産の形成に

いうものではないと︑大変強い調子で答弁をされ

ら切り離して人事や組織の制約を解いて今申し上

るものであり︑その使途は︑大学発ベンチャー等

該当するものに限定しておりまして︑それ以外へ

ておりましたが︑いずれにしても︑このプログラ

げたような特色ある研究活動をするというのがそ

れでは国立大学の運営に反映されるおそれが極め

の支出はできないということになっているところ

ムがしっかり本来の目的を達成でき得るのかどう

もそもの独法化の狙いだったんですが︑これから

て高いものだと思います︒

であります︒

か︒そうではなくて︑先ほども申し上げたように︑

その上で︑国立大学法人から出資を受けたベン
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の要請に基づき行われておりまして︑文部科学省

まえ︑任命権を有する各国立大学法人の学長から

大学法人への出向は︑国立大学協会の申合せを踏

○国務大臣︵下村博文君︶ 文部科学省から国立

らっしゃるか︑お聞きをしたいと思います︒

っていることを大臣としてはどのように考えてい

言い過ぎかもしれませんが︑こういった状態にな

このように︑いわゆる文科省支配と言っても︑

も非常に外れてくるんじゃないかと思いますが︒

うに思います︒

せることになって望ましいものではないというふ

的にはやはりこの文科省の考えを直接的に反映さ

を得ませんし︑大学から言われたとしても︑結果

での影響力はやはりかなり強いものだと言わざる

文科省から出向をさせているとなれば︑国立大学

○柴田巧君 そうはいえ︑やはりこれだけ多くの

たいと考えております︒

請があれば︑今後も引き続き適切に対応していき

るというメリットもあることから︑学長からの要

○柴田巧君 これをどのように大臣としてはやは

おまとめください︒

○委員長︵水落敏栄君︶ 時間が来ていますので︑

ている⁝⁝

二十四年度末で百二十億を超える繰越欠損金が出

討︑議論︑見直しなどがされずに今日に至って︑

確かに廃止をされましたが︑その後はほとんど検

殊法人等の整理合理化計画を受けて八つの施設は

運営の見直しが求められました︒平成十三年に特

宿泊経理の繰越金の欠損金が百二十一億になって︑

り改善を求めていくのか︑この点を最後にお聞き

から推薦された職員を実際に採用するか否か︑あ

その現場の経験を積ませるということが意味が

をしたいと思います︒

るいはこれらの者の学内での活用方法については

あるとおっしゃるのならば︑例えば若手職員同士

学長の判断により行われるものであります︒

七月九日付けで︑会計検査院の意見を反映した宿

○国務大臣︵下村博文君︶ 会計検査院の意見表

にお聞きをします︒

泊事業の見直しに取り組むよう指導するとともに︑

の人事交流に限るとか︑そういうようなものに切

まして︑出向者は︑大学の職員として学長の指揮

○国務大臣︵下村博文君︶ 繰り返すようですけ

九月一日に︑繰越欠損金の解消に向けた具体的な

このように︑文部科学省からの出向者の受入れ

監督の下︑職務を遂行するものであります︒した

れども︑これは学長の要請に基づいておりますの

改善計画等を平成二十七年一月までに作成するよ

示を踏まえまして︑文科省は︑私学事業団に対し︑

がいまして︑文科省からの出向は︑学長の目指す

で︑各大学の学長がそのようなことを求めないと

う指示したところでありまして︑この内容を精査

り替える︑そういうお考えはありませんか︑大臣

大学運営の理念等に基づき職務を遂行するもので

いうことであればそのとおりにいたします︒

しつつ︑今後適切に指導監督してまいりたいと思

と活用は学長の権限と責任において行われており

ありまして︑文科省からの出向によって︑大学の

○柴田巧君 ちょっとこれ以上あれしてもなかな
もう一つ︑この出向というか︑関係のものでち

○秋野公造君 公明党の秋野公造でございます︒

運営に関し国の関与を強めたり大学の自主性を損
文科省としては︑大学︑特に国立大学法人職員

ょっと取り上げたいのは︑日本私立学校振興・共

お役に立てますように質疑をしたいと思います︒

います︒

の出向︑これは文部科学行政で得た知見を学長の

済事業団︑私学事業団と略して言っていますが︑

本年四月の三十日︑文部科学省は︑教職員の命

からちが明かないようですが︒

意向に沿って大学改革や機能強化の実現などに役

ここには文科省から三名ほど今現役出向している

を守るためにすばらしい省令改正を行い︑それが

なうというものでは全くありません︒

立てる一方︑国立大学法人で現場感覚を養い︑そ

と思っていますが︑ここが先般︑会計検査院から︑

○柴田巧君 ありがとうございました︒

の現場感覚を文部科学行政に反映することができ
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国民の二分の一ががんにかかり︑三分の一がが

