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平和憲法を守る会

９／26、第24回かながわ反戦ツアー「明治の

城塞 観音崎の砲台群をめぐる」を東京湾要塞

研究家のデビッド佐藤さんの案内で開催した。

まずは、観音崎弾薬庫。現在は、公園の管理を

行っているパークセンターとなっていた。その

後、第四砲台～第一砲台～第二砲台～第三砲台

～大浦堡塁～腰越堡塁～三軒家砲台と、デビッ

トさんの詳しい解説を聞きながら、回った。

観音崎砲台は、明治新政府が国防のために日本最初に着手した近代砲台。首都東京、

商港横浜、軍港横須賀の喉元にあたる東京湾口部こそが、最初に砲台を築くべき国

防上の要衝だった。観音崎第二砲台の着工を皮切りに、続々と砲台を建設し、明治

期だけで東京湾岸に25か所もの砲台が造られた。観音崎エリアだけでも９つの砲台

が造られた。これら砲台は日清戦争、日露戦争と戦備についたが、実戦で発砲する

ことはなく、関東大震災で大きな被害を受け、大部分が廃止となった。その後、観

音崎には陸軍の技術研究所が設けられ、太平洋戦争終結までは、一般人立ち入り禁

止の軍用地でした。明治陸軍が威信をかけて建設した砲台群は、約140年を経た現在

も、公園内にその姿を残していた。貴重な遺産である。
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観音崎の砲台群見学

秋の小雨降る半日「かながわ平和憲法を守る会」の観音崎の砲台群をめぐるツア

ーに参加、約140年前に建築が始まった明治期の象徴的な要塞の跡を見学した。「観

音埼灯台」で知られる一帯は、いまでこそ観光地になっているが、第二次大戦後ま

では軍用地で一般人が立ち入りできなかった。戦後は神奈川県が公園として整備し

てきたこともあって、明治初頭に造られた砲台がほぼ原形のまま残っている。

公園を管理するパークセンターはかつて弾薬庫だったという。建物の前にある観

音崎隧道を抜け、東京湾海上交通センターを迂回して、北門第１砲台跡に。東京湾

の千葉県富津方面に向かって２門の砲座があったという。砲台の下には細い階段が
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あり、地下の弾薬庫とを結んでいたが、今は閉鎖されている。続いて第２砲台跡。

