
憲法・４７教育基本法・子どもの権利条約をまもり、生かそう！

会 報会 報

会員のみなさん

「会報No３２」を発行いたします。

【今回の記事内容】

１． 「子どもと教育・文化 道民の会」第12回総会のご案内 ｐ ２

２． 戦争法廃止めざすとりくみについて ｐ ３

３． 「北海道高校生アンケート結果」について ｐ ４

４． 「『北海道総合教育大綱』から北海道の教育を考えるつどい」報告 ｐ ４～ｐ ５

）

５． 「子どもと教育を考える新春のつどい２０１６」 ｐ ６～ｐ１９

与良正男さん講演ダイジェスト

６． 「さっぽろ子ども・若者白書２０１６」の編集・発行を終えて ｐ２０～ｐ２１

沢村紀子さん（子ども若者白書つくる会 事務局長）

７．《集会等の案内資料》 ｐ２２～

【事務局からのお願い】

① およそ１年間程度会費が未納な方は是非納入ください。

また、しばらくお休みされている方もこの機会に新たにご加入ください。

年会費１口単位１０００円です。（何口でも結構です））

最終会費納入年を宛名シール最下段の数字で示してあります。数字のない方は２００８年以降会費

納入がありません。可能な範囲で会費納入をお願いします。

② 各地域で教育懇談会や憲法学習会を開催しませんか。

また、各地でのとりくみや会員のみなさんからのご意見や地域での子どもたちの様子など

お知らせください。

③ 会報原稿（寄稿文など）をお寄せください。次回発行は２０１６年６月下旬を目途にしています。

④ メールアドレスお知らせください。住所変更あがりましたらご連絡ください。

空メールでも結構です。ただし氏名がわかるようにお願いします。

（会報などの情報を郵送料なしで送れることで、財政的にも助かります。）

⑤ ホームページをご覧ください。

まだまだですが、一層充実するように努めます。ご意見などお寄せください。

メール kodomotokyouiku@gmail.com HP kodomotokyouiku.jimdo.com
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子どもと教育・文化 道民の会 第１２回総会 ご案内

第１部 リレートーク （１３：２０～１４：５０）

「さっぽろ子ども若者白書」から子ども・若者のいまを考える

おはなし① 「『白書』づくりを通して見えてきた、子育て・教育の＜ひろば＞」

柳 憲一さん（「さっぽろ子ども・若者白書」編集長）

おはなし② 「地域で育つ子どもたち」

沢村紀子さん（「さっぽろ子ども若者白書」事務局長

・さっぽろ子育てネットワーク事務局長）

おはなし③ 「子ども・若者のいまとどうむきあうか」

加藤弘通さん（北海道大学教育学研究院准教授）」

第２部 「『道民の会』第１２回総会」 （１５：００～１６：００）

第１１回総会（２０１５年２月）以降、昨年４月一斉地方選に際しての「札幌市長候補者へのアンケート」

「知事候補の政策比較」、５月「村山士郎講演会」、「安全保障（戦争）法案反対・立憲主義まもれ」、１０月

「さっぽろ〈教育・子育て〉フェスティバル 2016」、１２月「北海道総合教育大綱を考えるつどい」、今年１
月「与良正男講演会」などのとりくみをすすめてきました。またそれらのことを会員の皆さんへお知らせす

る「会報」も４回発行してきました。

第１２回総会では、この１年のとりくみについて振り返るとともに、「憲法と４７教育基本法・子どもの

権利条約を守りいかす」ことをめざす「道民の会」のこれからの活動について、話し合います。

ご参加くださいますようお願いいたします。

主 催 子どもと教育・文化 道民の会
【中央区大通西１２丁目 北海道高等学校教職員センター３階】

（問い合わせは、０９０－９５２３－４３９６柳まで．

メール kodomotokyouiku@gmail.com HP kodomotokyouiku.jimdo.com ）

と き：２０１６年 ５月７日（土）１３：００受付１３：１５開会

ところ：かでる２・７ 510会議室
（札幌市中央区北２条西７丁目）

２年前から札幌市民有志の方々による、「さっぽろ子ども・若者白書」づくりが始まりました。そし

て、この４月、いよいよ発刊される運びとなりました。この「白書」づくりには、道民の会共同代表

の姉崎洋一さんや河野和枝さんのほか、多くの「道民の会」会員の方々も関わっています。２年前に

は、函館・十勝でも「子ども白書」が発刊されていますが、札幌ではおよそ２０年ぶりの市民の手に

よる「子ども・若者白書」となります。

「白書」は、２８０ページ、執筆に関わった方が１３０名を超える大作です。乳幼児期～大学・若

者・青年期にいたる子ども・若者と身近に関わる大人たちの思いが綴られています。

「子どもたちのいま」がどうなっているのか、子どもたちにどう大人が関わっていったら良いのか、

「白書」づくりに関わった方々のお話は有意義なものとなると思います。

是非、ご参加くださいますようお願いします。



戦争法廃止・憲法をまもりいかすとりくみを大いにすすめましょう！
道民の会 事務局長 柳 悌二

「道民の会」は、皆さんご存じの通り、２００２年２月２２日、教育関係者だけではなく自治体首町・医

師・弁護士・文化人・学者等々、北海道内７５名の方々の呼びかけにより結成されました。そしてこの１３

年間、「憲法・教育基本法（４７）・子どもの権利条約にもとづく教育」が旺盛にすすめられるようとりくみ

をすすめてきました。

しかし、安倍政権は、２００６年の自公政権による「教育基本法『改正』強行」につぎ、昨年１０月憲法

そのものを踏みにじる「安保法制＝戦争法案」を強行採決し、私たちの願いを踏みにじる許すことのできな

い暴挙を行いました。

この暴挙に対して、いま、高校生若者はじめ老若男女、多くの国民が声をあげています。

２００６年「教育基本法改悪」の時にも、私たち「道民の会」は、多くの道民とともに運動をすすめてき

ましたが、憲法そのもののあり方が問われているいま、「独裁政治を許さない」「アベ政治を許さない」国民

的な運動と共同したとりくみが大切になっていると思います。

「戦争法廃止」「立憲主義まもれ」「戦争する国づくり反対」「教え子を、自衛官を戦場に送らない」等の運

動を旺盛にとりくんでいきたいと思います。

とりわけ、今年７月には「参院選」があります。衆参同日選挙も取りざたされています。アベ政権は、衆

参両院で３分の２以上の議席を獲得して「憲法『改正』」を露骨にすすめるようとしています。その前哨戦と

して４月２４日には衆議院北海道５区補選が当面の焦点ともなっています。

私たち「道民の会」は、会の目的の実現のために「憲法違反」の「戦争法」廃止につながる様々なとりく

みをすすめていきたいと思います。会員の皆様のご協力をあらためてお願いいたします。

【会員の皆様へのお願い】
１．「戦争法の廃止を求める統一署名」にご協力ください。

同封した「署名ハガキ」に署名していただき、事務局に届けていただくか、５２円切手をはり「総が

かり行動実行委員会」へ送付ください。

２．集会やパレードへご参加ください

４月１７日（日）１３：３０～ かでる２・７

「小林節さんがやってくる！ 憲法の危機～私たちにできること」

４月１９日（火）１８：００～ 札幌市大通西３丁目

「戦争をさせない北海道委員会 総がかり行動」

４月２３日（土）１３：３０～ かでる２・７ 大会議室

「沖縄に平和憲法はあるのか！？」

４月２４日（日） ９：３０～ かでる２・７ ホール

「ＳＥＡＬＤｓ×志葉玲 ｔａｌｋ ｓｅｓｓｉｏｎ」

５月 ３日（火・祝日）１０：３０～ 大通西３か６（未定）

「戦争をさせない北海道委員会 総がかり行動」

５月 ８日（日）１０：００～北海学園大学

「渡辺治さん講演会 安保法制がねらうもの」

３．５区補選統一候補の勝利のために、可能なとりくみをお願いします。

①小集会や演説会への参加を

②まわりの方々に「選挙に行こう」「戦争法廃止」のよびかけを



「北海道高校生アンケート２０１５」をご一読、ご活用ください。

今回会報の発送と一緒に「北海道高校生アンケート」結果の冊子を同封しました。

この「北海道高校生アンケート 2015」は、2015年 7月～ 8月にかけ実施し、全道 47校（公立 45校、私立 2
校）4447 名の高校生から回答をいただくことができました。その回答結果について、の回答を分析したもの
です。

このアンケートは、「道民の会」の団体会員である「北海道高等学校教職員組合連合会（道高教組）」が、1997
年秋に全道各地 54校 5,429名の高校生から回答をいただいた結果「高校生白書」から 1８年経過したいま、
当時の高校生とどのような共通点や変化があるのか、またいまの高校生の生活を含めた様々な思いについて

