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○田島（一）委員 民主党の田島一成でございます。 
 参考人質疑に続き、政府に対する質疑で三十分をちょうだいいたしましたので、適宜明快な答弁をぜ

ひお願いしたいと思います。 
 実は、質問に入る前に、一昨日、私の地元、彦根市の教育委員会、そしてＰＴＡの事務局から電話が

ありました。文部科学省が田島一成の社会教育委員の経歴を事細かく聞いてきた、ＰＴＡのこれまでの

経歴を聞いてきた、答えていいでしょうかという、そんな電話でありました。 
 恐らく、私、かつて社会教育委員をやらせていただいておりまして、その経歴を事前に調べようとい

う思いであったんでしょうけれども、教育委員会の方は、何事があったのかと。理由も一切知らされず

に議員の経歴を調べようとする、その魂胆がわからないものですから、心配になって、すぐに電話をし

てこられました。 
 うちの事務所に問い合わせてくれれば、すぐ答えられたことなんですね。そうやって教育委員会等々

の仕事をふやさせているその一つではないかと私は大変不快感を覚えたところでございます。どうぞ、

その辺は、調べたいならばいつでも聞きに来てください。教育委員会であるとかＰＴＡの事務局なんか

に余計な仕事をふやすことは今後ぜひ御遠慮をいただきたい、このことを冒頭に申し上げておきたいと

思います。 
 さて、社会教育法についてきょうは質問させていただきますが、実は今回、この社会教育をめぐるさ

まざまな調査データがないかといろいろと探してみましたが、なかなかこれという情報を得ることがで

きませんでした。 
 そんな折しも、平成十七年度に社会教育調査報告書というのが文部科学省から出されています。大変

分厚いものでありますが、これを何とか手に入れようと思ったのですが、残念ながら、ホームページか

らダウンロードするしかない。といいながらも、文部科学省の方からわざわざプリントアウトしてお持

ちをいただきましたので、これをもとにいろいろとお伺いをしたいというふうに思って中を拝見したの

ですが、残念ながら、この社会教育調査報告書は、三年間に一度しか調査を実施されていないというこ

とで、その前は平成十四年度、今回、一番新しいのが平成十七年度でありまして、おまとめいただき、

出されたのは平成十八年のことでありました。 
 平成二十年度がまとめられて提出されるのは来年というふうに聞いておりますが、この発行部数もわ

ずか四百部ということで、この調査報告書自体、ホームページで調べていくのにもなかなかたどり着か

ないというような実態がありましたから、この調査報告書がどれぐらい今回の法改正に生かされている

のかを冒頭ぜひお伺いをしたいと思います。 
 三年に一度しか調査をされていない。今回、大変長い期間を経ての、ようやく改正に至った社会教育

法でありますけれども、こうしてこれまで調査をされてきた結果がどれぐらい反映されているのか、浮

き彫りになっている課題や問題点が今回の改正に十分生かされているというふうにお考えなのかどう

か、冒頭ぜひお伺いをしたいと思います。 
 
○加茂川政府参考人 まず冒頭、委員御指摘のございました事実確認につきまして、委員に不快な思い

をおかけしたことをおわび申し上げたいと思います。 
 御質問をいただきました予定の項目を確認させていただきましたら、委員の御経歴について未確認情



報がございましたので、確認をした上で御答弁をする方がより適切な答弁になるのではないかというこ

とで、私の指示で確認をさせていただきましたが、御不快な思いをさせましたことをまずもっておわび

をしておきたいと思います。 
 社会教育調査についてでございますが、お話にございましたように、社会教育行政に必要な社会教育

に関する基礎的事項を明らかにすることを目的といたしまして、統計法に基づく指定統計調査として、

これもお話にございました、ほぼ三年に一度の割合で実施をしております。最新の調査は平成十七年度

調査でございます。 
 この調査結果でございますが、国だけではなくて、地方公共団体におきます社会教育行政及び生涯学

