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今治市職員措置請求書 

 

措置請求の要旨 

 

第１、２００９年８月２７日に今治市教育委員会及び５人の教育委員（小田道人司、

井門裕彦、藤井信子、西本宥法、高橋実樹）が財務会計上の先行違法行為としての

違法な教科書採択を行った。 

 

今治市教育委員会（以下「今治市教委」という）は、2009 年 8 月 27 日に開催され

た第 15回教育委員会（以下「委員会」という）において、「議案第 49号 平成 22年

度使用教科書の採択について」を審議し、今治地区教科用図書採択協議会（以下「協

議会」という）の報告と異なる教科書（社会科 歴史的分野：扶桑社版歴史教科書。

社会科 公民的分野：扶桑社版公民教科書。国語：三省堂）を各委員の私的評価に基

づく多数決による採択（以下「当該採択」という）を行った。当該採択は、以下で示

す違憲・違法などがある。 

 

よって、監査委員は、今治市長に対し、下記の措置を講ずるように勧告するよう

に求める。 

 

記 

 

一、 今治市長は、委員という地位と職権を利用し、違憲・違法な当該採択を行った

小田道人司、井門裕彦、藤井信子、西本宥法、高橋実樹らに対して、当該採択に

際して支出した支出額及び各委員の報酬月額を、今治市に対して補填させること。 

 

二、 今治市長は、違憲・違法な当該採択に基づく当該教科書の教員用の教科書及び

指導書の購入措置を差止めること。 

 

 

第２、教育委員会、５人の教育委員の採択は以下の理由で違法である。 

 

１、請求の趣旨の根本原因となる文科省の違憲・違法な検定及び検定意見 

 

文部科学省（以下「文科省」という）検定において、別紙１（文科省の違憲・違

法な検定及び検定意見）に示した違憲・違法などが行われた。今治市教委が採択し

た扶桑社版歴史教科書は、その違法な検定教科書である。 
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２、請求の趣旨の根本原因となる「つくる会」などの違法・不正行為 

 

新しい歴史教科書をつくる会（以下『「つくる会」』という）及び扶桑社並びに自

由社（以下『「つくる会」ら』という）は、別紙２（「つくる会」などの独占禁止法

違反）に示した違法・不正行為を行っている。今治市教委が採択した扶桑社版歴史

教科書は、その独占禁止法違反がある教科書である。 

 

 

３、財務会計行為に先行する今治市教委の違法行為（違法性の承継） 

 

3-1 文科省の違憲・違法行為に対する適切な措置を怠る今治市教委の違法性 

 

3-1-1 今治市教委と文科省との関係 

  

戦後教育は、「あの忌まわしい戦争に人々を動員しえたのは、国家が教育を

完全に支配し、その教育が天皇制軍国主義であったことにある」との反省から、

国家の教育支配と、天皇制軍国主義教育を排除し、教育の民主化、教育の地方

分権、教育の自主性などをその方針とした。 

 また、戦前の中央集権国家体制がもたらした反省から、憲法は、民主的国家

体制の基盤を培うため、その一環として、地方自治の本旨に基づく制度に憲法

上の保障をあたえた。地方公共団体（以下「地方自治体」という。）の行う行政

は、中央政府の干渉や統制の下で行われるのではなく、独立して行われるとい

う「地方分権」の考えと、その自治体の住民が主導する、あるいは主体となる、

住民の意思に基づいて地方自治体の運営を決める「住民自治」とした。その方

法は、国について避けた大統領制、つまり、住民の直接民主制度（憲法９３条

２項、直接選挙）をその基本原理として採用した。 

以上のように、教育上の見地における教育の民主化、教育の地方分権、教育

の自主性と、中央政府と地方自治体（地方政府）との見地における「地方分権」

と「住民自治」を併せ持った行政委員会として、地方自治体に教育委員会を設

置した。 

 

3-1-2 今治市教の責務 

 

