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平成28年３月定例会 一般質問        平成28年３月22日 

 

〔２番 池田敦城君 登壇〕 

○２番（池田敦城君）  皆さん、おはようございます。ただいま議長から許可を得ましたので、一般

質問を行います。 

 まず、質問に入る前に、昨年９月６日執行されました市議会議員一般選挙におきまして、有権者の

皆様方から御支持を賜り、再び議会の場へと押し上げていただきました。少し遅くなりましたが、心

より感謝を申し上げますとともに、さらに４年間、池田、命がけでせえよという市民の皆様の心であ

ります。その心を決して裏切ることのないよう全力で務めてまいりたい、そのように思っております。 

 少し私なりに考えるところがあり、一般質問の場から遠ざかっておりました。がしかし、気持ち新

たに今後も市民の皆様の代弁者とし、また市政発展のためにさまざまな提言等を行い、それらの提言

を実現させるため戦い続けてまいります。 

 質問中、生意気、失礼、不適切発言等もあろうかと思いますが、決して悪気はございません。有田

市の行く末を真剣に考えてのことであり、市民の負託をいただいた議員としての覚悟でございます。

どうか当局の皆様におかれましては、御理解とお許しをいただきたく、心からお願いを申し上げます。 

 それでは、本題に移ります。 

 まず、教育行政についてお尋ねいたします。少し長い時間を頂戴し、ただすこととなりますが、御

清聴をよろしくお願い申し上げます。 

 「教育は全てに通ずる」と申し上げまして、質問に入ります。 

 平成24年９月定例会にて、公立小・中学校で使用される歴史・公民教科用図書についての重要性を、

市長並びに教育長に対し、質問と提言を行い、答弁を求めました。 

 そのときの内容の一部に、エルトゥールル号事件と、その恩恵により日本人が助けられたという、

昨年暮れに映画化された「海難1890」の史実についても発言をいたしました。現在の日本人における

自虐史観を覆すようなすばらしい史実に基づいた映画であったように思います。もちろん私も拝見し、

感動の余り涙したように記憶いたしております。 

 欠落した日本の歴史が、いかに大事であるのかがうかがえるのですが、我々日本人は、国民として

の平和を愛し、勇気と誇りを持つことの大切さに重きを置き、利他を生かそうとするその精神は、現

代を生きる私たちにとって必要不可欠なことであり、全ては、自然、先人の教えからくると言っても

過言ではありません。 

 このエルトゥールル号事件の４年前、同じ場所でイギリスの貿易船「ノルマントン号」が沈没しま

した。ドレイク船長以下、イギリス国籍船員が、全員救助ボートに乗り助けられた事件です。 

 問題は、その後です。その船には、日本人がたくさん乗っていたのです。私たちの先輩である日本

人は全員死亡。誰一人救助されなかった。当時、当たり前のように考えられていた「白人至上主義」

により、私たち日本人の命は軽んじられていたのであります。それが世界であり、そんな世界であっ

たのです。 

 当然、日本国民は怒りました。しかし、私たちの先輩は、先ほども申し上げましたエルトゥールル

号遭難事件のように、「困った人があれば全力で助けようとする」「みずからの食料さえも与える」我々

の先人がどれだけすばらしい行動をし、それにより現在の日本にどのような恩恵を与えているのか。 



2 

 

 前回の平成24年、本市が選んだ日本文教出版の歴史教科書には、このエルトゥールル号事件につい

ての記述がありませんでした。つまり本年３月卒業の中学生は、エルトゥールル号の秘話を学ばずに

卒業をします。これがどれほど罪なことなのか。 

 教育委員会や学校は、あれだけ「情操を育む」「生きる力を育む」「地域との連携」「家庭との連携」

ときれいごとを言いながら、結局、私たちの祖国、私たちのふるさとを教えようとしない。それで、

どうして情操や生きる力を育むことができるのか。 

 誤解を招くといけませんので、初めに言っておきますが、もちろん中には、すばらしい職員や先生

方もたくさんおられます。が、このように、平気できれいごとを言う教育委員会や教師集団に生徒た

ちは学ぶわけですから、先生の言うことに真剣に耳を傾けるはずがない。襟を正すのは、まさに教育

委員会、学校、教師ではないでしょうか。 

 その日本人としての誇りや気概をなくした皆さんに、一つ御紹介いたします。 

 これは、編者、広瀬正三氏、昭和46年７月28日発行、独歩三六七大隊の足跡「あゝボルネオ」にも

記されておりますが、1942年、第二次世界大戦当時、日本は、ブルネイを３年間統治しました。その

間、ブルネイ県と呼ばれ、国民は日本語教育を受けました。 

 日本が統治する以前、ブルネイは、スペイン人、オランダ人、イギリス人が支配、占領。当時のイ

ギリスは、ジャングルに覆われたブルネイに植民地の魅力を感じておらず、開発作業などの一切を行

わず搾取するのみ。 

 そんな中、日本は、イギリスを追い出し、ブルネイを統治し、日本軍は、戦略として埋蔵資源が豊

富なブルネイを軍港として利用する狙いと、ブルネイの経済発展が、ウィンウィンな関係になること

も視野に入れていました。 

 1942年、ブルネイ県知事に就任したのは、日本とブルネイの行く末、そして日本人としての気概を

持った軍人、木村強という方であります。就任直後、木村知事は、当時のブルネイ国王のもとへ行き、

そして、国王から「何か希望はありますか」との問いに、木村知事は「現地のブルネイ人を１人私に

つけてくれませんか」と言ったのであります。木村知事は、ブルネイの発展に力を注ぐことで、日本

の国益にもかなうと考えていたのです。それを実現するためにブルネイ人をそばに置き、共に行動す

ることが最善と考えたのであります。 

 国王が、木村知事の部下に推薦したのは、20代の若いブルネイ人青年、「オマル」でありました。木

村知事は、統治国である立場にもかかわらず、日本の国益だけを考えず、ブルネイの発展を第一に政

策を進めていきました。秘書として雇ったブルネイ人青年、オマルは、とても優秀で木村知事を大き

く助けたそうです。 

 そんな木村知事が行った政策例が、ブルネイで天然ゴムがとれることに注目し、現地で工場を建て、

雇用を生み出し、道路、電気、通信などのインフラ整備を進めるなど、当時、ジャングルに覆われて

いたブルネイの発展に大きく尽力したのであります。 

 しかし、日本軍からすると、木村知事の政策は、時間のかかる非効率的手法に映ったそうです。「私

は、他国の人間を奴隷のように扱うことを日本人として恥ずべきことだと考えている。彼らの独立に

つながる手助けができれば、今後、彼らも我々を助けてくれるだろう」と、木村知事は、目先の利益

を求めず日本人としての品格や誇りを持って接し、助けることこそが、後の日本の国益につながると

考えていたのです。 
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 さらに、木村知事は、首狩り族であるイバン族の生活整備も進めようと考えました。しかし、首狩