習の振興に資するための諸施策の検討、立案のための貴重な基礎資料として活用されておると理解をし

ております。このため、調査項目のほとんどが経年比較できるように構成されてございまして、社会教

育行政上の要請を踏まえた見直しも必要に応じて行っておるという調査を行っておるところでござい

ます。 
 具体には、調査項目としましては、社会教育に関する職員数、あるいは公民館、図書館、博物館等、

いわゆる社会教育施設の施設の状況、設備の状況、事業の実施状況、情報提供の方法等、広範にわたる

調査を行っておるわけでございまして、我が国における社会教育の現状を明らかにしておるわけでござ

います。 
 そこで、今回の法改正との関係でございますが、今回の法改正におきましては、まず、前提としまし

て、中央教育審議会で御審議をいただいたわけでございます。この審議の場で、社会教育調査を初めと

する各種の調査の結果、または得られたその調査結果としましての現状や課題を基礎資料として、まず

中教審に御提供申し上げたわけでございます。この場で総合的な検討に役立てていただいたとまず私ど

もは理解をしておるわけでございます。 
 一つ例を申し上げますと、今回の法改正で御審議いただいております中に、社会教育施設における情

報提供方法につきましての案件がございます。これにつきましては、調査としまして、インターネット

を通じた手段が増加傾向にあるということが明らかになっておりました。これを踏まえまして、今回の

改正法案におきましては、紙媒体による社会教育資料の提供を前提とした現行の規定を改めまして、新

たに幅広く情報提供を行う規定に改めようとしておるわけでございますが、こういったところに調査結

果が役立っているということが言えるかと思います。 
 
○田島（一）委員 御指摘いただいた、情報ツールが電子媒体を通じてという傾向は、今回の法案にも

盛り込まれています。しかし、もっともっとこの膨大な資料、基礎データを解析していくと、もっと手

を加えなければならない部分があったのではないかと私は大変残念に思っているところであります。 
 もちろん、これだけの膨大な基礎資料でありますから、中教審にこの資料を提供されたところで、一

つ一つを解析していくのは大変困難なことでもありますし、ましてや、数字の網羅であって、この数字

を一つ一つ、その背景を分析していくことは大変困難であります。私、どうせここまで調査をされてい

るのであるならば、文部科学省としてはこれをどのように受けとめているのか、また、そういった解析、

評価等々について検証を一定まとめていく必要があるのではないかというふうに思うわけであります。 
 平成二十年度のデータをもとにしてまた来年、報告書が提出をされるわけでありますけれども、数字

だけを単に書き並べるだけでは、これはなかなか読み取ることができません。例えば前回の平成十四年

度と平成十七年度を単純に比較しても、この間には大きく、各自治体で市町村合併という課題がありま



した、そのことによって基礎自治体の数も大幅に減り、その流れで施設の数等も大きく変化をしてきて

います。単純に数字を読むだけで、公民館の数が減った、職員の数が減った、主事の数が減ったという

だけでは解決できない、いろいろな要因を踏まえている数字でありますから、こうした分析、検証につ

いて、次回、平成二十年度の報告書を出されるに当たってどのようにお考えなのか、そのお考えをぜひ

御披露いただきたいと思います。 
 
○加茂川政府参考人 社会教育調査の調査項目、その性格については先ほど御説明を申し上げたとおり

でございますが、これまでも、その調査結果に基づいて明らかになった課題や問題点については、私ど

もも必要な分析を行ってきておりまして、関係の施策の検討に役立ててきているところでございます。

インターネットについては先ほど事例として申し上げたところでございます。特に、社会教育として学

級、講座、どういった講座が開設されているか、受講者の実態はどうなっているかといったことについ

ては、いろいろ分析すべき興味のあるデータも上がってきておるものと認識をいたしております。 
 ただ、この調査はあくまでも指定統計調査でございますので、経年、基礎的なデータを蓄積した上で、

