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平和憲法を守る会

第24回かながわ平和憲法を守る会総会・第77回平和憲法を守る

神奈川県民集会は、新型コロナウィルスによる緊急事態宣言によ

り、会場使用ができないため、感染予防も含め、中止となり、書

面にて提案、加盟団体名での質問が１件あったが、その他反対意

見がなく、賛成多数で2019年度活動報告及び決算、2020年度の活

動計画と役員について、提案通り承認された。なお、承認後に本

会代表委員の中野新さんが、亡くなられました。中野さんは、本

会発足時から代表委員を務め、歩みをともに進めてきました。心

からご冥福をお祈りいたします。 事務局

２０２０年度活動計画
１．日本国憲法の戦争放棄・国民主権・基本的人権を守り、活かし、広める。新型

コロナ対策に便乗した緊急事態条項の創設など憲法改悪を阻止するため、憲法審

査会の開催を許さず、改憲手続法については廃止を展望しつつ、当面は有料広告

の規制や最低投票率の導入など抜本的な見直しを求める。「九条の会」に結集す

るとともに、集団的自衛権行使容認反対、戦争法廃止に向け、戦争はいらない1

000人委員会・戦争法違憲訴訟、改憲発議に反対する全国緊急署名などに取り組

む。

２．「不戦の誓いの集い」を継続し、侵略戦争の実相を伝え、継承する。

３．天皇制に反対し、「『紀元節』復活＝『建国記念の日』反対集会」を継続し、

「日の丸・君が代・元号」の強制、「昭和の日」反対を含め、天皇制・「皇民」

化教育の実体を明白なものとする。

４．「改悪教育基本法」に反対し、反戦・平和・反差別の教育創造に向けて取り組

む。歴史を歪曲する「新しい歴史歴史教科書をつくる会」編集の育鵬社・自由社

版教科書の採択に反対し、採択阻止に向けての学習・情宣・反対行動に取り組む。

また、教育委員会制度の改悪や「道徳」の教科化など、教育の反動化に反対する。

５．「特定秘密保護法」や「共謀罪」の廃止に向けて県内外の行動に積極的に取り

組むとともに、一連の反動諸法に反対し、集会・言論の自由、民主主義国家を守

る行動に取り組む。

６．民族差別撤廃や外国籍労働者の人権保障・部落差別等の課題に引き続き取り組

む。また、福祉・環境などでの憲法を活かす取り組みも検討する。
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７．反戦ツアーを継続し、県内外の基地・演習強化や人権保障などを追究するもの

として取り組む。

８．県レベルでの取り組みの他、各地域においても「守る会」発足をさらに進め、

地域課題などを含め地域住民とともに独自の活動を推進する。

９．米軍基地再編・基地機能強化反対、「有事法制」反対・実体化阻止、日米韓軍

事協力の展開の阻止のため、地域に立脚した基地・演習被害の摘発、軍事活動の

住民に及ぼす危険性の告発など、共同行動も含め、学習・情宣・反対行動に取り

組む。基地撤去に向け、沖縄など各地の反対運動と連帯して取り組む。

10．脱原発の社会に向け取り組む。東海第二原発差し止め訴訟、福島原発神奈川訴

訟を支援し、県内の反対運動と連帯して取り組む。

11．カジノ誘致に反対し、県内外の運動団体と協力して取り組む。

12．現在「守る会」が加盟や共同行動している県内の「県民のいのちとくらしを守

る共同行動委員会」、「かながわ憲法フォーラム」、「かながわ歴史教育を考え

る市民の会」、などの組織や中央の「憲法を生かす会」、憲法を生かす会関東連

絡会、などとの協力関係を強化していく。また、「厚木基地爆音防止規制同盟」

や「原子力空母はいらない横須賀母港化問題を考える会」、「基地撤去をめざす

県央共闘会議」、「日朝国交正常化を進める神奈川県民の会」など県内の運動団

体との協力関係に努める。

２０２０年度役員
代表委員 呉東正彦・中野新

副代表委員 平岡幸雄

事務局長 瀬川 均(海老名)

