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8.6 新聞意見広告 2019 にご参加ください
198 通常国会では、改憲発議はもうないだろうと言わ
れている。巨大与党に対し、国会前をはじめ全国の市民たち
が少数野党を後押しし、18 年に続き改憲を総がかりで止め
ている。参院選かダブル選か

与党を 3 分の 2 以下に！

表現の自由 私たち広島でも街頭に出て訴える。安倍 9
条改憲反対！辺野古を埋め立てて新基地をつくるな！
兵器も原発もいらない！

核

民意を尊重する政治、その実現

に向けて多くの人々に共感してもらいたいと思うからだ。
アベ首相は、ツァーガイドよろしく、海上自衛隊呉基地所
属のヘリ空母「かが」にトランプ一行を招き「強固な日米同
盟」を世界にアピールした。丸山議員の戦争発言があれだけ
「憲法違反だ」と批判されたのを見ても首相は「日本という

掲載日・掲載紙 2019年8月6日（火）
・朝日新聞大阪本社版朝刊15段
・朝日大阪本社以外の全国5段 予定

今年は

国は戦争してはいけない」ことを認識できないのだろうか。

全国に

日本が最新鋭戦闘機 F35B を搭載する予定の攻撃型の航空
母艦を持ち、米軍と一体化して戦闘準備をしていることを
世界に知らしめてしまった。首相は憲法遵守を定められて

申込方法

まわりの方々に呼びかけてご参加ください！

◆ 賛同金 個人１口 1,000円

団体１口 3,000円

（学生さんなどはいくらでも結構です）
◆ 申し込み方法

いる。
「憲法を守れ！」と声を大にして訴えよう。

8 月 6 日、今年もストップ改憲！新聞意見広告に取り
組む。1992 年広島県版への掲載から始まった意見広告だが、
今年は大阪本社版に 15 段、その他の地域は 5 段と小さいが

同封の振替用紙をご利用ください。

＊ 7月17日までに振込まれるとお名前を掲載することができます。
直接渡しの場合も、同封の振込用紙を使って、7月20日までに。

全国に掲載し、
「ストップ安倍 9 条改憲！

憲法を生かそう」

と共感を得ようと取り組んでいる。実現のために皆さんの
（藤井純子）
ご協力･ご支援をを心よりお願いしたい。

＊ 郵便振替： 01390−5−53097 「第九条の会ヒロシマ」
◆ お名前掲載（可・不可） ペンネーム、ニックネーム歓迎。 匿名も可
◆ 掲載紙面カラーコピー送付（要･不要）
要の方には8月10日頃、会員さんには9月に会報と共に送ります。

8.6 新聞意見広告チラシは何枚でも送ります。
まわりの方に呼びかけてご参加ください。
よろしくお願い致します。
会報102号
会報102号

みんなで作る意見広告 メッセージ募集中
・お名前を掲載することで
「安倍9条改憲NO!」
の意思表示
・メッセージは31字以内

締め切り

6月末

振替用紙のメッセージ欄に書いてください。

◆8 月 6 日朝 7 時〜

原爆ドーム電車通り付近

「8.6 新聞意見広告」と「市民による平和宣言」を配布します。
早朝ですが、どうぞご参加ください。
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憲法を生かす

広島でできること
藤井純子（第九条の会ヒロシマ世話人）

憲法は権力者を縛っている

従属させられ、種を制するものは世界を制すということらしいー

5 月 9 日の憲法審査会は国民投票法の CM 規制について参考

しかし山田さんは、命を守るためには国＝農水省からの「通知」

人を呼んだだけで終わり、自民党改憲案の提示も野党の頑張り

は無視してよいとも言われる。それは民主党政権時代に「地方

で止めた。以後、
審査会は開かれていない。そもそも改憲は、
人々

分権一括法」という法律を通し、国から県、県から地方自治体

の優先課題ではない。この状況で 198 通常国会での改憲発議は

に対する「通達」を一切禁止した。指示命令なし。だから国は

ないのでは？と思っていたら、
「私と憲法」が届いた。さっそく

都道府県に対して「通知」しか出せない。例えば、我孫子市が

読んでるとやっぱり。髙田健さんは「今国会での改憲発議はも

介護の問題で厚生労働省の通知とまったく反対のことをして厚

う無理だ」と書いていて胸をなでおろす。「国会内外の市民が少

労省はかんかんに怒って争ったけれど負けた。これは、地方自

数野党を後押しして今国会での発議を食い止めた。巨大与党に

治にとって大切なこと。種子法廃止の法律は出来ても、各県で

も頑張れば勝てるという確信を持ってほしい」とまで書かれて

種子条例を制定させることも可能だということなのだ。

いる。国会内外には広島も含まれているかな？

今年早々 2 月、

広島県のジーンバンクのことも聞くことができた。広島独自

「許すな！憲法改悪・市民運動全国交流会」ではたくさんのアイ

の種子を大事にしてきたことは宝ものであり、これを活用しよ

ディアと元気をもらった。総がかりでは節目には立憲野党の代

うとしていることは素晴らしいと思った。このジーンバンクを

表者に呼びかけてリレートークを続けているし、5 月 3 日の憲法

もとにして独自の条例を作り、大事に守ってきた種子で農作物

集会には 1100 人が集まって安倍改憲 NO を強く訴えた。

をつくる。このように各県で種子条例を制定させる全国的な運

18 年秋、改憲論議が進まないことに苛立つ自民党は総務会長、

動が始められている。まさに地方自治ではないか。

改憲推進本部長、憲法審査会の理事などをこれまで丁寧な運営

「種子法」学習会には子育て中の若者も多く彼らは真剣に向き

をしていた船田たちから安倍側近に入れ替えた。そんな強硬姿

合っている。私もチェルノブイリ原発事故後、生産者の田んぼに

勢が私たちの危機感を強め総がかり行動に力を入れさせた。辺

娘を連れて行き、草取りや田植え・稲刈りに行ったり、食の大

野古新基地建設反対の全国一斉行動や、広島県内各地の三原、呉、

切さを思いながら生活をした。有機農業をしている人、利用者、

東部、北部など活発な総がかり行動も心強い。

両者をつなぐ人がいて食は成り立つ。

丸山議員の戦争発言では「国会議員を辞めるべし」との世論
食はいのちだ。当のアメリカでは、遺伝子組み替え、除草剤、

は強く、ゴリゴリ改憲派の維新代表まで世論に負けてか「日本
国憲法第 9 条に違反し、憲法遵守を定めた 99 条にも違反する」

化学肥料によって健康被害が増えて訴訟がどんどん起こされ、

として除籍した。憲法が権力者を縛り、平和憲法は定着している。

企業側は負け続けているそうだ。有機農業もどんどん盛んになっ
てきている。韓国もしかり。福島第 1 原発事故後、日本の魚の

民主主義はどうか？

輸入を禁止した。アジア各国でも、そんな動きが進んでいる。

辺野古の美しい海に土砂投入は続き、民意を無視する安倍政

日本は国が食の危険性を隠し、騙し、人々の目をそらす。

権の安保政策は変わらない。民主主義の危機は沖縄だけの問題

夫婦別姓･同姓の問題でもそうだ。同姓を強要する国は日本以

ではない。岩国基地は沖縄と並びアジア最大級となった。海上

外はもうあまりない。韓国も別姓は認められ、台湾などは同姓

自衛隊呉基地は、防衛大綱に示されたようにアメリカから爆買

婚も認められた。悲しいことに日本（広島？）は、命・人権問

いする最新鋭戦闘機 F35B を搭載できるように改修するヘリ空

題でも韓国や台湾などアジア各国から遅れているところが多い。

母「かが」の定係港である。欠陥機オスプレイは日本の空を飛

アジアの人たちから「人権問題」で足を引っ張るなと言われそ

び回り、各地の自衛隊基地に米軍施設が出来て米軍との一体化

うだ。しかしボツボツではあるが自治体では別姓を認めたり、

はますます進みつつある。中曽根元首相の「不沈空母」発言は

国への意見書運動も起きていて、かすかな希望が見える。
山田さんは、現政権下では地方自治から社会を変えるしかな

現実となって「戦争をしない、陸・海・空軍は持たない」とす

いのではと言われる。その通りかもしれない。

る平和憲法の理念が遠のくばかりだ。それでも「あきらめない！」
沖縄の人々の頑張りに感謝して、私たちも声をあげ続けよう。

8.6 新聞意見広告

ヒロシマから

第九条の会ヒロシマは、1991 年に自衛隊が海外に出て行って

日本の人権・命はどうなの？

改憲が危ぶまれ、1992 年から 8.6 新聞意見広告を続けてきた。

先日、山田正彦元農水大臣による「種子法」についての講演

（P3 〜 5 はこれまでの紙面）岡本三夫さんや栗原貞子さんなど様々

があった。私の理解はまだまだ浅いので間違っていたらご指摘
いただきたいが山田さんの話をこのように受け止めた。

な出会いがあり、一つ一つに作った世話人の思いが詰まっている。

ーＴＰＰ協定の後、次々と国内法が変えられている。「種子法」

小さなヒロシマ発ストップ改憲！ 8.6 新聞意見広告だが．紙面を

は廃止され、民間に開放されると農家が選べる種子は狭まり価

見た人から共感や励ましが返ってくる。民主主義、人権・命、非核、

格は４〜 10 倍になる。種子だけではなく化学肥料も除草剤も

平和主義…を紙面に表し世論に訴える。今まさに参院選後の状勢

セットで使わねばならない。それに違反すれば農家は外資にロ

はどうなっている？ 8.6 新聞意見広告の紙面はどうしよう？と悩

イヤルティを支払うことになる。巨大ビジネスによって人々は

2

んでいる。皆さんのご参加、ご協力を心よりお願いしたい。

これまでの8・6新聞意見広告の記録

93年

1992 年〜 2001 年

中国新聞全域（全15段）

92年朝日新聞広島県（全15段）大阪府下・東京3区（5段）

年
94毎日新聞
全国版（ 段5）

93年

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ紙

謝罪と九条（英語･ﾀｶﾞﾛｸﾞ語）

2001年 中国新聞全域（全15段）毎日大阪統合版・東京都心版（5段）

2000年朝日新聞広島県（全15段）朝日東京都心版・西部版（5段）

2002 年〜 2010 年

03年毎日新聞広島含大阪統合版・東京都心版（7段）

04年朝日新聞広島･呉（全15段）大阪統合・西部版・東京都心版（5段）

02年朝日新聞広島･呉（全15段）西部版・東京都心版（5段）

05年毎日大阪統合版朝刊（全15段）朝日東京都心版（5段）

08年 読売新聞大阪統合版（全15段）朝日東京都心版（5段）

06年毎日新聞大阪統合版朝刊15段＋朝日新聞東京都心版5段

09年 中国新聞 広島県（全15段）朝日東京都心版（5段）

07年朝日新聞大阪統合版朝刊15段＋朝日新聞東京都心版朝刊5段

10年読売新聞大阪統合版朝刊15段＋山口県版5段
＋毎日新聞東京都心版朝刊5段

2012 年〜 2018 年

12年毎日新聞大阪本社版朝刊15段＋毎日新聞東京都心版朝刊5段

13年毎日新聞大阪本社版朝刊15段＋新聞東京都心版朝刊5段

14年毎日新聞大阪本社版朝刊15段＋毎日新聞東京都心版朝刊5段
変えたいほどに知っていますか？

15年毎日新聞大阪本社版朝刊15段＋東京セット版・西部版朝刊5段 16年6月29日 参院選前 中国新聞広島県内版朝刊15段
8月6日から一週間、毎日デジタルトップ

16年毎日新聞大阪本社版朝刊15段＋西部版・東京セット版朝刊5段
8月6日から一週間、朝日デジタルトップ

18年2月18日中国新聞広島県内版朝刊10段
3000 万人署名掲載
17年朝日新聞大阪本社版朝刊15段＋西部版・東京セット版朝刊5段

18年朝日新聞大阪本社版朝刊15段＋西部版・東京セット版朝刊5段

ヒロシマ・ナガサキ：多言語で読む広島・長崎文献
世界の言語で原爆文献を検索できる無料 Web サイトの公開
中村朋子（リンガヒロシマ代表）
１．はじめに

例えば「原爆の子

戦後 70 余年間に、外国語で出版された原爆文献が蓄積さ

長田新」と入力し、右端の「検索」をクリッ

クすると、結果が表示されます。原著には “original”、翻訳版が

れてきました。リンガヒロシマは、これらの文献の書誌情報

ある場合は “件数 translations” の表示が出ます。

を利用者が自分の第一言語（母語）で検索できる無料 Web
サイトを今年 1 月に公開しました。
編集者は、ポーランド出身の原爆文学研究者ウルシュラ・
スティチェックと筆者です。前者は、文学に限定して多言語
で読める文献を、後者は、その他の分野も含めて英語で読め
る広島・長崎文献を調査研究してきました。

その延長線上

に「世界の言語で原爆文献を検索できるデータベース」構想
が生まれたのです。文献の分野は、①文学 ②児童文学 ③体験
記・回想記 ④写真集・画集 ⑤歴史と社会科学 ⑥医学 ⑦物理