それを社会教育政策全般に役立てていくという性格のものだと思っております。例えば、特定の政策課

題について調査を行って、その結果を評価、検証して具体的な政策立案に役立てていくといった種類の

調査もあろうかと思いますが、それとは基本的な性格が異なっておることもぜひ御理解をいただきたい

と思っております。 
 
○田島（一）委員 性格の違いをとやかく私、申し上げるつもりはありません。しかし、やはりこうい

う基礎データがある、統計調査があるということは紛れもない事実として受けとめていかなければなら

ないことであります。とりわけ今回こうして社会教育法の改正がされるわけでありますから、それのも

ととなる基礎データ、統計調査として、今回の平成十七年度に出された社会教育調査報告書というもの

を、私は、やはり最低限活用していくベースになるのではないかというふうに考えました。 
 どうぞ、単なる統計調査だ、性格が異なるというふうにおっしゃいますけれども、この数字を、単に

調査、各教育委員会から出していただいて、それで、はい、終わりです、出しましたではなく、これを

もとにして、実態把握以上に、どのような施策が今後、地方自治体、教育委員会等に必要なのかという

資料として十分にやはり御活用いただきたい。そのことを強く望んでおきたいと思います。 
 さて、この社会教育法でございますが、そもそもこの法律は規制法ではありません。各自治体の裁量

幅が非常に大きく、政策の内容等も自治体によって大変大きく異なっております。何をやってもオーケ

ー、何をやらなくても決して法律違反に問われるわけではない。ですから、各自治体のこの社会教育に

対する姿勢というものが問われている、これが現状ではないかというふうに思います。 
 ですから、この場で議論をすることも大変難しいことでありますし、この社会教育法の改正の部分で

自治体の裁量権に任されている部分が大半でありますから、国でいかに何をするかというのも非常に議

論しづらい部分ではあります。そう考えると、この社会教育を法律できちっと規定していくということ

に対しても、もう一度原点に立ち返っていかなければならないのではないかと私は改めて考えるところ

でありますが、社会教育を法で規定する意義について、そして、規制法ではありませんから、各自治体

においても大変温度差がある、取り組み状況に差があるという現状をかんがみて、大臣はどのようにお

考えなのか、まずその御認識をお伺いしたいと思います。 
 



○渡海国務大臣 冒頭ございました話、私、きょう初めて聞いたわけでございまして、申しわけござい

ませんでした。委員がどういう意識を持ってこの御質問をされるか、それに的確にお答えするためにと

いう、私は悪意はなかったんだろうとは思いますが、ただ、率直に委員にお聞きすれば済む話でござい

ますから、私からもおわびを申し上げたいというふうに思っております。 
 今、社会教育法の意義ということが委員から御指摘がございました。確かにこの法律は、実施主体は

