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9月議会報告・くにたち映画祭ご案内

国葬中止！　市民の陳情を採択し、国への意見書を可決！ (9/16)

　岸田内閣の支持率が 30％を切ったとの報道（毎
日新聞 9/18)。支持率急落の原因に、世論から乖
離した「国葬」をゴリ押しすることへの反発と
ともに、自民党と世界平和統一家庭連合（旧統一
教会）の関係に国民が疑念を抱いている状況があ
ります。旧統一教会の 30 年に及ぶ夥しい被害件
数は 3 万 4,537 件、被害額は 1,237 億 3,357
万 5,406 円 ( 全国霊感商法対策弁護士連絡会等
の調べ )。その被害者の中に、旧統一教会の関連
友好団体＝UPFにビデオメッセージを寄せた安倍
首相を銃撃した山上徹也容疑者がいたと言われて
います。
　第二次安倍内閣発足の 2012 年の暮れ以降 10
年に亘る政治の闇。具体的には信者から収奪した

　国立市議会は、市
民が提出した「国に
故安倍晋三氏の国葬
の中止を求める陳情」
を採択し、国へ「意
見書」を提出しまし
た。国葬中止を求め
る理由は大きく二つ
です。第一に、国葬
は法令に内閣の明確
な実施規定が制定さ
れていないにもかか
わらず、国会を通さ
ず決定したプロセス
は容認できない。ま
た、国葬反対の声が

市議会議員

九段下前で「国葬中止」のパネルを上げる
小川ひろみ（9/27)

暑かった夏は去って、季節は秋へ変わりました。皆さま、いかがお過ごしでしょうか。
日本社会はいま岐路に立っていますが、何があっても、共に学び、声を掛け合っていきましょう！
楽しみや喜びもシェアしましょう。10月初旬の決算特別委員会から12月議会までの間、まちじゅうを

駆け巡っていますので、お声をかけてくださいね。

安倍元首相と教団、本当の関係。 メディアが統一教
会と政治家の関係をタブーとするなか、教団と政治
家の圧力に屈せずただひとり、問題を追及しつづけ
てきたジャーナリスト・鈴木エイトさんがすべてを
記録した衝撃レポートが、9月26日、小学館より緊
急刊行されました！　いずれ、くにたちで学習会を
開きたいと思います。

巨額の金銭を韓国へ流し続けた旧統一教会にお墨
付きを与え、一方で選挙を支援してもらっていた
等の歪んだ政治構造が存続し、驚くべき癒着と腐
敗の実態が白日の下に晒されつつあります。この
ような自民党中心の政治を、今こそ変えなければ
なりません。

お会いしましょう！

環境フェスタ、
秋の市民まつり、
くにたち映画祭で

「国葬中止」を求める意見書の賛否

【議長：青木 健】

【賛成 11】
小川ひろみ（耕す未来＠くにたち）
重松朋宏（緑と風）
関口 博（緑と風）
藤田貴裕（社民党）
古濱 薫（生活者ネット）
高原幸雄（日本共産党）
住友珠美（日本共産党）
柏木洋志（日本共産党）
稗田美菜子（立憲民主党）
上村和子（こぶしの木）
石塚陽一（樹木の会）

【反対 9】
遠藤直弘（自由民主党）
石井伸之（自由民主党）
髙柳喜美代（自由民主党）
小口俊明（公明党）
青木淳子（公明党）
香西貴弘（公明党）
藤江竜三（新しい議会）
石井めぐみ（新しい議会）
望月健一（みらいのくにたち）

国葬にすることで、憲法が保障する思想・良心
の自由を侵害し、弔意の強制につながる。さら
に、私は、安倍元首相の国葬は、長期腐敗体制
の象徴である「モリ・カケ・さくら・壺・五輪」
等未解決事案に蓋をすることになりかねず、国
葬強行による安倍自民党政治の正当化を認める
わけにはいかないと考えます。

『自民党の統一教会汚染 追跡3000日』（小学館）

　鈴木エイト著

半数以上ある中、全額国費で予備費から賄うこと
は、財政民主主義及び国民無視である。第二に、

◆自民党と旧統一教会との関係を断つ時！

おすすめ
の

１冊
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9月議会報告・緊急学習会・くにたち映画祭ご案内

国葬中止！　市民の陳情を採択し、国への意見書を可決！ (9/16)

