
新社会
週
刊

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-10  三辰工業ビル３F    Tel.03-6380-9960  Fax.03-6380-9963

発行所 :新社会党

振替00140-0-149727 １ヵ月600円〒164円　１部150円〒41円

http://www.sinsyakai.or.jp/
E-mail/honbu@sinsyakai.or.jp

2015年号外
野 田 市 版7月7日

新社会党へのご連絡は長
おさなみひろくに

南博邦 ℡ 7125-2627  E-mail hiro-osanami@tbf.t-com.ne.jp週刊新社会号外 1525号 第三種郵便物認可

おさなみ議員のホームページは　http://osanami.web.fc2.com/

　4 年ぶりの中学校の歴史・公民

教科書の採択が注目を浴びてい

る。1997 年に発足した「日本の

前途と歴史教育を考える若手議員

の会」の事務局長だった安倍晋三

氏が首相を務める現内閣は、当時

の会員が 7 名入閣している。脇を

固める菅義偉官房長官や、担当大

臣である下村博文文科相も同会出

身だ。中谷元防衛相もそうだ。

　かねて安倍晋三衆議院議員は育

鵬社の道徳教科書のパイロット版

の『13 歳からの道徳教科書』出版

記念の集い（2012 年 2 月 21 日）

に参加してエールを送るなど、育

鵬社版教科書と一体といってもよ

い。ちなみに育鵬社の公民教科書

には安倍首相の写真が 15 枚（14

ページに 1 枚）載っている。

　その安倍晋三内閣で文科省にも

仕込みを入れている今回の教科

書採択で、育鵬社は前回の歴史

47,812 冊（3.7％）公民 48,569 冊

（4.0％）（うち、5 割以上を横浜市、

文科省発表）の大幅増を図る。

　その一つが自治体議会対策で、

昨年 12 月県議会で育鵬社版教科

書採択を示唆している請願を採択

会派 賛否 所属議員数等

新社会党 × 1 名

共産党 × 1 名 織田：退場

市民ネット × 1 名

政清会 ○ 10 名：議長除く

公明党 ○ 5 名

民主連合 ○ 4 名

みんせいク ○ 1 名

無所属の会 ○ 1 名

新しい風 ○ 1 名

させた。

　それに続いて柏と流山の両市議

会に請願や陳情を出したが、3 月

柏市議会では保守 2 会派 12 名の

賛成少数で不採択。流山市議会の

場合は時間的に 6 月議会で審査と

なり、6 月 30 日の委員会で賛成 5、

反対 1 で可決。8 日の最終日でも

多数で採択される見込みだ。

野田で陳情採択
　野田市議会では 6 月議会に同種

の陳情が提出され、賛成多数（表

1 参照）で採択された。

　松戸市議会では同趣旨の陳情や

請願は提出されてはいないが、東

葛西部教科書採択地区を構成する

野田と流山両市議会が採択した影

響がどう出るのか心配が募る。現

在は教科書展示会中（野田市は市

内柳沢の東葛飾研修所で 8 日 17 時

まで）で、採択教科書発表は 9 月。

　共産党の織田議員は委員会で賛
成討論したが、賛成したのは錯誤
だとして本会議では退席した。

表1　教科書採択陳情採決結果

戦争を起こすのは政治と教育そして貧困

教育に忍び込む歴史歪曲教科書

　鶴岡副議長が議会最終日辞表を

提出し、副議長選挙が行われた。

議長は 2 年と決めたので、副議長

もそうと思い込んでいた意表を突

かれた。新副議長には公明党の内

田陽一議員（4 期）が当選した。

新副議長に内田陽一議員

　議会最終日に政策条例議案が出

る！めったにないことが起こっ

た。出された条例は「野生動植物

の保護に関する条例」。コウノト

リ放鳥を目前に控えてバタバタと

出してきたとしか思えないもの。

　目的は市内の野生動植物の保護

を図って自然環境保護と再生を推

進し、豊かな自然環境を将来の子

供たちに継承すること。

　市民の責務として県のレッドリ

スト掲載動植物の捕獲等を禁止

し、撮影等の場合の順守事項を定

めている。コウノトリの場合 150

ｍに接近してはならないとされ

た。

　市内で見かける動物でレッドリ

スト掲載の一部を紹介する。ニホ

ンリス、サシバやオオタカ、ダイ

サギやチュウサギ、コサギ、カワ

セミは要保護生物以上で、ツバメ

やヒバリも一般保護生物である。

コウノトリ放鳥控え野生動植物保護条例

15 日・16 日がヤマ
場か。戦争法衆院通
過阻止で国会包囲へ
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の、いってみれば教育に対する指

