
 

 

 

 

D-TaC １年半の闘いの成果と今後の方針 

１．不当な処分を乗り越え、闘う態勢を確立 

   松田さんは、2015 年 3 月 12 日の卒業式に先だって「職務命令で『君が代』起立・斉唱を強

制するこの教育行政のあり方が教育破壊である、という私の指摘に対する見解表明がない。」と市

教委と校長に迫っていました。 

 しかし、市教委は何ら見解を示すことなく、不起立を理由に 5 月 13 日に処分を強行しました。 

こうした強権的な教育行政に危機感を共有する市民が集い、7 月 13 日に D-TaC（Democracy 

for Teachers and Children ～「君が代」処分撤回！松田さんとともに～）の結成集会を開催し

闘う態勢を確立しました。 

 

２． 市教委との市民協議で大きな成果 

   2015 年 9 月 11 日と翌年の 2 月 12 日、 

３月３日に市教委との市民団体協議を実現させ、 

以下の市教委見解（2016.4.4）を勝ち取りました。 

 

 

 

 

  

 

 

上記の見解を各学校の教育実践に反映させるため、市教委と折衝・交渉を粘り強く続け、各中学校

への訪問で、管理職の先生方にこの市教委見解を周知する活動を行ってきました。 

また本年 3 月 9 日には、1 月 20 日に提出した「『君が代』指導についての質問」を踏まえ、

市民団体協議を実現させました。音声のライブ発信がユーチューブにアップされ、国際的な反響も

呼び起こしています。（この通信 ４ぺージ「嬉しい後日談～フランスから～」にて詳細 報告） 
  

３．  教職員分限懲戒部会を追い詰める 

 処分撤回の闘いも力強く押し進められています。教職員分限懲戒部会宛の 2016 年 10 月 21

日付「大阪市政に責任を持って、市民に説明してください。（質問書）」に対し、分限懲戒部会は

回答不能の状態になり、私たちが処分の不当性を明らかにし、追い込んでいます。 

  

「国歌の指導は、学習指導要領に則って取り組む教育上の課題の一つです。 

これに関して、教育活動の一部または全部に参加できない意志を示す児童・生徒

がいた場合、その思いを尊重するとともに、指導にあたっては、児童・生徒の実

態をふまえながら、参加のあり方について、気持ちに寄り添った丁寧な対応を心

がけることが大切であると考えています。」 

Democracy for Teachers and Children 

～「君が代」処分撤回！松田さんとともに～ 
  
           連絡先：dtac@aol.jp 
 

 

市教委との 

市民団体協

議、発言する

松田さん

（2017.3.9） 

 

―１― 

 