びその他の疾病を発見するとしたものであります︒

査において確定診断がなされた場合も治療の保険

ー・ピロリ菌による慢性胃炎について︑内視鏡検

本改正は︑平成二十五年二月に︑ヘリコバクタ

企業が進出をちゅうちょする背景として︑先ほ

が使っているというのは残念な状況であります︒

り︑ＯＤＡで日本が作ったインフラを他国の投資

日本企業の投資はそれに見合わず少ない状況であ

オスとの関係というものは極めて重要であります︒

んで亡くなる時代にあって︑胃がんは一番国民に

適用の対象となり︑内視鏡検査を有効に活用でき

どもありましたが︑学校の問題があるようであり

に限定せず︑医師が適当と認める方法︑具体的に

おいて罹患をしているがんであります︒ならば︑

る機会が広がったという状況がある中で︑都道府

まして︑現地に日本人学校が必要であるとの多く

施行となりました︒その中身は︑胃がん検診につ

胃がん対策は︑生活習慣病対策に加えて︑感染症

県教育委員会等の教育関係者から︑バリウムが体

の声を伺って帰ってきたところでありますが︑ま

しかしながら︑その友好国ラオスに対するＯＤＡ

対策として行っていかなくてはならないというこ

質に合わない教職員がいる場合は胃の検査を行う

ずは︑個別の案件になりますが︑ラオスに日本人

は内視鏡検査等でありますが︑その検査も行える

とでありますが︑であればこそ︑私自身も︑国会

ことができない等の問合せを複数いただいたとい

学校を設立することについて文科省の見解を伺い

いて︑これまでバリウム検査のみとしていたもの

において︑胃がんの原因はピロリ菌であるという

うことがございました︒また︑胃の検査は内視鏡

たいと思います︒

の額というものは非常に多い状況でありますが︑

こと︑国に整理をしていただいて︑ならば治療が

検査等の他の検査方法でも代替可能であること等

○政府参考人︵小松親次郎君︶ ラオスの状況で

ようにしたところでございます︒

できるよう働きかけ︑昨年の二月二十一日︑胃が

の事情を総合的に考慮した結果︑行ったものでご

に医師が適当と認める方法を追加して︑胃がん及

ん予防のために慢性胃炎の段階までピロリ菌の除

てもらうべきとの思いで︑その省令改正の背景に

も大変すばらしいことであり︑多くの方にも知っ

改めて︑今回の改正は早期発見という観点から

れるよう取り組んでまいりたいと考えます︒

胃の検査を含む教職員の健康診断が適切に実施さ

き続き︑今回の改正の趣旨の徹底を図るとともに︑

今後とも︑教職員の健康の保持増進のため︑引

す︒

数学を中心に学習している状況と承知しておりま

の日本人のお子さんたちが週三回︑国語と算数・

習授業校が設置されております︒現在︑二十四人

ス国日本人会によりましてビエンチャン日本語補

ございますが︑現在︑首都ビエンチャンに︑ラオ

ついて伺いたいと思います︒

○秋野公造君 大事な教職員の方々でありますの

ざいます︒

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘のように︑教

で︑どうか早期発見︑早期治療が行えるよう今後

菌は保険適用となっています︒

職員の健康の保持増進は︑教職員自身のためはも

とも努めていただきたいと思います︒

年四月三十日︑御指摘の学校保健安全法施行規則

たしました︒教職員の胃の検査につきまして︑本

非常に重要であるというふうに認識して改正をい

な部品を必要とするということを考えますと︑ラ

だきました︒今や日本の製造業が安価でかつ良質

とともに︑ラオスに参議院として派遣をしていた

先月︑自民党の松下議員及び民主党の石上議員

の上で︑将来的にラオスで日本人学校を設置する

どを通じて確認をしてまいりたいと思います︒そ

が︑現地の状況につきまして︑今後︑日本人会な

置する計画があるという情報は伺っておりません

ラオス国内に補習授業校に加えて日本人学校を設

私どもといたしましては︑これまでのところは

とより︑児童生徒の健康上及び教育上においても

の一部を改正し︑検査方法を胃部エックス線検査
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疑にもありましたが︑こういった状況を改善して

