○議長（三井幸雄） 次に、あなだ議員。

２番目の森林率を有することから、世界有数の森

○あなだ貴洋議員（登壇） ２度目の一般質問と

林大国と評価をされるところであります。
中でも、

なります。こうして質問の機会をいただきました

その森林資源の４分の１を所有する北海道におい

議会の皆様方に、冒頭、感謝を申し上げまして、

て、海外資本等による森林取得が裏づけされてい

通告に従い、順次質問をさせていただきます。

るものだけで４３件、９２４ヘクタールとなって

まずは、旭川市における水資源等の保全につい
てであります。

おり、全国のうち、件数、面積ともに９割以上が
道内に集中していること、行政が関与できないま

太古の昔から先人たちはこの自然豊かな島国日
本に暮らし、天地自然に対し、畏敬の念、共生の

ま水源地が売買されることが強く懸念されるとこ
ろであります。

心を持って、自然の恵みに感謝するとともに、自

そこで、お伺いいたします。

然のあらゆるものに神々の働きを感じ、やおよろ

こうした森林買収が次々と明らかになる中、道

ずの神とあがめてきたわけであります。先人たち

内の森林資源がねらわれる背景についてどのよう

には、このようなすばらしい心があり、そして、

な認識を持たれているのか、また、市としての危

その心は、今でも私たち現代日本人の根底にも根

機意識、見解についてもお聞かせいただきたいと

づいているものと思うところであります。

思います。

古事記や日本書紀においても記されております

次に、このような問題は、我が国の水資源や国

とおり、ミヅハノメノ神は水そのものの神様、峡

土保全、安全保障の観点からも国や道による早急

谷の出始めの水をつかさどる神様はクラミツハノ

な対応が求められるところでありますが、なかな

神、水の分配をつかさどる神様はミクマリノ神、

かそれが進まない中、
ニセコ町議会におきまして、

そのほかにも、川には川の神様、海には海の神様

ことしの４月２７日に、地下水の大量採取を事前

というように、我々の祖先にはこのような水の神

許可制とする地下水保全条例案と水道水源保護条

様をあがめ、特別な思いを持って水と接してきた

例案が全会一致で可決をしたところであります。

わけであります。また、今でもこの狭い国土に、

この地下水保全条例では、太さ８平方センチを

山に、これだけの豊かな森林が残っているのも、

超えるパイプで地下水をくむ場合、町長の許可を

祖先がそうしたすばらしい自然観と植林という知

必要とし、８平方センチ以下の場合でも届け出が

恵を持って水源を守ってきてくれたおかげであり、

必要となりました。
水道水源保護条例においても、

感謝の念にたえないところであります。

水源地周辺で開発行為を行う場合、業者に事前協

しかしながら、今では、湯水のように使う、そ

議を義務づけ、町長が可否を判断するとしたわけ

ういった慣用表現に象徴されるように、毎日使う

であります。自治体が同様の条例制定でここまで

水というのは、あって当たり前、私たちが水の大

規制の強い許可制に踏み込んだ例は初めてであり、

切さを意識することはほとんどなくなってしまっ

道内においてはそれだけ深刻な問題となっている

たのではないでしょうか。その象徴的な問題と言

ことから、今まさに自治体単位での危機意識の徹

えるのが、外資による水資源等の買収問題であり

底や危機管理能力が問われているわけであります。

ます。日本はよく資源のない国と言われますが、

そこで、旭川市においては、これまで市独自と

日本の森林は約２千５００万ヘクタールあり、国

して森林、林地等の所有者の把握、あるいは、売

連食糧農業機関が公表しているデータでは、日本

買を把握するための実態調査はこれまで行われて

の森林率は６８．５％、つまり国土の７割は森林

きたのでしょうか。

であり、先進国の中では、フィンランドに次いで
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また、本市の恵まれた自然環境がはぐくむ豊富