２０１７.５.２１発行 



経過を詳しく述べると、10 月 21 日付質問書に対し、11 月 8 日に「大阪市職員基本条例第６

４条第７項で、人事監察委員は『職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。』と規定されてお

り、お答えできません。」との回答が来ました。 

   これに対し、12 月 2 日に「本件の処分の是非そのものの論議内容は当該対象者の個人情報保護

等の関係で『漏らしてはならない』『秘密』ですが、『上申書』に書かれた内容自体は大阪市教委

の全学校の全生徒・児童への教育施策として、市民に説明責任がある内容なので、みなさんが『職

務上知り得た』ことですが、『秘密』扱いにすべきではありません。」と指摘し、議事録の公開を

求めました。翌年 1 月 13 日に教育委員会事務局から「議事録は作成していません」との回答があ

りました。 

 改めて 2 月 11 日付で以下の要旨の手紙を教職員分限懲戒部会の各委員に直送しましたが、４月

末の時点でも返答無しです。 

  「今回の 1/13 付の市教委回答が『会議録を作成した方がいいので今後は作成する。』と言う以

上、『職務上知り得た』ことでも、その全てを『秘密』扱いにするのは間違いだ、ということにな

ります。小山部会長の責任で、松田さんの『上申書』等の内容がどういう理由で『懲戒処分の判断

には影響しない』と判断したのか、改めて文書での説明回答か、または私たちと面談しての市民説

明をされることを要請し、申し入れます。」 

  教職員分限懲戒部会は完全に回答不能に陥っています。今後も徹底して追求していきます。 
  

４．  職務命令取り消しの要求を 

松田さんは、君が代起立斉唱の職務命令自体が不当であると、強力に市教委に迫っています。松

田さんが 2016 年 2 月 22 日に「大阪市職員基本条例第 43 条第 2 項第 3 項に基づく職務命令取

り消しの申出」を文書で行いましたが、「取り消さない」との回答が口頭であっただけでした。 

松田さんの申出には詳しい説明付きで職務命令が不当な理由を 3 つあげています。 

  (1)  「保身を奨励し、私の人格を破壊するものであること」 

  (2)  「『命令（指示）されているから』だけが横行する教育の荒廃につながること」 

  (3)  「必要な知識を与えない『調教教育』と一体、生徒の権利侵害につながること」 

  申出は「以上、3 点にわたって、「君が代」起立・斉唱職務命令が     

不当であると考える理由を記しました。この申し立て内容をきちんと 

受け止めていただいて、職務命令を取り消していただきますよう要請 

します。結果の通知に当たっては、私の申し立て内容に対する判断の 

根拠・内容についてきちんと説明していただくよう重ねて要請いたし 

ます。」と結ばれています。  D-TaC としても、松田さんの申出に 

正面から答えさせる闘いを強力に推進することが求められています。 
  

５．  D-TaC ３年目の闘いへ 

D-TaC は結成以来、3 週に 1 回のミーティングで行動方針などを論議し、市教委との折衝・交

渉を重ね、週に１～２校の中学生向けのチラシ配付活動などを続けて来ました。 

  2015 年 7 月 13 日の結成集会に続いて、2016 年 7 月 13 日のステップ集会、12 月 23 日

には大阪市立の全中学校 129 校に勤務する 4,000 人の教職員に呼びかけて学習交流のつどいを

成功させました。本年度も 7 月 13 日（木）〈＠エルおおさか〉に年次総会を予定しています。 

   厳しい状況を乗り越え、D-TaC の闘いは松田さんの取り組みを軸に確実に前進しています。 

今後とも一層のご支援よろしくお願いいたします。 

 

昨年のステップ集会 2016.7.13 
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Ｄ－ＴａＣと「日の丸・君が代」強制反対大阪ネットは、今年も３月９日、大阪市教委と

「君が代」指導のあり方にかかわる「市民団体協議」を持ちました。急な呼びかけにも関わら

ず、１５人の方に参加いただきました。市教委の方は、この問題の担当の指導部中学校教育担

当・Ｎ主任指導主事でした。卒業式を前にして、「君が代」指導を少しでも人権が尊重される

ものに変革するために開催したものです。この報告が、今後の「君が代」指導に活かされるこ

とを希望します。 
 
 

＜3.9「協議」に至る経過＞ 
 

私たちは、本年１月２０日付で「『君が代』指導についての質問」を大阪市教委に提出し、３

月６日付で「回答」を受け取りました。（大阪市教委ホームページに掲載）

http://www.city.osaka.lg.jp/templates/dantaikyogi/kyoiku/0000393055.html 
 

さらに私たちは、３月８日、「３月９日『協議』に向けた質問」を 

提出し、その質問への回答から「協議」を始めました。 
 
 

＜「協議」の焦点と確認事項＞ 
 

私たちは、「回答」に「教育委員会といたしましては、歌詞の意味を示す立場にありませ

ん」という表現があることに対し、３月８日付「質問」で、１９９９年９月１７日付文科省初

等中等教育局長通知を根拠に、学校に対して歌詞の意味を明示する責任を指摘していました。

「協議」の中で、市教委担当者は、１９９９年文科省通知は今も生きて、国旗国歌法制定時の

政府の「君が代」の歌詞の解釈をもとにした指導の責任があること、その際、政府による現在

の「君が代」の歌詞解釈に留まらず、戦前、国歌として扱われた「君が代」の歌詞の意味、扱

われ方についての歴史的事実を伝える必要があることを認識しているとのことでした。「君が

代」斉唱が「思想・良心の自由」にかかわる問題になる根拠としての歴史的事実＝「かつて

『君が代』が、神聖にして侵すべからざる存在＝現人神である天皇の治世の永遠を願う歌とし

て臣民・少国民に斉唱させ、天皇のために命を捨てさせる教育の重要な要素であったという歴

史的事実」について、「認識している」との表明もありました。 

 

