小泉内閣の自衛隊イラク派兵計画の即時中止を要求する（声明）
日本 高等学校 教職員 組合中央執 行委員 会

イラク 駐在の日 本人外 交官二人 が殺害さ れると いう痛ま しい事件 が起こり ました 。
私たちはい かなる 理由があ っても 、こうし たテロ を許すこと はでき ません。
こ の事件 の背景は 未だ明ら かではあ りませ んが、ア メリカの 先制攻 撃とその 後の不
法な 占領支配 に対し 、日本政 府が政治 的にも経 済的に も、最大 の支持 ・協力を表 明し
てきた ことと 今回の事 件が無縁 でないこ とは否 定できま せん。 こうしたな かで、 自衛
隊が派 兵される ならば、 それはイ ラク占 領軍の一 部とみ なされ、攻 撃の対 象とされ る
ことは明 白です。
イ ラクに おけるテ ロや武力 衝突は、 米英軍 による不 法な占 領支配に よって引 き起こ
され ているの です。 テロは戦 争や武力 では解決 できな いことは もはや 明らかです 。私
たちは 、あら ためて、 国連や国 際的な合 意もな く、道理 も正義 もないアメ リカの イラ
ク戦争 と占領支 配にきび しく抗議 するも のです。 同時に 、
「イラ ク人道支 援 」
「テロに
は屈しな い」など と、自衛 隊派兵 を正当化 し、あ くまで派兵 方針に 固執する 態度を 表
明 している 小泉首相 の姿勢 は断じて 容認す ることはで きませ ん。アメ リカの 言いなり
にな って自衛 隊派兵 を強行し 、米英軍 を支援す ること は、新た なテロ の口実と 温床を
拡大す ること にほかな らないか らです。
イラ クの事態を 解決す るには、 米英軍 の不法な 占領支配 を終わら せ、イ ラク国民 の
主権を回 復するこ と、国連 を中心 とした復 興・人 道支援が 何よりも 重要です 。こう し
た 枠組みの 中で日本 は、政 府および 民間レ ベルの人 道的援助 を積極的 にすす めるべき
であ ると考え ます。
私た ちの教 え子には自 衛官に なってい る青年 がいます 。私たち の目の前 に、自 衛官
の父や 兄弟をも つ子ども たちが たくさん います。 こうし た人々に 、アメリ カのイラ ク
戦争と占 領支配に 協力し 、犠牲に さらされ る危険 を誰が押 しつける ことがで きるで し
ょ うか。私 たちは 小泉首相 に対し、 ただち に自衛隊 のイラク 派兵計画 を中止 し、絶対
に派 兵を強 行しない よう怒り をこめて 要求す るもので す。
私 た ちはす べて の教 職員 が、国 内外 の平 和を 求める 多 くの人 々と 連帯 し 、「教 え子
をふた たび戦場 に送らな い」誓 いをあら たにして 、自衛 隊のイラ ク派兵を 必ず阻止 す
るために この歴史 的たた かいに総 決起され るよう 呼びかけ ます。同 時に、日 高教中 央
執 行委員会 はその たたかい の先頭に 立って 奮闘する 決意を表 明するも のです 。
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