行政委員会は、もともと米国に発達した制度で、戦後の日本に導入され、合

議制の執行機関として組織され、みずから行政を管理執行し、委員会は自治体

の長から独立して、公正・中立な職務の執行にあたることのできるよう、委員

の身分を保障している。 

その委員は、民間人住民であり、民衆統制（ポピュラー・コントロール）、素

人支配から登場し、住民の参加権、直接民主制が原理となり、憲法９２条２項

の「その他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」との
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規定から、教育委員会法下では、教育委員を直接住民が選挙で選んだ。 

このように、今治市教委は、自治体の長からも、また、中央政府の文科省か

らも独立し、「地方自治」における教育行政執行機関として、自らの責任におい

て、最も身近な地域住民のために、教育に関する環境整備などを民意と法律に

則り、公正・中立に執行する権利と能力と義務を負っている。 

 

3-1-3 今治市教委の適正かつ公正な採択環境整備の確保義務違反など 

 

しかしながら、今治市教委は、別紙１で述べた文科省の違憲・違法などに対

して、適切かつ必要な勧告等の措置を行なわず、それを放置し、それらの義務

を履行せず、適正かつ公正な採択環境整備の確保義務違反を犯している。 

また、今治市教委は、適切な措置を行うように求めた「えひめ教科書裁判を

支える会」の要請を無視し、同要請書で述べている責務及び義務を怠り、文科

省らの違法行為を放置し、容認し、その上、扶桑社版歴史教科書などを採択し

た。 

 

3-1-4 検定合格は今治市教委の違法行為の免罪符にはならない 

 

その後も適切な措置を怠っているばかりか、高橋教育長は、今治市議会の一

般質問の答弁において、「今回採択いたしました扶桑社の歴史教科書は、他社

の教科書と同様に文部科学省の教科書検定に合格しておりまして、その内容に

ついては適正であり、真理と平和を希求する人間の育成に適しない教科書を文

部科学省が検定し、合格することはあり得ないと思います。」と述べている。 

しかしながら、たとえば、「食品衛生法」第２５条によって、厚生労働大臣

の登録検査機関の行う検査を受け、これに合格し、厚生労働省令で定めた表示

がされた食品において、その食品から使用が禁止されている食品添加物が検出

されたとの報道、あるいはその指摘があり、しかもその食品が学校給食でよく

利用される食品であった場合、今治市教委は、「検定を経てそのいずれを使用

したとしても適法なものである教科書のいずれかを選択した行為にすぎない」

と同様の理屈で、「検査を受け、これに合格し、厚生労働省令で定めた表示が

あるので問題がない」とそのまま放置することが許されるであろうか。 

いわゆる家永教科書裁判における最高裁判決において、検定意見の違法が明

らかになった。このように、文科省の行う検定処分にも違法があるのであるか

ら、検定合格を理由にし、当該教科書における請求人らが指摘した文科省の違

法を放置してよいということにはならない。このように、高橋教育長の「内容

については適正であり、真理と平和を希求する人間の育成に適しない教科書を

文部科学省が検定し、合格することはあり得ないと思います」との理由には、

客観性も合理性もなく、検定合格を理由に、今治市教委が行った違法な行為が

免罪されたり合法化されることにはならない。 

検査合格済みの食品に、使用が禁止された食品添加物の混入が判明したとの
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情報があれば、今治市教委は、直ちにその食品を学校給食で使用しないように

求める通知などを管内の各学校へり送るなり、厚生労働省に問い合わせをする

なりなどの適切な措置・対策を行うはずである。また、そのことを行う責務・

義務を今治市教委は負っているのである。 

当該教科書の場合、今治市教委は、採択の対象から違法な教科書を除外し、

その通知を各学校に送付するなり、文科省に問い合わせするなりの措置を行う

責務・義務がある。ところが、それを怠ったばかりか同教科書を委員らが採択

するという二重の違法行為を犯している。そのような違法行為を行った委員ら

は、本来なら免職処分を免れないであろう。 

 

3-2 「つくる会」らなどの違法・不正行為に対する適切な措置を怠るなどの今治市

教委の違法性 

 

