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平成二十七年四月十六日︵木曜日︶
︵未定稿︶

那谷屋正義でございます︒

いますので︑今日もそれについて質問をさせてい

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︶ 政府参考人の出席要求

た︒
│││││││││││││

子さん︑森本真治君及び堂故茂君が選任されまし

一君が委員を辞任され︑その補欠として田村智

昨日までに︑山下芳生君︑礒哲史君及び衛藤

委員の異動について御報告いたします︒

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

同じようなところはあるというふうに思うし︑ま

あったんです︒何というんですかね︑いろいろと

していくということが︑私のある意味楽しみでも

れた下村大臣としっかりと教育論について議論を

かりと改善していくというふうな強い決意を申さ

もう全額国で払ってもいい︑とにかく定数をしっ

育二十三団体を前にして︑学校の先生方は給料は

変私自身も残念であり︑何年か前に星陵会館で教

という︑そういう状況になったことに対して︑大

念な質疑をうちの方からもやらなければならない

間︑予算委員会そして当委員会において︑大変残

は︑これはまさに一致しているのではないかと思

い教育環境づくりをつくるかということについて

かし︑一人一人の子供をいかに育みながらより良

は日教組の大幹部でもいらっしゃいましたし︑し

ろ︑違うところはありますけれども︑那谷屋委員

那谷屋委員とは︑教育におけるよって立つとこ

○国務大臣︵下村博文君︶ おはようございます︒

す︒

をされているか︑お聞かせいただけたらと思いま

の趣旨というもの︑これを大臣はどのように認識

と思いますけれども︑その前に︑政治資金規正法

この間の問題を幾つか整理させていただきたい

ただきたいというふうに思います︒

教育︑文化︑スポーツ︑学術及び科学技術に関

た違うところは徹底的に議論をしていくという︑

います︒

今日は十分ほどいただきましたけれども︑この

する調査のため︑本日の委員会に︑理事会協議の

このことが非常に私にとっても楽しみでありまし

午前十時開会

とおり︑文部科学省初等中等教育局長小松親次郎

た︒

○委員長︵水落敏栄君︶ 教育︑文化︑スポーツ︑

よう決定いたします︒

○委員長︵水落敏栄君︶ 御異議ないと認め︑さ

︹
﹁異議なし﹂と呼ぶ者あり︺

明を聴取することに御異議ございませんか︒

うに思われるかもしれませんけれども︑やはり︑

疑をさせていただいております︒またかというふ

じゃないかという︑そういうふうなことの中で質

衆参の予算委員会を通じて骨抜きになっているん

金規正法の趣旨というものがいろんな意味で今回

しなきゃいけないんですけれども︑やはり政治資

残念だなというふうに思うのは︑ちょっと整理を

しかし︑この間のやり取りの中で非常にやはり

を持ってもらうような︑そういう資金管理におけ

ことによって国民の皆さんが政治家に対して信頼

政治資金規正法については︑これは法律を作る

り難いというふうに思います︒

非政策の部分で積極的な議論ができれば大変に有

うちで進めているところでもございますから︑是

おりますし︑そういう部分で今いろんな教育改革︑

を持って行うべきことであるというふうに思って

で三分の一になりましたが︑私はこれは国が責任

義務教育国庫負担の問題も︑今までの経緯の中

君外二名を政府参考人として出席を求め︑その説

学術及び科学技術に関する調査を議題とし︑質疑

この問題はしっかりと議論をして説明責任を果た

るルールを作ったわけでございまして︑私も国会

質疑のある方は順次御発言願います︒

│││││││││││││

を行います︒

していただくということが大事だというふうに思

○那谷屋正義君 おはようございます︒民主党の
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そして︑大臣言われるところの政治団体ではな

を入れることによって︑東京の博友会の中に一緒

ども︑そこに年に一回の会合についての収支報告

解された記事が多々ありましたので︑これについ

れ届出また報告をしているつもりでありますが︑

い︑登録されていない︑収支報告もないというこ

に位置付けようということは幹部の中では決めて

ども収入と支出がしっかりある︑例えば後援会だ

更に御疑問の点があれば︑きちっと説明をするこ

となので︑私はタッチしていないというのが大臣

いただきました︒ただ︑実際はそれぞれの地方の

議員でありますからそのルールにのっとって︑国

とによって理解を得るようにしてまいりたいと思

の答弁でありますから︑果たしてこの今の何とい

博友会でどうするかは持ち帰って決めていただく

ては︑二月十三日︑全国の方々が集まった中で︑

います︒

うかな︑ある種平行線的になりつつあるこのこと

ということでありますが︑そういう方向にこれか

とか催物︑パーティー︑こういったものの中でそ

○那谷屋正義君 今︑趣旨については大臣が言わ

が︑政治資金規正法の趣旨と絡めてこのままで放

らなっていくのではないかというふうに思います︒

民の皆さんに信頼を損ねないような︑そういうこ

れたとおりだというふうに思いますけれども︑そ

っておいていいのかなという︑そういう気持ちも

それから︑地方の博友会についての寄附のお願

今後︑東京の博友会は︑これは届出団体ですけれ

のことについてやはり大変疑義があるということ

私はすごくあるわけであります︒その中で︑やは

いについての郵送領収書︑これは十一自民党選挙

ういったものがあるということでございます︒

で︑この間ずっといろいろと質問を同僚の議員か

りお金の流れというものをはっきりとしていかな

区支部としてお願いをしておりまして︑ここは国

とについては十二分に注意して︑今までもそれぞ

らもさせていただいたところであります︒

ければいけないというふうに思います︒

ゃないかなというふうに思うんですけれども︒そ

も︑私は何回であろうとそれは余り関係ないんじ

うに︑こういうふうにいつも固執されますけれど

意団体であると︒そして︑年に一回程度というふ

これは任意団体であると︒大臣の見解でいうと任

いけないわけでありますけれども︑大臣いわく︑

だとすると︑そこで収支報告がされていなければ

う見ても政治団体にしか見えないわけであります︒

にある言葉︑こういったものから見たら︑もうど

に見れば︑我々から見れば︑この間の資料︑そこ

なのではないかというふうに思っています︒普通

友会がどういうものなのかということが一番問題

た︑また一部週刊誌でも非常に誹謗中傷に近い誤

すが︑これはいろんなことが国会の中で議論され

については︑今おっしゃったような状況がありま

○国務大臣︵下村博文君︶ まず︑地方の博友会

ども︑それについてはいかがでしょうか︒

書というのは私はあるんだろうと思うんですけれ

われましたけれども︑それでは︑そのやはり領収

表の中では一括して掲載しているというふうに言

みれば︑大臣いわく︑その他の経常費の中で総括

がここに来て出てまいりました︒これは︑言って

ゆる寄附のお願いをするための郵送代というもの

員あるいは安井委員から質問がありました︒いわ

先日︑予算委員会の最後の方で︑同僚の小川委

うふうに思っておりますので︑よろしくお願いし

領収書について︑是非御提出をいただきたいとい

りも委員長にお願いしたいんですけれども︑その

○那谷屋正義君 それでは︑これは大臣というよ

○国務大臣︵下村博文君︶ 当然そうであります︒

されているということでよろしいでしょうか︒

そういう意味では︑その領収書はちゃんと保管を

ものは義務付けられているというふうに思います︒

ふうに言われましたけれども︑領収書の保管その

○那谷屋正義君 しかし︑今一万一円以上という

して届出をしております︒

それ以下のものはその他支出として一括して記載

会議員関係団体なので記載義務は一万一円以上︑

少し整理をしますと︑言ってみればこの地方博

して︑しかしながら︑収支報告書がされないけれ
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○那谷屋正義君 まあ︑これまでのありようでい

いたします︒

○委員長︵水落敏栄君︶ 後ほど理事会で協議を

よろしくお願いします︒

きたいというふうに思いますけれども︑委員長︑

に思いますので︑是非︑またこれも御提出いただ

う問題は早く解決しておくべきだろうというふう

なっていますけれども︑それではやはり︑こうい

に︑まあ十一月に自然に公表されるということに

○那谷屋正義君 でしたら︑できましたら速やか

でございます︒

届け出ることになっておりますので︑まだ作成中

二十六年度は︑今年の五月末までにこれは選管に

○国務大臣︵下村博文君︶ 二十六年度ですか︒

ようにお考えでしょうか︒

いるわけでありますけれども︑それについてどの

私はいいのではないかと︑こういうふうに思って

支報告というものもやはりお示しいただいた方が

なその収支の問題も含めて︑二十六年度全体の収

て︑やはり様々なパーティーの問題だとか︑様々

○那谷屋正義君 それと︑その発送代だけでなく

ます︒

○委員長︵水落敏栄君︶ 理事会で協議をいたし

たいと思います︒

○神本美恵子君 おはようございます︒民主党の

ます︒

いうことを明言いたしまして︑私の質問を終わり

ろいろと質疑︑質問︑たださせていただきたいと

をしていくためにも︑今後ともこの点についてい

当に真剣に教育論についていろいろとここで議論

わりたいと思いますけれども︑また引き続き︑本

で︑何か中途半端ですけれども︑今日はこれで終

○那谷屋正義君 済みません︑時間が来ましたの

おります︒

その辺は整理する必要があるというふうに思って

に見られるのはこれは本意ではありませんから︑

くありませんが︑しかし︑何か隠しているみたい

うような御質問があったわけでありますから︑全

指摘されたり書かれたり︑国会で疑義があるとい

ったという中で︑今回のような問題が週刊誌等で

たくさんの方々がお集まりになるような会合にな

ていた経緯がございます︒ただ︑大臣になって︑

とか政治について話をしてくれということで︑し

地方の塾とか教育関係者の方々に対して私の教育

いますが︑年に一度行って︑二︑三十人ぐらいの

ではなくて︑元々は︑今までも何回も申し上げて

○国務大臣︵下村博文君︶ 軌道修正ということ

ういう考え方でよろしいでしょうか︒

十三日にある程度の軌道修正を図ったという︑そ

向で今︑パブコメも終わって︑学習指導要領も改

時間から教科にする︑特別の教科にするという方

その答申を受けて︑道徳を今の特設時間︑道徳の

したいと思います︒

うか分かりませんが︑やれるところまでお聞きを

限られた時間ですので︑今日全部やり切れるかど

道徳の教科化について質問をしたいと思います︒

るということだけまず申し上げて︑あと︑今日は

るのではないかというふうなことを私が思ってい

とは︑私はやっぱりこれは御自身の中にも何かあ

い中で改善をしたいとおっしゃっているというこ

持たれているという︑その疑義がまだ晴れていな

までの在り方にやっぱり問題があったと︑疑義が

しゃっておりますけれども︑ということは︑これ

として下部組織にしたいというふうなことをおっ

かし様々な疑義が掛けられているので改善する形

大臣は︑今ある各博友会は任意団体であると︑し

前回のときも︑この政治資金の問題について︑

にしたいと思いますが︒

きしたいことがありますので︑今日はそれを中心

題を私もいっぱい抱えておりまして︑大臣にお聞

本当に教育問題についてやらなければいけない課

んですが︑丸々その問題だけで終わってしまって︑

私も前回の一般質疑の中で質疑させていただいた

今︑那谷屋議員が取り上げました問題について

ろいろな疑義が出てきているから︑このままでは

神本美恵子でございます︒

中教審が答申を出しまして︑文科省としては︑

やっぱり良くないというふうに理解をして︑二月
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大臣は先日︑那谷屋議員から︑教科化すること

