さしの憲法市民フォ
ーラムも発足から一
年が経過し、来る九月十一
日に第一回の総会を開催す
る運びとなりました。
くしくもこの日は、五年
前、ニューヨークで同時多
発テロが起きた日であり、
また昨年、いわゆる「郵政
選挙」によって、与党が衆
議院の３分の２以上の議席
を占めるに至った日でもあ
ります。
近年、私たちをとりまく
社会情勢が息苦しさを増し
ていく中で、いわば里程標
のような役割を果たしてき
た日と言えますが、今年は
その９・ を、市民がふた
たび力を取り戻し、危険な
流れに対抗していく、再出
発の日にできればと考えて
います。
からのページには、
総会における話し合
いの土台として、事務局で
まとめた議案を掲載しまし
た。この一年間の私たちの
取り組みを振り返るととも
に、今後の活動のあり方に
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ついての具体的な提案を行
た当日は、憲法改正
ったものです。
の問題と並んで、こ
ど う ぞ お 目 通 し い た だ き 、 の国のあり方を根本的に変
当日の活発な議論に繋げて える危険な可能性を持った
頂ければと思います。
教育基本法「改正」法案の

問題について、松山大学助
教授の大内裕和氏に講演し
ていただく予定です。
あわせて、皆様のご出席
をお待ちしています。

い、邑上市長の下で
長期計画調整計画つ
くりの市民会議の活動が始
まり、多くの市民が「子ど
も・教育」の分野の委員と
して応募したと聞いていま
すし、中学校給食検討委員
会も発足しました。また、

探り、教育基本法を「改正」 すが、ここ十数年、学校教
することがその解決につな 育の分野では中学校給食以
がるどころか、教育におけ 外の運動が見えず、実際に
る困難を一層深めるにすぎ 学校教育に関わっている市
ないことを明らかにする運 民間はほとんどネットワー
動に挑戦してみたいと思い クされていないというのが
ます。
実情です。このために、直
ちに教育基本法改正問題に
つながらなくてもいいから、
さまざまな人々と意見交換
を進めていき、その人脈づ
くりと調査活動の蓄積の上
で、いくつかの小懇談会も
持ち、上記集会につなげて
いければと思っています。
っかかりのテーマと
しては、「武蔵野市
の学校で今何が起きている
か、子どもたちはどんな風
に育っているか」というこ
とになるでしょうか。最終
的には年明け（ or
春先、市
議選を考えると夏前でもい
いか）にも武蔵野市の教育
をめぐり多くの分野・立場
の市民が一堂に会して議論
し、その中で教育基本法に
ついても論議し合う集会を
持ちたいと思います。さま
ざまな分野で市民運動が取
り組まれている武蔵野市で

お、言うまでもあり
ませんが、前記の予
想に反し、国民投票法案や
教育基本法改正案が、今年
の秋の臨時国会で本格審議
されるような事態になれば、
直ちに成立阻止に向けた宣
伝・要請行動を行います。

会での議論を受けて、
九月十六日（土）午
後七時から、本町コミセン
で、事務局会議を開き、活
動方針の具体化を行います
ので、是非、これまで事務
局会議に出ておられなかっ
たみなさんにもご参加下さ
いますようお願いします。

教育委員会も十一月二十五
日に、教育関係者・保護者・
市民が一堂に会して、武蔵
野市の子どもたち・教育に
ついて協議をするとして、
「むさしの教育フォーラム」
の開催を呼びかけています。
このような、全市的な「武
蔵野市の教育を考えよう」
という盛り上がりの中で、
私たちの活動も意味を持つ
と考えています。

