
1 
 

池田町公民館使用許可取消問題                  No.3 
 「つどい」実行委員会からの再質問に関わる池田町の回答説明会（8 月 29 日） 
        ＜記録 第２部その２ 経過以外の部分＞ 
 
＜日本国憲法、教育基本法、社会教育法をめぐって＞ 
 
村端 これまで質問・再質問をし、回答・再回答となったが、はじめの回答では憲法の問

題についてほとんどまともな回答がないという状況で、再質問せざるを得なかった。 
 社会教育法の問題を考える際に、憲法の規定の問題を考えておかなければならないと思

います。私たちの国は議会制民主主義、代議制民主主義という形をとっています。憲法で

は明文規定はありませんが、政党政治であることは常識の問題です。従って、（政党政治を

すすめるためには）政党だけではなくて住民自身が各政党の政策なり意見なりを知る、見

識を深める、議論をするということは民主政治の基本的な問題だと私は考えている。実行

委員会としてもそのようにとらえていました。この点は当然同じ認識ではないかと思いま

すが、あとで見解をお聞きします。 
 2 つ目に、そうなると最も身近な施設である公民館＝公民の権利がそこで保障され、生か

され、発展させられる施設としての公民館というのは、そうした政治的要求に答え、多様

な意見をたたかわせ、政治的教養・見識を高める、そのような場であるべきだと考えます。 
 政治的教養を高めるというのは何も教科書的にお勉強するというものではなく、非常に

実践的・活動的なものであるはずです。他党批判も他党に対する同意も含んだものでなけ

ればいけない。そのような活発な議論こそが、政治の活性化をもたらすのではないでしょ

うか。 
 一般的な話になりますが、この憲法上の規定および公民館との関わりという点で町長の

見解をお聞きします。 
 
町長 当然、公民の福祉に資するというのが町の行政のあり方です。その福祉に資すると

いう意味では、公民館は全く開かれた場であろうと思います。ただ、この規定の中では福

祉に反する行為については規制されていますので、その点の解釈の違いというのが今回は

あるということも感じるところであります。おっしゃるとおり、全く憲法に異論を唱える

ものではありませんし、村端さんの意見には賛同できるところであります。 
 
村端 9 ページをご覧下さい。5 行目。おっしゃった通りのことがそこに書いてあるが、わ

ざわざ「ただし、公共の福祉に反すると見做される行為は社会教育法等の法律により制限

を受ける」とかいてある。ひょっとして私たちの活動が公共の福祉に反するのかと思うく

らいの書き方で、ビックリしました。 
 社会教育法 23 条の規定というのは、憲法の規定が正しく運用されるものであって、公民
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館側が勝手な運用をして害をもたらすということにならない、特定の政党の利害に関する

