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平和憲法を守る会

呉東正彦(代表委員)
2020年は、コロナウィルスの感染拡大が、

日本や世界各国を危機に陥れた１年であっ

た。感染は2021年も続き、波動的増減を繰

り返すのは想定しなければならない。

これに対して菅政権は、場当たり的な短期的対策に終始してきたが、ゆめゆめ感

染を拡大させるような政策をとるべきではない。

と同時に、全国の企業、営業、雇用、医療福祉そして国民の生活は、未曾有の危

機に瀕し、今年はさらに深刻化するであろう。そしてこれらに対する国や自治体の

支援策は十分ではなく、コロナ禍の状況の中で、孤立しながら、心身ともに限界状

態で、基本的人権を侵害されながら声も上げられずに生活している国民が国中に溢

れている。

また、長期間自宅にいながら、感染のおそれを心配することのメンタル面の不安、

危機が、多くの人の中で進行している。

2021年は当会も、また他の支援団体等と連帯して、コロナ禍の中での生活全般に

ついての相談活動を、面接形式でも、ウェブ形式でも展開し、それを国や自治体へ

の要求運動にまとめていく必要があるのではないだろうか。

またコロナは誰でも感染する危険性があるものであり、感染者に対する差別が断

じてあってはならない。そのために万一感染しても、国や自治体が断固守るという

スタンスを示し、へイト条例のような保護措置とキャンペーンを行わせる必要があ

る。

「紀元節」復活＝「建国記念の日」に反対し、今、改めて「皇民」化教育を問う
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さらにこのような状況につけいった政府、自民党による憲法改正、敵基地攻撃論

や、非常事態宣言の拡大による基本的人権の侵害を許してはならない。

そしてコロナ感染の長期化の中で、私達も自戒すべきは、感染を減少させるため

に必要な限度を超えて、市民が市民活動、政治活動を自粛し、それらが停滞してし

まっていないか、ということである。しかしそのような中で、2020年はウェブ上の

世論の拡散が、黒川検察官定年延長問題を阻止し、安倍首相を退陣に追い込んでき

たのである。

従って2021年こそはコロナに負けず、国民どおしが手を繋ぎ連帯して、萎縮せず、

街にも出つつ、あらゆるコミュニケーションの手段も活用しつつ、誰も孤立させず、

暮らしと民主主義と憲法を守る、しなやかに、したたかに、持続的市民活動、政治

活動を継続し、拡大する年にしたい。

今年は確実に衆議院選挙もある。またオリンピックやカジノも中止させねばなら

ない。このような取り組みと、市民と野党の幅広い連合が、国民を危機に陥れてい

る長期自公政権から野党連合政権への交代と、国民の生活再建を可能にするだろう。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

第78回平和憲法を守る会県民集会開く
12／４、第78回平和憲法を守る県民集

会を開催した。「今、なぜ『不戦』なの

か、何を『誓う』のか！」と題して、元

横浜市議会議員の高梨晃嘉さんを講師に、

戦後75年で「不戦の誓い」を考えた。

高梨さんは、戦争の本質、「不戦」の

意義を押さえ、戦争の原因が自国中心主

義、排外的ナショナリズムと「敵」認識

であるとし、ドイツのワイツゼッカ―大

統領の演説や戦後50年・75年の村山談話

などから不戦の誓いの必要性を明らかにし

た。「敵基地攻撃論」といまだ希薄な社会

的関心を指摘、対抗策としての私たちの平

和保障構想を訴えた。「不戦の誓い」とは、

現在の"戦争の危機"の具体的な認識に立っ

て「どうやって戦争を止めるのか」という

問題として常に更新されなくてはならない

とした。不戦の意義改めて確認し、不戦を

誓いあえるものとなった。
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横浜市臨時市議会でカジノの是非を問う住民投票条例を自公の多数で否決
立憲フォーラム・共産党の野党の反対を押し切って、昨年12月28日に「市会第１