タイトルをクリックすると詳細画面に移ります。

学と工学です。①から③はスティチェックが、④から⑦は中村

3-2 詳細画面について

が担当しました。

詳細画面では、基本的な書誌情報の次に、分野、言語、注釈、
他 言 語 に よ る 翻 訳 版 書 誌 情 報 の リ ス ト が 続 き ま す。注 釈

２．目的

（Description）は編集者によるオリジナルな執筆です。下の画像

当プロジェクトの第一の目的は、世界各地の草の根の人々に

の [23 translations found] は翻訳版の数を示し、続いて各版の書

彼らの第一言語（母語）で読める本の出版情報を、Web サイト

誌情報リストが現れます。各タイトルをクリックすると、翻訳

で提供することです。核兵器廃絶が世界の最大多数の声になら

本の詳細画面が表示されます。

ない混迷した状況の中、政府を強く揺り動かし、「国家」ではな
く「人間」の安全保障を推進させることのできる厚い市民層の
形成が緊急の課題です。私たちのプロジェクトが、
「核なき世界」
に向けて連帯できる地球市民を増やす一助になれば幸いです。
もう一つの目的は、多様な言語で出版された原爆文献を世
界がどう共有してきたかを検証することです。世界は今、核
軍縮への機運を覆す事態に直面しています。今年 2 月、米国
は INF 条約（中距離核戦力全廃条約）離脱をロシアに通告し
ました。また、5 月にニューヨーク国連本部で開催された
NPT（核不拡散条約）第 3 回準備委員会は、核保有国と非保
有国の対立の溝が埋まらず、勧告が不採択のまま閉幕しまし

４．データベースの特徴

た。それと同時に、米国、ロシアともに新型核兵器の製造を

個々の書誌情報を検索できるだけではありません。次の４つの

進めており、かつての核軍拡競争の時代に逆戻りしたかの様

特徴から、使用者は自分の得た情報がネットワークのように繋

相を呈しています。私たちは、原爆文献情報の世界的共有を

がっていることに気づくはずです。

足場とし「ノーモアヒロシマ・ナガサキ」という人類の普遍

4-1 情報の集約

的概念の拡がりに貢献したいと考えています。

原爆に関する出版情報を世界規模で収集しています。1945 年の
原爆投下以降、ヒロシマ・ナガサキを世界はどのように語って

３．データベースの使用方法

きたかについて、その全体像を知ることができます。

異なる言語でも検索できる点で、Google 検索と同じ感覚で

4-2 多言語による検索

使えます。何度か使ううちにこのデータベースの特徴がわか

2019 年 5 月末現在、75 言語で出版された文献の書誌情報を登

り、簡単に使いこなせるようになります。

録しています。言語別、分野別、希少言語の割合を示す 3 点の

3-1 キーワードによる図書検索方法

グラフを作成しました。尚、リンガヒロシマの Web サイト内の

文献のキーワードを複数入力して、必要な書誌情報を絞り込

「ヴィジュアライゼーション」で、より鮮明なグラフを見ること

むことができます。

ができます。 https://www.linguahiroshima.com/jp/visualization
私たちの書誌情報の発見からデータベースへの登録に至るま
でには、国内外の 37 人の多言語協力者の協働が欠かせませんで
した。彼らは情報収集や文献内容の確認作業をしました。
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図１ 登録した本に使用されている言語の種類と割合

図３ 出版件数が全体の１% 以下の言語の割合と本の登録

入手可能な本についてはオリジナルの注釈を書いてくださっ
た方もいます。収集した 75 言語の文献の中には、日本語版も

2019 年 5 月現在、1 冊ずつしか本が見つからなかった言語は

入っています。ただし、他の言語による出版のリストとは異

13 件で、そのうちの 12 冊が児童文学でした。

なり、日本語が原著で翻訳版のない本は含まれていません。
当プロジェクトが「原爆文献の世界的共有」というテーマに

5．公開後の反響について

沿った本の紹介を意図しているためです。

「このデータベースは、学者や歴史家だけでなく一般の利用
者にとって非常に有用です。インターネットにアクセスできる

4-2 横断的検索

人ならば誰でも指先一つでデータの操作を可能にします。」（筆

言語別または分野別でまとめて文献リストを見ることがで

者訳）。これは、データベースの公開に際し、文学部門の監修

きます。文献の中には 1 冊の本が複数の分野にまたがる包括

者であるリチャード・マイニア氏から受け取ったメッセージで

的な内容の本もあります。その場合は、複数の分野で検索が

す。氏は、米国の歴史学者で原爆文学研究者としても広く知ら

できるよう登録しました。

れています。このコメントは「一般の利用者に使ってもらいた
い」と願う私たちへのエールであると受け止めています。

図２ 登録した本の分野別の割合

また、公開後寄せられた意見から、このデータベースには
幅広い層に利用してもらえる可能性があることがわかりまし
た。「あなたはこのデータベースをどのように使えると思いま
すか」という質問に対して、教師は「読み聞かせの教材探し」
や「レポートの課題図書選定」
、語学教師は「学習者の母語ま
たは学習言語での検索協力」
、通訳ガイドからは「インバウン
ドの旅行者や研究者に橋渡しをする」などの意見が寄せられ
ました。ただし、インターネットを使える人と使えない人の
間で、獲得する情報量に格差が生じているという現状が世界
にあります。まずは、データベースにアクセスできる人が仲
介役となり、自分の得た情報を草の根の人々に届けてほしい
と私たちは願っています。
このデータベースは、世界中の多様な人々の利用を想定し

6．今後の展開

て作成しました。社会科学の分野では、米国の日本に対する
原爆投下の是非がいまだに論じられています。このことから

このデータベースはまだ進行中です。今後も書誌情報の加

原爆の使用を是認する主旨で書かれた本も加えました。医学

除修正や更新をする予定です。私たちの見つけられなかった

に関しては、一般の人にもわかる本を中心に選びました。尚、

本がもっと埋もれているはずです。世界の言語のうち、第一

医学と物理学・工学の分野では、現在登録している本以外に

言語（母語）として使用する人口の多い順では、中国語（1,284）、

専門的な内容の本や論文がかなり多くあると推察されます。

スペイン語（437）英語（372）アラビア語（295）ヒンディー

4-3 希少言語による出版や私家版

語（260）( 単位：100 万人 ) です 。

言語の使用人口が多い

にもかかわらず、これらの言語で出版された文献のデータベー

希少な言語による出版や一般書店への流通ルートを持たな

スへの登録数は英語で読める文献の数に比べるとまだ十分と

い私家版も登録しています。

は言えません。

右のグラフは、先に紹介した「図 1 登録した本に使用され

地球上に核兵器が存在する限り、私たちは本の検索を続け

ている言語の種類と割合」のうち、
「出版件数が全体の１％以

ます。サイトの「お問い合わせ」から情報をお寄せください。

下（34 冊）の言語の割合と本の登録数」を示しています。
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国連・子どもの権利委員会 日本国審査へ参加して
パク
2019 年 1 月 16 日〜 17 日、
スイス

ジュネー

ヤンジャ（広島無償化裁判を支援する会）

たちが今回すべき活動内容等の講習をうけ、代表団の面々が交

ブの国連人権高等弁務官事務所で国連・子どもの権利条約の実

流を深め国連勧告への希望を胸に出発の朝を迎えました。

施状況に関する日本報告書審査が行われました。今回の対日本
審査は 9 年ぶりの審査。高校無償化制度から除外された当事者

1 月 16 日

スイス

である朝鮮学校の卒業生やオモニたちで代表団を結成し参加し

日本報告書審査

ジュネーブ

審査会 1 日目

第 1 日目

ました。国連の委員たちに無償化からの除外によって生じてい

朝 10 時より入館しロビーでの活動を開始しました。今回の

る差別の助長や子どもたちが尊厳を深く傷つけられている状況

活動は日本から向かった代表団のほかに朝鮮高校卒業生でスイ

について情報提供を行いました。

スに留学中の学生、やはり親子で留学中の弁護士、そして韓国
の朝鮮学校支援団体の代表、映画監督、在外韓国人の方たちも

先ず、子どもの権利条約とは？

応援に集まってくれました。

全 54 条の条文からなり、

私たちオモニと朝鮮学校の教員学生は朝鮮の民族衣装である

大きくは、4 つの柱があります。

チマチョゴリをきて高等弁務官事務所へ入館しました。入館前、

① 生存権→生きる権利

弁務官事務所の前で待っていると行きかうジュネーブの方々に

② 発育権→育つ権利

声をかけられ、一緒に写真も撮り、日本から来たコリアンだと

③ 擁護権→守られる権利

説明したりしました。空港でもそうですが在日朝鮮人という存

④ 参加権→参加する権利

在を理解してもらうには毎回説明を要します。

子どもの権利条約は言葉の通り、子どもは成長過程にあり、

弁務官事務所ロビーへ入ると沢山の NGO 団体の方々が集

特別な保護や援助が必要となる子どもの権利に特化した人権条

まっていました。民族衣装であるチマチョゴリは思いのほか視

約で、数ある人権条約の中でも生存権や参加権をはじめ、市民

線を集めることが出来ました。カフェで資料の整理をし、行動

的・政治的権利、経済的、社会的、文化的権利を含むもっとも

を確認しグループに分かれてアピール活動を展開します。審査

包括的なもののひとつです。日本は、
1994 年に批准しています。

会では、もちろん私たちは発言できないので、国連の委員たち
に日本での状況を話し説明し動画を見てもらうことで、審査中

2013 年に朝鮮学校が高校無償化適用から除外されて、全国

の質問へとつなぐしかありません。朝鮮大学校の生徒たちが作

5 か所で無償化適用裁判が行われています。また、補助金支給

成してくれた動画、広島のハルモニが持たせてくれたチマチョ

再開についての闘いもあわせ各地では金曜行動、火曜行動、そ

ゴリの折り紙を付けたパンフレット、初級部の学生が書いた宣

して広島でも 19 行動を続けています。これらの闘いの中心で、

伝物を手に委員たちに声をかけます。

いつも学生たちと学校関係者、そして保護者、オモニたちがこ

また、同じく NGO 団体として参加している別団体の方とも

ぶしを上げています。昨年秋に提起され全国に広がった「オモ

交流をはかります。参加団体の中には理解に苦しむ団体の姿も

ニ達を国連へ送ろう！」活動は期間が 2 か月という短時間では

見られました。この団体参加者にはむやみに写真や動画を撮ら

ありましたが、全国の 8000 人に及ぶ方々の支援が集まりまし

れ国連スタッフを通じて注意してもらうなど、思わぬハプニン

た。広島でも 400 名を超える団体や支援者の賛同を頂くこと

グもありました。こうして 15 時から始まる日本審査を待ちま

が出来ました。また賛同してくださった方のお名前を横断幕に

す。時間 30 分前には審査会の開場前は長蛇の列ができました。

してスイスへ持っていきました。この場を借りて感謝の気持ち

国連委員の勧めで会場前の机に置いた私たちの宣伝物もあっと

を伝えさせて頂きます。本当にありがとうございました。

いう間になくなっていました。

列に並び入場…

1 月 14 日

国連の諸委員会の審査会に何度も参加している我が代表団団
長の素晴らしい采配で、私たちオモニ 4 人は日本政府団のすぐ

代表団は東京某所に集合し事前学習を行いました。代表団と
して各地から集まったオモニたちは弁護士でも学者でも教員で

そばの席に座ることが出来ました。

もありません。子どもたちの当たり前の権利、朝鮮人としての

審査は、

尊厳を守ろうと日々模索し声をあげている普通の主婦です。活

18 名の国連委員と日本政府側の質疑応答形式で進められま

動を通じて習得する様々な難しい権利用語などはあったとして

す。2 日で計 6 時間で NGO は傍聴のみ、発言権もありません。

も、国連の条約について深く学習したことがありません。送ら

福島原発事故の子ども達への影響、いじめ対策、体罰、児童

れてきた資料を、年末から時間を作っては目を通し、あとは持

虐待、婚外子差別、児童に対する性的搾取問題など様々な問題

ち前の勢いのみで東京に集まりました。

が取り上げられました。時間は刻々と過ぎます。

言葉では聞いたことのある「子どもの権利委員会」について、
質疑は教育に対する内容にはいり、とうとう、南アフリカの

そしてこれまで続けて行なってきた国連活動について、在日朝

スケルトン委員が質問しました！！

鮮人や日本におけるマイノリティに対する数々の国連勧告、私
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「2013 年に社会権規約委員会が高校無償化制度を朝鮮学校に通

