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今年も８月８日、９日の予定で「平和展」の開催実行委員会が発
足しました。北朝鮮問題、ソマリア沖への自衛隊派遣、オバマ大統領
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日の丸・君が代訴訟に不当判決

九条の眼

憲法違反の強制

都立高校では

いま

柳 掬一郎（ 東京「君が代」訴訟 原告団 ）
3 月 26 日、東京地方裁判所で一つの判決が下されました。私たち 172 名の訴えを棄却するというものでした。なぜ
裁判なのか、都立高校で生じていることを報告したいと思います。
学校での意志決定は、全ての教職員が参加する職員会議で行われるのが通例でした。卒業式や入学式も、担当する学
年の提案を受けて話し合ってどんな形式で行うかを決めていました。この職員会議が校長の伝達機関になり、採決を禁
止するという通達まで出されています。卒業や進級の判定、生徒指導に関する案件など、生徒と直接関わっている教職
員が議論を重ねて結論を出す仕組みが壊された上、校長が参考までに挙手で先生たちの意向を聞くことまで禁止する
というのです。
日の丸・君が代を強制しようという動きは以前からありました。卒業式が近づくと、何回も職員会議で議論し、校
長と組合の委員との話し合いも受け、一定の結論を出していました。強制の強まりの中で、日の丸は檀上の三脚に、
君が代はテープで流すという形が多くの学校で行われるようになりました。
「私の責任でやります」と校長に押し切ら
れるケースが多かったと思います。
これでも不十分と一部の都議会議員が都議会で質問し、待っていたように出されたのが 10・23 通達（03 年 10 月
23 日付）です。日の丸は檀上正面に、君が代はピアノ伴奏でと事細かく記され、従わなければ処分するという異例の
通達です。03 年度の卒業式ではすべての高校で通達に基づく職務命令が出され、職員の座席表まで作られました。式
当日、教育長の職員が臨席、君が代斉唱時に座っている私の耳元で「柳先生立ってください」と促すありさまです。
この通達が実施されれば処分は免れない、事前になんとかならないかと考えだされたのが予防訴訟（国歌斉唱義務
不存在確認等請求事件）です。06 年 9 月 21 日東京地方裁判所は「会場の指定された席で国旗に向かって起立し、国
歌を斉唱する義務のないこと」「ピアノ伴奏の義務のないこと」を確認し、通達は「憲法 23 条、26 条、教基法 10 条
1 項」に違反するとの判決を下しました。これは現在、都教委の控訴で東京高裁で審理中。
それとは別に、君が代斉唱時に不起立だったのは職務命令違反で、公務員としての信用失墜行為に当たるとして戒
告処分が出されました。この処分は、思想及び良心の自由はこれを侵してはならない、と定めた憲法 19 条に違反する
として取り消しを求めた裁判の判決が 3 月 26 日のものです。憲法 19 条に違反しないという不当なものです。
教職員への強制が、ついに「生徒への起立を促す」となりました。権力に服従せざるを得ない教職員が、生徒を服
従させる側になってしまう。石原都政の暴走に何とか歯止めをかけたいものです。 （「かわま九条通信」より転載）

九条の会講演会――加藤周一さんの志を受けついで
6 月 2 日（火）開会午後 6 時 30 分（開場 5 時 30 分）
日比谷公会堂（日比谷公園内） 手話通訳あります。
ソプラノ
講演：井上ひさし・大江健三郎・奥平康弘・澤地久枝
加藤さんのパートナーの矢島翠さんも出席されます.
うた：「さくら横ちょう」 大橋ゆり ピアノ 村上弦一郎
前売り券

郵便振替で代金を送金、通信欄に「入場券○枚希望」

1000 円

と記入。 折り返し入場券が届きます。
加入者名・九条の会 口座番号 00180－9－611526

当日券 1500 円 入場は前売り券優先の先着順。 全席自由席
主催
。

九条の会

席に限りがあります。お早めに申し込みを！

アフガンに 緑の大地を
伊藤和也君追悼写真展
5 月 26 日（火）～31 日（日）
10 時~18 時
＊初日 13 時より＊最終日 16 時まで

松戸市文化ホール
松戸駅西口 3 分
伊勢丹隣り
主催 ペシャワール会
運営 東葛実行委員会

