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平和憲法を守る会

東日本大震災かながわ追悼の夕べを開催する
―未だに福島は復興していない・被災者の苦しみは政府には届かないー

東日本大震災から３月11日で丸10年にな

る。毎年その前日の３月10日に「かながわ

追悼の夕べ」を開催した。2014年から開始

し今年で７回目。今回は横浜市の「象の鼻

パーク」で開かれた。会場では強風の為「L

ED」の灯火が300本灯され、被災地からの

避難者を含めて150人が参加した。

日が暮れると会場に灯された「灯火」の

下で約1分間の黙とうが捧げられた。

メッセージ灯火には「みんなが幸せになりますように」「いつまでも忘れませ

ん」等参加者の思いが「灯火」に寄せられた。

その後羽山町在住の村山二朗さんが羽織袴で登場し、篠笛の演奏をし、被災者の

心情などをテーマにした詩が朗読された。旧ソ連・チェルノブイリ原発が建つウク

ライナ出身で、生後間もない1986年に原発事故を経験したカテリーナさんによる引

き語りもあり、その透き通った歌声に感動を覚えた。

被災者の松本徳子さんが被災者として登壇して「東京電力福島第一原発事故後、

12歳だった娘を連れて福島県郡山市から川崎市宮前区に避難した。いまも緊急事態

宣言という言葉が聞かれるが、福島はあのときから緊急事態宣言のまま。それを忘

れてはいけない」と訴えた。福島原発かながわ訴訟原告団の村田弘さんは「10年は

早かった。今でも地面に足がつかないような、現実的ではない気持ちです」と語っ

た。神奈川県の原発被災者は２月１日現在1934人。避難者への支援の多くは20年３

月末で打ち切られ、新型コロナウイルスの感染拡大も重なって苦境に立たされてい

る人が沢山いる。復興予算が被災者の手に届いていない。市民の力で「福島の被災

者を孤立させずに、被災者裁判を支援し、生活支援を、神奈川県・日本政府に要求

し実現していきましょう。原発事故の苦しみはひさしゃだけも物ではありません。

大地震が予測されている日本中の課題です。脱原発の日本を実現して、自然エネル

ギーに依存する社会に変えることが、3・11の教訓だ。

「平和憲法を守る会」
ニュースＮｏ143 ２０２１. ３.１１発行
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第25かながわ平和憲法を守る会総会

第80回平和憲法を守る 神奈川県民集会
日時 ５月29日(土 )1８時半 ～ 13時15分開場

場所 県民センター１５０１

講師 呉東 正彦 (弁護士、本会代表委員)

2020平和教育
今年の中学２年生は、コロナ渦により総合学習で、職場体験が中止となり、鎌倉

班別行動も延期(最終的に中止)になった。そこで、平和学習をすることになった。

最初は、被爆者の話を聞くことにし、海老名在住の太田さん(元海老名被爆者の会会

長、現在会員の減少で会はなくなっている)にお願いし、８／７に２時間の講演をお

願いした。事前の学習にと、４教室の廊下に被爆のバネルを掲示した。かなり悲惨

な写真もあったが、実態を知らせるものと

なった。講演の前に１時間の事前学習を行

った。事前学習には、朝日新聞の「知る原

爆」を使用した。１時間、各クラスでワー

クシートを使いながら、読み込んだ。そし

て、８／７の終業式前の２時間を体育館で

講演会を実施した。２人の長崎での被爆者

に来ていただいた。松本さんは、14歳で自

宅で被爆、太田さんは、３歳で入市被爆。

最初に「被爆者からの伝言」のＤＶＤを視

聴、その後に簡単に太田さんが解説し、そ

の後に松本さんに被爆体験を語っていただ

いた。質疑では、原爆を落としたアメリカ

についてどう思っているかなど、つっこん

だ質問も出た。休憩10分を入れたが、２時

間かなり集中して生徒も取り組んだ。その

後に感想を各自に書かせた。

今回の授業を受けるまでの原爆に対しての思いと、今回実際に原爆を体験した方

たちの話を聞いたあとでの思いが、私の中でとても変化しました。今まではまるで

人ごとのように思っていたところもあって、こんなにも人々との関わりや、思いや

りが関係しているとは思ってもいませんでした。その分、今回苦しんでいる人たち
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のようすや精神的にもつらくなっている人たちのことを聞いて、今までよりももっ