地方自治体でございますから、そういった意味で、何かを縛るといったものではございません。また、

やらなかったから何か罰則があるというものではないわけでございますけれども、これはやはり、国民

共通の課題として社会教育というものをどうとらえるか、また、国民の中でどういう理解をしていただ

くかということを法の二条、三条等に書いてあるというふうに御理解をいただいたらいいんじゃないか

というふうに思っております。 
 私は、いつも簡単に、これはかたい言葉でとやかく言ってもわかりにくいわけで、いつでも、どこで

も、だれでも学ぶ機会がある、こういう社会をつくっていくということが大事なんだということを申し

上げておるところでございます。 
 法律上は、学校教育というのがございますから、それを除いた部分、あらゆる部分が社会教育であろ

うという認識であり、なおかつ、それを推進していくためにやはり国や地方公共団体というのは環境を

つくっていかなきゃいけない、その環境を奨励するためにどういうことが考えられるかということを書

いてあるのがこの法律であろうというふうに思っております。 
 加えて、温度差があるということがあったわけでありますが、これはまさに自主性にゆだねられてい

るところから来ているというふうに思います。ここ一、二、三日、実は、民主党の議員にも大変お世話

になっておるわけでありますけれども、学校の耐震化という問題がございますね。これ一つ見ても、同

じ制度でありながら、実は進捗状況に随分差がございます。 
 温度差というのは、やはり地域の財政状況も考えられるわけでありますし、その地域のいろいろな、

議会もありますし、当然行政もあります、また地域の住民の意識もありますから、そういったことにお

いて生じてくるということが一つ考えられるというふうに思います。 
 そういった中で、やはり我々としては、できるだけさまざまな、例えばガイドラインを示すとか、ま

た、我が省でいいますと、今、放課後子ども教室というのをやっておりますけれども、これは、子供た

ちが学校外でいろいろな活動をするときに、地域のいろいろな方々が参加をしていただいて、そして、

子供たちがそこで学校では勉強できないようなことも実は勉強ができるという場を提供しようという

ことで、今一生懸命努力をしております。また、今年度から、支援地域本部という新しい仕組みを立ち

上げておりますけれども、こういった中で、いろいろな意味で社会教育という場が提供される。 
 そういった施策を国としても講じていくことによって、社会全体で子供たちを教育していくといいま

すか、そういったことにも実は人材が活躍していただけるんじゃないか。こういったことを通じて国と

してもいろいろな政策を講じていきたい。しかし、この温度差というのは、やはり地域の皆さんが努力

をしていただくということが大事であるというふうに私は考えているところでございます。 
 
○田島（一）委員 温度差があって当然だと受けとめるか、もしくはこの差を埋めていこうと努力する

のか、これはやはり文部科学省としての大きな私は責任だと思います。広く、どこの地域に住もうとも、

いつでも、どこでも学ぶ機会が得られる、これがやはり国民として受けたいと思う社会教育の延長線、

生涯学習ではないかというふうに私は思っております。 



 地域の自主性に任せておく、もちろん、すばらしい考え方、底辺にあると思いますが、残念なことに、

そのことによって、現実、トップの考え方であるとか、その自治体の社会教育に対する思い入れで、受

けられる機会が多いところと少ないところがある。これはやはり大きな問題であり、そこを底上げして

いくのが、私は文科省の仕事だというふうに思っています。 
 とりわけ、近年の財政難等々から、教育予算全体も相当逼迫をしてまいりました。この社会教育法に

基づくさまざまな事業展開は、それこそ自主的に行われている部分でありますから、事業を減らしたと

ころで法律違反に問われるものではない。しかし、学校教育については一定予算も投入していかなきゃ

いけないからと、教育予算の中ででもその分配の比率が近年相当変化をしてきています。学校教育の方

に重点を置く余り、社会教育が大変おろそかになりつつある。そんな財政状況等を考えていくと、やは

り伴うもの、先立つものとして、予算の確保というものに社会教育担当者は一番頭を抱えています。 
 私もかつて経験がありましたが、例えば、先ほどからもお話があった公民館活動等々では、なかなか

事業展開の予算がつかないということで、その事業予算の捻出に本当に苦労をされています。私なども、

それこそ印鑑だけを持っていったこともありました。何をか言わんやです。こうしていろいろな形で予

算を捻出し、そして地域の皆さんにいろいろと学ぶ機会を提供しようと主事を初め公民館の職員がいろ

いろと知恵を絞っているんだけれども、残念なことに、思うようなことにはなかなか進まないとじくじ

たる思いをいろいろと吐露していただきました。 
 こうした、予算が大変厳しいという状況、社会教育が結局財政難のしわ寄せを食らっているという状

況をどのように受けとめ、今後どのように対応していこうというふうにお考えなのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。 
 