回臨時会本会議」を招集、１月６日から開催された。会議には100号議案として「横

浜市におけるカジノを含む統合型リゾート施設（ＩＲ）誘致についての住民投票に

関する条例の制定」他、請願第60号～62号までが出され、１日目は自民党・公明党

が、地方制度調査会の議論をたてに反対意見を述べた。立憲民主党の荻原隆宏議員

から市長に「この条例案に賛成か反対なのか、代表民主制が健全に機能していれば

この直接請求はなかった。19万3193筆の署名の重みを受け、市民の声をもっと深く

聞いてほしい」と訴えたが、林市長は「本市では選挙で選ばれた長や議会の議員に

よる代表民主制は健全に機能している」との説明を繰り返し、「代表民主制を補完

する住民投票を行う意義は見出しがたい」と述べた。共産党の三輪智恵美議員は

「住民投票にかかるコストについて市が10憶かかっていると説明している。10億円

が否定要因なのか」と質問した。林市長は「コストがかかるからではなく、地域に

おける合意形成はＩＲ整備法で手続きが定められている。それに加えて住民投票を

することで、コストの点に問題がある」と答えた。又、林市長は、コロナ禍により、

市長自らが回る説明会が全18区中12区に留まったとし、市民への周知不足を認めた。

自民党の議員の質問に対して「市民説明会や動画で案内したが、市民の理解が足り

ないのは自覚している」と答え、今後、オンラインで分かりやすく伝える広報の在

り方を検討すると答弁した。

市役所前では条例案を直接請求した市民団

体「カジノの是非を決める横浜市民の会」が

横断幕を掲げて住民投票条例の成立を訴え

た。市議会を傍聴していた同会運営委員長の

岡田尚弁護士は「はっきりしたのは市長が市

民の声を聴くつもりがないということ。冷た

い答弁だった。大都市の市長には「図々し

さ」「おごり」が無いとなれないのかと思っ

た」と述べた。

２日目は、市議会政策・総務・財政委員会が開かれ、冒頭、住民投票条例を全会

一致で可決を求める請願の陳述要求を否決して始まった。請求代表者の代表の一人

として、大川弁護士が地方自治法に基づく意見陳述を行った。大川氏は2000年に実

施された「吉野川可動堰建設の是非を問う徳島市の住民投票」を例に挙げ「ＩＲの

是非を決めることは住民主権の実現であり、その実現により横浜市民であることに

対する誇りが生まれる」と訴えた。前横浜港運協会長の藤木幸夫氏が立ち上げた

「横浜港ハーバーリゾート協会」の水上裕之氏は、藤木氏の代理として意見を述べ

た。「山下ふ頭にはふさわしい開発の可能性が沢山ある。他の選択肢を検討せず、

ばくち場・カジノ設置前提で暴力的に推し進めるのはおかしい」と指摘した。共同
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代表の藤田みちる氏は「コロナ禍で、３密

を避けながら、どのような街をつくってい

くのか市民はじっくり考え始めている。カ

ジノの街で暮らしたいのか市民に聞いて欲

しい」と訴えた。

意見陳述を受けて、市議11人が意見を交

わしたが、住民投票の実施を巡る議論は平

行線をたどった。審議は５時間以上を費や

した。無所属の豊田有希氏が「コロナ禍の状況で急いで結論を出さなくてもいい」

と継続審議を提案したが、賛成少数で否決、議案採決では、委員長を除く10人のう

ち立憲フォーラム2人、共産党1人と豊田氏が賛成、自民党4人と公明党2人の計6人が

反対に回り、議案を否決した。

3日目の1月8日、カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）誘致の賛否を問う住民投票

条例案を自民・公明の反対多数で否決された。

市民団体が法定数の3倍もの署名を集めたにもかかわらず、冷酷にも市民の声を

「聴かない」住民自治を踏みにじる議決を行った。

採決に先立って各会派を代表して7人が討論に立った。立憲フォーラムの望月高徳

議員は「19万3163筆の署名の重みを受け、市民に寄り添った対応をすべきだ」と訴

えた。これに対して、自民・無所属の会派の黒川勝氏は「軽々に市民に判断を委ね

る問題ではない」と市民を見下した主張をし、議会人として反対すると述べた。採

決は、多くの傍聴者から「強行採決するな」「市民の意見を聞け」という怒りの声

が飛び交い、6人が退席する中で、採決を強行した。議長を除く市議85人の内、自公

の計51人が反対し、立民、共産、無所属の計34人が賛成し、住民投票条例の成立は

阻止された。

林市長は閉会後「市民の気持ちを受け止めてやっていくという気持ちに変わりは

ない」と説明したが、横浜市は住民自治を失い、市政に汚点を残すことになった。

今後、７月から８月に横浜市長選挙が行われます。市民の声が届く市長を選出する

必要があります。前回林市長は「カジノを含むＩＲは白紙と明言しました。２月か

ら３月にかけて再びＩＲ（統合リゾート）事業説明会を開くと広報よこはま１月号

で参加を呼び掛けています。住民投票条例案を議会に提出いるにもかかわらず、議

決前に市民に配布しました。まさに、市民の声をまったく聞かずに、アリバイ的に

市民の声を聴いたと言い訳をするためです。

説明の中身はカジノを含む事には変わり有りません。ますます、横浜市の欺瞞を

暴き出し、「横浜には、そして、どこにもカジノはいらない」という声をあきらめ

ずに出し続けましょう。そして横浜市長選挙でカジノＮＯ！の市長を誕生させまし

ょう。

吉田《事務局次長》
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菅内閣の「デジタル化」でプライバシーは丸裸
小川 良則(幹事・九条壊すな実行委員会)

