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図書館利用者 市 民と図書館員 は
教育基本法 の改悪 に反対 し、教育基本法 の理念 の実現を求 めます
政府 は四月 二十八 日、教育基本法 の改悪案 を国会 に上程 し、 五月十六 日 の衆議院本会議 で趣旨
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説明と質疑が行われま した。 文部科学省 は 基本法をなぜ今、改 正す るか」 説(明資料 の)な かで、
「
都市 化や 少子高齢 化 の進 展など によ って、教育 を取 り巻 く環境 は大きく変 わ りま した。 近年、
子ども のモラ ルや学ぶ意欲 の低 下、家庭や 地域 の教育 力 の低 下などが指摘さ れ ており、若者 の雇
用問題なども深刻 化 して います」と のべて います。 そして 「
我が国 の未来を切り拓 く教育 を実現
して いくため、教育基本法を改 める必要」があ ると結論付け て います。 こ の説明 によれば、 日本
の子ども のモラ ルや学 ぶ意欲 の低 下、家庭や 地域 の教育 力 の低 下、若者 の雇用問題 の深刻 化など
は、教育基本法 に原因があ ると いう も のであ り、到底受 け入れ る こと のできな い本末転倒 の発想
です。
教育 基本法 は、 日本国憲法と 一体 のも のと して 一九 四七年 三月 に公布 ・施行さ れま した。 しか
しながら、教育 の現場 では政府 ・行政当局 の強権的な圧力 により、すぐれた教育実践が妨害さ れ、
十分 そ の趣旨が生 かされな いまま今 日を迎え て います。
私たち図書館利用者 ・市 民と図書館員 は、教育 基本法 の改悪 に次 の理由 により反対 し、教育 基
本法 の理念 を誠実 に実現す る努力を強 く求 めます。
記
一、政府提出 の教育 基本法改悪案 は、 現行 の基本法前 文中 の 「
われら は、さき に日本国憲法を確定
し、民主的 で文化的な国家 を建 設 して、世界 の平和と人類 の福祉 に貢献 しようとす る決意を示 し
た。 こ の理想 の実 現 は、根本 にお いて教育 の力 にま つべき であ る」と の文言を削除 して います。
こ の削除部分 は 「
日本国憲法と教育基本法が 一体 のも の」と いう象徴的な表現 であり、教育基本
法 の根幹をなすも のです。さら に、前 文中 の 「
真 理と平和を希求す る人間 の育成」に ついて、「
平
和」を削除 し、「
真 理と正義 を希求 」
…に変え るなど現行基本法 の基調を完全 に否定 して います。
二、 第 二条 教(育 の目標 の) 一つと して、「
我が国と郷土を愛す る態度 を養う」と の文言を新 たに設け、
「
国家教育 」 による 「
愛国心」を強要 し内 心 の自由 に踏 み込む ことが明ら かにさ れ て います。
三、 第 十 二条 社(会教育 に) ついて、「
個 人 の要望や社会 の要請 に こたえ」の新 たな文言を入れま した。
これ は社会教育振興 の行政責任を回避さ せると同時 に、 一人 ひとり の自立 した市 民と して の自 己
教育 と して の 「
自主的な学習権 」を侵害す るも のです。 このことは現行 の教育基本法第 十条 が保
障 して いる 「
教育 の目的を遂行す るに必要な諸条件 の整備確立」を削除、新 たな第十七条 による
「
教育振興基本計画」 の策定 へと移行す る こと で証明さ れ て います。これにより本来 の社会教育
の基本 から の転換 が意図さ れ て います。
四、 また、新 たな第 十六条 によ って、 現行 の基本法 でう たわれ て いた 「
国民全体 に対 し直接責任を
負 って行われ る べきも の」を削除 し、教育 行政が教育内容 に介 入す る意図を明ら かにしま した。
これ は 「
教育 は国民 のも のであ る」 ことを否定す るも のであ り、 「
不当な支 配 に服す る こと のな
い」教育 の基本的なあり方 を覆すも のです。
五、私たち図書館利用者 ・市 民および図書館員 は、以上 のような教育基本法改悪案 に、戦前 戦中 の
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「
教育 勅語」時代、 「
帝 国図書館」を頂点 にした 「
思想善導」機関と して の図書館 の歴史 を思 い
出 します。国民 の学習す る権利と知 る自由を保障す る図書館 は、民主主義 ・国民主権 ・平和主義
を掲げ る日本国憲法 そして教育 基本法 と 一体 です。 「
知ら しむ べからず、拠ら しむ べし」 の国家
主義 に基づく教育基本法 の改悪 に反対 します。
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