日本における子どもに関わる重要課題が次々とあげられる中、

う子どもたちにも拡大する事によって教育に関する差別に対処

朝鮮学校の無償化適用除外に対する質問がしっかりと出された

するよう求めているが、他の人権条約委員会からの勧告に対処

意義は大きいと考えます。日本政府がいかに国連人権勧告に不

するため、どのような策が施されたのか」

誠実であるか。人権尊重の観点から、差別是正の観点から、子

審査会は質疑応答形式です。質問に対して日本政府代表団は

どもの最善の利益の観点から無償化除外問題に対処していない

返答義務が生じます。しかし残念ながら審査会時間は終了し 2

のかが浮き彫りとなるものでありました。９年ぶりの子どもの

日目へ繰り越されました。

権利委員会の審査だったにもかかわらず日本では審査の関連そ
のものも殆ど報じられません。そんな中スイスの高等弁務官に

1 月 17 日

スイス

ジュネーブ

審査会 2 日目

取材に来ていた NHK が WEB ニュースで審査の内容を報じまし
た！！

10 時審査会再開
1 日目の質疑に対しての回答：日本政府代表団―文部科学省

そして子どもの権利委員会より、新たな勧告が日本政府に突

「無償化制度は対象となる生徒を日本国籍に限定していない。

き付けられました。(C) 高校授業料無償化制度の朝鮮学校への

日本国内に在住している朝鮮籍を含めた外国籍の生徒も含まれ

適用を促進するために基準を見直すと共に、大学・短期大学入

ている、支援の内容も日本国籍の生徒と全く同じ内容である、

試へのアクセスに関して差別がおこなわれないことを確保する

外国人学校に生徒が通う場合であっても法令に定める要件を満

事。（CRC/C/JPN/CO/4-5,para39）

たしていれば支給対象となる。朝鮮学校については当時の法令

無償化に対する国連勧告は５回目。

によって定められた審査基準に適合すると認めるに至らなかっ

2010 年

人種差別委員会

たため、無償化支給対象の指定にならなかった、あくまで法令

2013 年

社会権規約委員会

に沿って判断したものであって、朝鮮学校に通う学生たちの国

2014 年

人種差別撤廃委員会

籍によって差別したものではない、今後、朝鮮学校が法令で定

2018 年

人種差別撤廃委員会

める要件を満たせば、支給対象となる」 筋違いの答弁に怒り

2019 年

子どもの権利委員会

を感じながらも、審査時間中は何もできません。

差別是正勧告は相次いでいます。
今回の勧告は、基準の見直しについてまではっきりと踏み込ん

民主党政権時、高校無償化が実施された2010年、外国人学校は

だものとなりました。日本は 1994 年に国連子どもの権利委員

( イ ) 日本の高校に対応する外国の学校と同様の過程を有するもの

会を批准しており、これは国際法です。日本国憲法 98 条では、

⇒いわゆるナショナルスクール、ブラジル学校、中華学校などが対象。

日本国が締結した条約及び確立した国際法規は、これを誠実に

(ロ) 国際的教育評価機関が認める⇒インターナショナルスクールが対象。

遵守することを必要とする、とあります。

( ハ ) その他、文科大臣が高校の課程に類するものと認めるもの

ジュネーブでの全日程を終え代表団は解散しましたが、代表

⇒上記以外の学校、朝鮮学校 10 校も対象。
が適用の対象となるとされていました。審査は 2011 年 8 月 29 日、
当時の管直人総理大臣が退陣する１日前まで中断します。
その年の 2012 年 12 月 26 日、第二次安倍政権が成立します
が、2 日後の 28 日には下村文科大臣 ( 当時 ) が朝鮮学校の無償
化除外を発表します。そして翌年 2013 年 2 月 20 日、文科省
は高校無償化の省令から ( ハ ) 号を削除し朝鮮学校を不指定にし
ました。朝鮮学校を除外するために審査基準を変えたのです。
法令によって定められた審査基準に適合すると認めるに至らな
かったため、とは詭弁でしかありません。

団の一員として、今回の勧告を含めて子どもの権利委員会へ
行ってきた報告活動を各地で行なっています。本当に沢山の
方々が朝鮮学校への不当な差別に対し NO!! と声をあげてくれ
ています。その輪は日本のみならず世界へと広がっています。
驚くような出会いに励まされています。
広島無償化裁判は高裁第 6 回目が 7 月に開かれます。無償化
裁判は在日朝鮮人の人権闘争であり、尊厳の回復に繋がる闘い
です。差別は差別を助長します。日本における在日朝鮮韓国人
差別問題はそれを発端に差別社会を形成する局面もあります。
未来を担う宝、希望は子どもたちです。

２日目の審査終了後、私たちは日本政府代表団の不誠実で正
当ではない回答に対し、議長をはじめとする委員たちに再度情
報提供しました。委員たちは無償化除外の真の理由が述べられ
ていない、人種差別撤廃委員会でも指摘されている問題である、
これは朝鮮学校へ通う子どもたちへの差別の問題であると、日
本政府の「差別ではない」という回答に懸念を表していました。
２日間の審査では前述したとおり福島原発事故の子どもたち
の状況、いじめ対策、体罰、児童虐待、婚外子差別、児童に対
する性的搾取問題、そして朝鮮学校の無償化適用除外など様々
な問題が取り上げられました。
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全ての子どもたちに学ぶ権利を！
差別のない明るい未来を！
共に最後まで宜しくお願い致します。
写真提供：朴陽子さん

私の第三の人生

玄界灘にかかる虹を夢見て
都築寿美枝（ヒバク反対キャンペーン）
げることが最高の美徳だと叩き込まれた。教育は人の人生を大
きく変える。教育に携わる人はそれを意識すべきだ。
ʻ終戦ʼ間際、
知覧にはまともに飛べる飛行機はなかった。ʻ終戦ʼ になって生
きる希望がなくなり生活が荒れた。戦後、段々と自分たちは騙
されていたことに気づくようになった。」と語っていた。

２、解放運動との出会いと教員時代

；

こういうディアスポラ（異邦人）人生をたどった彼らが出会
い、私が生まれた。私は祖母の作る朝鮮料理を好み、祖母を敬

ソウル光化門前広場で堕胎罪廃止を求める集会

愛しながらかつ一方では、日本社会にある朝鮮人差別に無意識

4 月、韓国の日本軍「慰安婦」被害者である李容洙ハルモニ

的に染まる部分も持ち合わせていた。私が近所の遊び仲間から

が広島朝鮮学校への寄付と日本軍「慰安婦」問題解決ひろしま

「チョウセンジン」といじめられたことを知った祖母が「朝鮮

ネットワーク設立７周年集会参加のため来日された。ハルモニ

人のどこが悪い！」と烈火のごとく怒鳴り込んで行った光景を

に同行していた私は、集会でこの問題を扱った韓国漫画の日本

覚えている。朝鮮人の矜持を保ちながら懸命に生きていく祖母

語出版を呼びかけた。それがきっかけとなり、第九条の会ヒロ

を誇りに思う反面、それを公言できない自分がいた。
「差別は

シマに寄稿することになった。

個人的問題だから、自分さえしっかりしておけば関係ない。
」
と信じた思春期時代だった。

１、祖父母たちのディアスポラ人生

1971 年大学生になった私に、それまでの自己保身哲学を

今の自分を振り返るとき、祖父母や両親の人生が私に大きく

180 度転換する大きな出会いがあった。「差別は社会の構造的

影響していることは否定できない。1913 年朝鮮忠清北道生ま

な問題だ。個人の努力で解決するものではない。だから社会の

れの朝鮮人祖母は、日本帝国主義の朝鮮に対する経済侵略のお

ことを唯物論的弁証法にのっとって分析することが必要だ。」

先棒を担いだ朝鮮電力の課長として赴任した日本人祖父と結婚

と私をオルグする男性が現れた。それまで自分が突っ張って維

した。この結婚には反日感情の強い朝鮮人曽祖父と、また朝鮮

持してきたものがガラガラと音を立てて崩れていった。彼とそ

人差別感情を持つ日本人家族双方が猛反対した。当時は日本人

の友人らを通じて部落解放運動の集会や学習会に参加し、社会

と朝鮮人の結婚を「内鮮結婚」と呼んだ。私は祖父母の衝撃的

構造としての矛盾（部落差別）解消と人間の尊厳を取り戻す闘

な「内鮮結婚」について韓国の聖公会大学院で研究論文を書い

いの思想を学ぶようになった。森永ヒ素ミルク中毒被害者の支

た。祖母が娘時代には朝鮮の家父長制の強い家庭で教育の機会

援活動や反公害運動に私を誘ったその男性が夫である。大学の

を奪われたこと、結婚後は祖父を通じた日本人社会の中で陰に

授業中、ある教授の「朝鮮人は泥棒が多い。」という差別発言

陽に朝鮮人差別を受けながら、また一方では中国人に対する優

が私の中にくすぶっていた何かに火をつけた。

位な立場で生活していたことなどを知るに至った。母もしかり、

教員になった私は同僚教師たちと人権尊重を基底とする解放

日本人学校では朝鮮人として、居住地域では日本人として見ら

教育と平和教育の実践を目指した。被爆地広島の被害面だけで

れ寂しい思春期だったこと、それが母の人格形成に大きく影響

なく、アジアに対する侵略基地としての軍都広島の歴史や外国

したことも理解できるようになった。また日帝時期の朝鮮や中

人被爆者の問題も扱った。総合学習では「日本とコリア」とい

国で人々が分断され、それが戦後も尾を引いていたことも学校

うテーマで日本と朝鮮の歴史や文化について、朝鮮通信使ゆか

制度などの具体を通して知ることができた。日本の敗戦後も朝

りの福山市鞆町や当時平和公園外にあった韓国人被爆者慰霊碑

鮮に定住するつもりだった祖父は米軍庁の布告により 1946 年

を生徒たちと訪れ、関係者にインタビューしたりした。社会見

４月、日本へ強制送還された。後に残った祖母と母は親日派と

学には毒ガス製造と中国大陸での使用について学び、平和につ

みなされる冷遇さに耐え切れず祖父の後を追って玄界灘を渡っ

いて考える大久野島を選んだ。保健授業で土壌汚染を扱ったと

てきたのだ。

き、日本国内でも戦時中の毒ガス埋設問題が起きていることを

軍国少年だった私の父は、陸軍少年航空隊員に志願して鹿児

知らせると生徒から「だから戦争をしたらいけないんだなあ。」

島の知覧で敗戦を迎えた。父の太腿には飛燕に乗ってアメリカ

という声が聞かれた。ハンセン病問題を教材にしたとき、ハン

のグラマン機を迎撃し、墜落したときの大きな傷があった。晩

セン病回復者の宿泊を拒否した業者が旅館組合から除名された

年父は、
「『特攻隊員志願募集がある』という教師の言葉は『皆、

ことを知った生徒たちは「差別する者が損をする。
」と納得し

志願しろ』を意味した。当時は国体（天皇制）のために命を捧

た表情を見せた。
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強制連行労働者像の前で
ソウル市龍山駅

３、日本軍「慰安婦」制度問題に取り組んで

まりネットワークが広

当時行った性教育は従来の「純潔教育」を脱し、性を生の問

が っ た が、裁 判 は 二 審 原

題として、人権の問題と位置付けたものだった。受精のメカニ

告敗訴、2003 年 4 月最高

ズム・人間と動物の違い・性病予防・避妊・性の多様性などを

裁上告棄却で原告敗訴が

カリキュラム化した。そして平和教育と性教育を結びつけて選

確定した。
（私が韓国留学

んだテーマが「性と戦争」だった。日本軍「慰安婦」被害者の

中に関釜裁判をモデルに

体験を元に、戦時中の日本軍「慰安所」制度について紹介した。

し た 映 画「ハ ー ス ト ー

当初は女性の被害を中心にした内容だったので女子学生の反応

リ ー」が 上 映 さ れ た が、

が強かった。それを反省して被害女性たちにとっては直接的加

韓国人があまりこの裁判

害者である男性兵士にも焦点を当てた学習内容にしていくと、

について知らないことに

男子学生の顔もだんだんと上がってきた。人間性を否定する階

驚いた。）また韓国と日本

級差別の最たる軍隊内にあって、人間として扱われず、人間と

の市民をつなぐ平和と人

してみなさない敵を殺すか殺されるかという極限状態に追い込

権 ス タ デ ィ（ワ ッ タ ガ ッ

まれた兵士たちにとって慰安所制度はまさに「飴と鞭」政策で

タツァー）を 7 回ほど行っ

あったという本質が理解できたようである。感想文の中には「自

た。日本ではあまり知られていない日帝時代や韓国軍政時代の

分の祖父は軍隊時代の話をしない。優しい祖父が慰安所に行っ

民衆弾圧事件現場での学習、駐韓米軍基地反対闘争する市民た

たのかと思うと複雑だ。」
「被害者の名誉回復の運動に共感する。

ちとも交流する内容だ。韓国からくる市民には平和公園はもち

何か応援できることはないか。」「日本政府はきちんと謝罪して

ろんのこと、朝鮮人強制労働現場である高暮ダム、大久野島、

欲しい。そうしないと将来自分たちがアジアに対して恥ずかし

岡山の長島愛生園ハンセン病療養所などを案内した。九州編で

い。」というものもあった。これらの感想文を韓国語に訳して

は三池炭鉱跡、薩摩焼窯元、日出生台米軍演習場付近などに行

もらい、韓国の運動団体に送り、被害者たちが共同生活するナ

き、日韓市民交流をした。これらのネットワークはその後の私

ヌムの家を訪問した。今は亡き被害者のハルモニ（おばあさん）

の人生を豊かなものにしてくれている。

たちは最初硬い表情だったが、私の祖母が韓国人だと話すと一

４、第三の人生

気に心を許して当時のことを次々と話してくれた。このときか
ら私とハルモニたちの交流が始まった。その後訪問したとき、

差別は個人の努力で乗り切れると思っていた思春期が第一の人

ハルモニたちは PTSD 治療の一環として当時の状況を絵に描く

生だとしたら、社会の矛盾に気づいて行動し始めたのが第二の人

活動に取り組んでいた。私はこれらの絵をまた教材にして「性

生だ。６年前に定年退職した私は今、第３の人生を楽しんでいる。

と戦争」のテーマに取り組んだ。

韓国の延世大学語学堂で本格的に韓国語を勉強した後、２年間ソ

教師生活を送りながら私は一方で市民活動として韓国と日本

ウルにある聖公会大学（大学院 NGO 学科）で学んだ。ちょうど

の友好連帯にも取り組むようになった。ハルモニの絵画展・映

韓国では民衆がパク・クネ政権を倒し、新しい政権を立てる時期

画「ナヌムの家のハルモニたち」などの上映運動・ハルモニの

に重なった。土曜ごとにろうそくデモに参加し、民主化を求める

証言集会などである。この流れの中、1998 年広島高裁で関釜

様々な労働者市民活動に触れた。友人たちと星州のサード（米軍

裁判二審がはじまり、その支援活動に携わった。関釜裁判は韓

のミサイル）設置予定地に行き地域住民と連帯したり、セウォル

国の日本軍「慰安婦」被害者３名と女子勤労挺身隊員被害者７

号事件学習会に参加して被害者家族たちと交流したりもした。そ

名が日本政府に公式謝罪と賠償を求めた裁判だ。1998 年 4 月

の間も、日本軍「慰安婦」被害者だったハルモニたちは次々とな

一審の下関判決では元「慰安婦」被害について日本に賠償法作

くなり日本政府は未だ公式謝罪と賠償をしていない。私の心は

成義務を命じたが、原告被告双方が控訴したのだ。裁判のたび

焦った。今の私にできることは何か？市民活動を通じて知り合い

に来日される原告ハルモニと支援者たちのお世話と日本市民と

になった人権漫画家キム・グムスクさんがナヌムの家に住むイ・

の交流を企画実行した。広島と県北の支援者たちとの交流も深

オクソンハルモニを取材して「草」という作品を描いた。日本の
人たちに、特に若い人たちに紹介したいと思った。すでにフラン
ス語版が出版され、６月には英語版とイタリア語版が出版される
という。自分の能力を顧みず私はこの本の日本語訳に取り組んだ。
幸いなことにこれまでのネットワークのおかげでこの作業を助け
てくれる日韓の仲間がいた。これまでもそうだったように私一人
の力ではできないことも仲間の協力があってこそ実現できるもの
と信じている。私の第三の人生はたとえ小さくても、日韓平和の
架け橋に少しでも貢献できる活動を続けていくことを夢見てい
る。祖父母や両親の時代を乗り越えて、私の時代に手にしたもの