ことをしてはならないという規定だととらえているわけです。 
 公共の福祉に反するとは、わざわざ私たちのような活動を念頭に置いたものではないと

解釈してよろしいですね。 
 
町長 はい。 
 
米沢 池田 9 条の会です。町長の発言がありましたが、ぜひ公務員のみなさんに再度憲法、

とくに権利義務のところを熟読していただきたいということをお願いしておきたい。とい

うのは一般質問のなかで、聞いていますと全く憲法を考えていない、あるいは憲法に対す

る答えを拒否するような発言があるということも聞いています。公務員は憲法に基づいて

物事を考え、実行していく立場だということをきちっと踏まえていただきたい。それに反

するような議会での答弁を私も聞いています。一部の人たちの利益になるような発言があ

るということを敢えて申し上げておきたい。 
 私がここでお願いしたいのは、皆さんが日本国憲法の立場に立った上で、物事を考え、

行動し、発言をしているかどうかです。憲法の中の 21 条は他の何にも但し書きはついてい

ません。一切保障するということです。このように憲法は言っています。そのうえで、「検

閲はこれをしてはならない」と言っている。これは断定をしているということです。絶対

的なものだ。あとで資料をお渡ししますが、憲法学者の中でもそのように表現をしている

人がいます。これまでのやりとりを聞いていて、あなた方の立場は憲法上の立場に立って

いるのではなくて帝国憲法下の流れのなかで物事を考えている。そのように思えてならな

い。なぜ日本国憲法ができたか、侵略戦争を反省し、日本国憲法ができたかそこまで考え

ていただきたい。 
 そのうえで、町の立場が検閲をするという憲法 21条に反する立場での行政を進めている。

社会教育法にも憲法に反する部分がある。その他にも警察予備隊とつくったときや、今の

戦争法をつくったときも解釈がねじ曲げられている。どんな立場に立っているのかをきち

んと考えていただきたい。 
 
村端 23 条の解釈を巡ってお聞きします。 
 10 ページ（の記述）に後から（回答は事前に渡されており、その回答がこの日一部修正

された）修正されて「社会教育法 20 条から 22 条は『公民館』＝公民館の施設及び運営者・

事業を指すと解釈します」と書かれています。23 条については 9 ページの終わりで公民館

は運営者だと書かれています。20 条、21 条はたしかに「公民館」は施設なんです。正しく

は「公民館の施設及び運営者を指す」であって、何故「事業」を入れるのか。事業を主語

にしたのは何条ですか。 
 



3 
 

教育長 22 条です。 
 
村端 そこでは「事業」は目的語ですよ。「公民館」は「貸し館事業」を行うのであって、

主語に入るわけはないじゃないですか。「公民館」は何を指すのかという質問をした。 
 ここは非常に重要で、コトバの問題と受け止められるかもしれませんが、社会教育法の

解釈としてどう書いてあるか。 
 当初は社会教育法は運営者も利用者も縛っているという解釈だったが、そのあとの再回

答では、公民館の実施する事業に貸し館事業がある。その貸し館事業に社会教育法が適用

され、従ってその利用者にも社会教育法が適用されるという解釈になっていますね。事業

を入れないことには私たちを縛る手がないと言っていることになるのではないですか。だ

から事業を入れたんじゃないんですか。 
 本来社会教育法の規定（で）は＝私が指摘した通り条文通り読んで下さい＝「公民館」

はまさしく公民館の運営者を指すのです。20 条から全部そうです。それをわざわざそのよ

うに修正された意味が全くわかりません。 
 
教育長 公民館の定義というのはどの条文でも同じだと思うのです。何条になれば変わる

というようにはならないと思います。30 条で、「市町村の設置する公民館にあっては」の「公

民館」を職員や運営者に置き換えてみるとその内容が成り立つのかどうか、27 条に「公民

館に館長を置き」というのがあるのですが、この「公民館」は何を指すのか。いずれにし

てもどの条文でも「公民館」は同じように解釈しなければいけないので、定義は書いてな

いけれど「事業体」というのがあてはまるのかなと私は解していますので・・・説明にな

っているのかどうかわかりませんけれど・・どの条文でも同じ「事業体」と解釈していま

す。 
 
村端 あくまで公民館の主体は運営者側ということでよろしいですね。 
 
教育長 そうです。まず基本はそういうことになると思います。 
 
村端 そうすると、教育委員会の社会教育法の解釈では、貸し館事業を行うのは公民館側

ですね。行うに当たって社会教育法が適用される、と。ここまではいいですね。つまり「特

定の政党の利害に関する事業」にあたらないように公民館側が事業を行わなければならな

い。そこからが問題です。では、なぜ貸し館を利用する側に社会教育法が適用されるので

すか。そこに大きな飛躍があるとお感じになりませんか。 
 解釈が違います、とおっしゃることはわかりますよ。しかし、なぜそのような解釈がで

きるのですか。では、池田町はいつからそのような解釈をとってきたのですか。 
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教育長 説明は単純で、公民館の事業というのはすべてを表しているということに尽きま