派遣教員数が減少している︑過去の新妻議員の質

ということになると思いますが︑日本人学校への

省に認められますれば文科省から教員を派遣する

○秋野公造君 大臣に伺いたいと思います︒

ます︒

があれば︑適切に対応させていただきたいと思い

臣の認定を受けたいというような具体的な御相談

構想が具体化し︑在外教育施設として文部科学大

工系人材の戦略的育成の取組を集中的に進めます

が地域に必要な人材を育成する取組を推進し︑理

と貢献できます︑地域の中核的存在である大学等

におきまして︑活力ある地方の創生に大学はもっ

○新妻秀規君 下村大臣は︑十四日の所信的挨拶

した︒

○秋野公造君 終わります︒ありがとうございま

いる決意であります︒

っかり︑文部科学省として積極的に取り組んでま

在外教育施設への支援の充実については︑今後し

認するとともに︑日本人学校への教員派遣も含め︑

学連携は︑大学等における研究成果を産業界に移

には︑以下のような指摘がございます︒従来の産

イノベーションのあり方について﹂という報告書

の八月に発表いたしました﹁今後の地域科学技術

一方で︑文科省の科学技術・学術審議会が今年

おります︒

長戦略の進化にしっかり取り組むと答弁をされて

基盤産業の支援など︑地域の成長を後押しする成

けるイノベーションの更なる推進︑地域を支える

発の成長戦略についての質問に対して︑地域にお

衆議院の本会議での公明党井上義久幹事長の地域

転し事業化するというリニアモデルに基づくこと

また︑安倍総理におかれましても︑十月の一日︑

派遣教員を増やしていくということ︑これはラオ

とおっしゃっております︒
大臣がおっしゃるとおり︑大学が地域の発展に

仮の話ではありますが︑日本人学校として文科

スを含め日本企業の海外投資を応援する︑友好を
深めていくという上で非常に重要ではないかと考

が多かったが︑このモデルでは研究内容が産業界

やマーケットのニーズに合致せず︑研究が深化︑

果たす役割は非常に大きいと私も考えます︒本日
は︑そこで︑地域への大学の貢献についてお尋ね

えますが︑この点について大臣の見解と︑そして
この学校の教員の概算要求はしっかり確保すると

深くなるばかりで円滑に事業化に結び付くことが

困難となるケースも多い︑研究の初期段階から企

をいたします︒
まず︑産学連携の在り方の見直しについてお尋

いう決意を最後に伺いたいと思います︒
○国務大臣︵下村博文君︶ おっしゃるとおり︑

というふうに考えます︒このような観点から︑日

られるよう最大限の援助を行うことが必要である

なくとも義務教育段階では国内に近い教育を受け

文科省としても︑イノベーション創出に向けた︑

弁におきまして︑このように答弁されています︒

員会での地︵知︶の拠点事業についての質問の答

大臣は︑本年三月十九日︑衆議院の文部科学委

である︑こうしたことを踏まえ︑リニアモデルに

に近づいていきやすい仕掛けをつくることも有益

発をする取組を推進するなど︑企業の側から大学

術的課題を大学の知見を使って解決をし︑製品開

能の強化が重要である︑また︑企業のニーズ︑技

業が関与するよう産と学をコーディネートする機

本人学校の学習環境を整備することは極めて重要

地域主導の優れた構想を効果的に支援する地域イ

とらわれないコーディネートが地域で強化される

ねをいたします︒

でありまして︑日本企業の海外進出にも寄与する

ノベーション戦略支援プログラムなどを通じまし

海外に在住する日本人の子供たちについても︑少

ものであると思います︒

ここで︑文科省として︑産学連携の在り方の見

ことが重要である︑このような指摘がございます︒
りたい︑このように答弁されております︒

て︑大学の地域貢献︑機能の強化を推進してまい

ラオスにおける日本人学校設立の構想について
は︑事務的に︑今局長から答弁がありました︑確
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長は︑建学の理念︑秋田から世界へ︑こうした理

