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 被告準備書面（1）への反論その１ 

今治市教委は、採択協議会の答申を無視し、本件教科書を違法に採択していること 
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はじめに 
 

被告準備書面における原告らの主張の歪曲・捏造についての忠告 

 

 原告奥村は、6月 24 日付被告準備書面（1）と証拠乙第 3号証から同 9号証を

6月 29 日に特別送達で受け取った。被告らは、被告準備書面（1）の１頁の中段

の「（1）原告らの主張」として、次のように記載している。 

 

『原告らは、教育委員会に教科書採沢の権限があるとする明確な法的根拠は

なく、採択の権限は教員らが有するものであり、』 

 

これは、原告らの主張を曲解・捏造している。このような曲解・捏造は、ここ

だけではない。本件教科書である扶桑社版歴史教科書は、歴史的事実を歪曲し

た教科書であるが、被告らは、原告らの主張を歪曲・捏造している。このよう

なことを厳に慎むように強く忠告しておく。 

 

以下、被告準備書面（1）の「第 1 被告ら主張 １ 教科書採択の法的規程

及び手続きについて」（1頁から５頁上段１行目）に反論する。 

 

 

第１ 今治市教委は、本件教科書を違法に採択していること 
 

１、被告準備書面における「原告らの主張」の歪曲・捏造 
 

被告準備書面（1）「（1）原告らの主張」への反論 

 

被告準備書面（1）の１頁の中段に、「（1）原告らの主張」として、「原告ら

は、教育委員会に教科書採沢の権限があるとする明確な法的根拠はなく」と

記載している。なお、以下、被告準備書面（1）との記載を省き、「（1）原告

らの主張」などと記載する。 

原告らが、主張しているのは、「今治市教委の各教育委員（以下「委員」

という）らは、今治地区教科用図書採択協議会（以下「採択協議会」という）

の答申を全く無視し、答申された教科書とは異なる本件教科書を、委員の独

自の評価（委員の私的好み）にもとづき多数決によって、子どもたちが使用

する教科書を決定した（以下、委員の独自の評価にもとづく多数決による採

択を「委員の独断的採択」という。）」が、「このような委員の独断的採択を行

う権限を今治市教委も委員も有しない。」と主張しているのである（原告準備
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書面（1）３頁）。このように原告らは、教科書採択における「権限」の定義

を、何度も繰り返し述べてきた。ところが、被告らは、採択協議会の答申を

無視した如く、原告らの定義を無視し、あるいは改ざんし、勝手な解釈を行

っている。 

繰り返すが、原告らが、本件で主張している教科書採択における「権限」

とは、「委員の独断的採択」を行う権限のことであり、このような「権限」を

教育委員会が有することを明記した法令は存在しないと主張している。 

また、「（1）原告らの主張」のなかで、「採択の権限は教員らが有するもの

であり」と記載しているが、原告らは、このような主張はしておらず、これ

は、「歪曲」ではなく、「捏造」と言う外ない。 

原告らは、準備書面（1）で、「本件採択は、適正手続きに反する違憲・違

法・不正な採択である」とし、「採択の実体」、「採択権限の所在」などを

のべ、教育委員の独断的採択を認める法令は存在しないことを詳細に述べた。 

その概要は、次のとおりである。 

 

1) 教育委員らは、独自の教科書の評価にもとづき、使用する教科書を決

めるために必要な条件を満たしていないという実体があること、 

2) この実体、現実があるがゆえに、教科の専門的知識や教育実践経験が

ある教員らが、教科書を調査研究し、この調査研究資料にもとづき、

教科書を選定し、使用する教科書を決めるという採択方法、採択手続

きが、整備されたということ、 

3) この実体的対処という側面だけでなく、国家が教育を統制した戦前の

教育制度に対する反省、教育に関して十分な経験と理解のない内務系

統の官吏による指導や教育への介入などの反省から、戦後の教育は始

まり、戦後の教育制度下の採択制度として、教科の専門的知識・教育

実践を有している教員らを中心に教科書を選定し、その選定にもとづ

く採択を行うことが必要であるとの認識にもとづき、採択手続きが行

われてきたこと、 

4) 以上の現実や認識の下、採択における教育委員会の責務は、適正かつ

公正な採択環境の整備と何にもまして子どもの権利としての学習権を

保障する教材として適切な教科書を子どもたちに渡すこと 

 

 

２、「採択が教育委員会にある」とする被告主張の欺瞞性 
 

「（2）採択が教育委員会にあることの法的根拠」への反論 
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（1）「採択能力は教師が一番適任」と荒木文部大臣が答弁 
 

被告が「採択権限が教育委員会にあることの法的根拠」としてあげてい

るところの「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」案の

審議において、荒木萬壽夫文部大臣は、「採択能力は教師が一番適任であろ

う、これは小林さんと私も同感であります。採択行為という行政行為それ

自体、それはだれがやるかということは教育委員会がやるんだ。その採択

行為を 終的に決定づけるまでは、どれがいいかの比較検討の能力のある

教師の意見が十分に反映さるべきものである。その反映された裏づけのも

とに教育委員会が採択という行為を 終的にする、そういう関係を申し上

げたわけであります。』（国会会議録より。原告準備書面（10）おいても、

既に引用している。）と答弁している。この答弁は、原告らが主張している

採択の「権限」の内実を示している。つまり、今治市教委を組織している

5 名の委員らが、本件採択において行使した独断的採択は、教育委員会に

課せられている責務に反し、与えられている「権限」の裁量を超える権力

の濫用であり、違法である。 

 

 

（2）文科省通知が示す採択権者に反する今治市教委の主張 
 

原告準備書面（10）で述べたように、文部科学省初等中等教育局長金森

越哉名による「平成 22年度使用教科書の採択について（通知）」（以下「文

科省通知」という。証拠甲 16 号証）には、「教科書の採択は，教科書が教

科の主たる教材として学校教育において重要な役割を果たしていることに

鑑み，教育委員会その他の採択権者の判断と責任により，綿密な調査研究

に基づき，適切に行われる必要があります。」（下線原告）とあり、この採

択権者の権限と責任のもと、「教科書の内容についての十分な調査研究に

よって、適切な手続により行われるべきものであることを踏まえ、適正か

つ公正な採択の確保を徹底するようお願いします。また、開かれた採択を

一層推進するなど、引き続き、これらの趣旨を踏まえた改善を図るととも

に、これらのことについて、域内の市町村教育委員会に対する適切な指導

をお願いします。」と記載されている。これは、先に示した荒木文部大臣

の説明とも符合する。 

この文科省通知にある「その他の採択権者」に、少なくとも「採択協議

会」は含まれ、開かれた採択を推進するなかで、さらに、「その他の採択

権者」は広がることを示唆している。つまり、決して教育委員会の委員ら

の判断だけで、使用する教科書を決めてはならないことは、明白であり、



 6 

被告らが提出している証拠乙第6号証の「今治市教科書採択基本方針」にあ

る「教科書採択協議会での審議を勘案し採択するものとする」にも、被告

らの主張する、採択権限は教育委員会にあるという主張は、明確に反する。 

 

 

３、被告主張の「採択権限の法的根拠」は、身勝手な解釈で合理的でない 
 

「（3）教育委員会についての法令の規定」への反論 

 

（1）今治市教委の責務を消し去る被告らの身勝手な被告らの主張 
 

被告準備書面（1）１頁下段 2 行目から 2 頁上段 2 行目に、「文部科学省

は、同省のホームページにて、採択権限は教育委員会にあると明言してお

り、「公立学校で使用される教科書の採択の権限は地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第 2 3 条第 6 号により、所管の教育委員会に属するも

