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平成２７年 9 月 16 日

大阪府警察本部本部長
警視監 樋口眞人殿
担当警察官御中
陳情者 ＮＰＯ法人教育再生地方議員百人
と市民の会
理事長 大阪市会議員 辻淳子

貴職、職員各位におかれましては、日夜、日
本国、大阪府の為鋭意ご努力、まずはお礼申し
上げます。
私たちは、
「現代社会における数々の矛盾の背
景に厳然と横たわる、学力低下、道徳心の欠如
等、教育の荒廃を直視し、未来を担う日本の『子
供達』のために、 地方議会を教育改革の場とし
てとらえ、なかんづく健全な学校教育の再生を
めざす。」ことを目的とし、衆・参国会議員や大
学の先生を顧問とし、全国地方議員 約２５０名、
一般会員５００人を擁すＮＰＯ法人です。

実は先日より、新聞やＴＶ等をにぎわしてい
る、中１生死体遺棄事件について、速やかな犯
人確保、また先日の再逮捕、起訴。粛々と職務
を遂行される警察官各位に対し、悪を許さない
という熱意が府民にもひしひしと伝わってきて、
感謝とともに心より頼もしく安心感を覚える次
第です。
私達は、人として、山田容疑者に対しては断
腸の憤りを禁じ得ないことは言うまでもありま
せんが、教育再生という立場から、犠牲になら
れた中１お二人に対し「可哀想」と同情だけで
済ますべきではないと考えます。あくまで報道
から得た知識ですが、この中１二人は「野宿」
生活をしていたように言われています。ＴＶに
は早朝５時頃街中を徘徊している彼らのビデオ
が何回も映しだされていました。今回の事件と
深夜徘徊は直接関係はなかったかもしれません。
しかし、事件の背景にはそういった問題がある
ことは疑うべきもありません。
教育再考はまず子供たちに生命の大切さを教
える、そして自分の身は自分で守る。何があっ
ても命が消えることだけはないようにしなけれ
ば、子供たちが全員東大に受かっても何の意味
があるのでしょうか。
「価値の多様化」などと、親が子供たちにど
う接したらいいのかとまどっている今日この頃、
お忙しいのは重々承知しています。しかし、子
供を守る最後の砦は警察。鋭意、お働き戴きま
すよう、無理は承知で伏して要望、お願い申し
上げます。

１００人のＮＥＷＳ
平成 27 年１0
年１0 月 2 日（37
日（3737-2）

３

本年は、終戦 70 年の節目を迎えます。この機 で、福岡県内の中学校の男性教諭が憲法を教える
れまでの経営状況を維持できないことが懸念さ ます。
「権力を持つ者をしばる、これを『立
畏くも天皇、皇后両陛下は、戦後 70 年の節目 会に犠牲者に追悼の誠を捧げ、戦争体験を次世代 授業の中で、
れたことから、昨年来、私も含め何人かの議員が
第 327 回 6 月定例県議会
行なった本会議での質問に対し県は独自で対処 となる今年、戦没者慰霊や平和祈念のため、たっ に継承し、世界の恒久平和と発展に寄与していく 憲主義』という。日本の憲法は『その立憲主義の
一般質問：平成 27 年 6 月 19 日
一般質問：
一括質問） すると答弁され、今年度、新規事業として支援策 てのご希望で先の大戦で激戦地でありましたペ ことは、今日をもたらした先人への責務であると 憲法である」として、この教諭の考える憲法観で
和田 有一朗 議員 （一括質問）
の尊重擁護の重要性を語り、「総理大臣の安倍さ
も打ち出されましたが、先行きが見通せないのが リリュー島のある西太平洋のパラオ共和国を公 考えます。
南あわじ市にある若人の広場は、先の大戦にお んはどうだろうか」と生徒たちに語りかけて、憲
今回は国づくりはふるさとづくりから、人づく 現状であります。このままでは幼児教育の中心を 式訪問されました。首相が今夏に発表する予定の
りからとの観点で以下 7 項目質問させていただ 担ってきた幼稚園の経営が、将来成り立たなくな 70 年談話ばかりが注目されていますが、我々一 いて学徒出陣により戦死した若人や、学徒勤労で 法改正を目指す安倍首相への批判をにじませた