りを行っていたイバン族は、同じブルネイ人からも敬遠される存在でした。木村知事は、そんなイバ

ン族も含め、ブルネイ人が一丸となり発展を目指すことこそが国益につながると考え、説くために、

危険を顧みず何度もイバン族のもとへ足を運んだのであります。 

 木村知事は、イバン族の信用を獲得するため、ジャングルに水道や電気を通し、インフラ整備を行

い、さらに国王に掛け合い、ブルネイにおけるイバン族の地位向上を訴え続けました。こうして木村

知事は、70年以上たった今でも、イバン族から尊敬される存在になっているそうです。 

 このように、ブルネイ発展に大きく貢献した木村知事は、県知事に就任してから、わずか１年で転

勤が決まり、ブルネイを離れることになったのですが、その別れの場では、現地の官僚たちは、人目

をはばからず男泣きしたそうであります。さらに苦楽をともにし、一緒に働いてきたブルネイ人秘書、

オマルも泣きながら、「あなたから学んだように、この国を立派な国へと成長させます」と誓ったそう

です。 

 1964年、木村知事は、地元の宮城県に戻り、検事の職についていたある日のこと、東南アジアを飛

び回る商社マンが、木村氏のもとに、「ブルネイ県知事を務めていらっしゃった木村さんですか。ブル

ネイの国王があなたを探しています」。そして木村氏は、22年ぶりにブルネイに渡り、新しい国王のも

とへ向かったのであります。その新国王こそ、22年前、あの秘書をしていたブルネイ人青年「オマル」

だったのです。 

 ブルネイ県知事に就任した当時、国王は、全く信用をしていなかった木村知事の秘書に、国王みず

からの弟を推薦して監視役をさせていたのです。しかし、木村知事は、見事に国王の期待を裏切り、

信頼というお金にはかえられないものを勝ち取ったのであります。「私は、あなたから多くのことを

学びました。そのおかげで、日本にはまだまだ及びませんが、ブルネイも発展しつつあります。木村

さん、ブルネイで働いていただけませんか。もう一度ブルネイのために力を貸していただけませんか」。

その国王の言葉に対し、木村氏は、「私も随分年をとりました。ですからこれからは遠く離れた日本か

らブルネイ国の発展を見守っています」とおっしゃったそうです。分をわきまえるまさに日本の心で

あります。 

 現在も、多くのブルネイ人は、親日家であると言われます。「彼らの独立につながる手助けをできれ

ば、きっと今後彼らも我々を助けてくれるだろう」木村知事の言葉どおり、日本とブルネイの関係は、

現在も良好であり、約９割もの天然ガスが日本へ輸出されているのであります。 

 このように、我々日本人の先人がとったすばらしい行動は、無数にあり、それにより現在の豊かな

日本が成り立つわけであります。では、なぜ、そのようなすばらしい先人たちの行動を学校では教え

ないのか。そこで、日本における戦後教育が問題になってくるのです。つまり日本が敗戦の後、アメ

リカ教育使節団の提言どおりに「改革」された戦後教育、その戦後教育により捏造された歴史が、現

在の教育に蔓延しているのであります。 

 そこで、まず教育委員会やＰＴＡ、日教組がどのようにしてつくられたのかを簡潔に説明いたしま

す。 

 教育基本法が公布される１年前の昭和21年３月、アメリカの27人の教育関係者が、占領下の日本に

派遣されました。団員は、いずれもアメリカの教育制度の専門家ではあったが、日本に関しては、そ

の教育制度はおろか、日本語も日本の歴史や文化にもまともな知見を持っていなかった。それが、わ
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ずか１カ月弱ざっと視察しただけで「改革」を勧告したのであります。それは、教育制度にとどまら

ず、我が国の精神文化を根底から否定するものでありました。 

 報告書の提言は、ただ一点を除き全て実施されたのであります。唯一実現しなかったのは、国語の

ローマ字化であります。アメリカ教育使節団は、漢字、仮名を問わず日本の文字を全廃して、アルフ

ァベットを使うよう提言したのであります。占領下とはいえ、さすがに当時の日本も、これだけは受

け入れがたかった。仕方なく妥協案として、旧漢字、旧仮名遣いが廃止されたのであります。 

 「アメリカ教育使節団報告書」の提言に従って実現されたのは、戦後、日本の教育の全てである教

育勅語の廃止。教育勅語とは、正確には「教育ニ関スル勅語」。国民道徳の基本を示し、教育の根本理

念を明らかにするために、1890年10月30日に発布された。本文は315字、内容的に３つの部分から成っ

ており、前段では、肇国以来歴代天皇が道徳の形成に努め、国民が忠義、孝行の道において一致して

きたことを「国体ノ精華」となし、教育の根源をこの点に置いていたことであります。 

 さらに、わかりやすく申しますと、「教育勅語十二の徳目」、１、孝行「子は親に孝養をつくしまし

ょう」、２友愛、「兄弟・姉妹は仲良くしましょう」、３、夫婦ノ和「夫婦はいつも仲むつまじくしまし

ょう」、４、朋友ノ信「友達は、お互いに信じ合ってつき合いましょう」、５、謙遜「自分の言動を慎

みましょう」、６、博愛「広く全ての人に愛の手を差し伸べましょう」、７、修学習業「勉強に励み職

業を身につけましょう」、８、智能啓発「知徳を養い才能を伸ばしましょう」、９、徳器成就「人格の

向上に努めましょう」、10、公益世務「広く世の人々や社会のためになる仕事に励みましょう」、11、

遵法「法律や規則を守り社会の秩序に従いましょう」、12、義勇「正しい勇気を持ってお国のために真

心を尽くしましょう」ということであります。 

 話を戻します。次に、男女共学、六三制義務教育、ＰＴＡの導入。もちろん教育内容もしかりであ

ります。 

 「国史」について。「国史」とは、字のごとく日本国の歴史であります。その国史について、「アメ

リカ教育使節団報告書」は、「単なる改訂では済まない。今までとは、まるで違う歴史観のもとで書き

直さなければならない」として、徹底的な「修正」を迫り、記紀神話、つまり古事記と日本書紀のこ

とです。記紀神話を国史から分離して、ギリシャ・ローマ神話など外国神話と同列にして「文学」と

して教えるべきだと勧告したのです。しかし、結果は、アメリカ教育使節団の提言よりも、さらに改

悪されたのであります。 

 記紀神話は、現在、義務教育課程において、「国語」でさえ教えられていないわけです。そのような

戦後教育を受けた日本人は、天孫降臨も神武東征も教えられずに育つわけなのです。つまり私たちは、

自分の国のそのものの成り立ちを学ぶ権利を奪われているのであります。 

 「アメリカ教育使節団報告書」はまた、「修身」の廃止を強く勧告し、礼節や倫理的態度は、サーク

ル活動やスポーツマンシップを通じて学ばせればよいとし、「修身」のかわりに、アメリカの公教育で

重視されている科目である「社会科」、つまり地方自治の学習や役所や企業、商店などの社会科見学の

導入を推奨したのです。 

 ちなみに、修身とは、自分の行為を正しく身を修め整えること。旧制の学校の道徳に関する教科の

名称。国民道徳の実践、特性の涵養を目的とし、1880年、教育令改正により小学校教科の首位におか

れ、教育勅語発布後は、小学校だけではなく各学校の国民道徳、国民教育の基本として特に重視され

ていたものであります。 
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 話を戻します。また、「すぐれた授業」とは、民主主義や個人主義を育成するものだと主張して、子

