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日本共産党武雄市委員会
権的なやり方、および評価も すとされており、全ての子ど
定まっていない教育方法の導 もたちに行き届く教育こそ必
武雄市議会議員江原一雄
入を市民不在の形で進めるこ 要です。そのため、少人数学
武雄市武雄町大字武雄４０９２ １
とは、子どもたちや教育現場 級の実現が待たれています。
電 話（２３）１４９３
のことを全く考えない市長の 政治が取り組まなければなら
ＦＡＸ（２３）１４９４
単なるパフォーマンスといえ ないことが教育条件の整備で
とっては寝耳に水です。
あり、市が進めるタブレット
るのではないでしょうか。
市長は︑昨年 月の議会で﹁現在の公教育を抜本的
導入に３億円もの予算を使う
に変えるために私が先頭に立って実践し︑ロールモデ
のであれば、市内の小中学校
タブレットに３億円よ
ルを作る﹂﹁教育に命をかける﹂とのべました︒６月 あきれた発言 「先駆
に 人学級を導入し、教師の
的な実験を武雄で」
り、 人学級を
議会で江原議員は︑﹁官民一体型学校﹂について質問
負担を軽減し、きめの細かい
をし︑﹁すべて市長の独断専行で進められており︑市
その記者会見に参加した東
教育基本法第一条で教育の 教育を行うことこそ進めるべ
民への説明責任が果たされていない﹂として官民一体
洋大学の松原教授はテレビの 目的は、「人格の完成」めざ きです。
型学校の中止を要求しました︒
インタビューに対して「一番
最初に大事なのは保護者の方
高濱正伸花まる学習会代表ら に対する理解ですね。そこで
市民への説明は後回し
とともに今回の一連のことを 保護者の理解をもらえなけれ
ば世間全体の理解にはつなが
市長は、テレビ（左の写真 計画してきました。
藤原和博氏は「オセロゲー りませんね。インフラの整備
）でも放映されたように、昨
年の早い時期から藤原和博氏 ムの四隅の最後は武雄市」「 の問題と意識の問題と、あと
（現武雄市特別顧問、元杉並 代田を校長に派遣した」と語 本当にわかりやすいアプリケ
ーションがあるかどうか。そ
区和田中学校長）と代田昭久 った。
代田昭久氏は、杉並区の校 の先駆的な実験を武雄でや
氏（現教育監、武内小学校長
、前杉並区和田中学校長）と 長時代教師による生徒への不 る と、こういうことです。」
祥事事件を隠ぺいし と耳を疑う発言。
たことで東京都教育
武雄の子どもたちは彼らに
委員会から文書訓告 とっては実験台なのでしょう
を受けた。その代田 か。このような矢継ぎ早で強
氏が昨年９月の教育
監就任会見で「反転
授業導入」を表明。
反転授業の内容も、
また効果の検証もな
図書館がＣＣＣに委託されて一年が された形跡が今のところ見当たらない
されないうちに今年
経ちました。市長は入館者が以前と比 ことから、処分の仕方の問題点を指摘
の４月 日には高濱
べ増加したことにより図書館の改修は しました。
正伸花まる学習会代
また図書館がグッドデザイン賞を受
大成功しているという印象操作に躍起
表との官民一体型学
ですが、改修前に比べて市民の図書館 賞したことに関し
校を発表しました。
利用者登録数が半減している現状では て、有印公文書偽
さらに市長は６月
造および同行使の
到底成功とは言えないでしょう。
日に「山内西小学
６月議会で江原議員は、図書館の改 罪で市長らが刑事
校で一年生にプログ
修にともなって除籍廃棄処分された資 告発されている件
ラミング授業を導入
料が８，７６０点にも上っており、例 についても質問し
する」と記者会見を
年に比べて突出して多く、市民の財産 ました。
である図書館資料の処分が適切に処理
行いました。市民に

市長が教育行政に介入！
武雄の子どもたちは実験台？
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上の写真、民放テレビから、昨年６月市長と知事の会談。
左から知事、藤原氏、市長、高濱氏、代田氏、手前県教育長
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日本

小 2 ～中 3 まで４０人
小 1 のみ３５人
佐賀県は小 2 まで３５人
イギリス 初等学校 1 ～２年 ３０人
ロシア
初等・中等学校 ２５人
ドイツ
初等教育基礎学校４年まで２４人
アメリカ 第３学年まで２４人（ケンタッキー州）

30

文科省「教育指標の国際比較」
（2013 年度版）より

図書館のあり方が問われている

各国の小・中学校の学級編制

☆図書カード登録者数
委託前の市民登録数 24985 人（67％）市外登録数 12125 人（33％）
委託後の市民登録数 12048 人（35％）市外登録数 22301 人（65％）
登録総数は委託前が 37110 人 委託後 34349 人