○渡海国務大臣 委員の今の御指摘、要は、現行の枠組みの中で考えていくか、それとも国全体の予算

の仕組み、これは民主党さんも地方分権ということでお出しになっているわけですね、基本的には地方

の自主性に任そうということで地方に財源を持っていく。それは、割り振りの問題はあります。ありま

すが、自主性に任せるということになりますと、結局は、その中でどういう選択をするかというのは地

方の裁量権になってまいりますね。そういう形の国家を目指すということであれば、これは、我々がや

れることはある程度限界があるということも言えるわけなんですね。 
 ですから、現在の仕組みの中で、例えば、これは教育予算という中で何を考えていくかという課題だ

ととらえれば、確かに学校教育がありますから、こっちにシフトされ過ぎているんじゃないかと言われ

れば、学校教育の方も苦しゅうございますから、これはやはり子供たちの予算というのを簡単に削るわ

けにいきませんから、我々としては今やらせていただきたいということをお願いしておるわけでありま

すけれども、やはり社会教育というのは大事な課題でございますから、今地財措置でやっておりますか

ら、これは総務省の方ともよく話をしなければいけませんが、我々として、こういうものは地方財政の

中でちゃんと組み込んで、地方にちゃんと交付税措置をしてほしいということを主張していくことが必

要なんだろうというふうに思っております。 
 それがちゃんと使われているかどうかということになりますと、これはまた地方の問題にならざるを

得ないというか、これにまた一々色をつけて渡しますと、結果的には地方分権、地方の自主性というこ

とにまた反するということになりますから、ここは非常に、これは委員もおわかりいただけると思うん

ですが、国の形としてどういう国家をつくっていくかというときに、その骨太の議論をしっかりやらな

いと、なかなか現行の枠組みの中でのお答えにしかならないということになるということも御理解をい



ただきたいと思います。 
 
○田島（一）委員 決して学校教育に予算を振るなと言っているわけではないので、その点は誤解をし

ないでいただきたいと思います。 
 それでは、具体的な内容にちょっと入りたいと思いますが、私の県でも聞き合わせをいただいており

ました社会教育委員制度についてでございます。 
 私、もう古い話でありますが、平成五年から十年間、地元の彦根市の社会教育委員をさせていただき

ました。当時は一号議員、二号議員、三号議員というような委員の属性で区分をされておりましたが、

地方分権一括法の改正に伴って、その構成であるとか区分というものも取り払われておりまして、最近

ではどういうような方々がなっていらっしゃるのか、全体を把握するのが非常に難しい状況になってお

ります。 
 しかしながら、私がやった当時もそうだったのですが、学校の校長先生、この方々は当時一号議員と

いう現職学校関係者の枠でお入りになっていたわけですが、現職の学校の校長先生であるとか、元学校

の校長先生という先生方が大変多くいらっしゃるわけですね。ある意味、社会教育という学校教育の枠

を飛び越えた大変広範な範囲があるんですけれども、どうも教育委員会から委嘱をするには委嘱しやす

いという環境があるのでしょうか、学校関係者の割合が全国的に見ても非常に多いことがこれまでのい

ろいろな調査資料等々でもわかり知るところであります。 
 社会教育と学校教育の独立性というものを考えたとき、この現状等も、私たちは当時から相当課題だ

というふうにも認識をしておりましたし、また、社会教育委員自体が一人一人委嘱されてのことなんで

すけれども、一応合議体という形で社会教育委員の会議というものが設置されて、そこで会合を持って

は、さまざまな答申や建議等々を議論したりもしていたんですけれども、残念なことに、この社会教育

委員の会議自体も、法的根拠がないと申しますか、その存在自体が非常にあいまいなところがあって、

もうその当時から何度も何度もこの社会教育法の条文と照らし合わせながら、我々は何のために集まっ

ているのだろうかということを自問自答していたことを思い出しているところでもあります。 
 今、社会教育委員制度自体がマンネリであるとか形骸化だというような指摘も、先ほど参考人質疑の

