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石井 浩郎（自民） 小野田 紀美（自民） 河野 義博（公明）理 事

堂故 茂（自民） 橋本 聖子（自民） 三浦 信祐（公明）理 事

藤 嘉隆（民進） 水落 敏栄（自民） 高木 かおり（維新）理 事

吉良 よし子（共産） 山本 順三（自民） 木戸口 英司（希望）理 事

今井 絵理子（自民） 大島 九州男（民進） 松沢 成文（無ク）
（29.1.31 現在）上野 通子（自民） 宮沢 由佳（民進）

（１）審議概観

第193回国会において本委員会に付託さ

れた法律案は、内閣提出３件及び衆議院

提出（文部科学委員長）２件の合計５件

であり、いずれも可決した。

また、本委員会付託の請願13種類182件

は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

義務教育諸学校等の体制の充実及び運

営の改善を図るための公立義務教育諸学

校の学級編制及び教職員定数の標準に関

は、する法律等の一部を改正する法律案

、 、委員会において 教職員定数改善の意義

学校運営協議会の設置促進策、学校の事

務職員に期待される役割等について質疑

が行われた。

質疑終局後、日本共産党より、共同学

校事務室の設置に関する改正規定を削除

する旨の修正案が提出された。順次採決

の結果、修正案は否決され、本法律案は

。全会一致をもって原案どおり可決された

なお、附帯決議が付された。

独立行政法人日本学生支援機構法の一

、 、部を改正する法律案は 委員会において

支給人数及び支給額拡大の必要性、学校

による対象者の推薦基準、教育財源の在

り方等について質疑が行われた。

質疑終局後、日本共産党より、給付型

奨学金の支給対象者の成績要件を削除す

ること等を内容とする修正案が提出され

。 、 、た 順次採決の結果 修正案は否決され

本法律案は全会一致をもって原案どおり

。 、 。可決された なお 附帯決議が付された

独立行政法人日本スポーツ振興セン

は、委員ター法の一部を改正する法律案

会において、全会一致をもって可決され

た。なお、附帯決議が付された。

、学校教育法の一部を改正する法律案は

委員会において、参考人から意見を聴取

するとともに、専門職大学を創設する意

義、設置基準の在り方、私学助成拡充の

必要性等について質疑が行われ、討論の

後、多数をもって可決された。なお、附

帯決議が付された。

文化芸術振興基本法の一部を改正する

は、委員会において、文化芸術の法律案

振興に向けた国の支援の在り方等につい

て質疑が行われ、全会一致をもって可決

された。

〔国政調査等〕

から までの２日間、地方２月20日 21日



における教育、文化、学術及び科学技術

に関する実情調査のため、山梨県に委員

を派遣して現地調査を行った。

、文教科学行政の基本施策に３月７日

ついて松野文部科学大臣から所信を、平

成29年度文部科学省関係予算について水

落文部科学副大臣から説明を、それぞれ

聴取した。

また、同日、前記委員派遣について、

派遣委員から報告を聴取した。

、文教科学行政の基本施策に３月９日

関し、学校法人森友学園の教育方針の妥

当性、学習指導要領改訂による教育現場

への影響、働き方改革の観点に基づく学

校業務改善の必要性、学校教育における

教育勅語の取扱いの在り方、大学改革の

方向性とそれに対する文部科学省の具体

的施策、道徳教育の充実の必要性及びそ

の評価の在り方、教育無償化に向けた公

財政支出拡充の必要性及び民間資金の活

用策、高速増殖炉「もんじゅ」について

政府が行った総括の適切性、次期学習指

導要領案における「聖徳太子」の取扱い

等について質疑を行った。

、予算委員会から委嘱された３月22日

平成29年度文部科学省予算等の審査を行

、 、い 国として家庭教育支援を行う必要性

幼稚園教育要領案の｢幼児期の終わりまで

に育ってほしい姿｣に関する文部科学大臣

の所見、学校法人森友学園が運営する塚

本幼稚園に対する私学助成について調査

する必要性、給特法を見直し教員に時間

外勤務手当を支給する必要性、原発事故

により避難した児童生徒に対するいじめ

の防止策に関する文部科学大臣の所見、

大学の学費値下げに関する文部科学大臣

の所見、教育のＩＣＴ化の推進及びそれ

による児童生徒への影響についての調査

研究の必要性、人文社会科学を学ぶこと

の重要性、東京オリンピックのゴルフ競

技会場を再検討する必要性等について質

疑を行った。

、文部科学省における再就職４月11日

問題等に関する件を議題とし、松野文部

科学大臣から説明を聴取した後、再就職

規制違反問題に係る文部科学省の信頼回

復に向けた文部科学大臣の決意、再就職

規制違反問題の原因究明の必要性、文部