 

児童・生徒の多くが『君が代』の意味を知らないまま歌ってい

る」という私たちの指摘については、市教委として実態をつか 

んでいないということでしたが、もしそういう実態がある 

ならば是正されなければならないという認識が表明されました。 
 

 

 

「君が代」指導について 

国旗国歌法制定時の政府解釈とともに、戦前の歴史

的事実についても「歌詞や扱いの変遷を丁寧に説明

する必要がある」        （市教委） 
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市教委は、「君が代」斉唱が嫌だと意思表示する児童・生徒に対しては、その気持ちに寄り

添って対応することを明らかにしていますが、私たちは、斉唱を呼びかける際にも、最終的に

どんな態度をとるかは、自分たち一人ひとりの問題であると伝えてほしいと要請しました。そ

れについては、検討課題であり、どんな指導内容にするかも市教委としては今後の検討課題と

いうことですが、私たちが提起した児童・生徒に最低限伝えるべき事項については、内容的に

は市教委はほとんど認めたと思います。 

 

児童・生徒に何も説明しないまま「しっかり歌え」と強制することは、「調教教育」であ

り、「森友学園・瑞穂の國記念小學院」への道です。 

すぐにでも是正されなければなりません。               【 松田 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／９からしばらく経った日の夕方、「こちらは今、朝で

す。」と、フランス在住の日本出身の４０代女性から、Ｄ-Ｔa

Ｃ連絡先で公表している私の携帯に電話があり、１０分ほど

話しました。 

 

「３/９大阪市教委との市民団体協議の２時間音録を全部、ユーチューブで聞き

ました。参加者はみなさん大人の市民だと思うが、その後ろにいる子どもの立場

に立って、具体的なことを詰めておられるのに感動しました。ひと言お礼を伝え

たくて、「Ｄ-ＴaＣ」のＨＰを見て、この電話にかけています」とのこと。 

（３／９当日参加した「たぬきごぜん」さんが、市教委の了解の上、ライブ音声

放送で発信してくれて、それをユーチューブに載せたものです。） 

 

「富山出身で、小学校からずっと、直立不動の「君が代」斉唱含めて、徹底した

管理教育だったが、ずっと「それが普通」と思って疑問もないまま育った。 

フランスに移住して、子どもはいないが、国歌斉唱などありえない、子どもを

尊重するこちらの学校教育を知って、日本に住んでいた時の自分の異常さに初

めて気づいた。みなさんの活動、ほんとにありがとうございます。」との話でし

た。 

 

あと話題が広がって、 

「今、安倍首相がフランスに来ているが、こちらのマスコミは、沖縄の山城博治

さんの長期の逮捕も、教育勅語教育の森友学園問題も、大きな関心を持ってい

る。訪欧直前に山城さんを釈放したのは、「もう釈放しましたよ。」とマスコミの

追及から逃げるためだと思う。」などの意見もありました。 

 

ナルホド、世界に発信することも大事だと、改めて思いました。 

                        【 笠松 】 

嬉しい後日談 

～フランスから～ 
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2016 年 12 月 23 日夜、「Ｄ－ＴａＣ～『君が代』処分撤回！松田さんとともに～」が主催して、

「戦時中の教育の誤りを繰り返すな！12.23 学習交流のつどい」を開催しました。事前に、大阪市の

中学校教職員の皆さんには、個人あての封筒で案内ビラと手紙を届け、小学校の方は、学校長と人権教

育担当者のみなさんに案内ビラと手紙を送付して職場の皆さんへの紹介をお願いしました。 

当日は、会場満杯の 65 人の方に参加していただきました。 

 