コロナで明けコロナで暮れた感のある2020年の「今年の漢字」には「密」が選ば

れ、流行語大賞もトップ10のうち５つまでもがコロナ関連のもので占められた。政

府の対応も経済を回すことや五輪の中止を避けることを最優先に、極めてチグハグ

で場当たり的なものになった。その無策ぶりの際たるものが感染爆発・医療崩壊の

瀬戸際にあってもなお「go to キャンペーン」を止めようとしなかった頑なな姿勢

であることには誰しも異論はなかろう。

しかし、転んでもタダでは起きないのが今の政権の

狡猾なところであり、給付金の支給の遅れを「マイ・

ナンバー」が普及しないせいにして憚らない。政府は

「マイ・ナンバーカード」に保険証や運転免許証の機

能まで持たせて何とか普及させようとしている（官公

庁等では半ば事実上の強制にあたる動きもある）が、

そうした利便性と引き換えにプライバシーが丸裸にさ

れる「監視社会」への懸念は何一つ解消されていない。

菅内閣が発足の際に専属の閣僚まで置いて打ち出したのが「デジタル庁」の創設

であった。確かに「縦割り」の打破とか脱「ハンコ」と言えば聞こえはいいかもし

れない。しかし、それぞれの目的に沿って集積した情報を他に転用しないという意

味では、従来の仕組みがプライバシーの侵害への一定の歯止めになっていたことも

事実である。

もっとも、これは菅内閣になって急に出てきた話ではなく、かなり以前から計画

されてきたものであり、森内閣時の2000年のＩＴ基本法まで遡ることができる。安

倍内閣下の2016年には官民データ共用推進法が、2019年５月には行政手続を電子申

請に統一するデジタルファースト法が制定され、2019年12月にはデジタル・ガバメ

ント実行計画が閣議決定された。そこでは、あらゆる手続の「オンライン化」と

「ワンストップ・サービス」が標榜されている。しかも、その対象範囲は戸籍のよ

うに行政で自己完結する分野にとどまらない。税や社会保険や年金の分野では実際

に給与から天引きしているのは民間企業の労務部門であるが、その場面をも包含さ

れているのであり、そのツールが「マイ・ナンバー」なのである。

「マイ・ナンバー」カードの交付は2020年９月現在で2、500万枚に届いていない

が、国民皆保険制度の下で誰もが持っている保険証に取って代わるとしたら、その

意味するところは深刻である。目的や制度設計の異なるシステムに蓄積されたデー

タが「マイ・ナンバー」で検索できるということは、取引の履歴、病歴、預貯金や

ローンの残高はもとより、それを通じて健康状態や思想傾向も含めた人格の全てが

丸裸にされるということを意味する。また、「デジタル庁」が首相直轄の組織とし
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て内閣府に置かれるとなると、内閣官房に置かれた情報調査室に情報が筒抜けにな