な水資源は、旭川市民のかけがえのない財産であ

のにしていくことが重要であり、具体的に教科書

り、買われてからでは遅いわけであります。こう

選定委員に保護者代表等を加えていくなど保護者

した緊迫する水資源等の売買の状況を踏まえて、

等の意見がより反映されるような工夫をするとと

市としての独自の水資源、森林を守るための仕組

もに、採択結果等の周知、公表などの方策を一層

みを検討する必要があると考えます。見解をお伺

推進していくことが求められるとあります。

いいたします。

そこで、
選定委員会の構成についてであります。

次に、今夏、平成２４年度から使用される中学

中学校用教科書の採択に当たっては、７５名の

校教科書の採択が行われたわけでありますが、未

委員で組織されているわけでありますが、保護者

曾有の国難である東日本大震災から復興をなし遂

代表を初めとする一般市民の割合がどれぐらいで

げるためにも、過去に幾多の困難を乗り越えてき

あったのか、公正、公平を損なうような構成とは

た先人たちの精神性を正しく学び、大震災であら

なっていないのか、実態を明らかにしていただき

わとなった家族愛や郷土愛、国家の価値が大切な

たいと思います。

ものであるということを次の世代にも継承してい
かなければなりません。

また、採択結果の周知、公表についても、ほか
の採択区におきましては、新たに使用する教科書

今回の教科書採択で問われるのは、果たして、

の選定理由書、教科書選定委員会の委員名簿、教

平成１８年１２月の新教育基本法の制定を受け、

科書選定委員会会議録、教科書選定委員会からの

平成２０年３月に大幅に改訂された新学習指導要

答申書、教科書採択にかかわる教育委員会会議録

領の趣旨にのっとった教科書が選定されているか

等の情報公開が進んでおります。
本市においては、

どうか、また、教科書採択のプロセスにおいても

なぜに選定委員の構成や氏名を公表しないのか、

公正、公平に行われているかどうかが大いに問わ

教科書の選定理由や会議録が公開されないのか、

れるわけであります。

教育行政においてはいまだに密室談合体質とも疑

そこで、教育長に質問です。

われる状況で、果たして公正、公平に教科書採択

歴史、公民教科書の採択に当たって、今回の改

が行われているのか、疑問に感じるところであり

正により、第２条、教育の目標として、新たに盛

ます。この分野の情報公開を強く求めたいと思い

り込まれた道徳心、公共の精神、伝統と文化の尊

ます。教科書選定において採択結果等の周知、公

重、我が国と郷土を愛するなどの観点から各社比

表をしない理由、そして、今後の方針についても

較がなされたのでしょうか。採択に当たり、教育

見解をお伺いいたします。

基本法、学習指導要領の趣旨がどのように反映さ

また、先ごろ行われました道議会において、北

れたのか、採択方針、結果とあわせてお聞かせい

教組定期大会の内部資料によると、特定の教科書

ただきたいと思います。

を否定し、全道キャラバンを展開してまで採択に

次に、教育委員会の附属機関として設置されて

圧力をかけようとしていたことや、教員による教

おります教科書選定委員会についてお尋ねいたし

科書の絞り込みや序列化が慣例としてあったこと

ます。

が厳しく指摘をされたところであります。

この選定委員会では、道教委から示される採択

そこで、歴史、公民の教科書においては、この

参考資料等に基づき、教科書についての調査研究

たび、新たに自由社、育鵬社が参入いたしました。

を行うわけでありますが、文科省の教科書採択の

教育委員に対して、教科書不採択の働きかけはな

方法、５番、開かれた採択によりますと、教科書

かったのか、採択すべき教科書を１種または数種

採択に関しては、保護者や国民により開かれたも

に限定する絞り込みが行われていないか、お答え
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いただきたいと思います。