事務局次長 吉田 明(横浜)・山田 勇(横浜)

幹 事 杉山隆次(横浜)・小川良則(横浜)・滝田邦康(湘南)・宮田道博(鎌倉)

影山武房(横須賀)・関野和義(湘南)・湯原清隆(相模原)

中野新先生を偲ぶ
かながわ平和憲法を守る会の共同代表であられた中野新弁

護士が亡くなられた。丁度新コロナウイルスの第一次感染が

進んでいたときで、感染拡大予防のため葬儀はご遺族の意向

で内輪でやるとのことで先生とは葬儀の前日葬儀社の狭い霊

安室で最後のお別れをした。中野新先生は、その生涯は常に

虐げられた人民の権利と正義を護る闘いの連続であった。

★中野新先生との出会い

中野新先生のお名前を初めて聞いたのは、ベトナム戦争が続いていた1970年代後

半のある日、東京中野区に書斎と学習室があった向坂逸郎先生のご自宅での恒例の

学習会に赴いた私に向坂逸郎先生からであった。向坂先生を日頃から尊敬して運動

上のご指導をいただいていたという東京共同法律事務所の角尾弁護士が若い新進弁

護士を連れて先生にご挨拶に来たという。その中の二人が中野新さんと山花貞夫さ

んであった。向坂先生は「中野新さんはしっかりした人で君の家の近くの厚木に住
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んでいるから尋ねて行ってみなさい」と薦められた。