別紙２において、①「つくる会」と扶桑社が、扶桑社版歴史教科書及び同公民

教科書の共同事業者であること、②「つくる会」と自由社が、自由社版歴史教科

書の共同事業者であること、③「つくる会」は、独占禁止法において不公正な取

引方法の禁止の規制を受ける当事者であること、④「つくる会」らが同規定に反

する違法・不正を行っていること、を示した。 

別紙 2（教科書採択行為は公共入札行為である）において、⑤教科書採択行為

は、一種の公共入札行為であることを示した。すると、別紙 5 で述べるように、

委員らは独自の評価で教科書を選ぶための条件を満たしていないのであるから、

公共入札の観点からも、当然ながら専門的な知識と教育実践経験に基づく教員ら

の調査研究を基に、協議会で選定した教科書を採択することが必要である。 

今治市教委は、公正な入札環境の確保を含め、公正な採択環境の確保を行う義

務を負っている。だとすると、今治市教委は、別紙２で示した違法・不正行為を

行っている「つくる会」の共同著作物の商品（教科書）を採択の対象から除外す

る必要があった。ところが、これを怠り放置した公正な採択環境確保義務違反が

ある。そのうえ、同教科書を独自の評価に基づき採択するという二重三重の違法

行為を行っている。 

 

3-3 今治市教委の適正かつ公正な採択手続違反 

  

3-3-1 教育委員会に採択権限があるとする明文規則は存在しない 

 

今治市教委は、採択権者としての「権限と責任」があるとし、当該採択を行

った。しかし、別紙 4（採択権限を明示する法令は存在しない）で詳細に述べ

たように採択権限が教育委員会にあるとする明文法令は存在しない。しかも、

ユネスコ・ＩＬＯの「教員の地位に関する勧告」（1966 年）において「採択権

は教員に与えられるべきである」とある。このように、学校で使用する教科書

を決めるのは、日常的に教科書と生徒に接しかつ教員免許を有し、専門性を有
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している教員らが中心になり選定することが最もふさわしいということは明白

であろう。また、教育条理上からそうあるべきだろう。 

また、戦前の反省から、教育の内容に教育行政が介入してはならないという

戦後の大原則から考察すれば、教育行政当事者である委員らに採択権限がある

と解することはこの大原則に反することになる。地方教育行政の組織及び運営

に関する法律 23条 6項の規定は、単なる事務手続きに過ぎず、仮に教育委員会

に採択権限があるとした場合でも、その採択権限は、現場教員らが調査研究し

た資料に基づくものを、単に手続上の決裁を行う行為に過ぎないと解するのが

合理的である。よって、今治市教委が、採択権者としての「権限と責任」があ

るとし行った当該採択は、憲法 9 条と実体上の軍隊である自衛隊を合憲として

解釈改憲を行ってきたことと同質の違法な解釈を行っている実体的違法がある。 

 

3-3-2 委員は、採択のために必要な資格条件を満たしていない 

 