すが、文科省にも聞いてみたのですが、社会教育法上の公民館というのはすべてのことに

かかってくるという回答をいただきました。ですから、当然、運営方針は館長が決めます

が、館長の指針に従うのは館全体の事業として関わってくるので、公民館の規定というの

は利用される皆さまにも当然かかってくる、だから館の運営方針と違うことをそこでやら

れては館長は困ると思います。 
 あくまでも目的＝教養に資する＝に反しなければ、本来の政治的教養に値するものであ

れば当然借りていただきたいということで、23 条を意識するよりも、本来の社会教育の活

動、社会教育の歴史とか文化を中心に判断をしていくべきかなと思っております。 
 
村端 文科省にも聞いたとお話になりましたので、お聞きしますが、文科省は平成 27 年に

通達を出していますね。これをご覧になったのはいつですか。 
 
教育長 いつという記憶はございませんが、確認をさせていただいております。 
 
村端 昨年 12 月 2 日の前ですね。通達はそれよりずっと前ですから。 
 
教育長 ・・・（明確に答えず） 
 
村端 そうすると、そこに書かれている内容から判断すると、いまおっしゃったように政

治的教養を無理に狭める必要はないですよ。実践的な教養だってある。さまざまな政党の

意見を聞くことだって教養だし、その中には批判することも含まれる。批判のない政治な

んてありません。それらを含めて政治的教養とおっしゃるのならそれでいいが。 
 文科省の通達は（公民館の制限を）極めて限定的にとらえていますね。それをお読みに

なっていながら、12 月 2 日のようなことになったことに対して非常に問題があるのではな

いかと。つまり、今までの流れの中では全く問題はなかった、しかもすでに読まれている

文科省の通達の趣旨から言えば、このようなつどいの趣旨であったとしても、見出しはと

もかくとして中身が意見を聞き議論するという内容だから、たとえ外部から問題（問い合

わせ）があったとしても、それ（文科省通達）を根拠に突っぱねることができたはずだ。

材料がそろっていたにもかかわらずそうできなかった。 
 文科省の通達をごらんになり、いろいろ検討されれば、もっと広く（公民館を）開放し

て特定の政党にかたよらない（やり方ができた）。意見があればみなさんどうぞといえばよ

かった。ことさら狭める解釈をしてしまったのは何故か。 
 
教育長 私たちは狭めているという解釈ではないですが、こだわりはチラシの見出しだけ

でした。さきほど波田のチラシを紹介させていただきましたが、あくまで政治的な目的の
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学習会で中の内容については私たちは全く否定することはしませんし、最初のスタートが

政治の勉強をする目的で、私たちの政党はこう考えますというのは全く問題ないと思いま

す。議論をしていくうちに今の与党はまずいよという結論になっても、それは言論の自由

でありますけれど。また私たちの中でチェックするということはありません。 
 住民の方がチラシ等を見たときに何か今の政府を倒すための目的があまりにはっきり・

明確になったときには社会教育施設としては、いまの段階ではまずいとなっていると思い

ます。あくまでも自分たちの主義主張をスタートにして、今のことはまずいよという結論

になることは全くやぶさかでないので、どんどんそういう議論を今の公民館の中でしてい

ただければと思います。 
 私たちも不慣れで反省しているのですが、最初の入口の話のなかで私たちが（理解を）

得られるかと思っていた文書の関係がこじれてしまい、時間があればお互いに直しながら

という方向性になればと反省をしております。 
 これからいつも文書を交わすと言うことではなくて、内容をお聞きして目的に合ってい

るかどうか、ここが公民館を使っていただくための基準となりますので、そのようにご理

解をいただければ有り難いと思います。 
 
米沢 教育長の発言で問題点として指摘しておきたいのは、「検閲は行政権による事前抑制

で絶対に禁止される」ことなんですよ。だからいま教育長が答弁した点は、「検閲にあたる」

と考えなかったのかどうか、聞かせてほしい。 
 
教育長 チラシを見たときにどう思ったかということでよろしいですか。 
 
米沢 全体。 
 
教育長 みなさんが会議を招集してどんな会議が開かれるかということを私たちは知る必

要があると思います。それが私たちの内規であり、社会教育法に適しているのかどうかと

言う判断にするときの材料です。ですから、チラシでなくてもコトバでもよかったと思い

ますけれども、検閲ということではなくて会議の内容を知るための資料、あるいはお聞き

するととっていただきたい。 
 
米沢 今回のように抑制される。それは絶対的に検閲なんですよ。そこをきちんと踏まえ

てほしい｡勉強してほしい。 
 
村端 強制的に提出させることはないということですね。 
 
米沢 要するに憲法の条文を越えて、です。そこを十分考えてほしい。 
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村端 今ほどの教育長の話ですと、チラシの頭で勇ましいことを書くことはあると思いま