調査するために行いました。

調査結果には、高校生たちの様々な思いや願いが現れています。アンケート結果をもとに、子どもたちを

めぐる現状や課題、子育てと教育のよりよいあり方を共に考える一助となるよう、全道各地の学校、地域で

活用されることを願っています。

「『北海道総合教育大綱』から北海道の教育を考えるつどい」報告
札幌エルプラザ大研修室 ２０１５．１２．７

１．はじめに

2015年 10月に北海道は「北海道総合教育大綱」
を発表しました。これは教育委員会制度の「改正」

（2015 年 4 月）にともなって、今後 3 年間（2015
～ 2017）の本道の教育、学術および文化の振興に
関する総合的な施策について、その目標（めざす

姿）や方針を定めたものです。

この教育大綱を受けて、「子どもと教育・文化

道民の会」が主催して上記の日程で集会が開かれ、

約４０名が参加しました。

今回の「考えるつどい」は柳事務局長の開会あ

いさつに続いて、part １として國田昌男さん（道
高教組委員長）から、この教育大綱に道民から寄

せられた意見がどう反映？されたか、part ２とし
て姉崎洋一さん（北大特任教授）から、日本や北

海道における教育の現状と課題、特に大学の現状

について講演がありました。それぞれの講演の要

旨を報告します。

２．北海道総合教育大綱（素案）についての意見募

集を”茶番”としないために

國田昌男（北海道高教組委員長）

道は教育大綱の素案を昨年（2015年）の 8月 27
日に公表し、道民からの意見募集を行った（9 月
下旬までの 1か月間）。これに対し道民から（個人
59、団体 18）多くの意見が寄せられた（延べ 216
件）。しかし、意見を受けて素案を修正したもの