別紙 5（委員は、採択に必要となる資格条件を満たしていない）で詳細に述

べたように、委員らには、それぞれの私見の評価に基づき、生徒たちに最も適

した教科書を決めるために必要となる資格条件を満たしていない。ところが、

各委員らは、個人的な私見に基づく評価によって、協議会が示した教科書と異

なる教科書を採択した。 

小田道人司、井門裕彦、藤井信子、西本宥法、高橋実樹らは、個人としての

資格で採択に関与しているのではない。憲法前文に「主権が国民に存すること

を宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるの

であって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する」とある。さらに「これは人類普遍の原理で

あり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一

切の憲法、法令及び詔勅を排除する」とある。2006 年に改正された教育基本法

の前文においても「ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、・・・こ

の法律を制定する」としている。つまり、公的活動はすべてこの民主主義原理

に従って行われなければならず、教育行政においてもそれは同様である。つま

り、小田道人司委員長、井門裕彦委員、藤井信子委員、西本宥法委員、高橋実

樹教育長らは、この原理に基き、今治市教委委員としての職務と職権を住民か

ら信託されているに過ぎずない。ゆえに、委員らは、民意に基き、公正・公平

にその職権を行使する責務を負う特別職の職員である。 

ところが、小田道人司委員長、井門裕彦委員、藤井信子委員、西本宥法委員、

高橋実樹教育長らは、その立場を逸脱し、協議会の公的採択手続を経て示した

教科書の選定を無視し、また、採択のために必要な資格条件を満たしていない

にもかかわらず、私的な個々人の評価に基づき、多数決で採択した。当然なが

ら、協議会の公的採択手続を経て示した教科書の選定を無視し異なる教科書を

採択したのであるから、それ相応の合理的・客観的なその理由が必要であるが、

合理的・客観的な理由が示されていない。つまり、当該採択は、委員という職
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責と職権を利用し、小田道人司、井門裕彦、藤井信子、西本宥法、高橋実樹ら

の私的な個々人の好みに基き教科書を採択したものである。また、その個々人

が評価し、採択したその理由は、客観性も合理性もなく、教育上の観点をも見

出すことができない極めて自己及び自国中心的な独善性が極めて強いものであ

る。 

 

以上のように、当該採択は、公的手続であるにもかかわらず、私的な小田道人

司、井門裕彦、藤井信子、西本宥法、高橋実樹らの評価によってなされた採択で

あり、憲法３１条が要請する適正手続に反し、教育条理に反し、また社会通念の

信義則に反し、文科省の通知に反し、採択に求められる適正かつ公正な採択手続

に反する違憲・違法がある。 

 

 

第３、今治市に生じた損害 

 

１、先行違法行為が直接的原因となる違法な財務会計行為 

 

1-1 先行違法行為が直接的原因となる違法な財務会計行為 

 

以上のように、各委員らは、当該採択において、その地位と職権を利用し、先

の述べた違法な採択を行った。これらの先行する違法行為に対して支出された費

用は、違法な公金の支出である。よって、その公金の補填が必要である。 

 

1-2 先行違法行為が直接的原因によって予想される違法な財務会計行為 

 

先行する違法な当該採択に基づき、今治市教委管内の中学校において教員が使

用する教科書として、当該教科書及び当該教科書の教師用指導書を消耗品として

購入することが予想される。しかしながら、先行する違法が直接的原因となる同

教科書及び同教師用指導書の購入費は、違法な公金支出となる。よって、当該採

択に基づき、当該教科書を教員用及び指導書として購入する財務会計行為（「契

約締結」、「支出負担行為」、「支出命令」、「支出」など）を行ってはならな

い。 

 

先に示した先行する違法行為がある採択に対して支出された公金及び財務会計

行為及び先行する違法行為が直接的原因による採択結果に基づき、担当者ら（市

長・教育長・市教委総務課長・18各中学校校長など）が、その後の財務会計行為を

継承することが予想される事件であり、最高裁大法廷１９５２（昭和５２）年７月

１３日判決（民集３１巻４号５３３頁）「公金の支出が違法となるのは単にその支

出自体が憲法８９条に違反する場合だけではなく、その支出の原因となる行為が憲

法２０条３項に違反し許されない場合の支出もまた、違法となることが明らかであ
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る。」との判示などに該当する。 

 

 

不当な公金支出金額及び予想される不当な公金支出金額 

  

１、不当な公金支出金額 

  

委員という地位と職権を利用し、違憲・違法な当該採択を行った小田道人司、井

門裕彦、藤井信子、西本宥法、高橋実樹らに今治市に補填を求める金額は、次のと

おりである。 

 

小田道人司は、63610 円。井門裕彦、藤井信子、西本宥法らは、各自 51460 円。

高橋実樹は、7834 円。総額は、225824 円。金額の算定方法及び詳細は、下記のと

おりである。 

 