国内外の企業が目的も定かでないまま一時的に森

教科書の採択においては、外部の圧力に屈する

林を保有することは、木材の伐採、保全管理が適

ことなく、公平、公正に採択が行われるべきと考

正に行われず、その結果、森林の荒廃や水資源の

えますが、見解をお伺いいたします。

保全悪化につながりかねないと懸念されるところ

また、対象教科書会社への教員天下りの実態に

でございます。

ついてもあわせてお伺いいたします。

次に、これまでの市独自での森林、林地の所有

最後に、教科書展示会についてでありますが、

者の把握、あるいは、売買の実態調査についてで

本来、保護者や一般人を初め、広く市民に教科書

ございますが、平成１４年度から実施している森

を公開するために開催をされているわけでありま

林整備地域活動支援事業の事業開始に当たりまし

す。しかしながら、いつ、どこで開催されていた

て、市内森林所有者の調査実施、また、市内森林

のか、会場に行ったけども、展示場所がわからな

組合等関係団体との情報交換を通じ、９割ほどの

かった、先生、関係者だけの展示会になってない

森林所有者を把握しておりますが、
現在のところ、

か、そういった声が依然として多いわけでありま

外国資本と思われる森林所有者は確認されており

す。

ません。平成２４年度以降につきましては、森林

そこで、お伺いいたします。

法の改正を受け、森林の売買があった場合、市町

教科書展示会の開催に当たり、どのように広報

村長への届け出が義務化されるなど、これまで以

の工夫をされたのか。会場内に案内板を設置する

上に森林所有者の把握がしやすくなる予定であり

など、展示コーナーをわかりやすくする工夫など

ます。

はされていたのでしょうか。また、広く一般の人

今後、外国資本による売買や転売も予想される

の意見を集めるためにどのような工夫がされ、教

ことから、森林組合や森林所有者などから情報の

科書採択において反映されたのでしょうか。教科

提供を得るような体制を整え、約１割の所有者不

書展示会の今後の改善策があれば、あわせてお答

明な森林につきましても情報の把握に努めてまい

えいただきたいと思います。

る考えでございます。

以上で、１回目の質問を終わります。（降壇）

次に、市独自の水資源の保全に関する検討を行

（拍手）

う仕組みが必要ではないかとの御意見でございま

○議長（三井幸雄） 中尾農政部長。

すが、本市におきましては、外国資本による森林

○農政部長（中尾信一） 水資源等の保全にかか

買収と確認された情報はございませんが、今後、

わっての御質問でございます。

これが無秩序に進められるとすれば、森林の荒廃

海外資本による道内の森林買収の背景の認識及
び危機意識についてでございます。

や水資源保全などの影響が懸念されるところでご
ざいます。現在、北海道において、海外資本によ

現在の林産業は、安価な輸入木材に押され、国

る森林買収が明らかになり、行政の関与がないま

内木材価格も下落しており、海外資本による森林

ま、水源地の森林が売買されていることから、道

買収は、林業経営の参入ではなく、多くは、一時

におきまして、北海道水資源の保全に関する条例

的に購入し、転売等により差益を得る投機的な資

案について検討懇話会を行い、条例の制定に向け

産保有であると推定されるところでございます。

て論議しているところでございます。

海外資本等による森林買収は、平成２４年４月か

本市といたしましては、北海道の条例制定の動

らの改正森林法施行前に、現在のところ、所有権

向を見ながら、道と連携した対応策を進めてまい

の移転を即座に把握する手段がないこともあり、

る考えであります。
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以上でございます。

次に、
情報公開の状況についてでございますが、