のと解する。」と記載し、文部科学省のホームページ（証拠乙第 3 号証及

び証拠 4 号証）をその証拠としている。しかし、先の（1）（2）で述べた

ように、採択権限の実体は、「採択権限は教育委員会にある」と単純化で

きるものではなく、詳細な定義が不可欠である。つまり、被告らは、その

「権限」を行使するに際して課せられていること、つまり、（2）で示した

文科省通知にある「採択権者」の「責任」として、教科の専門的知識・教

育実践経験を踏まえての教員らの調査研究にもとづく報告書にある教科書

の評価、これにもとづく「採択協議会」の審議を経た答申などなど、子ど

もたちにふさわしい教科書を選定するための手続を整備するなどという具

体的な教育委員会の「責任・責務」に関することを省き、消し去り、「採

択権限は教育委員会にある」と単純化した被告の主張は、被告らの違法な

採択を免罪させるための希望的解釈に過ぎず、客観的かつ合理的な法的根

拠といえるものではない。 

たとえば、被告が証拠として採用している文部科学省のホームページ（証

拠乙第 3 号証）には、「適切な採択を確保するため、都道府県教育委員会

は、採択の対象となる教科書について調査・研究し、採択権者に指導、助

言、援助することになっています。」「 この調査・研究を行うに当たり、都

道府県教育委員会は専門的知識を有する学校の校長及び教員、教育委員会

関係者、学識経験者から構成される教科用図書選定審議会を設置します。

この審議会は専門的かつ膨大な調査・研究を行うため、通常、教科ごとに

数人の教員を調査員として委嘱しています。」「都道府県教育委員会は、こ

の審議会の調査・研究結果をもとに選定資料を作成し、それを採択権者に
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送付することにより助言を行います。」とあるが、これは、次の、戦前の教

育において国家を支配しことへの反省、「教育行政が教育内容の面にまで立

ち入った干渉をなすことを可能にし、遂に時代の政治力に屈して、極端な

国家主義的又は国家主義的イデオロギーによる教育・思想・学問の統制さ

え容易に行なわれるに至らしめた制度であった。更に、地方教育制度は、

一般内務行政の一部として、教育に関して十分な経験と理解のない内務系

統の官吏によって指導させられてきたのである。このような教育行政が行

なわれるところには、はつらつたる生命をもつ、自由自主的な教育が生ま

れることはきわめて困難であった。」（文部省教育法令研究会『教育基本法

の解説』126～127 頁）にもづき、採択手続きにおいて、二重三重の教育に

対する不当な介入を「教育に関して十分な経験と理解のない内務系統の官

吏」らが行うことへの防波堤である。つまり、教育委員らの独断的採択を

防ぐ制度であり、規定なのである。 

ところが、今治市教委は、2009年度の採択の際に、調査員の調査報告書

や全教員による調査報告書において評価が低く、今治市地区採択協議会（以

下「採択協議会」）においても、「（扶桑社版歴史教科書は）民衆の視点

ではなく、為政者の視点に立っている。」「歴史を脚色することなく事実を

きちんと伝える教科書がよい。」「教育委員会で決定する際にも、そういう

現場の声を重視していただければありがたい。」として、否定的な評価の扶

桑社版歴史教科書を採択した。つまり、「現在使用しているものを継続して

使用することが望ましい。」と、採択協議会が今治市教委に答申（報告）し

た教科書とは異なる教科書を採択したのである。                           

つまり、今治市教委の各委員らは、採択協議会の答申・調査報告書など

を実体的に「勘案」することなく、また、客観的かつ合理的な理由も示す

ことなく、つまり、各委員らの独自の、教科書に対する評価にもとづく判

断で、答申とは異なる本件教科書を採択したのである。このような「判断」

にもとづく教育委員会の委員らの採択行使を認める法令は全く存在せず、

そのような採択を制限し、拘束する規程は存在するのである。 

つまり、被告が採用している「採択権限」の主張もその証拠乙第 3 号証

及び同 4 号証も、今治市教委の委員らが、行使した本件採択の法的根拠に

はなり得ず、それは、被告らの独自の希望的解釈に過ぎない。 

被告の「採択権限は教育委員会にある」する主張は、文科省通知が示し

ている、採択権者に与えられている「権限」をも逸脱した主張である。 
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（2）地教行法第 23条第 6号は、「採択権限」の根拠法に成り得ず 
 

教育委員会法は、1948（昭和 23）年に公布され、同法の「第３章 教育

委員会の職務権限」の「教育委員会の事務」として、第 49条に「教育委員

会は、第 4 条に定める権限を行使するために、左に掲げる事務を行う。」

とあり、同条第 4 号に「教科用図書の採択に関すること。」とある（詳細

は、原告準備書面（1）の 25頁を参照）。 

この教育委員会法を廃止し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（以下「地教行法」という。）を 1956（昭和 31）年に公布したが、ここで、

第 23条第 6号に、「教科書その他の教材の取扱いに関すること」となって

いる。 

無償措置法の公布は、1963（昭和 38）年であり、それまでは、教科書は、

現在の高校教科書と同じく、子どもたちの保護者などが私費として購入し

ていたのである。 

被告準備書面（1）の 2頁には、「教科書は単なる物品としての財産の管

理だけでなく、教材として使用するための給付の意味も含まれているので、

同条第 2 号のように単に「管理」とせず、敗えて「取扱い J と規定されて

いると解される。」とある。しかし、「教材の取扱い」との規定は、無償

措置法の公布以前からのもので、無償措置法にある「給付」を念頭におい

たものではない。原告準備書面（1）で示したように学校単位あるいは学級

単位で教科書が選定され、その教科書を子どもたち（実際は、保護者）が、

教科書の代金と引き換えに教科書を受け取っていたのであり、教員らが中

心になって選定した教科書が、子どもたちに届くまでの事務的取扱いを行

うことを規定していた字句である。つまり、被告準備書面にある字句の解

釈は、被告らの独自の希望的勝手解釈に過ぎない。 

また、被告準備書面（1）の「法律中に使用される「管理」「整備」等の

字句、さらには、同条本文のような「管理し、執行する」の宇句の意味に

「決定権限」 が含まれているのは自明の理であるので、「取扱い」 ( さ

らにはそれを包含する「管理し、執行する」)に「決定」の意味を含むのは

当然のことである。」との主張も、被告独自の勝手な自己の希望的解釈で

ある。つまり、「決定権限」は、無条件のものではなく、あくまでも法令

主義にもとづき、本件の場合であれば、採択における適正手続を経る「責

務」を課せられているのである。つまり、近代立憲主義の大原則である権

力の行使を制限する法を定め、人々の人権・自由を保障するということを

採用している日本国憲法を 高の上位法とし、教育行政権力の濫用を制限
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する法律としてのものである。今治市教委は、これらの法令を遵守するこ

とが課せられているが、これらを消し去った被告らの身勝手な解釈は、法

令主義の大原則に反し、許されるものではない。 

つまり、地教行法第 23 条 6号は、被告らが、主張する意味での「教育委

員会の採択権限」とはなり得ない。仮に、その立場に立ったとしても、無

制限での「決定権限」ではなく、適正手続を経ることを義務付けられてい

るのであり、本件採択は、この「決定権限」の裁量を越えた権力の暴走と

もいえる濫用があることは明白である。 

 