科学省が率先してキャリアシステムを完

全廃止すべきとの提案に対する文部科学

大臣の所見、官民人材交流を積極的に推

進すべきとの考えに対する文部科学大臣

の所見、文部科学省と大学との癒着関係

を見直す必要性、職員ＯＢを介した組織

的な再就職あっせんを廃止する必要性、

医師・獣医師の養成の在り方と国家戦略

特区の在り方の矛盾、文部科学省から同

省所管団体への再就職状況等について質

疑を行った。

、学校法人森友学園における５月16日

教育勅語の暗唱指導等に係る文部科学省

の対応、教育勅語を道徳などの教材とし

て用いることの妥当性、防衛大学校の修

士学位授与制度の変更の必要性、教育勅

語に係る衆参両院の決議の趣旨を徹底す

る必要性、百舌鳥・古市古墳群の世界文

化遺産登録及び文化財の保全に係る文部

科学省の取組、高速増殖炉「もんじゅ」

の客観的な総括と核燃料サイクル政策か

らの撤退の必要性、城郭復元の全国運動

による「文化の成長戦略」の必要性等に

ついて質疑を行った。

、国家戦略特別区域における５月25日

獣医学部新設の経緯、学校法人加計学園

の獣医学部新設に関する報道等に係る文

部科学省の調査結果の妥当性、獣医学部

新設が獣医師の需給に与える影響等に関

する関係府省間の調整過程、獣医学部新



設に係る大学設置・学校法人審議会の審

査の在り方、今後の獣医師の需給バラン

ス、報道等における前文部科学事務次官

の発言に対する文部科学大臣の所見等に

ついて質疑を行った。

（２）委員会経過

○平成29年１月31日(火)（第１回）

教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に

関する調査を行うことを決定した。

委員派遣を行うことを決定した。

○平成29年３月７日(火)（第２回）

文教科学行政の基本施策に関する件について

松野文部科学大臣から所信を聴いた。

平成29年度文部科学省関係予算に関する件に

ついて水落文部科学副大臣から説明を聴い

た。

派遣委員から報告を聴いた。

○平成29年３月９日(木)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

文教科学行政の基本施策に関する件について

松野文部科学大臣、水落文部科学副大臣、冨

樫総務大臣政務官及び政府参考人に対し質疑

を行った。

〔質疑者〕

（ ）、 （ ）、藤嘉隆君 民進 大島九州男君 民進

吉良よし子君（共産 、高木かおり君（維）

新 、石井浩郎君（自民 、河野義博君（公） ）

明 木戸口英司君 希望 松沢成文君 無）、 （ ）、 （

ク）

○平成29年３月22日(水)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

平成二十九年度一般会計予算（衆議院送付）

平成二十九年度特別会計予算（衆議院送付）

平成二十九年度政府関係機関予算（衆議院送

付）

について松野文部科学大（文部科学省所管）

臣、水落内閣府副大臣及び政府参考人に対し

質疑を行った。

〔質疑者〕

上野通子君（自民 、宮沢由佳君（民進 、） ）

藤嘉隆君（民進 、三浦信祐君（公明 、） ）

吉良よし子君（共産 、高木かおり君（維）

新 木戸口英司君 希望 松沢成文君 無）、 （ ）、 （

ク）

本委員会における委嘱審査は終了した。

義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改

善を図るための公立義務教育諸学校の学級編

制及び教職員定数の標準に関する法律等の一

部を改正する法律案（閣法第14号 （衆議院）

について松野文部科学大臣から趣旨説送付）

明を聴いた。

○平成29年３月23日(木)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改

善を図るための公立義務教育諸学校の学級編

制及び教職員定数の標準に関する法律等の一

部を改正する法律案（閣法第14号 （衆議院）

について松野文部科学大臣、義家文部送付）

科学副大臣及び政府参考人に対し質疑を行っ

た後、可決した。

〔質疑者〕

今井絵理子君（自民 、大島九州男君（民）

進 、 藤嘉隆君（民進 、河野義博君（公） ）

明 、吉良よし子君（共産 、高木かおり君） ）

（維新 、木戸口英司君（希望 、松沢成文） ）

君（無ク）

（閣法第14号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 民進 公明 共産 維新

希望、無ク

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成29年３月30日(木)（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改