○議長（三井幸雄） 鈴木学校教育部長。

教科書が採択される前の教科書選定委員会におけ

○学校教育部長（鈴木義幸） 中学校における教

る調査や審議内容等につきましては、公正、中立

科書採択についての５点の御質問に順次お答えい

で自由な審議を保障するために委員名簿や審議内

たします。

容等について非公開としているところでございま

初めに、採択された歴史及び公民の教科書は学

すが、採択後におきましては、採択結果を旭川市

習指導要領の趣旨が十分に反映されているのかと

の公式ホームページで掲載するとともに、その採

のお尋ねでございますが、教育基本法の改正に伴

択理由や選定委員の構成、氏名、会議等につきま

い改訂をされました学習指導要領の基本的な考え

しては情報公開条例に基づく開示請求により対応

方は、歴史的分野におきましては、我が国の歴史

させていただいているところでございます。

背景となる世界の歴史とのかかわり、近・現代の

なお、教科書採択に関する市民の関心も年々高

学習の重視など、公民的分野におきましては、現

まってきていることから、今後は、採択理由等に

代社会をとらえる見方や考え方の基礎を生かした

つきましても簡便にお示しできる方法がないか、

内容構成などとなっておりまして、今回の教科書

他都市の状況等も十分研究しながら検討してまい

採択に当たって各社から発行された教科書は、い

りたいと考えております。

ずれも文部科学省の教科書検定基準に基づく検定

次に、採択に当たっての不当な圧力はないのか

を終了したものであることに加え、本市が設置い

とのお尋ねがございましたけども、
採択に当たり、

たしました教科書選定委員会による調査研究によ

市民の皆様等からさまざまな御意見をお手紙等で

っても教育基本法や学習指導要領の趣旨が十分反

お寄せいただいたところでありますが、そのこと

映された内容となっている旨の答申をいただいて

による不当な圧力というものはないというふうに

いるところでございまして、そうした答申結果を

考えております。

踏まえた上で、本市の中学生にとってよりわかり

また、教科書会社等への教員の再就職の実態と

やすく学習しやすい内容であるとの観点から、歴

の御質問がございましたけども、市としてそのよ

史については東京書籍、公民については帝国書院

うな状況を把握しておりませんが、旭川市教科書

の教科書を採択させていただいたものでございま

選定委員会委員の選定に当たりましては、教科書

す。

の著作や編さんにかかわった者などが選任される

次に、教科書選定委員会の構成についてでござ

ことのないように十分な配慮をした上で、公正、

いますが、旭川市教科書選定委員会条例第３条に

公平な採択が行われるよう努めているところでご

おいて選定委員数が定められておりまして、１号

ざいます。

委員として校長及び教員から５６人、２号委員と

次に、教科書展示会につきましては、その開催

して学識経験を有する者から１４人、３号委員と

日時等を旭川市の公式ホームページに掲載すると

して委員会事務局の職員から５人の計７５人とな

ともに、市民広報あさひばしによって周知したと

っているところでございますが、このうち、一般

ころでありまして、展示会会場には臨時職員を配

市民といたしましては、学識経験を有する者とし

置して、来場者の御案内や御意見の提出について

ての区分の中で、中学生をお持ちになる保護者の

の御説明をさせていただいたところでございます。

方から代表として６名を選定させていただいてお

なお、御指摘のありました展示会会場の案内板

りますので、その割合は全体の８％となっており

等につきましては、今後、展示会会場の施設管理

ます。

者と協議の上、よりわかりやすい掲示の方法を検
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討してまいりますとともに、周知方法につきまし