（ア）当該採択に際して各委員に配布された採択資料のうち、当該採択教科書に

関するものである。項目は、当該採択の際の採択の参考資料、細目は、その資料

の枚数、金額は、資料のコピー代金である。下記以外にも多数の当該採択の際に

各委員らに配布された資料はあるが、そのなかかから教科書を選定するための資

料に限定した。 

参考資料 枚数 金額（円） 

平成 22年度使用教科書調査報告書 国語  2 20 

平成 22年度使用教科書調査報告 社会歴史的分野  2 20 

平成 22年度使用教科書調査報告 社会公民的分野  2 20 

今治地区教科用図書採択協議会 報告書  2 20 

愛媛県教科用図書選定資料 国語 3 30 

愛媛県教科用図書選定資料 社会歴史的分野 5 50 

愛媛県教科用図書選定資料 社会公民的分野 4 40 

平成 18年度使用教科書調査報告書 1 10 

１人の合計 21 210 

5 人の合計 105 1050 

 

（イ）各委員の月額報酬額を基に、当該違法採択を行った各委員の報酬額日額で

ある。算定方法は、8月は、2回委員会が開催されたので、各委員は、月額の 2分

の 1 とした。教育長の算定方法は、土日を休日日とし、1 日を 8 時間労働とし、1

カ月の実働労働日を 22日とした。すると時給は、3812 円となり、当該採択を行っ

た委員会が約 2時間とした。 

項目 月額報酬額 日額 

小田道人司（委員長） 126800 円 63400 円 
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井門裕彦（委員） 102500 円 51250 円 

藤井信子（委員） 102500 円 51250 円 

西本宥法（委員） 102500 円 51250 円 

高橋実樹（教育長） 671000 円（月額給料） 7624 円 

5 人の合計  224774 円 

   

 

２、予想される不当な公金支出金額 

 

違憲・違法な当該採択に基づき、当該教科書の教員用の教科書及び指導書の購入

措置が予想される。よって、今治市長に対して、請求人らが、教科書などの購入の

差止を求める教科書は、前回の 2005 年度採択に基づく資料からすると下記のとお

りとなり、総金額 2383467 円が予想される。 

 

予想される当該教科書の定価・冊数・金額 

教科書及び指導書 定価（円） 冊数 金額（円） 

中学校社会公民的分野 695 38 26410 

中学校社会歴史的分野 695 38 26410 

国語 1年 717 32 22944 

国語 2年 717 31 22227 

国語 3年 743 32 23776 

中学校社会公民的分野指導書 11550 27 311850 

中学校社会歴史的分野指導書 11550 27 311850 

国語 1年指導書 21000 26 546000 

国語 2年指導書 21000 26 546000 

国語 3年指導書 21000 26 546000 

合計   2383467 

 

請求人（別紙請求人一覧のとおり） 

 

地方自治法第２４２条第１項の規定及び同２５２条の４３第１項の規定により、個

別外部監査を事実証明などを添え、必要な措置を請求します。 

 

 

２０１０年 ２月２４日 

 

今治市監査委員様 
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別紙事実証明など一覧 

1 別紙請求人一覧 

2 別紙１    文科省の違憲・違法な検定及び検定意見 

3 別紙２    「つくる会」などの独占禁止法違反 

4 別紙３    教科書採択行為は公共入札行為である 

5 別紙４    採択権限を明示する法令は存在しない 

6 別紙５    委員は、採択のために必要な資格条件を満たしていない 

7 事実証明書１ 『愛媛新聞』２００７年１２月２８日  

8 事実証明書２ 『沖縄タイムス』（２００７年６月１５日） 

9 事実証明書３ 『沖縄タイムス』（２００７年６月１９日）  

10 事実証明書４ 『沖縄タイムス』（２００７年９月１２日） 

11 事実証明書５ 『沖縄タイムス』（２００７年９月１２日） 

12 事実証明書６ 『沖縄タイムス』（２００７年１０月２５日  

13 事実証明書７  仲間とともに教科書改善運動を進めましょう！！  

14 事実証明書８ 平成 18～21 年度使用教師用教科書・指導書 納品数と単価表 

15 事実証明書９ 資料集 教科書の決めかたに問題あり 

16 個別外部監査理由書及び別紙 1並びに別紙２     


