この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

○左藤委員長 質疑の申出がありますので、順次
これを許します。池田佳隆君。
○池田（佳）委員 自由民主党の池田佳隆でござ
います。
本日は、質問の機会をいただき、心から感謝を
申し上げたいと思います。
去る五月二十八日、参議院本会議において、教
育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関す
る法律が、衆議院本会議と同様、全会一致で可決、
成立いたしました。全国民を代表する衆参国会議
員、全議員の賛同を得ての成立でありました。
長年、わいせつ教員対策に共に全力で取り組ん
でまいりました、そしてまた、法律成立の中心的
役割を果たされました公明党の浮島智子先生の並
々ならぬ御尽力に心から敬服いたしますとともに、
浮島先生と共同座長を務めていただきました我が
自民党の馳浩先生始め、与党ワーキングチームの
先生方、そして、御理解くださいました野党全会
派の先生方、常にお支えいただきました萩生田文

部科学大臣始め文科省の皆様方、白川課長を始め
とします衆議院法制局の皆様方、左藤委員長始め
文部科学委員会関係各位、全ての皆様方に、この
法律を発案し、その内容を考案した者として、深
く御礼、感謝を申し上げたいと思います。本当に
ありがとうございました。
私は、懲戒免職処分で教員免許が失効、取上げ
になった者が、三年の欠格期間を経た後に再交付
を申請さえすれば、審査も何もなしに教員免許が
再交付される、言い換えれば、再交付の申請があ
れば黙って再交付せねばならないと規定した教育
職員免許法の不条理をおよそ六年前から唱え、懲
戒免職処分となった教員の七、八割がわいせつ行
為による処分だと判明した五年前からは、わいせ
つ教員根絶に的を絞り、同僚議員のお力もかりな
がら、免許法改正にずっと取り組んでまいりまし
た。
本委員会での質疑も、五年前の平成二十八年に
始まり、令和になってからも、おととし、昨年と
毎年行い、我々立法府と政府、文科省がしっかり
とスクラムを組んで、わいせつ教員から子供たち
を守り抜く責任を絶対に果たさねばならないと強
く強くお訴えを申し上げてまいりました。今回、
議員立法としてこの法律が成立したことに深い感
慨を抱いているところでございます。
昨年十二月二十五日、萩生田大臣の記者会見で、
文科省として、教育職員免許法改正案を内閣提出
法案として通常国会に提出することを断念したと
聞かされたときは、正直言って茫然といたしまし
た。昨年の夏以降、その質疑以降、当時の浅田総

合教育政策局長からは、わいせつ教員は絶対に排
除せねばならない、次期通常国会に教免法改正案
を文科省として責任を持って提出すべく、内閣法
制局と懸命に奮闘していると何度も何度も聞かさ
れておりましたので、断念との報を聞いて激しく
落胆するとともに、子供たちに本当に申し訳ない、
そんな気持ちでいっぱいになり、己の力のなさを
嘆いたこと、今でも忘れられません。
しかし、それを乗り越えて、与党ワーキングチ
ームで成案を得ることができ、野党の先生方とと
もに全会派共同提案という法律案としてまとめ、
三月一日の与党ワーキングチーム結成から八十九
日という驚異的なスピードで法律が成立しました
ことに感慨無量であります。
ただ、法律ができたということは、わいせつ教
員から子供たちを守り抜くためのツールができた
ということにすぎないわけであります。この法律、
ツールが適正に執行されてこそ、わいせつ教員か
ら子供たちを守ることができることになります。
この法律では、第三条に禁止規定を置き、児童
生徒性暴力を違法行為と定めました。児童生徒性
暴力を行ったことにより教員免許が失効した者に
ついては、これまで、三年経過したら当たり前に
教員免許が再交付されていましたが、今後は、本
法第二十二条により、再び免許を授与することが
適当であると認められなければ、再び免許を与え
ることができなくなります。
この仕組みによって、児童生徒性暴力を行った
教員は、二度と再び自分自身が性暴力を行わない
人間になったんだ、もう私は性暴力を行わない人
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間になったんだ、そういったことを合理的、客観
的に本人が立証できない限り、教員免許の再交付
を受けることができず、二度と教壇に立てないこ
とになり、その結果、わいせつ教員から子供たち
を守れることになります。
しかし、子供たちを守り抜く本法の様々な仕組
みを実際に機能させるためには、この法律を適正
に執行し、ワークさせることが必要不可欠となっ
てまいります。この観点から、幾つか重要なポイ
ントについて御質問いたします。
まず第一は、データベースについてであります。
この法律の施行の日以後に児童生徒性暴力を行
ったことにより懲戒免職となり教員免許が失効し
た者については、教員免許の再交付について本法
により制限がかかりますが、本法附則第二条第一
項により、施行の日以前に教員免許が失効した者
については、これまでどおり、三年後には自動的
に教員免許が再交付されることになります。
そこで大事なのが、第十五条で規定するデータ
ベースであります。現在運用されている官報情報
検索システムでは、文科省が官報から教員情報を
取り出す仕組みのため、免許失効情報が検索シス
テムに掲載されるまで一か月から四か月程度のタ
イムラグが生じております。しかしながら、本法
によるデータベースでは、免許が失効した時点で
都道府県教育委員会が迅速に処分情報を直接入力
する仕組みになっており、そのようなタイムラグ
は生じなくなります。
この法律の施行前に児童生徒性暴力を行ったこ
とにより教員免許が失効した者については、本法