（3）委員の過半数の決が成されても、違法な権力行使は違法である 
 

被告準備書面（1）の2頁の「（3）教育委員会についての法令の規定」と

して、「その会議は在任委員の過半数の出席をもつて成立し、その議事は、

出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決することよる( 地

教行法第 3 条第2 項、第3 項) 。このように、地教行法において、教育委

員会の権限内の行為については、教育委員会の会議において過半数をもっ

て決することとなっている。」と記載している。 

原告らは、上記の規定にある「教育委員会の権限」を逸脱した「委員ら

の独断的採択」は違法であると主張しているのである。いくら、「教育委

員会の会議において過半数をもって決」したとしても、違法な権力の行使

は、違法である。つまり、上記の規定が、今治市教委の違法を免罪し、合

法化できるものでないことは言うまでもない。 

 

 

４、歴史的分野以外の教科書は、2005 年度の資料をそのまま採用 
 

「（4）教科書採択の手続」への反論 

 

（1）教科書の調査研究の簡素化し、歴史的分野だけ調査研究を行う 
 

被告準備書面（1）の 3頁の「（４）教科書採択の手続」として、「平成 2 2 

年度から使用する教科書用図書については、ほとんどの教科用図書が引き

続き使用されることとなっていたので、この手続きはとっていない。」と

記載されているが、この記載の意味が原告らには、よく分からないが、次

のような事情を述べているのであろう。 

改訂学習指導要領に伴う 2009 年度検定本の採択は、通常の 4年間同じ教



 10 

科書を採択ではなく、2年間ということで、新たな検定申請教科書は、社会

科の歴史的分野で自由社版歴史教科書だけであった。つまり、その他の教

科書は、2005年度検定教科書がそのまま、2009年度の採択の対象本となる。

このような事情から、文科省も特例的に、同じ検定本であるから、教科書

の調査研究の簡素化を行ってよいとの通知を行っていた。それで、今治市

教委も採択協議会としても、教科書の調査研究の簡素化し、社会科の歴史

的分野だけを行うこととし、その他は、2005 年度のものを採用するとする

措置を行ったのである。 

つまり、社会科の歴史的分野以外は、2005 年度の資料をそのまま採用す

ることとしたのである。 

これを以下の前提とする。 

 

 

５、調査報告書の扶桑社版教科書の評価は極めて低い 
 

「（5）調査報告書」への反論 

 

（1）「報告書」の中で調査研究評価による順位付けされている 
 

「（5）調査報告書」には、次のように記載している。 

 

『 前者は調査員として専門の教員が集中的に調査研究したものであ

り、調査研究の精度も高いものであるが、この報告書の中で順位付け

は行われていない。一方、後者はそれぞれの教科用図書に一票を投じ

るような形式をとっているため、一見、その得票数に応じた順位付け

が行われているようになっているような外観を備えている。ただし、

調査研究に要する時間に一定の制限があり、調査項目が存在するもの

でもない。また、同一科目の全教科用図書を調査した結果となってい

るものでもない。 

前者の調査報告書において、扶桑社版歴史教科書及び公民教科書を、

原告らは評価が低いと主張している( 原告ら準備書面(1)第3 の1 ) が、

それは原告らの主観であって、何ら低い評価を受けているものではな

い( 甲第1号証) 。』 

 

ここで、「報告書の中で順位付けは行われていない」とあるが、ここでも

実に被告に都合の良い勝手な解釈を行っている。 
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証拠甲 1号証の 2枚目 3枚目が、前記（6）の事情で唯一調査研究された

2009 年度の調査研究資料である。この調査研究に際して、2009 年 6 月 12

日に「平成 21 年度教科書調査員説明会」（証拠甲 37 号証）が開催され、

ここで、調査員に「平成 22年度使用教科書調査報告書（記入例）」（証拠

甲 37 号証の 3 枚目）が配布された。この「平成 22 年度使用教科書調査報

告書（記入例）」には、たとえば、下記のように「極めて適切である」「適

切である」「おおむね適切である」という風に、評価を現す文言を記入す

るように求めている。 

被告は、「報告書の中で順位付けは行われていない」ことを願っている

ようである。しかし、この報告書を少し丁寧に読めば、教科書の調査研究

項目の「具体的な観点」ごとに、各教科書の評価が書かれており、その評

価を総合すれば、教科書の評価順位は、明確に読み取れるように作成され

ている。なぜならば、それが調査研究を行う目的であるからである。それ

は、『逐条解説 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』

（諸沢正道著 文部省初等中等教育局教科書課長当時）の無償措置法11条

の教科用図書選定審議会（以下「選定審議会」という。）の次の解説から

もあきらかである。「観点ごとに特長、長所、短所等につき適切な評語を

付して作成した資料」（前出、147頁）。ここにある資料とは、全国都道府

県教育委員会に設置される選定審議会で作成され、都道府県教育委員会に

答申される「義務教育諸学校教科用図書選定資料」のことであるが、採択

協議会が作成した「平成22年度使用教科書調査報告書」（以下「調査報告

書」という。）もそれは同じである。 

 

 

（2）「調査報告書」は、明確に調査研究評価にもとづき、順位を付けている 
 

では、この調査報告書に示されている各教科書の評価を分かりやすくす

るために、調査報告書（証拠甲 1号証）の 2～3枚目の表にある各教科書の

「具体的な観点」という調査研究項目に対する評価を示す記入例の「極め
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て適切である」を「Ａ」、「適切である」を「Ｂ」、「おおむね適切であ

る」を「Ｃ」と置き換えて記入し、さらには、①には、「評価の集計」を、

②には、「評価の集計」にもとづく教科書の評価の「順位」を付けると、

下記の「2009 年度 社会科歴史的分野における調査研究にもとづく教科書

評価一覧表」（以下「歴史教科書の調査研究評価一覧表」という。）とな

る。 

この歴史教科書の調査研究評価一覧表を見れば、明らかに総合評価とし

ての順位が、読み取れる。つまり、被告らの「順位付けは行われていない」

というのは、被告らの願望に過ぎず、各教科書の評価を集計すれば、順位

が自ずと分かるのである。 

この歴史教科書の調査研究評価一覧表のように、扶桑社版歴史教科書の

評価は、8社の教科書の中 7番目である。つまり、扶桑社版歴史教科書の評

価は、極めて低いのである。 

具体的に説明すれば、社会科を担当する教員の中から今治市教委におい

て選任された教員 3 名が、今治市教委が定めた教科書の調査研究項目であ

る「具体的な観点」（証拠甲 38号証の 2枚目、参照）に照らして調査研究

し、この調査研究にもとづき教科書を評価したのが、調査報告書（証拠甲 1

号証）である。ところが、今治市教委の各委員は、「同一科目の全教科用

図書を調査した結果となっているものでもない」、「扶桑社版歴史教科書

及び公民教科書を、原告らは評価が低いと主張しているが、それは原告ら

の主観であって、何ら低い評価を受けているものではない」などと、これ

らの資料が示している事実を歪曲したり、捏造したり、本件教科書の低い

評価を打ち消そうとしている。その目的は、これらの評価と採択協議会の

審議内容及び答申を無視して、評価が極めて低い教科書である扶桑社版歴

史教科書を違法に採択したことを覆い隠すためである。 

 

歴史教科書の調査研究評価一覧表 

 A 内容の

選択 

B 内容の

程度 

C組織・配

列・分量 

D 学習指導要

領への配慮 

E造本・そ

の他 

① 

評価集計 

② 

順位 

東書 B・B C・A B・A･B A・A B・B・B A:4、B:7 

C:1 

1 位 

日文 

旧大書 

B・B C・A B・B・B B・B B・B・B A:1、

B:10、C:1 

3 位 

教出 B・B C・B B・B・B B・B B・B・B B:11、C:1 4 位 

清水 B・B C・B B・B・B B・B B・B B:10、C:1 5 位 

帝国 B・B C・B B・B・B A・A B・B・B A:2、B:9、 2位 
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C:1 