す。ただ、そこで実際に行われる内容について話を聞きたいということなんでしょ。だと

すれば、これからはチラシの頭に飛びついて、これは反社会的な行動だとか 23 条に違反す

るとかという勝手な解釈ではなくて、きちんと話し合って理解ができれば、中身がまじめ

な議論であり集会であるならば許可するという方向で運用するのは当然ではありませんか。

そのように理解してよろしいですね。 
 
教育長 全くその通りです。ただ、今回は牛越さんとお話をする中で、政治的な教養のた

めの学習会であることは私たちも承知をしました。対外的に見たときに文書にしてこうい

うことは全く無いから会議は大丈夫ですよということを言いたかったためのものだったと

いうことです。ですから、今言われたように見出しだけで、判断をしたということではな

くて牛越さんの話の中で解釈させていただいたんですが、その手段として、それでいいと

言うことを私たちの手段として確約をしたかった。そこに政治的な話題をしないというこ

とがあるのですが、これは言った言わないだけで、話合いがあれば当然削除したりするこ

ともできますし、私たちがいけなかったのは、他のところでみなさんと意見が相違すると

ころがあったかどうか、この辺も知りたかったところです。 
 
村端 庁議の中でも社会教育法の解釈を巡って真剣に議論し、いろいろ調べて判断したと

言うことはないでしょ。だからこのようになってくるんです。つまり、12 月 5 日の教育長

の発言や議会答弁で、「申請団体が偏った意見を持っている」、そうおっしゃいました。利

用者も政治的中立を守るべきだという発言もなさいました。 
 この回答をみますと、「政治的中立というのは特定の政党のみに利害をもたらさない」と

なっています。これが公民館側の、運営者側の立場であれば全くその通りです。運営者側

が政治的中立にたち、反社会的な行動でないかぎり憲法に基づいて言論の自由を保障する、

これが正しい立場ですね。ところがお話の内容は、そうではない。利用者側も政治的中立

を守らなければならないという認識を示されたことがある。おそらく現在はそうではない

と思うのですが、これは非常に大事なことなので、政治的中立とはどういうことか、誰が

も守らなければならないのかをお聞きしたい。 
 
教育長 公民館の職員自体守らなければいけないし、集会をされる側の皆さんですよね。

ただ参加される皆さんはどんな意見を持たれてもそれは問題がないと思います。スタート

の時にどんな目的であるかというところが大事であって、そのテーマについて賛成反対は

自由なので、目的があくまで勉強のための集会、それがどこかの団体を倒せとか、○○打

倒とかの目的でされるのは私の中ではクエスチョンと感じております。 
 
村端 前半は良いように見えて全然違っていますね。そのコトバを判断されるのはどなた
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ですか。その言葉使いが「打倒する」とか「倒せ」とかという言葉使いがきついと。それ

