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小池知事の実態
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子どものための会議開催を
サボタージュ

！

も家庭内暴力も急増している深刻な状況ですが、小池知
事が招集する「総合教育会議」 が、なんと今年度一度
質問
作成
中

常々「チルドレンファースト」を高らかに掲げている小

作画 by
上田令子

池知事なのになぜ開催しなかったのか、理由を東京の子
どもたちにわかるように小池知事自身に説明を本質問・
再質問で求めても、教育長に「必要に応じて開催する」
と答弁させ、不開催理由を述べなかったことは、
「東京都

どいケースも当然そうすべきと、上田は考えるものです。
このような愚かな「指導」を繰り返させないためにも、

知事」として法の精神と子ども達への関心・人権擁護意識

生徒の心身の健康や命を奪った教員へ、
「大阪市のように

に著しく欠けた蛮行といって過言ではありません。なぜな

損害賠償を本人負担させるべきではないか」と求償権※2

らば、地方教育行政法１条の４の３項には「総合教育会

のある知事に尋ねたものの、教育長に「個別の事案ごと

議は、
地方公共団体の長が招集する。
」と明記されており、

に検討する必要がある。
」と答えさせ、この質問からも逃

法律を無視したということになるからです。

げたのです！

実際に、神奈川県知事や文京区長などは「公 教育の

都立高校という青春を謳歌すべき場所で、教師の誤っ

コロナ対策をどうするか」を検討するために学校現場の

た指導によって重篤な障がいを負わせた事実があるわけ

児童・生徒を守ることに特化して開催していました。です

ですから、最高責任者東京都知事として、深い反省をもっ

ので、コロナ対策で忙しいということは全く理由になりま

て真摯に答弁すべきではなかったでしょうか？ 登壇する

せん。同法では「児童、生徒等の生命又は身体に現に被

都議会議員の一般質問だけではなく、私の質疑の背後に

害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込

いる、これまで “ 学校人災 ” 被害に遭ってきたおびただし

まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置」とも定めて

い子ども達のために。

いることから、
どう考えても今こそ
「必要に応じて開催する」
時ではないでしょうか。
気づかれないと思って開催をサボっている事実を突か
れて、答えに窮し教育長に答弁を押し付ける姿に、子ど
もに実は全く関心のない小池知事の正体見たり！です。

小 池知事は今後も度々“ チルドレンファースト ”を

口にすることでしょう。その度に都民の皆様は、
無下にされた子ども達を思い出して下さい。

社会問題に発展した２０１２年大阪市立桜宮高校バスケ

うえだれいこプロフィール

教員へ損害賠償の半額を負担させる請求をしました。あっ

台東区立黒門小、文京区立第六中、都立三田高、白百合女子大学
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過去最大予算 !? 編成

令和４年度予算は、前年度対比５.１％増の１５兆３,９７９億円、一般会計歳出総額７兆

８,０１０億円とまたしても過去最大の大型予算となりました。
せっかく税収が、約５,９００億円増加し、５兆６,３０８億円と令和元年度に次ぐ３年ぶ
りに１１.６％プラスとなったわけですから、
ＤＸ推進、国際金融都市、サステナブルリカ
バリー…聞こえがいいものの効果不明の新規事業（５６８件／合計１,９２３億円／これも
過去最多

）を次々開始するよりも、福祉・教育など現状施策の都民益に適う運用を

徹底し、
コロナ禍が益々深刻化し経営難や生活困窮に苦しむ都民の命、心身と経済の
▲2022年2月25日 第1回定例会一般質問
財政から、教育、環境、不正癒着問題と全方位で
臨みました。

