多国籍軍・自衛隊はイラクから撤退せよ
﹁国民の保護に関する基本指針﹂を
白紙撤回せよ
二〇〇三 年三月のイラ ク戦争開戦以 来︑イラク戦 争・占領で死 亡した米兵は ︑この三日
で︑一︐ 五〇〇人を超 えました︒米 陸軍は新兵補 充がすすまず ︑目標を大き く下回り︑や
りくりが 苦しくなって います︒一方 イラク民間人 の死者は︑イ ラク・ボディ ー・カウント
によれば ︑最大で一八 四四三人に達 しています︒ イラクが占領 状態に置かれ ︑武装勢力の
攻撃が続 いているから です︒
こうした なかで︑四日 ︑武装勢力に 拉致され︑一 ヶ月ぶりに解 放されたイタ リア人ジャ
ーナリス トのズグレナ さんは︑情報 機関員ととも に︑車でバグ ダッド空港に 向かっている
途中︑米 軍の銃撃を受 けました︒ズ グレナさんは ﹁射撃を受け て情報機関の 職員はイタリ
ア人だと 叫んだが︑銃 弾の雨で車の 外へ出ること はできなかっ た﹂と︑銃撃 の激しさを語
っ てい ます ︒イ タリ アの 外相 は︑ バグ ダッ ド 駐留 米軍 と﹁︵当日︶ 必要 な 連絡をすべてと
っ てい た﹂ とし ︑﹁われ われ は 真実 と正 義を 求め る﹂ と責 任者 を明 らか に して処罰するこ
と を要 求し まし た︒ また ︑ズ グレ ナさ んは ︑﹁ 私が彼 らの 標的 だっ たこ と を否定すべき理
由はない ﹂といいます ︒彼女は︑フ ァルージャの ルポを準備し ていました︒
同じ四日 ︑ブルガリア 軍兵士がパト ロール中に︑ 攻撃を受け死 亡しました︒ ブルガリア
の国防相 は﹁友軍によ る誤射が原因 であると信ず るに十分な証 拠がある﹂と のべ︑パルバ
ノ フ・ ブル ガリ ア大 統領 は﹁ 徹底 的な 調査 を 開始 し ︑︵ 米軍に 対し ︶犯 罪 者の処罰を求め
ることに なるだろう﹂ と語りました ︒
イラクの 状況は︑多国 籍軍の占領状 態が長引き︑ 泥沼化してい ます︒
自衛隊の 宿営するサマ ワは︑オラン ダ軍の撤退に ともないイギ リス軍が治安 のために駐
留を開始 しました︒オ ランダ軍の宿 営地は︑イラ ク治安警察に 返還されまし た︒自衛隊も
この泥沼 化に手を貸し ています︒
五日︑東 京で開かれた ﹁イラク国際 戦犯民衆法廷 ﹂の最終公判 では︑最終判 決が言い渡
されまし た︒イラク空 爆や占領︑フ ァルージャ攻 撃などを侵略 の罪︑戦争犯 罪︑人道に対
す る罪 など で︑ ブッ シュ 大統 領を 厳し く指 弾 しま した ︒﹁多国 籍軍 がい ま なおイラクに駐
留し︑侵 略の罪が今の この時点でも 犯されている ﹂とも指摘し ています︒
四日︑日 本政府は︑有 事法制のひと つとして制定 した国民保護 法に基づく﹁ 国民の保護
に関する 基本指針﹂案 を公表しまし た︒これによ ると地方自治 体に対して︑ 担当職員の当
直制など ︑平時から有 事即応態勢の 強化を新たに 求めています ︒さらに︑全 自治体に自衛
隊 との ﹁相 互情 報連 絡体 制の 充実 ﹂﹁ 共同訓 練の 実施 ﹂な ど︑ 日常 的な 自 衛隊との連携強
化を打ち 出しています ︒また﹁平素 から教育や学 習の場も含め 様々な機会を 通じて広く啓
発に努め る﹂と︑学校 教育の利用も 求めています ︒私たちは︑ 断じて許すこ とはできませ
ん︒
私たちは 日本政府に対 して︑次のこ とを強く要求 します︒
一︑自衛 隊のイラクか らの撤退を強 く求めます︒
一︑多国 籍軍参加国へ イラクからの 撤退を要請す ることを求め ます︒
一︑有事 法制の具体化 を直ちにやめ ることを求め ます︒
一︑﹁国民の保護に関する基本指針﹂を白紙に戻すことを求めます︒
右決議し ます︒
二〇〇五 年三月一二・ 一三日
埼玉県高 等学校教職員 組合第九回分 会・専門部代 表者会議