日文 B・B C・B B・B・B B・B B・B B:10、C:1 6 位 

扶桑社 B・B C・B C・B・B B・B B・B B:9、C:2 7 位 

自由社 B・B C・B C・B・B B・B B・C B:8、C:3 8 位 

 

 

（3）「調査研究報告書の評価」と「委員らの評価」は大きくかけ離れている 
 

なお、「Ａ 内容の選択」の「具体的な観点」は、下記の表のとおりで

ある（証拠甲 37号証の 2枚目）。 

 

 

上記の「具体的な観点」である、「「教育基本法」改訂の趣旨や、「今

治市教育委員会基本方針」「上島町教育委員会基本方針」に即した内容に

なっているか」（以下「今治基本方針の観点」という。）と、「学習指導

要領に示されている目標・内容に照らし、適切なものが選択されているか」

（以下「学習指導要領の観点」という。）は、被告が、証拠乙第 6 号証と

して提出している「今治市教科書採択基本方針」に示された 4 つの基準の

内の 1と 2でもある。 

この「今治基本方針の観点」と「学習指導要領の観点」における 8 社の

評価は、前出の「歴史教科書の調査研究評価一覧表」のように、いずれも

「Ｂ」と「Ｂ」で全社の教科書の評価は、全く同じである。 

以下は、本件採択審議の会議録（証拠甲 5 号証）における本件歴史教科

書の審議における委員の発言である。なお、同発言のうち、「今治基本方

針の観点」と「学習指導要領の観点」に関する各委員の発言には、下線を

付けた。 

 

①井門委員 
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『まず文部科学省の新学習指導要領に基づき、今年の 3月 3日に今治市

教育委員会基本方針が、5人の教育委員で熟慮に熟慮を重ね策定されま

した。これは教科書採択のうえでも原理原則になります。その中でも

親を含め今の子供達に欠けているものとして、教育委員会基本方針の 3

番目の公徳心、郷土愛があげられます。この 2 つは本来、日本人が持

っていた美徳であり唯一のお国柄であります。このことは藤原正彦さ

んの国家の品格を何度も読ませていただき心から共感しました。これ

らを取り戻さなければ、これからの日本はグローバルな世界の中で、

尊敬されないし生き残っていけないと思います。また広い視野と大所

高所的な見方で教科書を選定していくことが大事ではないかと思って

おります。 

そのような中で結論を申しますと、歴史は新学習指導要領に準拠し、

受験にも強い、扶桑社でお願いします。 

その理由をこれから述べます。まずは教科書の性能をみていきます

が、索引を見ると人名に関して東書の方は1ページですが、扶桑社は2

ページあります。歴史を学ぶにあたって人名は大変重要です。また小

田委員長が数年前、二宮尊徳像が設置されていない学校全てに、銅像

を寄贈されました。その二官尊徳や菅原道真、東郷平八郎など学ぶべ

きものが多い人物が東書には出てきていません。不思議です。次に私

は歴史というものは正に温故知新だと思っております。先人がどの様

に生きてきたか、これを学ばずして自分も立派な人間になろうとは思

いませんし、自己肯定感もつきません。その結果、社会で生きていく

ことにくじけ、たくましい精神も宿りません。扶桑社はコラムのペー

ジを設けて興味を増幅し、読んで楽しい教科書に仕上がっています。

好きこそ物の上手なれと申しますが、いかに興味を持たせるかという

ことは学力向上にも大切なことです。3番目に教科書ですから歴史の勉

強が好きで、十分な内容がないと残念に思う子供もいると思います。

全体の学力向上も重要ですが、それ以上に、出来る子供さんをグンと

伸ばすということも怠ってはなりません。要は十分教科書にキャパシ

ティがないと、そこそこで良いという子供さんは、それでも良いかも

しれませんが、興味を持った子供さんは、どんどん伸ばすことができ

ません。そのためには内容が不十分だと不便です。 後に扶桑社の教

科書は、日本人としての誇りを育み日本を好きになれます。すばらし

く性能の良い、今の中学生に も相応しい教科書です。』 

 

②藤井委員 

『私も、結論から申し上げますと扶桑社でお願いしたいと思います。私
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の思いは、井門委員さんが全部おっしゃって下さったと言ってよいく

らいなんですけれど、2点ほど付け加えさせていただきたいと思います。

扶桑社の教科書を読みますと、歴史というものが過去に起こった事例。

出来事の積み重ねではなくて、我々、今生きている人間と同じ人間が

何千年にも亘って努力し活躍してきた、そういう時間の積み重ねが歴

史だということが非常によく判りました。この点で、とても良い教科

書だと思いました。そして、このごろ国際貢献に関しまして日本も色々

と言われていますけれども、日本が他国にしたことはもちろんのこと、

他の国、外国が日本にしてくれたことに関しても、非常に公平に書い

ています。この2点を私は付け足して理由といたしたいと思います。 』 

 

③西本委員 

『歴史的分野におきましては、今回新しく検定を受けた教科書もあり、

採択協議会の現場の意見も受け止めていますが、教育委員会の教育目

標に沿った内容と感じられますし、内容も充実しており、読んでいく

と大変興味が湧いてくるところもございます。日本人として失われつ

つある伝統・文化の伝承、日本の心を聞いかけている部分がたくさん

あるのではないかと思いまして、私も扶桑社でお願いしたいと思いま

す。』 

 

④小田委員長 

『私からも所見を述べさせていただきます。先程、井門委員さん、藤

井委員さん、西本委員さんの3名の方々が話していただいた内容に尽き

るわけなんですが、今回、私は過去4年間に亘って扶桑社の歴史教科書

を何回も読んできました。その中で、やはり日本人が今後、世界に対

して色々と貢献していくなかで、そういう人間を作る一番の根本は教

育にあろうかと思いますが、その教育の根本が扶桑社には十分書かれ

ています。日本人としての誇りとか、愛国心とか郷土愛、これを育て

る教科書であろうと思います。特に先程意見が出ました、歴史の教科

書に出ている人物が非常に多いということ。歴史というものは、一方

から見ますと人の歴史でもあります。そういう点で扶桑社は充実して

いると思われます。またその他の観点から見ましても、扶桑社の教科

書が良いと判断いたします。』 

 

以上が、本件採択における扶桑社版の採択を支持した 4 名の意見の全て

である。いずれの委員も、「今治基本方針の観点」に該当する評価を特別

に取り上げて、扶桑社版だけを極めて高く評価する発言がなされ、それは
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際だっている。 

 