次に、中学校における教科書採択についてであ

ても、新聞などへの報道依頼も含め、より多くの

りますが、今回の改正では、これまで自虐教科書

市民の方々に知っていただくための方法を模索し

と呼ばれてきた歴史教科書や、左翼運動の宣伝チ

てまいりたいと考えております。

ラシとさえも言われてきた公民教科書を是正する

以上でございます。

ためにも重要な採択でありました。学校教育は、

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

改正教育基本法第１条、教育の目的のもと、次代

○あなだ貴洋議員 ２回目です。

の我が国を担う国民を育てるという教育の目標を

海外資本による水資源の買収についてでありま

達成するため、総合的に、人間的に優秀な子ども

すが、国連の報告によりますと、わずか１４年後

を育成するために行われるものであります。だか

の平成３７年、２０２５年までに世界の３分の２

らこそ、学校教育、特に義務教育においては、道

の人口が水不足に直面すると指摘をされており、

徳や公共の精神、規律、規範、国や郷土を愛する

既に世界では水資源の争奪戦が始まっているわけ

心をはぐくむことが重要なわけであります。

であります。そうした中、水資源の重要性もさる

そこで、先ほど、教育基本法第２条、教育の目

ことながら、こうした国土の売買に対し、強い危

標にある道徳心、公共の精神、伝統と文化の尊重、

機感を持たなければならない。といいますのも、

我が国と郷土を愛するなど、このたびの改正によ

例えば、近年、中国系資本が陸上自衛隊倶知安駐

り新たに盛り込まれた２０項目から成る徳目、教

屯地に極めて近い森林や、滝川駐屯地を一望でき

育の目標という観点から、各社、比較考慮がされ

る砂川の山林、そのほかにも泊原発を一望できる

たのかという質疑でありましたが、このような観

岩内の高台を取得するなど、安全保障上において

点から、各社、比較検討されたのか、されていな

も極めて重要な土地が私たちの身近なところで売

いのか、再度、お伺いいたします。

買されていることが明らかになっております。さ

続いて、文科省の検定を通ったもの、これは、

らには、北海道内には３８カ所の自衛隊施設があ

教科書として適切であるという認識であるようで

りますが、これらの自衛隊施設の３キロ圏内だけ

すが、検定に通ったからといって、そのすべてが

でも所有者が特定できない土地５４件、５７９ヘ

指導要領に忠実な教科書ばかりであると、そうい

クタールが確認をされております。

ったお考えでよろしいのでしょうか、お答えいた

こういった事実が明らかとなる中で、民主党の

だきたいと思います。

篠原前農水副大臣の３０件、５７４ヘクタール、

また、教育基本法の改正に伴い、改訂された学

多いのか少ないのか、わかりませんけれども、ま

習指導要領の趣旨が十分反映されている、今回の

だこの程度かと思ってほっとしたとの発言からも

教科書採択において最も適切な判断に至ったとい

わかるように、政府の危機管理能力は極めて低い

うことを確認させていただいたわけでありますが、

ことから、ニセコ町同様、自治体単位での対応が

その結果を踏まえて、これから申し上げる６点に

急がれるところであります。

ついて、
教育長の見解をお伺いしたいと思います。

そこで、旭川の恵まれた豊富な水資源を守るた

第１に、学習指導要領において、国旗及び国歌

めにも、国土利用計画法に基づく１ヘクタール以

の意義並びにそれらを相互に尊重することが国際

上の土地に関する権利の移転等の届け出の徹底、

的な礼儀であることを理解させ、それらを尊重す

森林及び林地の売買の実態を把握するための対策

る態度を育てるよう配慮すること、これを求めて

強化、旭川独自の水資源、森林を守るための条例

いるわけでありますが、ほかの国の国旗や国歌を

検討を強く要望したいと思います。

尊重することが礼儀とだけ記述がされ、我が国の
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国旗、国歌を尊重することに触れていない教科書