施行後であっても、執行後三年が経過すれば、現
行の規定に従って自動的に免許が再交付されてし
まいますが、このような者を過って教員として採
用しないために威力を発揮するのがデータベース
であります。
そのためには、過去に児童生徒性暴力を行った
ことにより教員免許が失効した者の氏名や、失効
の原因となった事実、理由に関する情報について、
都道府県教育委員会が速やかに、過去に遡って調
査を行い、これらの事実を漏らさずにデータベー
スに掲載することが不可欠であります。
漏れのないデータベース構築を本法施行までに
具体的にどんな段取りで進めていくのか、簡潔に
御説明いただきたいと思います。
○義本政府参考人 お答えいたします。
その前に、この問題について、中心的に立法に
ついて尽力されました池田先生に対して、敬意と
感謝を申し上げたいと存じます。
本法については、御指摘のとおり、国は、特定
免許状失効者、すなわち、児童生徒に対するわい
せつ行為を行って懲戒免職処分を食らって免許が
失効した者に対する正確な情報を把握するために、
特定免許状失効者等に関する情報に関するデータ
ベースの整備その他の必要な措置を講じることと
されておりまして、さらに、都道府県につきまし
ては、この特定免許失効者等になった者の情報を
このデータベースに迅速に記録するということに
なっているところでございまして、これは池田先
生御指摘のとおりでございます。
こうした法の趣旨を踏まえまして、特定免許状

失効者等に係る情報が、過去のものも含めてデー
タベースに正確に記録されるということは大変重
要でございまして、そのために、都道府県教育委
員会で必要な調査を行うということも含めまして、
都道府県教育委員会に対しまして必要な協力をし
っかり求めていくということを考えているところ
でございます。
また、データベースの構築につきましては、そ
のために必要な予算もかかってまいりますので、
所要の経費につきましては、来年度の概算要求を
行うことも検討していきたいと思っているところ
でございます。
本法のデータベースに係る規定の施行期日につ
きましては、公布の日から起算して二年を超えな
い範囲で政令で定める日とされているところでご
ざいまして、施行に向けまして、着実にデータベ
ースの構築に向けて取り組んでまいりたいと存じ
ます。
○池田（佳）委員 続いて、教員採用とデータベ
ースについての質問であります。
都道府県教育委員会や政令市教育委員会、私立
学校を運営する学校法人などが教員を任命したり
雇用したりするときには、児童生徒性暴力を行っ
て教員免許が失効した者が過って教員に任命され
たり雇用されたりすることがないように、本法第
七条第一項に基づいて、このデータベースを必ず
活用するよう文科省として徹底指導すべきだと思
いますが、御見解をお伺いいたします。
○義本政府参考人 お答えいたします。
本法第七条一項におきましては、教職員等を任
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命し、又は雇用するときのデータベースの活用が
義務づけられておりまして、文科省としましては、
この規定の趣旨を基本指針等において明らかにす
るなど、各教育委員会や学校法人等にしっかりと
周知し、このデータベースを使いまして必要な採
用あるいは雇用が適切に運用されるように徹底し
ていきたいと存じます。
○池田（佳）委員 次に、特に私立学校について
お尋ねをいたします。
この法律における学校には、当然、私立学校も
含まれます。私立学校においても、第十七条から
第二十条までの、児童生徒性暴力に対する措置や
調査、被害に遭った児童生徒の保護、支援に迅速
に当たらなければならないことは言うまでもあり
ません。
他方、学校法人と私立学校の教員は、労働法制
上の雇用関係にあるため、民法六百二十七条第一
項の規定により、雇用契約は、退職の申入れの日
から二週間を経過することによって終了すること
になります。逆に言えば、児童生徒性暴力を行っ
た教員が辞めたいと申し出てから二週間以内に懲
戒解雇処分を行わなければ、この教員の免許は取
り上げられないことになってしまいます。
文科省は、都道府県知事を通じ、学校法人に対
して、児童生徒性暴力があった場合には、迅速に
事実確認や調査を行い、雇用契約が終了し、退職
されてしまう前に懲戒解雇処分を行うよう強力に
指導し、間違っても児童生徒性暴力を行った教員
を野放しにしないように徹底指導すべきと考えま
すが、御見解を願います。