が公民館の使用目的に反するとおっしゃるんですか。言論の中には、倒せと言うことは言

わなくても「自民党政治を終わらせるための学習をします」だったらよろしいんですね。 
 
教育長 むずかしいところですが、これからは私たちは広く判断すると言っているので、

これから具体的にどんなものがでてくるかわかりませんが、気持ち的には公民館を皆さん

に使っていただくために、解釈を広くして学習会的な要素を感じられるものについては広

く許可をしていきたいと思います。 
 
村端 政治集会はだめなんですね。 
 
教育長 政治集会は大丈夫、いいと思います。気持ち的には広げたいので、具体的に一つ

一つそういう例があれば、良い悪いを判断していきたいと思います。 
 
村端 政治的中立を利用者にまで求めるものではないと明確にされればいいんです。私た

ちはあくまで憲法上公共の福祉に反することをしてはならないんです。あとは言論の自由

は完全に保障されているのですから、その点では（公民館の利用基準は）全く明解なので

はないでしょうか。 
 
教育長 私はまだうまく納得できないんですが、貸し館としての仕事がありますよね。そ

のときに、（公民館を利用する側の）主催している人の考え方が公民館の方針と同じであり

たいなと思っていますので、そこのところがまだ私としては完全に利用者だけというとこ

ろがはっきりと言えないところです。 
 
村端 今後の問題として議論したいと思います。 
 
高崎 会の人間じゃない（注：「つどい」集会の一参加者という意味）んですが、池田町に

移住してよかったなと思いつつ、大麻事件よりこの事件が一番最悪、恥ずかしいと思いま

す。1 つお伺いしたいのは、判断をされるときに最高裁の判決とか出ていると思うのですが、

参考にされているのですか。 
 
教育長 最高裁等の事例があったので、それは参考にさせていただいております。 
 
高崎 私も地方自治体の研修に関わっていたことがあるんですが、言論の自由や集会の自

由に関しては形式的な対応を取らない限り中に入り込む、私情に入り込むというのは非常

に一般的な考え方なんですね。それが新人研修の最初に取り組む地方自治法、どうやって
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憲法を実現させるかという例として習うことなんですが・・・。それから、文書の中で何々

について絶対にしないということが入っていること自体が役所の文書としてあり得ない。

何がまずかったのかを箇条書きにして教えていただきたい。 
 
曽根原 社会教育法の問題で町の回答の中に、「関心を高めるために町公民館では特定の政

党・政派に所属している議員であっても社会教育法に反しない限り・・・認めています」

と書かれていますが、特定の政党政派に所属していて偏らない、中立性を保つことができ

るのでしょうか。どこかの（政党の）議員であれば、その政党の立場でものを言う。中立

的な発言というのはできない。チラシの問題があると話されたので、題名だけ書いてその

他は書かないならば OK で、～～に勝利しましょうと書いてあったら中身はどうであれア

ウトというということなら、先ほど話しがあったように事前抑制、検閲ということになる

のではないですか。 
 
教育長 中身で私たちは判断したいと思います。チラシの内容の確認がとれなかったとい

うことであります。ですから、今後の反省として文書によらずとも、内容について職員が

確認しましたということでも結果的によかったと思います。 
 チラシの内容ではなく集会の目的で判断をするのはこれからも同じであります。 
 
村端 回答の中で、当時の解釈としては間違いではなかったと書いてありますが、今まで

の議論からすると、当時の解釈としても、私たちから言えば誤っていたとは思うが、不十

分な点があったと・・・解釈においても、いきなりこのような話が出てきたわけですから、

庁議でそんなにしっかり議論したわけでもない、教育委員会内部でもこのような統一見解

を出しますと言うことでやったわけでもない、そのような不十分な点があったということ

はお認めになってもいいんじゃありませんか。 
 
教育長 結論からいって取消ということはできませんけれど、過程においては非常に不十

分な点があったということは私も認めます。 
 
村端 社会教育法 23 条の解釈についてもそうですね。 
 
教育長 それについてもこれから深く勉強する必要があると思います。ですから今回の内

規についてもこれからは少し今までのものと違う、広く解釈できるようなものにしていき

たいと思っています。 
 
村端 もっとはっきりいってください。不十分さがあったとお認めになりますね。 
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教育長 何に対して？ 
 
村端 社会教育法 23 条の解釈、憲法の規定の問題です。それについて過去にみなさんでし

っかり勉強したり議論したりと、そんなにされたわけでもないだろうと思いますし、いき

なりこんな問題が起こってきたわけですから、運用するにあたって戸惑いなり不十分さが

あったとお認めになりますね、と聞いている。 
 
教育長 確かに深く勉強するという点では不足をしていたなと思います。 
 
牛越２ 話を聞いていて一番問題なのは、社会教育法 23 条の解釈の 6 行。社会教育法第 23
条は公民館の運営方針を規定しています。「公民館が事業を行うにあたってその申請内容が