供がみずから司会をつとめるホームルームや、子供がみずから選挙で役員を選ぶ生徒会の導入を勧告

し、それらは全て実現したのであります。 

 教育制度についても、「アメリカ教育使節団報告書」の提言は、全てに及んでおります。2006年、全

国で噴き出したいじめによる自殺への対応で、その欠陥ぶりが露呈した教育委員会制度も、もとは、

アメリカ教育使節団の提言なのです。 

 報告書には、文部省の「権力の不法使用の再発を防ぐため、この官庁の行政支配を、都道府県や地

方の学校行政単位に移譲することを提案する」と明記されております。 

 教育基本法の中の「教育は、不当な支配に服することなく」という不可解な発想、無責任体質の権

化のような教育委員会という奇怪な存在も、要するに警察組織と同様、中央集権を解体し、地方分権

化を推し進めることで、我が国の弱体化をもくろんだＧＨＱの置き土産なのであります。 

 日本の総人口は、支那では、四川省一省に相当するにすぎない。この小さな国で、国家意志の優位

を否定し、意思決定機構をあえて分散化しなければならない必然性は、本当にあるのかどうか、再考

の余地があるはずです。 

 戦後、日本の最大の禍根とも言うべき日教組の誕生もまた、ほかでもないアメリカ教育使節団の提

言で、報告書には、「教師の権利」として「思想表現の自由、地位の保障、待遇の改善」を実現するた

め、「校長の支配を受けることなく自由に討議する」教員組合の「組織の自由が認められるべきであ

る」と明記されており、この勧告の翌年、日教組が設立されたのであります。アメリカによる占領政

策こそが、戦後日本のあらゆる混迷の淵源となるわけであります。 

 しかし、安倍政権によって、ついに教育基本法が改正され、占領以来59年間、手をつけることがで

きなかった宿痾の一つが処置されたことは、とりあえず前向きに捉えたいところではありますが、愛

国心と宗教的情操の涵養が明記されなかったことなど、課題も多いのですが、日本人の精神を荒廃さ

せてきた元凶である戦後教育の再生は、まだほんの端緒についたばかりであります。 

 日本人の魂を委縮させ、国威を衰微させてきた真因は何だったのか。今こそ私たち日本人は、その

真の淵源を直視し、みずから問いただす勇気を持つ必要が肝心なのであります。 

 以上の説明でもおわかりのように、戦後の教育体制が、いかに我々日本人に対し悪影響を与えてき

たのかを理解していただけたのではないかと思います。そのような教育体制を払拭させるためにも、

我が有田市の子供たちには、日本人としての誇りを持ってもらえるようなすばらしい歴史教育を行う

必要があるのです。 

 そこで、本年４月より中学校で使用される歴史・公民教科用図書について、お尋ねいたします。 

 昨年、平成27年６月19日、有田市図書館にて、教科用図書の展示会が２週間にわたり開催されたこ

とと存じます。もちろん私も足を運び、私の知人で非常に教育行政に熱心な方も展示会に出向き、意

見を答申してくれております。 

 平成24年９月定例会一般質問の中で、私は、真剣に子供たちにとって、よりよい歴史・公民教科書

を選んでくださいとお願いをいたしました。それは、長時間にわたり過去の歴史事情を捉え、現在に

おける教育基本法の掲げる目的をも述べた覚悟を持った質問、提言だったように記憶いたしておりま

す。 

 内容については、議事録等をもう一度ごらんいただければと思うのですが、その質問に対し、その
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ときの市長の最終的な答弁はと申しますと、このように答えております。 

 「今後、議事録がないというところも含めて、当然情報というものは、できるだけいろんなバラン

ス感覚がありますが、開示していこうという世の中の流れは、このことにおいても例外ではない。教

科書をどのような観点から最後、公のものが選んだかということをお伝えしていくという、その義務

はあろうかと思いますので、今後、そのように改善されていくことを私も望みますし、そのような方

向で動いていくものだと思っております」。 

 続いて、教育長は、「まず、１点目のどうして氏名を開示しないのかということについてお答えした

いと思います。地域で使用される教科書について、地域の人々は、関心を持ち、みずからの意見を表

明すること自体は大切なことであると考えますが、外部からの不当な働きかけ等により、採択がゆが

められたなどの疑念が抱かれるようなことがあるとすれば、適切な調査研究や審議を行う上でも好ま

しくありません。有田地区教科用図書採択協議会では、外部からの働きかけに左右されることなく、

公正かつ適正な採択がなされるよう、静ひつな採択環境を確保するため、調査研究員、審議員につき

ましては、非公開としております。 

 ２点目のどうして議事録が存在しないのかという御質問ですが、採択協議会の規約には議事録につ

いての規定がなく、議事録を残していないものと認識しております。なお、次回の採択に向けては、

議事録の作成や情報開示の見直しなど、採択協議会へ提案したいと考えております」と答えておりま

す。 

 それらの答弁をもとに、今回の採択協議会並びに採択された教科用図書が、本来の目的に沿ったも

のになったのかを、今回の協議会では、私の提言どおり、初めて議事録を作成していただけたような

ので、議事録の内容等も含め検証してまいりたいと存じます。 

 そこで、お尋ねいたします。来年度、すなわちこの４月から使用される歴史・公民教科用図書は、

変更されたのか。そして、その教科書を調査研究、審議された全調査研究員並びに審議員の氏名は開

示できるのか。教育長、お答え願います。 

 次に、市長の政治姿勢についてお尋ねいたします。 

 これからお聞きすることは、ある市民の方から私に送られてきた内容のものであります。ぜひこの

件について、市長に問いただしてほしいという依頼がありましたので、市民の声を市政に届けるとい

う議員としての基本的な職責を全うするため、お聞きしたいと思います。 

 2008年当時、市会議員であった望月議員が、議員活動の発信ツールとして利用されていた。その名

も、「“情熱一本”まちづくり望月良男、共に歩もう有田は必ず変わる」と題したブログでのやり取り

の内容です。皆様のお手元に配付いたしております。 

 そこには、目前に迫る市長選挙を見据えての思いや意気込みが感じとれるような内容のやり取りが

見受けられました。2008年７月12日20時14分、あなたの応援団さんからのコメントであります。あな

たとは、もちろん当時の望月議員であります。 

 そこには、「当選後の所作について」と題し、このように続きます。「現市長がよい例ですが、任期

が３回以上となると、長期在任による弊害のほうが、経験によるメリットを上回ってしまうことがよ

くあります。めでたく御当選されたら、必ず２期で身をお引きください。これだけはぜひとも守って

いただきたく、公約にでもしていただきたいほどです。期限を区切れば緊張感が生まれ、すばらしい

業績が残せると確信しております。任期は必ず２期までです」という支持者からのコメントに対し、
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翌７月13日23時29分、当時の望月議員は、このようなコメントを残しております。 