広島駅でイ・ヨンスさん見送り

写真提供：都築さん
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を孫たちにも伝えていきたい。
（漫画「草」日本語出版協力お願いは P12 へ）

漫画《풀（草）》日本語出版のご協力お願い
《草》はナヌムの家のイ・オクソンハルモニをモデルにした
韓国の長編漫画です。植民地朝鮮の女性たちの生活、どのよう
な経過で日本軍性奴隷にさせられたか、戦地での生活、戦後は
どんな生活を送ったか、現在彼女たちが願っていること、私た
ちに託したい思いは何かについて、ハルモニに寄り添いながら
行なわれたインタビューと現地調査を交えて描かれています。
作者のキム・グムスクさんは韓国のセジョン大学絵画科と
フランスのストラスブルグ高等装飾美術学校を卒業し、誠実な
取材を土台に力強い漫画を描いています。代表作品は発達障害
の音楽家を描いた《チュンイ兄さん》、済州島の４・３事件を

すが、この問題の真相と被害者の思いが正しく伝えられにくいのが

描いた《チスル》
、韓国の原爆被害者を扱った《おじいさんと

今の日本の現状です。

過ごしたハル》、日帝植民地時代に強制動員された在日朝鮮人
を扱った《わが母

カン・グムスン》などがあります。
《草》

このような状況の中で、《草》は私たちに歴史の真相を知らせ、

は韓国の西大門図書館では日帝歴史コーナーに置かれています。

被害者たちの思いに近づく一つの道標にもなり得る作品ではないか

また、
《草》は昨年９月フランス語版が出版され、今年６月に

と思います。日本語出版に向けては、ʻころから出版ʼ が積極的に引

英語版とイタリア語版が出版され、スペイン語出版も予定です。

き受けてくれることになりました。クラウドファンディング（7 月予定）

《草》は過去の問題だけでなく、現在も続く戦時紛争下の性暴

と先行予約の二本立てで集めようと考えています。皆様のご協力が

力根絶と女性の人権尊重を訴える作品でもあります。日本社会

必要です。よろしくお願いします。

には日本軍性奴隷制問題に真摯に向き合う事が求められていま

広島市長

松井

一實

連絡先

090-6402-9261sakinakira@yahoo.co.jp

様

都築寿美枝

2019 年 5 月 27 日
日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク
共同代表
要

請

足立修一

田中利幸

土井桂子

書

私たちは、アジア太平洋戦争中に日本政府と日本軍関与のもとで設置・管理・運営され、多民族にわたる多くの女性を性的に虐
待した「人道に反する」戦争犯罪行為である日本軍慰安所制度の被害者に対して、一刻も早く日本政府による公式謝罪と賠償が行
われ、正義が実現することを願って、2012 年より活動している市民有志の団体です。
被害者は日本軍が侵攻したアジア太平洋全域に及んでおり、残念ながら日本政府の事実調査がなされず未解決のまま、1991 年 8
月 14 日の金学順（きむはくすん・韓国）さんによる告発以来、世界各地で名乗り出られた多くの被害者がすでに亡くなられました。
そのため、日本がこの問題の解決に真摯に取り組み世界に誇れる人権尊重国となる時間は失われつつあります。
さて、本年４月 16 日〜 24 日、広島市まちづくり市民交流プラザ１階ロビーにて「新しい歴史教科書をつくる会」広島支部主催で、
「これが『慰安婦』の真実だ！日本政府は謂れなき謝罪と賠償を取り消せ！」というテーマの「慰安婦の真実パネル展」が開催さ
れました。その展示を閲覧して、あまりにも国際的な人権意識と歴史認識からかけ離れている内容に驚いたある市民が広島市に苦
情を申し立てました。ところが、会場となった施設を所管する広島市市民局市民活動推進課から「生涯学習や市民活動に取り組ん
でいる団体の『表現の場』として提供」、「市民の皆様には様々な考え方があることから、展示内容を直接の理由に使用を制限する
ことは困難であると考えております」との回答が来た、という情報を受け取りました。
私たちはこの回答に対してその無責任さに満腔の怒りを覚えざるを得ません。
「国際平和文化都市」を標榜し、
「ヒロシマの心を
世界へ」と訴え、また「平和への思いを共有する」ことをめざしている広島市が、歴史の事実を歪曲し、誤った情報をもとに、あ
る特定の国や戦争被害者を誹謗・中傷するような内容の展示を市の施設で行うことを、市民活動の自由や表現の自由の名の下に許
可されたことに対して、広島市はその責任を問われています。
表現の自由には「他者の人権を侵害しないこと」が必要不可欠であることは世界の常識です。これを無視して「表現の自由があ
るから広島市はなにもできない」と主張することは、つまり、広島市が「ヘイト・スピーチ / ヘイト・表現」という人権侵害行為
に加担しているということを意味しています。
ドイツをはじめ、ヨーロッパの多くの国々では、戦争被害者 / 被害国に対するこの種の暴言・侮蔑行為に加担することは由々し
い「犯罪行為」とみなされています。個々人の「自由」にはその自由行動によって「他者の人権を侵害しないこと」が必要不可欠
な条件であって、これが国際的にはあたりまえの人権感覚です。しかも、その「他者」とは、今回の件では日本が侵した重大な戦
争犯罪の被害者であり、先日来広された広島市の姉妹・友好都市である韓国・大邱市の李容洙ハルモニもそのお一人です。
私たちは、今回の出来事に対する広島市の非常に無責任で非人道的な対応を強く批判し抗議せざるを得ません。もしも、この種
の人権侵害行為を「表現の自由」の名のもとに広島市が容認することを続けられるならば、私たちは世界に向けてこの事実に関す
る情報を拡散し、海外の様々な人権保護団体との連帯活動を強めていく所存です。
このようなことが二度と繰り返されることが無いように、世界に誇れるまちづくりをめざしておられる広島市長がその指導力を
発揮してくださるように強く要請いたします。また、この件に関する松井市長のご見解を 6 月中旬までにご回答いただきますよう
にお願いいたします。
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「放射線副読本」ここが問題だ！
たてべ のぼる

建部

暹（ヒバク反対キャンペーン共同代表）

建部暹さんプロフィール 1945 年兵庫県生。原爆紙芝居や映画、第

放射能副読本：これまでの経過

五福竜丸事件や放射能雨、岩佐訴訟支援が核問題との出会い。スリー

2011 年 10 月初版

マイル島原発事故後「原発に反対する高校教職員の 会」を結成。ヒ

福島事故直後、文科省研究開発局の予算でつくられ、全国の

バク反対キャンペーンでは、核実験反対運動、CTBT、JCO 事故、原

学校や公民館に配布された。原発推進の原子力学会の要求で事

発被ばく労災、現在とりわけ福島事故被害者の課題に取り組んでいる。

故前から準備していた。事故後にもかかわらず、福島事故には
触れず、原発事故は起こさない、放射線は役に立つという主張

民への放射線被ばくの健康影響はない。福島は復興しつつある。」

であったため撤回運動が巻き起こり、文科省初等中等局による

と宣伝し、原発事故被害者を切り捨て、原発再稼働をすすめる

改訂版が作成された（事実上の撤回）。

ことを目的としている。「強化戦略」の標的は学校教育であり政

2014 年 2 月の改訂版

府の「強化戦略」をそのまま副読本にした。福島切り捨てを認
めるよう全国の世論を変えていく手段として作られている。

「放射線被ばく 100mSv 以下ではがんなどの病気になるかどう
かさまざまな見解がある、事故で放射能が流れてきても屋内退

被災地と被害者の置かれた現状

避で被ばくを避けられる」という政府の公式見解を踏襲してお

〇事故後８年目に入ったが、いまだに避難指示による避難者 4

り、賛成できないものだったが、それでも撤回運動を反映して、

万人と多数の区域外避難者（公表されていない）が避難を強

福島事故の汚染と被害について教えようとするものであった。

いられている。その他に多数の住民がやむなく移住している。

2018 年 10 月再改訂版

〇政府は年 20ｍSv 規準の帰還政策を進めてきた。しかし、避

10 月に全国の公立中学校に全生徒数を送りつけ、12 月中旬

難指示が解除されても子育て世代を中心に若い世代はほとん

小学校にも送りつけられた。小中高生のほぼ全員分約 1400 万

ど帰還していない。避難指示が解除されたが「休校」になっ

部が全国の学校に送られている。副読本を教えるための教師の

た学校もある。

研修費を含め 2 億円の文科省予算が投入された。

〇政府はさらに汚染が高い帰還困難区域の一部を「特定復興拠

副読本は教科書と違って学校で使う義務はないが、今回は授

点」として除染し、「年 20mSv を下回ることが確実」を基準

業などで使うよう指示し報告を出させるという異例の扱い。

として、2022 年に避難指示を解除することを決めている。

再改訂版「放射線副読本」の内容

住民は個人線量計による放射線管理を行うことなどが考えら

◇放射線の学習から始める。（初版は放射線、事故の順。改訂

れている。

版は事故、放射線の順）

〇帰還政策と併せて、避難指示区域住民への精神的賠償、区域

◇放射線はゼロにできない。低線量（100 ミリシーベルト以下）

外避難者の住宅支援、応急仮設住宅の無償貸与、など、様々

の放射線は危険でない。

な支援・補償が切り捨てられている。

◇放射線は役に立つ。放射線との向き合い方を考えていかなけ

〇ADR 和解調停が打ち切られ、浪江町住民が集団提訴している。

ればならない。

〇福島第一原発では廃炉に向けた作業で多数の労働者が被ばく

◇福島の放射線は低くなり福島は復興し元の生活が戻りつつある。

し続けている。

◇世界一厳しい基準で管理しているので福島県産食品は安全だ。

〇労働者を含め、東電福島第一原発事故被害者の人格権など基

◇放射線は人から人へうつらない。避難者の子どもをいじめるな！

本的人権が著しく侵害されている。

◇放射線事故が起きたら、冷静に退避・避難せよ。

〇多くの避難者訴訟で国の責任が認められている。しかし政府

◇福島原発事故に少ししか触れず災害扱いで国等の責任は言わない。

は、国の責任を取ろうとせず、2017 年 12 月に策定した「風
評払拭・リスクコミニュケーション強化戦略」に沿って、復

なぜ、こんな副読本が作られたのか。

興庁の「放射線のホント」や文部科学省の再改定版「放射線

再改定は「風評払拭・リスクコミニュケーション強化戦略」

副読本」で、「東電福島第一原発事故の放射線被ばくの健康

に沿うもの（復興庁の説明）

影響はない。福島は復興している。元の生活に戻りつつある。」
原子力災害に起因する科学的根拠に基づかない風評やいわれ

と世論を操作し、
「福島原発事故被害者の切り捨て、原発再

のない偏見・差別が今なお残っている主な要因は、放射線に関

稼働への地ならし」をしている。また東京オリンピックで福

する正しい知識や福島県における食品中の放射性物質に関する

島原発事故からの復興を世界にアピールしようとしている。

検査結果、福島の復興の現状等の周知不足と考えられます。
このため、関係府省庁とともに、平成 29 年 12 月に「風評払拭・

〇しかし一方では、福島に原発はいらないとの全県的な声は東
京電力に福島第二原発廃炉の方向性を表明させた。政府が画

リスクコミュニケーション強化戦略」を策定しました。

策しているモニタリングポストの撤去、ALPS 処理水の海洋
風評払拭に名を借りて「東京電力福島第一原発事故による住

放出は地元の強い反対により中断している。
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福島県教職員組合の要請書