私は︑この道徳を教科にするということについて︑

来の言葉の意味は違うんだというようなコメント

さきの参議院のあの発言に対して︑八紘一宇本

潮があるなどの課題が︑文科省に設置された道徳

れ︑いまだに道徳教育そのものを忌避しがちな風

こうお答えになっています︒歴史的経緯に影響さ

それが失敗のもとであった︒
﹂というふうに述べ

こんなに簡単にと言っては悪いですけれども︑国

がネット上でも︑擁護するようなコメントが見ら

教育の充実に関する懇談会や中教審によって指摘

訂をされて︑この四月から先行実施も可というよ

会で十分な議論もなしに行われていくことについ

れますけれども︑言葉︑特に政治家が使う政治的

されているということを紹介されておりましたけ

が現場からの要請なのかと問われたのに対して︑

て大変な危惧を持っております︒そういう問題意

な言語というのは︑それが語られた歴史的な文脈

れども︑では大臣御自身は︑道徳教育が戦前そし

られています︒

識から今日は質問させていただきたいと思います︒

の中で理解すべきであって︑本来の言葉の意味は

て戦後たどってきた歴史的経緯をどのように認識

うな状況になっていることは承知しておりますが︑

先月︑三月十六日の参議院予算委員会で自民党

こうだああだというようなことは通用しないと私
そこで大臣にお聞きしますけれども︑中曽根元

伺いしておりますが︒

の議員から︑八紘一宇という言葉を使いながらこ
八紘というのは︑四方︑よもと四隅のことです

総理の認識︑こういった認識ですね︑八紘一宇に

○国務大臣︵下村博文君︶ まず︑八紘一宇であ

され︑今回なぜ教科化するという判断をされたの

けれども︑転じてこれを天下︑全世界と表して︑

対する認識ですけれども︑それと下村大臣の認識

りますが︑これは自民党の三原じゅん子議員が三

は思います︒

宇というのは屋根のことであります︒言葉そのと

は同じでしょうか︑それとも違うでしょうか︒も

月十六日の参議院の予算委員会で発言されたこと

れを肯定的にする︑そういう質疑がございました︒

おり解釈すればそういうことであります︒つまり︑

し違っているならどの点が違うのか︑お聞かせい

であります︒私も︑それは同席しておりましたか

か︑お答えいただきたいと思います︒三つほどお

世界を一つの家とするという考え方です︒

ただきたいと思います︒
そしてまた︑政治的な言語︑標語などは︑それ

元々︑三原委員がおっしゃっていたのは︑八紘

太平洋戦争期に︑この言葉は日本の海外侵略︑
進出を正当化する標語として用いられたことは皆

が用いられた歴史的な文脈の中で判断されるべき

ら聞いておりました︒

さんも御承知のことだと思います︒ですから︑こ

している言葉であるということで言われている中

一宇というのは︑初代神武天皇が即位の折に︑天
あわせて︑そう言うのも︑道徳のことを聞きた

で︑この八紘一宇というのは︑世界が一家族のよ

ではないかという点についても御見解をお示しい

いのに何で八紘一宇なんだと思われるかもしれま

うにむつみ合うこと︑一宇︑すなわち一家の秩序

の言葉は戦後はほとんど使われておりませんし︑

一九八三年︑昭和五十八年ですけれども︑一月

せんけれども︑道徳もまた同じでありまして︑そ

は一番強い家長が弱い家族を搾取するのではない︑

の下覆いて家となさむとおっしゃったことに由来

の衆議院本会議で︑当時の中曽根康弘総理大臣は

れが用いられ︑人々の規範となった時代や歴史の

一番強い者が弱い者のために働いてやる制度が家

ただきたいと思います︒

本会議の中で︑
﹁戦争前は八紘一宇ということで︑

文脈を抜きにしては考えられないというふうに私

であると︒それが本来の初代神武天皇の即位のと

政治家の認識もそのように持っているものと承知

日本は日本独自の地位を占めようという独善性を

は思っているからであります︒

しています︒

持った︑日本だけが例外の国になり得ると思った︑
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そういう趣旨で︑それ自体はすばらしいお考えだ

宇という言葉ではなかったと思いますが︑趣旨は

元々の︑確かに神武天皇の頃の︑これは八紘一

取りませんと発言されていますが︒

非常に強くありまして︑私自身はそういうものは

八紘一宇という言葉には戦前の限定された意味が

か︑それから︑私は︑中曽根総理︑当時ですね︑

それが失敗のもとであったというような御発言と

持った︑日本だけが例外の国になり得ると思った︑

日本は日本独自の地位を占めようという独善性を

きの御発言の中で︑戦前は八紘一宇ということで︑

しているわけではありませんが︑中曽根総理のと

されているのかということは︑全てにおいて承知

うに思います︒

きの趣旨であると︑それはそうであろうというふ

によりまして指導の充実を図ることとして教科化

直すことや道徳教育推進教師を配置することなど

結論としては︑指導内容をより体系的なものに見

科化についても検討をされましたが︑このときの

二十年の学習指導要領の全面改訂の際に道徳の教

かった過去の議論ということでありますが︑平成

けれども︑これは︑道徳の教科化が実現してこな

ということで申し上げたいというふうに思います

○国務大臣︵下村博文君︶ まず︑歴史的な経緯

併せてお願いします︒

されているかということもお聞きしたんですが︑

前戦後たどってきた歴史的経緯をどのように認識

○神本美恵子君 それともう一つ︑道徳教育が戦

おります︒

使うこととしては適切でないというふうに考えて

ぱりイメージされていますから︑これは︑私自身︑

意味では軍国主義の象徴のような言葉としてやっ

することが指摘をされました︒

導が行われる例があるなどの課題が今現在も存在

物の登場人物の心情理解のみに偏った形式的な指

他教科に比べて軽んじられている︑あるいは読み

それから︑教師の指導力が不十分である︑また

というふうに思います︒

たと︑そういうふうな歴史的な経緯︑影響がある

があることによって戦後それも教えられなくなっ

クボーンになったのではないかというようなこと

の軍国主義を更に加速させるための思想的なバッ

が︑そういう中で︑その教育勅語そのものが戦前

これは基本的に教育勅語から来ていると思います

れども今の徳目に合わないという部分があります︒

し︑全てではなくて一部は︑戦前の徳目であるけ

時代に合うものがほとんどだと思いますが︑しか

身︑この修身の徳目についても︑基本的には今の

当時総理が言われたように世界では取られている

り八紘一宇という言葉自体の四字熟語が︑中曽根

言葉だというふうに承知しておりますので︑やは

三年の﹁建國﹂という書物の中で初めて出てきた

する懇談会や中央教育審議会においては︑歴史的

文部科学省に設置されました道徳教育の充実に関

な枠組みによる教科化が提言されたことを受けて

行会議第一次提言におきまして道徳の時間の新た

しかしながら︑平成二十五年二月の教育再生実

に︑道徳の時間を従来の教科とは異なる特別の教

中教審においては︑これらの現状を変えるため

実態も明らかになりました︒

い︑また適切な教材の入手が難しいと考えている

難である︑あるいは効果的な指導方法が分からな

いて︑各学校も︑指導の効果を把握することが困

状況調査の結果では︑道徳教育実施上の課題につ

し︑また我が国でもそういうふうに取られている

経緯に影響され︑いまだに道徳教育そのものを忌

中曽根元総理がどんな発言をこのことについて

というふうに思います︒ただ︑歴史的な経緯を見

は見送った経緯があります︒

また︑平成二十四年度に実施した道徳教育実施

ますと︑この八紘一宇というのは︑これは昭和十

という部分がありますので︑私は︑今この時代に︑

科として新たに位置付けるとともに︑道徳科を要

として効果的な指導をより確実に展開するため検

避しがちな風潮があると︒
この歴史的経緯というのは︑これは︑戦前の修

もう一度八紘一宇という言葉を使って︑趣旨はと
もかくとして︑しかし定義としては︑戦前のある
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いうふうにしたものでもございます︒

の時間を教育課程上の特別の教科に位置付けると

文科省としては︑これらの指摘を踏まえ︑道徳

した︒

定教科書を導入することが必要と提言をいたしま

自分に自信を持って︑また社会の責任ある構成者

いやりの心など豊かな人間性を育み︑一人一人が

として生きるために必要な規範意識や社会性︑思

○国務大臣︵下村博文君︶ 道徳教育は︑人が人

のかということをお答えいただきたいと思います︒

に比べて軽視しがちであることなど多くの課題が

方︑形式的な指導も見られることなど︑各教科等

読み物から一定の価値観を読み取るべきとする一

徳教育そのものを忌避しがちな風潮があることや︑

捉えると︑歴史的な経緯に影響され︑いまだに道

しかしながら︑我が国の道徳教育を全体として

起因して︑子供の心身の発達に重大な支障を生じ

として幸福に生きる基盤をつくる上で不可欠なも
戦後の我が国における道徳教育は︑学校教育の

る事案や︑尊い命が絶たれるといった痛ましい事

○神本美恵子君 大臣自身︑戦前の修身というこ
方を植え付ける上で問題であったというような︑

全体を通じて行うという方針の下に進められてき

案まで生じておりまして︑いじめを早い段階で発

指摘されております︒また︑いじめの問題などに

その徳目の中も︑今通じるところもあるけれども

たという経緯があったと思います︒特に︑昭和三

見し︑その芽を摘み取り︑全ての子供を救うこと

のであるというふうに考えます︒

そういう問題はあったという御認識は示されたん

十三年の改訂で初めて告示として制定された学習

の道徳教育の教科については︑軍国主義的な考え

ですけれども︑その後︑戦後またたどってきた歴

が喫緊の課題ともなっております︒

こうした状況の下で︑教育再生実行会議の第一

指導要領におきまして︑教科とは別に小中学校に
各学年︑週一時間の道徳の時間が設置されて以降︑

史的経緯というのもまたあると思うんですね︒
その歴史的経緯をどのように認識されて今回教

位置付けたものであります︒このことによりまし

次提言︑道徳教育の充実に関する懇談会報告や中

そして︑先ほどもちょっと申し上げましたが︑

て︑その目標や内容等を見直すとともに︑検定教

この道徳の時間が学校教育全体で行う道徳教育の

の答申では︑教科化が必要な理由について︑道徳

平成二十年の学習指導要領の全面改訂の際には︑

科書も導入し︑また見方や立場によって答えは一

科にするというふうに判断されたのかということ

の時間は各教科等に比べて軽視されがち︑道徳の

教育再生実行会議︑これは当時は教育再生会議で

つでない課題︑道徳は特に︑これだけが正義でこ

央教育審議会答申を踏まえて︑今回︑道徳の時間

要として有効に機能していないことも多く︑この

すね︑教育再生会議などにおける議論も踏まえて

れだけが正しいとは言えない部分があると思いま

要として位置付けられてきたという経緯がござい

ことが道徳教育全体の停滞につながっているとい

道徳の教科化についても検討されましたが︑結論

す︒自分の問題として考え︑捉え︑そして真剣に

については︑ちょっと今お答えは明確になかった

うことを挙げておりますけれども︑道徳の時間と

としては︑指導内容をより体系的なものに見直す

議論するための道徳︑アクティブラーニング等も

を従来の教科とは異なる特別の教科として新たに

して充実を図るのではなくて︑なぜ教科という形

ことや︑道徳教育推進教師を配置することなどに

ここに入れる必要があるのではないかと思います︒

ます︒

を取らなくてはならないのかということが私には

よりまして指導の充実を図ることとして︑道徳の

そういうふうに質的に転換をし︑学校の道徳教育

んですけれども︑昨年十月にまとめられた中教審

分からないんですね︒

教科化というのは見送ったという経緯がありまし

全体の真の要として機能する︑そのことが可能に

もう一度お聞きしますけれども︑道徳を教科に

た︒

しなければならない︑解決されない課題とは何な
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教育全体が停滞しているというようなことを挙げ