第２砲台では６つの砲座が並び「だんだん砲台」とも言われている。実は起工は第

２の方が少し早い1880年５月。「日本近代砲台

の嚆矢（こうし）」とされていると、案内して

くれた東京湾要塞研究家のデビッド佐藤さん。

両砲台の建築中には明治天皇も視察に来たらし

い。

建設された砲台数は５基。海に向かっている

砲台群とは別に内陸部に向かって砲を構えた堡

塁も数カ所ある。各砲台に据え付けられたのはカノン砲（加農砲）と榴弾砲。カノ

ン砲がほぼ水平に砲弾を発射するのに対して、榴弾砲は放物線を描いて敵艦を狙う。

要塞は「海防事業」とされ、時の陸軍大将・山県有朋の指示で建設された。

1853年の米国ペリー提督による「砲艦外交」におののいた江戸幕府は、江川太郎

左衛門英龍に命じて江戸湾に台場を建設させ、江戸防衛を図った。明治になって、

より東京湾口に防衛線をとして計画され、東京湾で一番狭まっている神奈川県観音

崎と千葉県富津の間に建設されたのが、今回訪問した要塞群だった。東京湾は浦賀

水道から横浜沖、湾奥にかけて水深は深いが、千葉沖は全体に遠浅のため、大型船

舶は神奈川側を通る。このため砲台は神奈川側

だけに設けられたと佐藤氏は説明する。

山県有朋は観音崎の砲台群に満足せず、観音

崎砲台の建設工事が始まった翌年の1881年には

富津沖に海上の砦である「第一海堡」の建設を

命じている。海堡は1889年に第2、1892年に第3

が着工され、特に第3海堡は1921年になってよう

やく竣工した。

しかし、この間に日清戦争（1894年?1895年）、日露戦争（1904年?1905年）、第一

次世界大戦（1914年?1918年）への参戦開始（1914年）などと日本軍はもっぱら海外

で戦争を続け、海軍力の増強とともに山県有朋が明治初期に構想していた「防衛」

の概念は大きく変質。満州事変（1931年）以降、遙か遠い海外の地が「日本の生命

線」となってしまった。

観音崎の砲台群の大半は1923年９月１日の関東大震災で大きな被害を受け、順次、

廃止された。この間、１発も実戦射撃をしなかったことは特筆される。一方、大浦

堡塁のあった場所には1971年「戦没船員の碑」が建てられ、前天皇（現上皇）は５

年に１度の割合で慰霊に来ていたという。また腰越堡塁跡は「うみの子とりで」と

なっていて、子どもたちが遊べる施設がある。コロナ禍で器具類は使用禁止だが、

観音崎公園が作っているパンフの地図には砲台跡の位置などが分かるようになって

いる。「軍都・神奈川」の歴史の一端を振り返るためにも、砲台跡は訪れる価値が

ある。（田崎耕次）
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厚木市での市民運動での改憲阻止の運動の報告
厚木市での地域での関わりは「九条の会」「市民アクション

AAKの会」「16区市民連合世話人会」及び「あつぎ市民発電

所」へのサポーター会員として支援してきた。

今年は、これらの市民運動取組は、新型コロナ感染状況を受

けて２月下旬から厚木市での市民利用施設は軒並み使用中止に

なり、公的施設での打合せ会議は取組めない状況で、さらに感

染拡大が続く中、４月16日緊急事態宣言が出され「不要不急の

外出自粛の要請」「施設などの使用制限の要請」などが行われ

た。 当初、期間は５月６日までとしていたが、延長され５月

25日に宣言解除が出される。

この間は、個人宅を利用し三密対策での打合せ。本厚木駅前等のスタンディング

行動についても三密対策で取組を続ける。しかし街頭署名については取り止めた。

その後に公設での会議室利用が定数の二分の一での人員利用で使用対応となる。

九条ネットワークでは３月20日に元文科省事務次官前川

喜平さんによる「憲法と教育を語る」講演会を予定してい

たが、この新型コロナ感染状況では中止をせざるを得なか

った。講演チケットの配布等終えていたので代金返済等で

苦労したところである。

さらに10月には上映会も計画していた。10月21日上映会

の取り組み予定の対応で地元の映画関係者との事前打合せ

が出来ない状況となり上映会の取り組みを変更し再度、前

川さんによる講演会を取り組むこととした。

前川さんによる講演会は「コロナ禍の教育と憲法」をテーマに厚木文化会館開催。

定数の半分利用で150名が利用可能。当日券の対応は止め、予約券とした。有隣堂等

にもチッケト取り扱いをお願いする等、チラシ配布、九条の会ニュース、広報あつ

ぎ（文化会館予定行事案内）への掲載。九条かながわの会HPへの掲載。

参加者数は150名の枠が満席。当日はZOOMウエビナーを利用、参加者数41名の利用

が（ウエビナー視聴問い合わせでは20件回答）、あつた。質問メモ（相当数あっ

た？）・アンケート（20名）を取組む。

堤(厚木市民九条の会、会員 )

第78回平和憲法を守る 神奈川県民集会
侵略から79年目の不戦の誓い

日時 １２月6日(金 )１８時半～ 18時15分開場

場所 県民センター３０４

講師 高梨晃嘉 (元横浜市議・かながわ歴史教育の会事務局長)
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東日本大震災・原子力災害伝承館
東京電力福島第１原発事故を伝えるた