ってくれました︒しかし一方で︑こうした見方も

次に︑地域経済の活性化に役立つ地方大学︑そ

まち・ひと・しごと創生本部で検討されている

できるかと思います︒せっかく秋田で育てたのに

直しに関わるこの指摘をどう捉え︑どのように対

学技術・学術審議会の地域科学技術イノベーショ

総合戦略におきまして︑政策分野ごとの取組例と

そうした人材が秋田に根付かない︑こうした側面

念の下︑全国から人材を集めて秋田で育てて︑そ

ン推進委員会が八月にまとめた報告書において指

して地方への新しい人の流れをつくると明記され

もあるかと思います︒

して地元の経済界への人材誘導︑そして地方大学

摘されているとおり︑研究︑開発︑生産︑マーケ

まして︑その取組例の一つとして地方大学等の活

先日︑全国知事会の代表であります古田肇岐阜

応していくのか︑御答弁をお願いをいたします︒

ティングの各段階が順次生じるとするリニアモデ

性化が挙げられてございます︒一方で︑地方大学

県知事と懇談をする機会がありました︒その際︑

して全世界に送り出す︑こういう決意︑熱意を語

ルに基づく産学連携では︑研究内容が産業界やマ

は少子化のあおりをもろに受けまして︑特に私立

地方創生のための提言をいただいたんですが︑こ

の活性化についてお尋ねをいたします︒

ーケットのニーズに合致しにくいため︑研究の初

の大学で学生の確保に苦しんでいるとの報道もご

こには地元の学生に対する地域内進学︑そして就

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘のように︑科

期段階から産と学が連携しながら事業化までつな
ざいます︒

研究開発拠点の形成︑研究から事業化まで一貫し

域外から招聘したり地域内で育成することが重要

ションを持続させるには︑事業化︑経営人材を地

学の活性化をどのようにして実現をしていくのか︑

ここでお尋ねをします︒文科省として︑地方大

職の支援について具体的な要望が盛り込まれてお

た支援とコーディネーターによる地域の中小企業

である︒二つ目︑地域の大学︑高専の卒業生が地

また地域経済の活性化に役立つ地方大学︑そして

先ほどの報告書︑
﹁今後の地域科学技術イノベ

のニーズの掘り起こし及び当該ニーズを全国の大

域の企業に就職しない︑プロジェクトに携わった

地元経済への人材誘導をどのように考えて取り組

りまして︑地域の高校生などが地域の大学へ︑そ

学等のニーズとマッチングするといった︑一体的

研究者が地元に残らない︑こうしたことにより大

んでいくのか︑現状と課題についてお示しをいた

ーションのあり方について﹂には二つの指摘が挙

げる仕組みづくりや︑産と学のコーディネート機
能の強化が重要であるというふうに考えておりま
す︒

に推進していくことが必要であると考えます︒

学︑高専の研究シーズの承継が難しくなっている︒

だきたいと思います︒御答弁をお願いをいたしま

して地元の経済界へと誘導されていくことへの期

今後も︑引き続き︑大学の研究開発成果を円滑

こうした二点の指摘がございます︒この指摘は︑

す︒

げられています︒一つ目︑地域におけるイノベー

に実用化に結び付けることができるよう︑大学と

科学技術イノベーションだけではなくて︑広く大