 「皆様の応援コメント感謝申し上げます」と題し、このように続きます。「首長の任期についての御

意見、多選禁止は私も同感です。やはり期限を決めスピード感を持って職務を遂行しなければいけま

せん。また、権限が集中する首長を同じ人が長く務めることは、緊張感がなくマンネリや腐敗の危険

性が高くなるもので、２期８年間の期限を切ることは大賛成、お約束いたします」と、コメントいた

しております。 

 市長、当然のことだと思いますが、記憶にありますよね。そして、2008年９月７日に市長選挙が行

われ、現望月市長が当選され、めでたく有田市長に就任されたわけであります。ただいま御紹介しま

したこのブログは、その約２カ月前に掲載された内容です。 

 市長、市長は現在２期目で、ことし９月には、市長選挙が執行されます。先ほどのブログでのコメ

ントから察すると、今期で引退するために２期８年努力をされてきた。多選を望まず市政が滞り腐敗

を招かぬよう、初当選から現在まで頑張ってきたと考えられます。 

 同時に、当時より示す態度や考えを、市民の方と約束をしたともとれる発言ですが、いかがですか。

今期でおやめになると捉えれば、よろしいのでしょうか。 

 我々議員も、市長も互いに選挙で選ばれる政治家ですから、そこから発信される言葉には、責任を

持っていただく必要があると思います。 

 昨今、政治家の軽率な発言、政治とカネ、不信感が絶えない現状の中で、私たち政治家は、信用を

回復すべき行動や発言を求められる状況だと考えますが、市長の考えを明確にお聞かせいただきたい

と思います。 

 以上、第１問といたします。 

○議長（福永広次君）  田中教育長。 

○教育長（田中政彦君）  まず１点目の来年度から使用される歴史・公民教科書は、変更されたのか

という御質問について、御答弁を申し上げます。 

 来年度から使用する歴史・公民教科書については、採択がえはございません。 

 池田議員、御質問冒頭の御心配されていることに関連してですが、エルトゥールル号遭難事件につ

いては、これまでも社会科の学習の中でも、例えばトルコのことを学習するときなどにおいて、エル

トゥールル号遭難事件のことに触れ、授業を行っている先生方もおります。 

 また、今年度、和歌山県教育委員会が作成した、道徳読み物資料集中学校「希望へのかけはし」に

も掲載をされており、時期は学校により異なりますが、中学３年間の中で必ず取り扱われます。 

 あわせて、来年度から使用される歴史の教科書についても記述があり、今後、子供たちは、エルト

ゥールル号遭難事件のことを学習し、卒業していくこととなります。 

 次に、２点目の調査研究員並びに審議委員の氏名は、開示できるのかという御質問ですが、開かれ

た採択の観点から、有田地区教科用図書採択協議会において見直しを図り、議事録を作成し、公表す

ることにいたしました。 

 しかしながら、御質問の調査研究員、審議会委員の氏名については、公正かつ公平な採択で、今後

行われる採択において静ひつな環境を引き続き確保する観点から、非公開とすることを確認していま

すので、開示する予定はございません。 

 以上です。 
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○議長（福永広次君）  望月市長。 

○市長（望月良男君）  お答えいたします。 

 政治姿勢ということで、ただいま議員がおっしゃっていただきました、８年前の議員当時の私のブ

ログですね。もちろん記憶しておりますし、当時、そういった多選に対する課題感、そんなものから、

こういただいたコメントに対してお返しした、そういうふうに記憶してございます。 

 これも、今御指摘いただきましたとおり、首長の多選というのは、マンネリ化が生じたり、議会や

職員さんとの緊張感のある関係を保つこと、こういったことが難しくなったり、そういった面が課題

であったり弊害であるというふうに思いますし、スピード感を持って職を全うするということは、当

然重要であると、当時も今も変わっておりません。 

 現在、市長という職責をいただいております。当時、36歳の議員だった私と、現在、例えば比較に

ならない経験をさせていただいているというふうに思います。おかげさまで大変苦労も多いですし、

その分、自身の成長を感じれるそんなこともありますが、やはり国や県との関係性を構築したり、市

長経験を積むという強みを感じる一方で、前段申し上げました問題意識については、就任前と変わる

ことなく、マンネリ化に陥ることなく緊張感とスピード感を持って、しっかり職務に当たっていかな

くてはいけない、これは常に心がけているところでございます。 

 そして、９月の選挙ということでありますが、首長が、就任を重ねるに当たっては、こういった多

選に伴う弊害が生じていないか、自身でもしっかりと考えないといけないというふうに思いますし、

選挙という機会におきましても、住民からそういった面、緊張感の欠如や行政の停滞が生じていない

かも含めて、市民の方々に御判断をいただく、選挙で審判が下される、そういったものだと考えてご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  ２番池田敦城君。 

〔２番 池田敦城君 登壇〕 

○２番（池田敦城君）  では、再質問をいたします。 

 議長、再質問からは、お聞きになる方にもわかりやすく、まず教育行政を、次に市長にと進めたい

のですが、よろしいでしょうか。 

○議長（福永広次君）  はい、どうぞ。 

○２番（池田敦城君）  しかし、実に不誠実な答弁です。エルトゥールル号遭難事件については、こ

れまでも社会科の学習の中で、トルコのことを学習するときにおいて、そのことに触れ授業を行って

いる先生方もいますということですが、言いかえれば、行っていない先生方もいるということです。

そもそも教科書に記載されていない教科書を使っているから、このような言い回しをしなければなら

ない。 

 昨今、地域の歴史を学ぶ動きが活発化している中、和歌山の歴史的事象、和歌山県人の心意気を記

述していなかった日本文教出版社の歴史教科書を、前回採択していること自体、時代の流れが理解で

きていない。 

 今、私たちの国は、正しい方向に向こうとしているのです。また、今年度、和歌山県教育委員会が

作成した道徳読み物資料集「希望へのかけはし」にも掲載されており、中学３年間の中で必ず取り扱

われますと言いますが、必ず扱われているのか、確認しているのでしょうか。確認するためには、各
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学校、もしくは学校長並びに教諭に確認しなければなりません。 

 本会議の一般質問についての答弁ですから、当然、確認、調査をもとに発言されていることと思い

ます。 

 そこで、お尋ねいたします。まず、学習指導要領のどこに副読本必修化がうたわれているのか、お

答えください。 

 また、必ず取り扱うと言われたわけですが、その根拠は、聞き取るしかありません。その学校名、

校長名、各担当教諭の聞き取りをした日時を全てお答えください。 

 また、来年度から使用される歴史の教科書には記述があり、今後、子供たちは、エルトゥールル号

遭難事件のことを学習し、卒業していくことになるとの答弁ですが、「エルトゥールル号遭難事件」の

歴史的出来事を記述されていなかった教科書を使った生徒は、全員学んだのでしょうか。あなた方が

選んだ教科書で巣立っていった子供たちのことについて、どのように考えていますか。市長、お答え

ください。 

 また、今回使用される教科書文中の南京事件の記述。内容は「日本軍は各地で激しい抵抗に合いな

がらも、戦線を広げ、12月に占領した首都南京では、捕虜のほか、女性や子供を含む多数の住民を殺

害しました（南京事件）」というような内容で掲載されておりますが、以前にも、この場でただしまし

たが、南京事件とは、一体何の事件ですか。 

 私が、思うに、この事案は、通州事件を指していますが、何を根拠に南京事件というのか、教育長、

明確にお答えください。 

 また、歴史を歪曲している教科書で、何を子供たちに学ばせるのか、有田市教育委員会に属する県

費負担職員を代表して、教育委員会を代表して、あわせてお答えください。 

 次に、「調査研究員並びに審議委員の氏名は開示できるのか」という質問に対してですが、「教科書

採択に関する情報の開示については、前回お答えしたとおり、開かれた採択の観点から有田地区教科

用図書採択協議会において見直しを図り、議事録を作成し、公表することにいたしました」と答弁さ

れましたが、今回の議事録は、議事録とは言いません。議事録とは、何月何日、何曜日、何時から、

どこで誰がどのような発言で採択したのかを、誰が見てもわかるように残すものであります。 

 したがいまして、公表していただいたのは大変結構なことですが、これを議事録とは言いません。

これは、簡易的採択理由書というものです。つまり誰がこの教科書を選んだのかとわからないように

する、つまり、責任回避文書というものです。そこまでして、どのように選んだのかを隠したいとい

う理由がわかりません。 

 続いて、「しかしながら、御質問の調査研究員、審議会委員の氏名については、公正かつ公平な採

択、今後行われる採択において、静ひつな環境を引き続き確保する観点から、非公開とすることを確

認していますので、開示する予定はございません」との答弁ですが、教育委員会は、教育公務員の静

ひつな環境を引き続き確保する。つまり隠したいということですね。教育行政として、児童生徒たち

の未来より、新聞紙上で騒がられている日本文教出版、教職員に現金を渡して教科書を選ばせようと

したこの会社と、それに加担した教育界を守りたいということですね。 

 では、さらに議論を深めます。平成23年６月15日、横浜地方裁判所は、いわゆる教科書の採択に関

する調査員の氏名等の公表について、判決を下しました。この裁判の争点は、教科書採択簿の調査員

等の氏名公表が、これに該当するか否かというものであります。 
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 被告は、教科書採択における名簿に記載されている調査員の氏名等が開示された場合、調査員が現

