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平和憲法を守る会
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ内238
TEL 090-1105-6980
FAX 042-797-7486

郵便振替 00250-3-85449
平和憲法を守る会

５／29、かながわ県民センターで本会の第25回総会、第80回平和憲法を守る神奈

川県民集会を開催します。総会後の講演では、呉東代表委員から「日米軍事一体化

と神奈川の基地」の講演、本会会員で第５次厚木爆音訴訟原告団長の大波さんから

「危険、やめろ厚木基地でのＣＢＲＮ訓練」の報告を行います。

第25回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 ～ 18時15分開場

場所 県民センター３０１

講師 呉東 正彦 (弁護士、本会代表委員)

「日米軍事一体化と神奈川の基地」

大波 修二 (第５次厚木爆音訴訟原告団長)

「危険、やめろ厚木基地でのＣＢＲＮ訓練」

安保上重要土地取引規制法案について 呉東正彦

１、３月２７日に、安保上重要土地取引規制法案が衆議院に提出された。

この法律は、自衛隊基地や米軍基地、原発の敷地及び１㎞以内の土地、国境離島

を注視区域に指定し、土地建物所有者調査を可能とし、特に重要性が高い場所を、

特別注視区域とし、一定面積以上の土地の売買・開発行為につき、事前届出を義務

付け、虚偽届出に対しては罰則を課し、調査の結果、内閣総理大臣が重要施設の機

能を阻害する行為に供すると判断した場合には、利用の中止勧告、命令を出すこと

ができ、土地建物利用中止命令に応じなかった場合には罰則を課し、これらの土地

につき、国による買い取り、収用・使用が可能とするもの。

２、内閣総理大臣が、重要施設の機能を阻害する行為に供すると判断した場合とい

うのは適用要件があいまいで、その結果、戦前のように基地周辺で生活したり、経

済活動を行う市民の活動が監視され、制限を受けるおそれが生じる。

例えば米海軍横須賀基地１キロメートル以内には、タワーマンションが建ち、中

国人の投資家が購入もしていますが、それが今後制限されたり、そもそも基地が監

視されるタワーマンションを建てるなという制限がかかるおそれもある。

「平和憲法を守る会」
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３、また、何を阻害行為にするかの詳細、どこを注視区域に指定するかも、法律制

定段階で決まっていない、全て法律制定後に政府にお任せの、法治主義に反する危

険な法案でもある。

４、この問題、これらの市民への深刻な影響については、基地周辺住民のみならず、

関係自治体、各団体、マスコミ、全国会議員と、全国民も共有して、この戦時立法

のような法案の成立を阻止する必要があることを訴える。

５月１日、かながわ県民センター・ホールで

かながわ憲法フォーラム の主催で2021憲法を考

える5.3県民集会「民間空港にまで広がった日米

共同訓練」 が防衛ジャーナリストの半田滋さん

を招いて100名の参加で開催された。

はじめに、日米共同訓練が当初は米軍基地内で

行われていたものが、自衛隊基地へ、そして民間

も使用する空港へと拡大していった経過を説明し、イージスアショアの配備の断念

から新たなミサイルシステム防衛システム、スタンドオフ攻撃力など「敵基地攻

撃」論が論議される以前に着々と行われていることを指摘した。また、イージスア

ショアの代わりにイージス艦を更に建造するというが、ミサイル対応のイージスは

間もなく８隻体制となり、十分なはずと指摘、イージスアショアは安倍元首相であ

り、国防上の必要性ではなく「導入ありき」で進んだ政治案件であり、導入決めた

のは日本だけで、米国にとって将に「金のなる木」であり、安倍政権が武器の爆買

いした、米兵器のローン残高は現時点で総額１兆6069億円にものぼる、イージス艦

を新規建造することにより、違約金問題をうやむやにしようとしていると指摘した。

更に、過去最大の2021年度の防衛費、米国の衛星コンストレーションへの参加、電

子戦機の導入、スタンドオフミサイルの取得・開発、高速滑空弾の研究、「かが」

の空母化など敵基地攻撃能力取得に向けて着々と準備は進められていることを説明

した。その上でイラク戦争において米軍ですら、全ての発射機を破壊できなかった

こと、敵基地攻撃には欠かせない情報について、日本の情報取集体制の不十分さや、

元自衛隊幹部の「非現実的な敵基地攻撃能力の保

有」という指摘をしめし、「能力」を先に高め既成

事実化を図ろうとしていると指摘した。そして、安

全保障面での協力が本丸。インド洋や南シナ海て軍

事拠点化を進める中国を牽制する狙いがあるとし

た。様々な共同訓練に参加し、南シナ海での対潜水
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艦戦などにより、中国が南シナ海で対潜水艦戦を余儀なくされることにより、戦力