と原爆の恐ろしさを身に感じました。それも、こんな恐ろしいことを体験した人が、

まだ私たちの世代にいて、そう昔の出来事ではないということにびっくりしました。

また、この原爆の原因が私たち人間であり、それを防いで平和をつくりあげていく

ことも私たち人間が関係していることを聞いて、私も何か次の人たちに伝えていけ

たらいいな、と思いました。

・被爆者の方の話を直接聞けて、とても良かった。直接話を聞くことで原爆の本当

の恐ろしさ、特に放射線の被害がすごかったことを知った。また、衣服がとけて垂

れていると思ったのが皮膚がはがれていると言っていたのが怖いと思った。さらに

衣服の柄が原爆の熱によって皮膚に焼き付けられていた人がいると知って、原爆が

いろいろな被害を与えることを知った。松本さんが汽車の出る駅に行くときに「学

生さん、水、水・・・」と助けを求められたけど振り切るように逃げたと言ってい

た。もし、自分が松本さんの立場だったら同じように逃げていると思う。この講演

で、原爆による恐ろしさや被害の大きさも知ったし、今後、この事実を忘れないで

いかなければならないと思った。

・自ら被ばくを体験していなくても、激しさが話や動画からでも伝わってくる。被

爆するととても大変で、熱く、苦しい中で亡くなったと思うと、自分は普通に生き

ていていいのかという気持ちになった。広島と長崎の復興に少しでも力をささげる

ことができる、募金などをしたいと思います。さらに、広島と長崎の原爆投下をも

っと知ることで、自分は何ができるか？どんな対策が必要か？などを考えることが

できる、大切な時間だった。

すでに高齢化している被爆者の話は、貴重な

経験となった。「特攻隊員であった父、８／９

に小倉にいたこと」などその事実と想いを授業

の中で伝えた。

この取り組みに続けて、沖縄の話を聞かせた

いと言うことで、大和の中学校教員であった津

田さんが沖縄の「伝え部」をやっていることか

ら、連絡し、１時間でそれぞれのクラス毎に話

をしてもらうことになった。津田さんには、２

日間にわたって、５クラスに話をしてもらっ

た。その事前学習として、朝日新聞の「知る沖

縄戦」を配り、ワークシートで答えながら、沖

縄戦の実態を学習した。また、沖縄戦の写真パ

ネルを張り出し、社会科の授業では、「NHKス

ペシャル 沖縄戦 全記録」を視聴した。 当
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日、津田さんは、パワーポイントを使いながら、自分と沖縄との出会い、そして沖