はわずか７件のみで、批判的意見のほとんどはバ

ッサリと切り捨てられる、あるいは無視されたの

が実態である。

例えば「素案では『郷土を愛し、発展させてい

こうとする気持ちの醸成』や『日本人・北海道人

としてのアイデンティティ』をあげており、これ

は子どもたちの内心の自由に踏み込むものである」

という意見に対し、道は「ふるさとへの愛着や誇

りを育むことは重要」であると回答している。ま

た、「『道徳教育』が画一的な『規範意識』の押し

付けや、思想信条など、子どもたちの精神的な自

由を侵害しないように」という意見に対し、道の

回答は「学校教育はいじめ問題を含め、自制心や



規範意識の希薄化、（中略）、様々な課題が指摘さ

れており、道徳教育を充実させることは重要」と

なっている。この他、高校統廃合に関わる基準の

見直しや「国旗・国歌」に関する質問に対しても、

これらの項目は北海道の責任ではないので関わり

ようがないという態度をとっている。

各地方自治体の「教育大綱」は、国の「教育振

興基本計画」に基づいて策定させられるような仕

掛けが最初から仕組まれており、そもそも意見募

集自体がアリバイづくり？と見られても仕方がな

い。

今回の意見募集を単なる”茶番”に終わらせな

いためにも、道や道教委に教育行政の本務を求め

ていくことが必要である。まずは新自由主義を許

さない闘いから始めなければならない。

３．北海道の教育の現状と課題

姉崎洋一（北海道大学大学院特任教授）

安倍政権による日本のグローバル競争・大国づ

くりの 3つの柱は、①軍事大国化、
②新自由主義改革、③教育改革である（渡辺治、

2014）。安倍首相の教育改革は、内閣主導の教育改
革であり、教育に対する次の国家的な統制が特徴

的である。

①思想統制（教科書統制）

②人格統制（道徳の教科化）

③教育機会の格差化（学制再編、大学再編）④「学

力」統制（学力テスト、入試改革）

⑤地方統制（教育費削減、教育委員会制度）

北海道の総合教育大綱（2015）は、第 4 次の教
育長期総合計画（2008 － 2017）の単なる焼き直し
であり、教育条件整備の観点が欠落している。と

くに北海道における小規模校、学校事務・教職員

配置、寄宿舎・学校図書館などの不備に対して、

対応していない。「人材」（この言葉は人間を材料

視する）育成においては、グローバル人材、産業

人材、理数系・医療系人材、キャリア教育などの

言葉が散在する。「郷土を愛す」「日本人・北海道

人のアイデンティティ」なども強調している。ま

た「学力」の定義の不在のまま「学力」向上キャ

ンペーンを呼びかけている。

国の政策に連動した道の教育行政に対し、わた

したちは「北海道の教育の市町村主義」（地域の

個性としたたかさをもって）を掲げて闘っていか

なければならない。札幌市の保育料値上げ反対運

動に見られるように、地域や教育機会の貧困化に

抗する闘いがすでに始まっている。道内には＜小

さくても輝く自治体＞や矜持を持った教育長がま

だ存在している。安倍流の教育再生に対し、子ど

もの権利条約条約に基づいて地域から声をあげて

いくことが急がれる。

最後に北海道の大学の現状について触れる。昨

年の統計では、在籍学生数比率では全国平均（国

立 22%、公立 5%、私立 73%）、北海道平均（国立
38%、公立６%、私立 55%）である。北海道は相
対的に私学の比率が低い。大学進学率は全国が

56%、北海道が 40%である。女性の進学率が低く、
親の学歴・所得・職種に関して地域差が大きい。

北海道の大学の数は、国立７校、公立５校、私

学 25校で、そのうち短大は 5校にまで減少してい
る。道内の国立大学については、北大以外は戦後

の設立で、単科大学である。予算や定員で北大へ

の一極集中が見られ、中央から遠く離れるにした

がって文科省の統制が強く、情報格差や予算制限

がある。道内の私学はすべて戦後の開学で、規模

も小さい。道内高校卒業生の私学進学者の中で道

外の割合が 58.6%と高い。この間の私学の特徴と
して新設学部の改廃や増設が目立つ。2008 年頃か
ら定員割れが顕著になってきた。背景には高い教

育費や卒業後の進路不安などが考えられる。

４．フロアーからの発言から

講演を受けて、２名のフロアーからの活発な質

問や意見が多く出されました。

特徴的な意見として、道の教育政策は国の政策の

焼き直しでこれという特徴もないが、道内の地域

の自治体にはまだ見識の高い教育長や教育委員が

おり、高校の統廃合などにも反対している。道ば

かりではなくこれら地方自治体の教育政策にも目

を向け、これからの北海道全体の教育を考えて行

くべきだという指摘がありました。

《文責：事務局 真鍋和弘》



子どもと教育を考える新春のつどい２０１６

講演ダイジェスト

「憲法・平和・若者の政治参加を考える」

～18歳選挙権って？ 自ら考え、自ら判断する主権者を育てるために～

講師 与良正男さん （毎日新聞専門編集委員・元論説副委員長）

２０１６年１月８日（金）１８：３０から「かでる２・７」において、与良正男さんをお招きし、

標題の講演会を開催しました。講演会には、約１００名の方が参加されました。

与良さんには、いま私たちのまわりで起きている様々な問題、「憲法解釈を勝手に変える国っ

て一体なに？」「国民大多数の声が届かない政治って一体なに？」「『立憲主義・民主主義・平和

９条守りたいどうしたらいい？」「若者が希望のもてる政治・社会つくりたい」「１８歳選挙権っ

て？」などについて語っていただきました。

新聞・テレビなどに論説委員・コメンテーターとして数多く登場している与良さんの話はとて

も楽しく時間の過ぎるのも忘れるくらい有意義で充実していました。

以下、講演記録です。ぜひお読みください。

はじめに〈今年で新聞記者35年〉

お晩でございます。偶然機会がございまして、

１８歳選挙権と主権者教育に関わることになりま

した。誤解されている方もいるかもしれませんが、

私はれっきとしたサラリーマンでして、毎日新聞

という組織に所属している新聞記者です。去年の

秋から毎日新聞と文科省・総務省の共催のような

格好で、「１８歳投票が始まる、学校現場でそう

いう教育が始まる」ということで、学校の先生を

対象にセミナーを企画し、全国、北海道から沖縄

まで飛び回っています。そういうなかで北海道に

来まして、その時も同じようにシンポジウム形式

で、僕は司会者を務めたのですが、もう少し話を

聞きたいということで、今日の関係者のみなさん

からお声をかけていただきまして、喜んでいます。

ご存知の方も、いらっしゃるでしょうが、多少

の自己紹介しておきます。先ほど言いましたよう

に、私は新聞記者になりまして、今年で３５年に

なります。政治部に配属されて、僕が最初に首相

官邸を担当した時は、竹下登という人が総理大臣

をやっていたころでした。それから３０年近く、

いわゆる政治担当、政治記者という形ですごして

まいりました。

１０年以上前になりますか、新聞だけでなくて

テレビだとかラジオだとかでもちょこちょこ顔を

出すようになりました。みなさん一番ご存知だと

すれば一昨年までやっていた「朝ズバ」という番

組に７年半くらい、一時期は１週間に２回くらい、

番組は朝５時半ですから早起きして出演していま

した。北海道でいいますと最近は午後に、なぜか

大阪の毎日放送のワイドショー、ＨＢＣの「ちち

んぷいぷい」という番組に２週間に一度くらい出

ています。新聞に加え、テレビ・ラジオというメ

ディアの中でずっと暮らしてまいりました。

政治記者といいますと、どちらかというとみな

さんのイメージは「政治家と癒着している」とか、

「毎晩政治家と酒を飲んでいるんじゃないか」と



かと想像する人も多いかもしれません。僕もそう

いう取材もたしかにやってまいりましたけど、そ

の一方で多少変わり者だったかもしれません。

１８歳選挙権は国際的基準

本業として、いつ解散だとか、いつ内閣改造だ

とか、誰が総理大臣になるんだとかそういうこと

ばかりやってきてはいたのは事実ですけれども、

そういうなかでこれだけは胸を張れることは、ま

ず投票年齢を１８歳にするということを１０年以

上前から書いたりしゃべったりしたということで

す。

なぜ１８歳か。それは一つには、国際基準であ

るということ。例えば１８歳はほとんどの国で、

１６歳という国も最近あって、話題になったスコ

ットランドの独立の住民投票は１６歳だったです

よね。賛否両論の議論はあるんでしょうけど、１

８歳にしたほうがいいと、かねて思っていました。

そこで若者の投票率を上げることをしていかない

といけない。

もう一つは当時からぼくは思っていたことがあ

ります。自分自身の人生を振り返ってもずっとそ

うなんですが、我々はやっぱり学校教育という現

場のなかで、小学校でも中学校でも高校でも、あ

まりにも生の政治を学ぶ、あるいは政治について

語り合うという経験がなかったと思います。去年、

国会前にデモの取材に行ってきましたが、考えて

みると、これはものすごく大きな変化です。

ぼくは昭和３２年生まれですから、１９７０年

の学生運動には直接かかわりあうことはありませ

んでした。７０年当時は、中学生でした。ぼくが

中学、高校の時というのはそういういわゆる政治

の季節が終わっていた。もちろん、１９６０年安

保は子どもの時でしたから。ともかく学校の教育

現場で生の政治が語られなくなってしまった。日

本史を習っても、明治維新、日露戦争くらいで終

わってしまう。重要と思われる「なぜ戦争に至っ

たのか」「敗戦後、日本がどうしてきたか」「どう

いう形で憲法ができたか」など、教科書に書いて

あるにもかかわらず習わずに終わってしまう。あ

とは大学入試に専念して、大学入試でもそういう

問題は出ないということは、やっぱりおかしいよ

ねと思ってきました。

恥をさらすようですが、ぼくは将来政治記者に

なろうとは思いもしない若い時期を生きてきまし

た。大学４年ギリギリまでずっとロックバンドを

やっていた。けっこううまいバンドをやっていた

のです。できればその道に行きたかったぐらいの