を削ぎ，九段線内側の内海化を阻止し、「一帯一路」を拒み、妨害する狙いがある

とした。

当然、南シナ海は緊迫する。現状では中距離弾道ミサイルは1250発を保有する中

国に対抗するため、米国は在日米軍基地に配備するのは確実であり、沖縄本島が最

有力候補。米中による台湾有事への「巻き込まれ」が現実になってしまうと指摘し、

回避しなければならないと締めくくった。

なお、この後県内現地報告として、横須賀、厚木、南西諸島が行われ、高校生平

和大使のスピーチも行われた、

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

コロナに便乗した改憲策動を許すな 小川良則(九条壊すな実行委員会)
連休明けの５月６日、衆院憲法審査会は2018年の第196通常国会に提案された後、

３年８会期にわたって継続審議となっていた改憲手続法の一部「改正」を立憲民主

党の修正要求を受け入れる形で採決に踏み切った。もともとこの法律は2007年に第

一次安倍内閣によって強行されたもので、それまで憲法審査会の前身の憲法調査会

の頃から曲がりなりにも与野党の協調による議事運営が図られてきたのを、安倍総

理(当時)自らが期限を区切って改憲問題を政局化させたという経緯がある。

今回の「改正」案自体は、洋上投票や介護人の同伴など投票環境の向上について

公選法にそろえようというものであるが、憲法制定権の行使である国民投票と参政

権の行使である通常の選挙を同列に扱うこと自体、乱暴な議論である。本来なら、

前者の方にこそ手厚い保障がなされるべきであり、例えば、そのことの是非はとも

かくとして、選挙違反で公民権停止中の者にも国民投票の投票権は認められている。

ところが実際には、今回の法案では、期日前投票所を開く時間帯の短縮の余地を設

けるなど、かえって投票環境を後退させるものが含まれている。

そもそも、この「改正」案が出された2018年６月と言えば、その前年の2017年の

日本会議の改憲集会に安倍総理(当時)が「新しい憲法の下で東京五輪を」というビ

デオメッセージを贈り、2018年３月に自民党改憲推進本部が自衛隊明記や緊急事態

条項の創設等の４項目改憲案を取りまとめ、自民党大会で「改憲論議を重ね憲法審

査会で合意形成を図る」という運動方針を採

択した直後というタイミングである。立法技

術的には公選法にそろえるだけなら公選法改

正の際に附則に盛り込んでおけば済む話を、

わざわざ独立した法案で出してきたのは、こ

れを口実に「開店休業」状態だった憲法審査

会を何とか始動させたいという不純な動機に
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よるものと見られても仕方あるまい。