早速、教えていただいた番号へ電話を架けて、厚木市の旭町にある小さな鉄筋コ

ンクリートのマンションの二階に在る中野新弁護士のお宅へ伺った。小さな面積の

部屋に新婚早々の中野先生が住んでいた。中野先生の一家は、かつては旧厚木市内

の地所の半分を中野家が所有していたと言われ、お父さんは厚木市の助役を勤めた

という一家であったが、初対面の中野先生はつつましい市民の生活ぶりであった。

お目にかかったとき中野先生も向坂先生から平岡という人が君の近くにいるから会

ってみろと言われていたとのこと、早速共同して運動することで話がはずんだ。私

のほうからお願いしたのは、社会党海老名総支部が行う無料市民法律相談への協力

のお願い、中野先生からは近日中に東京の法律事務所を退所して厚木駅前に中野法

律事務所を設立するから開所式に出席して貰いたいとのお招きであった。その開所

式へ行って見るとご出席の来賓の多くは先生のお父さんやお祖父さんの関係の地元

の保守政治家たちの面々であったが、以外にも国会議員は当時の選挙区から当選し

ていた社会党の平林剛代議士が中野先生のご招待で主賓として出席していた。これ

には地元の保守政治家たちが面食らったに違いないが、中野先生の思想が現われた

先生らしい初登場であった。

★生活防衛闘争の参謀として法律相談に取り組む

当時日本社会党の海老名総支部委員長をしていた私はチラシを配布して私の家の

庭の納屋に設けた相談所に先生を迎えて市民向けの法律相談を毎月一回ずつ行った。

相談事項は家庭内問題、遺産相続問題、建築公害問題、未組織労働者が職場要求を

掲げての経営との闘争の支援、さらに労組結成の支援まであった。県の労働委員会

で資本の側の不当労働行為を追及したこともあった。

これら地域の闘争を基盤に1979年私は海老名市の市会議員に立候補した。中野先

生は私の推薦者として街頭や個人演説会の弁士に何回も立たれた。私の当選後もま

すます中野先生との共同闘争が多くなった。当時都市化が進行していた海老名市内

では東京方面の大資本のマンション建設会社による巨大建設が各地で起こった。私

のところにも市内各地二十箇所以上から日照権などの相談が次々と持ち込まれた。

中野先生とも相談しながら企業と住民の話し合いに協力した。これは一朝一夕で片

付く問題ではなく一番長いのでは1982年から1989年まで7年間続いた闘争もあっ

た。この長さにも関わらず地元住民諸氏はわれわれを信頼して何回かあった切り崩

しにも耐えて、あらゆる戦術を合法的に駆使して闘って生活空間の一定の環境保全

の目的を達した。

★厚木基地爆音問題・反戦平和闘争への取り組み

1975年ごろから厚木基地爆音防止期成同盟は国に対して環境被害を訴えて住民訴

訟を起こすことの計画を始めた。中野新先生は原告弁護団の一員として、若くして

早くにお亡くなりになった柿内弁護士らとともに原告弁護団の中心を担った。

その中野先生から当時NHKに職場の籍があった私にNHKにいる騒音に詳しい技術

者の意見を聞きたいとのお申し出があった。当時からNHKは基地周辺の航空騒音の
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測定の研究をしており騒音計も地上の騒音を拾わず上空を通る飛行機の騒音のみを

正確に測定する機器を開発し特許もとってあった。私は早速当時騒音問題に取り組

んでいたNHK労組員の友人をボランテイアとして弁護団に紹介し大和現地で行われ

た訴訟弁護団会議に陪席した。

1984年に提訴された第二次訴訟には私は原告として参加し、鈴木保爆同委員長の

後押しもあって爆同会員に入会させて貰い執行委員、ついで副委員長の職も長らく

勤めさせていただいた。中野新先生も第四次訴訟から訴訟団原告弁護団長を担われ

常に私たちの運動の最高の同志であった。先生も旧社会党末期の1980年代末には日

本社会党厚木総支部委員長を担われ、厚木市から女性の社会党公認の県議1名、市議

1名を新たに誕生させた。選挙のときは私を応援したときのように一家を上げて運動

に取り組まれた。

私たちがかながわ平和憲法を守る会を結成したときは共同の代表委員をお引き受

け下さり、勿論厚木訴訟でも第四次訴訟まで中心を担ってくださった。中野新先生

は70年代に初めてお目にかかったときの私たちの約束をお亡くなりになるまで誠実

に守って下さった平和・人権・環境を護る運動家であった。

平岡幸雄(副代表委員)

突然の悲しいお知らせに接し、悲しみにたえません。中野先生には、かながわ平

和憲法を守る会設立時から25年間代表委員を務めていただき、集会の講師など本会

運動の発展に多大な貢献していただきました。また、厚木基地爆音訴訟の弁護団長

などを歴任され、平和運動の先頭になって闘われました。私たちは、先生の遺志を

受けつぎ、これからも平和運動の先頭に立って闘い続けます。安らかにお眠り下さ

い。ご冥福をお祈り申し上げます。 かながわ平和憲法を守る会

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

逆風の中、正念場を迎える原発被害者訴訟
村田 弘（福島原発かながわ訴訟原告団長）

「…呆然としている。何かの間違いだろ。被害者がいて、加害者がいない。不合

理というものじゃないか」

６月24日、新型コロナウイルス禍を理由にストップしていた裁判の中で、３カ月ぶ

りに開かれた福島原発事故被害者救済九州訴訟の福岡地裁判決。福岡市の弁護士会

館で開かれた記者会見で、いわき市から避難した金本友孝団長が、絞り出すように

つぶやいた。

判決は、「津波襲来の可能性は指摘されていたが、資金や人材が限りある中で、

東電に対し対策を命じなかったことに著しい過誤があったとはいえない」として、

国の責任を否定。福島県内避難者への賠償の一部は認めたものの、県外からの避難

者に対する賠償請求はすべて棄却した。
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●目立つ司法判断の「逆流」