政策制度要求と提言、
２００９～２０１０年度版。

でよいと考えますか。見解をお伺いいたします。

このような日教組の自虐的、反国家的な教育方針

第２に、外務省の公式見解と異なる領土見解を

について、新しい教育基本法や学習指導要領にの

唱える教科書をどのように考えますか。北方領土

っとっているとお考えでしょうか。

がロシアにより不法占拠されていることを記述し

以上、６点について見解をお伺いいたします。

ていない教科書、竹島や尖閣諸島を教えない教科

次に、教科書選定の専門委員の構成に当たり、

書で、子どもたちが我が国の領土に対して正確な

一般市民の割合が８％、そのほかはほぼ教員、関

認識が得られると思いますか。見解をお伺いいた

係者という実態が先ほどの答弁で明らかになりま

します。

した。果たして、一般市民の割合が７５名中わず

第３に、我が市議会においても、第２回定例会

か６名、８％という割合が多いという認識か、少

中に旭川市議会議員防衛懇話会が設立されたわけ

ないという認識か。一般市民の意見をよりよく反

でありますが、自衛隊は憲法違反でしょうか。国

映する旭川の教育行政の見解をお伺いいたします。

土防衛や災害派遣で活躍する自衛隊を憲法違反と

続いて、選定委員の構成や氏名、教科書の選定

疑える集団と紹介する教科書について、また、副

理由や会議録等の情報公開についても、文科省で

読本あさひかわにおいても、師団の記述がない中

は採択結果等の周知、公表などの方策を一層推進

で、子どもたちの自衛隊についての正しい理解が

していくことを求めております。
先ほどの答弁で、

得られると考えますか。
見解をお伺いいたします。

他都市の事例を十分研究しながら検討するという

第４に、参政権が国民固有の権利であることを

ことでありましたが、他都市においては、既に、

教えず、在日外国人に参政権を与えないことは差

情報公開条例等の手続を経ることなく、積極的に

別であると子どもたちが理解するおそれがある教

情報開示を行っている自治体がほとんどでありま

科書について、どうお考えでしょうか。将来の主

す。なぜに何年も前から指摘をされているこの分

権者を育てるという目的からも問題があると考え

野の情報公開が速やかにできないのか。その理由

ますが、見解をお伺いいたします。

を具体的にお答えいただきたいと思います。

第５に、歴史上、明確に疑われる事案について、

採択に当たりましても、北教組等による圧力や

明らかにバランスを欠く教科書でよいのでしょう

介入並びに採択すべき教科書を１種または数種に

か。例えば、南京事件について、日本が一方的に

限定する絞り込みは全くなかったということを確

極悪非道と扱われている教科書で子どもたちが日

認させていただいたということでよろしいでしょ

本国への誇りと愛情が持てますでしょうか。見解

うか。再度、確認いたします。

をお伺いしたいと思います。

また、対象教科書会社への教員天下りの実態に

第６に、日教組の教育方針においてこのような

ついて、市としては把握していないということで

目標が掲げられております。南京大虐殺、三光作

ありますが、公正、公平な教科書採択を実現する

戦、平頂山虐殺事件などの歴史的事実の学習を通

ためにも、実態把握に努めるべきと考えますが、

じて、日本の軍隊による中国への侵略、加害の実

見解をお伺いいたします。

態を知る、出典は、これが平和学習だ！日教組平

加えて、旭川市職員の民間企業への再就職に関

和学習冊子編集委員会編２００１年。次に、沖縄

する指針、これによりますと、退職前５年間に在

戦における集団自決に関する教科書検定意見を撤

籍した所属と密接な関係にある民間企業への再就

回するとともに、従軍慰安婦や侵略などの加害の

職を、特別な場合を除き、退職後２年間自粛する

視点での教科書記述を復活させること、出典は、

こととするとあります。公正、公平な教科書採択
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が行われるためにも、対象教科書会社への再就職