健康に振り向けるべきとし、反対を表明しております。課題山積の小池都政に疑義を
呈し、令和４年２月２５日第１回定例会で一般質問を行いましたのでご報告いたします。

■繰り返される“学校人災”の撲滅を！

トンデモ教員をゆるさない。
1 危険な飛び込み指導で重度障がい

質疑応答要約

都立墨田工業高校で２０１６年７月、水泳授業で水位が満た

突 如 体 育 教 師 の思い

な飛び込みを強要し、高校３年生だった内川起龍さんに重い

つきで水泳授業ができ

障がいが残るケガを負わせたとして、業務上過失傷害罪に問

るのか、管理と管理職
の責任を問う。

１００万円の判決を言い渡しました。当初の略式起訴を簡裁が

A 学習活動に応じた
水位で指導することを

「不相当 」とし、公開法廷で審理される異例の展開となりまし
た。裁判官は「被害者が四肢を自由に動かせなくなった結果

周知。校長の権限と責

は重大だ」
と述べ、教員が指導権限を濫用し若者の将来も夢も

任において教育活動を

健康も奪ったことへ司直の手が下ったことになりますが、失

行う。

職する禁錮刑以上の判決を求めていたお母様は「判決には納
得できず、息子も私も家族も次の一歩が進めません」と怒り
のコメントをされています。
私は事故直後の一般質問以来、この「学校人災」を質し続け、
当日は突如水泳授業となり、水着を持参していない生徒は見
学となっていた事実を突き止めたのです。

▲事故直後の内川さん

Q 水 位 が 低くて も、

ないプールにデッキブラシを持ち出し、飛び越えさせる危険

われた教諭に対し、東京地裁は昨年１１月２２日、求刑通り罰金

部員体罰自殺事件をうけ、当時橋下徹大阪市長は、体罰
てはならない墨田工業高校プール事故というあまりにひ

ムダ抑制すべき時に

CASE

※１ 教育、学術文化に関する総合的な大綱や、児童、生徒等の
生命・身体に被害が生じ得る緊急時に対策を、首長と教育
委員会が話し合う場。首長が招集する。
※２ 職員の不法行為による損害賠償を首長が職員から取り戻す
仕組み。

生徒に障がいを負わせた
知事責任からも逃避
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も開かれていないのです！

上田令子
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〜ズルいことは、
ゆるさない。常時改革実現中！〜

ウソこけ

コロナ禍の子ども達は、閉塞感に見舞われ自殺も虐待

● 東 京 都 議 会 議 員 ３期目 自 由を守る会
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▲内川さん近影
（写真はいずれもご本人提供）

oice

総括 浅いプールの確認を怠った学校管理者に責任がある

ことが明らかになりました。揺るがぬ事実を突きつけ
ることで、東京都教育委員会に猛省を促すことができました。
引き続き、被害に遭われた皆様に寄り添ってまいります。

■小池都政の虚飾を突く！

■繰り返される“学校人災”の撲滅を！ 〜トンデモ教員をゆるさない。〜

2 後を絶たぬわいせつリピーター教員は一発免職へ！

CASE

Q わいせつ・性暴力行為の後も懲戒免職にならず、今も教壇に
立つ教員は現在何名おり、監視などの行動把握をしているのか？

本年２月、過去にもわいせつ行為で停職処分を受けて
いた江東区立小学校教諭が、女子児童が着替える画像を

A 不適切な事案で処分された教員のうち在職中の者は５名。

所持し、警視庁に逮捕されました。わいせつ事案の一番

改善の状況を把握し、必要に応じ指導。

の問題は顕在化しないことです。逮捕・起訴でもされな
いかぎり教員の氏名が公表されるのはまれで、これでは
再発の抑止になるわけがありません。英米では一発アウ

質疑応答要約

Re i k
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ト、クビです。なぜ放置してきたのか、教員の身分保障
より子どもの人権擁護が先！

総括 わいせつリピーター教員が後を絶たない中、５名もの在職者

がいることに驚愕しました。先陣を切って、一度でもわいせつ
行為が判明したら自動的に懲戒免職とすることを強く求めております！

1

現在の都のコロナ対策の原資は国からもらっているというの
に、コロナ対策につき政府の出方を待つと言ったり、遅いと批
判したり、東京都の主体性が全く見えません。目立つ節目では
突如奇をてらった発言をし、自身の都合が悪くなると政府に責任