副読本の問題点をまとめると

福島県教職員組合は、文科省による副読本改訂に対して「要

1 放射線副読本再改訂が目指すことは学校を通じての世論操作

請書」（2018・6・15）を県教育委員会に提出し、文科省へ改

福島の放射線は危険ではないという知識や食品中の放射線も

善を求めるよう要請している。その要旨は、

基準値内で大丈夫ということを「知ってもらう」、そして「食

1 いかに重大な事故であったか、避難の困難さ、継続する避難、

べてもらう」
「来てもらう」と言い、
「知ってもらう」ための「放

廃炉作業の困難さなど、福島県民の苦悩が伝わるような事

射線教育」、その中心が「放射線副読本」という位置づけである。
2 放射線は危険でないと書くよう「強化戦略」は指示する。
「副

実の記載や、被害の記述。

読本」はその通り書いただけのものである。

2「福島県の農林水産業の人々はきちんと測定して、安全性に

3 「いじめ防止」を事故責任の「ごまかし」に使う。まさに、

は自信を持った作物だけが流通するよう努力している」点

文科省は不道徳。
「いじめるな」と説教しても「いじめ」は

は詳しく表記。
3 高線量被ばくは死につながること、低線量被ばく量に比例し

止まらない。福島事故の責任を明らかにし、被害者に寄り添

てがん死亡数が増加することを示したうえで、生徒が放射

い補償するという社会を見せなければ子どもたちを説得でき

線のリスクを考えられる内容に。

ない。責任を取らず、避難を止めさせようとする政府の政策
こそが「いじめ」につながっている。

4 福島県は「原子力に依存しない」まちづくりに転換している。

４ 福島原発事故の放射線被ばくは人権に反する。学校では「人

5 復興の苦難、風評被害の実際、いじめ等人権侵害問題、全国

権を守れ」と教えなければならない！

の教職員が理解したうえで放射線教育を実施できるよう教

5 世論とかけ離れた政府意見の押しつけ。学校教育への不当な

職員用解説書の発行。

介入である。

残念ながらこれらの「要請」は受け入れられていない。
6

隠された原発推進。 「事故は今後も起こるが、冷静に対処

放射能汚染のある地域では危険を避ける教育が必要、
副読本には、それは一切なし！

せよ」というが、福島事故は一国の存亡をかけるような深刻

福島県と周辺県では、除染した土地でも放射線の高い場所、

と起こさないためにはどうするか、事実に基づいて子どもた

な事態であるのだから、どのような事故であったのか、二度

水の集まる道路の端や川岸など注意すべき場所があり、子ども

ちが良く考える素材となる教科書にすべきだ。

たちに教えなければならない。汚染したままの山林に入ったり、

7 被害を軽く見せる副読本

最近の研究で 100ｍSv 以下でも発

セシウムを濃縮するキノコや野草をとることの危険性を知らせ

がん・がん死の増加が科学的に明らかにされている。被ばく

る必要がある。全国の子どもたちも知っておくべきだが、副読

を減らす大事さを考えさせたい。

本からは、完全に抜け落ちている。

署名運動を大きく拡げ、国に撤回させよう
放射能副読本をチェック！

福島事故直後に今回同様に配布された「放射線副読本」は、

中高生版の「はじめに」をチェックすると、

事故に触れず放射線は役に立つという原発推進であったため、

1「ゼロにできない」と刷り込む。自然放射線はゼロにできな

9 万を超える撤回署名、各地の運動で文科省に撤回・改訂させた。

いが、原発をなくせば追加の放射線はゼロにできる。
2

今回も、運動を大きくし撤回させよう。そして事故被害者と連

放射線との正しい向き合い方は「被ばくを避けるためあら

帯し、学校教育への政府の介入を止めさせ、脱原発へと進もう。

ゆる対策を行う」であるべきだが、副読本は「少々の被ばく
は我慢し重大事故のおそれも受け入れて発電する」へ導く。
3

事故を起こした東電と国の責任を言わない。原発事故を自
然災害のように見せている。

4

あまりに軽い扱いではないか！被害者への補償問題は国と
東電の責任を問う裁判で争われている。

5

20mSv/ 年の被ばくを強いる帰還政策、人権を踏みにじり、
異議申し立てする人々を抑え込む復興である。

6「二度と事故を起こさないためにどうすべきか」となるのが、文
章として正しいだろう。
「いじめ」をこのように使うのは、卑怯だ。
このような、問題のすり替え方を文科省は子どもに教えるのか！
7 自然災害ではない。「放射線事故の責任を明らかにし、深刻な
被害をしっかり受け止め、被害者を助け、被ばくを増やさない
対策を行い、原発を使い続けるかしっかり考えよう」とすべき！
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「放射線副読本」を撤回させる署名運動を広げよう
上関原発止めよう！広島ネットワーク
上関原発止めよう！広島ネットワークは、4 月 25 日の建部

2019 年 5 月 14 日

さんの学習会を受け、広島でも子どもたちに「放射能副読本」
に基づく学習をさせないために 5 月 14 日、広島県教育委員会

広島県教育委員会 教育長

平川理恵

様

再改訂版『放射線副読本』についての質問書（抜粋）
文部科学省は昨年、再改訂版の『放射線副読本』を作成し、

と広島市の教育委員会に出向き、再改訂版『放射線副読本』の

全国の小・中学校へ配布しています。高校に対しては希望を調

主な問題点を述べ、質問書を提出しました。

査していると聞いています。しかし、私たちは、この『放射線

また広島市の各学校に同じ趣旨の質問書を送り、使用状況を

副読本』の内容を見て、このような内容で放射線に関する教育

把握して、撤回要請運動を組み立てていきたいと思っています。

が誘導的に行われることに、子どもたちの未来を危うくすると

滋賀県野洲市では、市議会での指摘を受け、市教委が内容を

感じました。以下に主な問題点を列挙します。

精査した上で回収を決めました。保護者に「内容や取り扱いに
ついて改めて協議した結果、記述された内容に課題があると判

＝再改訂版『放射線副読本』の主な問題点＝

断しました」との文書を送り、回収への協力を求めました。

①「いじめ防止」目的とされるが、電力会社や政府による「事

副読本を撤回させるためにヒバク反対キャンペーンとともに
広島県内、全国へ署名運動を広げていきたいと思います。

故責任のごまかし」に使用されています。
②学校を通じての「放射線は危険でない」という誤った世論誘
導になっています。

滋賀県野洲市 原発事故より「安全性ばかり強調」
国の放射線副読本を市教委回収（京都新聞抜粋）

③人権に反する「高汚染地への帰還」政策の推進容認になって

文部科学省が昨年改訂した内容を問題視し、野洲市教委が回

④「放射線被曝の被害」を軽く見せる意図になっています。100 ミ

収を進めている「放射線副読本」 文部科学省が全国の小中学

リシーベルト以下の被曝の影響について改訂前に記された「はっ

校と高校に昨年配布した「放射線副読本」の最新版について、

きりとした結論は出ていない」の記述が削除されています。

滋賀県の野洲市教育委員会が、福島第１原発事故の被災者の心

⑤「食事の発がんリスク」と「放射線によるがんリスク」の比

情に配慮せず、安全性を強調していることを問題視し、回収を
進めていることが分かった。改訂前に比べ、原発事故の記述よ
りも日常生活で受ける放射線量などの説明を優先した内容に、

います。

較は科学に反し、不適切です。
⑥福島で、子どもの甲状腺がんが多く見つかっている事実や、
低線量被曝に関して一切触れていません。

福島県からの避難者が憤りを表しているほか、専門家も「放射
線被ばくのリスクは大したことがないと思わせる印象操作だ」
と批判している。
・・・

被爆地広島に住む私たちは、子どもや孫を持つ保護者の立場
からもこの副読本が学校現場で使用されることは極めて不適切

野洲市では３月８日、市議会の質問で「副読本は、自然界の

であると考えます。野洲市教育委員会と同様に英断により直ち

ものと事故による放射線を同一視し、安全だという結論に導こ

に回収されることを望みます。

うとしている」などと指摘を受け、市教委が内容を精査した上

それ故に、私たちはこの配布された『放射線副読本』がどのよ

で同日中に回収を決めた。同 11 日付で保護者に「内容や取り

うに使用されるかをぜひ知りたいのです。ご多忙中誠に申し訳

扱いについて改めて協議した結果、記述された内容に課題があ

ありませんが、下記質問に 5 月 20 日頃までに文書で面談を通

ると判断しました」との文書を送り、回収への協力を求めた。

じてご回答下さる様お願い申し上げます。

市教委は取材に対し、被災者の声が書かれていない▽廃炉作
業など今後の課題を記述せず、安全性ばかり強調した内容に

＝

なっている▽内容が高度なところがある−を理由に挙げる。

１ 広島県教育委員会は、この『放射線副読本』の内容に関して、

既に市内の小学校に 2113 部、中学校に 314 部を配布したが、
各校の対応は▽全生徒児童に配布▽高学年児童にのみ配布▽活
用方法を検討中で配布せず−に分かれていたという。

質

問

＝

どの様にお考えでしょうか？
２ この『放射線副読本』は、広島県の中学校・高等学校のうち
何校に配布されているのでしょうか？

市教委は現在も回収中で、西村健教育長は「原発事故で今も

３ 配布の仕方は、各学校に数冊ずつ配布するというものでしょ

４万人以上の避難者がいるにもかかわらず、副読本にはその

うか、各生徒に一冊ずつ配布するというものでしょうか？

人々の思いが抜け落ちている。一度回収してから、資料を補う

４ 広島県教育委員会は、この『放射線副読本』の使用方法や使

などの活用方法を検討したい」と話している。一方、文科省教

用状況調査に関する通達をすでに出されたのでしょうか？

育課程課は「副読本が全てではない。足りないことがあれば別

出されたのであればその内容を教えてください。

の資料で補うなど各現場で工夫して使ってほしい」とする。
上関原発止めよう！広島ネットワーク（参加者：29 団体＋135 個人）
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「新しい歴史教科書をつくる会」広島支部主催

「慰安婦の真実パネル展」のウソをあばく
山川滋（教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま）
１

はじめに
「『慰安婦』は『性奴隷』のデタラメ」

今年の 4 月 16 日から 24 日まで、広島市まちづくり市民交

「韓国が主張する『七奪』は日本の『七恩』だ」
「七奪や慰安婦

流プラザ１ F ロビーで開催された標記の展示会には 56 枚程度

の大嘘の被害者と主張し続ける韓国」

のパネルが掲示されていた。このパネル展は全国各地で開催さ

「日本は奴隷制度を廃止し

れており、その主催は「捏造慰安婦問題を糺す日本有志の会（有

万民平等とした」「日本統治により

朝鮮半島は文明国へ」

志の会）（http://true-history.jugem.jp）」となっている。さら

「日本は朝鮮会社令によって・・・経済知識と規範のない朝鮮

に調べると、この会は「『慰安婦の真実』国民運動」の関連団

人の詐欺行為から、一般朝鮮人を保護しました。」

体であり、その傘下にはこの「新しい歴史教科書をつくる会（つ
くる会）」
「史実を世界に発信する会」
「テキサス親父日本事務局」
「なでしこアクション」「正しい歴史を伝える会」「もう一つの

「紙幣すらなかった朝鮮に金融システムを整え近代国家の礎を
築いたのは日本」
「日本の弛まぬ努力により最貧国朝鮮半島に” 奇跡” と呼ばれ

戦争展」があった。「つくる会」は 2013 年 11 月に西区民文化
センターで「『従軍慰安婦』の嘘をあばく」パネル展示会を行い、
「日本会議広島支部」が後援をしている。なお、日本会議広島
支部長と「つくる会」広島支部長は同一人物であることから、
日本最大の右翼政治勢力の日本会議が草の根市民運動と称し

るほどの大幅な発展をもたらした」
「最新の技術をつぎ込みインフラ整備を行った／韓国に資源と
技術を与えた日本」
「日本は国費を傾けて朝鮮を近代化させた」
「日韓併合前の

て、「慰安婦などいなかった」と、歴史の事実を捏造し改ざん

李氏朝鮮は地獄だった」

「世界最貧国で染料を輸入できず 染色技術もなく服は白一色だった」

し「慰安婦」とされた人々だけでなく、過去から現在に至る韓国・
朝鮮人に対する悪質な宣伝活動（ヘイトスピーチ）を行ってい

「自称・元従軍慰安婦の証言の二転三転？」
「慰安婦は性奴隷の嘘」の嘘

るということが明らかになった。

「米軍の記録

高給取り慰安婦の実態」「慰安婦の所得は大将を

上回る高額だった」

２「慰安婦」や韓国、朝鮮人をおとしめる
「慰安婦の真実パネル展」はヘイトパネル展である

「慰安婦は売春宿であり、客は料金を支払う必要があった。性

パネルのタイトルや見出しの一部は次のようなものである。

奴隷がでっち上げだという明確な証拠がある」
「なぜ韓国は反日なのか？」

歴史の一部分だけを切り取り、意図的に「慰安婦」にされた人々

「つまり慰安婦は今で言うところの風俗嬢なんです。」

や朝鮮民族をおとしめ侮辱したものや、明らかに事実に反して
いるものばかりである。

2014 年 7 月に国連自由権規約委員会による日本政府報告審
査における最終見解が出された。委員会はヘイトスピーチ及び
人種差別について、韓国・朝鮮人、中国人、部落民といったマ
イノリティ集団のメンバーに対する憎悪や差別を煽り立ててい
る人種差別的言動が広がっていること、こうした行為に刑法及
び民法上の十分な保護措置がとられていないことについて、懸
念を表明した。また委員会は，当局の許可を受けている過激派
デモの数の多さ、外国人生徒を含むマイノリティに対し行われ
る嫌がらせや暴力、そして「Japanese only」などの張り紙が
民間施設に公然と掲示されていることについても懸念を表明し
た。締約国は、差別、敵意、暴力を煽り立てる人種的優位性や
憎悪をあおる全てのプロパガンダを禁止すべきであり、こうし
たプロパガンダを広めようとするデモを禁止すべきであるこ
と。締約国は、人種差別に対する啓発活動に十分な資源を割り
振り、裁判官、検察官、警察官が憎悪や人種差別的な動機に基
づく犯罪を発見するよう研修を行うようにし、更なる努力を払
うべきであること。締約国はまた、人種差別的な攻撃を防止し，
容疑者らを徹底的に捜査・訴追し、有罪の場合には適切な処罰
がなされるよう必要な全ての措置を取るべきである、という内
容であった。
2014 年 8 月の国連人種差別撤廃委員会による同審査における