福島原発事故の被害を巡っては、全国２０の裁判所・支部で、30を超す集団訴訟

が提起され、これまで１６の地裁判決と２つの高裁判決が出されている。被害者の

早期救済を目指して東電のみを被告とした４つを除く裁判では、事故に対する国の

法的責任が最大の争点になっている。2017年３月の群馬訴訟に対する前橋地裁判決

を皮切りに、2019年２月のかながわ訴訟も含め、７つの判決が国の責任を認め、国

家賠償法に基づく賠償を命じている。

これに対し、千葉地裁（千葉訴訟第１・２陣）、名古屋、山形の４地裁判決が国

を免責。福岡地裁判決は５つ目だった。千葉第１陣（2017年９月）を除き、いずれ

も2019年以降に集中している。

今年３月17日に出された「小高に生きる訴訟」（東電のみを被告）の東京高裁判

決では、一審の賠償額を３分の１に削るという乱暴な判決まで出された。昨年９月

の東電幹部に対する刑事裁判での無罪判決も含め、司法判断の「逆流」が目立つ。

●背後のある国の「棄民政策」

集団訴訟では、国の責任の有無について、

福島第一原発を襲った津波が予見できたか（予

見可能性）、国が東電に対して対策を命じて

いれば事故は防げたか（結果回避可能性）と

いう２点を巡って攻防が繰り広げられている。

しかし、原発は国策として導入され、膨大

な国費を費やし、国の規制権限の下で維持されてきた。その原発が現実に事故を起

こし、何の落ち度もない数十万の人々の人生も地域社会も豊かな自然をも破壊し、

10年経とうとするいまも原子力緊急事態宣言を解除できず、「前代未聞、空前絶後

の未曽有の被害」（横浜地裁判決）を与え続けている。この現実を前にして、国の

責任を否定する論理が許されるのか。まさに、金本団長の一言が、被害者をはじめ

普通の市民の心情を表わして余りあるのではないか。

国を免責するこのような論理が、司法の場でも息を吹き返す背後には何があるの

か。時代遅れの原発回帰に固執する現政権の強権と、「被害隠し・棄民政策」の無

言の圧力ではないのか。

●踏みにじられる人権の回復を求めて

集団訴訟では年内から来春にかけて、生業訴訟、群馬訴訟、千葉第１陣訴訟の高

裁判決、みやぎ訴訟（８月）、新潟訴訟などの地裁判決が続く。 一方、コロナ騒動

の陰で、国の意を受けた福島県による国家公務員宿舎からの追い出し訴訟、「家賃

２倍の損害金」請求という非道極まりない強硬措置も進められている。

心を寄せてくれている人々の間からも、最近、「被害者の姿が見えない」という

声が聞かれる。例をみない強権政治、風化する世論、コロナ禍の中で、被害者は人

権回復、核との決別を願い、逆風に抗して懸命に闘っている。そのことに思いを致

してほしい。
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

「2020年の中学校教科書採択に向けて」

もうイヤだ、今年こそ育鵬社とサヨナラしたいと願う教科

書採択日が、６月末の教育委員会会議で、詳細は未定のまま