適用を受けるということになっています。今回、町の公民館は当時の認識の中で会館の利

用者にも 23 条が適用されるという解釈をいたしました」・・・この解釈は正しいのですか。

正しくないのですか、これが重要だと思います。 
 
教育長 私たちの解釈では 22 条の貸し館事業の条文がありますので、ここで 23 条との関

わりがあるので、私たちとしては皆様方にも該当するという解釈をしています。 
 
村端 そのように解釈される文科省なりの根拠はあるんでしょうか。 
 
教育長 文科省の社会教育課というところに電話で確認しました。そこの文科省の職員の

解釈は社会教育法の中での公民館は、職員と利用される方にもかかりますよと、私 2 回確

認させていただいたんですが、そういう回答でありました。 
 
村端 文科省の職員の中でも解釈の違いがあるようですね。聞く人によって違うことを言

っている人もいるんです。だから私たちは文書できちんと示されたものを根拠に考えるべ

きだと思っております。従って、一番最新の文科省の通達に照らしてもう一度双方で詰め

る必要があると考えておりますので、課題を明らかにして次に行きたい。 
 
 
＜今後の公民館・交流センターの運営をめぐって＞ 
 
大澤公民館長 公民館の新しい運営指針（案）の説明 

 「近年、各種公職選挙における投票率の低下に・・・・」（「政治に関する学習会等の利

用について（案）」）を読み上げて説明。 
 「学習会等の参加者募集チラシ等を作成する場合、必ず使用許可申請と同時にご提出下
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さい・・・」の部分について、次の説明があった。 
 「これは検閲行為ではありません、集会の内容について公民館の政治的中立を疑われる

ような紛らわしい表現を避けるとともに、外部の問い合わせに対し、今回出来なかった毅

然と説明するために協力をいただくものであります。あくまでも集会の開催を前提に確認

をさせていただくものですので、ご理解をお願いしたいと思います」 
 
大澤公民館長 以上、今回検討中の内規の改正案をご説明申し上げましたが、逆に今回の

件が地域の公民館のあるべき姿を見直すきっかけになったのも事実です。2 年後には交流セ

ンターが建設されることから、この公民館問題を機にみなさんが使いやすく開かれた公民

館となるよう今回の教訓も生かしながら内規を見直してまいりたいと思います。今回の一

連の議論が建設的な方向に向かえばいいなという気持ちは今日おいでの実行委員会のみな

さまも同じと信じております。前向きなご議論を期待して説明とします。 
 
村端 この再回答の鏡文で述べられていること、冒頭教育長が述べられたこと等を踏まえ

て、今後の方向としてはこれまでの問題点を整理し教訓を踏まえ、前向きに運営を進めて

いくということが感じられることは評価できる。しかし、そこにはいくつか問題があると

考えています。 
 1 つは、これまでの議論のなかで積み残っている問題を詰めていく作業がどうしても必要

です。 
 2 つは、今ほど提案された運営規則の案について、ただ一見しただけでもいくつか問題を

感じます。たとえば、社会教育法が前面にでてくるわけですが、「できるだけ制限を設けな

い形で、住民に広く政治に関する学習会等で利用していただく」ためには、憲法成り教育

基本法なりの精神に則りということが大前提なんですね。そこがこの文書では出てこない。

広島市や岩出市のものをみると憲法は出てこないにしても教育基本法の精神をいかすため

にという表現がありますから、それはどうしても必要だろうと思います。 
 2 つ目に、検閲はしないといってもそれは主観的な意図です。しないといいながらしてる

んです、過去に。たとえば「公民館使用にあたり、学習会のチラシを作成する場合には、

必要に応じて提出していただくことがある」とか、そうすべきです。必ずというのは強制

ですよ。さきほどから、（検閲を）しないしないと言いながらこのように書いている。これ

はまずいでしょう。 
 それから公民館の政治的中立の問題でも括弧書きはこれは不要ですね。公民館が政治的

中立を守ることは当たり前のことであり、利用者に強制しないでください。・・・というよ

うに、この案についても一方的な思いで作られるのではなく、町民の意見もきちんと聞く

機会をもうけ、議論を交わしていくことは手続き上も必要です。公民館側でつくったとし

ても気がつかないことや思い及ばないことが出てきますから、そのように配慮して作って

いくよう努力をしていただきたい。 
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公民館長 公民館も一歩踏み出して今回の問題を教訓として内規を定めるために皆様方に