展示を写真で記録 : 山川滋さん提供

最終見解でも、
政府に対してヘイトスピーチへの対処が勧告された。
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４

約国内において、外国人やマイノリティ、とりわけ朝鮮人に対

日本軍が直接関与した「日本軍慰安所」の
歴史的事実を直視しよう

し、人種差別的デモ・集会を行う右翼運動や団体により，差し

日本軍慰安所が最初に設けられたのは 1932 年、上海派遣軍

迫った暴力の扇動を含むヘイトスピーチが広がっているという

の参謀副長と高級参謀が慰安所の指示・設置をした。1937 年

報告を懸念した。また、委員会はヘイトスピーチの広がりやデ

からの日中戦争では中支那方面軍が慰安所設置を指示し、上海

モ・集会やインターネットを含むメディアにおける人種差別的

派遣軍が案を作成、南京に８慰安所を設置。北支那方面軍では

暴力と憎悪の扇動の広がりについても懸念した。さらに、委員

参謀長が慰安所を設置し、陸軍の派遣軍司令部が直接、慰安所

会は、これらの行動が必ずしも適切に捜査及び起訴されていな

設置に当たった。

ヘイトスピーチ及びヘイトクライムについて、委員会は，締

いことをも懸念した。
（第４条）それゆえ、委員会は、締約国

海軍の場合は、海軍省、各艦隊司令部、占領行政にあたり海

に対して、(a) 憎悪及び人種差別の表明、デモ・集会における

軍民政部などが慰安所の設置運営に関わった。

人種差別的暴力及び憎悪の扇動にしっかりと対処すること。(c)

1938 年の内務省資料では中国の第 21 軍が「慰安婦」を集める

そのような行動について責任ある個人や団体を捜査し，必要な

ために参謀を東京に派遣し陸軍省の課長とともに内務省警保局

場合には，起訴すること。(e) 人種差別につながる偏見に対処

（現在で言えば警察庁）に女性集めを依頼。知事→県警察部長（現

し，また国家間及び人種的あるいは民族的団体間の理解、寛容，

在の県警本部長）
→各警察署長と指示が伝えられ、警察署の警

友情を促進するため、人種差別的ヘイトスピーチの原因に対処

察官が関与した。

し、教授法、教育、文化及び情報に関する措置を強化すること。

朝鮮では「お金が稼げる」「看護婦の仕事がある」などの甘言

などを勧告したのである。

でだまされ、慰安所に送り込まれたケースが多くあった。連行

以上のように「国連自由権規約委員会」及び「国連人種差別

に関わった業者は日本軍から選定されていた。1941 年の関東

撤廃委員会」は日本におけるヘイトスピーチやヘイトクライム

軍特種演習に際して、関東軍司令部参謀・原善四郎は朝鮮総督

に対して懸念や勧告をしている。

府に「慰安婦」の徴集を依頼した。

翻って「新しい歴史教科書をつくる会（つくる会）」広島支

台湾でもフィリピンでも「給仕」「看護婦助手」などとだまさ

部主催の「慰安婦の真実パネル展」はまさにこの「ヘイトスピー

れたり、「抗日的」との理由で日本軍が連行するなどして慰安

チ」に該当するというべきものである。なぜならばこのパネル

婦を集めたのである。

展示は、人種差別につながる偏見を増大させ、人種の優位性の

（参考：
「女たちの平和と戦争資料館」の HP 及び「日本軍『慰安婦』

強要、憎悪の扇動につながるものであり、国家間や民族間の理

問題の全ての疑問に答えます。」）

解、寛容、友情などをぶちこわすものになっているからである。

つまり、このように日本軍慰安所制度の設置運営は日本軍の機
構全体にとどまらず政府・地方行政全体が関わった、国家ぐる

３ 2016年成立「ヘイトスピーチ解消法」前文・目的では

みの行為であった。しかも、業者らによる女性の違法移送に警
保局が許可を出し、業者が自発的にやっているかのように装い、

（前文）我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地

政府や軍の関わりを秘密にするように指示するなど、慰安所制

域の出身であることを理由として、適法に居住するその出身者

度は日本の国家ぐるみで計画され隠蔽された犯罪行為であった

又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動す

と言える。

る不当な差別的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大
な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生
じさせている。

・・・中略・・・

（1 条）この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動
の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組
について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにすると
ともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。
・・・後略・・・
「慰安婦の真実パネル展」は「慰安婦」とされた人々の証言
及び日本軍の公的記録をもとにした河野談話を否定し、「慰安
婦」の名誉と尊厳をさらに傷つけるヘイトスピーチでありヘイ
トクライムである。河野談話「慰安所の設置は日本軍が要請し、
直接・間接に関与したこと、慰安婦の募集については軍の要請

５

まとめ

を受けた業者（日本人・朝鮮人）が主としてこれに当たったが、

「慰安婦の真実パネル展」が「政府や軍の関わり」を否定し、
「従

その場合も甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集め

軍慰安婦」はただの「売春婦」だという主張はヘイトスピーチ

られた事例が数多くあり、更に官憲等が直接これに加担したこ

であるから、法務省は違法行為として裁くべきである。

ともあったこと、慰安所の生活は強制的な状況の下で痛ましい

次回はヘイトパネル「慰安婦の真実パネル展」について具体的

ものであった。
」という事実認識は政権が代わっても覆すこと

に反証、批判を行う。乞うご期待。

はできないのである。
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天皇万歳に浮かれる無責任国家
‒ これこそ安倍晋三が望む壊憲への基礎固め ‒
田中利幸（歴史家）
4 月 27 日から 10 日間続いたゴールデン・ウィークは、明

法１条と９条」と題する記事を掲載し、「1947 年 5 月 3 日に施

仁の天皇退位、徳人の天皇即位をめぐる諸行事で幕を開け、

行された日本国憲法の最大の特徴は、１条の象徴天皇制と９条

メディアでの新元号報道と新旧両天皇・皇后大讃美が日本全

の戦争放棄だ。二つの条項は不可分の一対として生まれた。天

国を覆いつくした。国民の大多数がそれに煽られた形で「天

皇制を残しても、
『天皇の軍隊』による軍国主義の復活にはつな

皇万々歳」に浮かれ、「無意識のうちの翼賛体制」とも称せる

がらないと、国際社会を納得させる必要があったからだ」と記

ような状況に陥った。この「一億総思考停止」の祝賀ムード

した。その文章表現自体は事実を反映しているのであるが、朝

を利用して、5 月 3 日の憲法記念日には、安倍晋三は、憲法

日新聞はこの記述に、9 条は１条によって、
つまり「平和」は「象

壊憲推進派の民間団体「公開憲法フォーラム」によせたビデオ・

徴天皇」の存在によって強く支えられているという意味を与え、

メッセージの中で、
「令和初の憲法記念日」を「国民こぞって

そうした意味で「象徴天皇と戦争放棄は不可分」であると主張

歴史的な皇位継承を寿ぐ中」での記念日と称した。その上で、

したのである。

「令和元年という新たなスタートラインに立って、この国の未

問題は、
「二つの条項は不可分の一対として生まれた」その理

来像について、真正面から議論を行うべきときに来ている」

由である。アメリカ占領軍が日本政府に与えた「マッカーサー

と述べて、あたかも新天皇即位＝改元が改憲を必要としてい

草案」と呼ばれる憲法草案に、９条の基礎となる戦争放棄条項

るかごとくの表明を行った。

を入れた理由は、天皇裕仁が軍指導者たちに利用された「おや

壊憲をなにがなんでも達成するためだけではなく、深刻な

さしい平和主義者」であるという神話を作り出し、彼が犯した

政治・社会・経済問題、国際関係問題を多く抱えこんでいる

侵略戦争という重大な戦争犯罪を隠蔽することで免罪・免責を

日本が、あたかも繁栄と幸福におおわれた国であるかのよう

はかるためであった。つまり、憲法第１章（＝天皇制維持）と

な欺瞞ムードを作るために、人気絶大の明仁・美智子夫婦と

２章（＝非戦と軍隊放棄）は、裕仁の戦争責任、ひいては日本

その継承者夫婦をトコトン利用するという安倍の政治的意図

の戦争責任を隠蔽し帳消しにするために、セットとして組み合

は、安倍のもくろみ通り、祝賀ムードによって大多数の国民

わされたものであった。しかし、朝日の記事は、そういう本来

の目からは逸らされてしまった。厳粛で華麗な皇室儀礼は、

の意味で「象徴天皇と戦争放棄は不可分」と言っているのでな

明治維新以来これまで幾たびとなく繰り返されたように、国

いことは明らかだ。ここで、本来の意味での憲法第１章と２章

民の目を真に重大な問題から逸らすことに利用されてきたこ

の組み合わせでの設置過程を詳しく論じている余裕がないので、

とは明らかなところ。しかし、これは単に、天皇を政治的に

これについては最近出版した拙著『検証「戦後民主主義」：わた

利用することを常に狙っている安倍のような、虚妄を駆使し

したちはなぜ戦争責任を解決できないのか』
（三一書房）の第３

て国民をごまかす政治家だけに問題があるのではない。天皇

章「『平和憲法』に埋め込まれた『戦争責任隠蔽』の内在的矛盾」

制、とりわけ天皇が持っている「象徴権威」には、「真に重大

を参照していただければ光栄である。

な問題」を隠蔽してしまう魔術的ともいえる機能が備わって

重要なことは、アメリカが、日本占領支配のために、裕仁の

いること自体が問題なのである。この「象徴権威」の性質ゆ

戦争責任を隠蔽してまでも、彼の天皇としての「権威」を政治

えにこそ、政治家たちは自分たちの目的達成のために天皇を

的に利用したことである。つまり、私たちが本当に問わなけれ

利用しようとするのである。

ばならないのは、
「絶対的権力を保持していた国家元首の戦争犯

ところが、ゴールデン・ウイーク中やその前後に出された

罪・責任の免罪・免罪の上に制定された民主憲法が、果たして

新聞記事、とりわけ朝日新聞の関連記事を読んでみると、安

どこまで真に民主主義的であるのか？」ということである。朝

倍政権の壊憲計画や「慰安婦・徴用工問題」への対応の仕方

日の記事は、その点で、本質的には、日本の戦争責任を全面的

を批判するために、明仁・美智子夫婦あるいは天皇制を賛美し、

に否定する安倍を、間接的にではあるが支持してしまっている

そのことによって祝賀ムードをさらに高めるという皮肉な状

のであるが、記事を執筆した記者がそれに気がついていないこ

況を作り出してしまった。虚偽と欺瞞でかためられた安倍政

とが情けない。

権を批判したいという朝日新聞の意図は十分理解できるので

５月３日の憲法記念日の当日、朝日新聞は「
『いまの改憲論は

あるが、そのための手段として天皇賛美をやるという方法で

フェイク』憲法学者・樋口陽一氏の危惧」と題する、樋口への

は全く安倍批判にはつながらない。そのことに気がつかない

インタヴュー記事を掲載した。あらためて述べるまでもなく、

ジャーナリストの見識のなさが、本当は問題にされなければ

樋口は日本を代表する憲法学者で、私も樋口の著書や論文から

ならないのである。

多くを学ばせていただいた。壊憲をめざす安倍の動向がいかに

具体的な例を見てみよう。朝日新聞（以下全てネット版）

欺瞞に満ちたものであり、虚偽的な加筆で憲法９条の原則を根

は 5 月 2 日に、「象徴天皇と戦争放棄は不可分 敗戦からの憲

本的に変えてしまおうと企む安倍を、このインタヴューで樋口
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は痛烈に批判し、
「今回の改憲論は『政治的な主張』と呼べる

条は国民主権も定めている。
『祈る天皇』の退位とともに列島

レベルのものではありません。フェイク ( 虚偽 ) です」と喝破

各地に『ありがとう平成』という感謝の言葉が広がった。政治

している。この点では、
樋口の意見に私も全面的に賛成である。

が本来やるべき贖罪を天皇に委ね、安心して過去を忘れたか

ところが、樋口は、2011 年に起きた「東日本大震災という悲

のようで、国民主権をどう機能させるかという緊張感はうか

劇的な危機状況」との関連で明仁・美智子夫婦に言及し、
「明

がえない」と述べ、明仁を賛美することで、安倍のような欺

仁天皇と美智子皇后 ( 当時 ) の一連の言動が、象徴天皇制を定

瞞的な政治家だけではなく、国民全般が戦争責任問題につい

めた憲法第 1 章の一つの表れとして人々の記憶に刻まれた」

て考えてこなかったと苦言を呈した。

と述べて、憲法第１章を積極的に評価している。憲法前文と
憲法９条の持つ「人類普遍的原則」の決定的に重要な意味を明
晰に解説した樋口が、憲法第１章がその「人類普遍的原則」と
明らかに矛盾する「日本国家主義」の原則に基づいていること
に全く気がついていないことに、私は驚いたと同時に残念でな
らない。（この矛盾点についても、私は、上に述べた拙著の第
３章の第３節「『戦争責任』の自覚に基づく憲法前文と９条の
一体的相互関連性」で詳しく述べておいた。）

しかし、果たして明仁・美智子の「慰霊の旅」が本当に「贖
罪の旅」であったと言えるであろうか。二人の「慰霊の旅」
の目的は、もっぱら日本人戦没者の「慰霊」であって、日本
軍の残虐行為の被害者の「慰霊」が行われることはほとんど
なかった。時折、「お言葉」の中で、きわめて抽象的あるいは
一般的な表現で連合軍側やアジア太平洋地域の住民の「戦争
の犠牲者」について触れることはあっても、いずれの「慰霊
の旅」でも中心はあくまでも日本人戦没者であった。しかも、