「調査報告書」は、11の「具体的は観点」の多様な調査研究項目があり、

各教科書を 11の「具体的は観点」ごとに調査研究し、その評価をまとめた

報告書である。11 の「具体的は観点」には、「生徒の心身の発達に適応し

ているか」「生徒の生活や経験及び地域性に対して配慮されているか」「「系

統性や関連性を考慮して適切に組織されているか」「生徒の興味・関心を

高め、主体的な学習を促すよう配慮されているか」「基礎的事項が身に付

くように配慮されているか」などがある。しかし、これらの「具体的な観

点」からの教科書の評価に関する委員らの発言は全くと言えるほどない。

つまり、委員の眼中に、他の「具体的な観点」がないことを示している。

しかし、これらの「具体的な観点」は、学習指導要領において、教科書に

記載することを求めている極めて重要な教科書の記述事項であり、特に、

「生徒の興味・関心を高め、主体的な学習を促すよう配慮されているか」

に関しては、子どもたちに「生きる力」を養うために、重要視されている

ものである。 

井門委員は、「まず文部科学省の新学習指導要領に基づき、今年の 3月 3

日に今治市教育委員会基本方針が、5人の教育委員で熟慮に熟慮を重ね策定

されました。これは教科書採択のうえでも原理原則になります。」として

いる「今治市教科書採択基本方針」の一番目にある「学習指導要領」で求

めているこれらの「具体的な観点」に関する発言を行ってはいるが、「学

習指導要領」のなかからも、特定の項目のみを取り出し、極めて、偏った

評価の発言を行っているのである。 

つまり、11 ある「具体的な観点」から、「今治基本方針の観点」と「学

習指導要領の観点」の 2 つのみを恣意的に取り出し、しかも、「学習指導

要領の観点」さえも、いわゆる「愛国心（郷土愛）」や「伝統と文化」と

いう特定のものだけを取り出しての発言である。さらには、その発言は、

委員独自の恣意的な解釈を加えたものであり、何ら客観的かつ歴史教科の

基礎的知識とは無縁のところからの発言である。そのうえで、跳びぬけた

形で扶桑社版歴史教科書を評価しているという異常さがはっきりと現れて

いる（その詳細は、準備書面（17）参照）。これは、井門委員だけでない、

他の委員にも同じであると言える。 

その結果、教育委員のこのような際だった偏った「評価」と、教科の専

門的知識や教育実践に裏打ちされた教員による「調査報告書」の評価とは

大きくかけ離れている。つまり、本件採択における審議において、調査報

告書や答申は、勘案されていないことを、はっきりと示しているのである。

本件教科書の決定に対して、採択審議会の答申は、全く拘束されていない
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ことを明確に示している。詳細は、6月 22 日付けの原告らの「当事者照会」

（証拠甲 38号証）と原告準備書面（17）のとおりである。 

 

 

（4）全教員らの「調査報告書」を低く見なす被告らの目論見 
 

また、被告らは、もう一つの採択の際の参考資料となる全教員らによる

「平成 18年度使用教科書調査報告書（全学校集計）」（以下「調査報告書

全学校集計」という。）を、「後者はそれぞれの教科用図書に一票を投じ

るような形式をとっているため、一見、その得票数に応じた順位付けが行

われているようになっているような外観を備えている。ただし、調査研究

に要する時間に一定の制限があり、調査項目が存在するものでもない。ま

た、同一科目の全教科用図書を調査した結果となっているものでもない。」

とするが、これも、被告らの勝手な思い込みに過ぎない。 

確かに、「調査研究に要する時間に一定の制限があり、調査項目が存在

するものでもない。」が、その原因は、教員らにあるのではなく、このよ

うな採択環境しか整備していない今治市教委にその責任がある。たとえば、

採択の対象となる教科書の見本本は、今治市教委に各教科書ごと、5 部と、

今治市採択地区（今治市教委と上島町教委）に合計 4 部配布される。この

内から、調査員（各教科通常 3名）に調査研究用に配布され、5名の教育委

員に 1 部づつに配布されているようである。つまり、小田委員長が、「委

員が全て教科の教科書に目を通すことは、物理的に無理であると思います」

（第 9 回教育委員会会議録 証拠甲 8 号証）と述べている、その委員に 5

部の見本本が配布されるので、肝心の教員らに回す見本本がなくなるので

ある。ゆえに、今治市地区では、わずか 3箇所しかない教科書展示会（2週

間の展示）まで各学校から教員らは出かけ、それぞれの担当教科の教科書

を見比べなくてはならない状況にある。しかも、そのための時間は、授業

が終わってからのいわゆる放課後などを当てるしかない状況にある。 

小田委員長が正直に述べているように、所詮「全教科の教科書に目を通

すことは、物理的に無理」であるのだから、1組の見本本を教育委員のなか

で回し、4組の見本本を、各学校に順次回して行けば、教員らが、調査研究

する時間の確保が容易になるだろう。ところが、このような措置を今治市

教委は怠り、それを棚に上げて、「調査研究に要する時間に一定の制限があ」

ると主張しているのである。 

このような今治市教委の怠慢により設けられた「制限下」の調査研究に

要する時間であっても、日ごろから、担当科目の内容を熟知していること

から、教員らは、この限られた調査研究の時間であっても、教科の専門的
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知識や教育実践経験を満たしていない教育委員らに比べれば、遥かに採択

の際の重要な資料としての価値があることは言うまでもない。 

 

さらには、「同一科目の全教科用図書を調査した結果となっているもの

でもない。」と記載しているが、これも、全く的を得ていない。「平成 18

年度 使用教科書調査報告書」（証拠甲 39号証）の 2枚目が、証拠甲 2号

証であり、3枚目は、2枚目の各教員らの調査の際に書き込まれた「教職員

と保護者の意見の概要」（歴史）である。被告らは、証拠甲 2 号証に示さ

れた数値を、「それぞれの教科用図書に一票を投じるような形式をとって

いるため、一見、その得票数に応じた順位付けが行われているようになっ

ているような外観を備えている。また、同一科目の全教科用図書を調査し

た結果となっているものでもない。」と、全ての教科書を調査研究し、比

較をすることなく行われた、単なる人気投票的な数値かのごとく表現し、

採択に際しての資料として重要性が低いかの如くの印象を与えようとして

いる。 

しかし、この概要に示された「意見の概要」からは、教員らが、限られ

た時間の中で、「一番中立的な立場で記述されている」などとの意見に見

られるように、他の歴史教科書と比較しなければ意見を書けない記載があ

る。このことから、教員らは、他の教科書と比較していることが伺える。

また、原告奥村は、教科書展示会に何度も出かけたが、この教科書展示会

を訪れた教員らは、担当の教科の全ての教科書を手に取り、比較していた。

このように、「同一科目の全教科用図書を調査した結果となっているもの

でもない。」という被告の主張は、実態を歪曲し、教員らを貶めている。

この被告らの主張は、原告らに、次のことを直ちに思い起こさせる。 

 

① 「教員アンケ－ト」を疑問視した加戸知事と被告らの共通性 
 

2001 年度の教科書採択において、加戸守行愛媛県知事（当時）が、『「つ

くる会」がベスト』（「つくる会」主導の扶桑社版歴史教科書）と採択

前に教育長に述べていた（証拠甲 40号証）。愛媛県教育委員会は、選定

資料において評価の も高い東京書籍ではなく、評価が低い扶桑社版歴

史教科書（「つくる会」教科書）を、つまり、加戸知事が、「ベスト」

と述べた扶桑社版歴史教科書を採択した。 

この加戸知事が、松山市教委や今治市教委が始めた全教員による教科

書の調査研究報にもとづき、使用したい教科書の報告を求めた、いわゆ

る「教員アンケート」に疑問を呈したことを連想させる（証拠甲41号証）。

その概要は、次のとおりである（9月知事定例記者会見の愛媛県ホームペ
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ージ「9月知事定例記者会見において要旨」より）。 

 