学生生活を送ってきた。最近では「元ロック少年」

を多少、売り物にもしているのですが、仕事をし

始めてぼくは、何も知らないなと本当に思ったわ

けです。

政治記者になるときに、当時の上司が「政治家

への夜回り、朝まわりも大事だけど、近現代史を

学びなおした方がいい」と言われまして、それか

ら寝る間を惜しんで一生懸命本を読んだ。もっと

若い頃から学んでおけばよかったという痛切な反

省もあります。

学校でもっと生の政治の話を！

かねてからの思いがいまに

さて、僕のそうした問題意識としては、選挙権

を１８歳にすることをきっかけに、学校の教育現

場で政治の話をするということが必要だとずっと

言ってきました。今日のテーマだけでなく、皆さ

んの関心もニュース２３の岸井さんはどうなると

か、報道ステーションの古舘さんの後がまが決ま

ったらしいな、というところにもあろうかと思い

ます。今日はテレビの取材も入っていて、１８歳

投票についての企画なのだそうです。ですからテ

レビ向けに話して、あとは脱線することもあるか

もしれません。



まず１８歳の話をします。学校の現場で政治の

話を教えるのかということになったのは、いきな

りと思っていらっしゃる方がいるかもしれません

が、ぼくはかねてからそういう問題意識を持って

いたのは先に触れた通りです。

褒め言葉でも嫌味でもなく、このきっかけは一

種のアベ効果と言っていいと思います。なぜ１８

歳投票が実現したかという話からしますと、今ま

で歴代の自民党のリーダーは、１８歳に投票年齢

を引き下げるなんて思ったこともなかったと思い

ます。若い人に投票してもらったって自民党は得

しないと思っていた。むしろ来ないほうがいいく

らいに思っていた。さらに総務省あるいは自治体

の選挙管理委員会は「みんな投票しましょう」「投

票率をアップしましょう」と言っていたけれど、

実を言うと自民党はずっと、おそらく小泉内閣の

前までと言っていいですが、投票率が下がったほ

うがいいと考えていたと思います。解散・総選挙

の日にちも組み方なんかを見ても、実を言うとそ

んなに投票率が上がってほしいとは思っていなか

ったというのが本音だと思います。典型的だった

のが、その当時ぼくが担当のキャップをやってい

た、最近またご活躍の森喜朗さんが首相当事、「無

党派は寝ててもらったほうがいい」と言っていた

のを覚えていますか？ あれが本音なわけです。

投票率なんて上げると、自民党の組織力なりなん

なりが発揮できないから上がらないほうがいい。

ましてや若い人というのは、要するに当時の感覚

でいえば革新のほうに行くだろうなということも

あったでしょうから、むしろ、投票年齢を下げる

なんてことはとんでもないと思っていたんです。

安倍さんは自分が若い人に人気があると思って

いる。だから、１８歳はすんなりといったと。こ

の議論が国会で具体的にはじまったのが第１次安

倍内閣のころのことで、２００６年の時なんです

ね。これもアベ効果と言えばアベ効果。

きっかけになったのは、国民投票法を作らなく

てはいけないという話です。国民投票法というの

は、憲法改正のための国民投票のルールを定める、

日本国憲法が戦後できてから、憲法改正のために

国民投票にかけるというのは憲法に書いてありま

すけど、具体的にどういう方法で選挙をやるのか

という国民投票に関する法律がなかった。それを

作りましょうというところから始まったのですね。

当時民主党は、反対する理由はないということ

で議論に乗りました。そのかわり、投票年齢の議

論をしましょう、１８歳にしたらということを持

ちかけたというのが始まりなんです。２００６年

当時から、いずれは普通の選挙も１８歳に、とい

う話は進んでいたのです。今突然、議論が始まっ

たわけではないということです。

安倍首相は第１次の時は体調が悪化して突然、

辞めました。その後は大きな議論にはならなかっ

たのですが、復帰して第２次政権ができました。

もちろん安倍首相の頭にあるのは憲法改正ですけ

れど、再び、１８歳投票が政界のテーマとなって、

実現したわけです。

第一次安倍政権の時に、若手・中堅の自民党、

民主党、公明党３党と学者さんとそれからぼくも

混ざってシンポジウムをしたことがあります。１

８歳投票をめざそうというシンポジウムです。そ

の時も、これは社会を変える絶好の機会になるか

もしれないと話した記憶があります。

１８歳というのは高校生です。ここがミソです。

高校生が投票に行くんだということになれば学校

のなかで政治を教えざるを得ない。教えなくては

いけない。良いきっかけになると、ぼくは前々か

ら思っていましたので、やっぱり教育が必要なん

じゃないかという話を当時もしたのを覚えていま

す。その政治教育について、当時はネーミングが

なかなか決まらず、シンポジウムのなかでも議論

になって、「何て呼ぶのかね」「与良さん、それは

政治学習というのかね」「学習というと中国共産

党っぽいね」などと話した覚えがあって、その後

ようやく「主権者教育」という名前が定着しまし

た。

そんな、いきさつがあって、その後、民主党政

権時代に、今日お配りした資料のうちの私のコラ

ムにも書いてありますが、総務省で研究会を作り

ました。これはまさに総務省主導ですから、若者

の投票率をアップさせるためにどうするか。永遠

の課題ですけど、その観点から作られたものです。

座長は佐々木毅さん（東大の元学長）がなりまし

て、ぼくもその研究会に若い学生、例えば模擬投

票などをやっている男の子たちと女の子たちの代

表を入れた方がいいと進言しました。役所の研究



会では異例のことだったと思いますが、２０代の

若者も混ぜて、どうしたら若者たちの投票率が上

がるだろうかという議論をしました。その時、既

に語られていたのですが、総務省が何やかんや言

っても、この主権者教育の話を進めるためにはい

かに文科省を巻き込むか、さらに言えば学習指導

要領にそれを本当に盛り込むかどうかにかかって

いる、と。

文科省がやれと言ったら、先生たちはやらざる

を得なくなるんだから、むしろ文科省をどうやっ

て巻き込むかということが重要だということです。

その時初めて主権者教育という言葉を使うように

なりました。私のオリジナルではありませんけど

も、新聞、テレビを含めて活字や放送で一番初め

に主権者教育という言葉を使ったのはぼくです。

６年ぐらい前です。

ぼくからしたら、ようやく「遅々として進んで

きたな」という感じです。実際に全高校生に昨年

末までに１冊ずつ教材として副読本が配られてい

る。選挙の仕方から始まって民主政治とは何か。

いろいろと専門家の方からもご不満があることは

承知していますけど、生徒が選挙に行くんですか

ら、選挙違反にならないように指導しなくてはい

けないし、選挙に行こうよ、という話も学校の授

業のなかでしなくてはいけない。

政治的中立とは何？

学校の先生向けのテーマはそういう話になると

思いますけど、全国飛び回って先生たちと話をす

ると、一番困っていらっしゃることは「政治的中

立」とは何だということ。政治的中立を保ちなが

らやらなくてはいけないとなっていますけど、実

際には難しい。

政治的中立とは何か。公正・公平というのは何

かということは、先生方と同じく、私たちメディ

アにも問いかけられているテーマです。

仮に安保法制でもいいんですが、今の政治の話

を度胸を出してやった時に討論するのはいいけれ

ど、「先生は賛成なんですか、反対なんですか」

と質問された時、答えていいのか、悪いのか。基

本的には答えないほうがいいというのが文科省。

先生がしゃべるとそれに引きずられてしまっては

討論にならないというのがその理由です。先駆的

な先生は「そういう質問があった時にどうします

か」と聞くと、「もちろん先生にも自分の意見は

あるよ」「でも君たちの前でぼくがしゃべっちゃ

うと、君たちはそれに引っ張られてしまうからし

ゃべらない」と言って、ぼかしたり、また「私は

反対だ」、あるいは「賛成だ」と言うけれど、そ

の時には「こういう別の意見もあるね」「ああい

う意見もあるね」と付け加えるとい先生もいます。

昨今の話で、例えば北海道でいえば「弁護士に

よる憲法講話」「クリアファイル問題」などがあ

りますね。一番象徴的だったのは、去年の春、安

倍さんの地元、山口県である進学校の県立高校で

の話です。事件と言っていいでしょう。社会科の

先生が高校の授業の中で安保法制について生徒が

議論をしました。賛成派と反対派と分かれて、い

わゆるディベート形式で討論して、それぞれの代

表者が最後の意見をまとめて発表して、どちらの

発表が説得力があったか、クラスの中で投票をす

るという授業をやったそうです。昨年、ぼくも会

いましたが、４０代の先生です。

その様子を新聞が毎日、朝日、さらに読売まで

も地方版で「とても良い授業だった」と、好意的

に、とても大きく取り上げたそうです。ところが

それを見た自民党系の県議が「そんなことやって

いいのか」「生徒にそんなこと教える必要はない」

「授業することそのものがとんでもない」と県議

会で質問して、山口県の教育長が「遺憾に思いま

す」と言っちゃった。「投票はやりすぎだと思う」

と答弁した、という事件が起きました。先生は賛

成とか反対とか言ったわけでもなんでもない。現



場の先生方はそんな議会の質問や教育長の対応を

怒り、不安を感じています。

いろいろ聞いてみると、その授業で参考資料と

して使ったのが朝日と日経だったそうです。ぼく

は朝日の代わりにサンケイを使ったら、県議は文

句を言わなかったのではないかと思います。その

県議は「朝日を使うのか！」という発想だったと

その後の取材で類推しています。でも、先生たち

からしたら、「そんなことを言われるのなら何も

したくない」となりますよ。当初、文科省は教育

現場に政治の話を持ち込むことに積極的じゃあり

ませんでした。我々がそういう授業をやろうと総

務省の提言として言い始て、文科省を巻き込み、

「やっぱりやらなくちゃいけないね。討論型の授