憲法第１章の矛盾はそれだけではない。言うまでもなく、

そのような無数の戦争犠牲者を作り出した「原因」と「責任」

憲法１条の「象徴天皇」は、明治憲法下での国家神道に基づ

に関する言及は、どの「慰霊の旅」でも、
また例年の「終戦の日」

く「天皇＝現人神」とは全く異なっているはずなのである。

の「戦没者追悼式」での「お言葉」でも、常に完全に抜け落

ところが、実際には、今回の新天皇即位の関連儀式である「剣

ちていた。最も重大な責任者であった父親・裕仁の責任をう

璽等承継の儀」をはじめ、これから続く 30 もの儀式のほとん

やむやにしたままの「慰霊の旅」は、結局は天皇自身の責任

どは、天皇が「神」として執り行うもの、すなわち皇位の正

を曖昧にすることで、国家の責任をも曖昧にし続けた。つまり、

統性の根拠が天照大神の神勅にあることを示す儀式なのであ

換言すれば、二人の「慰霊の旅」は、彼ら自身が意識してい

る。とりわけ 11 月に予定されている大嘗祭は、まさしく、こ

ようと否とにかかわらず、実際には、天皇と日本政府の「無

の儀式によって天皇が正式に神となる重要なものである。憲

責任」を隠蔽する政治的パフォーマンスに終わってしまって

法の政教分離規定に明らかに違反しているにもかかわらず、

いた。その結果は、日本人の「戦争被害者意識」を常に強化

明仁の天皇即位の場合と同様に、今回も政府は 27 億円という

する働きをしたが、日本軍戦犯行為の犠牲者である外国人と

巨額の国費で大嘗祭を行うことを決定済みである。それだけ

その遺族の「痛み」に思いを走らせるという作用には全く繋

ではない、新嘗祭や元日早朝に行う四方拝といった、天皇が

がらなかった。

行っている様々な宮中祭祀も、神として行っている。宮内庁
によると、明仁は「宮中祭祀も全身全霊で臨まれてきた」と
のこと。民主憲法を尊重しているはずの「象徴天皇」が、そ
の一方で、民主主義の理念に真っ向から背離する「神」とし
ての儀式を、プライベートな形であろうとなかろうと、国民
の税金を使って頻繁に「全身全霊で」執り行っているのである。
なんとも摩訶不思議なことであり、これが矛盾でなければ何

天皇の「象徴行為」が内包しているこのような矛盾と反民
主主義的性格に全く目を向けずに、天皇絶賛で日本を「一億
総思考停止」の祝賀ムードに包み込んでおきながら、そのよ
うな「天皇万々歳」で安倍批判ができるなどと思っている新
聞ジャーナリストの頭脳も、私には「思考停止」していると
思われてならない。

と表現すべきなのであろうか。この点について樋口はどう考
えているのか、訊いてみたいものである。朝日新聞の記者は、
憲法１条と現実の天皇行動のこの決定的矛盾については、全
く気がついてもいないのであろう。一連の記事では、この点
についてなんの言及もない。
さらに 5 月 11 日、朝日新聞は「贖罪を天皇に委ねた政治
平成も昭和も終わってない」と題した記事で、作家・高橋
源一郎が憲法記念日に明治大学ホールで行った講演を紹介し
た。この記事も、戦争加害責任を否定する安倍晋三への批判
を込めたものであり、その批判の手段として高橋が講演で述
べた明仁賛美を紹介している。いわく、
「戦争責任を問われな
いまま、昭和天がやり残したことの贖罪の旅をやってきたの
ではないか」。この高橋の言葉を受けて、朝日新聞記者は、「1
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『検証「戦後民主主義」
：
わたしたちは
なぜ戦争責任を
解決できないのか』
（三一書房）

共生考〜番外編Ⅲの１〜

天皇制を考える
笹川俊春（共生フォーラムひろしま理事）

はじめに

ここにその一部を採録しておきたい。1999 年 3 月 10 日、第

私たちは法や制度の網の目の中で生きている。それは私た

145 回国会参議院予算委員会での大蔵大臣・宮澤喜一（当時）

ちを縛る強制力を持っているが、現実の日常生活の中では、

の発言である。この委員会では教育をテーマとした集中審議

精神的な抑圧や身体的な束縛を感じることはあまりない。

が行われ、石川校長の自死が取り上げられた。審議には参考

というのも私たちはそうした法や制度を規範として内面化

人として広島県公立高等学校長協会会長・岸元學国泰寺高校

し、それらは私たちのエートスとなっているからである。
だから私たちは法や制度を意識することもなく、日常生活
が滞りなく進行していると思っている。しかし、例えば、

校長（当時）が出席し、
保守派の立場から持論を展開した挙句、
「部落解放同盟に介入を許すという結果を招いた」「私は教育
介入という以外に言葉を選ぶことはございません」と断言し

交通違反で検挙されるという事態に遭遇すると、途端に私

た。この発言を受け、自民党議員の「地元の話としてどう取

たちの日常は滞り、私たちは精神的にも身体的にも一定時

り上げるか、覚悟をお伺いしたい」と促されて発言したのが

間拘束されることになる。法が日常生活の阻害要因として

宮澤喜一である。

現象化するのである。この時、私たちはその法や制度が自
分にとって「公正」であるか否かの判断を迫られるのであ

今、校長さんのお話からお聞きになりましたように、広島

るが、多くの場合、その判断を放棄し思考を停止して、既

県のほとんど東部に限られた問題でございました。ですから、

にある法や制度に唯々諾々として従っているのではないか。

それは私がまさに選ばれてまいりました地域でありまして四

一方、近代的な制度そのものである学校では、制度が露骨

十年間たくさんの人が闘ってまいりました。こうやって今命

な形でその現実的な力を行使し、そこに集められた子ども

を落とされた方の報道がございましたが、人の知ると知らな

の精神と身体を過剰に束縛する。それは制度からの逸脱を

いとにかかわらず、たくさんの人がいわばリンチに遭い、職

許容しないという意味で、不寛容そのものであり、その不

を失い、あるいは失望して公職をやめる、それは無限にござ

寛容は教職員にも向けられる。とりわけ、マジョリティが

います。

体制の根幹とみなす制度については容赦がない。その根幹

しかし、何でその闘いが勝てなかったかといいますと、基

の一つが天皇制である。

本的には、部落という問題に関係がありますために、これに

そもそも学校教育そのものが家父長制（天皇制）に基づ

ついて報道することが差別発言になるということを報道機関

く近代資本主義国家に奉仕する国民の育成を目的として作

は常に恐れておりまして、このことを口にすることができな

られた制度であり、戦前の教育勅語を持ち出すまでもなく、

い。天敵は共産党であります。共産党だけは実に勇敢に発言

天皇制とは不可分の関係にある。そうした関係は戦後の象

をしてきましたが、それ以外は、これについての差別発言を

徴天皇制の下でも基本的に維持され、民主教育というオブ

批判されるために世論の形成ができない、これが一番の原因

ラートに包まれながら、学校における儀式や公文書の中に

であったと思います。（「第百四十五回国会参議院予算委員会

生き続けてきた。具体的には、日の丸・君が代の実施、卒

会議録第十三号」より抜粋）

業証書等の公文書における元号記載の強要である。こうし
た天皇制に関わる法や制度の暴力的な行使に対して、私た

デマゴギーのレベルをはるかに超えている。こうした差別意

ちはどのように向き合えばいいのか。天皇の代替わりによ

識丸出しの発言が国会でなされること自体、国会議員の人権

る元号の強制という事態を受け、少し立ち止まり、2 回に

感覚とこの国の人権意識のレベルがわかる。さらに、国家の

わたって考えてみたいと思う。

中枢にいる人物が誰を「敵」と見なしているかを臆面もなく
暴露している。ソ連邦崩壊から冷戦終結を経て、もはや「敵」

旗と歌

をイデオロギー対立に還元できなくなっていた。宮澤の発言

思い起こしてみよう。今から 20 年前 1999 年 2 月 28 日、

の背景には、
「差別差別と騒がずに天皇をいただくこの国の一

当時の広島県立世羅高校・石川敏浩校長が自死した（注）。

員として分をわきまえておとなしく生きていればいい」とい

国家主義と「国体＝天皇制」護持を掲げる保守派、そして

う権力者の傲岸不遜、差別する側の無神経と自己保身がある。

当時の自民党政権は、彼の死を自らの主義主張を押し通す

天皇をいただく国家に纏ろわぬ者、マジョリティに同調しな

ために政治利用した。具体的には、校長の死は卒業式にお

いマイノリティをなりふり構わず潰しにかかる。私たちは国

ける日の丸・君が代の実施に反対する教職員組合と部落解

権の最高機関で行われた事態を決して忘れてはならない。

放同盟広島県連合会の圧力に追い詰められた結果だという

この参議院予算委員会審議の一週間前、石川校長自死から

デマゴギーを国会審議や保守言論、右派マスコミを通じて

2 日後の 3 月 2 日、当時の官房長官・野中広務は、政府とし

大々的に流したのである。
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て日の丸・君が代の法制化をめざすことを表明していた。政

なる。具体的に考えてみよう。元号法はその使用を強制して

権の中枢にいた野中が当時何を考えていたのか。私に知る由

いない。だから、使用するか否かは個人の自由だ。しかし、

もないが、魚住昭が『差別と権力』「第十六章差別の闇」で当

実際はどうか。役所の公文書はすべて元号、住民票を請求す

時の野中の心情に触れている。その後、小渕恵三を首相とす

るのさえ元号の記載を求められる。学校の卒業証書に記載さ

る当時の政権は 8 月「国旗国歌法」を成立させた。どのよう

れる生年月日も元号である。民間の金融機関の書類にも元号

に言い繕ったとしても、日の丸が天照大神を、君が代が天皇

の記載を求められる。拒否するとコンピューター処理できな

の世を表していることに疑問の余地はない。したがって、旗

いからと丁寧な口調で、さも当然と言わんばかりに元号を強

が空間、歌が時間の支配を意味していることも同様に自明で

要する。この社会は元号の使用を前提としているのである。

ある。天皇の支配をそのまま表現した旗と歌に、法という根

これは明らかな身体の拘束であり、身体への暴力にほかなら

拠を与え、
「国歌国旗」としたことの意味は重大だ。これ以降、

ない。

「纏ろわぬ者」への弾圧は有無を言わせぬものになる。

こうした身体への暴力は、元号使用を拒否する「天皇をい

国家は常に国民の死を政治利用し、自らの体制維持の手段

ただく国家に纏ろわぬマイノリティ」だけの問題と考えるべ

にする。靖国神社はその象徴だ。人間を神として崇める精神

きではない。それは問題の矮小化である。元号の問題とは、

性は家父長主義的天皇制イデオロギーそのものである。新年

この国に暮らす私たちの時間意識・歴史意識が元号と一体化

の初詣をはじめとする年中行事で、多くの人々が地域の護国

した天皇制に絡め取られる問題なのである。私たちは個々が

神社に出かける姿に、天皇制イデオロギーが深く根付いたこ

異なった時間を生き、異なった歴史という物語を持っている。

の国の人々の精神性を思わずにはいられない。

しかし、元号を内面化することで元号によって自分の時間を
分節される。そして、その分節された時間は、例えば、「昭

改元騒動

和レトロ」
「昭和の香り」などという叙情として「日本人の

元号もまた天皇制と表裏一体である。5 月 1 日「改元」が行

感性」
＝「私たち日本人」というメタレベルに回収され、歴史

われ、法によって時間を表す記号がリセットされた。リセッ

という物語として共有されることになる。こうして私たちは

トされたからといって、何かが急に変わるわけでも、実際に

歴史を元号によるひとまとまりとして認識し、元号に絡め取

変わったわけでもない。しかし、改元一ヶ月前 4 月 1 日に新

られた歴史意識に支配される。
「昭和レトロ」や「平成最後」
「令

しい元号が公表されると一体何が起こったか。それはまさに

和最初」という時間意識・歴史意識は容易にこの国の人々に

新年を迎える前の「ゆく年くる年」以上の狂騒状態である。
「平

共有されるのだ。年中行事での神社参拝と同様、天皇制イデ

成最後」が連呼され、明仁天皇の人となりに焦点化した「平

オロギーに絡め取られた私たちの歴史意識とその精神性とい

成天皇物語」が連日のように茶の間に流され続けた。そのキー

う問題の根は深い。

（次号につづく）

ワードは「慰霊」
「慰問」「象徴」「平和」であった。さらに、
元号とは何かを問うこともなく、新元号の出典や解釈、考案
者探しばかりがマスコミを賑わせた。そして 5 月 1 日である。
カウントダウンに始まり、
「平成最後」がたちまち「令和最初」
の大合唱に変わった。相変わらずの強権とごまかし、トップ
の米国追従と官僚の忖度という安倍政権の本質は何も変わっ
ていないにもかかわらず、「新しい時代」「新たな気分」が強
写真提供 : 笹川さん

調され、徳仁天皇の「令和天皇物語」が始まった。
さて、元号とは一体何か。少し考えてみたい。もともと元

注：石川校長自死に関わる文書としては、広島県教育委員会

号とは権力者の時間支配を意味している。近代日本では
「明治」

「広島県立高等学校長の自殺について」
、広島県高等学校教職

以降、元号と天皇の在位とが一体化し、天皇個人の生死が日

員組合協議会議長名での「県教委文書についての見解」、広

本社会全体の時間を分節する記号として使われている。ただ、

島県高等学校教職員組合『日の丸・君が代強制がひきおこし

戦後しばらくは法的根拠のないまま、
「昭和」という元号が使

たことー県立学校長の死をめぐる報告』、部落解放同盟広島

用されていた。しかし、1979 年元号法が制定され、元号は法

県連合会「日の丸・君が代強制・校長自死に関する見解ー校

的根拠を持つことになった。ただ、その使用については何も

長自死をめぐる県教委報告を検証するー」がある。また、
『さ

規定されていない。

せられる教育』（野田正彰 , 岩波書店 ,2002）では校長の死を

既に述べたように法や制度は一旦成立してしまうと私たち

めぐる一連の状況が詳細に分析されている。一方、『野中広

を拘束する。と同時に私たちは法や制度を内面化し、自らの

務

規範にする。元号も同様に私たちを拘束し、私たちの規範と

点化して政権側の動静が詳述されている。
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差別と権力』（魚住昭 , 講談社 ,2004）では野中広務に焦