かの教科に比べて軽視されがちであるとか︑道徳

教審が言っている︑さっき私申し上げました︑ほ

いうことの御説明が今あったんですけれども︑中

が︑戦後の道徳がどのように扱われてきたのかと

は何なのかということをお聞きしたかったのです

徳を教科にしなければ解決できない課題というの

○神本美恵子君 私がお聞きしたかったのは︑道

なるのではないかと考えております︒

夫をしながら︑道徳教育といいますか︑学級集団

あ学校は小学校も中学校も学級担任がそういう工

かで取り返さなければいけないというような︑ま

の時間が減っているわけですよね︒その分をどこ

かして気持ちを授業に向かせて︑そうすると国語

の会が食い込んで︑トラブルを収めて解決を何と

山ほどあって︑例えば一時間目の国語の時間に朝

道徳の時間一時間ではとても解決できない問題が

の授業に入れないというようなことが︑現実的に

士トラブっている︑それを解決しないと一時間目

学ぶほど思うわけです︒

がある︑危険性があるということを歴史を学べば

て評価をするということは︑大変別な意味で危惧

は国定教科書ですけれども︑それを作って︑そし

と︑やはりこれを教科にして︑検定教科書︑戦前

を私なりに勉強させていただきました︒そうする

うに議論されて今日に至ってきたのかということ

戦前からの道徳教育の始まりからずっと︑どのよ

そこで︑道徳教育の歴史というものを振り返っ

て︑だからこれを教科にしようというように受け

づくりといいますか︑特別活動といいますか︑そ

私は︑国会図書館などにもお手伝いいただいて︑

てみたいと思います︒

取れるんですけれども︒

いというのは学校教育全体で行う道徳教育の要と

しれませんけれども︑むしろ今の道徳の時間の扱

の受験科目に変えられたりという実態はあるかも

その中の一つとして︑確かに道徳の時間がほか

行われている︒

現場ではそういう現実対応といいますか︑ことが

ません︒受験科目に振り替えたりというような︑

ですね︑もう実態的に︒道徳の時間だけではあり

体育とかそういうものは本当に軽視されているん

よりも︑各教科の中でも受験科目以外の芸術とか

教科に比べて道徳の時間が軽視されているという

なくて︑別なところにこの教科にするという︑何

質問したように︑学校現場からの要求︑要請では

を教科にするということは︑以前︑那谷屋議員が

をお聞きしたかったんですけれども︑逆に︑これ

ばならない解決されない課題とは何かということ

になるとはとても思えないので︑教科にしなけれ

価をしたからといって︑道徳教育が充実したもの

て︑そして検定教科書を配って︑そして一定の評

ることを考えれば︑これを教科にしたからといっ

いとかいうことでは測れない︑そういう現状があ

ないからとか︑副読本を使っている︑使っていな

決して道徳の時間を使っているから︑使ってい

国に殉ずる︑
﹁一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ﹂と

とされてこの修身が位置付けられ︑そしてそれが︑

スル﹂
︑つまり幼少時から洗脳することが必要だ

ますが︑﹁幼少ノ始ニ其脳髄ニ感覚セシメテ培養

は︑これは改正教育令で書かれているんだと思い

をさせて仁義忠孝の心を植え付ける︒そのために

の名で出された教育勅語をその修身の時間に暗記

視されて︑先ほどおっしゃったように︑明治天皇

修身というのがあって︑首位教科なんですね︒重

みたいなのの三科目ぐらいしかない中の一番上に

な首位教科と位置付けられて︑国語︑算数︑体操

して登場したこの教科は︑改正教育令で最も重要

臣もちょっとおっしゃいましたが︑戦前は修身と

それで︑限られた時間ですけれども︑先ほど大

してそこに一時間あるのであって︑あとはもう日

かあるのではないかというふうに私は危惧を持た

いうその教育勅語の文言で分かりますように︑殉

ういうことを柔軟にやっているので︒

常的に︑本当に道徳教育上の課題というのは︑私

ざるを得ないわけです︒

それだけでは全く︑私も現場感覚でいえば︑各

も経験がありますけれども︑朝学校に来て子供同
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いうことが行われてきた︑そのことは何もそうや

首位教科︑筆頭教科として位置付けられてそう

国の道徳教育の始まりの歴史であるわけですね︒

省は︑高等学校用教科書︑文部省が教科書を出し

が修身教育はこれは廃止をしました︒当時︑文部

すけれども︑一九四五年︑敗戦を迎えて︑占領軍

私は︑その後︑もう少し紹介したいと思うんで

場で教師をされておられた︑その体験からのお話

○国務大臣︵下村博文君︶ まず︑神本委員は現

かということをもう一度お伺いしたいと思います︒

ったんですけれども︑その覆された理由は何なの

徳教育が充実できないということはお答えがなか

回︑こうした過去の議論が根底から覆されて︑教

ったからそのとおりになったということはないか

ていたらしいんですけれども︑
﹁民主主義﹂とい

でもありますから︑大変に重いものがあるという

い切れないというふうに思うんですね︒そういう

もしれないとおっしゃるかもしれませんけれども︑

う教科書の中で︑民主社会では︑政府が教育機関

ふうに思います︒

国思想や皇国史観が子供たちに幼少の頃から植え

当時︑国民学校の教員であった作家の三浦綾子さ

を通じて国民の道徳思想をまで一つの型にはめよ

おっしゃるとおり︑学校教育全体がある意味で

科にする︑明確な教科にしなければならない︑道

んは︑実際に自分が少年航空兵募集のポスターを

うとするのは最もよくないことであると述べて︑

は子供たちにとって道徳的な環境であるというの

危惧を非常に強く抱くわけですけれども︒

指しながら︑まだ小学校三年生の子供たちに︑大

修身のような教科を設けずに学校教育全体を通じ

付けられていったという︑これは紛れもない我が

きくなったらあなた方もお国のために死ぬのよと

それからずっと︑先ほど大臣が紹介されたよう

はもうそのとおりでありまして︑道徳を特別の教

ておりましたので︑母親にそんなことを問い詰め

に︑教育課程審議会や中教審や教育改革国民会議

ただ︑一般的にも︑やっぱり教育というのは︑

て行うことにしているんですね︒

たこともあります︒子供にそんなことを教えてき

などで何度も教科にすべきというような意見も出

知育︑徳育︑体育の三つをバランスよくきちっと

語ったという︒これは私も︑戦前母親が教員をし

たのというように問い詰めたことがあるんですけ

たようでありますけれども︑それはよくないとい

教えるべきだと︒徳育に対する社会からの︑子供

科化にすれば︑そこだけに特化すればいいという

れども︑そういう事実や︑また︑修身教科書の内

うことでずっと来ていたわけです︒

今でも検定教科書が配られて︑それに基づいて教

られるように振る舞ったと︒

もいい内申書を書いてもらうために先生に気に入

ます︒上級学校に進学を希望する場合︑何が何で

子供だった作家の山中恒さんはこう証言しており

割を果たしてきていたことは︑国民学校の当時︑

も全く当てはまる︑こういう懸念という︑危惧と

れども︑これらの考え方というのは︑私は今日で

てそういうスタンスでずっと来ていたわけですけ

というような︑文部省︑その後の文科省︑一貫し

過去の教育の弊に陥る糸口ともなるおそれがある

科に類似したものになりがちであるのみならず︑

る教科あるいは科目は︑ややもすれば過去の修身

なぜよくないかというと︑道徳教育を主体とす

きところが︑家庭力が弱くなってきている部分が

来は家庭で徳育の部分についてはきちっとやるべ

なぜそれはそうなのかということを考えると︑本

いのそういう賛成があるということでありまして︑

については︑六割から高いところでは八五％ぐら

るいは︑道徳を特別の教科とすべきだということ

も︑道徳についてもっと力を入れるべきだと︑あ

大変大きなものがありまして︑どんな世論調査で

たちに対する︑学校現場に対する期待というのは

話では全くないというふうに思います︒

容を徹底する上で成績評価や入学考査が重要な役

科として評価をされるということになれば︑こう

いうものは当てはまると思うんですけれども︑今

このことは︑戦前だからということではなくて︑

いう懸念が︑これからはそんなことはないとは言
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あるし︑また地域力も弱くなっている部分がある

すが︑そもそもそういう評価そのものをやめよう

を育むような︑あるいはコミュニケーション能力

教育ではなくて︑子供たちが自ら積極的な主体性

正義は一つだけではないと︑いろんな角度から見

ということからこの中教審の答申もスタートして
そして同時に︑道徳性は極めて多様な児童生徒

たときにいろんな考え方があるという典型的な︑

ので︑家庭教育︑地域教育︑学校教育ということ
そういう現れが道徳をもっと教えてほしいという︑

の人格全体に関わるものであるから︑個人内の成

それを指導できる科目にもなるのではないかとい

を育むような︑そういう意味で︑道徳というのは︑

そういう世論調査の結果にも出ているのではない

長過程を重視すべきであって︑特別の教科︑道徳

うふうに思いますし︑そういうような形で︑子供

おります︒

かというふうに思います︒

について︑指導要録等に示す評価として数値など

たちの広い意味での徳育︑それは︑一方的に教師

であれば︑学校教育に対して更に期待をしたいと︑

ただ︑今回︑なぜ教科にするということについ

による評価は導入すべきでない︑こういう提言が

そのために︑文科省としては︑子供たちがいか

います︒

ては︑戦前のような修身教育を復活しようという

中央教育審議会答申︑
﹁道徳に係る教育課程の改

に成長したかを積極的に受け止め励ます評価の確

○神本美恵子君 いろいろおっしゃいましたけれ

が何か価値観を教科書によって与えるとかいうこ

善等について﹂を踏まえて行うものでありますが︑

立のために︑平成二十七年度に評価や道徳教育︑

ども︑道徳性の向上の状況を記述式で評価をする︒

されているというのは今の申し上げたとおりであ

この答申におきまして︑評価という先ほどのお話

発達障害等の専門家による会議を設け︑道徳化の

評価ですよね︑これはね︒航空兵のポスター見な

ことではないということが基本的にあります︒こ

がありましたが︑評価に関しては︑児童生徒が自

評価に関する専門的な検討を行う上で︑教師用指

がら︑あなたたちも立派な大人になってお国のた

とではない︑そういう新しい道徳ということをこ

らの成長を実感し︑学習意欲を高め︑道徳性の向

導資料の作成や指導要録の改訂を行うこととして

めに死ぬのよというようなことは言わないまでも︑

ります︒

上につなげていくことや︑評価を踏まえ︑教員が

おります︒つまり︑他者との比較ではなくて︑一

教師が何らかの形で記述であれ評価をしていくと

れは︑今回の道徳の特別の教科化は︑昨年十月の

道徳教育に関する目標や計画︑指導方法の改善︑

人一人の子供がトータル的にどのように伸びてい

れから是非考えていく必要があるというふうに思

充実に取り組むことが期待されることなど︑一人

題だと思います︒この道徳の評価じゃなくても︑

いうことは︑その方向性がそこで方向付けられる
ですから︑さらに︑この道徳の時間も︑教師が

内申書︑特別活動の記述式の評価などにおいても︑

るかどうかということについて記述式で教師が書

教科書にのっとって一方的に講義をする︑説明を

もう内申書に影響すると言ってやりたくもないボ

一人の良さを伸ばし︑成長を促すための適切な評

つまり︑先ほどの危惧の中でもお話がありまし

するということでなく︑まあこれは道徳だけでな

ランティアをやるとか︑高校生がやっているふり

といいますか︑私はこの評価というのは本当に問

たが︑道徳を他の教科と同じように一︑二︑三︑

く︑これからの我が国において︑教育全体︑他教

をするとか︑中学生ですか︑そういう話も過去に

くというような︑他者との比較検討ではない︒

四︑五の例えば通知表で付けるということはやっ

科にも必要な部分として︑例えばアクティブラー

何度もあったわけですね︒

価を行うことが必要と提言されていると︒これは

ぱりなじまないということの中で︑教科化にする

ニングというのがあると思います︒受け身だけの

今までなかったことだと思います︒

ことについては慎重な意見があったわけでありま
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るというような︑一応そういうふうな考え方があ