お示ししたところでございます。これについては外に出していただかないようにお願いし

たします。今日いただいたご意見も持ち帰って検討するようにしたい。明日から施行する

というようなことは全く考えていません。ただ、皆様方にもご意見をいただきながら、使

いやすいような内規を定めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 
 
米沢 役場の皆さん方の考えている点で、私は疑問をぬぐえない点があります。いま述べ

られたことで心配されることがあるので、十分に検討していただきたい。たとえば、議員

個人に対するものはダメだということについてもどうしてなのかなという疑問がぬぐえま

せん。 
 
公民館長 公民館は基本的に団体の方にご利用いただくことが前提です。選挙の期間中の

個人演説はいいんですが、個人で当選の呼びかけ等が行われますと公職選挙法に抵触する

懸念がございます。したがって後援会として申請して使っていただくと言うことでご理解

いただきたい。個人のみなさんがダメということではなくて申請の仕方をこちらでご案内

させていただくというような形にさせていただきたいと思います。 
 
村端 見直しについては町民参加で行うということでよろしいですか。 
 
教育長 ここだけでも非常にいい意見をいただきました。この起案について、いい機会で

ありますので、みなさんと議論しながら、公民館の使用が増える起爆剤になるような規約

をみなさんといっしょに考える機会をつくっていきたいと思います。 
 
村端 時間が迫っていますので、その他、全般的なことを含めて発言を。 
 
服部町議 公民館の規定案について 2 つ疑問があります。まず「特定の政党にかたよらな

い貸し出し」というのはどのようにされることか。共産党が 5 回借りたら自民党も 5 回な

どと判断されるのか。もう一つ、チラシの内容を見せて下さいというのは本当に検閲に値

すると思うんですよね。チラシを作っていってこれでよろしいでしょうか、というのは検

閲に他ならない。おかしいんじゃないかと思いますが。 
 
公民館長 特定の政党に偏った貸し出しというのは何々党には貸すが別の党には貸さない

ということで、特恵的な貸し出し、たとえば休日にねじ込まれて貸し出すとかということ

はしないということです。どの党にもどうぞというのが偏らない貸し出しということです。 
それと検閲ということを言われましたが、住民のみなさんの受け取り方が様々だというこ
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とが実感です。町民の中ではいろんな考えがあるので、それに対して強烈な表現を出され

たときに、たとえば政治的中立に反するんじゃないかという意見が出されたときに、その

ようなことを避けて皆様方に気持ちよく使っていただくためにはある程度確認させていた

だきたい。これはわりと近隣の公民館でもやっていることです。トラブルがないために、

お互い嫌な気持ちにならないために、チラシを見させていただいて強烈な表現は・・・と

いうご案内させていただければと思います。これも今回の教訓を踏まえて、検閲と取られ

るのは心外ですけれども、開催していただくための 1 つの方策という形でご理解いただけ

ればと思います。 
 
副町長 服部議員はどういう立場でご参加されているのでしょうか。 
 
事務局長 実行委員会だよ。 
 
副町長 実行委員会ならいいんです。 
 
村端 実行委員というのはここに並んでいるみなさん、事務局のみなさんです。私たちは

つどいに参加していただいた方々はつどいのメンバーとして理解しておりますから、実行

委員であるかどうかはここでは問題になりません。 
 
曽根原 確認書の中に「選挙に関する話題・議論は一切しない」ということが書かれてい

ますが、庁議の中で確認書をどう評価しているのか。これについて（庁議に参加している）

誰も疑問を挟まなかった、「一切しない」ことを認めて民主的な議論になるのか、すごく疑

問に思いました。 
 
松澤 教育長がご説明の最後に、そうはいっても使用許可取消は間違っていないよ、とい

うことで、総論賛成、各論反対と聞こえる。各論賛成だが総論反対と私たちには見えるん

ですが、三役の皆さんが重大な決意をして責任を取られるということは庁議のなかの決定

にそれぞれの責任が明確だからですよ。なぜそうなったかといえば、庁議のなかでの議論

が「もうこれは断らなければしようがないんだな」という方向で動いたから、他の施設も

貸し出しを拒んだわけですよね。限りなくグレーに近いところで、庁議の調整がなされた

からこうなったんですよ。教育長は自信をもって教育委員会に持ち帰って私どもで決めま

したというのであれば、三役の皆さんが減俸 3 割か 5 割か知りませんが、みなさんが 3 割

であれば教育長は罪一等を増して責任を明らかにしていただかなければいけない。私はメ

ンバーの中で話し合っているときにはこう言っているんです。この問題は波風のない町の

中に外部からヘンや横やりが入ってあわててブレーキとアクセルを踏み間違えただけの話

だ。従って町（理事者）のみなさんには悪意はないが、その後の説明がいかにもこじつけ
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でわざとらしいと。どんどん傷口を広げてこうなっているわけですが、その原因は庁議が