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘のように︑魅

具体的には︑大学・研究機関︑企業が集積した

企業双方の強みを生かした産学連携の推進に取り

学と地域の経済界に敷衍して考えることができる

待がされていることが分かりました︒

組んでまいりたいと考えます︒

していくためには︑大学の知を地域の発展や課題

力あふれる地方を創生し︑成長への活力を取り戻
この二月︑本委員会の視察で秋田県の国際教養

解決に生かすとともに︑各地域で活躍し将来を担

と考えます︒
大学の学長さんと意見交換の場を持ちました︒学

○新妻秀規君 力強い御答弁︑御決意をありがと
うございます︒是非ともこうした取組を強力に推
進をしていただきたいと思います︒
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っていく若者の育成が重要であるというふうに考

域の活性化に取り組むなど︑大学の教育研究機能

それぞれの地域の大学が自治体や企業等ともし

を生かした地域貢献の取組も行われているところ

す︒現在︑三十以上の大学に地域に関する学部︑

っかりと連携しながら︑両者にとって︑そして若

えます︒その意味で︑これから更に地方大学が期

学科等がございまして︑これらの大学を含め多く

者にとって一層魅力的な教育を行い︑地方の将来

であります︒

の地方大学が地域との連携を強化し︑地域が求め

を担う若者を多く輩出する︑そのようなことがで

待されるその役割というのは大変大きいと思いま

る人材の育成や地域課題の解決︑新産業の創出な

○新妻秀規君 今大臣がおっしゃっていただいた

きるよう︑各地方大学の活性化に文科省もしっか

文科省としても︑このように積極的に地域に貢

ような︑地方の活性化に資するようなこのＣＯＣ

ど︑貢献しようと取り組んでいるところでありま

献しようとする大学を︑平成二十五年度から地

事業︑また︑この九月から総務省と一緒に始めた

り取り組んでまいりたいと思います︒

︵知︶の拠点整備事業︑ＣＯＣ事業と銘打ちまし

こうした事業に取り組んでいただいて︑本当に日

す︒

て支援するとともに︑国立大学や私立大学に対し︑

組があって地方が活性化した︑こう言われるよう

本が︑こうした文科省の取組があって︑我々の取

発展に貢献する積極的な取組についての支援を行

な成果を出していっていただきたいと思います︒

地域の強みを生かした研究教育の機能強化や地域
っているところでございます︒また︑総務省とも

どうもありがとうございました︒
○委員長︵水落敏栄君︶ 本日の調査はこの程度

連携して︑今年九月から始まったばっかりであり
ますが︑地域への公立大学の関わり方について︑

にとどめ︑これにて散会いたします︒
午後一時一分散会

文科省︑総務省及び公立大学関係者による研究会
を設け︑検討に着手いたしました︒
そして︑具体的な取組の例として︑ＣＯＣ事業
におきましては︑例えば︑名古屋学院大学におき
ましては学生参加による商店街の活性化や歴史観
光まちづくり等を通じた地域活性化に取り組んで
いたり︑また︑高崎商科大学では地元電鉄等と連
携して観光のまちづくり︑人材づくりを通じた地
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