これら教科書で記述されております国旗、
国歌、

も、退職後２年間、自粛するべきと考えますが、

領土問題、自衛隊、在日外国人への参政権、南京

見解をお伺いいたします。

事件等の取り扱われ方に当たっての採択に当たっ

最後に、教科書展示会で寄せられた貴重な市民
意見をすべて教育委員に提示し、各教育委員の採

て、どのようにかかわってきたかについてお答え
を申し上げたいと存じます。

決判断に当たっての参考資料として反映されたと

初めに、国旗、国歌の取り扱いについてでござ

いうことでありますが、平成２３年度教科書展示

いますが、この記述は、公民における世界平和の

会における意見一覧によりますと、歴史において

実現を目指してという単元の中で述べられており

は３１件、公民においては１３件の市民意見が寄

まして、他国の国旗等を尊重することは、当然、

せられました。これによると、歴史、公民におい

自国の国旗も尊重することにつながるものと解釈

ての市民意見、実にそのほとんどが、先ほど６項

しておりますし、領土問題につきましては北方領

目についての見解をお伺いいたしましたが、教育

土の問題を取り上げるなど、政府見解を逸脱した

基本法、学習指導要領の趣旨からかけ離れた教科

内容ではないと理解をしているところでございま

書が検定を通っている、内容に疑問を感じると指

す。また、自衛隊につきましては、その存在を肯

摘をされているわけであります。果たして、この

定した上で、災害派遣や国際平和維持活動で活躍

ような市民意見が採択に当たってどのように反映

していることも触れながら、一部に違憲という議

されたのか、疑問であります。御所見をお伺いい

論のあることを紹介しているものと認識をしてい

たします。

るところでございます。さらに、在日外国人への

以上をもちまして、
２回目の質問を終わります。

参政権につきましては、現代社会に残る差別とい

○議長（三井幸雄） 中尾農政部長。

う単元の中で記述されておりまして、今後、国政

○農政部長（中尾信一） 豊富な水資源を守るた

の場で議論されるであろうということも踏まえた

めの条例化の検討等に関する御質問でございます。

上での事実関係に基づく内容であると理解をして

改正森林法では、平成２４年度から、森林を購

いるところでございます。また、南京事件につき

入した際に届け出なければならない制度が施行さ

ましては、歴史における日中戦争という単元の中

れます。また、北海道では、外国資本による森林

で南京虐殺として記述されておりますが、この件

買収に危機感を抱き、条例の制定に向け検討して

に関しましては、被害者の数などさまざまな調査

いるところであり、その中で市町村長が保全地域

や研究が行われておりますが、いまだに確定して

を提案するなどの内容の制度が盛り込まれている

いない旨の説明もされているところでございます。

と聞いております。いずれにいたしましても、森

いずれにいたしましても、こうした内容につき

林売買の実態把握等を強化するとともに、国や北

ましては、国民の中にも多様な意見や議論のある

海道の動向を見ながら、市といたしましても、ど

ことを承知しておりまして、教科書発行会社によ

のような対応をすべきか、また、条例化の必要性

り表現やニュアンスの違いといったものがあるこ

について、関係部と連携をとり、調査研究してま

とは認識しておりますが、それをもって直ちに教

いりたいと考えております。

育基本法や学習指導要領に反するものとは理解を

以上でございます。

してございませんし、このことで子どもたちの愛

○議長（三井幸雄） 小池教育長。

国心が失われるとも考えていないところでござい

○教育長（小池語朗） 今回採択いたしました中

ます。

学校の歴史及び公民教科書についてでございます。
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御指摘のこれらの点につきましては、確かに重