形式に流れて本当の意味での調整が出来ていないということ。 
 教育長の基本的態度は、悪いところは悪い、経過に問題があったとおっしゃりながらも、

いや取消は間違っていなかったというのでは、町全体としてそこをきちんとやってもらわ

ないと説明会を何回やっても話にならない。あのときは大変申し訳なかったとなれば歩み

寄りもできるのでしょうけれど、あのときは間違っていませんでしたと胸を張っておっし

ゃると、町の調整機能も含めて町民としては大変疑問を感ずる。 
 
村端 先ほどの検閲の問題ですが、信頼関係がなければ検閲になりますよ。今回のような

ぎくしゃくした対応をいつまでも続けていれば、公民館を利用するときにまた（チラシを）

出せと言われるとこれは検閲だとなってしまいますよ。そうではなく、基本的な立場とし

てどうであれ問題がなければ利用できるのだというそういう公民館の運営がなされていれ

ば、場合によってはチラシを出すことはかまわない。広島で聞いたときに、「こういう運営

規則をつくって何か問題がありましたか、市民から何か問題が出ましたか」ときいたら全

く無く、むしろ市民からも「もっと広く利用できるようにしてくれ」と言われてこうしま

したと答えております。チラシなどどうしているのですか、と聞くと必要に応じて見させ

ていただくことがありますよ、といっていました。それは信頼関係があるからなんです。

信頼関係がない状態をつくっておいて、ここにあるように必ず出して下さいとなれば、出

せるものか、何故出すのかとなってしまう。基本的な立場、基本的なスタンスを明解にし

て自由にみなさん使っていただいていいんです、ということになればいい。もっと明快に

分かりやすくしてほしいと思います。 
 
事務局長（総括発言） 長時間の回答説明会となりました。この取消通知書というのは、

根拠法令が記載されておらず、まことに簡単な取消理由でしかありません。町長に最後に

お伺いしたいんですが、この館長名だけで出されているこの通知書をまず撤回していただ

いて、白紙の状態から先ほどから話のある公民館・地域交流センターの運営の検討に何の

憂いもなく取り組んだらどうかと思います。町長の英断をよろしくお願いします。 
 実行委員会としては、今日の回答を検討します。回答の中でもまだまだ食い違うところ

が多々あります。さらに考えをまとめたいと思います。今日で決着とならなかった点は大

変残念なんですけれども、またあらためて対応をお願いしたいということで終了をさせて

いただきます。 
 
町長（総括発言） 最後になりますが、本日はまことにありがとうございました。いずれ

にしても話し合って理解し合うということが大事だろうと思います。今日は大変貴重なご

意見をいただきましたので、今後の運営には十分参考にしてとりくんでまいりたいと思い

ます。なかなか行き違いについてはお互いの状況がありますのでしっかり○○というとこ
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ろまでなかなか見いだせないというのも事実だろうと思います。その辺はお互いに理解し

合っていかなければいけないかなと思います。今後はどうあるべきかというところが問題

じゃないかと思いますので、皆様方のご理解をいただきながら新しい公民館の運営にあた

ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
丸山生涯学習課長（司会） 本日ある程度項目を絞った中でお互いに意見交換を行ったわ

けでございますが、どうしても埋まらない溝、考え方や解釈があったかと思います。しか

し、この意見交換を行ったことで、お互いに理解し歩み寄れる部分も少しはあったのでは

ないかなと思うところがあります。過去のことはもとに戻せない部分もありますが、公民

館の運営等において町民益になるようにしていけばよいという考えは実行委員会のみなさ

んも私どもの方も、同じ考え方だと思います。 
 本日の意見交換が新しく出来る地域交流センターに生かされることを期待し、検討して

いくということで本日の回答説明会を終了したいと思います。皆様方には、本日お忙しい

中お集まりいただきまして、大変お疲れ様でした。以上で公民館問題の回答説明会を終わ

らせていただきます。ありがとうございました。 
                                   （おわり） 
 