人ひとりが改めてあの時代に思いをはせる良い 戦死した若人 20 万人余の戦没学徒を追悼する というのであります。毎日の授業の中で教師の意
っていく可能性もあると認識しています。
きます。
全国唯一の施設です。世界的建築家の丹下健三氏 見が刷り込まれ生徒の投票行動に影響されるこ
認定こども園は、保護者の就労状況にかかわら 機会であります。
70 年とは、人間ひとりの一生にも相当する長 により、学徒の思いを後世に伝え、平和を願い、 とが危惧されるところであります。
ず利用でき、預け先の選択肢の広がりが期待され
まずは人づくりの第一歩、
このたび選挙権が低年化されるに従って、今後、
ることから決して否定するものではありません い歳月です。戦争経験者は減少の一途をたどり、 学徒を象徴するﾍﾟﾝ先を模した記念塔、塹壕をモ
が、私には「こども園化」は「幼稚園」にとって 戦後生まれの人口は既に 1 億人を超え、人口の チーフとした記念館等として設計されました。同 学校（高校）において「政治参加教育」がなされ
１ 認定こども園への移行に係る少子対策とし
約 8 割を占めるまでになりました。
「戦争を知ら 氏が設計した広島平和記念資料館と対をなすも る場合、その授業自体、新たに投票者となる 18
ての私立幼稚園支援についてお伺いいたします。 「保育所化」であるように感じられます。
歳に最も近い人々に偏った投票行動を誘導する
ないこどもたち」はそれこそ過去のもの、当然若 のとされています。
このたびの認定こども園化が結果的に幼稚園
終戦 70 年全国戦没学徒追悼式典は、この若人 ような特定の団体による「思想教育」があっては
としての特色を減らしてしまう「幼稚園潰し」と 者は戦争を知りませんが、今や中高年や高齢者で
なるようではいけませんし、子育てに専念しよう あってももう戦争を知らない時代となりました。 の広場において、昭和 18 年に明治神宮外苑競技 ならないのであります。そこで、教育の現場にお
場で出陣学徒壮行会が行われたのと同じ 10 月 いて、どのように政治参加教育の中立性を確保し
本年８月県主催の兵庫県戦没者追悼式が県公
とする女性を排除していく流れであってはなり
ません。県として、こども園化を推し進めるので 館で、また 10 月には南あわじ市の若人の広場で 21 日に開催します。 追悼式典当日の午前中に ていくのか、所見をお伺いします。
あれば、幼稚園に対するさらなる独自支援が必要 「終戦 70 年全国戦没学徒追悼式典」がそれぞれ は、民間団体主催の追悼祭が行われます。追悼式
典には、この追悼祭に関わってこられた方々にも 【高井教育長】
であると考えますが、当局の所見をお伺いいたし 開催されます。
高等学校では、従前から生徒全員が履修する教
参列いただきますし、全国規模の式典として開催
南あわじ市の福良港を見下ろす大見山の高台
ます。
にある若人の広場は、先の大戦で戦地又は軍需工 します。関係省庁、各都道府県、遺族関係団体や 科「公民」の授業の中で、政治や法に関する構造
場等に動員されて亡くなった 20 万人余の学徒 若年世代など幅広い方々に参列していただける や概念を習得させるとともに、主権者としての主
【五味企画県民部長】
子ども・子育て支援新制度につきまして、昨年 の御霊を慰霊するために昭和 42 年に開設され、 よう、淡路島内の３市などと実行委員会を立ち上 体的に政治へ参加しようとする態度の育成に努
めています。
５月に示された国制度における公定価格の仮単 竣工５周年の昭和 47 年には、当時の皇太子殿下、 げて取り組んでいます。
この度、法改正を受けまして、国が今後作成す
なお、学徒を送り出した大学や旧制高校の関係
価におきましては、認定こども園に移行する大規 同妃殿下がご臨席のもと、「戦没若人のための慰
模な私立幼稚園が大幅な減収になる見込みであ 霊祭」が執り行われました。開設当初は多くの来 者にも参列していただく予定です。追悼式典の継 る政治や選挙等に関する副教材の活用等により、