「教育委員には全教科書を2か月以上にわたってそれを自ら読み、分析

し、比較し、そして判断するというような形での取扱いになっている」、

「まさに問題となる教科書を全ての種類について２か月以上、肌身離さず

とは言いませんが、眺め、読み、分析し、考え、そして、その地域の子ど

も達にとってどの教科書がいいかという判断の、少なくとも大きな検討す

るだけの、あるいは自分自身の材料をお持ちでしょう」と、教育委員が採

択に際して判断するための事前の準備をしていると述べ、教育委員が教科

書を決める際の判断材料を十分持っているかのごとくに述べている。 

その一方では、「教員アンケートは好ましい方向とは思いませんし、仮

に実施するとするならば、教科書展示会へ行って、少なくとも例えば、3

日間はこの教科書を読み比べて、そして、その結果としての意見をとると

か、アンケートのやり方にもよるでしょうけれども、展示会に行ったこと

があるかないか、展示会へ行って１日そこで何時間教科書を読みましたと

かいうのを基礎データとして判断しないと、展示会にも行ってない、見て

もない人も含め、数でアンケートをとられることはいかがなものか」と教

員らのアンケートに対しては、あからさまな不信感を述べた。 

 

㋐ 加戸知事が述べているように、本当に教育委員は、「全教科書を 2か

月以上にわたってそれを自ら読み、分析し、比較」しているのだろうか。

小田委員長が、「全て教科の教科書に目を通すことは、物理的に無理」と

述べていることからもそのことは、その答えは「Ｎｏ」であることは明白

である（その理由の詳細は、原告準備書面（1）19 頁～22 頁で述べたとお

りである）。つまり、加戸知事のこの発言は、知事が、「ベスト」と述べ

た扶桑社版歴史教科書を全教育委員が「ベスト」と評価し、採択した違法

な採択を覆い隠すために、加戸知事が恣意的につくり出した捏造された教

育委員像に過ぎない。 

 

㋑ 一方、加戸知事が述べているように、教員のアンケートに問題があり、

採択の際の参考資料としてふさわしくないのであろうか。アンケートの実

施方法を新聞は次のように報道している。 

 

『市教委学校教育課によると、アンケートは全科目の検定済み教科書

の一覧の中から、教員が自分の担当について、使ってみたい教科書一

つを選ぶ選択式。無記名。』（『愛媛新聞』2005年8月11日）  
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このようにアンケートの実施方法は、教員が日ごろ身近に接しかつ使用

している担当の教科の教科書に限定し、使ってみたい教科書を一つ選ぶ選

択式となっている。 

 

㋒ 教育委員の場合は、日ごろ教科書にも子どもたちにも接することもな

い。しかも、教育委員の場合は、全教科の教科書を「分析、比較」しなけ

ればならない。しかし、それは、教育委員には物理的時間からも、教科の

専門的知識が不可欠であるという点からも不可能であるにもかかわらず、

あたかも可能であるかの如くに捏造された教育委員像があり、「採択権限

は教育委員会にある」として、委員らの独自の評価にもとづく判断で採択

が行われている虚偽的実体があり、違法な採択が行われていることを、原

告準備書面（1）19 頁～22頁で明らかにした。 

一方、教員の場合は、日ごろから教科書にも子どもたちにも身近に接し

ている。しかも、教員のアンケートは、担当の教科の教科書に限定し、使

ってみたい教科書を一つ選んでいる。教員は、教員免許状が必要で、教科

の専門的知識や教育実践経験がある。先に引用した荒木文部大臣の「採択

能力は教師が一番適任であろう」がそのことを示している。しかも、教育

委員は 5 名であるのに対して、教員は多数であり、多様な立場・視点から

の評価となり、後で示すような委員らの偏った評価を排除できる。 

つまり、教育委員の「分析、比較」による判断による教科書の選定と教

員のアンケートによる使いたい教科書としての選定とでは、どちらの分析、

比較が、より信頼性が高いのか、その答えは明白である。ところが自らの

「扶桑社版ベスト」とする教科書を採択させたい知事は、恣意的にこれを

逆転して教育委員の「分析、比較」の方が信頼できると述べようとした。

これは、事実・実態を歪曲したあからさまな知事の政治介入発言である。

この発言の目的は、採択に際して、「教員アンケート」が採択資料として

採用されると、知事が「ベスト」と評価する扶桑社版歴史教科書の採択が

困難になるから、それを防ぐためのものである。この「教員アンケート」

方式が、愛媛県内の教育委員会に広がらないようにと考えて行った発言で

ある。 

 

㋓ 先の加戸知事の「教員らよりも教育委員の方が、より良い判断を行え

る」かのような捏造した「教育委員虚像」は、本件採択における被告らの

主張と通底する。つまり、全教員の調査研究報告書の採択資料としての重

要性を低め、その一方で、教育委員らこそが、子どもたちにとってふさわ

しい教科書を選べるかの如く装っている。しかし、それは、㋐～㋒で述べ

たように、今治市教委が行った違法な採択を覆い隠すための虚像である。
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このような主張は、教員らを愚弄することでもあり、見過ごせない態度で

ある。 

 

以上のように、調査報告書と調査報告書全学校集計は、はっきりと、被

告が否定したい「扶桑社版歴史教科書の評価が低い」ことを明確に示して

いる。そのことが、被告らにとっては、極めて都合が悪いので、これらを

歪曲し、その「歪曲・虚偽」にもとづいて、主張している。 

なお、証拠甲 39号証の資料は、言うまでもなく被告今治市教委が、独占

的に保管している公文書の一つである。つまり、「それぞれの教科用図書

に一票を投じるような形式をとっている」のではないことを当事者の今治

市教委は、 も知る立場にある。ところが、証拠甲 2 号証の外見だけを取

り上げて、「それぞれの教科用図書に一票を投じるような形式をとってい

る」とする、事実を歪曲するその主張は、行政当局として到底許されるも

のではないということを述べておく。 

原告準備書面（1）の 9頁で、「扶桑社版歴史教科書（本件歴史教科書）

は、 下位の評価で４位グループである。」と記載している。これをより正

確にするために、8社の歴史教科書中、7位と訂正しておく。 

 

 

６、採択協議会の「答申」は、教育委員会の「決定」を「拘束する」 
 

「（6）採択協議会と教育委員会との関係」への反論 

 

（1）「採択協議会の報告に拘束されるいわれはない」との主張の欺瞞性 
 

「（6）採択協議会と教育委員会との関係」には、次のように記載している。 

 

『 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機

関の附属機関として・。( 中略) ・・・審査、諮問又は調査のための

機関を置くことができる( 地方自治法第1 3 8 条の4 第3項) とあり、

執行機関は、この附属機関の答申について、尊重をするが拘束をされ

ないと一般的には解されている。 

ところが、採択協議会は、何らかの法律又は条例に基づき設置され

た附属機関ではない。法律又は条例によって設置される附属機関であ

っても、その答申に拘束されることはないのであって、これらを根拠

にせず設置された採択協議会の報告に拘束されるいわれはない。 

つまり、教育委員会は、採択協議会から受けた報告を一つの重要な
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判断材料とし、 終的に採沢の決定をすることとなるが、その決定は、

教育委員会の裁量権の範囲内で行われるものであり、原告らが準備書

面( 1 ) 第 2 の 2 で主張するような報告どおりの採択をする責務を有

する事務的な手続といったものではない。』 

 