5.3 憲法シール投票
憲法 9 条を守る？ 変える？
守る
変える
わからない
（合計

737 票
38 票
29 票
804）

毎日新聞 5/4

5 月 3 日広島ではフラワーフェ
スティバルが行われ、平和公
園入り口の元安橋は人通りが
高校生たちが山田弁護士の話を聞いて考えて投票した

多く、シール版を大きな版と
小さな版 3 枚は大正解。1 時
間で 804 人に改憲について
考えてもらうことが出来まし
た。

（憲法シール投票

ヒロシマ女たち実行委員会）

写真提供 : 岡原さん、森さん

５・３ヒロシマ憲法集会
プラカードを掲げ「とめよう改憲」「とめよう安倍政治」「とめよう辺野古」とみんなでアピール

講演する金平茂紀さん

劇団「月曜会」による「御陣太鼓」
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写真提供 : 沢田正さん

「STOP ！ HENOKO」請願署名にご協力を
松本宣崇（辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会事務局長）
安倍政権は、何度沖縄県民から「辺野古新基地反対」の民意が示されようと、
南側辺野古地区の建設工事を強行し、県民の「あきらめ」を誘おうとしています。
ご存知のとおり、辺野古埋立て用土砂の 70％は、本土側、鹿児島・熊本・福岡・長崎・
山口、そして香川から調達する計画です。逆に言えば、本土側からの土砂採取なし
には建設はできないのです。
そして今、政権・防衛省にとって大問題。新基地大浦湾側工区に活断層とみられ
る海底の落ち込みと「マヨネーズなみ」の軟弱地盤の存在が明らかになりました。
沖縄防衛局の海底調査で 2016 年に判明していたが、ひた隠し。沖縄平和市民連絡
会の情報公開請求で 18 年 3 月に発覚、
安倍政権も今年 1 月、しぶしぶ認めたのです。
さらに地盤改良には工事計画変更・別途予算、改良工事の前に大浦湾側の数万のサ
ンゴ群落の全て手作業での採捕・移植が必要です。これらは沖縄県知事の承認が必
要なのです。
沖縄県民が幾たびとなく表明した「辺野古 NO!」の民意に、私たちが応える番です。
西日本各地からの土砂採取、そして巨額の新基地建設費が税金であることは、私た
ち本土に住む市民も辺野古の「当事者」であることを示しています。土砂採取は今
少し先になる見通しですが、折込みの請願署名を通して、
「辺野古埋立てストップ！
新基地建設反対！」の声を広げたいと思います。6 月 10 日は 50 万筆を超える署名
を国会に提出します。さらに声を大きくするために請願署名にご協力下さい。

活動報告（第九条の会ヒロシマほか

ボー

に投げ
ルは本土

られた！

ネットワーク、実行委員会含む）
4 月 17 日（水） 上関原発止めよう！広島ネットワーク中電本社前行動
広島総がかり世話人会 18 時〜広島弁護士会館
19 日（金） 第 2 次別姓訴訟 15 時半〜 広島地裁 報告会
25 日（木） 放射能副読本学習会 社会福祉プラザ 上関原発広島ネット
被爆者はどこにいても被爆者 市場淳子さん他 アステールプラザ
26 日（金） チェルノブイリ原発事故から 33 年 キャンドルのつどい
岩国基地開放デー抗議行動
28 日（日） 4.28 主権回復の日を問う広島集会 北上田毅さん 広島市民交流プラザ５ＦＡＢ
29 日（月） 天皇制と民主主義を問う広島集会 田中利幸講演会 広島市民交流プラザ研修室Ａ
30 日（火） 5.3 憲法集会資料印刷・セット作業 14 時〜 共同センター
5 月 １日（水） 日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク水曜街宣 12 時〜 本通り電停前
3 日（金） 許すな！安倍改憲発議−5・3 広島憲法集会 10 時半〜 アステールプラザ大ホール
憲法シール投票 「あなたは 9 条を守る？ 変える？」13 時〜 14 時 元安橋
憲法ミュージカル 14 時〜 広島県民文化センター
4 日（土） 広島県住民の会シール投票「オスプレイや米軍戦闘機が飛ぶことを許せますか」元安橋
5 日（日） 岩国基地開放デー抗議行動 （住民投票の成果を活かす会、ピースリンク、リムピース）岩国基地業者門前
6 日（月） 第 19 回 HANWA 総会を記念する金崎由美（中国新聞・メディアセンター）講演会 広島市市民交流プラザ６Ｆ
九条の会・はつかいち シール投票 宮島桟橋 15 時〜
8 日（水） 第九条の会ヒロシマ世話人会 14 時〜 広島国際会議場３Ｆ研修室
12 日（日） 講演会「ウイグルの人たちの苦難」午後 1 時半〜 広島市民交流プラザ
17 日（土） 上関原発のための埋め立てをするな！ 署名行動 本通り電停前字〜 上関ネット
22 日（水） 上関原発止めよう！広島ネットワーク中電本社前行動 12 時〜
25 日（土） ヒロシマ総がかり 辺野古新基地建設反対行動 11 時〜 本通り電停前
第二次別姓提訴から 1 年記念講演会 ハチドリ舎 14 時〜
→
上関原発のための埋め立てをするな！署名行動 本通り電停前 上関ネット
26 日（日） 共生フォーラム「新渡日」の在日コリアンが見た日本、広島 国際会議場
27 日〈月〉 広島総がかり世話人会 18 時〜広島弁護士会館
29 日（水） ピースリンク広島・呉・岩国
呉駅前街宣
6 月 3 日（月） ヒロシマ総がかり３の日行動 本通り電停前 17 時半〜 18 時半
日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク水曜街宣 12 時 本通り電停前
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お知らせ
◆ 平和といのちと人権を！許すな！安倍改憲発議三原市民行
動６月19日（水）18：00〜19：00 三原市円一町中央図書館横集
合20分程度集会 〜JR三原駅までデモ
主催：戦争させない三原市民行動
連絡先：0848-64-4600（三原地区労センター）

◆ 九条の会・はつかいち憲法学集会
6月9日(日)14時〜 廿日市市民活動センター（廿日市市住吉
2-2-16）講師：楾 大樹弁護士（広島弁護士会） 資料代：700円
主催：九条の会・はつかいち 連絡：090-3373-5083(新田）

◆ 第5次別姓訴訟＠広島 期日
6月11日(火） 15:30 広島地裁
終了後 弁護士会館で報告集会、その後交流会

◆第7回個個からカフェ☆不安なく違っていられる社会への一歩
｢地方議会から『選べる』への声を」
7月13日(土）16:30 ハチドリ舎（広島市中区土橋2−43-201）
参加費：500円(ワンドリンク付き）
要申込 ：onji.i@nifty.com or 082-285-2105（ファクス・留守電）
主 催：別姓訴訟＠広島 応援団

◆呉教科書裁判第2回控訴審(結審)
6/12(水)14時〜広島高裁 終了後、弁護士会館にて報告集会
連絡先：090-6838-6257（岸直人）

◆ 6.23沖縄慰霊の日』広島集会
広島YMCA
6月23日（日）14時〜16時
（中区八丁堀７−１１）２号館４階小会議室
カンパ：300円程度 ※障がい者、学生無料
内容：①沖縄県主催「沖縄全戦没者追悼式」録画上映
②話題提供：中村盛博さん（元沖縄広島県人会会長）
③意見・情報交換、三線演奏
主催：広島・沖縄をむすぶつどい
共催：沖縄辺野古に新基地をつくらせない広島実行委員会
連絡：090-4148-2637（一）080-1924-7610（中村）090-6432-5054（多賀）

◆戦争法廃止！改憲発議を許さない」仮称）尾道市民集会・デモ
JR尾道駅前芝生広場
6月23日（日）１４：００〜
主催：戦争法廃止 尾道総がかり行動実行委
連絡先：080-2890-3819（尾道総合法律事務所内）

◆ 『アイキャンスピーク』広島特別上映会
②17時〜 2 回上映
6月30日（日） ①14時〜
広島市まちづくり市民交流プラザ 6階マルチメディアスタジオ
参加費：チケット 1,000円（学生無料）

◆日本軍「慰安婦」問題解決のための水曜街頭行動
原則第1水曜日12時〜13時 7月3日 本通り電停前（青山側）
チラシ配布・リレートーク 『岩のように』ダンスなど
主催：日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク
連絡先：090-3632-1410（土井）

返信用封筒を同封しました！
2 種類の署名などを送るためにどうぞお使いください！

◆ 8・6ヒロシマ平和へのつどい2019
被爆の原点から広島の責務を考える―東アジアの平和のために
8 月 5 日（月）18 時〜 20 時 30 分

参加費 1,000 円
広島市まちづくり市民交流プラザ（袋町小学校横）
講 師：鵜飼哲（フランス文学、フランス思想）
主 催：8.6 ヒロシマ平和へのつどい 2019 実行委（代表／田中利幸）
連絡先：090-4740-4608（FAX）082-297-7145
E メイル takenaruaki@gmail.com（久野）
▼ 関連企画 8 月 6 日（火） 予定（多少の時間変更あり。ご連絡を）
7：00 〜「8.6 新聞意見広告」
「市民による平和宣言」配布（原爆ドーム前）
7：45 〜 グラウンド・ゼロのつどい（原爆ドーム前）
8：15 〜 追悼のダイ・イン（原爆ドーム前）
8：30 〜「広島デモ 原発も核兵器もない世界を」
（〜中電本社）
〜 10：15
中国電力本社前・脱原発座り込み行動

◆「道徳」なーんちゃったりして！
アーサー・ビナード教育のこれからを大いに語る
広島市留学生会館
7月7日(日)１４：００〜１６：３０
講師：アーサー・ビナードさん 参加費：1000円
主催：教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま
連絡先：090-6838-6257（岸）

◆第２回共生フォーラム「多文化共生の内実を問う」
7 月 28 日（日）広島市留学生会館 14：30〜16：30
崔江以子（チェ カンイジャ）さん 川崎市にある社会福祉法人
運営の「ふれあい館」職員。1973 年生まれ。
在日コリアン３世
参加費：1,000 円
（正会員無料、当日入会可）
主催者：NPO 法人共生フォーラムひろしま
連絡先：090-2002-2437（笹川）

◆北の大地から広島を思う ( 仮）
8 月 24 日 ( 土 )13：00 〜 16：30 はつかいち文化ホールさくらぴあ
( 廿日市市下平良 1-11-1 廿日市市役所併設 )
講師：柴田もゆる元共同代表（日本基督教団函館千歳教会牧師）
報告：田村順玄さん（あたごやま平和研究所代表）
資料代：800 円 ( 障がい者・学生無料）（託児・手話 要連絡）
主催：岩国基地の拡張・強化に反対する広島県住民の会
連絡先：0829-31-3356( 事務局）

◆広島無償化裁判控訴審第6回口頭弁論
7月23日（火）14:00〜 広島高等裁判所 13:30 3階高裁前集合
終了後報告集会 広島弁護士会館3階ホール
連絡：082-942-3977 musyouka̲hiroshima@yahoo.co.jp

◆上関原発止めよう！中国電力本社前行動
6 月 26 日（水）9 時〜 13 時 （株主総会は 10 時〜）
11 時ごろ 総会中間報告
12 時過ぎ 報告集会予定
チラシ配布・リレートーク 座り込み
部分参加も歓迎。
主催：上関原発止めよう！広島ネット 連絡：090-6835−8391（渡田）

◆「主戦場」・・・・・・・・・・・ 映画上映（横川シネマ）
6 /1 （土）〜 6/7 （金）12：10、19：00
6/8 （土）〜 6/14（金）10：00、19：00 ※14日は19時休映
6/15（土）〜 6/23 （日）9：00、17：00 ※21日は17時休映

◆「誰がために憲法はある」
7/1（月）より公開（時間要問合せ）※12日、井上淳一監督来場予定

後記

事務局から

8.6 新聞意見広告 2019 へのご協力お願い致しま〜す (.̲.)
・19 年会費・カンパを送ってくださた皆さま、有難うございま
した。
お陰でこの会報を作って発送し、今年も 8.6 新聞意見広
告に取り組むことをお知らせすることができました。
世話人
一同、 ご支援に心より感謝し、
頑張っていきます。
・封筒のタックシールに皆さまの入金状況を記載しております。
19 年会費がまだの方は引続きご支援くださいますよう、お願
い申し上げます。
間違いがあれば、
遠慮なくご連絡ください。

・18 年に続き 19 年もいまだ改憲発議はない。
でも油断大敵！？
・今号も力作ばかり、
いつもより女性からも多くて感謝。
・田中利幸さんの著書も力作です。
是非お求めください。
（P19）
・恐るべし放射能副読本。
（P10-11）
署名にご協力ください！
・辺野古の署名、前回と少し要請事項も少し違うので、2 回目
でも OK です。
今回も、
どうぞよろしくお願いします。
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・総がかりの予定がかけませんでしたが、6 月 3 日 17 時半と、
国会会期末に本通り電停前の街宣を予定。
ぜひご参加を！