め、福島県が双葉町に整備を進めた「東日

本大震災・原子力災害伝承館」が９月20

日、オープンした。この約１カ月の間に１

万人超が来館したと伝えられてもいる。し

かし、その展示の構成や内容を巡っては来

館者の評価は賛否両論で大きく分かれてい

る。そこで、自分の目で確かめてみようと

思い訪れてみた。

今年３月に避難指示が解除されたばかりの同町中野地区に立地した伝承館は、ま

ず最初に映像を流す巨大スクリーンのシアターが来館者を出迎える。その上映が終

わると、らせん状の通路に写真の展示があり、その先に「災害の始まり」「原子力

発電所事故直後の対応」「県民の想い」「長期化する原子力災害の影響」「復興へ

の挑戦」の計五つのコーナーがある。最初の二つが黒、後半は白を色調とした凝っ

た空間デザインが施されており、ハコには充分なお金がかけられていると感じた。

しかし、原発事故の前後を解説する２コーナーの展示が質量ともに物足りないし、

双葉町が実物の復元や展示を県に働き掛けてきたが、かなえられなかった「原子力

ＰＲ看板」がその典型です、町民に公募した「原子

力明るい未来のエネルギー」の標語を掲げた看板は

写真パネルの展示にとどまり、老朽化を理由に解体

され一部が「保管」されていると伝えるだけ。

前半で語られるべき原発事故の「反省」「教訓」

のメッセージ性が薄い分だけ、後半の「福島の未

来」のアピールが強めにも感じられる。

展示中の資料は伝承館が収集した約24万点から、

有識者の検討委員会が非公開の会合で約170点を選定

したとされていますが、検討委事務局の県は、現在も議事録を非公開としており、

選定の基準も経過も不透明だ。また、館内で活動する語り部に(国や東京電力など)

特定の団体を批判しないよう求めていると報道されている。

伝承館は、震災と東電福島第１原発事故の教訓を後世に伝えようと、開館したも

のなのに、被災者からは「ありのままを話さなければ意味がない」と批判の声が上

がっていると言われている。

ネトウヨ(ネット上の右翼もどき、権力側に優しい)は新聞の捏造だと言うが、共
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産党の岩渕参院議員が県から入手したとする「語り部活動マニュアル」も存在する。