に教科書調査を行っている時点であれば、さまざまな働きかけがなされる危険性が増大することが容

易に想定され、当該年度における教科書採択が終了した後でも、教科書発行者からの採択勧誘や、ま

たさまざまな立場の市民、団体、研究者等からの働きかけが行われることにより、調査員の業務に関

して静ひつな環境が失われ、公平かつ適正な事務を阻害する危険性がある。 

 現に、調査員を務めたものに対し、教科書採択後、特定の教科書調査等に対する個人的見解を求め

られるなど、事例があることは、これらを裏づけるものであって、加えて、氏名等の開示によりイン

ターネット等を利用した誹謗中傷が発生する蓋然性も高い。このような事態になれば、それらを恐れ

て、事なかれ主義に陥ったり委縮したりしてしまうので、中立、公正に調査、報告を行うことが困難

になる可能性が高いので、開示しないことができるというものでありました。 

 これに対し、開示を求めた原告は、教科書採択手続に関与するものへの正当な言論活動の範囲内の、

適切な方法による働きかけを排除するべきではないところ、被告が主張する働きかけの事例は、正当

な言論活動の範囲を逸脱する方法でなされたものではなく、名簿に記載されている情報を開示するこ

とにより、調査員が中立、公正に調査、報告を行うことが困難になる可能性が生じるという被告の主

張は、主観的感情に過ぎず、行政機関が負っている情報開示義務を免除する法的保護に値しない。と、

このように主張したのであります。 

 このように、真っ向から対立する主張に、裁判所の判断は、横浜市が市政に関し市民に説明する責

務を全うするようにし、市民の的確な理解と批判のもとにある、公正で民主的な市政の推進に資する

ことを目的とし、実施機関に対し、原則として行政文書の開示を義務づけていることからすれば、単

にその抽象的な可能性があることでは足りない。法的保護に値する程度の具体的蓋然性が必要である

と言える。 

 確かに、調査員の氏名等が開示されることによって、教科書採択後に何らかの誹謗中傷等がなされ

る可能性があることは、否定できない。しかしながら、その権限と責任において慎重に審議し、公正

かつ適正に行われるものとされており、調査員の調査、研究報告が直接採択結果に反映されるわけで

なく、調査員個人は、採択結果や採択手続等に対し、直接評価、あるいは批判を受ける立場にあると

までは言えない。なぜならば、委員会委員及び審議会委員の名簿は、採択終了後には情報提供される

扱いであるからである。調査員個人に対して誹謗中傷等がなされる可能性は、いまだ抽象的なものに

すぎないというべきである。 

 公正な教科書採択に関し、市民に説明する責務の履行に資するものとして、調査員が受忍すべき範

囲のものであると言える。「いいですか受忍です。」適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることにつ

いての具体的蓋然性を裏づけることはできない。よって、非開示情報とするのは、違法であると下し

ており、簡単に言えば、公に資する公務を行った場合、氏名は開示されて当たり前だと言っておりま

す。公な教科書を公に選んだことに対して、市民に説明する責務があるので情報を開示しなさいとい

うことだと、私は捉えております。 

 市民に信頼される行政運営を行うため、情報は可能な限り、市民がそれを知りたいと欲した場合、

特段の事情がない限り、これに応えていくことこそ情報公開条例の基本です。 

 有田市情報公開条例には、こう記されております。 

 （目的）第１条、この条例は、市の保有する公文書を公開することにより、市民の知る権利の保障
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と市政への参加を推進するとともに、市民に対する説明責任を果たすことにより、市民と市の信頼関

係を深め、もって市民主体の市政を実現。もう一度言います。「市民主体の市政を実現することを目的

とする」と書かれているわけです。 

 行政行為は、教育行政を遂行する根幹的な重きを成すものであって、従前は、開示しないことでや

ってきたのでという理由で、採択後についても開示しないということにはなじまず、ましてや、行政

機関としての意思決定が行われた後には、先ほども述べましたが、それがいつ、誰が、どこで、どの

ような経緯で成したものかを堂々と公表することこそが、民主主義の原理原則なのです。 

 よって、教科書採択にかかわる調査員も公務員でありますから、その公務の行為をいつ、どこで、

誰が、どのような経緯で成したのかを公表しない。秘匿することは、市民、とりわけ子供たちに隠す

ことであり、それは大人として子供たちに目を向けていない許されない行為なのであります。 

 我々市議会議員が、市民の負託に応えるということは、行政に対する公正な審議を行うことであり

ます。教育委員会は、教育行政であり、情報公開条例にうたう「市民に対する説明責任を果たすこと

により、市民と市の信頼関係を深め、もって市民主体の市政を実現する」という目的に向かうのが、

当たり前の行為であるということです。 

 そこでお尋ねいたします。公務員が公務をするに当たり、市民に仕える公務員の氏名を開示するこ

とは、当たり前であります。有田市教育委員会は、速やかに今般の教科書採択にかかわった調査研究

員、並びに審議委員の氏名を開示しなければならないと思うのですが、これについて市長の所見を伺

います。 

 また、本市教育委員会は、公務を行った公務員の氏名を開示しますか。教育長、お答えください。 

 以上、再質問といたします。 

○議長（福永広次君）  田中教育長。 

○教育長（田中政彦君）  まず、１点目の副読本必修化が、学習指導要領のどこにうたわれているの

かという御質問ですが、学習指導要領にはうたわれておりません。 

 ２点目のエルトゥールル号遭難事件の授業での取り扱いについて、その確認作業は、どのようにし

たかとの御質問ですが、道徳の授業を計画的に行うために、各学校は、年間指導計画を作成し、教育

委員会に提出することになっております。学校は、それに沿って授業を行います。 

 読み物資料集「希望へのかけはし」には、15の読み物資料があり、各学年５つずつ取り扱うことで、

中学３年間で全ての資料を使い、学習することになっています。議員がおっしゃられている「つなぐ

思い─エルトゥールル号─」については、今年度、各中学校で２年生において取り扱う計画になって

おり、活用についてのアンケート調査を各学校に対して行い、実施したことを確認をしております。 

 次に、３点目の南京事件とは、どのような事件かの御質問ですが、南京事件について、外務省のホ

ームページでは、「日本軍の南京入城後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できない

と考えています。しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正し

い数かを認定することは困難であると考えています」という日本政府としての見解が掲載されていま

す。 

 来年度より使用される教科書では、御質問の中に述べられました本文に加え、注釈に、「ただし、全

体像をどう捉えればよいのかなど、さらに研究が必要な部分もあります」と記述されており、政府見

解が根拠になっているものと認識しております。 
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 次に、４点目の歴史を歪曲している教科書で何を学ばせるのかとの質問ですが、歴史認識は、当然

のことながら国によってそれぞれ異なります。また歴史観というのは、個人それぞれによって異なる

ものであります。 

 先ほども申し上げましたとおり、教科書においては、政府見解に基づいた記述がなされていると認

識しております。来年度より使用される教科書が歴史を歪曲した教科書であるのならば、政府見解も

歪曲しているということになります。少なくとも、私自身はそのように考えてはおりません。 

 次に、５点目の公務を行った公務員の氏名を開示するかの御質問ですが、調査員は、専門的かつ膨

大な調査研究を行うことになるため、複数の方に委嘱をします。地域の実情を考えたとき、各教科ご

ととなりますと、多くの候補者がいるわけではありません。また氏名の開示を前提として委嘱してい

ません。氏名を開示した場合、今後の採択において調査員の確保が今以上に困難な状況となります。 

 そうしますと、各教科において十分な調査研究を行うことができず、結果として採択に大きな支障

を生じると考えられますので、開示する予定はございません。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  望月市長。 

○市長（望月良男君）  私から、まず１点目のエルトゥールル号遭難事件の出来事を記述されなかっ

た教科書で学んだ子供たちのことについて、どのように考えているのかという質問であったと思いま

す。 

 教育委員会が選んでいただいている教科書というのは、その時代時代でしっかりと責任を持って選

んでいただいた、そんな教科書であるというふうに思っております。 

 池田議員が、熱心におっしゃっていただいています日本のよき文化や誇り、歴史的な事象を学ぶこ

とによって、郷土愛や愛国心を育むということは、私も非常に大切な事柄であるというふうに思って

ございます。 

 次に、２点目の教科書採択にかかわった調査研究員と審議会委員の氏名開示につきまして申し上げ

ます。 

 基本的に、以前もお答えしたとおり、情報というのは、できる限り開示する必要があるというふう

に考えてございます。しかし、さまざまな事情で、静ひつな環境が保てず、教科書採択に大きな支障

が生じる場合、そういったことも考慮し、慎重にバランスを考えて対応していくべきものだと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  ２番池田敦城君。 

〔２番 池田敦城君 登壇〕 

○２番（池田敦城君）  では、次に、市長の政治姿勢について、再質問をいたします。 

 先ほどの質問に対してですが、まさに国会でも飛び交う、ありきたりな答弁であったように思いま

す。 

 市長は、「首長が就任を重ねるに当たっては、こういった多選に伴う弊害が生じていないか、十分に

考慮すべきであるし、選挙という機会においても、住民から緊張感の欠如や行政の停滞が生じていな

いかも含めて、御判断いただくことになるものと考えている」と述べましたが、それは、市民が判断

すればいいという、市民に出処進退は任せるということですね。 
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 実は、これが非常にわかりやすく今を映し出しているのであります。なぜなら、政治家は、みずか