科︑科目であったら検定教科書を使って評価をす

ただ︑これを︑特別な教科であれば︑普通の教

な検討を行っていきたいと思います︒

ということが︑今基本的な方向性を前提に専門的

在り方を総合的に見直す必要があるのではないか

諸事項︑こういうふうな既存の欄も含めて︑その

に思います︒

だという意味で︑評価はすべきでないというふう

行くということを︑私は戦前の歴史から学ぶべき

なぜ教科にしなければいけないのか︑なぜ教科

るんですけれども︑特別な教科であればこれは評
か︒そんなことはできないんですか︒

態度を取ることが︑それがその評価につながると

あるいは教師に対して︑いわゆるいい子のような

権を回復した後も︑教科にしようというような動

が占領軍によって廃止された︒その後︑日本が主

うしても危惧が拭えない︒それは︑敗戦後︑修身

にしたいのかということについて︑やはり私はど

○国務大臣︵下村博文君︶ 基本的にどのように

いうようなことでない道徳の特別の教科の評価検

きがあったりしたけれども︑それでも文部省は教

ですから︑御指摘のような︑何か教師にとって︑

評価することかと︑評価すべきかということの今

討をしていきたいと考えております︒

科にしない︑評価をしない︑検定教科書を使わな

価を要件としないということも可能じゃないです

検討でありますが︑まず一つは︑数値による評価

○神本美恵子君 それが不可能だと言っているん

二次政権になってから︑その間も学習指導要領の

ではなく︑先ほど申し上げました記述式の評価が

れはもうはっきりとした根拠が子供にも分かるし︑

中に愛国心というような言葉が出てくるようにな

いということでずっと来たのに︑なぜ今こういう

児童生徒と比較して優劣を決めるような評価はな

保護者にも分かるからいいんですけれども︑文章

った︑前から出てきていますけれども︑それを低

です︒これも現場経験からですけれども︑むしろ

じまないということに対してきちっと留意する必

表現でやる評価というのは︑本当に教師自身の受

学年からやるという︑愛国心を強調しようとして

いいだろうと︒また︑ほかの児童生徒との比較に

要があるということ︒それから︑個々の内容項目︑

け止め方とかになるわけですから︑さっき山中恒

いるというようなそういう動きを考えますと︑教

ことをやろうとしているのかということについて︑

このことについてはきちっとやれているとかやれ

さんのことを紹介しましたけれども︑この成績︑

科にして評価をする︑検定教科書については今日

国語︑算数︑理科︑社会のように︑何らかの知識

ていないとか︑そういう生徒に対する評価ではな

修身の評価によって自分の上級への進学に影響す

はちょっと触れる時間がありませんでしたけれど

よる相対評価ではなくて︑児童生徒がいかに成長

くて︑全体的な大ぐくりなまとまりを踏まえて評

るから教師の気に入るような人間になろうと︑そ

も︑評価をするということは︑これはやっぱりや

私は安倍内閣の戦後レジームからの脱却︑第一次

価を行うべきではないか︒それから︑発達障害等

ういう振る舞いをしようというようなことにこれ

ってはいけないことだというふうに思いますけれ

のテストをしたりして︑そしてここまでは到達し

の児童生徒についての配慮すべき観点等を学校や

はもう確実になる︑そういう弊害があるというこ

ども︒

したかを積極的に受け止め励ます個人内評価とし

教員間で共有をすることであると︒それから︑あ

とで︑そういう弊害が単なる教師の気に入るよう

これからどういう評価をしていくかということ

安倍政権のときにおっしゃっていましたし︑今第

とは現在の指導要録の書式における総合的な学習

になろうというだけではなくて︑教師がどういう

は検討されるとおっしゃっていますけれども︑も

たからといって数値で評価をするというのは︑こ

の時間の記録とか︑それから特別活動の記録︑ま

人間を育成しようとするかによって一つの方向に

て行うことが望ましいのではないか︒また︑他の

た行動の記録及び総合所見及び指導上参考となる
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○国務大臣︵下村博文君︶ まず︑今︑神本委員

に例えば教科書とかあるいは教師が一つの価値観

れから目指す特別の教科道徳というのは︑一方的

少なくとも︑先ほど申し上げましたように︑こ

まず︑ＡＬＭＡ望遠鏡から見ていきましょう︒

線で見る望遠鏡ＴＭＴです︒

鏡ＡＬＭＡ︑そしてもう一つが超大型︑光と赤外

ェクトに参画をしています︒一つが大型電波望遠

今配付しているのは︑資料の一を御覧ください︒

がおっしゃったような︑まあこれは危惧というふ

を子供たちに教えるということではなくて︑アク

先ほどの資料一なんですけれども︑この資料とい

も踏まえながら専門家の方々に検討をしてもらい

うに申し上げたいと思いますが︑それは当てはま

ティブラーニング︑子供たちが議論をしながら︑

うのは︑写真︑何かちっちゃい円盤がたくさん︑

う一度聞きますが︑その検討の中で評価をしない

らない︒そういう教育を︑つまり何か全体主義的

一方で︑やはり人が人として生きるということは

白いやつがありますね︑これがアンテナです︒こ

国立天文台は宇宙の謎に迫る二つの国際プロジ

な︑国民主義的な教育を復活させようとか︑そう

どういうことなのか︑幸せというのはどういうこ

のＡＬＭＡ望遠鏡は標高五千メートルの南アメリ

たいと思います︒

いう思いは毛頭ないということを申し上げたいと

となのかという基本的なそういうことを子供たち

カのチリのアタカマ高地にあります︒これまでの

ということも可能性としてあるのかどうか︑お伺

思います︒

にきちっと考えさせると︑議論をさせると︑また︑

いしたいと思います︒

先ほど内申書のお話をされましたが︑私の方も

望遠鏡とはもう桁違いの性能を誇る電波を使って

ますけど︑同時に︑人が人として生きるという基

資料二を御覧ください︒

その中で必要な教材に教科書を使ってそれを考え

ではないかと︑そういう危惧だと思いますが︑こ

本的なそういう意味での徳育︑これは偏向教育と

この真ん中の写真がＡＬＭＡ望遠鏡で捉えた惑

内申書︑いわゆる指導要録のことを申し上げまし

れは︑内申書︑指導要録について︑先ほど申し上

か特別な価値観を与えるということではなくて︑

星の誕生の現場の様子なんです︒左がハッブル宇

見る望遠鏡で︑宇宙︑銀河︑惑星がどのように生

げましたように︑総合的な学習の時間の記録とか

主体的に子供たちに自ら考えさせると︑そういう

宙望遠鏡の写真︑右側がＣＡＲＭＡという従来型

させるということはやっぱり大切なことなんでは

特別活動の記録とか行動の記録とか総合所見及び

時間を持たせるということについては大切にすべ

の電波望遠鏡の写真︒違いは本当に一目瞭然だと

たけれども︑そこの内申書へどう記述するかどう

指導上参考となる諸事項︑これは全部記述式で書

きだと思います︒

思います︒中心部が太陽系でいうと太陽なんです︒

まれたのかを探ります︒世界に二つとはない︑そ

くことになっておりますが︑そこに新たに道徳の︑

○神本美恵子君 時間が来ましたので︑あと教科

その周りに円盤状に暗い溝ができていますね︑こ

ないでしょうか︒数学も英語も国語も大切であり

特別な教科化になったらどう記述をするのかとい

書の問題などについては︑また後日質疑させてい

れが星間ガスが惑星に取られて暗くなっていると︒

かということが具体的な評価につながっていくの

うことがやっぱり出てくるというふうに思います

ただきたいと思います︒終わります︒

ういう望遠鏡です︒

ので︑既存のそういうふうないろんな欄も含めて

なので︑これは惑星ができている証拠だという写

初めて撮影に成功しました︒

真なわけなんです︒この写真はＡＬＭＡが世界で

○新妻秀規君 おはようございます︒
ジェクトについてお尋ねをしたいと思います︒

まず︑国立天文台が参画をする二つの国際プロ

トータル的にその在り方を総合的に見直すことに
しておりますので︑道徳だけの記述を書き込むか
どうかということについては︑今のような御指摘
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す︒なので︑こういう成果が上がりました︒生命

ＬＭＡ望遠鏡は光を詳しく分析する能力がありま

真なんです︒これも世界で初めての発見です︒Ａ

砂糖の糖ですね︑糖類の分子を発見したときの写

これは惑星が生まれている現場で︑糖類︑甘い

また︑次のページ︑資料三をおめくりください︒

た日本の製造担当分の保守作業の一部であるアン

ました︒この予算の減額によって︑このＢに示し

が二十・九億円と九億円以上減額をされてしまい

グラフの左側では総額は三十億円︑二〇一五年度

しまいました︒総額で言うと︑二〇一四年︑この

七年度では前の年と比べて大幅に予算が削られて

りもはるかに鮮明に見える︒また︑世界を引っ張

ドしてきたハッブル望遠鏡が上の写真ですね︑よ

けれども︑この右下ですね︑これまで世界をリー

なような絵が見えるのかなという予想図なんです

一枚めくっていただいて︑この資料の七がどん

して︑今ハワイ島に建設を予定をしております︒

レスコープの頭文字を取ってＴＭＴと呼んでいま

とか︑感度も四倍から十四倍という︑はるかにす

テナ等の保守︑そしてＤの将来開発の全ての作業
最悪の場合︑日本のアンテナだけが稼働しない

ばらしい望遠鏡になることが期待をされています︒

に密接に関連する分子が惑星がつくられている領

という可能性があります︒また︑充実した保守が

じゃ︑どのような国際分業体制かというと︑資

ってきた日本の望遠鏡すばるよりも解像度が四倍

できないために今後の影響も懸念をされます︒ま

料の八のように︑日本はこの円グラフの右上の赤

をせずにしのぐというふうに聞いております︒

じゃ︑このプロジェクトどういうふうに進めら

た︑一年間飛んでしまうので︑国内の実際︑保守︑

いところにあるように︑総費用の四分の一を分担

域でできていることが分かったんです︒なので︑

れているかというと︑資料の四を御覧ください︒

開発を扱うメーカーのそうした保守︑開発体制が

することになっています︒

これは地球生命の起源は宇宙から来たのかという

これは︑このプロジェクトは︑日本とアメリカ︑

解体をされてしまって技術が途絶えてしまうとい

この緑の帯のところにあるように︑二五％の予算

国際協力体制の下に推進をされています︒日本は︑

る我が国の評価は確実に下がると思います︒これ

生をしてしまえば︑科学分野での国際貢献におけ

うことがあり得ると思います︒こうした事態が発

のうち︑副鏡とか観測装置とか第三鏡とか書いて

れ︑望遠鏡の本体構造なんですけれども︑この絵

すと︑もう一枚めくって資料の九になります︒こ

細かくは︑じゃどんなことをやるのかと申しま

疑問に迫る重要な研究成果です︒

ヨーロッパの三者と用地を提供するチリの四者の

分担をすることになっています︒

は︑天文分野のみならず全ての科学の分野に及ぶ

一枚おめくりいただいて︑この資料の五が︑じ

ある以外のところ全てこれ日本がやるんですよね︒

じゃ︑その鏡はどういうふうになっているかと

望遠鏡の目そのものの鏡も作ります︒

可能性があると思います︒
それでは︑もう一つのプロジェクト︑ＴＭＴに

ゃ日本はどんな仕事をするんですかというこの三
者間︑日本︑アメリカ︑ヨーロッパの間の合意事

ついて見てみようと思います︒一枚おめくりいた

すけれども︑これは次のページ︑資料の十︒これ

項です︒Ａ︑Ｂ︑Ｃ︑Ｄ︑各項目あるんですけれ

この資料六の右上が︑ＴＭＴの完成予想のＣＧ

が︑三十メートル︑この細かいガラスを組み合わ

いうと︑この鏡はこの資料九の水色の部分なんで

装置の保守経費︑Ｃ各地域センターの運用経費︑

です︒ＴＭＴの望遠鏡は︑アルマと違って光と赤

せて作るんですけど︑これ日本じゃなくちゃ作れ

だいて︑資料の六を御覧ください︒

Ｄ将来開発経費︑この四分野について日本は予算

外線を使って見る望遠鏡で︑この鏡の口径が三十

ないんです︒神奈川県の工場で作っているんです

ども︑Ａまず観測所の運用経費︑Ｂ日本製造担当

を分担することになっています︒

メートルあるのでＴＭＴ︑サーティーメーターテ

でも︑この下のグラフに示すように︑平成二十
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【未定稿】
文教科学
平成２７年４月１６日