2 そこにトモダチ発注はないか？

CASE

価格上昇を懸念し見送られたなか、都内の新築一戸建てを小

贈収賄や談合、業界へのバラマキという金権政治の癒着の

そろわず小池知事が先走って政府に掛け合ったこ
とにつき神奈川県知事に強く批判もされてきまし

トンデモ都議の
2
“ 製造者責任 ”を撃つ

役所庁舎といったいわゆる「目に見えるハコモノ」が問題視さ
れてきました。その反省をふまえ、工事案件の入札制度改革
が亀の歩みで進んでまいりました。一方、平成後半から令和に
かけてはシステムという「目に見えないハコモノ」の問題が急
浮上しており、知事がYahoo!社長を勤めた宮坂学氏を副知事
に“ 大抜擢 ”した時から上田は監視をしておりました。新型コ
ロナウイルス感染症対策サイトはコード・フォージャパン、情報
漏洩・システムエラーが昨年ＧＷ前に発生し、医療従事者に
多大なる迷惑をかけた医療者向けワクチン予約サイトはデジ
タルガレージ、博報堂が受けトラブル続発した時短協力金申請
業務は、随意契約でトランスコスモスが急遽受注しています。

け付け、顧問を務める都民ファーストの会
は公認を出し、本人は免停・無免許運転・
当て逃げ事故を起こしておきながら有権者
に黙って出馬し当選してしまいました。３か
月以内に辞職すれば次点候補は繰り上げ
当選となり、私の隣は空席になることもな
く、板橋区民の利益も守れたはずです。
質疑応答要約

Q 公認を出し重用した政治家の責
任としてなぜ３か月を過ぎる前に行

質疑応答要約

A 本件が明らかになって以降、自ら

何件受注しているのか？情報漏洩・エラー続出の厳しい

係はない。トランス・コスモス７件、
デジタルガレージ２件、
合計９件。不具合は契約に基づき適切に対応。

住宅購入者の一時的な負担となるものの、電気代削減や
ice

総括 やっぱり新住宅購入者が当初負担するわけで、途

中で破損したらどーすんの？パネル設置は強制で
はなく断れますので皆様、是非覚えておいてください！

促してきた。

A （宮坂副知事は一切答弁せず、局長答弁に）利害関

A 住宅購入者が設置の有無を選択できる仕組みを提案。
売電収入が得られ、初期費用等が賄えると想定。

律することが重要だと具体の行動を

ペナルティを課すべし。

一生分の必要経費がい
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総括 この疑念は宮坂副知事ご自身に向けられるわけで

すから、議会に対して説明責任を果たすべきなの
に、本会議一般質問に一切答えない年収1,800万円の副
知事など聞いたことはありません。よほど痛いところを突い
たと見えます。引き続き追及してまいります。

総括 パフォーマンスに振り回され

CASE

3

結局出てこない最新の卒業証明書

小池知事は、他国の大使館が卒業を認めるという異例な学歴問題を放置したまま、
２期目の都知事選を切り抜けてしまいました。そもそも学歴というのは他国に立証し
てもらうものではなく自身あるいは大学が証明するものです。

質疑応答要約

Q カイロ大学は卒業を認めているのか？今現在の卒業証明書は有しているのか？
A カイロ大学は卒業を認め卒業証明書（上田注：卒業時の古いもので最近再度
取り寄せたものではない）についても、すでに公にしている。
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総括 結局最新の卒業証明書は出てこず。以前、疑義を晴らすためアラビア語