８月４日と公表された。文科省は、コロナ禍を考慮に入れ、

教科書展示会と採択日の大幅な猶予期間を認める通知を各教

委に出したが、市教委にその動きはない。

2009年の自由社版歴史教科書８区採択に始まる、「つくる会」系教科書の採択は、

同年に、今田教育委員長（当時）が行った横浜市の採択一地区化により、市内全区

で「つくる会」系社会科教科書を使用という現実が生まれた。2011年、歴史、公民

とも育鵬社版が初採択され、翌年、市立中学校での使用が開始。この状況は、2015

年、2019年（新学習指導要領実施の2020年までの１年間暫定使用）と続いている。

中田前市長による2003年の今田氏教育委員任命から始まる今田時代は、その後、林

市長に引き継がれ、14年という異常な長さになった。今田氏は、昨年出版した自著

「横浜市が『つくる会』系を選んだ理由」の中で、自分がいかに「つくる会」系教

科書の採択に尽力し成功したかを鼻高々に語っている。2015年までの「つくる会」

系の連続採択は、氏による市教委会議の作為的運営の下で行われたことが、会議傍

聴でよくわかった。

育鵬社版採択に深く関わっていると思われるもう一人の人物は、林文子市長であ

る。林氏は2009年に市長初当選したが、2013年、2017年の市長選時に、いずれは市

長による教育への介入になりかねない「政策協定問題」を起こしている。2013年に、

自民横浜市連と密かに政策協定を結び保守色の強い教科書採択に努めるとしたこと

を、A紙記者が自民市連関係者に取材しスクープ。2017年にも同じ政策協定がなされ

たのでは？と、市長記者会見でT紙記者が粘り強く問い詰めたが、市長は事実を語ら

ず、結局、２度の政策協定は、高度の政治介入として、密かに実行されたのではな

いかと、これも、採択を傍聴し票の割り振りを見ていると感じる。教育委員会は、

当然ながら、政治的中立性の確保、首長からの独立性を求められているが、横浜市

では、その両方が失われているようだ。今田氏は己の政治信条の実現と安倍政権や

右翼市議たちとの同道のため、林氏は市長選で勝利を得るため、横浜市の中学生た

ちを利用したのだと言わざるを得ない。今田氏は市教委会議で、中学生が使う「副

読本」から関東大震災時の朝鮮人虐殺の記述を消させないための市民たちの運動を

イデオロギー闘争と呼び、傍聴席は怒りでざわめいた。育鵬社版歴史は、誤った歴

史観で戦争を肯定、沖縄戦での集団自決への日本軍関与に触れず、公民は、平和主

義を否定し改憲を勧め、個人より国家、天皇制重視を勧めている。育鵬社版採択は、

真実を学びたい、教えたいと願う中学生たちと先生方の尊厳を傷つけ、学ばせたい

と願う保護者たちを侮蔑するものであり、断じて許すことはできない。８月の採択

に向けて、今暫くのご協力を心よりお願いしたい。《小笠原》
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各地の市民運動から(紹介）
【カジノを中止しその予算をコロナ対策・市民生活に】