マニュアルでは、語り部に「自覚をもって口演」「笑顔で対応」することなどの

ほかに、「特定の団体、個人または他施設への批判・誹謗中傷」は口演内容に含め

ないよう求めている。更に、語り部は事前に提出した原稿を基に選定するとしてい

ます。まるで、検閲だ。原発事故のあと福島だけでなく日本中で国や東電への怒り

が吹き荒れたことを忘れてしまったように封印しているが、それ自体が伝えるべき

歴史であり、展示の方針が「事実を基に」なのだから、矛盾も甚だしいと言える。

私も語り部のお話を聞いて、とても良い話なの

に国や東電への忖度と言うか、遠慮を感じてしま

った。

周辺は東日本大震災・原子力災害伝承館の他に

広大な復興祈念公園が建設中、隣には2020年10月

１日に、フードコートやレストランなどが設けら

れた複合施設として双葉町産業交流センターオー

プンし、東電の関連施設も入居していた。その屋上からは中間貯蔵施設の本格工事

が始まるまでの間、施設予定地内に土壌汚染などを一時的に保管するための保管場

（ストックヤード）を整備しており、野積みのフレコンバックが多数見られ、その

奥には福島第一原発の煙突が良く見える。

また、同町細谷地区には大型廃棄物処理施設が２月に完成し、敷地約11万平方メ

ートルに、最大で高さ約45メートル、幅約250メートルに及ぶ大型の建物２棟を設け

ている。その中に焼却施設（計２炉=１日あたり処理量350トン）と灰処理施設（計

４炉=同300トン）があり、中間貯蔵施設に搬入されたものなど約28万トンを焼却す

るとし、総事業費は約2508億円と言う。

除染廃棄物は、中間貯蔵施設への搬入開始から30

年以内の県外最終処分が法で定められているが、大

熊、双葉両町と両町議会は８月、県外最終処分が法

定通りに実施されない限り、「町内全域での居住環

境整備の見通しは立たない」と指摘し、最終処分地

の選定などを進めるよう国に要請している。

環境省は、除染で出た土のうち、放射性物質濃度

が一定の基準以下の除染土をできるだけ再生利用し、最終処分量を減らす目標を掲

げている、2018年から飯舘村の帰還困難区域で除染土を再生処理し、農地を造成す

る実証事業に取り組んでいるが、「中間貯蔵施設が終処分地になるのではないか」

という不安や「汚染土の再利用」が新たな被ばくを生み出す可能性は大きく、汚染

水の大気への放出や海洋への投棄阻止だけでなく、本当の意味での「日本大震災・

原子力災害伝承」こそが今こそ求められていると思う。

杉山隆次(幹事)
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各地の市民運動から(紹介）
【安保法制違憲訴訟神奈川第12回口頭弁論】

安保法制違憲訴訟神奈川第12回口頭弁論・証人尋問が約１年ぶりに、10月15日14

時から横浜地裁で開催された。法廷では、病気を理由として、証人尋問を裁判所か

ら拒み続けられた、横浜大空襲の体験者である藤原律子さん(88歳)の本人尋問と福

田護弁護士の意見陳述を中心に行われた。

藤原さんは弁護士の質問に答える形

で切々と「安保法制が廃止になるまで

死にきれない。」とその理由を横浜大

空襲での壮絶な体験を語った。藤原さ

んは戦時中には、横浜銀行に動員さ

れ、伝票整理やお茶くみに忙しく働い

ていたが、横浜大空襲の時には月２回

の登校日だったと言う。空襲警報で下

校となったが、家にたどり着いたのは

翌日の夕刻であった。その途中、友人の２歳年上の男子の膝から下に焼夷弾が直撃

し膝から下が吹き飛び、そしてもんどりうって転げたそうだ。しかし、藤原さんは

その場を走り去ることしか出来なかった。そのことがその後の藤原さんを苦しめま

る。走り去った後も家に着くまでに見た凄惨な光景、人間と言うよりまるで柱の様

な焼死体、累々と続くその光景に家にたどり着いた途端に気絶したと語った。多感

な少女にとってのこうした体験は想像を絶するものであったことは容易に想像でき

る。

藤原さんは時に涙声で「死ぬなら母の元でと思った」「このことを人に話すこと

は長い間なかった」と語り、やっと話せるようになったのは、40歳頃東京大空襲の

スライドを見て「横浜と同じだと思った、皆さんにもっと知ってもらわなければい

けないと思った」。でも少年のことは話せなかったと語った。話せたのはそれから

更に10年の歳月がかかった。

「本当につらい、何で助けられなかったのか」と思い続けて「子どもや孫たちに

には味あわせたくはない」と考え、「憲法九条は戦争を二度とおこしてはならない

と」「沢山の犠牲の上に」その成立を心のよりどころとしてきたのに「集団的自衛

権の行使、また、戦争になってしまうのではないか、そう思って反対の運動してき

た、憲法違反だと思う」。そのことは「先の戦争で亡くなった人々の思いを、(そし

て)自分自身の思いも反故にされたとい思う」。そして戦争中の生活にも触れ「普通

の生活をしたことはなかった」「寝る時も直ぐに逃げれる様着の身着のまま」だっ

たと語り、戦争が終わって「おなか一杯食べれるし、ゆっくり休むこともできるし

(灯火管制で)電灯に黒い布をかけることもない」。しかし、安保法制ができて「戦

争のできる国になったら、また元に戻ってゆく、私のような体験をさせてはいけな
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いと訴えた。