笠委員からも御指摘をいただいていたところなんですけれども、どうもあいまいな形でこれは進んでき

ているように私には思えてなりません。 
 例えば、未設置の教育委員会というのも、福井県に始まって三十五市十一町十村、組合立のところに

至っては三十一組合というふうに、任意設置でありますから、設置していないからといって問われるわ

けではありませんけれども、未設置の教育委員会等々もあることを考えると、この地方の温度差、格差

というものが非常に顕著にあらわれている数字ではないかというふうに思います。 
 予算がどんどんどんどん逼迫している中で、この社会教育の重要性を説くフロントランナーとして、

本来頑張らなければならない社会教育委員だというふうに私は認識しているんですけれども、こうした

未設置の教育委員会等々への働きかけであるとか、また、社会教育委員のこの制度自体について、どの

ように評価をされているのか、まとめてお答えをいただければと思います。 
 
○加茂川政府参考人 何点か御指摘がございましたが、まとめて御説明を申し上げたいと思います。 
 まず、社会教育委員の構成についてでございますが、委員御指摘のように、現在、社会教育委員は、

学校教育の関係者、社会教育の関係者、加えまして家庭教育の向上に資する活動を行う者、そして学識



経験者から、個人として委嘱されておるところでございまして、学校教育関係者が委嘱されることは法

律の事項として規定をされておるわけでございます。 
 その構成割合を見ますときに、いろいろな分類の仕方があろうかと思いますが、私どもの手元の資料

で申し上げますと、学校教育関係者が約一七％、社会教育関係者が四一％、家庭教育関係者が九％、学

識経験者が三四％程度といった構成になってございます。ただ、先ほどＯＢ教員という指摘がございま

したが、学識経験者の中には大学関係者あるいはＯＢ教員も含まれておる可能性がございますので、学

校教育関係者は一七％程度と申し上げましたが、もう少しその数は高いものと考えておるところでござ

います。 
 ただ、今申し上げた数字を見ましても、社会教育の独自性が損なわれる、学校教育関係者が必要以上

に多くかかわって構成しておって問題なのかということにつきましては、はっきりそこは断定できない

のではないかと考えております。 
 特に、学校教育関係者、ＯＢも含めましてでございますが、委嘱するに当たりましては、現在社会教

育が、社会総がかりで子供を育てていこうという課題に直面しておること、大臣のお話にもございまし

たが、学校内外で子供を育てる際に、放課後子ども教室事業あるいは学校支援地域本部事業が大きな課

題で、これに対応していこうとします際には、地域との連携、あるいは、よく言われます学社連携の観

点がますます重要になってくるわけでございまして、これらの課題にも適切に対応ができるふさわしい

教育委員が委嘱されることが望ましいと考えておるわけでございます。 
 こういったことから、社会教育委員の構成についても判断していく必要があろうかと思っております。 
 また、社会教育委員の未設置の自治体についてどう考えておるかということでございました。社会教

育委員は、個人に委嘱されるわけでございますけれども、社会教育行政に広くその地域の意見等を反映

させるという観点、あるいは、社会教育委員としては、その豊富な知識経験を生かしながら、社会教育

に関する計画の立案あるいは社会教育に関する諮問に対して答申を提出していただく、さらには、青少

年教育に関する助言指導を行うといった広範な役割が期待されておるわけでございまして、社会教育振

興の観点からは大変重要な役割を担っていただいておるものと認識をいたしております。 
 この観点からしますと、御指摘のような未設置の県あるいは町村があることも事実でございます。た

だ、率を申し上げますと、これは十七年の数値でございますが、都道府県では、この時点で四十六都道

府県、九八％設置されておりますし、市町村、少し古い数字になりますが九六％以上設置をされており

ますから、数値としてはそれほど遜色ないとは思いますが、社会教育委員、またはこの制度の重要性を

考えますときに、私どもとしては、未設置の自治体に対してこの制度の重要性を再度御理解していただ

くための周知を図りながら普及に努めていきたい、社会教育委員制度の活性化にも努めていきたいと思

っておるところでございます。 
 具体の活性化の方策としましては、最近の例でございますが、平成十三年の社会教育法の改正の際に、

社会教育委員として委嘱される者として、先ほど申しました「家庭教育の向上に資する活動を行う者」

というものを加えたところでございまして、社会教育委員制度についても必要な見直しを逐次行ってき

ておりますことも御理解をいただきたいと思っておるわけでございます。 
 各教育委員会におきましても、社会教育委員の活性化につきましては、研修活動でありますとか、活