○森政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘のように、私立学校の教員が退職届
を提出いたしますと、民法の規定により、原則と
して、二週間を経過した時点で自動的に退職の効
力が生じると定められておりますけれども、新法
第七条第三項におきまして、私立学校の教員の雇
用者に関し、懲戒の実施その他の児童生徒性暴力
等の再発の防止のための必要な措置を講じる責務
が新たに規定されたことを受けまして、文部科学
省といたしましては、この法の周知を図り、懲戒
の実施など、その望ましい運用について徹底して
まいりたいと考えております。
さらに、二週間を経過して雇用契約関係が消滅
した教員に対しましても、新法第十八条において、
私立学校に関し、児童生徒性暴力等が行われた事
実の有無を確認し、犯罪があると認められたとき
には警察に通報しなければならないと新たに規定
されたところでございます。
そして、教育職員免許法第十一条第三項におき
まして、教育職員以外の免許状を有する者が、法
令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふ
さわしくない非行があり、その情状が重いと認め
られるときには、免許管理者は、その免許状を取
り上げることができ、この規定は、教育職員であ
った時期の非行について、退職し、教育職員でな
くなった後に適用することも可能とされているこ
となどから、文部科学省といたしましては、私立
学校や免許管理者に対して厳正な対応を求めてま
いります。
○池田（佳）委員 私立学校において文科省の指

導が徹底されず、わいせつ教員が野放しにされる
ようなことがあれば、それは私学部長の責任でも
あるということをあえて言明させていただきます。
さて、与党ワーキングチームで関係団体からヒ
アリングする中で、訴訟リスクという言葉を何度
かお聞きいたしました。児童生徒性暴力を行った
ことにより懲戒免職となり教員免許が失効した者
に対して、免許授与権者である都道府県教育委員
会が本法で付与された裁量権を行使して免許再交
付を拒否した場合に、わいせつ教員の側から再交
付拒否は不当だと提訴されるリスクがあるという
議論であります。
そこで、お尋ねいたします。
これまでは、児童生徒性暴力を行って免許が失
効した者であっても、三年後には自動的に再交付
される仕組みでありました。しかしながら、本法
の施行後に児童生徒性暴力を行ったわいせつ教員
には、三年後に自動的に再交付されるこの仕組み
はなくなります。都道府県教育委員会には、わい
せつ教員に対して教員免許を再交付しない権限が
与えられることになります。しかも、教員免許再
交付が適当だと挙証する責任は、免許が失効した
わいせつ教員の側にあります。再び免許を再交付
することが適当だと万人が納得する挙証を申請者
が行ったにもかかわらず都道府県教育委員会が恣
意的に再交付しなかったという、およそ想定しづ
らいケースを除いて、この意味での訴訟リスクは
常識的には考えられないと思います。
それよりも、申請者が十分な挙証を行わなかっ
たにもかかわらず免許を再交付してしまったため
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に、そのわいせつ教員が再び教壇に立ち、またも
や児童生徒性暴力を犯してしまった場合には、免
許授与権者として、都道府県教育委員会は損害賠
償の責任を負うことが十分に考えられ、恐れるべ
きは、むしろこちらの訴訟リスクではないかと思
いますが、御見解をお伺いいたします。
○義本政府参考人 お答えいたします。
本法では、児童生徒性暴力等を理由にして禁錮
以上の刑に処せられ、又は懲戒免職、解雇になっ
て免許状を失効した者に対する免許状の再授与に
当たりましては、都道府県教育委員会、免許状再
授与審査会の意見を聞いた上で、加害行為の重大
性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の
心情等に照らして総合的に判断することとなり、
その必要な資料につきましては、池田先生御指摘
のとおり、申請者側が提出する、必要だというふ
うに承知しているところでございます。
免許状の再授与につきましては、まず、このよ
うな観点からの判断が適切になされまして、本法
が、この条項自身が実効的かつ厳格に運用される
ことが何よりも非常に重要でございます。
そうした観点から、審査に関しまして全国で統
一的な運用がなされるように、明確で公正な審査
基準や適正な手続、さらには再授与審査会の在り
方等につきまして関係者とも相談しながら検討を
した上で、必要な省令あるいはガイドライン等に
ついてお示ししたいと考えているところでござい
ます。
○池田（佳）委員 最後に、萩生田大臣にお尋ね
いたします。