つどいでは、最初に、Ｄ－ＴａＣの活動報告を行いました。大阪市

内 130 中学校のうち、約 30 校の生徒に「『君が代』の意味知って

る？」ビラをまいたこと、「君が代」を歌いたくないという生徒がい

れば、参加のしかたについて気持ちに寄り添ったていねいな対応を

すると大阪市教委に見解を表明させたことなどです。 

その後、元高校教員・元大学教員で、「日の丸・君が代」強制反対

大阪ネット代表でもある黒田伊彦さんから、敗戦時国民学校 4 年生

だった自分の学校教育での体験を語ってもらいました。「権力に対す

る人間の闘いとは、忘却に対する記憶の闘い」ということばで講演

を始められた黒田さんは、具体的事実をつうじて、天皇のために命を

捨てる戦時中の教育＝国民学校の「皇国の道に則った教育」がど 

んなものだったかを語ってくださいました。 

四大節（元旦、紀元節、天長節、明治節）の「君が代」斉唱・教育勅語拝読を中心とする学校儀式、朝、

第１鈴で直立不動、「君が代」演奏の放送を聞き、第２鈴で教室へ向かうなどの学校の日常生活、天皇を

現御神（現人神）と書いた教科書、漫画物語「冒険ダン吉」など侵略戦争を鼓舞する、子どもを取り巻く

文化などです。敗戦後の「墨ぬり」の様子や気持ちについても話してもらいました。 

（黒田さんのお話については、もう少し詳しい内容をＤ－ＴａＣホームページに載せています。） 

 

休憩の後、松田さんから、今の気持ちと努力していることについて、以下のような話がありました。 

「学校現場は、1 枚のビラを見ただけでこのつどいに参加してくれるような状況にはありません。10 年

ほど、『君が代』起立・斉唱について議論にもならず、強制の現実が当たり前になっている職場がほとん

どだからです。『君が代』にかかわる事実を生徒に伝えること、『君が代』に対

する態度はそれぞれが考え判断することという立場で生徒に接することが、戦

争教育への抵抗する道だということを、粘り強く提起していきたいと思いま

す。」 

天皇のために命を捨てる教育 

＝戦争中の教育の誤りを繰り返させない！ 
 

 

体験された戦時中の教育に

ついて語る黒田伊彦（よしひ

ろ）さん(2016.12.23) 
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今、森友学園疑惑で、教育勅語に基づく神道小学校の設立を、

安倍自公政権・松井維新府政が支援していた実態が明らかにな

ってきています。日本が行った侵略戦争と当時の社会、戦争を支

えた教育の現実を知る努力が問われています。森友学園への道

＝「日の丸・君が代」強制をストップさせる取り組みを広げまし

ょう。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

二 サイケイレイ 

 

テンチョウセツ デス。 

ミンナ ギャウギヨク ナラビマシタ。 

シキガ ハジマリマシタ。 

テンノウヘイカ クヮウゴウヘイカノ オシャシンニ ムカッテ、 

サイケイレイヲ シマシタ。 

「君ガ代」ヲ ウタイマシタ。 

カウチャウ先生ガ、 

チョクゴヲ オヨミニナリマシタ。 

私タチハ、ホンタウニ アリガタイト 思ヒマシタ。 

 

「国民科修身教科書 ヨイコドモ 下」より 

 

君が代は ちよにやちよに さざれ石の いはほとなりて こけのむすまで 

 