また、被害者の側面だけでなく、加害者としての側面も忘れてはならないとも語

り、裁判官に「少しでも分かっていただけたら」と締めくくった。

この尋問に対して国側弁護士からの反対尋問はなかったが、裁判長と今回から変

わった左陪審は熱心に聞き入っていたように見え、時折メモも取っている様だった。

一方、残念ながら右陪審は終始下を向き、聞いている様子もなく、時折資料に目を

通している様子で、これには裁判後の

報告集会でも東京の伊藤弁護士も怒り

をあらわしていた。

その後弁護団から「国側は従来の憲

法解釈を変えたということは認めてい

るが、自分たちはどういう考えている

かを主張すべき」と合憲とさえ言わな

い国側を批判、事実の主張でないとす

る国に対して「認否すらしないのはお

かしい」「せめて事実を主張すべきで

はないか」と追及した。

これに対して国側は従来の主張通り、保護される被害ではない、権利ではないと

いうものを繰り返しただけで、かつて集団的自衛権の行使は違憲であるという解釈

を変更したことは認めているにもかかわらず、「今は合憲」だとも言わないのは不

思議なことだ。

このことに対しては報告集会で岡田弁護士は「裁判所が勝たせてくれると思って

いる。反論したら負けるだから土俵に上がらないことと考えているのでは」と話し

ていたが、裁判に出ていた２名の司法修習生がこのやり取りをどう見ていたか興味

深いところだ。

最後に福田弁護士が意見陳述を行い、コロナ禍の下での国際的対立関係が深刻化

し、新安保法制が現実味を増していることを例示した上で、全国の同種の裁判で

「戦争にならなければ国民に身の危険はない」と言う趣旨の判決が出ていることを

批判し、国際的・軍事的事実関係を具体的に検証する手続きと認定・判断を回避す

るために採られた、極めて安直かつ不誠実な判決だととの非難を免れないと７つの

判決を批判し、横浜地裁での公正な判決を強く訴えた。

次回期日は来年の２月４日の14時開廷、横浜地裁101号法廷と決まった。《Ｓ》

【カジノの是非を決める横浜市民の会･住民投票請求署名簿を提出】

横浜市のカジノを含む統合リゾート（IR）誘致の賛否を問う住民投票を実現に向

け、９月４日に始まり11月４日までに集めた署名簿を各区の市民団体が11月13日に

一斉に提出した。署名数は18区全体で20万8千073筆に達した。

金沢区では法定署名数の3361を大きく上回る１万5606筆、達成率で464.3％に達した。
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選挙管理委員会が20日以内に実施する署名の審

査で有効な署名数が法定数（６万2541筆）を上

回れば、市民団体は12月中に林文子市長に対し

て、住民投票条例を直接請求する。

各区ではこの日、各区のカジノの是非を決め

る会が、区選管の担当者（金沢区では総務課

長）では「横浜市条例請求署名照明請求書」を

ダンボール箱に詰めた２千103署名簿とととも

に提出した。選管は今後、選挙人名簿と照らし合わせ有効性を確認し、12月３日ま

でに有効数を各区選管が発表します。発表後は約１週間、名簿を公開して異議申し

立てを受け付ける。

横浜市民の会は最短で12月中旬に直接請求する予定だ。2021年１月の定例市議会

での審議を望んでいる。共同代表の小林節・慶応大学名誉教授は「かなり満足して

いる。法定数の3倍を超える署名を市議会がむげにしないことを期待する」と記者団

に語った。この署名活動には数多くの「受任者・サポーター」が参加して、法定署

名数を上回る署名を獲得した。この活動に、立憲民主党、日本共産党、社会民主党、

新社会党、緑の党、神奈川ネットワーク運動も参加した。労働組合も協力した。多

くの市民・団体が結集したことにより、多くの

成果を勝ち取った。

ところが、林市長は13日の定例記者会見で約2

0万人の署名が集まったことに対して「IR誘致に

ご関心があること、ご心配されていることが表

れたと認識している。適切な手続きを進めた

い」と話した。

「横浜港ハーバーリゾート協会」の藤木前会

長はIR誘致について「命がけで反対する」と認めない姿勢を改めて表明した。次期

市長選では、誘致を掲げる候補者について「支持どころではない」と言及した。

住民投票条例の帰趨が来年夏に行われる市長選がIR誘致を決着することになる。

横浜市市民が「賭博の街」を選ぶのか民意が問われる、市議会の判断と市長選が待

たれることになった。《吉田》

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