動内容の広報活動でありますとか、さまざまな工夫をしていただいておることを承知いたしております。

ただ一方で、社会教育委員の構成を見ますときに、平均年齢が高いでありますとか、日常活動が必ずし

も活発でないといった課題もあることを承知しておりますので、社会教育委員制度の重要性を改めて地



方公共団体に御理解をいただきながら、十分連携を図りつつ、本来の役割が果たせるように努めていき

たいと思っておるところでございます。 
 
○田島（一）委員 各委員の認識不足であるとかモチベーションの低さ等々も、やはり停滞している原

因ではないかというふうにも思っております。 
 どうぞ、地方分権のこの御時世でございますから高圧的な話はなかなか申し上げられないだろうとい

うふうに思いますが、ぜひ御理解いただける働きかけを進めていただくようにお願いをしておきたいと

思います。 
 さて、この社会教育のステージは、何も文部科学省の所管の施設、公民館等々だけではございません。

文科省が所管をしないさまざまな地域の施設等も一定以上の社会教育の推進に大きな役割を果たして

いることは御承知のとおりだと思います。 
 例えば、人権問題等々を普及啓発していくために設置をされている教育集会所や隣保館、こちらの方

は同和対策事業ということで総務省と厚生労働省等が補助金を出し、人権教育の重要性、そしてまた地

域の教育力の向上に一定以上の効果を発揮してきたところでありますが、残念ながら、人権教育の重要

性もこの社会教育の中でうたっているにもかかわらず、閉館されているケースが大変多く見られます。 
 こうした施設の存続が、近年、財政難であるとか首長の独断等々で廃止をされていくということは、

それこそ社会教育、とりもなおさず人権教育等々がおろそかになりつつある傾向に拍車をかけているの

ではないかというふうに考えます。 
 もちろん、所管が違うわけでありますから、この縦割り行政の中では踏み込めない課題だというふう

に思いますけれども、どのようにお考えいただいているか、ぜひお聞かせください。 
 
○渡海国務大臣 今御指摘ございました隣保館につきましては、市町村統合とか、建物が大分古くなっ

たりして、それがなかなか新しいのにかわらないといったような事情があるというふうに承知をいたし

ております。私の地域にもたくさんありますから、よくいろいろな話は聞いております。そして、この

館が果たしてきたさまざまな役割というものにつきましてもよく承知をいたしているつもりでござい

ます。 
 ただ、言えますことは、この人権教育ということは、むしろ非常に幅広い範囲において今とり行われ

ているのではないかなという印象を私は持っております。 
 人権大会とかそういった、これは隣保館がベースになって発展してきた、そういった催し物にもよく

私は出席をいたしますけれども、子供たちからお年寄りまで広く小学校区で行われておりますし、また、

これは憲法上の当然の権利でございますから、そういった意味では、国際的にも、ただ単に今までは、

例えば歴史的社会的事由等ということで説明をされてきたわけでありますけれども、そういうことだけ

ではなくて、人間の大事な権利としてのこの人権というものをどういうふうに考えていくか、守ってい

くか、また教えていくか、こういうことについては大変大事なことだというふうに思います。 
 隣保館との関係ももちろんございますけれども、そういうことではなくて、この人権教育というもの

に対して、我が省としてもしっかりと取り組んでいかなきゃいけない、そういうふうに考えているとこ

ろでございます。 
 
○佐藤委員長 田島君、質疑時間が終了しています。 



 
○田島（一）委員 ありがとうございました。終わります。 