 この歌は、「天皇陛下のお治めになる御代は、千年も萬年もつづいて、おさかえにな

りますやうに。」という意味で、國民が、心からおいはひ申しあげる歌であります。 

 「君が代」の歌は、昔から、私たちの先祖が、皇室のみさかえをおいのりして、歌ひ

つづけて来たもので、世々の國民のまごころのとけこんだ歌であります。 

 祝日や、おめでたい儀式には、私たちは、この歌を聲高く歌ひます。しせいをきちん

と正しくして、おごそかに歌ふと、身も心も、ひきしまるやうな氣持ちになります。 

 戦地で、兵隊さんたちが、はるかに日本へ向かって、聲をそろへて、「君が代」を歌

ふ時には、思はず、涙が日にやけたほほをぬらすといふことです。 

 また、外國で、「君が代」の歌が奏されることがあります。その時ぐらゐ日本人が、

日本國民としてのほこりと、かぎりない喜びとを感じることはないといひます。 

「初等科修身 二」より 

現場からの地道な取り組みを、と 

訴える松田さん（2016.12.23） 

黒
田
さ
ん
の
お
話
に
熱
心

に
聞
き
入
る
参
加
者 

【参考】 「教育勅語」と 
「君が代」  

～戦時中の教育～ 
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学習交流のつどい（2016.12.23） 



「育鵬社」中学校歴史教科書（日本教育再生機構が採択運動）より 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ｄ－ＴａＣでは２０１５年１１月１６日の中学校を皮切りに始めた、中学校生徒への「『君が代』の

意味知ってる？」ビラ配付活動を継続してきており、現在までに約５０校配付してきています。 
  

この間の特徴的な事例を紹介します。 

生野区のＯ○中学校。腕白ふうの男５～６人組。渡しながら「君って誰のことか知ってるかな？」と

話しかけると、一番体格の良い、話をリードしていた生徒が、大声で「オレ！」。「違うねん」と他の生

徒たちに振っても、みんな「知らん」「分からん」。すると初めの生徒が再び大声で、「知ってるで！天

皇やろ」。「その通りや。わかってる子は少ないけど、よく知ってるなあ」と言うと、「オレはオッチャ

ンに賛成や、がんばってや」と返ってきた。中学校ビラ配付もそろそろ１年近いけど、生徒に激励され

たのは初めてです。話の中で確か「アンニョン」というひと言が出たので、在日の生徒かも。 

同じく生野区の△△中学校。歩きながら読み始めた男子に「君が代の君が天皇だって知ってる？」と

声をかけると、「知らない。」「そのことを書いてるから読んでな。」と言うと、「そうか。意味知らんで

歌ってたんか。」と、素直な反応が返ってきました。別の生徒から、「おっちゃん、それ全部配らんと帰

えられへんのか？ほんなら、親父とお袋と、じいちゃんとばあちゃんの分も持って帰ったるわ！」。嬉

しくさせてくれるやさしい言葉が聞けました。 
 

この中学校ビラ配付活動では、同時に管理職への申し入れも行っています。申し入れ内容は、大阪弁

護士会の「君が代」条例見直しを求める要望書や市教委との交渉で確認してきた「生徒の気持ちに寄り

添った丁寧な指導」について、文書を添えて知らせるというものです。 

管理職の対応は、快く校長室に招き入れてしっかり話を聞いてくれる校長から、あからさまに会うこ

とも要請書を受け取ることも拒否し「警察を呼ぶ」とまで言う管理職もいます。しかし、維新支配下で

進む大阪市の教育困難に、疑問や批判を持っている管理職が少なからずいることは実感できます。 
 

このような生徒へのビラ配付活動は、すごく地味でなかなか成果が見えにくいですが、前記のように

しばしば生徒たちの素朴な表情に希望を見ることができますし、何より、学校の中で、ほんとのことが

見えづらくなっている現状では、外から投げ入れていくしかありません。 

これからも、全市立中学校での配付を目指して活動を続けていきます。みなさんのご協力をぜひ、お

願いします。 

「育鵬社」の

教科書で、今

の生徒たちに

教えられる

「教育勅語」 

中学校生徒への「君が代」ビラ配付活動 報告（続） 

―７― 

教育勅語の発布 

 急激な欧米文化の流入にともない、教育界では日本の伝統的な考え方

を軽視する動きも生まれ、教育現場に混乱が生じていました。これに危

機感をもった地方長官らの提案をもとに、1890 年（明治 23 年）、明治天

皇によって教育の指針を示した教育勅語（教育ニ関スル勅語）が出され

ました。 

 教育勅語は、親への孝行や友人どうしの信義、法を重んじることの大

切さなどを説きました。 

また、国民の務めとして、それぞれの立場で国や社会のためにつくすべ

きことなどを示し、その後の国民道徳の基盤となりました。 



 