要な視点ではございますが、教科書の採択に当た

な水準であるというふうに考えております。

りましては、全体の構成やわかりやすさ、子ども

次に、教科書採択に関する情報の積極的公開に

たちがみずから興味を持ち、発展的学習が可能と

ついてでございますが、教科書に対する市民の関

なる教材としての視点からの検討も必要でござい

心が高まってきている中、改めて、御指摘がござ

まして、そうしたことを総合的に勘案した中での

いましたように、改めて公開に向けて教育委員会

採択結果であったものでございます。

議で論議をしてまいりたいと考えております。

最後に、日本教職員組合の教育に関する運動方

それから、北海道教職員組合等による教科書採

針についてでございますが、思想、信条の自由は

択に対する圧力や介入がなかったのかという御質

憲法にも保障されてございまして、行政としてコ

問がございましたが、そうした事実は全くござい

メントできる立場にないことを御理解いただきた

ません。

いと存じます。

また、教科書発行会社への教職員の再就職につ

以上でございます。

きましては、退職した教職員が持つ教科指導の知

○議長（三井幸雄） 鈴木学校教育部長。

識やノウハウを発行会社として活用したいという

○学校教育部長（鈴木義幸） 中学校における教

思いと、教職員時代に培った研究成果等を生かし

科書採択に関して、２回目の御質問に順次お答え

ていきたいとの教職員の思いが適合した結果であ

をいたします。

りまして、そのことにより、先ほども御答弁いた

２０項目の徳目という観点から各社比較がなさ

しましたが、教科書採択に特段の影響をもたらす

れたのかとの御質問でございますが、基本的に、

ものではないことから、例えば２年間の自粛であ

学習指導要領は教育基本法の精神を踏まえて策定

りますとか実態把握の必要はないというふうに考

されるものでありまして、そうした観点での直接

えております。

の比較検討は行っておりませんが、各社とも学習

最後に、展示会での市民意見が採択結果に反映

指導要領に沿って編さんされていることを確認い

されていないのではないかとのお尋ねがございま

たしております。

したが、言うまでもありませんが、教科書の採択

次に、検定を通ったものはすべて指導要領に忠

は、各教育委員の旭川市の教育に対する理念と見

実な教科書であるのかとの御質問でございました

識に基づいて教育委員会会議における審議により

が、検定制度の目的、意義の上からもそう解釈す

決定されるものでございまして、展示会での市民

るのが妥当であるというふうに考えております。

意見につきましては、各教育委員の中で十分にそ

次に、教科書選定委員会における一般市民の割

しゃくをされて判断材料として活用されたものと

合についてのお尋ねがございましたが、一般市民

いうふうに考えております。

も含めた学識経験者たちの定数は条例で１４人と

以上でございます。

定められておりまして、これまでもその範囲の中

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

で一般市民として保護者の方々の人数を拡大して

○あなだ貴洋議員 ３回目、最後の質問です。

きたところでございます。一方、教科書の調査研
究につきましては、それぞれの教科分野での専門

まず初めに、先ほどの御答弁で、教育長の姿勢、
理念というものが十分に理解できました。

性や見識と、指導する側に立った教えやすさとい

まず、日教組の運動方針について、思想、信条

った視点も必要になることから、今後も条例に定

の自由は憲法にも保障されており、それを強制す

める教職員の定数は確保すべきものと考えており、

るものでない限りコメントする立場にないという

そうした意味からも現行の一般市民の割合は適正

ことでありますが、思想、信条の自由、これが憲
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法にも保障されているのは当たり前でございまし

環境を整えるためにも、開かれた採択、情報公開、

て、百も承知でございます。私が言っているのは、

これを強く要望いたしまして、私の一般質問を終

自虐史観に基づく日教組の教育方針、これは、明

わりたいと思います。（拍手）

らかに教育基本法、学習指導要領から大きく逸脱

○議長（三井幸雄） 小池教育長。

するものであり、子どもたちの教育現場にこうし

○教育長（小池語朗） 先ほども御答弁申し上げ

た日教組のイデオロギーが持ち込まれることに違

ましたが、合法的な団体がどのような考え方をお

和感、疑問を感じないのでしょうかとお聞きした

持ちであるか、そのことについては、お互いに承

わけであります。どうお考えでしょうか。

知をしながら認め合っていかなければならないと

確かに、思想、信条は自由でありますが、教育

いうふうに考えます。

基本法、学習指導要領、まずは、これが子どもた

ただ、問題は、そういった考え方を持って他に

ちに担保されること、子どもたちに健全な教育現

影響を与えることがどうなのかということになろ

場を与えるということが大前提であると思います。

うかというふうに思いますが、私ども旭川市教育

それが教育に携わる者としての使命とは思いませ

委員会は、当然のことながら、旭川市の教育に対

んでしょうか。見解をお伺いしたいと思います。

する一つの考え方を持ってございまして、それら

最後になりますが、私は、残念ながら、指導要

に基づいて学校現場に対しても指導をしていると

領を無視するような教科書も少なくないのが実態

ころでございます。また、学校長もそういった立

であろうかと思っているところであります。検定

場に立って学校経営をなされているということで

を通ったといえども、採択時において新しい教育

ございますので、そういった立場で考えていただ

基本法や学習指導要領にのっとって教科書がきち

ければ、教育基本法であれ、新指導要領であれ、

んと書かれているかどうか、厳しいチェックが必

そういったものに即した授業、指導が行われてい

要であったかと思っております。教育基本法、学

るというふうに考えているところでございます。

習指導要領の趣旨に最もふさわしい教科書採択の
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