縄のおじい、おばぁから託された戦争への想いを語ってくれました。

沖縄の音楽使って出迎え、沖縄の新聞を示しながら、そして三線を使って締めく

くるなど、工夫のある語りで、１時間が短く感じるものとなった。津田さんの24ペ

ージのレポートを配り、その後に１時間振り返りの感想を書いた。

沖縄・座間味島で戦争体験を聞き、その想いを伝え部として活動されている津田

憲一さんから、まるで現地に行ったような気持ちにさせてくれる学習となった。

・沖縄に行ったことはあるけれど、座間味には行ったことがなかったので今度行き

たいと思った。戦争の体験をした人たちはいろいろなものを失って、見たくないも

のやトラウマになるようなものがたくさんあったと思う。でもそれを話してくれて、

戦争がどんだけやってはいけないことかとても伝わりました。戦争の状況はよくわ

かっていなかったけれど、話を聞いていてとても胸が苦しくなりました。今はコロ

ナで行けないけど、座間味に行って自分の目で見てみたいと思いました。

・身ぶり、手ぶりなどで一生懸命に話していることが良く伝わってきました。あり

がとうございます。戦争という

のはどんなに苦しくて、残酷か

がよく伝わってきました。二度

と起きてほしくないと思いまし

た。現地の人の話を聞いて、人

生においてすごく大事な経験を

されたと思いました。笑えると

ころもあって、気軽に聞けまし

た。話を聞いていて、僕は戦争

の時代に生まれなくて良かったと思いました。普通は人間は生きたいと思うけれど、

死にたいと思うまで、つらい思いをして、本当に悲しい出来事だと思った。多分戦

争って見てない人、やってない人は全然怖くないと思う。だけど見た人、やった人

はすごく怖いと思う。日本は戦争に負けているから、いつ支配されるかわからない

から、そういう人もいることを頭に入れて、生活していこうと思う。

・社会で、1回教科書の内容が書き換えられているということは知っていたが、どん

な内容かはよく知らなかった。僕が思っていた以上に戦争は広範囲だった。沖縄の

中でもひとつひとつの島でも集団自決があり、大勢が亡くなっていたことに驚きま

した。歩いていたら人に出会い、話を聞いて、すごい偶然があってびっくりした。

壕の中に入り何かを感じたと言っていて、地元の人も近寄らないところで貴重な体

験をしていて良いなと思いました。言い方が悪いかもしれないが、気味が悪くても、

当時、そこで何人もの人が亡くなっているわけだから、そういう場所を自分の目で

直接見れているから。前にも書いたが、直接話せなくなっている中で、何回も訪れ
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て、話を聞いている津田さんはうらやましいと思います。最後の世代と言われてい

る僕は、いろいろなことを考えることができました。今日は、ありがとうございま

した。

・奇跡の偶然って、本当にあるんだなと思った。原爆も怖いけど、戦争も本当に怖

いと思った。兵隊が自決しなかった理由は天皇のためにやっていなかったからなの

かなと思った。アメリカ軍は島民は助けなければならない、みたいな映像を見て、

本当かよと思っていたけれど、食べ物を支給していたから、敵は本当に日本軍だけ

だったんだなと思った。この学習で、怖さ、恐ろしさ、人の感情の移り変わり方、

戦争、被爆のつらさ、戦後もつらい思いをしている人がいたことを知った。今回聞

いた話を頭の片隅にずっと入れておく。そして、今度は自分が話せるようにしたい

と思う。

社会の時間を合わせると７時間の取り組みであったが、生徒が戦争の実態を通し

て、生命の尊さを感じられる貴重な体験となった。今回の取り組みは、十分な準備

のない中で始めたが、もう少し時間をかけて取り組むことができる内容であった。

戦争体験のない世代が大半となった今だからこそ、工夫しながらでも、平和教育を

続けることは大切であると思う。今後も継続していきたい。なお、被爆者の方は、

かつて市内でも多くの学校で、語らせてもらったが、今はほとんどなくなってしま

ったと伝えてくれた。いつでも語ってくれるので、各学校でも取り組みしてみませ

んか。

瀬川(事務局長)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

最高裁への辺野古サンゴ訴訟での公正・中立な審理を求める緊急団体署名のお願い
さる２月３日に福岡高裁那覇支部は、新基地建設に向けた大浦湾のサンゴ類移植

をめぐり、国を相手にした沖縄県の訴えを棄却した。防衛省＝沖縄防衛局の沖縄県

へのサンゴ特別採捕許可申請について、農林水産相が県に申請を許可するよう是正

指示を出したことは、国の違法な関与であるとして、県が取り消しを求めた訴訟だ。

県は２月１０日に判決を不服として最高裁に上告した。

今回の判決の問題点は、沖縄県の法に

基づいた審査をしているにもかかわら

ず、裁判所が都合の良い法解釈を用い

て、国会での国の答弁にも反した判決を

下した。そして、軟弱地盤による「設計

変更申請」で埋め立て承認の前提が消滅

しているにもかかわらず、軟弱地盤以外

の工事は可能であるので、県が許可しないのは違法だとしている。また、県の専門
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家によるサンゴ移植の問題点を否定し、沖縄防衛局の主張を一方的に採用している。