萩生田大臣は、昨年七月二十二日の私の本委員
会における質疑において、現在の仕組みでは、「
教員が懲戒免職処分を受けても、教育職員免許法
の規定によりまして、処分から三年を経過すると
再び免許状の授与を受けることが可能となってい
ますが、これを厳しい仕組みに変えていく必要が
あると認識をしております。」と御答弁をいただ
きました。
この法律は、この大臣答弁を踏まえ、与野党が
共同して驚異的なスピードで成立したものであり
ます。この法律を確実にワークさせ、子供たちが
わいせつ教員によって凌辱され、その尊厳を損な
われることが今後絶対ないようにする、そのため
に文科省一丸となって本気で取り組むことについ
ての萩生田大臣の御決意をお伺いしたいと思いま
す。
○萩生田国務大臣 子供を守り育てる立場にある
教員が子供にわいせつな行為を行うことは、断じ
てあってはならないことです。
文部科学省としても、この問題に対する実効的
な対応を検討、実行してきているところでありま
すが、この度、先ほど池田先生、冒頭、熱い思い、
振り返りながらお話しされましたけれども、全て
の会派の皆さんの御協力をいただいて、教育職員
等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
を成立をさせていただくことができました。
文部科学省における、例えば、四十年遡った、
採用権者が閲覧ができるシステムですとか、ある
いは懲戒免職の理由をわいせつということを明確
にすることなど、こういった実効的な対応とも相

まって、更に徹底した対応が可能となっていくも
のと受け止めています。
今後、文科省としては、本法の目的である児童
生徒等の権利利益を擁護することを第一として、
実効的な運用に向け、関係者とも相談しながら、
基本指針の策定を始めとして、教育職員等による
児童生徒性暴力等の防止等に関する総合的な施策、
先ほどお話がありましたように、例えば免許の再
授与の審査会、これは全国で、全ての都道府県に
つくるということが本当に可能なのか。例えば、
全国教育長連合会のようなところにあらかじめ同
じ審判を決めておいて、そこに都道府県の代表が
その度に一名ずつ加わって審査をするとか、そう
しますとストライクゾーンはぶれがないというこ
とになるんだと思いますので、こういった取組や、
それから、データベース、施行まで二年間ありま
すので、せっかくですからきちんとしたいいもの
をつくっていきたいなというふうに思っておりま
して、こういったこともしっかり考えていきたい。
私立学校にも触れていただきました。今、残念
ですけれども、自校の評判が落ちることを恐れて、
早めに自主退職をさせてしまって、なかったこと
にするかのような取組をしてきた学校があること
は否めません。
しかし、今回、こういう法律ができたことで、
仮にそんなことをして一時しのぎでそれを逃げた
としても、後ほどこんなことが分かれば、その学
校はもっと評判が悪くなる仕組みにしていかなき
ゃいけないと思っておりまして、こういったこと
も含めて、より実効性の上がる施策にしっかりブ

- 4 -

a

衆議院文部科学委員会議事速報（未定稿）
令和3年6月9日

ラッシュアップをしていきたいと思います。
皆さんの御努力に改めて感謝申し上げたいと思
います。
○池田（佳）委員 大臣の思い、ありがとうござ
いました。
冒頭申し上げましたとおり、私がわいせつ教員
根絶に的を絞って党内で教免法改正の議論を開始
したのは五年前、現在運用されている法担保のな
い脆弱な官報情報検索システムも、党内議論の中
で行った提言や私の強い要請で三年前に文科省に
やっとつくっていただいたものでありました。こ
の五年間、子供たちを守りたい一心で本当に悪戦
苦闘してまいりましたが、今やっとその重い扉が
開きました。感慨無量であります。
この法律に込められた国民の代表である全国会
議員の強い思いを文科省はしっかりと受け止めて
いただき、この法律の確実かつ的確な執行を強く
求めまして質問を終わりたいと思いますが、いま
一度、全会派共同提案、衆参全会一致で成立した
法律であるという重みを御理解していただき、本
気で取り組んでいただきますよう、わいせつ教員
からどうかどうか子供たちをお守りください。よ
ろしくお願い申し上げます。
誠にありがとうございました。
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