らの政策や思いを訴え、選挙という日本国民のみが持つ権利を行使して選んでいただくものです。だ

から、おのれの発言こそ、選んでいただく判断材料になるわけです。市民が、私を煮るなり焼くなり

好きにすればよいと、どの目線から発言したのでしょうか。 

 私もそうですが、「お願いします。」どうぞ、私に一票を入れてほしいと市民の皆様にお願いをする。

目線は下からなんです。しかし、今の市長の発言は、どうでしょう。頑張ってんのやから市民が選ん

だらええんと違うかというその目線、議会答弁の態度こそ、市政の弊害、腐敗なのです。 

 もう一つ許せないのが、市民に対しての誠実さに欠けることです。答弁漏れをしていませんか。こ

れは、市民あっての市政を運営する責任者として、答弁漏れがあるということは、池田の質問は池田

に答えると。この私の質問は、私に一票を投じ支えていただいた市民の皆様の質問であり、それに対

する答弁をしなかったということになるわけです。市政を預かる市長として、市民に対しての冒涜で

あり、また指摘されたことに向き合えていない証拠なのであります。 

 最も重要な部分ですので、再度お尋ねいたします。「首長の任期についての御意見、多選禁止は、私

も同感です。やはり期限を決め、スピード感を持って職務を遂行しなければいけません。また、権限

が集中する首長を同じ人が長く務めることは、緊張感がなく、マンネリや腐敗の危険性が高くなるも

ので、２期８年間の期限を切ることは大賛成、お約束いたします」と記述されております。つまり市

長は、前市長の市政に対する腐敗を指摘した上で、私はクリーンですよ。私は前市長と違うので信じ

てくださいと言っていることに等しいわけです。 

 だからこそ、「２期８年間の期限を切ることは大賛成、お約束いたします」と、堂々と市民と約束を

したのでしょう。つまり本年９月の選挙に出られるのであれば、市民の皆様との約束を破り選挙に出

ますが、うそつきを認めてくれますかと、市民に問わねばなりません。ということは、有田市の子供

たちに対し、有田市長は、平気でうそをつくけど、選挙に出たらええんやで。当選したら全部消える

んやからと伝えることになります。 

 どこまで市民の皆様が気づいているのかは、わかりませんが、ここまで腐敗しているのかと思うと、

つける薬はありません。この場で出るのか、出ないのか、はっきりとした明確な答弁を求めるもので

あります。 

○議長（福永広次君）  望月市長。 

○市長（望月良男君）  ただいま池田議員から厳しい御指摘をいただきました。選挙観といったとこ

ろで、池田議員からは、質問の中で、下からの目線でどうぞ私に一票を入れてほしいと市民の皆様に

お願いをすると、そういった御自身の選挙観を御紹介をいただきました。 

 私も、選挙で選ばれる身ですので、選挙というものに対して申し上げますと、市長選挙ということ

については、できる限り、みずから自分の言葉で市の未来についてを語り、自分自身の思い描く将来

のまちのあり方についての選択肢を市民の方々に知っていただく。そしてその上で、市民の皆様には、

票を投じるという形でまちの未来を選んでいただくという、言わば対話であるというふうに考えてご

ざいます。 

 もちろん、先ほども申し上げましたが、現職という立場にあれば、現在の市政運営、緊張感の欠如

や、行政の停滞が生じていないかといった点や、これまでの発言も市民の方々の判断材料となるもの

というふうに思ってございまして、どのような結果に至るといたしましても、市民の方々からの声と



14 

 

して、真摯に受けとめていかなければならないものだというふうに考えてございます。 

 次回の市長選挙への出馬について、出る、出ない、いずれかの答えを申し上げることが、ただいま

いただいた池田議員の御質問の、本質的な点にお答えすることにはならないのかもしれませんが、過

去２期８年という期限を切るべきものだと考えていたことというのは事実であり、現在も多選に伴う

弊害は十分に承知してございます。 

 一方で、その期間でやり切ることができなかった課題を放棄してしまう、そういったことに対する

課題もあるところでございまして、次回の市長選挙については、そういったもろもろの点を考慮した

上で、どのような形が最も有田市と、そして市民の皆様の未来のためになるのかを私なりに考え抜い

た上で、出馬への決意を持っているところでありまして、この決意に対してのさまざまな御批判につ

きましても、真摯に受けとめた上で、まずは残りの任期期間を全力でやり切りたいとこのように考え

ているところでございます。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  ２番池田敦城君。 

〔２番 池田敦城君 登壇〕 

○２番（池田敦城君）  議長、時間を少し過ぎるかわかりませんから、よろしくお願いします。 

 では、再々質問を行います。 

 改めて、今回の質問の総まとめとして、市長並びに教育長にお尋ねいたします。 

 教育長におかれましては、人生の大先輩であり、また元箕島中学校の校長として、私自身、また私

の子供も大変お世話になりましたので、非常に気を遣うところではありますが、未来を担う有田市の

子供たちのため、また有田市教育行政が少しでもよい方向に向かうために、心を鬼にして、議員とし

ての職責をもって、有田市教育委員会のトップである教育長に問いただします。 

 やはり有田市民、とりわけお子様をお持ちの方々に、ぜひこの事実を知ってほしいと願っています。

私が問うているのは、前回の歴史教科書には、「海難1890」にあるエルトゥールル号事件の記述がない

教科書を、和歌山県で唯一選んだ有田地方採択地区協議会、とりわけ有田市も、エルトゥールル号事

件の記述なんかなくてもいいですよと、それに賛同した。でたらめなことを言うなと言いたいのでし

ょうが、行政行為の一環として行われた採択で、議事録がなく、その採択歴史教科書は、採択された

いがために、教師に現金や物品を渡していた出版会社の一つで、その教科書を選んだ事実があります。 

 ということは、和歌山の歴史を教えたくない、日本の歴史を教えたくない教師の意向によって調査

書が作成され、無関心な教育委員会の面々によって決められていることになる。だから、外部の人間

がそのように判断しても当然であり、市教育委員会は、日教組有田支部の顔色をうかがっていること

が容易にわかりますし、それを否定する根拠もありません。 

 だから、私は、説明責任を果たす市教育行政が、その責務を果たせなくなりますよ。議事録は必要

でしょうと申し上げてきたのです。あれから４年間、一体何をしていたのでしょう。そんな責任を果

たせない教科書を、有田市の子供たちに使用させてきた市教育委員会は、一体誰のために存在するの

か。市長も教育長もたくさん給料を税金からいただいているはず。本当に覚悟を持って仕事をされて

いますか。現にでたらめだという根拠を出せますか。出せないでしょう。 

 有田市の子供たちが使う教科書をどのような観点で、どのような感性で、どのようなメッセージを

載せて選んだのかわからないじゃないですか。それらの根拠となる部分を浮き彫りにするために、一
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つのパーツとして歴史認識を問うたのです。 