以上のように、被告らは、「執行機関は、この附属機関の答申について、

尊重をするが拘束をされないと一般的には解されている。」とし具体的な

根拠も何ら示さず、その上で、「採択協議会は、何らかの法律又は条例に

基づき設置された附属機関ではない。法律又は条例によって設置される附

属機関であっても、その答申に拘束されることはないのであって、これら

を根拠にせず設置された採択協議会の報告に拘束されるいわれはない。」

と独自の身勝手な解釈を主張している。この主張は、先に述べた近代立憲

主義の原理・原則を全く理解していない無知から生まれる主張であり、ま

ず、扶桑社版公民教科書以外の他の教科書をまず、読むことを進める。ま

た、このような間違った認識を今治市管内の子どもたちが知識として身に

つけないためにも、扶桑社版公民教科書以外の教科書が採択されなくとは

ならないことを示している。 

 

① 採択協議会の「答申」は、教育委員会の「決定」を拘束する 
 

戦前の教育制度への反省から、国家が、教育を支配した中央集権体制を

解体し、教育の地方分権を図り、各地方自治体ごとに、独立した執行機関

の行政委員会としての教育委員会を設置した。この教育委員会を単位とし

て行われる採択手続きにおいて、各教育委員会は、適正かつ公正な採択環

境を整備するための規則などを定める責務がある。その際、当然ながら、

日本国憲法を 高の上位法とし、これに反してはならず、子どもの人権条

約、教育基本法、学校教育法などは無論のこと、無償措置法などにも反し

てはならない。そして、これらの各法律の趣旨にもとづき、教育委員会は、

適正かつ公正な採択環境を整備するための規則などを定める責務がある。

通常、各教育委員会において定める規則や綱領は、具体的事務手続きなど

に関する規程のみてを定めているものが多い。よって、それらの規則や綱

領の趣旨や目的については、その根拠法や上位法に求めるしかない場合が

多い。このようなことからも、次の行政事件訴訟法第 9 条 2 項の次の規定

が示しているように、関連する法令の目的や趣旨を勘案する必要があり、

「今治地区教科用図書採択協議会規約」、「今治市教科書採択基本方針」に

ついても同様に関連法令にさかのぼり、その趣旨や目的を考察する必要が

ある。 
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『裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する

法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根

拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び

目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考

慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考

慮するに当たっては、当該法令と目的を共通にする関係法令があると

きはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性

質を考慮するに当たっては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令

に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並び

にこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。』 

 

㋐ 採択制度は、戦前の教育制度の反省にもとづき、教委の権力行使を制限

する拘束規定である 
 

行政事件訴訟法第 9 条 2 項を当てはめれば、当然ながら、現在の採択制

度が、戦前の教育制度の反省にもとづく戦後教育制度の下での制度である

ことをまず、勘案することが不可欠である。 

戦前の教育制度の反省にもとづく戦後教育制度としての採択制度につい

ては、原告準備書面（1）「第五 戦前の教育制度の反省にもとづく戦後教

育制度としての採択制度」23頁～33頁で述べたとおりである。それを前提

に述べる。 

被告が証拠として採用している文部科学省のホームページ（証拠乙第 3

号証）には、「適切な採択を確保するため、都道府県教育委員会は、採択

の対象となる教科書について調査・研究し、採択権者に指導、助言、援助

することになっています。」「 この調査・研究を行うに当たり、都道府県教

育委員会は専門的知識を有する学校の校長及び教員、教育委員会関係者、

学識経験者から構成される教科用図書選定審議会を設置します。この審議

会は専門的かつ膨大な調査・研究を行うため、通常、教科ごとに数人の教

員を調査員として委嘱しています。」「都道府県教育委員会は、この審議会

の調査・研究結果をもとに選定資料を作成し、それを採択権者に送付する

ことにより助言を行います。」とある。これは、無償措置法第 10 条及び 11

条にもとづくものである。選定審議会は、同法 11条 2項にもとづき都道府

県に置くと定めている。 

これは、「教育行政が教育内容の面にまで立ち入った干渉をなすことを可

能にし、遂に時代の政治力に屈して、極端な国家主義的又は国家主義的イ

デオロギーによる教育・思想・学問の統制さえ容易に行なわれるに至らし
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めた制度であった。更に、地方教育制度は、一般内務行政の一部として、

教育に関して十分な経験と理解のない内務系統の官吏によって指導させら

れてきたのである。このような教育行政が行なわれるところには、はつら

つたる生命をもつ、自由自主的な教育が生まれることはきわめて困難であ

った。」（文部省教育法令研究会『教育基本法の解説』126～127 頁）との戦

前教育制度の反省にもとづき、子どもたちが使用する教科書を決める採択

手続きにおいて、「教育に関して十分な経験と理解のない内務系統の官吏」

らによって、教科書を勝手に決めることができないように、子どもの教育

権としての学習権を保障するために、教科の専門的知識・教育実践経験を

有する教員らが中心になり、教科書を選定するという採択手続きを定め、

教育への不当な介入を防ぐ、防波堤としてしているのである。 

つまり、「執行機関は、この附属機関の答申について、尊重をするが拘束

をされないと一般的には解されている。」との被告独自の解釈が、仮に他の

執行機関の一般的事例として、解されたとしても、これまで述べたように、

あの忌まわしい侵略戦争に国民を動員し得たのは、国家が教育を完全に支

配し、天皇制軍国主義に国民を注入し、洗脳し得たと言う極めて特殊な戦

前の教育制度があり、このことへの痛烈な反省にもとづく戦後の教育制度

下にある教育行政における採択制度に当てはめることはできない。 

 

㋑ 今治市教委は、採択協議会設置規定の不作為を棚上している 
 

被告らは、「採択協議会は、何らかの法律又は条例に基づき設置された

附属機関ではない。法律又は条例によって設置される附属機関であっても、

その客申に拘束されることはないのであって、これらを根拠にせず設置さ

れた採択協議会の報告に拘束されるいわれはない。」と主張するが、この

主張は、本末転倒している。「採択協議会は、何らかの法律又は条例に基

づき設置された附属機関ではない。」ということは、「今治地区教科用図

書採択協議会規約」などにおいて、「採択協議会の設置」に関する規定を定

める責務を怠っているということであり、今治市教委は、適正かつ公正な

採択環境確保義務を怠っているということである。 

証拠甲 42号証は、松山市教委の「松山市採択委員会規則」と「松山市教

科書採択委員会の運営要綱（一部抜粋）」である。松山市採択委員会規則 3

条 1 項において、「教科書採択委員会」の設置に関する規定を定めている。

証拠甲 43号証は、新居浜市教委の「新居浜市教科用図書採択委員会設置要

綱」である。同要綱 1条において、「新居浜市教科用図書採択委員会」を設

置する規定を定めている。証拠甲 44号証は、四国中央市教委の「四国中央

市教科書採択委員会設置要綱」である。同要綱 1条において、「四国中央市
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教科書採択委員会」を設置するとの規定を定めている。このように、松山

市教委及び新居浜市教委並びに四国中央市教委は、今治市教委とは異なり、

適正かつ公正な採択環境を整備するために、先の規則や要綱を定めている

のである。このことからも、今治市教委のこの点における不作為は際立っ

ている。それにもかかわらず、被告の「採択協議会は、何らかの法律又は

条例に基づき設置された附属機関ではない。法律又は条例によって設置さ

れる附属機関であっても、その答申に拘束されることはないのであって、

これらを根拠にせず設置された採択協議会の報告に拘束されるいわれはな

い。」とのハレンチな主張は、言語道断であり、“盗人猛々しい”という

外なく、失当である。 

 