ると見なければならない。その行きつく先はオーウェルの「1984年」の描いた監視

社会である。

そして、その狙いの一部は既に「特区」という形で、2020年の通常国会で成立し

たスーパーシティ法の中に盛り込まれている。また、既に「デジタル関係」の予算

は各所管省庁毎ではなく内閣府のＩＴ室で一元管理されている。これは、個人情報

がデジタル庁を頂点とする中央集権的管理支配体制の下に置かれることを意味して

いる。政府の「デジタル改革関連法案ワーキンググループ」で慶応大学の宮田裕章

教授は官公庁や民間企業による「データ共同利用権」を説いているが、これは本人

の同意がなくても「相当の公益性」があればデータ利用を認めようというものであ

る。

ちなみに、ＥＵでは2018年５月に施行されたデータ保護規則（ＧＤＰＲ）により、

自身のデータの削除をデータ管理者に求める権利や個人データが侵害された際のデ

ータ管理者の規制当局への通知義務が定められている。政府の進めようとしている

「デジタル化計画」は、ＧＤＰＲのような本人同意を核とする自己情報コントロー

ル権の考え方と真っ向から対立するものである。しかも、欧米のようなプライバシ

ー侵害を監視・規制する独立機関の設置は想定されていない。

さらに、現在、それぞれの自治体ごとに地域の事情や特性に応じて設けている独

自のシステムを国のシステムに統一することも企図されている。しかも、国への一

元化はシステムだけではない。国の個人情報保護制度の至らない部分を各自治体の

創意工夫により補ってきた個人情報保護条例の水準を全国一律で国の水準に引き下

げることも検討されていると報じられているが、これが地方自治の破壊でなくて何

であろうか。

このような問題だらけの制度を見かけの「利便性」を釣餌としてコロナの混乱に

便乗して通すのを許す訳にはいかない。立憲野党の合同ヒアリング等を通じて広く

問題点を明らかにするとともに、これを押し返す運動の輪を急ぎ築いていく必要が

ある。

各地の市民運動から(紹介）
【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

／４に始まり11／４までに集めた署名簿を各

区の市民団体が11／13に一斉に提出した。署

名数は18区全体で20万8073筆に達した。金沢

区では法定署名数の3361を大きく上回る１万5

606筆、達成率で464.3％に達した。選挙管理

委員会が20日以内に実施する署名の審査で有
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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2103

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、12／３までに有効数を各区選管が発表する。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。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・団体が結集した事により、多くの成果を勝ち取った。

ところが、林市長は定例記者会見で約20万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》

【横浜市長に、ＩＲを誘致を問う住民投票条例制定請求を行う】

12／23、カジノを含む統合型リゾート施設

（ＩＲ）の横浜誘致について「カジノの是非を

決める横浜市民の会」が誘致の賛否を問う住民

投票を実施するための条例制定を林文子市長に

直接請求した。林市長は地方自治法に基づき20

日以内に市議会に条例案を提出する。

横浜市民の会の請求代表者は横浜市役所を訪

れ、条例請求書と、条例制定に当たり、住民投票実施に賛成意見を付けるよう求め

る林市長宛の要望書も同時に提出した。共同代表を務める小林節・慶応大学名誉教

授は「横浜をばくち都市に変えるには大変な重大な決断である。市民によって決め

るべきだ」と訴えた。

林市長は昨年８月に、ＩＲを誘致する方針を表明し、市は誘致に向けた手続きを

進めている。林市長は20年10月の会見で、住民投票が実施され、反対が多数になっ
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た場合誘致を撤回する考えを示した。市民の会は９月から２ヶ月間で19万3193筆、

法定必要数の3.09倍が有効とされた。

住民投票の実施には、林文子市長が提出する条例案を市議会（定数86）が可決す

る必要がある。議席の過半数を占める自民、公明の動向が鍵を握る。立憲・無所属

フォーラム（20人）と共産党（９人）＜＞無所属（５人）は署名集めに加わってお

り、条例案に賛成する。一方、最大会派の自民党（36人）公明党（16人）は「条例

案が出てからしっかりと議論する」（自民党の古川団長）「条例案が提出されたら

会派としてしっかり検討する」（公明の竹内団長）と態度を明らかにしていない。

両会派からは「市長選挙が来年夏に控える中で、法定拘束力のない住民投票をやる

必要がない」「どんな施設になるか具体的に出ていない、住民投票は時期尚早」と

話す議員がいる。「多角的に意見を聞き、最後に決めるのが議員」と強調する。で

あるのであれば、住民投票条例を可決して、横浜市民の声を聴くこそが市議会の役

割です。市長選・市議選で「カジノ誘致の賛否」公約していません。住民投票を行

うことが民主主義の本道です。市長・市議会議員の動向をしっかりつかみ、市民の

声が反映する、横浜市にしましょう。《Ｙ》

【2020年度いのくら対県重点要求交渉】

2020年度｢いのちとくらしを守る神奈川県民共同行動委員会(いのくら)｣対神奈川

県重点要求交渉が12／24、横浜開港記念会館会議室で行われた。

出席者は、県からの担当者(３名、佐藤政策部長・加治情報公開公聴課長・下迫情

報公開公聴課副主幹)で、教育部会・保険医療部会・社会福祉部会・水環境部会・雇

用部会・基地部会から、本年度の重点要求とその趣旨説明を行い、その後に県の担

当者から口頭で回答があった。県からの文書での回答は、2021年３月の予定。

本会は、いのくら基地部会に参加していて、基地部会からは、｢軍用機オスプレイ

の飛来情報の提供｣について、｢墜落事故が多発し、安全性について、憂慮と懸念が

払拭されていないオスプレイ(MV-22/CV-22)について、県内への飛来情報の提供を確

約するよう日本政府に求めること。｣を神奈川県へ要求した。度々、事故、墜落、部

品落下を引き起こしている軍用機オスプレイについて、神奈川県への飛来飛行情報

が2020年より、突然公表しないとした米軍やそれに追随した日本政府に対し、県と

して県民のいのちとくらしを守る立場から、引き続き、欠陥軍用機オスプレイの飛

来飛行情報を公開するよう、いのくらとして求めた。県当局は、日本政府に対し、

引き続きオスプレイ機の飛来飛行情報を求めていくことを回答してきた。《Ｍ》

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