業をやらなくちゃいけないよね」とようやく文科

省も腰を上げたわけですよ。

文科省が今、強制的に主権者教育をやろうとい

うことじゃありません。むしろ「やれ、やれ」と

言ってきたのは、ぼくたちなのだと自信をもって

言えるわけで、文部省が音頭取りをして、国が上

から目線で教えるというものではない。うちの社

内でも「文科省主導」だとまだ誤解してる人いま

すので、誤解を解いておきたいと思います。

この話の結論でいうと、先ほど言ったセミナー

に、昨年末、その山口県の先生がいらして、「文

科省が政治教育をするんだと決めて、副教材まで

配っています。今後、同じような授業をやったら、

それでも怒られるんでしょうか」って彼が質問し

ました。文科省の担当者は「そんなことは今後一

切ありません」と答えました。そこは相当変わっ

てきています。「いま私たち文科省が進めている

んですから、現場レベルではそんなことはさせま

せん、そういうことにはなりません」と断言して

いましたね。

文科省の局長レベルでは、相当理解が進んでい

ると言っていいと思います。今、文科省は一生懸

命各地の教育委員会や校長会などを一生懸命回っ

て誤解を解いています。

今後の課題というと、むしろ政治家です。政治

家がどういうふうに理解して、対応していくか。

正直言うと、多くの国会議員の人たちはこのこと

をほとんど知りません。いま副教材が全国で配ら

れていることも、多分知らない国会議員が３割、

４割ぐらいいると思います。そんな話をすると

「え、そんなことをやろうとしているのか」とび

っくりする自民党の議員がたくさんいます。で、

びっくりするから中立を犯した先生を、今度は罰

則を与えようという話になっちゃうわけです。

ちょっと横道にそれますけど、日本で１９７０

年の政治の春が終わって後、余計そうなったわけ

ですけども、学校で政治を教えることが本当にな

くなっちゃった。それは要するに政治教育という

ことになるとずっと文科省ＶＳ日教組という本当

に古い対立図式で語られてきてしまったわけです

ね。ぼくはそれを乗り越えるためにも主権者教育

というのが必要なんだと、ずっと提唱してきまし

た。依然として政治と教育というと、もうイコー

ル日教組と考えて、日教組に支配されてなるもの

かと考える自民党の国会議員がまだまだたくさん

います。

日教組に支配されてなるものかという話を聞く

と、私などは「今そんなに日教組の影響力はない

よ。むしろ日教組の方が喜んじゃうよ。え、こん

なに影響力持っているんだと日教組の方が驚いち

ゃうよ」と言っているくらいで(笑)。そういう発

想を乗り越えるかどうか、これからは教育委員会

と校長会とかのレベルの話よりも、国会議員をは

じめとした議員や首長らが主権者教育をどういう

ふうに受けとめるかということです。

いま安保法制の話を授業でやるだけで「えっ、

そんなことやるのか」という過敏な反応を起こし

てしまうというのですから、ほとんど理解されて

いないと言っていいと思います。「安保法制の話

を授業でやっちゃいけませんか」と文科省の担当

者に聞けば「やってかまいません」「どんどんや

ってください」「大事な授業をしてください」と

答えるというところまで文部省レベルではきてい

ます。そういうところを分かっていただきたい。

実際にやっている先生はたくさんいます。

先駆的な実践例

集団的自衛権・命の問題

一つ紹介しますと、これは先駆的にやっている

例ですけど、京都の宇治市に立命館大学宇治高校、



宇治中学という学校があります。私立で大半の生

徒は立命館大学に進学できます。ですから、あま

り受験勉強しなくてもいい。親の理解もある。普

通は親も多分うるさいと思うんですよね。政治の

話を学校でするとなると、とんでもないという親

も出てくるでしょう。だけど立命館宇治高校では

１０年ぐらい前から、杉浦真理という先生が担当

していて、一度も親から文句を言われたことがな

いって言っていました。

一昨年、集団的自衛権行使の憲法解釈を変える、

変えないという議論を国会でやっている時に、そ

の立命館宇治の高校２年で２か月半ぐらいかけて、

集団的自衛権について考えようという授業を週１

時間やりました。

まず、そもそも集団的自衛権っていうのは何か

ということを、自分たちで調べるところから始め

るわけです。あそこは近くに立命館大学がありま

すから、大学生たちが手伝ってくれたりアドバイ

スしてくれたり、グループ討論の中に入ったりと

いうこともできるという有利な環境にもあります。

しかも、レベルの高い子どもたちが集まっている

ということもあります。２か月半かけて賛成派と

反対派に分かれて議論して、その時も代表者が、

何故私は賛成なのか、反対なのかと意見発表をや

りました。それを特集で報道したテレビ番組にぼ

くも出ていたんですけど、最後に高校生が話し合

って出た結論というのは、結局「これは命の問題」

なんだということになるわけです。自衛隊員の命

の問題でもある。国民の命の問題でもある。それ

から敵の兵隊さんの命の問題でもある。戦う相手

の国の人々の命の問題でもある。そのことに子ど

もたちは気づくわけですね。感動的でしたね。そ

ういうことをやろうと思えばできるわけで、とて

もいい授業でした。

こういう授業が今、あまりにも現場でなさすぎ

る。よく若者の投票率云々と言いますけど、ぼく

がこの問題にこだわってずっと取材していますと、

若い２０代の投票に行かないと言う子に聞くと、

だいたい親も行かないですね。「あなたのお父さ

んとお母さん行く？」と聞くと「行かない」と。

これは一種の格差の固定化につながる問題です。

すでに格差の固定化が始まっているんだと思うわ

けです。親も行かない。もっと言うと、行かない

子の多くは投票の仕方を知らない。行き方を知ら

ない。そもそも家に選挙が近づくと、地元の選挙

管理委員会から通知が来ることを知らない子がた

くさんいます。

一つの理由は、この不景気で最近は地元志向が

強くなっていますけど、北海道を離れて東京の大

学へ行くと住民票を移さない子がほとんどですよ

ね。住民票を移すことを進めるべきだと思ってい

ますけど、そうでなくても不在者投票もできる。

できるんですけど、面倒くさい。まして、そんな

手続きさえ知らないわけで、通知が来ることすら

知らない。親も知らない人が増えている。もし来

ても、ほったらかしになる。そんな具合で２０代

を過ごすと、その後、恥ずかしくて「投票はどう

やって行くのか」と人に聞けなくなる。

いつもぼくはこの話をするんですけど、現職の

国会議員だってそれを知らない人がいたんですよ。

覚えてます？今や大臣ですよ。女性ですけど。参

議院議員になった時、海外生活が長かったからか

は知りませんけど、初出馬した時に勇んでテレビ

カメラ何台かを引き連れて、今から期日前投票に

行くと言って、行ったわけですよ。「○○さん選

管からの通知は？」と窓口で聞かれて、その人は

「えっ！」と言ったというんです。今まで行った

ことがないことがバレてしまった。そういうもの

があることも知らなかった。通知が無くても免許

証とか保険証とかがあればできるという程度の話

ですけど、ともかく、ここで断ち切らなくてはい

けないのは、どんどんどんどん格差の固定化が進

んでしまうことです。

だから、重要なことは子どもたちにとにかく授

業でやってみることです。確かに立命館宇治をみ

んな目指すというのはなかなか難しいと思います。

でも、やればできる。そういう話になって、賛成

しろとか反対しろとかではなくて、一生懸命考え

れば、「そうかこれは命の話だよ」と気づくわけ

ですよ。それで、そこをぼくは大事にしたいとい

うふうに思って、むきになってこんなことを、一

生懸命全国をまわってやっているんです。

いずれにしても、何故必要かというと、これを

どこかで食い止めないといけないということ。そ

れをきっかけに大人も学ぶということになる。し

なくちゃいけないと思うんですよね。



主権者教育

１８歳を大人にする教育、

大人が大人になる教育をめざして

だから、コラムにも書いたんですけど、主権者

教育の話となると、今も「１８歳を大人と見なし

ていいのか、大丈夫か」という議論になる。子ど

もたち自身も「えっ、私はまだ選挙権なんていら

ない」「私たち、そんなに大人になりたくない」

と言う子も依然としています。けれども、１８歳

が大人かどうかではなくて、１８歳を大人にする

授業が必要なのです。主権者教育は子どもが大人

になる教育でもあるし、同時に大人も大人になる

教育を目指さなくちゃいけないんだとぼくは思っ

ているわけです。たしかにこれから学校の先生の

負担はまた増えます。今は先生そのものが政治の

話を知らないし、先生そのものが新聞読んでない

し、というなかでなかなか難しいと思うんですけ

ど、ここは良いチャンスです。一種のアベ効果で

はありますが。だとすれば、それに乗って、それ

を利用して進めるべきだと。一歩を歩みださなき

ゃいけない。

アメリカが全て良いとは言いません。でもアメ

リカは４年に一度の大統領選の度に、ほとんど全

ての小学校４年生が、共和党がいいか民主党がい

いか議論するんです。その後、家に帰って、党派

性が歴史的にはっきりしているところだから、私

の家はずっと共和党ですよ。私の家は民主党です

よ。そういう伝統がある国だからということもあ

ります。それからアメリカのいいところは歴史が

浅いことです。日本のように、神武天皇の話から

勉強を始めるのとは違って、歴史は全く浅いし、

アメリカというのはアメリカの国史を学ぶことそ

のものがまさにデモクラシーを学ぶことだという

メリットが確かにあります。だけど、小学生が学

校で議論して、家に帰ってお父さんとお母さんと

話すというような習慣を身につけている。

今学校の負担が多すぎます。家庭教育、あるい

は社会教育も深刻な状況だと思います。それをも

う一回復権させるために、まず学校の先生はお気

の毒だけど、学校から始めなきゃいけないと思っ

ています。今、地域コミュニケーションの核にな