ったことから、国に対しまして、他の府県、知事 訪者がありましたが、阪神・淡路大震災などで閉 続など今後のあり方につきましては、今年８月に 選挙権の行使が社会の形成につながる重要な行
会等と連携し改善を強く働きかけたところでご 鎖されて以来約 20 年がすぎました。長年にわた 行う兵庫県戦没者追悼式が５年ごとの開催とな 為であること等を指導してまいります。また、県
ざいます。その結果、国の平成 27 年度当初予算 ってわが会派の永田議員の地道な働きかけや、多 っていること等も踏まえながら、関係者のご意見 選管と連携の上、選挙の意義や重要性等について
におきまして、一定の改善が図られたわけでござ くの関係者の方々の運動の成果もあって、憩いの なども伺い、検討して参ります。ご協力をよろし 高校への出前授業も展開してまいります。
これらは冒頭で申し上げましたように、学校に
いますが、一部の大規模園では、なお減収が見込 場として市が再整備し、ようやく今年３月にリニ くお願いいたします。
おいて政治の仕組みについての知識と政治参加
ューアルオープンを果たしたところであります。
まれる状況でございます。
このため、新たに県独自施策として、移行によ この間 多くの協力団体の方々によって献身的 ７ 公職選挙法改正を受けての政治参加教育に の意義を教えるというものでありますので、その
際に具体的に特定の政治理念そのものを教えた
って減収となる園に対しまして、運営の安定化を に慰霊活動が続けられてまいりました。私もしば ついてをうかがいます。
図る観点から、減収の範囲内で、教職員の配置経 しばその慰霊祭に参加してまいりましたが、この 今年２月に沖縄県の与那国島で行われた陸上自 りあるいはその是非を評価したりすることは基
方々への感謝とねぎらいもこの際併せて示すべ 衛隊の部隊配備をめぐる住民投票は、町が独自の 本的にはございません。が、模擬投票や模擬選挙
費を支援することとしているところです。
条例を制定し、「中学生以上」の町民に投票資格 を行っているが学校での実践例を見ますと、各生
しかしながら、私立幼稚園が認定こども園とし きでありましょう。
先だって天皇・皇后両陛下はパラオにて先の大 を与えました。地域の未来を決める重大なテーマ 徒が新聞等で政党の公約を調べた上で模擬投票
て、安定した運営を確保し、幼児教育水準を維持
向上するためには、まずもって、国制度の公定価 戦にて散華された方々に慰霊の献花をなされま に、次世代を担う若い人々の意見も反映させたい、 を行っています。教員が公約の具体的な内容を生
格の適切な設定が不可欠でございます。そのため、 した。畏れ多い極みであります。私たち一人一人 若者の政治への関心を高めたいとの考えから、有 徒に理解できるように補完的な説明をせざるを
国に対しまして、園児数の規模にかかわらず、私 も今を生きることのありがたさをかみしめると 権者の年齢を引き下げたとのことでありますが、 得ない状況も生じます。今後こうした活動の拡大
学助成の水準を確保できるよう教職員の配置基 き、自らのもっとも尊い命を国家・国民にささげ 若年層の政治離れや投票意欲の低迷は喫緊の課 も予想されますので、そのような際には政治的中
準を見直すなど、公定価格の改善を引き続き強く てくださった方々があればこそ、と感謝し、その 題とされていたところであります。その一方で、 立性に留意することが特に重要でございます。教
方々の想いを受けてさらなる繁栄を祈念するこ 教育基本法において政治的中立性が求められて 員は、もとより政治的に中立な立場でありますが、
求めてまいります。
また、私立幼稚園が認定こども園移行後も、こ とは洋の東西・古今を問わず、今を生きる者に与 いることが、教育現場に必要以上に政治教育の取 特に、選挙が行われる前には、教育の政治的中立
り組みを慎重にさせているという指摘もありま 性が疑われる行為を厳に慎むようその都度通知
れまで実施してきた特色ある教育を私立幼稚園 えられた責務であると思います。