文語体での答弁を求めたところ
「フスファ
（文語・カイロ大卒業に必須）
で話しても誰もわからない」と逃げたので、再質問で、アンミーヤ
（口語）で説明の
上日本語で答えよと求めましたが、知事は応じませんでした。
ＩＯＣ委では、札幌
での五輪マラソン開催を不服とし通訳がいるのに突如英語で話し始めたこともあ
る知事。議場こそ最高の
「小池劇場」です。本当にアラビア語が堪能であれば、披
露する性分にお見受けするので、不可思議に思うのは私だけではないと思います。

動を起こさなかったのか？

Q 宮坂学副知事と利害関係があるの？この３社は他に

質疑応答要約

Re

げて昨年７月の都議会議員選挙の応援に駆

など深い関係性があったことに気づいたのです。

侵害で憲法２９条違反です！

Vo
iko’s

が下りました。知事は長期の静養を切り上

奇遇なことに、どの企業も宮坂副知事の Yahoo! 時代に提携

い物であり、強制設置は選択の自由を奪うばかりか財産権の

Q 都民に拒否権はないのか？
くらかかるの？

２月１５日木下富美子元都議へ有罪判決

oice

◀2022年1月28日 全国知事会の様子（都HPより）
上田監視が功を奏したか最近は出席。

たことから、その言動を厳に戒めました。
CASE
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都の職員は疲弊し、都民が不
利益を被るというコロナ禍以降の負の
スパイラルを食い止めております。

会を度々欠席していることを島根県知事に指摘さ

温床として、昭和から平成までは公共事業、道路、新幹線、

かなりの管理コスト負担となります。住宅は一生に一度の買

Re i k

れたり、神奈川・埼玉・千葉県知事らと足並みが

元 Yahoo! 社長副知事に質すもノーアンサー

太陽光パネル設置義務化について、国も検討したものの、

東京の街並みを観光資源とするインバウンド施策に反する

A 水際対策や医療提供体制確保への適切な対応などを国
へ要望。全国知事会や近隣三県とも連携して取組を展開。

コロナ禍が始まって以来、小池知事が全国自治
◀TOKYO Data Highway
基本戦略発表時の
知事と副知事（都HPより）

質疑応答要約

Q ３回目ワクチン接種はいつ政府に求め、政府や近隣自
治体との連携は改善しているのか？

民の命も健康も財産も守ることはできません。

CASE

景観環境破壊も危惧されます。また、パネルの寿命は２５年で

ご都合主義の政府批判パフォーマンスにクギを刺す！

転嫁する「攻めと守り」のパフォーマンスでごまかしていては都

不正癒着をゆるさない。

池知事は推進しています。

CASE
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■こんなものいらない？！

1 新築住宅太陽光パネル義務化を疑う

パフォーマンス、免停・無免
無免許・当て逃げ都議、
学歴問題に物申す！
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総括 昨年１１月１１日、２度目の長期
静養から戻るやいなや、知事は
電撃的な木下氏の「辞職宣言」を促す「小
池劇場」
。これで許されてはなるまじと自
由を守る会は急ぎ、給与・賞与の支払い
停止を求める監査請求を行い、同氏は
即日全額寄付を表明しました。劇場に
惑わされず都民益を守ってまいります。

速報!!

チャッカリTVCM出演再開していた小池知事

令和２年度１２億円も費やしたＣＭ等広告費に批
判が集まり昨年４月から中止になっていた知事ス
ポットＣＭ。最近都民から
「またＣＭに出始めてい
る。いくらかかっているのか」と、苦情がきて確認
したところ、提供番組のＣＭ枠のほかにスポット
ＣＭ枠を購入していることが判明しました
放送期間

1 月 17 日〜 3 月 31 日まで

契約金額

13,167,000 円

契 約 先

博報堂

昨年、巨額広告費を批判した
芸能人へ異例のクレームを都
が入れた小池都政広告費問題
は、全国的にも批判されるに
至ったというのに、喉元過ぎ
れ ば 熱 さを忘るとはこのコ
ト！引き続き監視し皆様に都
度金額を報告してまいります。