会議員に対する緊急ファッ
危険な内容を広く市民に知
クス要請行動を行いました。
らせることを中心に、最大
限頑張ってきました。与党
年五月七日の第９回
のような情勢に噛み
勢の変化を迅速に伝
の急ピッチな策定作業にも
むさしの憲法市民フ
合った迅速で的確な
え、的確な活動を提
かかわらず、その危険性が
ォーラムの大成功を受けて、
行動を可能にしてきたのは、 起することと、これまでは
十分明らかになっていなか
同七月三十一日に「むさし
忙しい中毎月事務局会議を
っきりした意見を示してこ
った国民投票法案について、
の憲法市民フォーラム」が
確実に開いて活動方針を決
なかった大勢の市民に広く
昨年暮れに緊急学習会を持
発足しました。これにより、
めてきたこと、担当者の大
訴え、憲法９条改正に反対
ち、年明け早々にチラシの
長年にわたり市民が共同で
変な奮闘でニュースを７号
してもらえるよう働きかけ
全戸配布と駅頭宣伝を行い、
毎年１回の憲法記念行事を
まで発行してきたこと、フ
ることは決して矛盾する課
三月には野党３党の代表に
続けてきた「むさしの憲法
ォーラムの何らかの活動に
題ではないでしょうが、両
出席いただいてシンポジウ
市民フォーラム」を、一段
参加頂いた市内外６００名
方を追求することがなかな
ムを成功させました。この
と厳しくなった憲法改正へ
の方々の熱いご支援による
か難しいことも間違いあり
国民投票法案は、全国での
の動きに対抗して、武蔵野
ものであることは間違いあ
ません。今回、自民党総裁
私たちと同じような地道な
市で憲法９条の改正に反対
りません。
選後に行われる秋の臨時国
市民の頑張りにより、六月
する人を過半数にしていく
会の会期は、十月から二ヶ
までの通常国会で審議入り
ことを目標とする恒常的な
かし、もともとの「
月弱と考えられ、常識的に
こそされたものの、継続審
運動組織とすることになり
憲法９条改正反対に
は継続審議になっている国
議となり成立を許しません
ました。
武蔵野市民過半数を！」と
民投票法案や教育基本法改
でした。また、この通常国
いう目標に照らすと、この
正案が成立することは困難
会に提出された教育基本法
れから一年、憲法改
ような活動方法で十分だと
と思われます（ポイントは
改正案について、五月七日
正の外堀を埋めると
言えるかどうかは、さらに
民主党が審議促進に協力す
に雨の中での野外行動でそ
された「国民投票法案」の
議論しなければなりません。 るか否かです）。そうだと
の問題点を訴え、さらに国
すれば、両法案の本格的な
審議は、暮れに招集される
通常国会で来年度予算のめ
どがついた来年三月以降と
いうことになります。

の約半年ほどの「な
ぎ」の期間に、是非
憲法改正に反対する市民の
裾野を大きく広げる活動を
進めてみたいと思っていま
す。具体的には、教育基本
法改正への動きが、「今の
子どもたちがなぜこんな風
になってしまったのか」「
学校は何をしているんだ」
「公立の学校には不安で子
どもを任せておけない」と
言ったような、現在の教育
に対する国民の不満・批判
をてこにして進められてい
る現状を考え、これへの反
対運動を単なるイデオロギ
ー批判の運動に止めるので
はなく（つまり、意識的な
憲法改正反対派の結集に止
まるのではなく）、武蔵野
市における教育の現状や問
題点を市民とともに考えな
がら、その解決の方向性を

国神社をめぐる憲法問題の の点ではなく、植民地支配の中
１つは、政教分離を規定し で父が徴用・戦死させられ、そ
た憲法２０条及び公務員等の憲 の事実も伝えられぬままに靖国
法尊重義務を規定した憲法９９ に父の名が祀られていることへ
条に違反していることである。 の怒りを訴えのベースにしてい
先頃報道されたように旧厚生省 る。それは植民地支配に対する
は戦死者の靖国合祀を積極的に 歴史認識、「戦後処理」の問題
すすめた。小泉首相をはじめ、 であると同時に、遺族（個人）
国会議員や都知事が靖国神社に の思いを、靖国神社（宗教法人）
公式参拝している。これらの行 が拒否しているという問題でも
為が憲法違反であるという点で、 あり、憲法１３条の「個人の尊
憲法フォーラムに集う人の中に 重」に違反する。
は異論はないように思う。
法の「個人の尊重」規定は
画「あんにょん・サヨナラ」
重要であり、宗教法人とし
の中で、父の靖国合祀の取 ての靖国神社の主張よりも、個
り下げを求めて裁判をたたかっ 人の思いが優先されるべきだと
ているイ・ヒジャさんは、上記 考える。しかし、例えば「戦死

者を靖国に祀り、その人たちの
ために祈りたい」という個人の
思いもある。そして個人の思い
とは、（遺族の）感情に根ざし
たものであり、国家や民族の絆
に連なるものであり、その点で
似通った点がある。その時に、
優先されるべき個人の思いとは
何なのか。また、戦争を体験し
ていない者の靖国に対する思い
とはどのようなものであり、そ
れは事実や他者の思いを知るこ
とで、どのように変化するのか、
しないのか。
そういうことを、考え、語り
合う場にしたい。
栗原 毅
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