戦後 70 年という節目の年に「若人の広場」が す。しかし、選挙権を得る事によって、国会議員 し、服務規律の確保について徹底を図っています。
と同様に維持していけるように、防災教育、英語
今後とも、は教員が公職選挙法をはじめとする
教育や農作物の栽培体験等の教育活動を県独自 再整備を終えたことに不思議な思いを致すとこ をはじめ地方自治体の首長や地方議員の選出、最
ろであります。それゆえ今回の式典ではできるだ 高裁判事の国民審査、自治体の首長や議員の解職 関係法令を遵守し、教育の政治的中立、政治的活
に支援することとしたところでございます。
県といたしまして、私立幼稚園が新制度へ移行 け多くの方々の参列を得て、自然な流れで、改修 請求にかかる住民投票に自らの一票が結果を左 動の禁止を規定した教育基本法第 14 条に則っ
した後も、引き続き建学の精神に基づいた幼児教 された本施設において戦没学徒を追悼するこの 右することになる。18 歳と言えば、高校３年生 た指導が行われるよう学校を指導しながら、生徒
育を行うことができますよう支援してまいりま ような式典が挙行されることが望まれるもので も含まれるわけですが、学校教育の場などで政治 が、積極的に社会に参画するための力を育む教育
あります。またこれをきっかけに今後も継続して 知識や判断力、批判力を養って、有権者としての を推進してまいります
す。
国づくりのための人づくりをもう一つお伺 慰霊祭を実施することこそ本当の追悼、供養にな 意識・責任感をどう育てるかが問われることにな
ります。報道によりますと、昨年の教研集会にお
ると思うのでありますが所見をお聞きしまう。
いします。
ける社会科教育の分科会で報告された授業実践
戦没学徒追悼式典の開催について であり 【井戸知事】
私はこれまでも何度か発言してまいりました
が、本来、子どもは家庭で育てられるのが最良で
あると考えるのであります。「子育ては社会全体
でやるから女性はもっと外で働くべき」として、
女性の就業率や色々な職種における指導的な地
位に就く女性の割合などを評価し、それを支える
取り組みを重要視する傾向がありますが、「家庭
にあって子育てを重視する母親」つまりは専業主
婦も輝く女性であり、彼女たちを対象とする施策
をこれまで以上に充実させていくことも重要で
あります。また何より「母性とその愛情」が幼少
期には必要であることは言うまでもありません。
男女を問わず現代ほど自らのためにのみ時間
とお金を使うことが出来そのことが美徳とされ
る時代はありません。しかし子育てには自己犠牲
は伴います。これを避け、自己実現のためのみに
子育てを外注化することは慎むべきことだと私
は考えるのであります。
家庭にあって女性が子育てすることの大切さ
をもっと認識すべきであります。母親の役割、仕
事は社会にとって極めて重要であります。家計を
やりくりし家族の健康とくらしを守る。PTA 活
動や地域活動を支える。専業主婦がいなくなれば
地域は崩壊するといってもいいでしょう。逆説的
にいう時、女性の活躍の場は多様であることを認
め家族の価値と専業主婦の役割を再評価し、専業
主婦としての「生き方」を大きく認めることが実
は女性を大切にし、少子対策を進めることになる
と私は考えるのであります。専業主婦の方々がそ
の立場に誇りが持てず、肩身の狭い思いをする社
会であってはならないのであります。
その専業主婦家庭が、未就学児の我が子を通わ
せているのは、基本的には教育の場としての「幼
稚園」でありました。
少子化の中で、その幼稚園の経営にも影響を与
える国の「子ども・子育て支援新制度」が本年４
月から本格施行されました。本県では、以前から
「認定こども園」の数が全国１、２を争うほどの
先進県でありますが、さらにこの４月には 120
カ所の「認定こども園」が開設され、本県の認定
こども園は、昨年度から倍増となる 230 カ所と
なっております。
新制度の移行に伴って、大規模幼稚園では、こ