。 

 

 
  

 
牛になる事はどうしても必要です。 

吾々はとかく馬になりたがるが、牛には中々なり切れないです。〔・・・〕 
 あせつては不可（いけま）せん。頭を悪くしては不可ません。 
根気づくでお出でなさい。世の中は根気の前に頭を下げる事を知つてゐますが、火花の前には一瞬

の記憶しか與（あた）へて呉れません。 
うんうん死ぬ迄押すのです。それ丈です。決して相手を拵（こし）らへてそれを押しちや不可せん。

相手はいくらでも後から後からと出て來ます。さうして吾々を惱ませます。牛は超然として押して

行くのです。何を押すかと聞くなら申します。人間を押すのです。 
 

 はじめまして前田と申します。私の中学生時代は校内暴力がようやく落ち着きを見せ始めた頃、それ

でも校内の荒れ様は「学びの場」からは程遠く、イジメ、暴力、喫煙、授業崩壊が蔓延。私たち普通の

生徒はそれらの生徒に対し、見て見ぬ振りか、ヘラヘラ作り笑いでその場をやり過ごすしかできません

でした。 

 最近、職場で「安倍政権の軍備拡大についてどう思う？」と質問する。そして返ってくる返事は大

概、私を脱力させる。「政府とマスコミ、どちらが正しいかなんて判らない。」とか「主婦業が忙しくて

政治のこと全然分からない。習い事もあるし。」、「右とか左とか囚われ過ぎたらアカン、バランスとれ

た考えをせなアカン。」（むこうが勝手に右へ右へと移っているのだが）、「戦争で負けたら、それこそ日

本が大変なことになる。」など、差こそあれ大体は安倍政権容認の様子。私の考えに共感してくれるの

はただ一人。戦争なら、敵国の人間なら殺してもべつに構わないのか？祖父母の世代から「戦争なん

て、するもんじゃない」と聞いたことがないのか？そうならぬよう、努力はしないのか？ 

 最近のこの『戦争？しゃあないんちゃうの。』といった空気は一体なんなんでしょうか？歴史が本来

の流れから離れてゆくのを感じる。近未来に対し、殺伐とした中学時代の息苦しさがリアルに思い返さ

れる。 

『引き寄せの法則』によると悪い想像は良くないのだが・・・ 

 しかし希望はある。あちら側の理論は全てにおいてことごとく破綻していること。元々が反知性主

義、自分たちの感情に合わせた都合のいい理屈だけを張り合わせているのだから、つじつまが合わな

い。それでも欲望が尽きないのだろう、だから恫喝し、秘密保護法や共謀罪で反対意見を封殺しようす

る、そしてそれしか彼らには手立てがない。彼らは自省を知らない、恥を知らない。（笑えるほどに）

それはそこまで日本が劣化しているという意味でもある。 

今、私はただ黙々と運動を押し続ける「牛」を目指しています。  【 前田 】 

 

  【D-TaC からのご案内】 

＊2017 年７月１３日（木）D-TaC 総会（３回目） 18:45～20:45 

             ＠エルおおさか 本館（６０６）   

＊定例ミーティング（３週に１度）や、中学校ビラまき活動に、積極的にご参加ください。 

＊D-TaC からの「活動報告＆案内メール」にご登録ください。 

案内メールを送らせていただきます。（お問合せは E メール：dtac@aol.jp） 

―８― 

安保法案反対運動のころ出会ったメッセージ

があります。夏目漱石が芥川龍之介と久米正

雄に宛てた書簡の一部です 
 

 