さらに、「軟弱地盤の設計変更が不承認になり、工事が中断し、サンゴの移植が無

駄になる可能性があったとしても、許可しなければならない」とまで言いきった。

今回の判決は、県が審査中であるにもかかわらず、国が県に「許可せよ」とこれ

まで以上に介入し、地方自治体の自主性・自律性を奪うもので、断じて許せない。

県は最高裁に上告したが、昨年の３月埋め立て承認の撤回を巡る他の裁判におい

て最高裁は、「沖縄防衛局も私人と同じ立場で、国民の権利救済の法律である行政

不服審査法を利用できる」との判決を出している。現在の司法の反動化から、政府

・防衛省に忖度した、政治的な厳しい判決が予想される。

県は、沖縄防衛局による「軟弱地盤の設計概要変更申請」を、４月頃には「不承

認」にすると言われている。最高裁が高裁の不当判決を追認した場合、政府は県に

これまで以上に介入し、「不承認」の取り消しやサンゴ移植を強行してくる可能性

がある。

最高裁がこれ以上国の自治体への介入を容認し、政府の追認機関となり、三権分

立の破壊が進むことに歯止めをかけていかなくてはなりません。私たちは、最高裁

に法の番人として公正・中立な審理と、高裁判決の破棄を求める団体署名を取り組

むこととした。

緊急な取り組みとなりますが、どうか今回の裁判のもつ重要性をご理解いただき、

団体署名へのご協力をよろしくお願いします。

【呼び掛け】「止めよう！辺野古埋立て」国会包囲実行委員会

沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック 090-3910-4140

ピースボート 03-3363-7561 沖縄意見広告運動 03-6382-6537

【送り先】〈郵送〉〒169‐0075 東京都高田馬場3‐13‐1 B1ピースボート事務局

〈ファックス〉 03‐3363‐7562

【締切日】 ４月６日（火） 厳守でお願いします

各地の市民運動から(紹介）
【松本純衆議院議員の辞職を求める・市民の怒りの行進行われる】

２回の準備会を経て２月21日13時30分からJR新杉田近くのトラビスタ広場でミニ

集会を行い、磯子区役所藤棚前まで行進した。主催は松本純国会議員の辞職を求め

る市民の怒りの行進実行員会。この呼びかけに賛同して、かながわ１区市民連絡会

が協賛して、神奈川県内各地から、プラカードや幟を持参して開催した。まず、開

会のあいさつで、この怒りの行進を開催しょうと始まった経緯が説明された。「１

月18日夜、銀座のクラブなど飲食店３軒を訪れ、午後11時過ぎまで滞在していた」

（週刊誌）と報道されました。１月７日、４都県に緊急事態宣言が発令され、13日

には11都道府県に拡大していた。当日は国会の開会日で、大塚高志司・田野頼太道
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氏も同席していた。女性３人もいた。世論の怒