正する法律案（閣法第２号 （衆議院送付））



について松野文部科学大臣から趣旨説明を聴

き、同大臣、義家文部科学副大臣、杉財務大

臣政務官、政府参考人及び参考人中京大学国

際教養学部教授大内裕和君に対し質疑を行っ

た後、可決した。

〔質疑者〕

（ ）、 （ ）、大島九州男君 民進 藤嘉隆君 民進

吉良よし子君（共産 、高木かおり君（維）

新 小野田紀美君 自民 三浦信祐君 公）、 （ ）、 （

明 木戸口英司君 希望 松沢成文君 無）、 （ ）、 （

ク）

（閣法第２号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 民進 公明 共産 維新

希望、無ク

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

独立行政法人日本スポーツ振興センター法の

一部を改正する法律案（衆第９号 （衆議院）

について提出者衆議院文部科学委員長提出）

永岡桂子君から趣旨説明を聴いた後、可決し

た。

（衆第９号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 民進 公明 共産 維新

希望、無ク

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

○平成29年４月11日(火)（第７回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

文部科学省における再就職問題等に関する件

について松野文部科学大臣から説明を聴いた

後、同大臣、義家文部科学副大臣、一宮人事

院総裁、政府参考人、参考人元文部科学大臣

官房人事課企画官嶋貫和男君及び前文部科学

事務次官前川喜平君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

上野通子君（自民 、 藤嘉隆君（民進 、） ）

風間直樹君（民進 、河野義博君（公明 、） ）

吉良よし子君（共産 、高木かおり君（維）

新 木戸口英司君 希望 松沢成文君 無）、 （ ）、 （

ク）

○平成29年５月16日(火)（第８回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

学校法人森友学園における教育勅語の指導に

係る文部科学省の対応に関する件、防衛大学

校の修士学位授与制度の変更の必要性に関す

る件、教育勅語を教材として用いることの妥

当性に関する件、百舌鳥・古市古墳群の世界

文化遺産登録及び文化財の保全に関する件、

高速増殖炉「もんじゅ」の総括と核燃料サイ

クル政策からの撤退の必要性に関する件、城

郭復元の全国運動による「文化の成長戦略」

に関する件等について松野文部科学大臣及び

政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

（ ）、 （ ）、神本美恵子君 民進 三浦信祐君 公明

吉良よし子君（共産 、高木かおり君（維）

新 木戸口英司君 希望 松沢成文君 無）、 （ ）、 （

ク）

学校教育法の一部を改正する法律案（閣法第

について松野文部科学56号 （衆議院送付））

大臣から趣旨説明を聴いた。

また、同法律案について参考人の出席を求め

ることを決定した。

○平成29年５月18日(木)（第９回）

学校教育法の一部を改正する法律案（閣法第

について次の参考人か56号 （衆議院送付））

ら意見を聴いた後、各参考人に対し質疑を

行った。

〔参考人〕

全国専修学校各種学校総連合会会長 小林

光俊君

日本労働組合総連合会総合政策局長 平川

則男君

法政大学キャリアデザイン学部教授 児美

川孝一郎君

〔質疑者〕

（ ）、 （ ）、上野通子君 自民 大島九州男君 民進

（ ）、 （ ）、三浦信祐君 公明 吉良よし子君 共産

高木かおり君（維新 、木戸口英司君（希）

望 、松沢成文君（無ク））

○平成29年５月23日(火)（第10回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

学校教育法の一部を改正する法律案（閣法第



について松野文部科学56号 （衆議院送付））

大臣、義家文部科学副大臣及び政府参考人に

対し質疑を行い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

今井絵理子君（自民 、大島九州男君（民）

進 、 藤嘉隆君（民進 、河野義博君（公） ）

明 、吉良よし子君（共産 、高木かおり君） ）

（維新 、木戸口英司君（希望 、松沢成文） ）

君（無ク）

（閣法第56号）

賛成会派 自民、民進、公明、維新、無ク

反対会派 共産、希望

なお、附帯決議を行った。

○平成29年５月25日(木)（第11回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

国家戦略特別区域における獣医学部新設の経

緯に関する件、獣医学部新設についての報道

等に係る文部科学省の調査結果に関する件、

獣医学部新設に係る関係府省間の調整過程に

関する件、獣医学部新設に係る大学設置・学

校法人審議会の審査の在り方に関する件、今

後の獣医師の需給バランスに関する件、報道

等における前文部科学事務次官の発言に関す

る件等について松野文部科学大臣、長坂内閣

府大臣政務官及び政府参考人に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

藤嘉隆君（民進 、小池晃君（共産 、高） ）

（ ）、 （ ）、木かおり君 維新 木戸口英司君 希望

松沢成文君（無ク）

○平成29年６月16日(金)（第12回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案

について提出者（衆第18号 （衆議院提出））

衆議院文部科学委員長永岡桂子君から趣旨説

明を聴き、衆議院文部科学委員長代理河村建

夫君、同平野博文君及び松野文部科学大臣に

対し質疑を行った後、可決した。

〔質疑者〕

吉良よし子君（共産）

（衆第18号）

、 、 、 、 、賛成会派 自民 民進 公明 共産 維新

希望、無ク

反対会派 なし

請願第29号外181件を審査した。

教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に

関する調査の継続調査要求書を提出すること

を決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。

委員派遣

○平成29年２月20日（月 、21日（火））

地方における教育、文化、学術及び科学技術

に関する実情調査

〔派遣地〕

山梨県

〔派遣委員〕

赤池誠章君（自民 、石井浩郎君（自民 、） ）

堂故茂君（自民 、 藤嘉隆君（民進 、吉） ）

（ ）、 （ ）、良よし子君 共産 今井絵理子君 自民

（ ）、 （ ）、上野通子君 自民 小野田紀美君 自民

山本順三君（自民 、宮沢由佳君（民進 、） ）

河野義博君（公明 、三浦信祐君（公明 、） ）

高木かおり君（維新 、木戸口英司君（希）

望 、松沢成文君（無ク））