 今回の再質問、答弁で、その明確な答えが出ました。 

 まず、前回、歴史教科書について、エルトゥールル号事件の記述がない唯一の教科書を選んだ無責

任な有田市が浮き彫りになったこと。そして、今回、組合、教師たちの主義主張のとおり、教科書会

社を変えるのではなく、その教科書会社には、新たにエルトゥールル号事件の記述が少しだけ載って

いるから、教科書を変えなかったこと。これらのからくりが公になるのが嫌だから、圧力をかけられ

るから、議事録をつくらないと公言。 

 また、あなた方が教科書を選ぶに当たって、思想判断の材料としてのパーツとして南京事件につい

て問うと、外務省のホームページでは、こう書いているのだから私たちの考え方はあっている。歪曲

だと言うならば、政府が歪曲していることになる。間違っているというのであれば、それは政府の見

解に対して間違っているのだから、池田、あなたがおかしいと答えました。 

 いつから教育問題が、外務省の見解でただすことになったのでしょう。いつから教育委員会は、外

務省の所管となったのでしょう。いつから教師は外務省職員となったのでしょう。全て政府の言いな

りになるということですね。一番それを嫌うのがあなた方でしょう。もっと突っ込めますが、これぐ

らいにしておきます。 

 しかし、最も恐ろしい認識は、歴史教科書について、その記述を正している話を、歴史教科書に載

っていなかったことを取り繕うために、道徳副読本を持ち出し、質問内容をすりかえ答弁するこの姿

勢。全く現場教師のクレーム処理マニュアルと同じです。 

 ここにおられる皆様に聞いてほしいことが答弁にありました。調査員の氏名を開示すると、調査員

の確保が今以上に困難になる。そうすると、各教科において十分な調査研究を行うことができない。

結果、採択に大きな支障が出る。 

 いいですか。調査員は公務員、公務員が公務のために委嘱状を出して調査しなさいと言われたら、

命令に従う。公務員法に書かれています。でも、教師に拒否されるから困るんですと言っているのと

同じなんです。ということは、教育委員会は、公務員法を守らない教師連中を擁護するということで

すね。ということは、教育委員会も、公務員法に違反していると公言しているのと同じことなんです。

話になりません。 

 答弁した教育長の任命権者は、市長、あなたです。本年３月19日、「SankeiBiz（サンケイビズ）」で

このような記事が出ています。 

 「ミカンの生産量が全国一の和歌山県。中でも県中部の有田地域内で収穫される『有田みかん』

は 

温州ミカンの全国トップブランドだ。しかし、『ＪＡありだ』によると、毎年『おいしくなかった』な

どというクレームが寄せられている。実は、『有田みかん』と記された段ボール箱を不正利用して、中

身が違っていたり、生産地がはっきりしないミカンを『有田みかん』として、インターネットで格安

販売したりするなど、『偽装販売』が懸念されているのだ。」 

もう一度言います。ミカンの生産全国一の和歌山県、その屋台骨となっている有田市、有田みかん

農家、懸命に育て出荷をする有田市民の方々。その有田みかんと書かれてある段ボールを不正利用さ

れ、中には偽装された可能性もあった。昨年12月中旬、箱買いしたが多くが腐っているとクレームが

あり、ＪＡありだが調べると、９月～10月に出荷されたはずの人気品種、ゆら早生の段ボール箱であ
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ったとのこと。平成22年から約1,500万円を使って、有田市認定みかんとしても、その根幹が揺らいで

おります。 

 そして、以前、市長、あなたは、3,000万円以上の税金を使って、アプリ開発をした結果、使った市

民の血税を回収できましたか。県支出金といっても有田市民の税金が入っております。 

 また、平成23年４月、市長、あなたは、必要だからと、市立病院にある方を病院事業管理者として

配置いたしました。 

 余談ですが、「病院事業管理者」を検索すると、以下のように出てきます。「病院事業管理者は、地

方公共団体における病院事業について、開設者たる首長と同等の権限でもって病院事業を経営する特

別職である。首長が任命し、多くの場合医師が就任する」と。余談ですので気にしないでください。 

 ところが、市長が任命されたある方はと申しますと、元消防職員で病院経営の経験など無知に等し

いと言わざるを得ない方をそのポストに置いたわけですが、その経緯と理由は、市長、お答えくださ

い。そして、結果はどうでしたか。市長、お答えください。 

 その事業管理者を配置する１年前の平成22年度決算を拝見すると、約１億9,000万の黒字、管理者

を置かれた年の平成23年度決算は約1,834万の黒字、そして、翌年の平成24年度決算も約3,453万の黒

字であり、決算状況を見る限りでは、その時期に、あえて素人同然の病院事業管理者を置く必要があ

ったのかと思うわけです。その後の平成25年は約3,400万の赤字、平成26年は約３億6,000万の赤字と

なっております。 

 ただいまの報告でもおわかりのように、その管理者が来る以前の平成22年度は、巨額の黒字決算で

あり、23年、24年、金額は減ったものの、それぞれ黒字経営であります。そして、平成25年度から今

日までは、皆様も御存じのように巨額の赤字経営が続いております。 

 その病院事業管理者に要した額、平成23年４月から平成26年５月までの３年２カ月、実にその額、

約3,050万、それは、全て有田市民の血税から支払われたのであります。 

 その後、管理者は、平成25年度以降の病院経営状態の責任を感じ、平成26年５月31日に辞職されま

した。確かに医師不足により病院経営悪化という事態に陥ったことは、否定するつもりもございませ

ん。また、全て管理者としての管理経営能力のせいにするつもりもございません。そこには、さまざ

まな要因があるのでしょう。しかし、これらは、全て事実であり、何度も申し上げますが、行政は結

果を求められるのです。 

 現在、病院長が管理者を兼任している状況だと思います。院長並びに事務長初め、各職員の懸命な

努力によって、経営状態は決して改善されたと言える状況ではないが、管理者在任のころと比べます

と、少しずつ改善傾向になりつつあります。 

 今回、市長は、再び病院事業管理者を迎え入れる予定だと聞き及んでおりますが、現在の状況を勘

案すると、本当に今の時期が適正なのでしょうか。なぜ、最も経営状態が不振だった平成26年・27年

に置くのではなく、今なのか。市長、お答えください。言っておきますが、もし適任者を探していた

というおつもりなら、その経緯についても明確にお答えください。 

 そして、先ほどから申し上げている事業管理者の任命権者は、市長、あなたです。その管理者が責

任を感じ辞職されたわけですが、辞職の際、報告のため全協に訪れた管理者を擁護する言葉もなく、

ひたすら沈黙を貫いた市長、その方を任命された任命責任は感じておられますか。まちじゅうでは、

さまざまなうわさが飛び交っているようですが、市民の皆様が理解できるよう明確にお答えください。 
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 それから、市長、あなたが選んだ教育長は、子供たちにとって本当に何が必要で、何を教え、何を

変えなければいけないのかを理解せず、指摘されれば知らん顔、これぞ、まさにお役所仕事です。 

 そしてまた、その教育長を選んだあなたは、アプリで約3,000万、病院事業管理者に約3,050万円も

使い、何の成果も出ないことに申しわけないという言葉もない。おまけにきれいごとばかり。有田市

民を守るために、有田ブランドを守るために、有田市民の福祉向上のために税金を使う予算編成権を

持っているあなたは、一体何をしているのか。あなたが有田市を衰退させているのと同じでしょう。 

 そこでお尋ねいたします。 

 まず教育長、有田市教育長としての今までの答弁、再度訂正して、有田市民に御理解いただけるよ

う、みずからの甘い考えも踏まえ、反省し、私の指摘する事柄も含め、反省の答弁を求めます。 

 次に、市長、あなたに問います。政治行政は結果です。教科書採択に関することすら、何も変えよ

うとしないことについての考えを求めます。 

 ここで補足しますが、教育振興基本計画の策定がない本市が、何をもって参酌し、大綱を策定した

のかあえてただしませんが、市長は、教育委員会にみずからの意思を反映できるように法改正されて

いますので、教科書採択は、教育委員会がすることですなんていう言いわけはやめてください。 

 最後に、有田市が衰退の一途をたどっていることを認識いただくために、２期８年の話をしました

が、無駄となった約6,050万円を、あなたの給与から補填するつもりは、ありますか。 

 また、有田市の子供たちのことを真剣に考えず、組合や教師の顔色ばかりを見る教育長を罷免する

気はありますか。 

 今後の市政運営について、あなたの考えも含め、全ての質問に対して、市民の皆様が理解できるよ

う明確な答弁を求めるものであります。 

○議長（福永広次君）  田中教育長。 

○教育長（田中政彦君）  御質問は、今回の池田議員に対する私の答弁について、訂正を含め、反省

の答弁を求められたものだと認識いたしました。 

 お答えいたします。私の答弁につきましては、訂正するつもりはありませんし、信念を持ってやっ

ておりますので、考えを改めるつもりも全くありません。 

 今の気持ちを言わせていただけるのであれば、中国の故事「韓信の股くぐり」のまさに韓信の心境

でございます。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  望月市長。 

○市長（望月良男君）  お答えいたします。随分と項目をいただきましたので、一つずつ答弁を申し

上げたいと思います。 

 まず、本年３月19日の「SankeiBiz（サンケイビズ）」に、ＪＡありだのことを質問の中でおっしゃ

っていただきました。 

 この有田みかん、和歌山のミカン、これの不正利用について、また昨年は、本当に不運なことに、

天候の関係から腐りが多くて、農家の皆さんも非常に御苦労をされたものだというふうに思っており

まして、そんな中でも、厳しい環境のときほど、他の産地よりも有田の産地のミカンというのが、信

頼がおけるというそんな言葉も、実は市場のほうからいただいておりまして、まさに400年以上の歴

史と、農家の皆さんが情熱を持って、これまで培われてきたそんな技術の成果だというふうに敬意を
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申し上げたいと思いますが、何しろ自然相手のものですから、御苦労をされているんではないかなと