　国立市議会は、市
民が提出した「国に
故安倍晋三氏の国葬
の中止を求める陳情」
を採択し、国へ「意
見書」を提出しまし
た。国葬中止を求め
る理由は大きく二つ
です。第一に、国葬
は法令に内閣の明確
な実施規定が制定さ
れていないにもかか
わらず、国会を通さ
ず決定したプロセス
は容認できない。ま
た、国葬反対の声が

市議会議員

「国葬」が強行された 9月 27日、九段下で
「国葬中止」のパネルを掲げる小川ひろみ

「信者の人権を無視してその人生を奪う教団も問題だが、その信者を私
利私欲のために使い捨てにする政治家は更に問題視されるべきだ。私が
カルト団体による人権侵害だけでなく、政治家の問題を追及するモチベ
ーションは此処にある。」(鈴木エイト氏新刊『自民党の統一教会汚染
追跡3000日』エピローグより) 

＊当日は、鈴木氏の新刊本も販売します（小学館 1,600円＋税）。

お会いしましょう！

環境フェスタ、
秋の市民まつり、
くにたち映画祭で

「国葬中止」を求める意見書の賛否

【議長：青木 健】

【賛成 11】
小川ひろみ（耕す未来＠くにたち）
重松朋宏（緑と風）
関口 博（緑と風）
藤田貴裕（社民党）
古濱 薫（生活者ネット）
高原幸雄（日本共産党）
住友珠美（日本共産党）
柏木洋志（日本共産党）
稗田美菜子（立憲民主党）
上村和子（こぶしの木）
石塚陽一（樹木の会）

【反対 9】
遠藤直弘（自由民主党）
石井伸之（自由民主党）
髙柳喜美代（自由民主党）
小口俊明（公明党）
青木淳子（公明党）
香西貴弘（公明党）
藤江竜三（新しい議会）
石井めぐみ（新しい議会）
望月健一（みらいのくにたち）

国葬にすることで、憲法が保障する思想・良心
の自由を侵害し、弔意の強制につながる。さら
に、私は、安倍元首相の国葬は、長期腐敗体制
の象徴である「モリ・カケ・さくら・壺・五輪」
等未解決事案に蓋をすることになりかねず、国
葬強行による安倍自民党政治の正当化を認める
わけにはいかないと考えます。

半数以上ある中、全額国費で予備費から賄うこと
は、財政民主主義及び国民無視である。第二に、

Let’s
study!

●日時：11月6日（日）

午後６～８時(５:40開場)

●場所：商協さくらホール（定員80名）

すずき・えいと　滋賀県生まれ、日本
大学卒業。2009年創刊のニュース
サイト「やや日刊カルト新聞」で副代
表、主筆を歴任。2011年よりジャー
ナリスト活動を始める。宗教と政治
というテーマのほかにカルトや宗教
の二世問題などを取材しトークイベ
ントの主催も行う。

(JR国立駅南口より徒歩1分/東京都国立市東１-４-６ 商協ビル２Ｆ) ◆講師：鈴木エイト氏

●お申し込みのうえ、お出かけください。

お申込み：　　eito20221106@gmail.com 
 < 名前・連絡先(電話番号)をお知らせください >

鈴木エイト氏緊急学習会

●参加費：無料

自民党と旧統一教会との関係を断つ時！

自民党と旧統一教会の驚くべき癒着と腐敗の実態が、山上徹也
容疑者による安倍元首相銃撃により、いま一気に明らかになっ
ています。教団と政治家の圧力に屈せず、問題を追及し続けて

きたジャーナリスト・鈴木エイト氏をお招きし、
学習会を開きます。ぜひ、ご参加ください。

フォームでのお申込みはこちら▶

＊申込み先着順で締め切ります。



Design＆Art work by はれむすひ

冬の議会日程ご案内
朝7 時、 日ごとに市内 3つの駅に出て「ひろみ通信」を
配りつつ、 市政報告をしています。
お気軽にお声をかけてくだされば嬉しいです！

小川ひろみ後援会に参加して活動を支えてください。
例えば、
☆小川会議への出席
☆「ひろみ通信」をご友人・知人へ渡す。地域へ配布する
☆ミニ集会、学習会を小川と企画する
☆カンパ ...... など、いろいろあります。
通信表 (おもて）面上にあるメールにご連絡くださると
嬉しいです。