の方ですね︑この望遠鏡の新規製造というところ

今年度の要求に対して︑実際付く予定の予算が右

ただきまして︑じゃ︑予算はどうなんだと︒左が

ですけれども︑資料の十一︑もう一枚おめくりい

こういうすごい望遠鏡を今作ろうとしているん

使って作っています︒

らみもしないし縮みもしないという特殊な技術を

けれども︑温度が高くなっても下がってももう膨

と思います︒

が人類の世界観とか宇宙観に大きな影響を与える

という︑宇宙の誕生の起源に迫る︑こうした成果

ＡＬＭＡとＴＭＴで五億年ちょっと前まで遡れる

望遠鏡が十億年ちょっと前まで遡りました︒でも︑

どんどん遡っています︒すばるというすばらしい

宇宙ができて百三十五億年になりますが︑それを

うに進化してきたのかという︑そういう歴史︒今︑

次のページ︑資料の十三︒これ︑宇宙がどのよ

あるわけであります︒

うに現在ハワイ島に建設中の国際プロジェクトで

日本を含む五か国の国際協力により︑御指摘のよ

また︑三十メートル光学赤外線望遠鏡ＴＭＴは︑

国︑欧州の三者の国際協力によりチリに建設され︑

御指摘の大型電波望遠鏡ＡＬＭＡは︑日本︑米

ばさせていただきまして︑ありがとうございます︒

す︒総額でも五十六・一億円要求しているのに対

学では今でもラテン語が教えられていると︑こう

四月七日の本委員会で︑大臣は︑オランダの大

に思います︒学術研究の大型プロジェクトについ

画するなど重要な役割を果たしているというふう

が国も国立天文台を中核として多くの研究者が参

二つのプロジェクトは︑国際協力体制の下で︑我

天文学分野における大型の研究計画であるこの

でがくんともう削られてしまっているわけなんで
し二十九・九億円ということで︑半分ちょいとい

いうことを通しまして︑西洋の社会では目先の実

にしつつ︑各プロジェクトの進捗状況に応じて必

う予算の付き方になってしまいました︒

立天文台が今取り組むこの二つの国際プロジェク

要な支援を行っているところでございます︒

ては多額の投資を要するものでありますので︑研

製造開始を来年度以降に延期せざるを得なくなっ

ト︑これは確かに目先の実用性は余りないかもし

資料でもありましたが︑文科省ではそれなりの

用性にかかわらず知の基盤を大切にする文化があ

てしまいました︒また︑全体工程の遅れで︑コス

れません︒ただ︑人類の宇宙観︑それから生命観

概算要求をしているわけでありますが︑財務当局

これによってどうなるかというと︑今年度︑平

ト増のおそれについては今プロジェクトの他国と

に関わる根源的な取組だと思います︒こうした科

によって厳しく査定されてしまっているという部

究者のコミュニティーによる優先度の評価も参考

協議中です︒国際共同事業における日本への信頼

学を大切にすることができるかどうか︑ここに国

分もございます︒国立天文台のこの二つのプロジ

るんだということを紹介してくださいました︒国

が崩れつつあります︒非常に残念なことだと思い

の文化の高さ︑また矜持が問われていると思いま

ェクトについては︑学術研究の大型プロジェクト

成二十七年度予定をしていた望遠鏡の本体構造の

ます︒

す︒

命の手掛かりはどこにあるのか︑こういう謎に迫

示しますように︑第二の地球があるのか︑また生

二つのプロジェクトが進みますと︑資料の十二に

が異なりまして︑補い合う関係にあります︒この

○国務大臣︵下村博文君︶ 改めてこの資料で学

所見をお願いします︒

ていただきたいと思うんですけれども︑大臣の御

ェクトを推進していただけるよう前向きに検討し

是非︑来年度︑平成二十八年度はこの両プロジ

○新妻秀規君 財務省との闘いも含め︑是非とも

りたいと思います︒

の下で円滑に推進できるようしっかり努めてまい

が︑御指摘がございましたが︑今後とも国際協力

全体の中で予算措置をしているところであります

ＡＬＭＡ望遠鏡とＴＭＴ望遠鏡はそれぞれ役割

ることができるんですね︒
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【未定稿】
文教科学
平成２７年４月１６日

海外子女教育の環境整備については︑この資料に

思います︒

の資料を御覧になりながらお聞きいただければと

題についてお尋ねをしたいと思います︒もう一つ

それでは次に︑在外教育施設への派遣教員の課

ことが分かりました︒やはり︑きちんとした対応

○新妻秀規君 かなり本当にいらっしゃるという

傾向にあると考えます︒

人であったということでございまして︑近年増加

せんけれども︑例えば平成十八年四月現在は百六

調査方法が異なりますために単純な比較はできま

〇％の大幅な増加となっております︒それから︑

ざいまして︑これと比べますと百五十人︑約三

配置したところでもございます︒

八名︑それから特別支援対応として六校に計六人

新設されたカンボジア・プノンペン日本人学校に

いては九年ぶりに派遣教員定数を十四名増加し︑

りますが︑御指摘のように︑この二十七年度にお

財政状況の中︑近年は減少傾向に陥ったわけであ

から日本人学校等に派遣している教員は︑厳しい

どの支援を行っているところであります︒文科省

本人学校と補習授業校に対して教員を派遣するな

前向きに取組をお願いをいたします︒

ありますように︑派遣教員数は︑長く続いた減少

は必要なんじゃないかなというふうに思います︒

昨年四月の本委員会で質問をさせていただいた

傾向から︑今年度は昨年度比で十四名の増加と転

本人の子供たちのために教育環境の充実をしっか

文科省としては︑今後とも︑海外に居住する日

グローバル人材育成のために派遣教員数を増やす

り図ってまいりたいと思います︒

こうした特別支援の生徒さんへの対応も含めて︑
ことを前向きに検討していただきたいのですが︑

○新妻秀規君 是非とも大臣が今おっしゃったよ

じました︒大臣の力強いリーダーシップに心より

大臣の御所見をお願いをいたします︒

うな取組をお願いをしたいと思います︒

感謝をいたします︒
す︒この増員の十四名のうち八名は︑新しくでき

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘のように︑海

伺っております︒また︑近年は特別支援が必要な

員であり︑既存の在外教育施設への増分は六名と

会経済のグローバル化の進展に伴って︑これから

ですね︑大変最近増えているわけであります︒社

外における子供たちの在籍︑日本人学校︑補習校

地域の小規模な学校では︑教員不足から︑免許が

急速に今少子化が進んでいます︒離島や中山間

その一方で︑まだ課題も残されていると思いま
ましたカンボジアのプノンペン︑日本人学校の教

生徒も増えていると伺っております︒特別支援が

多くの企業が海外へ進出︑更にしていくのではな

ない科目を特別な許可を得て教える免許外教科担

次に︑遠隔授業の推進について伺いたいと思い

必要な生徒数はまずどれほど増えたのでしょうか︒

いかと思います︒

ども︑少なくとも義務教育段階においては国内に

主権が及ばないところに在住はしておりますけれ

こういう中で︑海外にいる子供たち︑我が国の

行う遠隔授業の文科省モデル事業が︑平成二十五

た場所にある学校同士をつないで双方向の授業を

ために︑テレビ会議システムなどを使って︑離れ

任が少なくありません︒こうした状況に対応する

ます︒

御答弁をお願いします︒

日本人学校等に在籍する児童生徒数が平成二十

おける教育に近い環境が整備されるよう国として

年度から北海道の礼文高校など離島にある高校な

○政府参考人︵小松親次郎君︶ お答え申し上げ

六年四月現在で約二万一千人でございます︒この

も最大限の援助を行うことが必要であると考えま

ます︒

うち︑特別な支援が必要な児童生徒数︑お子さん

ど六校で行われていると承知をしております︒多

様で質が高い授業を学校の規模や場所にかかわら

す︒
そのため︑文科省では︑外務省と連携して︑日

方の数は五百三人となっております︒なお︑二年
前の平成二十四年四月現在では三百五十三人でご
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【未定稿】
文教科学
平成２７年４月１６日

である︑モニターを通して先生が生徒に質問を振

れつつある︑遠隔授業は双方向を保つことが大切

ども︑優れた教員の授業なのでその弱みは改善さ

教員と生徒が対面する授業にはかなわないけれ

こんな声が寄せられました︒

いるそうです︒教頭先生にお話を伺ったところ︑

では︑情報という科目について遠隔授業を行って

に遠隔授業が導入されているそうです︒対馬高校

など離島の県立高校で平成二十五年度から試験的

長崎県では︑県独自の取組として︑壱岐や対馬

か︑答弁をお願いをいたします︒

にお考えか︑またどのように取り組まれていくの

つと考えます︒こうした諸課題についてどのよう

ノウハウの共有は効果的な遠隔授業の実施に役立

ウハウの蓄積もされていくと思います︒こうした

の導入拡大による技術的なノウハウ︑指導上のノ

考えます︒さらに︑遠隔授業のモデル事業や今後

後のトラブルに対応するための相談体制も必要と

支援員の存在が重要と考えます︒また︑運用開始

際の技術的なサポートの体制︑具体的にはＩＣＴ

変更したと聞いております︒遠隔授業を導入する

うした実証事業以外にも広く認めるように制度を

ここでお尋ねします︒今年度から遠隔授業をこ

ととしたいと思っております︒

創出し︑その成果等を教育委員会等に周知するこ

に︑こうした事業を通じまして優れた実践事例を

ル事業を行うこととしております︒御指摘のよう

校における遠隔教育の普及促進を目的としたモデ

さらに︑文部科学省では︑今年度から︑高等学

財政措置が講じられているところでございます︒

ＣＴ支援員の配置に係る所要の経費について地方

員の配置を促すこととしておりますとともに︑Ｉ

基本計画では︑地方公共団体に対してＩＣＴ支援

この点につきましては︑一つ︑第二期教育振興

おります︒

て技術的なサポートを行うことが効果的と考えて

御指摘のとおり︑ＩＣＴ支援員の配置によりまし

ず受けられるこの遠隔授業の取組は︑我が党とし

ったり生徒から質問を投げたりすることで活気が

○政府参考人︵小松親次郎君︶ お答えを申し上

ても重点政策として推進を訴えております︒

ある授業になる︑そのためにも技術的な側面は重

して︑一たびシステムが設置された後は対馬の現

これは県の教育センターがシステムの設置を担当

メラのような映像︑音響機器のようなハード面︑

長崎県では︑通信環境やモニター︑マイク︑カ

りしたことがあった︑こんなようなお声でした︒

像が同期しなかったりマイクが音を拾わなかった

を︑一定の単位数を上限として︑通信制のみなら

める場合において︑同時かつ双方向的な遠隔教育

対面授業に相当する効果を有すると高等学校が認

高度な教育に触れる機会の提供といった観点から︑

は︑離島や過疎地等の教育機会の確保や多様かつ

ますが︑高等学校における遠隔教育につきまして

まず︑御指摘のありました制度の変更でござい

ので︑私から︑極めて現実的な話になりますが︑

ったところもありますが︑順番になってきました

新妻さんの大宇宙の壮大な話をもっと聞きたか

非とも推進をしてください︒

○新妻秀規君 今おっしゃったような取組を︑是

実を図ってまいりたいというふうに考えます︒

これらの諸施策を通じまして︑必要な事柄の充

地の教員が授業のたびごとにセットアップを担当

ず全日制︑定時制高等学校でも導入できるように

お聞きをしたいと思います︒

げます︒

しているということです︒今は現場の職員も習熟

本年度から制度化をいたしたところでございます︒

今日は︑まず教育バウチャー制度のことをお聞

要である︑導入の当初はスピーカー︑マイクと映

をして︑負担なくセットアップできているという

そこで︑この遠隔教育を始めといたしましてＩ

きをしたいと思うんですが︑私どもは︑いわゆる

○柴田巧君 維新の党の柴田巧です︒

以上です︒ありがとうございました︒

ことなんですけれども︑やはり初期のトラブル対

ＣＴを活用した教育を普及︑定着させるためには︑

応は負担があったのではないかと考えます︒
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童生徒や保護者にクーポンを直接支給をして選択