揮権に対して慎重、抑制的な仕組

みを入れたことの意味を教育委員

会は分かっていないのでしょう

か。そのような教育委員会は後世、

野田市の小中学校で育った子ども

が戦場で死ぬようなことになって

も心の痛みは感じないのでしょう

か。自分は仕組みに従っただけだ

から責任はないとしてしまうので

しょうか。

　18 歳選挙権が成立後、早々と自

民党は学校内外での教員の政治的

中立性の厳格化をうちだしました。

その政治的中立性とは何でしょう

か。今回の安倍首相に近い自民党

若手議員の勉強会で出された、言

論封殺といえるマスコミの抑え込

み発言や批判によく表れています。

その一方、自民党執行部は戦争法

教科書で未来の兵士づくり
イラスト橋下 勝

　『週刊新社会』2014.1.28

　1 面の陳情採択に反対したおさ

なみ議員の討論を掲載します。県

教育庁を定年退職して、4 月から

野田市教育長となった東條三枝子

氏に対して、文科省や県の言うが

ままではならないと注意を促した

のですが・・・。

   ・・・・・・・・・・・・・・

　私は陳情第 9 号　中学校の歴

史・公民教科書の採択に関する陳

情に反対する立場で討論に参加し

ます。

　私は陳情者がはしなくも委員会

で披瀝した耳を疑うような歴史認

識と事実誤認について困ったもの

だとは思いますが、それを理由と

して反対するものではありません。

　しかし、この陳情はなぜ憲法に

触れないのでしょうか。単なる国

会のその時々の多数で決めた現在

の教育基本法や学校教育法と、そ

れらに基づいて文科省が独自に決

める学習指導要領を教科書採択条

件に打ち出すのでしょうか。また、

それらを基にした文科省通知に野

田市の教育委員会は何の疑問も持

たず追随するのでしょうか。

　そうであるとしたら野田市教育

委員会の存在そのものが問われ、

不要論が高まるのを助長すること

になりはしないかと思うのです。

もちろん教育委員会だけではな

く、わが野田市議会も自らのこと

として深く考えなければなりませ

ん。

　市長が今回の教育委員会制度の

改正に対して、可能となった首長

案に慎重な議員の勉強会は開かせ

なかった。同じ日に行われる所属

議員の勉強会について正反対の態

度をとったのです。つまり、自分

たちの側に立っての発言や行動な

ら中立であり、そうではないなら

中立性の逸脱だと決めつけ、抑圧

するのではないでしょうか。

　安倍首相が育鵬社版の歴史・公

民教科書に肝いりなのは衆知のこ

とです。その安倍首相は憲法の明

文改憲を目指して、現在はいわゆ

る戦争法案を国会に上程し、国民

の多数が反対でもそれを無視し

て、国会の多数で、しかも60日ルー

ルを視野に入れて 95 日間も国会

を延長しました。二院制を無視し

ても、そして独断で表明した米国

議会での戦争法案成立約束を実行

し、米軍とともに戦う自衛隊を目

指しているのです。国民を置いて

けぼりにしてアメリカ議会に約束

するとは何事でしょうか。これが

独立国の首相がやることでしょう

か。

　さて、第二次世界大戦での大日

本帝国の暴挙と、それによる加害

と被害の事実を忘れさせ、戦争す

る国民育成のための教育制度に変

え、そのための一つのツールとし

て育鵬社や自由社の教科書を子ど

もたちに与え、歴史認識をゆがめ

ようとしているのは明らかです。

そのような教科書を「教育基本法

や学校教育法が示す教育の目的や

目標、学習指導要領の趣旨を最も

踏まえた教科書」として、粛々と

して採択させてはならない、ルビ

コン川を渡ってはいけないと思い

ますので、陳情第 9 号に反対しま

す。

安倍首相・下村文科相一体の

育鵬社版歴史・公民教科書は戦争への道