募集中！
11 月 22日（火）正午
12月 1日（木）
12月 5日（月）～8日（木）
12月 12日（月）
12月 13日（火）
12月 14日（水）

陳情提出〆切
議会初日
一般質問
総務文教委員会
建設環境委員会
福祉保険委員会
最終本会議 12月 21日（水）

大丈夫か ? “くにたちのフルインクルーシブ教育 ”ー「発達障害」学級新設

12 月議会

　9 月議会の「補正予算」に「情緒しょうがい
特別支援学級新設」予算 1,620 万円が入った
ことで、総務文教委員会での審議が紛糾しまし
た。国立市は理念にフルインクルーシブ教育を
掲げていますが、なぜ「発達障害」児を普通学
級から分けるのかが問われました。
　フルインクルーシブは本来、多様な子どもた
ちが地域の学校で共に学ぶ権利を保障するため
に、既存の教育システム改革に力を注がなけれ
ばなりません。多様な子どもとは、障害のある
子どものみならず、性的マイノリティ・外国が
ルーツ・ヤングケアラーの子ども等、排除され
やすい子どもたちも含まれます。同委員会では、
多忙な教員が子ども一人ひとりの発達特性に向
き合えるよう 20 人学級を実現しているドイツ
の例が紹介されました。一方日本では、小学校
の学級編制標準を 5 年間かけて計画的に 40 人
（小学校第 1 学年は 35 人）から 35 人に引き
下げる法改正が行われましたが、教育予算が少
なく、少人数学級実現には程遠い状況です。

特別支援学校・学級に通う子どもが増えている日
本の状況を疑問視する声が相次いだそうです。
教育大綱にフルインクルーシブ教育を掲げる永
見市長は、10 月 17 日、小池都知事と意見交換
を行うとのことですが、この機会に十分な予算
と人員を求めて地域の切実な声を届けるよう私
から要望しました。「多様な学びの場や合理的配
慮」の名の下に、分ける教育を続けるのは、や
はり方向が逆だと判断し、小川は補正予算に反
対しました（反対は小川と上村市議の二人）。

「くにたち映画祭 2022 ーまちじゅうが映画館ー全 11企画」今年もやります !

　全国的にミニシアターの閉館が続いていて悲しい限りです。
それでも、心揺さぶられる映画は生まれ、くにたち発のド
キュメンタリー『杜人』が全国津々浦々で上映されるうね
りも創り出されています。だから今年も、市内施設やカフェ
をミニシアター化し、身近で名作に触れる映画祭「まちじゅ
うが映画館」を開きます！　主催は「くにたち映画祭実行
委員会」( 委員長：小川ひろみ )。私は、左の『教育と愛国』
を企画しました。アフタートーク等で皆さまと交流を深め
られたら、これ以上の喜びはありません。フライヤーは、
市内 50 箇所の公営掲示板に貼りました。
旧国立駅舎・公民館・中央図書館・カフェ
等にございます。お出かけを心よりお待ち
しております。

11/3
（木・祝）

『教育と愛国』

18:30～（開場は20分前より）

くにたち市民芸術小ホール
                                （国立市富士見台2-48-1）
定員：240名
一般1,000円／学生・障がい者手帳 500円

【申込み】 
kyoikutoaikoku@gmail.com 
080-3396-1491（小川）

予
約
申
込

監督：斉加尚代 監督／2022年／日本／107分
配給・宣伝：きろくびと

©きろくびと

【共催】国立市の教科書採択を考える会 

　8 月、日本政府
は「障害者の権利
に関する条約」に
基づく初めての審
査を受け、9月9日、
国連の障害者権利
委員会から「分離
する特別支援教育
の中止」を求める
勧告が出されまし
た。同委員会では、

上映後トーク：
中村雅子さん(桜美林大学教授・元国立市教育委員)と
国立市の教科書採択を考える会の皆さん