すが︑そうではなくて︑今申し上げたように︑児

でいわゆる教育提供者に軸足が置かれてきたんで

いきたいと︒例えば︑教育分野においてはこれま

配付して︑それによって競争を促して質を高めて

に使途を限定したクーポンを子供や保護者に直接

まして︑特に子育て︑教育︑保育︑そういう分野

補助金からバウチャーへということを唱えており

がいつまでたっても続いていくということだと思

しておくと︑先ほど申し上げたように貧困の連鎖

差につながっていくということで︑これを放置を

て︑これが学力の格差に︑また将来のいろんな格

満の世帯では十五万八千と大変大きな開きがあっ

十二万六千ほどになるのに対して︑年収四百万未

塾代などです︑の学校外活動費ですが︑これが三

ば︑年収一千二百万の世帯の中学生の補助学習費︑

の利用に係る経費を助成する学校外教育バウチャ

軽減を図るため︑一定の所得要件の下︑学習塾等

子供たちの学力向上と子育て世帯の経済的負担の

ては大変注目をしております︒大阪市において︑

そういう中で︑大阪で進めるということに対し

は非常に厳しい財政状況がございます︒

ないかと︒単純に上乗せするということについて

ついては相当の議論をしていく必要があるのでは

今年十月からは所得要件を緩和し︑更に助成対象

ー事業を平成二十四年度から実施しておられる︑

したがって︑今大阪においては︑塾代助成事業

を拡大する予定というふうに聞いております︒

います︒
と言っていますが︑学習塾のほかにスポーツ教室

の幅を広げて競争を促していく︑それが学校の教
育の質を上げたり学力の向上につながると思って
いるわけですが︒

十四年から西成区で試行して︑昨年から全市内の

も注目をしていきたいと思います︒

一つでもあるのではないかと思います︒私として

この事業については︑経済的状況にかかわらず︑

子供の貧困率︑六人に一人が我が国の場合はそう

中学校で実施をしておりますが︑こういう取組も

○柴田巧君 ありがとうございます︒

や習い事などに使用できるクーポンを︑就学援助

いう状態に置かれていると︑大変ゆゆしき事態に

しておりますけれども︑大臣は︑大阪でのこうい

また︑この教育バウチャーは︑不登校のといい

一方で︑この教育バウチャーというものは低所

なっているわけですが︑その低所得者層の子供た

う学校外教育バウチャーの実施についてどのよう

ますか︑フリースクールの学習︑あるいは経済的

御指摘がありましたが︑子供たちや保護者が多様

ちが十分に教育を受けられないことによって貧困

に評価をされておられるのか︑まずこの点からお

支援にも極めて有効なものだと思っていまして︑

をもらっている中学生の家庭を対象にしています

の連鎖が続いていくということが見られるわけで

聞きをしたいと思います︒

御案内のように︑不登校の生徒︑今十二万ほどあ

得者層の教育支援にも役立つものと我々は考えて

す︒

○国務大臣︵下村博文君︶ まず一般論として︑

ると聞いておりますが︑一時は減る傾向にありま

な学習機会を選択できるようにする有効な方策の

したがって︑親の経済力に左右されて子供の学

教育バウチャーは︑私は今後更に議論するに対象

したが︑またちょっと増える今傾向を見せており

が︑月一万円を上限に配付をしています︒平成二

習機会に格差を生じないように︑低所得者層の子

とする大変重要なテーマであると思います︒

いるところで︑今︑御案内のとおり︑一六・三％︑

供たち︑家庭の教育支援というのをしっかりやっ

今までは正直どちらかというと子供たちや家庭

ます︒
ぱり財源問題で︑新規に増えるわけですから︑じ

や親の責任の部分が多いんじゃないかと言われた

ただ︑そのときに一番ポイントになるのはやっ

特に︑年収と学力ももちろん比例しますが︑平

ゃその財源をどこから持ってくるかということに

ていかなきゃならぬと思っています︒
成二十四年度の文科省の子供の学習費調査によれ
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この前大臣もおっしゃったように︑全ての子供た

りもしましたけれども︑やはり教育というのは︑
でございます︒

くりまして改善策について議論をしているところ

ルについて︑それから不登校について検討会をつ

す︒

か決められない部分もあるのではないかと思いま

年間で百万ぐらい掛かるとも言われています︒小

によって違うところがあるかもしれませんが︑一

に経済的な支援でいうと︑フリースクールは︑物

る検討会議もできていると聞いておりますが︑特

現に︑今文科省ではフリースクールなどに関す

す︒

抜本的な見直しをしていかなきゃならぬと思いま

すが︑したがって︑この不登校の対策︑いろいろ

きるように手助けしていくものだと思っておりま

その家庭で︑今御指摘があったように︑じゃ︑フ

る子供たちが多いと︑あるいはそういう家庭だと︒

な︑いろんな問題︑ハンディキャップを抱えてい

普通の学校の子供たちに比べると多いというよう

ませんが︑一人親家庭の子供も相当︑数としても

かと︒また︑これは貧困家庭に関係するかもしれ

たちの割合もやはり半分を超えているのではない

あるのではないかと︑また発達障害に占める子供

身を見ますと︑貧困家庭の層の割合が六割前後は

特に小中で不登校が十二万を超えると︑その中

いずれにしても︑子供たちの視点に立ちながら

しているところでございます︒

そういう創意工夫についての論点について今検討

とを考えるというのがあるのではないかという︑

したバウチャー︑クーポン券なり︑いうようなこ

で使うかどうかと︑そういう特定した教育︑特定

補助じゃなくて個人補助で︑どういうふうにそれ

に︑教育バウチャー制度によって︑そういう機関

を大切にするということになると︑御指摘のよう

という観点はこれは極めて重要であり︑この基本

一方で︑一人一人の子供の学習機会を保障する

ちにかけがえのない存在であると感じることがで

学校の場合︑児童一人当たりで公的支出は年間九

教育環境の改善に向けて柔軟に対応し︑不登校の

子供であってもチャンス︑可能性が提供できるよ

リースクールに行かせるということになると︑公
立の小中学校であれば義務教育ですから基本的に

十一万︑中学校の場合だと百二万と︑学校に通っ
ている子供たちはこれだけ公的支援があるんです

うのは︑そのバウチャー方式の助成というのは︑

うな︑そういうバックアップ体制について是非考

その中の一環として︑今バウチャー制度の導入

利用目的をこの場合は教育に使途を限定をするわ

は無償でありますけれども︑フリースクールにつ

ころありませんから︑国からの補助金もないとい

という提案でありますが︑まずこのフリースクー

けで︑子供の学習機会を提供するという一つの投

が︑いろんな事情があって不登校になり︑またフ

うことになるんですが︑このフリースクールなど

ル等で公費負担の在り方についてどうするかとい

資だというふうに我々は思っています︒

えていきたいと思っております︒

で学ぶ子供たちの保護者を経済的に支援するとい

うことを検討していきたいと思います︒また︑そ

単なるばらまきではなくて︑しっかり明確な投

いては相当のお金が掛かるということで︑より大

う意味でもこのバウチャー制度というのは有効な

の際︑フリースクールそのものもやっぱり多様性

資効果を狙った戦略的な施策だというふうに我々

リースクールに行っている子供たちには︑百万ぐ

ものじゃないかと私は思うんですが︑大臣の御見

を尊重することが必要でありますので︑枠にはめ

は考えているわけで︑文科省は︑大臣の所信での

○柴田巧君 とにもかくにも教育バウチャーとい

解をお聞きをしたいと思います︒

ると︑これがフリースクールの対象でこれはフリ

お言葉を借りると︑未来を切り開く未来省である

変だという状況があるわけでございます︒

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘ありましたよ

ースクールの対象にならないということもなかな

らい掛かるとしても︑法律上の位置付けが今のと

うに︑今文部科学省の中において︑フリースクー
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というところもあると思いますが︑立ち消えにな

りも何よりも文科省が余り正直やる気がなかった

残念ながら︑第一次政権が退陣して︑というよ

ャーを検討する機関を設けて議論をされました︒

かもしれませんが︑文科省の中にも正式なバウチ

ャー研究会という︑ちょっと正式名称違っている

したが︑であるならば︑第一次政権で教育バウチ

に値する御意見だと考えているとお述べになりま

低所得世帯の学習機会の充実という観点から傾聴

ー制度については︑子供や保護者の選択肢の拡大︑

にもこの点をお尋ねをしましたが︑教育バウチャ

らば︑また総理も︑私はこの前の代表質問で総理

と考えているとおっしゃっていますが︑であるな

そのことによって結果的に自分の学校に来なくな

ですね︑それから私学も意外とこれは反対をして︑

すると︑まず既存の学校が反対すると︑関係者が

うようなことを考えたときもありましたが︑そう

ほかのところで︑フリースクール等で使えるとい

ませんけど︑例えば半額︑権利を与えて︑そして

を教育バウチャー券として子供に︑全額とは言い

されているわけですね︑実際行かないから︑それ

ほどの御指摘のように︑一人百万ぐらい税金投入

と︑既存の学校に行っていない子供︑行けば︑先

バウチャーについての財源をもし確保するとなる

っかかるんですけれども︑今の総枠の中から教育

その中の財源問題としてやっぱりどうしても引

ていただきたいと思いますし︑大阪の場合は︑二

大臣もそういう考えをお持ちです︒しっかり進め

○柴田巧君 是非︑総理もそう述べていらして︑

とについては更に検討していきたいと思います︒

の状況を見ながら︑これからどうするかというこ

ても今議論をしてもらっていますので︑その議論

の検討会の中でこのバウチャー制度の導入につい

一つは︑今︑不登校やフリースクールのそれぞれ

改善に対して柔軟に取り組むということの中で︑

一人一人の子供たちの視点に立った教育環境の

うことも含めた議論というのは重要だと思います︒

バウチャーのような形でプラス支援をするとかい

るとか︑財源があれば更に個人に対してこの教育

サスを取りながら機関補助を個人補助にシフトす

十五億︑今掛けてやっていますが︑御案内のとお

るのではないかというのがあって︑ほとんどが反
対ということもあって進まなかったという経緯が

ってしまいましたけれども︑大臣もそういう︑今︑
そもそもバウチャーに関しては積極的な考えをお

ただ︑今御指摘のように︑教育バウチャー制度

済みません︑いろいろあと聞きたいことがあり

り身を切る改革によって財源を捻出したというこ

したが︑総理も先ほどのように答弁をされていま

というのは︑個々の教育費の負担軽減策を考える

ましたが︑時間が参りましたので︑これで終わり

ございます︒

すので︑ところどころで︑いろんな場面で検討は

中で︑創意工夫しながら様々な論点について検討

ます︒ありがとうございました︒

持ちだと︑
﹁教育立国論﹂も読ませていただきま

されていますが︑正式にこの教育バウチャーを検

に値するものではないかと思います︒

とだけ申し上げておきます︒

討する機関を︑文科省において本格的な議論を︑

それから個人補助という考え方がある︒世界を見

○田村智子君 日本共産党の田村智子です︒

いますが︑大臣にお聞きをします︒

ていても全部が全部機関に対して助成をするとい

学術研究の成果を示す指標の一つは︑論文がど

財源について︑機関補助という考え方もあるし︑

○国務大臣︵下村博文君︶ 随分前ですけど︑私

うことじゃなくて︑個人に対して助成すると︒ま

れだけ発表され︑どれだけ引用されたかというも

導入に向けた議論をやっぱり開始をすべきだと思

が文部科学大臣政務官のとき︑省内に私的勉強会

た︑我が国でも一部そういう部分も実際あるわけ

のです︒文科省科学技術政策研究所発表の﹁科学

今日は︑我が国の学術研究の現状についてお聞

でこの教育バウチャーについての勉強会をずっと

でありますから︑その辺︑教育の中でもコンセン

きいたします︒

してきた経緯がございました︒
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見ると︑日本は一九八〇年代から二〇〇〇年代初

シェア及びトップ一％補正論文数シェアの変化を

から︑質的指標とされるトップ一〇％補正論文数

とに加えまして︑国際共著論文や学際的︑分野融

研究開発費の伸びが主要国に比べて低いというこ

加の伸びが小さい理由といたしましては︑大学の

引用度がこのように高い論文につきまして︑増

加えまして︑国際共著論文や学際的・分野融合的

これは︑大学の研究開発費の伸びが低いことに

︹委員長退席︑理事石井浩郎君着席︺

の伸びが小さい理由︑今御指摘がありました︒

本が主要国と比べて被引用度が高い論文数の増加

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘のように︑日

めにかけて緩やかなシェアの増加が見られたが︑

合的な研究領域への参画が主要国と比べて十分で

な研究領域への参画が十分でないことなどが考え

でございます︒

その後急激にシェアを低下させていると指摘して

ないというようなことが考えられるというふうに

られます︒

技術指標二〇一四﹂では︑論文引用数の国際比較

います︒

私どもとしては分析をしているところでございま

一九九〇年から九二年の平均︑日本は世界四位︒

用度がトップ一〇％の論文数︑これを見ますと︑

トップ一〇％補正論文数︒これは注目をされて引

すけれども︑そこが分析した資料を更に見てみま

るのはトムソン・ロイター社というところなんで

○田村智子君 こうした論文数の分析を行ってい

す︒

長期的な視野に基づく多様な教育研究活動の基盤

のため大学の研究環境の整備は重要でありまして︑

考えますが︑一方で︑学術研究︑基礎研究の振興

要因として議論するということは適切ではないと

資料でお配りしました︑資料一の一ページ目︑

二〇〇〇年から二〇〇二年︑同じく四位︒ところ

す︒資料の二︑三枚目になりますね︒

国立大学法人の運営費交付金の削減だけが低迷

が︑二〇一〇年から一二年の平均は八位に低迷を

は直線的に増加傾向にあります︒ところが︑国立

これ︑二〇〇〇年を起点として私立大学というの

か一割削減をしてきたと︒この影響というのは直

○田村智子君 重要だと言いながら︑伸びどころ

るというふうに考えます︒

を支える国立大学運営費交付金の役割は重要であ

大学が︑二〇〇〇年半ば以降︑明らかに低迷をし

視をすべきです︒

国公私立大学別の論文数の推移が分かります︒

ています︒先ほど御答弁で︑研究費︑この伸びが

第三期中期目標期間における国立大学法人運営

します︒

中国の急激な伸びということはあるにしても︑

なかなかないと︑これが一つの低迷の要因だとい

費交付金の在り方についての中間まとめ案が出さ

二ページ目︑引用数トップ一％で見ますと︑四

上位の国の中でこのように順位が低下した国は日

うふうに文科省も分析しているということですけ

れています︒こういう指摘があります︒
﹁有期の

文部科学省は︑この低迷の要因をどのように分

位︑五位︑十位というふうになっています︒

本だけです︒

れども︑私もそうだと思います︒

は増加している中ではございますが︑シェアにつ

一％補正論文数につきましては︑日本も全体の数

り︑世界のトップ一〇％補正論文数及びトップ

○政府参考人︵川上伸昭君︶ 先生御指摘のとお

かがですか︒

迷の要因ではないかと思いますが︑文科大臣︑い

金がこの十年間で一割以上削減された︑これが低

やはり︑国による基盤的投資と言える運営費交付

国立大学がなぜこんなに低迷しているのかと︒

れが困難になっているというふうに認めたものな

よる研究の成果を長期的な研究に組織化する︑こ

ることが困難となっている︒
﹂と︒科研費などに

付金の活用により︑各国立大学の中に組織化され

競争的経費の獲得による様々な成果が︑運営費交

析していますか︒

きましては低下をしているという︑こういう状況
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んですね︒