るのは学校しかない。学校がそこを立て直すしか

ないという感じがするのです。

一つだけ。今回の副読本も、いろいろ批判あり

ますけど、こっちの白い紙の方ですね(資料を見せ

て)議員が読むべき副教材というタイトルですけど

も、この副教材はネットでダウンロードできます。

この資料は全高校、私立から何から教師用のもの

です。これは指導書で、教え方みたいなことが書

いてあります。例えば、ここに書いておきました

けど、話したい本題、議員が読むべき副教材なん

て嫌みったらしいタイトルで、毎週、東京では夕

刊のコラムでこう書きました。副教材は文科省、

総務省のホームベージで読めるので、一度ご覧に

なったらいかがかと思います。いま配られている

副教材のなかでは、選挙や政治の仕組み、どうや

って選挙に行ったらいいかなどの政治の仕組みな

どをわかりやすく説明する一方で、民主政治とい

う言葉を使っていますけども、民主政治とは何か

という項目で、こう書いています。

・・・・・・・・・・・・・・・・

政治の問題は国民生活に極めて密接に関係して

いるので、様々な意見が対立することが多く、最

終的には多数決で合意を形成するのが一般的です。

ただし、多数決が有効に生かされるためには、多

様な意見が出しつくされ、少数派の意見や根拠を

明らかにして、多数派のそれと比較して検討する

ことが必要です。少数派の意見が正しいものであ

れば、できるだけ吸収するというものでなければ

なりません。納得することで実行力も高まります。

・・・・・・・・・・・・・・・・

安倍さんに聞かせたいですね。当たり前といえ

ば当たり前ですけど、そもそも民主主義、民主政

治というものはどういうものかについて、文科省

もここまで書いているんです。だから、けっして

そう文科省を敵視するものではなく、これを使っ

て進めなくていけない。

主権者教育とは何か。主権者とはどういうこと

か。有権者じゃないところがミソだとぼくは思っ

ています。有権者というのは、権利がありますよ、

ということ。主権者というのは、まさに主役だと

いう意味で主権者という言葉を使っています。さ

らに言えば、例えば１８歳に限らず主権というの



は国民全部、赤ん坊からお年寄りまで全て投票の

有無に関わらず政治の主役、主権を持っているの

は国民全てだという意味で、僕達は総務省の研究

会の時に主権者という言葉を使ったのです

「主役は私たちですよ」ということはどういう

ことか。主権者教育は何か。それはやはり、民主

主義とは何かということを学ぶことなんだとぼく

は固く信じています。

民主主義が危ない

今日お集まりのみなさんには釈迦に説法でしょ

うけども、今日のテーマは年々歳々と言いますか、

ここ数年急激に民主主義が脅かされている。民主

主義が危ない。危ないどころか相当な危険水域に

まで入ってしまっているという感じが、正直いた

しております。

それぞれの課題については、後で質問なり何な

りに答えてまいりたいと思いますけども、例えば、

安保法制もそうだと思います。私は何もしなくて

いいとは思っておりません。一時期は憲法改正す

るところまでいかなくても、ギリギリでできると

ころは何かと一生懸命勉強した時期がありました

けども、何をするにしても憲法の縛りをどうして

も超えてなくちゃいけない。それだったら、憲法

の枠の中でやっていくしかないね、あるいはその

枠の中でももっとやるべきことがあるよね、とい

うのが私の結論です。ぼくは憲法九条の改正には

反対しますが、憲法解釈を変えることには、もっ

と反対です。ですから、去年も廃案にした方がい

いと書き続け、テレビでしゃべり続けていました。

どう考えても、今まで憲法に違反するからこう

やったらダメと言っていたのを、ある日突然同じ

理由で同じことをやるのに憲法には違反していま

せんと言うのはおかしい。今までこれは憲法に反

しているからダメですよ、とずっと政府が言い続

けてきた歴代自民党内閣が集団的自衛権の行使が、

憲法違反ではないと言い張るのは無理があります。

これは、きちんと憲法改正の手続きをとり、国

民投票にかけて国民の信を問うというのが、筋で

あろうと思います。それから実際に本当に集団的

自衛権を行使する必要があるのかないのか、具体

的な安全保障の議論もあまりされずに成立してし

まった。私たちの日本がどうやってどういうふう

になっていくのかという議論もほとんどされない

まま、ああいう形で強行採決されてしまったとい

うことです。

不謹慎な言い方をすれば、北朝鮮の核実験を安

倍さんは追い風だと思っているかもしれません。

それ見たことかと、日本はこういう危ない環境に

いるのだと、だから安保法制は必要なんだと。で

も朝鮮有事が起きた時に赤ちゃんと子どもを連れ

た母親がアメリカの艦船に乗るってケースはおそ

らくありません。あるいはアメリカに向けたミサ

イルを日本海の日本の自衛隊のイージス艦が撃ち

落とすともいう。これも確かにアメリカへの攻撃

を日本の攻撃とみなすということだから、まさに

集団的自衛権の象徴的な話でありますけど、技術

的に無理ですね。ピストルの弾をピストルで撃つ

のと同じぐらいの確率ですので、これも無理と言

われています。

新しい法律がなくてもかまわないと思いますけ

ど、政権側は北朝鮮情勢も当然、利用する。やっ

ぱり切れ目のない安保法制は必要だと。何もやら

ない、「反対、反対」とばかり言ってないで対案

を出せと言うわけです。安保法制はああいう形に

なりましたけど、安全保障の議論は必要だと思い

ます。今のままで何もしなくていいわけにはいか

ないと。みんなで考えなくちゃいけない。ぼくも

反対、反対と言っているつもりはありません。

年明けの文芸春秋に小泉純一郎元首相が長いイ

ンタビューに、応じていまして、安保法制につい

ても語っています。安倍さんが間違っているのは

野党第一党をわざと敵にすることだと小泉さんは

明言しています。安全保障というのは、せめて与

党第一党と野党第一党が一致していないといけな

いというのです。政権交代が起こりうる時代なわ

けですから、政権変わったら安全保障の方針をガ

ラッと変えるというわけにはいかないわけですね。

だから、大多数が一致するところでやらないと国

論が二分している中で、安全保障というのはする

べきではないと。あと、「俺だったら、野党第一

党を味方につけるね」と言っていましたけど、ま

さにその通りだと思いました。

むしろ安倍さんは敵にしたがるわけですよね。



自分でも最近で言っていましたけど、「反対、反

対と言われると余計闘志がメラメラと湧く」らし

いですから、ぼくもあんまり言わないほうがいい

のかなと思います。それからあの時の審議で目立

ったのは、それを始めたのが小泉さんだったんで

すけど、敵か味方かは反対か賛成かで簡単に、反

対と言う人は全て敵だと。むしろ敵だと言って騒

いだ方がうれしくなるというのは間違っている。

まさに民主主義ではない。先ほどの副読本の通り、

少数意見でも全て間違いではないわけですから。

俺たちは多数派で、最後は多数決で決めるのが民

主主義だと、安倍さんはしきりに言います。多数

決というのは確かにそうですけど、とことん議論

した後の多数決と全然議論もしないなかでの多数

決は違いますよと、ぼくは言いたいわけですよ。

それこそが民主主義なんだと思います。まずその

手法と言いますか、国民をわざと二分する。それ

に拍手喝采する人が増えているというのを認めざ

るを得ないと思います。

同じようにそれで人気を得たのは、大阪の橋下

さんだと思うんですね。橋下さんもとにかく徹底

的に敵とみなせばもう下品な言葉を使って、使っ

て、バカだ、何だと言って、それに対して拍手す

る人たちがたくさんいるわけですよね。そして、

そういう人たちが増えているということも認めな

くてはいけないと思います。

安保の話の関連で言うと、最近ぼくがやっぱり

なと思ったことがありました。北朝鮮の核実験の

前、昨年末に従軍慰安婦問題における日韓合意と

いうのがございました。ぼくも正直言って年末に

もしかしたらと思いましたけど、パク・クネさん

も安倍さんも双方妥協するのは難しいと思ってい

ました。ですから、予想外の合意ではありました。

結論から言えば、合意はとても良かったねと思い

ます。もちろん、大変ですよ、これから。パク・

クネさんの方が大変ですけど、まずは良かったで

すよね。安倍批判を続けている私も良かったと素

直に評価します。パク・クネさん側の方が譲った、

と言われていますが、安倍さん側も、すごい譲っ

ているんですよね。

実は今回の合意というのは、河野談話をベース

にしたものです。強制的とは言わないけれども、

軍の関与を慰安婦募集にあたっては明確に認めま

した。それから政府の責任も。ここが外交のミソ

なんですが、道義的とも法的とも言わず、ともか

く責任を認めると。日本側がですね。韓国がこれ

を、法的責任を含めますととってもいい。日本は

こんなものは認めないし、道義的責任なんだとと

れるような、まさに外交の知恵なんだと思うんで

すね。

外交というのは、歩み寄りというと聞こえはい

いですけど、妥協のしあいなんですよ。私たちの

国というのは、妥協するということを、なぜこん

なに嫌いになっちゃったのかという気がするんで

す。でも全ての国家というのはそうかもしれない。

妥協すると言うと、国民はみんな怒るというのが

普通です。だから逆に言えば、権力者が強くない

と妥協はできない。弱い権力者というのは、弱い

ほど原理・原則を言い続ける。「けしからん、け

しからん」「韓国けしからん」「パク・クネけしか

らん」というふうに言い続けた方が楽なんですね。

妥協するためには、自分が今いるところが相当強

くないと、実は譲れないわけですね。だから、そ

ういう意味でぼくはこれも安倍効果と言っている。

なぜか、安倍さんは今まで河野談話を見直すと

言っていたわけだし、安倍さんに対しては、それ

こそ櫻井よしこさん等は「河野談話なんて破り捨

ててしまいなさい」と、もうずっと叫び続けてい

る。要するに事実ではないし、責任もないと。「ど