７月６日、７日に
かけて国民平和行進
団が武雄市を歩いた
。長崎を出発し、「
核兵器なくせ」を沿
道の人々に呼びかけ
ながら、歩一歩と広島へと
向かう▼大型の８号台風が
迫りくるなか、一行は雨に
濡れながら合羽の下は肌着
まで汗でびっしょり。だが
、平和な未来を切り拓こう
と若い人の顔が光り輝く▼
来年は被爆 周年。「核兵
器のない世界」めざす運動
の重要な結節点。国連が具
体的なプログラムを国際政
治の日程にのぼせるように
と、多くの署名が集められ
、運動はますます勢いを増
す▼だが、日本政府は核兵
器廃絶に後ろ向き。核戦争
を防止するためには核兵器
が必要という立場だ。核廃
絶を求める国連決議に棄権
を続けてきた。世界でただ
一つの被爆国というのに▼
「核抑止力」のお題目を唱
えながら、アメリカの核の
傘にしがみつく。平和のた
めに核兵器が必要？「抑止
力」を保つために日本に米
軍基地が必要？「抑止力」
のために沖縄・辺野古に新
基地が必要？とんだへ理屈
だ▼秘密保護法、そして、
憲法９条踏みにじる集団的
自衛権行使への憲法解釈を
「閣議決定」▼「抑止力」
をふりかざして「戦争する
国」へと亡国の道を突き進
もうとする安倍内閣。この
日を境に安倍内閣の支持率
は ％以下に急落。いまこ
そ、この「抑止力」のマヤ
カシを打ち破ろう。たたか
いはこれから！武雄市は『
非核平和宣言都市』。今こ
そ出番！
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樋渡市長

ࢍȟ˿̷уǾࢍɁۦɥผɋ

回答できず ！

ቼᴲհ

（公開質問）
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武雄市北方町
田崎以公夫

たび重なる樋渡市長の
暴言の撤回を求め︑質問いたします

平成二六年六月二七日

さる六月九日︑武雄市議会一般質問においてのあなたの態度に唖然としました︒民主
主義のなんたるやをわきまえようとしないあなたの答弁を聞かされたからです︒江原議
員の質問に対して︑﹁なぜ︑あなたに言わなかったか︑あなたを信用していないからで
す﹂と答えられました︒江原議員が学校教育の重要な変更について︑議会に計らず︑市
民に説明することもなく進めるのは︑いかがなものかとの指摘にたいしてのものです︒
あなたは︵議会で信用のできるグループには話をしているから︑議会の判断ぬきにやっ
ているという認識はない︶との趣旨の答弁につづけて︑﹁﹂のように開き直られました
︒
わたくしは︑あなたが首長としておこなった言動の二つの過ちについて︑本質的な点を
問いただしたく思います︒率直にお尋ねしますので︑簡潔にお答えください︒

①﹁議会での信用を受けるグループには︑何度とわたって去年から話をしております
﹂と言われますが︑あなたは議会議員を色分けされているのですか︒あなたの気に入る
議員グループには︑大事なことは筒抜けするが︑そうでない議員には情報を隠してもい
いというお考えですか︒
情報をもとに︑一部の特定の役職にあるものとおこなわれる密談は﹁談合﹂といいま
す︒世間一般の常識です︒あなたがおこなっていることは﹁談合﹂に当たるのではあり
ませんか︒

② あなたは江原議員を指して﹁なぜ︑あなたに言わなかったか︑あなたを信用してい
ないからです﹂！なんという言い掛かり︑我が耳を疑ってしまいました︒まるで︑﹁あ
なたを議員だと思わない︒市民代表として認めない﹂と言っているも同然ではありませ
んか︒
この暴言は︑四年前の場面を想起させます︒平成二二年九月議会での出来事です︒同
じく江原議員の一般質問にたいして︑﹁あなたは質問する資格がない﹂と絶叫されまし
た︒私たち市民が選挙によって選んだ市議会議員はすべて市民の代表です︒代議制のも
とでは市民は直接︑執行部と論じ合えませんから︑私たち市民は議員を通してしか意見
を述べることができません︒議員の発言はすなわち市民の発言です︒その議員にたいし
て﹁発言の資格なし﹂は私たち市民に﹁黙っとれ！﹂と聞こえました︒あなたは発言を
撤回されましたが︑やっぱり︑本性がまた現れたというのが︑今回のわたくしがうけた
率直な印象です︒たとえ︑あなたが信用していないとしても︑江原議員は市民から立派
に信用を受けています︒あなたの発言は市民を信用しないという事ですか︒﹁市民が主
人公とは思っていません﹂と雑誌インタビューに答えられたあなたですから︑いまさら
︑驚くまでもないことですが︑公開の市議会でのこの暴言は容認できません︒あなたは
この発言を撤回するお考えはありませんか︒
加えて︑申し上げますが︑公の場でのこの首長発言は重大な人権侵害に当たります︒
侮辱罪︑名誉棄損罪に該当する可能性も否定できません︒慎重に対処されることをお薦
めします︒
七月十日までに文書にて︑ご回答いただきますようお願い申し上げます︒
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