たら駄目なんだと︑これは少し質問で更に聞きた

一方で︑御指摘がありましたが︑競争的資金の

学は学術研究の低迷から抜け出すことはできない

一方で︑運営費交付金を削ったままでは︑国立大

競争的資金は創設されてきました︒しかし︑その

れるんだと︑日本ではこういう政策の下で様々な

機関への報告があり︑また非常勤で研究者を雇い

わなければならないし︑研究の途中段階でも審査

の資金獲得を準備しながら研究や論文の執筆を行

ら五年のスパンです︒そうすると︑研究者は︑次

競争的資金の研究というのは︑おおむね三年か

でありますが︑今後も引き続き研究現場の意見を

も各種手続の簡素化に取り組んできているところ

あるというふうに考えます︒このため︑これまで

研究者の事務負担を軽減することはやはり重要で

も聞いております︒研究費の獲得に当たりまして︑

の減少の要因の一つであるとのそういう指摘も私

増額に伴ってこれらの事務負担が増え︑研究時間

というふうに思いますが︑大臣︑いかがですか︒

ますから︑その人事評価も行わなければならない︒

酌みながら︑更なる改善についてはこれはしっか

いと思います︒

○国務大臣︵下村博文君︶ 文科省の国立大学法

また︑出された申請を審査するのも大学に属する

競争的資金を得てこそ国際的な競争力も強化さ

人運営費交付金の在り方に関する検討会が四月八

○田村智子君 今挙げましたその中間報告の中で

り取り組んでまいりたいと思います︒

これ︑科学技術振興機構研究開発戦略センター

はこう言っているんですよ︒
﹁我が国の大学等で

研究者です︒

運営費交付金と競争的研究費を含めた大学内外の

は︑我が国の研究費制度に関する基礎的・俯瞰的

研究時間の確保が重要となっている現状があるに

日に取りまとめました中間まとめにおきまして︑
資源配分を見直すことが求められております︒

検討に向けての中間報告というのをまとめていま

争的資金関連の業務に時間を割かざるを得なくな

このため︑文科省では︑運営費交付金の改革の

金に係る業務による研究時間の圧迫が深刻になっ

っている︒その理由の一つには︑基盤的経費が削

もかかわらず︑現実には研究者は近年ますます競

ことを目的とした競争的研究費改革に関する検討

ている兆しがみられる︒
﹂と︑こう指摘をしてい

減され︑﹂
︑運営費交付金のことです︑
﹁基盤的経

すが︑その中でも︑
﹁近年の我が国では競争的資

会を設けまして︑今議論を進めているところであ

ます︒

検討と並行して︑研究成果を持続的に最大化する

ります︒

考えております︒

動のこれまで以上の活性化を図ってまいりたいと

要な予算の確保に努め︑大学における教育研究活

革を両方を一体的に進めることによりまして︑必

運営費交付金と︑そしてこの競争的研究費の改

り研究を行う以上は︑説明責任を果たす観点から︑

えます︒また︑国費を原資とした競争的資金によ

るという点で意義あるものであるというふうに考

境を形成することにより︑研究活動を活性化させ

研究費の選択の幅を拡大し︑競争的な研究開発環

○国務大臣︵下村博文君︶ 競争的資金の充実は︑

ていいよというお金を持っていますけど︑それを

的経費で一部水光熱費などを見たり︑大学にあげ

と︒これは︑そうしなければ︑今科研費では間接

を減額する等の措置をとっている大学もある︒﹂

化し︑申請を行わない研究者には基盤的な研究費

は︑所属する研究者に科研費への申請を半ば義務

を得なくなっていることがある︒大学等のなかに

費が削減され︑大学等が競争的資金に依存せざる

○田村智子君 これは︑競争的資金との組合せで

申請や報告などの一定の事務負担を負っていただ

獲得してもらわなかったら︑もはや大学が運営で

大臣︑この指摘︑どう思われますか︒

競争的資金が伸びればいいのかと︑そうじゃない

く必要もやはりあると思います︒

︹理事石井浩郎君退席︑委員長着席︺

と私は思うんですね︒運営費交付金︑削っていっ
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国立大学の常勤ポストの削減に直結をいたしまし

さらにお聞きします︒運営費交付金の削減は︑

ですね︒

で厳しい指摘がＪＳＴによって行われているわけ

きないという事態にまでなっているから︑ここま

りであります︒

下の若手の割合は低下していると︑御指摘のとお

すと︑近年︑大学の本務教員に占める三十九歳以

ると思います︒一方︑学校教員統計調査によりま

豊かな若手研究者の育成︑確保は極めて重要であ

ためには︑科学技術イノベーションを担う創造性

ない︒また︑人件費にも足りない︒

費分にしかならない︑研究に充てるお金にもなら

八％︑ということは︑もはや運営費交付金は人件

六％弱︑一方︑支出の方を見ますと︑人件費が三

の収支状況を見ますと︑運営費交付金の収益は三

充しても解決ができない問題です︒

少してしまったわけです︒これは競争的資金を拡

手の常勤雇用のポストは増やすどころか大きく減

環として年俸制やクロスアポイントメント制度の

やテニュアトラック制の導入促進︑大学改革の一

は︑自らの研究活動に専念するための経済的支援

文科省としては︑若手研究者支援のため︑一つ

い︒

るわけですよ︒運営費交付金では人件費も賄えな

大学の中には一二〇％と足が出ているところもあ

交付金で受け取る額の九〇％になるんです︒地方

は東大なんですけれども︑その東大でも人件費は

これ︑個別大学で見ると︑交付金が最も多いの

た︒ポストドクター一万人と旗を振りながら︑若

お配りしました資料の三︑四ページ目になりま

導入等によりまして︑教員の流動性を高めつつ︑

道教育大学︑東北︑山形︑福島︑静岡︑福井︑奈

す︒東大︑京大など国立の九大学と早稲田︑慶応

えます︒

良教育︑和歌山︑高知︑山口大学︑こういう十大

第三期中期目標期間に向けて︑経営協議会外部

は急減をしています︒近年急減です︒そして︑競

○田村智子君 常勤ポストを増やす︑確保する︑

学で次々と声明が上がっているんです︒

若手ポスト確保の支援などに取り組んでいるとこ

争的資金による雇用︑つまり資金を受けている期

これもう運営費交付金にしかできないことなんで

いずれも︑大学の経営努力は既に限界である︑

の十一大学が今ＲＵ１１という学術研究懇談会と

間だけ︑三年とか五年とかだけ雇用される︑そう

す︒競争的資金というのは年限が決まっているか

運営費交付金は国立大学発展の要である︑その確

委員が連名で︑地方国立大学の予算強化を求める

いう若手研究者が急増しているわけです︒

ら︑常勤ポストは絶対増えないんです︒ここの問

保を最優先にすべきと訴えています︒その外部委

ろであります︒今後とも︑このような取組を通じ

独立行政法人全体を見ても︑二〇〇七年から二

題を真剣に取り組まなければ︑これはもう若手研

員の中には︑歴代の文部大臣である︑有馬朗人氏︑

いうのを組織しています︒この十一大学の雇用形

〇一〇年度︑この僅か三年間で三十七歳以下の若

究者は日本の国立大学を見限るということさえあ

遠山敦子氏︑またファミリーマート代表取締役会

声明を発表する動きが次々と起きています︒北海

手研究者の常勤ポスト︑任期なしの常勤ポストで

り得ると︑私はそれぐらいの危機感を持っている

長︑福井県経団連会長など︑経済界の方々も名前

て若手研究者の活躍促進を図ってまいりたいと考

すね︑これは五百人近くも減っているわけです︒

んです︒

態見てみますと︑四十歳未満の若手の常勤ポスト

これでは日本の学術研究は先細りになりかねない

こういう︑運営費交付金の削減はもってのほか

を連ねているわけです︒
年ほぼ一％削減されて︑総額約一千三百億円もの

である︑まずその確保をすべきであると︑私はこ

法人化後の十年間︑運営費交付金というのは毎

○国務大臣︵下村博文君︶ 御指摘のように︑我

削減となりました︒二〇一二年度の国立大学法人

と思いますが︑大臣の見解をお聞きします︒
が国が成長を続け︑新たな価値を生み出していく
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額すべきだということも全く書いていない︒これ

付金の削減してはならないとも書いていない︒増

についての中間まとめ案︑この中には︑運営費交

ころが︑先ほど紹介した︑運営費交付金の在り方

の声を真剣に受け止めるべきだと思うんです︒と

す︒

○松沢成文君 次世代の党の松沢成文でございま

○田村智子君 終わります︒

ることによって支援をしてまいりたいと思います︒

組む国立大学に対してめり張りある重点配分をす

られました︒

また昨日の衆議院の文部科学委員会でも取り上げ

会で取り上げたことが今大論争で︑マスコミでも︑

○国務大臣︵下村博文君︶ 松沢委員が予算委員

思います︒

を示すべきだと思いますが︑いかがですか︒

削るべきじゃない︑増やすべきだ︑こういう立場

文科大臣︑最後に︑やはり運営費交付金はもう

ぐって︑大手新聞も社説で取り上げて大論争にな

れを大臣が国立大学側に要請するという発言をめ

いて質問をさせていただきました︒図らずも︑そ

国立大学における国旗掲揚︑国歌斉唱の問題につ

いと考えております︒

適切な対応が取られるよう検討要請をしていきた

が施行されたことも踏まえ︑各国立大学において

た︑平成十一年八月に国旗及び国歌に関する法律

慣行により広く国民の間に定着していること︑ま

文科省としては︑国旗掲揚や国歌斉唱が長年の

○国務大臣︵下村博文君︶ 文部科学省の国立大

っていまして︑今日は︑ちょっと大臣の考え︑文

私は︑先週の予算委員会で︑総理並びに大臣に︑

学法人運営費交付金の在り方に関する検討会の中

科省の考えを確認する意味で幾つか質問をさせて

では︑国立大学︑一体どうなってしまうのか︒

間まとめでは︑基盤的経費である運営費交付金の

いただきたいと思います︒

判断でありますし︑また国立大学︑先ほどもあり

その上で︑御指摘のように︑各大学の自主的な

確保は不可欠である︑厳しい財政状況であるが︑

及ぼすということについては︑これは考えており

ましたが︑例えば運営費交付金等の配分に影響を

の意思を大学側に伝えて要請するということは︑

ません︒

まず︑これ国立の大学であるわけですから︑国

が望まれるとの提言をいただいているということ

法的にも︑私は道義的にも全く問題ないと考えて

文科省としても必要な予算の確保に引き続き努力
であります︒また︑運営費交付金と競争的研究費

○松沢成文君 こうした大臣の要請に対して︑い

わゆる大学の自治を脅かすとか大学の自治に反す

おります︒
また︑大臣は︑これお願い︑要請であり︑実施

るという批判もありますが︑そもそも大学の自治

を含めた︑大学内外の資源配分を見直すことが求

するかしないかは大学の判断として︑大学の自主

というのは︑憲法解釈上︑研究の自由︑研究発表

められております︒
文科省としては︑運営費交付金と競争的資金の

性にも配慮しておりまして︑これまた全く問題な

るために認められているものでありまして︑国立

改革を一体的に進めつつ︑必要な予算の確保に努

さらに︑要請にどう応えるかは︑あくまでも大

大学の入学式︑卒業式という節目の式典で国旗を

の自由︑教授の自由といった学問の自由を保障す

の強み︑特色を生かした教育研究を伸ばしていく

学の自主的な判断なのであって︑その結果が運営

掲揚し国歌を斉唱することが︑学問の自由を侵害

いというふうに考えています︒

ためには︑また喫緊の課題である国立大学改革を

費交付金の支給に影響を与えるようなことがあっ

めてまいりたいと考えておりますが︑各国立大学

強力に推進していくためにも︑マネジメント改革

し大学の自治を損なうということには全くならな

いと私は考えておりますが︑大臣はいかがお考え

てはならないとも考えております︒
この三点について大臣の見解をいただきたいと

による学長のリーダーシップの確立︑各大学の強
み︑特色の最大化などの自己改革に積極的に取り
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あります︒