しかも、法案が出されてからの３年間で、公選法の方はコロナ禍を受けて郵便投

票の拡大の議論も浮上しているとなると、仮に無理矢理今国会で成立させたとして

も、そのままでは実行できない欠陥法ということになる。そう言えば、もともとの

改憲手続法が本則で投票年齢を18歳以上として成立した際、附則や附帯決議で成人

年齢の見直しを掲げたにもかかわらず、公選法は2015年(適用は2016年)、民法は20

18年(適用は2022年)までかかったことも指摘しておかなければならない。

また、附則や附帯決議と言えば、当初の改憲手続法には18本、2014年の一部「改

正」でも20本もの附帯決議がなされており、その内容も、成人年齢の見直しの他に

も、最低投票率、過半数の分母、有料広告の規制、広報協議会の中立性・公正性の

確保、一般的国民投票など制度設計の根幹に関わるものが多く含まれている。これ

は立法者自らが欠陥法と自白しているのも同然である。こうした問題にまったく手

を付けないまま、とりあえず公選法にそろえるという急場しのぎの法案で憲法審査

会を始動させ、自民党改憲案の議論に入りたいという魂胆を認める訳にはいかない。

実際にも、立憲野党各党は、こうした立場から抵抗を続け、法案提出から昨年11

月まで２年半にわたって実質審議そのものを開かせてこなかった。議席の７～８割

を自公と維新が占める（参院は2019年の改選で若干、事情に変化はあったが）とい

う絶望的とも言える院内情勢の中で、このことはきちんと評価しておく必要がある。

今回、立憲民主党の「修正案」を与党側が受け入れたことで５月６日の憲法審査

会での採決に至った訳だが、その「修正」とはＣＭ規制等についての検討条項を附

則に盛り込む程度にとどまっている。しかし、一定の拘束力を持つとはいえ「附

則」はあくまでも「本則」ではないし、抜本的な見直しを要する項目はこれだけに

は留まらない。率直に言って、今回の立憲民主

党の国会対応には疑問が残らざるを得ない。

もっとも、その背景として、2019年の参院選

で３分の２を喪った改憲勢力の側が野党間の分

断工作を強め、その最大の標的となったのが国

民民主党であったという事情がある。とりわ

け、同党のうち立憲民主党に合流しなかった前原誠司や山尾志桜里といった面々は、

現在の政治状況を度外視してでも独自の改憲論を披歴したいという志向を強く持っ

ている。また、組織内議員を通じて電力総連や金属労協との結びつきが強いため、

原発や兵器産業に厳しい姿勢がとれないという事情もある。

それでも、昨年の静岡４区補欠選挙では同党の候補を野党統一候補として擁立し、

その政策協定には浜岡原発再稼働反対が明記されていた。今年の北海道２区や参院

広島・長野の補欠選挙・再選挙でも、紆余曲折はあったものの、同党を含む野党は

結束して取り組み、３か所とも勝利したことも記憶に新しい。
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報道によれば、衆院憲法審査会採決の翌７日、共産党と立憲民主党の国会対策委

員長会談が持たれ、採決での対応が分かれたことは残念としながらも、安倍－管改

憲に反対という大きな一致点での後半国会や総選挙における共闘を確認した。間違

いは間違いだと指摘できる緊張関係を保ちつつ、総選挙に向けた共闘に大きな亀裂

を入れてないことが肝要である。６日の採決当日、500人を超える市民が議員会館前

に駆け付け、採決反対の声を挙げた。その中で、平和フォーラムの事務局長は、コ

ロナ禍の中での「不要不急」の欠陥法案の採決に抗議するとともに、一部野党や一

部メディアも巻き込んだ「議論に応じろ」の大合唱の圧力を指摘した。

コロナ禍が一向に収束せず、政府の場当たり的な対応が批判を集めている中、自

民党総務会長代理で改憲推進副本部長の片山さつきらは「コロナ対策で有効な手が

打てないのは緊急事態条項を持たない憲法の制約上、私権の制限に踏み込めないた

めだ」と一貫して主張している。直近の世論調査で、共同通信ではコロナ対策のた

めの改憲に６割近くが賛成していたのもこれと無関係ではあるまい。一方で、朝日

新聞では改憲自体の賛否は拮抗しているものの、９条改憲には６割が反対している。

しかし、コロナ対策が進まないのが憲法のせいだとは言いがかりも甚だしい。イ

ンフルエンザ特措法には罰則付きの強制措置が盛り込まれているし（それゆえに野

党や日弁連は反対した）、憲法上、私権の制限が一切許されない訳ではない。例え

ば、現状のように営業活動の自由と公衆衛生の維持・向上とが衝突する場合、「公

共の福祉」を調整原理として前者に一定の制約（休業要請）を課すことは妨げられ

ていないが、その際には適正な補償（休業補償や所得補償）が求められている。

要するに、コロナ対策が中途半端なのは「経済を止めない」ことを最優先に休業

補償や所得補償に消極的な政府の姿勢が原因である。ちなみに、立憲野党は所得補

償や休業補償はもちろん、店舗の家賃についても一定の対策が必要という立場で一

致しており、現にそのための法案も共同提出している。また、憲法に緊急事態条項

を盛り込むことと、それを実際に発動することは全く別の問題であり、ドイツが外

出禁止等を発令した際の根拠法令は日本で言えば感染症予防法にあたる法令であっ

たし、国民への呼びかけにあたってメルケル首相はその説明を人権論からスタート

させていたことも指摘しておかなければならない。

５月３日の日本会議系の集会で、自民党の下村博文

政調会長はコロナ禍を緊急事態条項実現の「チャン

ス」と発言したと報じられている。亡くなられた方々

や闘病中の皆さん、いろいろな不自由に耐えて日々の

暮らしを送っている皆さんを冒涜する不謹慎な失言を

許す訳にはいかない。私たちは、いま一度、市民と立

憲野党の共闘で安倍－管改憲を食い止め、市民の暮ら

しを最優先とする政治の実現を勝ち取る必要がある。
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横須賀基地を母港とする米国第7艦隊のロナルド・レーガンの艦載機であるジェッ