林横浜市長は、2017年市長選の選挙公約で「カジノの誘致は白紙。もし誘致する

場合は市民の意見を踏まえた上で方向性を決定する」とし再選された。にもかかわ

らず昨年８月22日記者会見で突然、カジノを含む統合型リゾート施設（ＩＲ）を山

下ふ頭へ2020年代後半に開業の誘致方針を表明した。これに対し市民団体、立憲野

党は、「横浜へのカジノの誘致」を止めるため住民投票直接請求、林市長のリコー

ル請求の活動を展開してきた。

新型コロナウイルス感染拡大で本署名の

実施を、カジノの是非を決める横浜市民の

会は、当初予定していた5月の住民投票直接

請求を「９月を目途に開始」とし、一人か

ら始めるリコール運動は10月開始とした。

◆ラスベガスサンズ日本進出を断念

横浜IRカジノの本命とされ、政府や横浜市が模範例としていたシンガポール、マ

リーナ・ベイサンズの運営会社ＬＶＳ（ラスベガスサンズ）は、５月中旬突然日本

への進出中止を発表した。シンガポールを見るまでもなく、カジノを含むIRは、収

益の約８割をカジノ（賭博）に依存している。シンガポールは10年前にIRカジノを

導入し収益は、観光部門で増加しているものの飲食やショッピング部門などは伸び

ておらず、IRに経済波及効果などありません。林市長もこの件については度々「カ

ジノ抜きのIRはあり得ない」と正直に語っている。

◆イージスアショアの次は、カジノ誘致の撤回を

カジノが３密の象徴的施設でひとたび感染症が拡大すると成り立たないことを誰

の目にも明らかになった。刑法で禁止している博打であるカジノを国家戦略特区の

名で認めることが誤りです。カジノは依存症、マネーロンダリング、地域の治安悪

化、教育上の等の弊害があり容認できません。そもそも市の財政を市民・県民のギ

ャンブルで負けたお金で賄うとすることに問題があるだ。

今年１月に予定されていた国の「基本方針の策定・公表」は、カジノ法制定のキ

ーマン秋元衆議員逮捕・起訴、そしてコロナ禍で作業が遅れ未だに示さていない。

横浜市は、６月市議会に予定していたカジノを含むIRの事業者に求める条件の

「実施方針」を見送ったがカジノ誘致の姿勢を変えていない。

安倍政権が山口県南武町、秋田県秋田市に地上配備型ミサイル迎撃システム(イー

ジスアショア)配備計画を、行政を巻き込んだ住民の強い反対で断念させた。防衛構

想の再検討を求められ、自民党は「敵基地攻撃能力」保有の「提言」を政府に提出

するとの挙に出た。断じて容認できません

みんなの力で、国の安全保障政策を変更させた住民の闘いに続き、「イージスア

ョアの次は、カジノ誘致の撤回を」させましょう。《塚本》
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【共同行動のかながわアクションの呼びかけで、街頭宣伝開催】

安倍内閣の即刻退陣を求める（連続）街頭宣伝が６月27日にセンター南で行った。

約50人の市民が駆け付け、超長

い横断幕を掲げ、１時間に渡っ

て、リレートークを行った。

主催者から「コロナ禍で人民

大衆の暮らし・雇用、子どもの

教育などが大きな困難に直面し

ている。また、集会や勉強会などの集まりと会場使用などについても制約が余儀な

くされ、地域からの政治活動・市民活動が思うように取り組めない状況がいまも続

いている。

非常事態宣言は解除されたが、貧困・格差の増大と雇用・生活の破壊、中小事業

者の廃業・倒産は続き、だれもが生きづらさをつよく感じているにも関わらず、安

倍内閣はだれもが納得できる十分な支援・補償を行っていません。今や、安倍政治

ではいのちと健康・生活は守れない、だけではなく、アベ政治そのものが私たちの

生存権を脅かし続ける存在でしかない、と国民の多くが認識しはじめている。

安倍首相は、17日に、国会を閉会し、コロナ関連や疑惑解明の審議を封印した。

他方で、秋口の臨時国会冒頭で解散・総選挙の準備に入るために閉会した、と報じ

られている。

９月までの、これからの３か月は、安倍総理にとっては内閣の危機を乗り切るた

めの正念場であり、「アベ政治を許さない」私たちのたたかいも、同様に正念場を

迎えている。安倍内閣の即刻退陣は、私たちの共通の課題です。この７月、８月こ

そ、神奈川からも安倍退陣を実現させるため、安倍内閣は即刻退陣せよの街宣行動

を集中・連続して共に実施していこうではありませんか」とのあいさつがあった。

今後の予定は ７月24日（金・休）16時から17時ＪＲ桜木町駅前広場

８月10日（月・休）16時から17時ＪＲ関内駅南口＊野球開催日

８月28日（金）16時から17時 ＪＲ東神奈川駅 です。

９月も引き続き街頭宣伝行動を行います。《吉田》

＊街宣行動の諸費用を賄うため、カンパ(一口1,000円、2口以上)にご協力ください。

＜振込先＞ゆうちょ銀行 記号10230 番号67893661 名前 カナガワアクション・

または 郵便振込 口座"00230-5-83684 加入者 かながわアクション

メールアドレスをご登録いただくと最新の集会の案内等を送ります。

「平和憲法を守る会ニュース」への投稿をお待ちしています。
下記まで、お送り下さい。

かながわ平和憲法を守る会 横浜市神奈川区鶴屋町２－２４－２－２３８

ＴＥＬ ０９０一１１０５－６９８０ ＦＡＸ ０４２－７９７－７４８６

e-mail e-kaihou@nifty.com e-kaihou@ezweb.ne.jp