この国でもやっていることだ」と。確かに朝日新

聞の報道は誤りもあったし、間違いもあった。対

応も悪かったと思いますけど、胸を張れる歴史で

はないのですから、ぼくは河野談話の言っている

通りだという立場でずっと言っています。

河野談話の文面に、強制的とは断定はしてない

ですよ。ただし、「破り捨てなさい」と言われ、

安倍首相本人も破り捨てたかったのだと思います、

去年の夏の戦後７０年談話も同じです。村山談話

も破り捨てたかったのでしょうけれど、結局破り

捨てられませんでした。「あの安倍さんでさえ河

野談話を継承せざるを得ないんだと」いうところ

をみんなわかろうね、とぼくはコラムで書きまし

た。ということで、安倍さんからしても、相当、

今まで言っていたこととは違う合意、妥協をして

いるわけです。ぼくが褒めると褒め殺しみたいに

聞こえるという人もいるらしいですけど、ぼくは



素直に、全く褒めているんです。

その後一番注目しているのは、まずあの日のフ

ェイスブックなどのインターネットを見ていると、

いわゆるネトウヨと言われる人を始めとして、安

倍さんが中国とか韓国とかに、絶対妥協しない態

度、強い姿勢を礼賛していた人たちは安倍さんに

失望したとありましたね。裏切られたとか、当然

そういう反応はあるだろうと安倍さん自身も気に

していた。

ところが、櫻井よしこさんがわかりやすいから言

いますけど、あの後２週間経っていながら、彼女

が産経新聞に毎週のコラムを持っているのに一切

書かない。あれだけ２０年間「河野談話、破り捨

てなさい」と書き続けていた彼女は落とし前を付

けなきゃいけない。ぼくも落とし前を付けなくち

ゃいけないから「良かったね」と書くわけです。

ぼくの責任だと思うから。でも、彼女は今のとこ

ろ一切書かない。年明けには原発の話を書いてい

るんですよ。スルーです。少しずるいなーと思い

ます。

産経新聞も渋々評価する社説になってましたけ

ど、産経新聞の立場からするとモーレツに批判し

なくちゃいけない。さらに言えば、今回の合意を、

他の自民党の元々韓国とか中国とかと仲良くしよ

うと言っている他の人が首相だった時にしたとし

たら、けちょんけちょんに弱腰外交だとか、韓国

に屈したとか批判したに決まっています。まして

や民主党の鳩山さんが同じ合意をしたら、きっと

ボロクソですよ。そういうダブルスタンダードみ

たいなものがあると思います。

最近のメディア事情

だから話を戻しますと、そこがそもそもメディ

アの矛盾のひとつを見せているなと思います。ち

ょうど月刊誌の端境期なので、来月号の、それこ

そ『正論』『Ｗ i ＬＬ』とか毎月毎月、反中・反韓
をアピールしている雑誌がどういうふうに評価す

るのか注目しています。西岡力さんという拉致問

題に取り組んでいる学者さんは、「将来に禍根を

残す合意だ」と意地を見せて、首相を批判してい

ますが、みんな黙っちゃうっていうのはどうなの

かと思うのです。堂々と、その合意はいけないと

言ったらいい。彼ら、彼女からすると、安倍さん

という初めて自分たちに近い人が再び総理になっ

た。これを何とか利用し続けたいとしか思えない。

メディアはそういう状況であります。さらに言え

ば、今の嫌韓、「韓国コノヤロー」とか「中国コ

ノヤロー」とかを売り物にすることで、食べてい

るメディアがあって。それを好んで読む人が増え

ているのは確かだと思います。

そういう人たちが一番極端な話だとヘイトスピ

ーチということになる。自分の暮らしがうまくい

かない、希望が持てないところで反発するのが民

族差別的なところに向かっていく。これは戦前で

もそうでしたから、これは日本人のぬぐいがたい

民族意識があるんだと思います。それが大勢だと

は思いません。だけど、メディアのように活字の

話というと、深刻なのは昔３０年前、４０年前ぐ

らいは月刊の文芸春秋で１００万部以上１２０万

部も売れていた。週刊誌でいっても、『ポスト』『現

代』は一番売れていた時期で毎週１２０万部ぐら

い売れていた

一番売れていた時期は、ちょうど宮沢りえさん

らがヘアヌードを出したころですけれどもね。と

ころが今現実に一番売れている『週刊文春』で一

番売れる週で４０から５０万部ぐらいではないで

しょうか。その次が『新潮』、少し離れて『ポス

ト』『現代』。昔の５分の１、６分の 1 ぐらいしか
売れない。要するに、お金を出して情報を買って

くれる人がどんどん減っている。これはネットが

あるからだという理由が大きいと思います。１２

０万売れていた時代というのは、週刊誌でも１２

０万相手にするためにはこういう見方もあるよね。

ああいう見方もあるよねと意識せざるを得なかっ

た。自分たち自身が、公正だとか公平だとかと言

われる前に意識する。しかし、２０万とか１０万、

５万とかになると、要するに１０万売れればペイ

できる。ぎりぎり商売になるから、とにかく１０

万部売るのが大事だとすれば、もうその人たちが、

読んでくれる人たちが気持ちのいい記事を載せる

のを最優先することが当たり前になるのですね。

ある大企業の経営者が「これは事実だとか、事

実でないとか関係ない。読んでいて気持ちがいい

から読むんだ」と私に言ったことがあります。ジ



ャーナリズムから考えると完全にはずれています

ね。ぼくも失敗を犯したことが何回もありますが、

私たちはそこを考えなくてはいけない。

例えば、産経新聞の韓国特派員の事件です。彼

は英雄視されていますけど、ぼくはあの原稿は下

品な噂話を書いているだけと思いました。しかも、

彼は産経新聞の紙面で書かなかった。インターネ

ットのサイトに書きました。うわさ話を新聞に出

すのはさすがにためらったのではないでしょうか。

そこも新聞記者としていかがなものかと思うんで

すよね。ぼくも何かしゃべる度に「与良は売国奴」

と言われ、ちょっとおとなしくしゃべると「最近

の与良さんは元気がない」と言われます。それは

しょうがないと思いますが、中立とか公平という

ことは、先ほどの政治教育の話と同じで難しいで

すね。けれどもぼくは、中立は何も言わないに等

しくて、難しいだろうけれど、公正ではありたい、

フェアーでありたいとは思います。その意味でこ

の間の日韓合意は良かったと言っているわけです。

安倍さんがやることはすべてダメという理屈では、

野党は選挙で勝てない。そこは野党のみなさんも

本当に考えないといけない。

メディアの危機・民主主義の危機

さてそろそろ時刻も 8時近くになってきました。
最後にお楽しみの昨今のテレビの話をして終わり

たいと思います。これは事前にリクエストがござ

いました。

本日たまたま朝日新聞が先に書いていましたけ

れども、ＮＨＫの「クローズアップ現代」の国谷

（くにや）キャスターが、４月から降板するする

そうです。番組そのものはなくならないそうです

が。ご存じと思いますが、去年あの番組でヤラセ

疑惑がありました。ぼくもあれはヤラセだと思っ

ています。その前に何かの時だったか、あの番組

に菅官房長官が出ていて、生中継のときにみんな

がびっくりするくらい国谷さんが菅さんにつっか

かったことがあったんです。ぼくらからすると当

たり前のつっかかり方、質し方だったと思います

けど。それで菅長官が激怒するという事件があり

ました。それが今回の問題の背景にあるように思

えます。

それからテレビ朝日「報道ステーション」の古

舘さんも４月で替わることが決まっていて、今日

新しいキャスターが発表されていましたね。若い

イケメンのアナウンサーらしいけれども番組の様

相もだいぶ変わるでしょうね。

もっとぼくの身近なところで、ＴＢＳ「ＮＥＷ

Ｓ２３」の岸井成格（しげただ）さん。ぼくが政

治記者として出発したときの上司です。ぼくはこ

の人の子分として、岸井さんに何かあると、代役

を務めるということをずっとして来ました。岸井

さんの慶應大学時代からの同級生で、佐高信（ま

こと）さんというトンデモないおじさんがいます。

ぼくは佐高さんから「岸井よりも与良くんの方が

俺に近いよね」「岸井は右だよ」なんて言われて

います。ぼくは別に左翼でもないと思っているの

で、「カンベンしてくださいよ」などと言ってい

ますが。それはさておき、岸井さんは何か狙われ

ている感じがあります。

去年の９月に例の安保法案が成立したときのこと

です。岸井さんは「ＮＥＷＳ２３」ではアンカー

という肩書になっています。アンカーは岸井さん、

キャスターは元ＮＨＫアナウンサーの膳場さん。

その岸井さんが法案が成立したときに、「私たち

メディアは、廃案に向けて声をずっと上げ続けた

い」と一言言った。それを捉えて「アンカーとし

て行き過ぎである」「放送法違反である」となっ

たわけです。

放送法には確かに「政治的に公平であること」と

書いてあります。それがいつも問題になるんです

けれど。実はその時にはぼくは気づきませんでし

たが、あの放送の翌々日に、誰が書いたかは分か

りませんが、あの発言を捉えて「あれは放送法違

反である」とネットで匿名のコラムが出ていまし

た。

岸井さんは、ご存じのように関口宏さんの「サ

ンデーモーニング」でもコメンテーターをされて

います。コメンテーターの一人としての発言なら

いい、だけど「ＮＥＷＳ２３」ではアンカーだ、

放送局を代表する者の発言だ。そんな人が廃案を

求めるのは放送違反であると。そのような内容で

す。

それが１カ月後になると読売と産経に同じ論旨



で「『サンデーモーニング』はいいけれど『ＮＥ

ＷＳ２３』はけしからん。総務省も何も言わない

のはけしからん」という意見広告が一面デカデカ

と載りました。異例ですよね。ジャーナリスト個

人の名前をあげて「けしからん、放送法違反であ

る」と質すわけです。前代未聞の意見広告です。

ネットにも残っていますので見てください。

今でも読売のような全国紙では、通常価格で

5000 万円くらいかかります。そのくらいのお金が
ないと全国紙に一面広告は出せません。この広告

の呼びかけ人の一人は作曲家のすぎやまこういち

さん。昔グループサウンズの作曲をやってた人で