いうふうに思います。 

 こういったことにもつながるわけでありますが、平成22年より、税金を使わさせていただいて、原

産地呼称管理制度というものをたくさんのさまざまな視点での意見をいただきながらも、今回６年目

を迎えてございます。 

 この原産地呼称を地理的表示のそんなシステムでございまして、昨今、政府のほうも、ＧＩと称し

まして、地域の原産地と商品がきちっとリンクするようにということで、取り組みを始めておりまし

て、トレンドとしては、我々間違ってはいないそんな政策に対する評価をしてございます。 

 少しずつではありますが、右肩上がりで応募していただける農家さんもふえてきておりますし、本

年度は、ふるさと納税に、特に「認定みかん」と「てんこ盛り」、これは原産地呼称の関係でセットし

たそんなお返しの品ですけれども、これに対しましても、5,000万円を超える、そんな申し込みをいた

だいているところでありまして、原産地呼称イコールがミカンの政策だけではありませんで、こうい

ったこれからＴＰＰを前に、原産地をしっかり第三者機関が消費者目線で認定していくという、攻め

の農業の政策というものを推し進めてまいりたいなというふうに思いますし、ますます成果を出して

いきたいというふうに思っています。 

 長野県の原産地呼称管理制度、これはワインを使ったものなんですけれども、2002年だったと思い

ます。から始めまして、今やワイン用のブドウの生産量、これでワインは推し量ることができますけ

れども、これが日本一になっておりまして、ワイナリーがどんどんでき、そういった15年目を迎える

中で、成果も着々と出てきているというふうにお伺いしておりまして、市町村でいきますと、有田市

が基礎自治体として初めてこれに取り組んだわけですが、松阪市の赤菜というものも始まりましたし、

お茶、こういった原産地呼称管理制度も始まってございます。 

 北海道の名寄市では、トウモロコシがまた始まろうとしていたり、やはり全体の中のトレンドとし

ては、間違っていないのではないかというふうに思っておりまして、ますますさまざまな政策と連携

をさせながら、有田市の基幹産業であるミカン産業を再ブランド化と販路拡大と加工品への転化、こ

ういった三本柱をもって推し進めてまいりたいなというふうに思っています。 

 3,000万円を超える、そんな巨額を使ったアプリの御指摘も賜りました。これは、県支出金とおっし

ゃっていただきました。そのとおりです。国が雇用対策で臨時交付金というそんな仕組みをつくりま

して、県が基金化をして、国費を利用させていただいて、これまでは、溝の掃除とか不法投棄、そう

いったものを回収するというふうなことに主に使わさせていただいた分野です。 

 もちろんそういったことにも使わさせていただきましたし、アプリ開発というそういったＩＴの分

野での雇用促進ということで、今回はお金を使わさせていただきまして、10万のダウンロードとか、

そういった評価もいただいておりますけれども、やはりそういったことを通じてプロモーションをす

ることによって、メディアにこの有田市の全体が取り上げられ、例えば「めざましテレビ」でも、こ

の臨時交付金の中でプロモーションすることに成功し取り上げていただいたわけでありまして、

3,000万というそういったことでは到底はかれない、そんな成果も出しているものだというふうに思

っておりますので、引き続きつくったものをしっかりとＰＲし、活用いただけるような後のフォロー

も大事ですし、今後も努力を続けないといけないというふうに思ってございます。 

 そして、病院管理者のことにつきまして指摘をいただきました。人事のことですので、余り深くど
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ういった経緯でとかいうのも、お答えするのも差し控えたいなとは思うんですが、全部適用の有田市

立病院、常に管理者の設置というのは考えてございますし、いつも必要だというふうに思ってござい

ます。 

 そして、人が相手のことですので、しっかり同意を得て働いてもらわないといけないと。そんな重

責ですので、なかなか不在であったり、設置できたり、そういったことが繰り返される中で、不信感

をいただいているのだとすると、しっかり説明もしないといけないし、成果につなげれなければいけ

ない。 

 しかしながら、おっしゃっていただいたとおり、病院は、非常に大変な今局面を迎えておりまして、

28年度、１年でもって、しっかりと安定した基調に戻すということを念頭に、管理者の設置というの

は考えてございます。 

 ミッションは、やはり私がいつも和医大の先生と、もちろん交渉を常にするわけではありませんし、

病院のことをしっかり把握した上で、病院長とともに病院全体で、和歌山県立医大やその他の医科大

学、また県当局、そういったところと戦略的な医師確保に向かって励んでもらうということも、大き

なミッションでありますし、経営改善というものを一番の今は最大なミッションとして、念頭に置い

ていただきながら、病院全体のマネジメント、そういったところも管理者の大切な仕事であるという

ふうに思っております。 

 全部適用とはいえ、市議会の皆様、市当局、当然、相互協力関係のもと、この病院の課題について

は、克服していかなくてはいけないなというふうに思っておりますので、どうぞ、御理解をいただけ

ればというふうに思っております。 

 教科書選択の件でありますけれども、教育委員会のほうで責任を持ってしっかりと選んでいただく

と、こういったスタンスでこれからも進めていきたいなというふうに思っておりますので、御理解を

いただきたいと存じます。 

 そして、教育長の罷免についてとおっしゃられましたが、学校全体、教育長が就任されてから、随

分と落ち着いた環境になってきているというのは、議員皆様も、事あるごとに学校にお伺いいただい

ている中で、感じていただいているのではないかというふうに思っているところでございます。 

 まちづくり懇談会のほうでも、これまで以上に、教育というものにしっかりと教育委員会と信頼関

係を保ちながら、取り組んでまいりたいというふうに申し上げていますし、学力のほう、体力のほう

でも、社会は入っていませんけれども、随分と成果としてあらわれてきておりますし、池田議員、お

っしゃられる地域の誇りとか情操教育というのは、それ以前の問題だというふうに思いますので、お

っしゃっていただいた事柄を受けとめた中で、より教育環境が充実するように、市長としてもしっか

りと力を入れていきたいというふうに思っておりますので、教育長を罷免する考えはございません。 

 以上です。 

○議長（福永広次君）  ２番、発言の前に池田議員に……。 

〔２番「もう終わります」と呼ぶ〕 

○議長（福永広次君）  そうですか。はい。 

〔２番 池田敦城君 登壇〕 

○２番（池田敦城君）  時間も過ぎましたので、この辺でとどめますが、ただいま市長並びに教育長

からいただいた答弁、後日、私なりに精査し、改めて機会を見据え、引き続きただしてまいりたいと
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思います。 

 最後に、我が有田市をよい方向に導くこと、それは、市長を先頭にこの場に座っておられるあなた

方、幹部職員の覚悟であります。いまだにその覚悟を持たれ、行動しようとされないあなた方に、い

ま一度この言葉を送ります。「動く度胸と引く勇気」、以上のことを申し述べ、私の質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（福永広次君）  これにて、２番池田敦城君の一般質問は終わりました。 

 