りに１月29日に自民党国会対策委員長代理を辞

任、後日３人は離党する。 ２月１日３氏離

党、遠山清彦（公明・神奈川6区予定候補）議

員辞職表明をした。２月３日にはコロナ改正法

が成立し、13日に施行された。

国民が死や廃業の危機に直面し、苦しんでい

る時に国会議員が銀座で飲み歩くなんて許せな

い。「松本純は許せない」議員辞職を求めよ

う、議員を直ちにやめろの声を挙げよう、行動

しようと、かながわ１区市民連絡会をはじめと

する各種団体市民に呼び掛けて開催されまし

た。

磯子区木村さん、金沢区から吉田。１区の会

としても各野党に呼び掛けたが賛同を得られな

かった党もあることも報告された。中区から弁護士の井上さん、女性から看護師の

Ｓさんからコロナ病棟のすさまじい現状を熱弁した。続いて連帯におあいさつで、

新社会党・共産党・社民党から「この自粛期間中に自公の国会議員が銀座の高級ク

ラブをはしごするなんて許せないアピールがあった。14時にはデモがスタート磯子

区役者の藤棚まで、２列縦隊で120名が、それぞれに、幟・プラカードを掲げ行進し

た。宣伝カーからこの「怒りの行進」の説明をしながら「松本純国会議員は辞職せ

よ」とのシュプレヒコールをあげて行進した。自公と菅首相の腐敗した政治を一掃

しようとアピールできた「市民の怒りの行進だった。《吉田》

【3・1朝鮮独立運動102周年 横浜集会を開催！】

３月２日、かながわ労働プラザにてかながわ歴史教育を考える市民の会主催の

「３.１朝鮮独立運動102周年 横浜集会」が開催された。今年度は新型コロナウイ

ルス感染症拡大に伴い、例年に比べて小規模な開催となったが、会場にはコロナ禍

にもかかわらず約40人の参加者が集まった。講師に日韓民衆連帯全国ネットワーク

の渡辺健樹さんを招き、「3.1運動の意義と植民地主義清算を問う」をテーマに講演

が行われた。

渡辺さんは、3.1運動を語るうえで日本には二つの戦後責任があると述べた。一つ

目は過去の犯罪的行為とその未精算。そして、二つ目は日本の敗戦に伴う朝鮮半島

の分断だ。日本は日清戦争を皮切りに、韓国強制併合への道をたどる。日清戦争・

日露戦争で朝鮮の利権が争われ、その主戦場となった朝鮮では人々の抵抗闘争が行

われた。それらの運動を日本軍は“掃討”と称し、反人道的行為を繰り返した。そ
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の後、強国による弱国の植民地支配が認

められていた当時の国際慣習法すら逸脱

した方法によって朝鮮に対する事実上の

強制占領をはじめる。これらの歴史的事

実に対し、日本は未だに合法性を主張

し、清算をおこなっていない。その後、

日本の敗戦により朝鮮の解放が果たされ

たと日本の教科書では語らる。しかし、

実際は日本による強制占領ののち、米ソ

による国家の分断が進展し、この分断は今日においてもなおも続いている。侵略国

であった日本でなく、被侵略国の朝鮮が分断をされているという事実を思うとその

痛みは計りしれない。朝鮮の人々にとって「未完の解放」として残されたままとな

っている。渡辺さんは、私たちは自らが歴史を直視し「①過去の清算と植民地主義

からの脱却」すること、「②朝鮮半島の平和と南北統一にいかに寄与するか」とい

う視点を持つことが必要であると強く訴えた。そして、これらが実現しない限り日

本はまたいずれ同じことを繰り返してしまうと警鐘をならした。

本題となる3.1運動について渡辺さんは3.1独立運動の宣言書の一節を紹介してく

れた。そこには『いま、わが朝鮮を独立させることは、朝鮮人が当然、得られるは

ずの繁栄を得るというだけでなく、行うべきではない政治を行い、道義を見失った

日本を正しい道に連れ戻して、東アジアをささえるための役割を果たせようという

ことであり、同時にそのことによって中国が感じている不安や恐怖をなくさせよう

とするためでもある。つまり、朝鮮の独立はつまらない感情から求めているわけで

はないのである』と朝鮮独立を求めつつ日本を含む東アジアの平和と人権を求める

人々の思いが記されている。この一節は100年が経過した今となっても実現していな

い朝鮮の「解放の完結」の必要性と我々が過去に犯した罪の重さをつきつけてくる。

さらに現在の東北アジアの情勢を鑑みると平和、人権からかけはなれた事態がな

おも発生しているのが現状だ。私たちは今一度この3.1独立の宣言を書いた人々の思

いを強く受け止め、ともに平和、人権が当たり前となる世の中を作っていくために

協力し合うことが大切であるとあらためて認識させられた。《Ｙ》

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。
このニュースも見ることができます。

「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