す。それからタレントで弁護士のケント・ギルバ

ートさん。そのほか憲法改正を求める日本会議と

いう団体に通じる方々です。よくお金が集まった

と思いますが、異例のことです。とうとうそこま

で来てしまいました。

結論を言うと、岸井降板の理由は視聴率です。

テレビは視聴率が第１です。降板の検討はもとも

とこれらの意見広告の前、去年の夏ぐらいから始

まったようです。ぼくもテレビの世界に携わって

いたからよくわかります。視聴率があればなんと

か踏ん張れます。逆にテレビ朝日の古舘さんの番

組はあれだけ視聴率が高かったのに、もっと踏ん

張れなかったのは、内部でなかなか難しかったか

らじゃないですかね。どう考えてもやっぱりテレ

ビ朝日側が安倍さんの方に寄っちゃった感じがあ

ります。

ＮＥＷＳ２３の視聴率は残念ながらよくないで

す。同じ時間帯の日テレ系のニュースに大きく負

けているんです。「嵐」の人気者が出ている番組

ですね。この４月が焦点で、岸井さんを交替させ

るかしないか、そろそろ決めなくちゃいけないん

でしょうが、現時点ではまだ正式には決まってな

いはずです。ＴＢＳの人たちに「いまこの時点で

岸井さんを替えるようなことをしたら、アンタら

何言われるのか分かっているんだろうね」と言っ

ているんです。どんな理由をつけても「もう完全

に権力に屈したのか」となるわけですよ。

毎回毎回、ここまで事細かに、一つの番組にま

で文句をつけてくる政権は初めてです。首相本人

が直接言ってくるわけではありません。秘書官と

か自民党の関係者が「安倍さんが言ってたよ」と

いった調子で担当の政治記者に、上に伝わるよう

に言ってくる。あるいは若い記者を呼んで「ちょ

っと、この間の番組、あれは批判し過ぎじゃな

い？」と言う。記者は上に報告します。そこでケ

ンカすればよいものを、しないから毎回言ってく

るんだと思います。

民放の社長さんはだいだいこう言います。「い

いよ、みんなどんどん自由に報道してくれ、だけ

ど妙なイチャモンはつけられるなよ」と。現場は

後ろの言葉だけが頭に残るんです。するとみんな、

だんだん面倒くさくなるわけです。さわらぬ神に

たたりなしでみんな政治にかかわる報道をしなく

なるんです。これもニワトリと卵の争いと同じで、

どちらが先かということではないんです。

それでも報道するのが我々の仕事だと思います。

以前ぼくが出ていた、みのもんたの「朝ズバ」と

いう番組がありましたが、いま朝の番組で政治の

話はほとんどスルーですよね。芸能ニュースが大

半を占めています。テレ朝系が少しがんばってい

ますが。それらも含めて、今は大きなメディアの

危機だし、民主主義の危機だと思います。ここで

我々が唯々諾々と「ハイハイその通りですね」と

権力の言うことを聞いていると、もうすべて崩れ

去っていく感じです。やはり権力は、ちょっと文

句つけたら、こういう風になることを覚えたわけ

ですよ。

放送法 政治的に公平であること



戦前は新聞紙法という法律がありまして、もし

軍部が気に入らなかったら「おまえたちには紙を

あげないぞ」とやったわけです。当時は配給制で

したから。それをやられたら新聞社は困るから、

むしろどんどん戦争を煽る方向に行ってしまった。

あの戦争の反省から戦後のわたしたちは始まって

いるわけです。

おかげで新聞紙法は消えましたが、戦後に放送

法ができました。放送には電波を使いますから認

可事業です。担当の総務大臣は高市早苗さんです。

高市さんが「電波あげない」て言ったら放送は止

まるんです。ＮＨＫも民法もみな同じです。放送

法には確かに第４条に「政治的に公平であること」

とありますが、政治的公平っていうのは本当に訳

わかんないよね、というところがあります。ちょ

っと批判したら「公平じゃない！」と言われます

から。

一方でフジテレビなんかは、この前の安保法制

審議のとき、２時間にもわたって安倍さんが一人

でしゃべりまくるという放送を流しました。模型

か何か使って「隣が火事になったら、助けに行く

のが集団的自衛権の行使だ」と言った。「それは

違うやろ」と言いたいですね。その場で誰一人と

して突っ込みをいれない、「火事じゃない、戦争

でしょ」ってね。一人ぐらい言ってもいいと思う

んですが。そういう時に、ぼくは最近呼ばれませ

んから。呼んでくれれば「安倍さん、それはちょ

っと違うでしょう！」「じゃあ２時間も一方的に

政府の言い分流すのが公平ですか？ 放送上問題

ないんですか？」と言ってやるんですけど・・・。

いずれにしても、安倍政権が一言いえば、こうや

ってすぐなびいて来るということを、彼らが知っ

たことはすごく大きい。これにどう対抗していく

か。我々の大きな課題です。

ぼくがずっと付き合ってきた政治家の一人に、

森喜朗さんがいますが、あの森さんでさえ「いい

よなあ、与良は。オレの悪口ばかり書いていれば

いいんだから」「でもそれは君らの仕事だし、そ

れは必要なことだからなー」くらいのことは言っ

てくれました。それが、安倍さんのキャラクター

もありますが、いろんな要因で政治圧力が一気に

進んでいる感じがします。

まとめ

そろそろ話をまとめます。

今日ぼくが何を言いたかったかといいますと、

もう一度、民主主義とは何かということを考えて

欲しいということです。それも子どもだけが学ぶ

のではなく、私たち親も学ぶ。この会場の中には

お孫さんがいる方もいらっしゃるでしょうから、

家族みんなで一度政治の話をしてみてください。

そうすると楽しい気持ちになります。

ぼくはとても前向きにとらえています。やっぱ

り高校生が選挙に行くというだけで、とてもウキ

ウキします。日曜日の午前中に部活が終わって「お

ーいこれから選挙行こうぜ！」という姿を想像し

てごらんなさい。ぼくはとてもワクワクしますけ

ど。「おーいみんなで選挙でも行くか！」という

のが当たり前になる。

もう一度、この国の民主主義＝デモクラシーを

立て直す一歩になると思います。強引に話をまと

めましたが、これで私の話を終わります。ありが

とうございました。



◎ △ ■ ◇ 〇 ☆ □ ◆

「新春のつどい」与良講演会の感想文より

◎（学生） 予想していたよりも、かなり有意義

な時間を過ごさせていただいたことに感謝したい。

大手新聞社の政治記者に良い印象は全くなく、「わ

ざわざ時間を使って聴きに行くほどのものだろう

か。」と正直な話、少々不安があった。しかし、2
時間に渡る講演もあっというほどの濃密さに、勉

強の合間を縫って会場まで足を向けて本当に良か

った。

安保法制に意識を奪われ、１８歳選挙権をめぐる、

最近の情勢に疎い私にはほとんどすべてが新鮮な

講演だった。高校に選挙についてのパンフレット

が配られたこと、教育現場に政治教育が要求され

ていること、その中で現場が抱える問題の大きさ。

講演の最後には、先駆的に政治教育を実践してこ

られた教育者の方の発言が複数あったが、そのよ

うに苦心なさっている方々、これから実践なさる

方々には頭が上がらない。

教育現場を知らず、しかも現場の外からの無責

任な発言になってしまうが、政治教育の「政治的

中立」については、姉崎先生も会の最後に発言さ

れていたが、政治を語るということは常に自分の

立場を明らかにして行われるべきものであり、そ

れは、扇動だと言われるようなものではないと感

じている。先生の意見には子どもは引っ張られて

しまうものだ、と言われているようだが、子ども

を見くびらないでほしいと思う。子どもでも自分

の感覚とあまりにも違う意見を鵜呑みにするよう

なことはないと思うのだ。そんなことを考えた。

１８歳選挙権は、憲法改正の足掛かり的に達成

されたが、新たに生まれる多くの有権者とともに

どのように選挙を戦っていくか、新たな可能性、

希望を感じる講演だった。改めて関係者の皆さま

に感謝したい。

◎（市民）実を言うと、あまり期待しないで…。

昨今マスメディアの劣化には私はウンザリ…。毎

日新聞は健闘はしているが等といつもの思い込み

で参加しました。然し、おもしろかった。大変な

厳しい中でどうにか少しでもまともな政治にと孤

軍奮闘している人がいる。その中のお一人でした。

１８歳選挙権は間違いなくアベ効果の一つであ

る事。柔軟な頭のうちに政治と接することの重要

性。教育現場では今副読本が出来上がり、子ども

たちに配布されている。これをどう利用するかは

現場の教職員の実践にかかっているのである。主

権者教育である。子どもたちが大人になるための

教育であり、大人が手本とならなければならない

教育である。それは今試されている。間違いなく

政治的中立という建前が生まれるが、問題提起が

出来るのも教育現場、討論を交わす事が出来るの

も教育現場、そして子どもたちが「さあ、選挙へ

行くよ！」と言って部活活動を終えて投票場へ向

かう。それを想像するだけで私はワクワクしてく

るのである。教職員は必要以上に恐れる必要はな

い。堂々と政治を語れる子どもたちを育てる、そ

の中で自分たちも成長する。そんな意気込みをも

って欲しい。講師の熱い思いが感じられる講演会

でした。私はこの与良正男さんを誤解していまし

た。みんなで民主主義を学ぶ、今一番も求められ

ている時であり、安倍効果を最大限に利用できる

時なのである。その行動に出なければメディア危

機、民主主義の危機に抵抗する事は出来ない。暴

走するアベ政権を若者たちが声を上げ暴走を止め

ようとしている。今その流れに確信を持って、「民

主主義・立憲主義」を１８歳選挙権の子どもたち

と確かめ合いながら、教育現場が今まさに試され

ている時なのである。

マスメディアの秘話も聞きながら、楽しい講演

でした。いいなあ～～、やっぱり大きな輪の中で

アベ政権の息の根を止める運動に大きな励みとな

った講演会でした。姉崎先生の最後の「まっとう

さが今試されている」「世界的な右傾化は長い時

間をかけている、それを打破するためには本物が

今こそそれに打ち勝つべき運動にしていかなけれ

ばならない」も気合が入りました。

姉崎先生の推薦した書「戦う民意」早速購入

して帰宅しました。紀伊国屋にありました。