㋒ 無償措置法 10 条、同 11 条は、県教委の指導などを拘束している 
 

今治市教委の不作為によって、採択協議会の設置に関する規定がない場

合、関連法規として、無償措置法 10 条、同 11 条の規定を勘案し、採択協

議会の答申が、今治市教委が行う採択行為を拘束するか否かを勘案する外

ない。 

無償措置法 10 条及び同 11 条で、都道府県教委は、「選定審議会の意見

をきかなければならない。」とあり、都道府県教委が、市町村教委が行う

採択に関する事務について、市町村教委への指導・助言に際しては、「選

定審議会の意見をきかなければならない」と拘束している。この条項を本

件採択に当てはめると、今治市教委は、採択行為に際して、「採択協議会

の意見をきかなければならない」という拘束を受ける。ということで、被

告の「法律又は条例によって設置される附属機関であっても、その客申に

拘束されることはないのであって、これらを根拠にせず設置された採択協

議会の報告に拘束されるいわれはない。」との主張は、先に述べたように、

“盗人猛々しい”主張であり、自らの不作為において、採択協議会の設置

に関する規定がないからと言って、「採択協議会の報告に拘束されるいわ

れはない」とことにはならず、被告らの主張は、失当である。 

つまり、県教委は、「選定審議会の意見をきかなければならない。」と

いう拘束を受けているように、今治市教委も、「採択協議会の意見をきか

なければならない。」という拘束を受ける。つまり、無償措置法 10条及び

11 条の趣旨から、今治市教委は、採択行為に際して、「採択協議会の意見

をきかなければならない」のであり、「今治市教科書採択基本方針」（証

拠乙 6号証）の「教科書採択協議会での審議を勘案し採択するものとする」

とは、当然ながら、今治市教委は、採択行為において、「教科書採択協議

会での審議を勘案し採択する」との文言どおりの拘束を受ける。 
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つまり、採択協議会の答申（報告）に今治市教委は、拘束されるのは明

らかである。その際に、どの程度、教科書採択協議会での審議を勘案し、

「決定」しなければならないのかという「裁量権の範囲」の問題である。

そのことは、被告も、「教育委員会は、採択協議会から受けた報告を一つ

の重要な判断材料とし、 終的に採沢の決定をすることとなる」とそれを

認めている。そして、「その決定は、教育委員会の裁量権の範囲内で行わ

れる」と述べている。 

原告らは、本件採択は、この「教育委員会の裁量権の範囲」を超えてい

ると主張しているのである。その「教育委員会の裁量権の範囲」について

は、原告準備書面（1）で述べているとおりである。 

つまり、本件の争点は、戦前の教育制度の反省にもとづく、戦後教育制

度下における採択制度において、学校で子どもたちが使用する教科書を決

める際の、教育委員会を組織している教育委員らの裁量権をめぐる争いで

あり、採択協議会の答申に今治市教委が拘束されるか否かが、争点となる

問題では決してない。 

 

㋓ 専門性にもとづく採択協議会の「答申」は、市教委の「決定」を「拘束」

する 
 

訴状及び原告準備書面（1）及び（11）などにおいて、 

 

ｱ) 教科書採択は、公共入札の一種であること、 

ｲ） 子どもたちに適した教科書を決めるためには、教科の専門的知識や

教育実践経験などが不可欠であること、 

ｳ） ゆえに、採択協議会に、上記の条件を満たす教員からなる調査員を

置き、教科書の調査研究を行うことで、入札対象の教科書の評価を

行い、それをまとめた調査研究報告書にもとづき、採択協議会が、

教科書を選定し、教育委員会に答申すること、 

ｴ）  一方、教育委員らは、上記のｲ）の条件を満たしていないこと 

ｵ） ゆえに、教育委員会は、採択協議会の答申にもとづき、使用する教

科書を決める必要があること、 

ｶ） 仮に、採択協議会の答申に何らかの客観的・合理的な問題があり、

答申と異なる教科書を教育委員らの独自の教科書の評価で決める必

要があると判断された場合、異なる教科書の方が優れた物品である

とする客観的かつ合理的な理由が不可欠であること 

 

を述べた。 
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また、原告準備書面（11）において、 適な物品を落札するためには、

専門的知識などが不可欠であるという共通点がある愛媛県立中央病院の建

替え工事の入札と本件入札行為（採択行為）を対比し（詳細は、原告準備

書面（11）のとおり。）、本件採択の違法を明らかにした。 

愛媛県立中央病院の建替え工事の公共入札において、専門家などで構成

された審査委員会は、愛媛県立中央病院の建替え工事を選ぶための審査項

目を定め、各審査項目ごとに評価を行い、その総合評価の も高い企業体

ブループを落札候補者として、愛媛県に報告し、愛媛県は、示された落札

候補者をそのまま落札企業として決定した。 

愛媛県は、どの企業体を落札するのかを決定する「裁量権」を有してい

る。しかし、その際の愛媛県の「裁量権」も、全く無制限の「裁量権」で

はない。愛媛県が、仮に、審査委員会が示した落札候補者以外の企業体を

落札者として決定するのであれば、それ相当の客観的かつ合理的理由を示

す必要がある。つまり、愛媛県の「裁量権」には制限付きであるというこ

とである。 

今治市教委が行使する採択行為においても、それは全く、同じである。

つまり、採択協議会の答申は、今治市教委の決定に対して、一定の拘束力

を有しており、採択協議会の答申とは異なる物品を落札する場合は、それ

相当の客観的かつ合理的理由が不可欠である。これを満たさない場合は、

「裁量権」を逸脱した違法な権力の行使となる。 

なお、本件教科書採択は、これまで幾度も述べてきた、戦前の反省にも

とづく戦後教育制度下の採択制度であるがゆえに、その「裁量権」は、幾

重にも制限を設け、教育委員らが、勝手に決定できないように適正な手続

きを定め、その遵守が義務付けられているのである。 

 

㋔委員らが、独断的に採択した扶桑社版歴史教科書には、＜明白な誤り＞

があり、採択協議会の「答申」にもとづき、使用する教科書を「決定」

という「拘束」が、不可欠であることを示している 
 

原告らの「採択協議会の報告（答申）を無視した採択は違法」との訴え

に対して、今治市教委は、「採択協議会の報告に拘束されるいわれはない」

と反論する。しかし、「採択協議会の報告に拘束されるいわれはない」とし

て、今治市教委らの各委員の独自の評価にもとづき採択された扶桑社版歴

史教科書は、高嶋教授の「意見書」（甲第 36 号証）及び同「意見書」から

の抜粋である証拠甲 45号証のとおり、明白な多数の誤りがある。 

このように扶桑社版教科書は、欠陥商品である（証拠甲 46 号証）。その

教科書が採択され原因は、「採択協議会の報告に拘束されるいわれはない」
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として、今治市教委らの委員らが、採択協議会の答申（報告）を無視し、

異なる教科書を使用することを決定したからである。このことは、子ども

たちに適切な教科書を渡す責務を負っている教育委員会は、各教科の専門

的知識・教育実践経験を有する教員らが、調査研究した評価の報告書にも

とづき、採択協議会の委員らが、協議し、教科書を選定した答申にもとづ

く教科書を採択する必要があることを明確に示している。つまり、今治市

教委は、採択における決定において、採択協議会の答申に拘束されること

が不可欠であるという現実を明確に示している。 

以上、述べたように、被告らの主張は、失当である。 

 

 

結語 
 

以上のように、被告準備書面（1）にある被告らの主張は、理由がなく、失当

である。よって、今治市教委が、本件採択において、採択協議会の答申などを

無視し、答申と異なる教科書を採択した本件採択は、違憲・違法であり、本件

採択に伴う本件教科書及び教師用指導書の購入は、違法な公費支出となる。 

 

 

以上 
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