は各大学の自主的な判断に委ねられていることで

式における国旗や国歌の取扱いについては︑これ

○国務大臣︵下村博文君︶ 大学の入学式︑卒業

でしょうか︒

原則として各都道府県に設置され︑初等中等教育

安定的に質の高い教員を一定数養成する観点から︑

学・学部は︑教育に係る国の責任に鑑みまして︑

○国務大臣︵下村博文君︶

でしょうか︒

必要ではないかと私は考えておりますが︑いかが

であってはならないわけなんですね︒そうした情

るものだと私は考えます︒大学の自治は秘密主義

学のあるべき姿であって︑国民の知る権利に応え

ます︒この情報公開こそが国民に開かれた国立大

は主権者である国民に知らせる義務があると思い

というのは︑国立大学であれば︑どのような理

今回の要請はあくまでも要請︑これは文書で出

分野を中心に教員養成について主要な役割を果た

報をもって国民は︑あるいは受験生も各大学を正

性の妨げとなるものではあり得ないと思います︒

とでありまして︑当然︑大学の自治それから自主

ととなっておりまして︑その内容は学習指導要領

学だけでなく全ての大学の教職課程で履修するこ

また︑教育課程及び指導法に関しては︑国立大

が自主的な判断によって行うべきことだと思いま

○国務大臣︵下村博文君︶ それはまさに各大学

の見解はいかがでしょうか︒

由で国旗掲揚︑国歌斉唱を実施しないのか︑これ

すということじゃなくて︑国立大学の学長会議等
しているところであります︒

○松沢成文君 国立大学の役割の一つに目的養成︑

に則したものでなければならないとされていると

す︒

国立の教員養成大

があるときに口頭でお願いしたいと思っているこ

目的を持って学生を養成するという意味ですね︑

ころでもございます︒

しく評価できるのではないかと思いますが︑大臣

目的養成というものがあって︑これは二つ掲げら

養成目的で設置されているんです︒何々教育大学

六校のうち︑約半数の四十四の大学や学部が教員

られているんですね︒そのために︑国立大学八十

こと︑二つ目は教員育成の中核を担うことと定め

これは︑おっしゃったように︑強制とか指導では

学側に要請するということになったわけですが︑

○松沢成文君 今回︑大臣は適切な対応を国立大

いただきたいと考えます︒

まえつつ︑国旗・国歌の取扱いについて検討して

学もあるかもしれません︒でも︑大学がどういう

は好かないから︑嫌だから揚げないんだという大

のもあるでしょうし︑ひょっとしたら国旗・国歌

治というのを捉えて私たちはやらないんだという

で︒ただ︑どういう理由なのかですね︒大学の自

それは私も容認しているので︑いいと思いますの

○松沢成文君 各大学が自主的に判断をするのは︑

というのがまさにそうですが︑専科大学が十二︑

なく︑あくまでも国としての要請︑お願いである

理念で自分たちは運営しているのか︑あるいは卒

各国立大学におきましては︑こうしたことも踏

そして大学の中に教員養成学部があるところが三

ということを踏まえた上で︑私も大学の自主的な

業式︑入学式の運営をしているのか︑これきちっ

れております︒一つは理工系人材育成に寄与する

十二だと思います︒

判断を最終的に尊重すべきだとは思います︒

の方針を理解しておく必要があるわけですね︒そ

尊重する態度を育てるという学習指導要領解説書

なんです︒そこで︑国旗・国歌の意義を理解させ︑

います︒

私は文科省は国民に公表すべきだというふうに思

しないとした場合は︑その理由を尋ねて︑それを

ただしかし︑その上で︑もし国立大学側が実施

あるいはこの大学はちょっとおかしいんじゃない

ど︑この大学はこういう理念貫いていい大学だ︑

すから︑国民はそれを知った上で︑ああ︑なるほ

と国民に公開してもらって︑やっぱり国立大学で

その卒業生の多くは小中高校の教員となるわけ

のためにも︑国立大学では国旗掲揚︑国歌斉唱は

参議院記録部

- 23 -

【未定稿】
文教科学
平成２７年４月１６日

これよく言われますよね︒決して私は大学の自治

の評価材料になると思います︒

できるわけですね︒それで︑受験生にも私は一つ

か︑国民常識からしてみて︑こういうふうに評価

ドじゃないかなと︒

なんですが︑文部科学省としてダブルスタンダー

しますよと︒これは︑私は大臣を応援したい立場

て︑それで選んで頑張る大学には資金も重点配分

ては︑国が政策をつくって︑それで大学を選ばせ

いと言っているんですが︑事この研究分野に対し

れば︑文科省がですよ︑国旗・国歌についても︑

いうことを政策分野でリードしていきたいのであ

こういうふうにやりなさいと︑お金付けますよと

て言うと︑もしこういう政策分野で国立大学を︑

ドはおかしいんじゃないかと︒だから︑結論とし

ーマによって使い分ける︑このダブルスタンダー

たので私︑通告していないんですが︑大臣のお考

さて︑最後に大臣︑今日︑昨日のニュースだっ

研究分野でもこういうふうにやってくださいね︑

やっていこう︑産業競争力に必要だと思ったら︑

せん︒でも︑自分たちが国家の政策としてこれは

ずいなというのは︑大学の自治があるからできま

けているんです︒自分たちが無理に強制しちゃま

つまり︑大学の自治というのを都合良く使い分

か︒

してのスタンスだと思いますが︑いかがでしょう

ないですか︒それが私はポリシーのある文科省と

ってくださいというふうに要請してもいいんじゃ

ましてや国立大学なんだから︑そこできちっとや

今︑大きな式典で国旗・国歌があるというのは︑

だってこれ︑国際人を養成する︑国際常識ですよ︑

情報公開の時代ですから︑情報公開で知る権利︑
というのは秘密主義であってはいけないと思って

えをお聞かせいただきたいんです︒

やってくれれば資金付けますよ︒これはある意味

○国務大臣︵下村博文君︶ 結論からいうと︑ダ

いまして︑是非ともその点も今後考えていただき

その中で︑大臣も御出席されたそうですが︑全国

で︑大学の自治︑学問の自由をある意味で侵害し

実は︑昨日︑産業競争力会議というのがあって︑

たいというふうに思います︒

の国立大学を三分類に分けていこうと︒一つ目が

に運営費交付金を重点配分するとなっているんで

分類を選んで改革に取り組む︑その取り組む大学

ニーズに応える研究をする大学と︒大学側が自ら

野ごとに優れた研究をする大学︑三つ目が地域の

究分野はこれとこれで分かりました︑うちの大学

ら︑じゃ︑こういう分野では分かりましたと︑研

要請なんか認められないという大学があるとした

旗・国歌で大学の自治があるからそんなことは︑

これ︑文部省だけじゃなくて国立大学側も︑国

いう危機感を持っていく必要があると思います︒

う国民から選択されない︑廃校もあり得る︑そう

うな国立大学であったら︑国立大学であってもも

激しい競争をグローバル社会の中で︑今までのよ

いてはそれでも別に構わないんですね︒ただ︑今

り︑国立大学が現状維持でいいというところにつ

ブルスタンダードというのは当たりません︒つま

すね︒これを︑国立大学の経営力戦略というのを

も決めて文科省の方針に従います︑だからお金下

その中で︑産業競争力会議の中でも︑新研究領

てしまっているとも考えられるんですね︒

今年の夏までに策定をして︑新たな研究領域の開

さいと︒これじゃ︑大学の自治の完全にダブルス

世界トップクラスの研究をする大学︑二つ目は分

拓や人材育成を大学に促していくということなん

タンダードですよね︒

重して︑国旗・国歌については強制や指導じゃな

それで︑私は︑大臣が大学の自治というのを尊

学の自治とは何ぞやと︒それを︑大学の自治をテ

とも私は本当に聞いてみたいと思うんですが︑大

ですから︑これは文科省側にも大学側にも是非

も︑どんな要請をしていくか︑教育と研究ですね︑

やはり時代の変化や地域の状況に応じて国立大学

たような産業構造の変化に対応した人材育成等︑

域の開拓とか︑それから地域ニーズに適切に合っ

です︒

くまず要請をして︑あとは自主的な判断を促した
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はないか︒

それは時代の変化に対応していく必要があるので
てきたと思います︒それで︑大きな国民の支持も

斉唱をやっていこうと︑大分私は自然の姿になっ

針を閣議決定したところであります︒

この法律案は︑同方針を踏まえ︑独立行政法人

うことに対して各大学が努力をするということに

ったようなことで掲げました︒ですから︑そうい

すから︑国が設置や運営に大きく関与する国立大

ですけれども︑独立行政法人つくってやっていま

是非とも︑国が︑今は正確には設置者じゃない

国立大学財務・経営センターを独立行政法人大学

ついてはプラスの更なる支援をしていくというこ

学においては︑是非とも式典において国旗・国歌

第一に︑独立行政法人国立大学財務・経営セン

得られていると思うんですね︒

とでありますが︑今のままでいいという大学につ

をしっかりやっていただけるように︑大臣にきち

ターを解散し︑その業務を独立行政法人大学評

その中の三つの指針というのを先ほどおっしゃ

いては︑それはそれで︑別に否定するわけでは全

っと要請することを改めてお願いをいたしまして︑

価・学位授与機構に承継します︒

評価・学位授与機構に統合するための所要の措置

くないと︑まさにそれは各国立大学の判断という
質問を終わります︒

申し上げます︒

次に︑この法律案の内容の概要について御説明

を講ずるものであります︒

ことであります︒

の名称を独立行政法人大学改革支援・学位授与機

第二に︑独立行政法人大学評価・学位授与機構

○委員長︵水落敏栄君︶ 本日の調査はこの程度

構に改称します︒

ありがとうございました︒

うのがあるわけでありまして︑そこについて国が

にとどめます︒

○松沢成文君 学問の自由の中の研究の自由とい
ここまで政策的に踏み込むのであれば︑私は︑国

第三に︑独立行政法人国立大学財務・経営セン

ターが解散することに伴い︑権利義務の承継等所

│││││││││││││
○委員長︵水落敏栄君︶ 次に︑独立行政法人大

旗・国歌についてもしっかりと︑要請よりも指導
をしていただけた方が分かりやすいのかなという

要の経過措置を定めます︒

以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概

学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案
を議題といたします︒

ふうに思います︒
もう最後にいたしますけれども︑これ︑国立大

要であります︒
科学大臣︒

さいますようお願いいたします︒

政府から趣旨説明を聴取いたします︒下村文部

的﹂の中に︑
﹁大学の教育研究に対する国民の要

○国務大臣︵下村博文君︶ この度︑政府から提

○委員長︵水落敏栄君︶ 以上で趣旨説明の聴取

学の設置法である国立大学法人法第一条の﹁目
請にこたえる﹂
︑これが国立大学だと書いてある

出いたしました独立行政法人大学評価・学位授与

何とぞ︑十分御審議の上︑速やかに御可決くだ

んですね︒

は終わりました︒

正午散会

はこれにて散会いたします︒

本案に対する質疑は後日に譲ることとし︑本日

機構法の一部を改正する法律案について︑その提
政府においては︑行政改革の一環として独立行

やはり私は︑もう国旗・国歌については︑学校
コンセンサスができて︑きちっと教育の場でも国

政法人に係る改革を推進するため︑平成二十五年

案理由及び内容の概要を御説明申し上げます︒

旗・国歌の重要性を教えていこうと︑あるいは国

十二月に独立行政法人改革等に関する基本的な方

現場で随分混乱もありましたが︑もうしっかりと

民も大きな国家的な行事の場では国旗掲揚︑国歌
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