ト戦闘機62機の岩国移駐従って、艦載機関連の兵士と家族と親族約8000人が移動し

た。これは日米一体化と米兵を西日本に集中させている動きであると考えられる。

米国は中国が予想より早く深刻な軍事的脅威になるという危機感が強まっていて、

中国が過去20年間で急速な軍備拡張を進める一方、米国の前方展開戦力はほとんど

変化しておらず、「前方展開する米軍の態勢を変えなければ、中国が量的に米軍の

戦力を大きく上回ることになる」と見ていて、現状の香港や台湾、南シナ海、東シ

ナ海での中国の行動を分析する限り、地域秩序の現状変更を図ろうとする時期が予

想以上に早まり2026年には力が逆転する」と考えている。

その背景にあるのは厚木爆同の60年間の闘いと爆音訴訟の40数年間の闘いが大き

く影響している。艦載機の岩国移駐により空いた厚木基地は、航空機から落下傘に

よる物資の降下訓練や日本の自衛隊の米軍機による兵士の降下訓練の一部としても

利用している。更に許せないのは、日米合同委員会合意事として、「米本土から米

陸軍部隊が来日し、2月から9月にかけ厚木基地でCBRN（化学・生物・放射線・核）

訓練を実施する」ことである。CBRNとは化学・生物・放射線・核の英語の頭文字を

並べて名称にしている。米国は訓練実施にあたり、米側は「化学・生物・放射線・

核」などの危険物は持ち込まない」としているが、それを証明する術はない。訓練

の内容や規模などの詳細は神奈川県の平和4団体が参議院会館で防衛省・外務省と話

し合いを持ったが一切明らかになっておらず、車両等の運搬や訓練中に事故が起こ

れば大惨事となるのではないかと大きな不安と恐怖は募るばかりである。

大きな不安の要因は現在これら4つの兵器は大量破壊兵器であり国連で世界の禁止

兵器に登録されている非人道的な兵器である。サリン事件のサリン・ＶＸやなどの

猛毒物の化学兵器・細菌、ウィルス等の病原体の生物兵器（現在の新型コロナウイ

ルスは生物兵器になりえる）、放射線兵器（湾岸戦争の劣化ウラン弾等）・核（福

島第一原発事故の惨状を思い起させる。又、核兵器（最新の核兵器は広島型原爆の

数分の一の破壊力で使い勝手が良いと言われる）である。厚木基地でこの兵器の訓

練を行うエリアは基地の隣接の住宅地からわずか数十メートルの近隣地区で行って

おり、我々は強く中止を求めている。更には、昨年にも

米陸軍によるペトリオット（空中を飛行する航空機・ミ

サイルを爆撃する飛行距離３０キロmのパトリオットミ

サイルの迎撃訓練が実施されるなど、厚木基地では過去

に前例のない危険な訓練が繰り返されている。

第５次厚木基地爆音訴訟原告団団長 大波修二
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各地の市民運動から(紹介）
【カジノ反対の市長誕生をめざすつどい開催！】

３月30日横浜市内で「カジノ反対の市長を」を誕生させ

ようとカジノ反対の市長を誕生させる横浜市民の会の設立

集会が行われ、開会のあいさつを共同代表の小林節さんが

行った。設立趣意書では「今年１月８日、林文子市長と自

民・公明の横浜市会与党は、市長の誘致表明依頼１年半の

及ぶ「カジノの誘致の是非は住民投票で決めるべき」とす

る市民の訴えと19万3193筆に及ぶ署名を一顧だにせず、議会多数という力づくので、

わずか３日間の審議で退けた。本来議会で検証すべきIRカジノのメリットやデメリ

ットの審議は一切なく、市民と地域の代表者であるはずの市長と与党議員は、自ら

住民自治を放り捨て憲法と地方自治法に基ずく正当な住民の訴えを門前払いにした。

市長と議会は「この横浜市において代表民主制は正常に運営されているから住民投

票で直接市民に意思を問う必要はない」と決めつけた。住民投票条例の法廷要件を

3倍も超えて集まった署名数こそが今、横浜市で代表民主制が正常に機能していない

ことの何よりの証拠と言わなければならない。市民の大多数がIRカジノに反対して

いることは、市長や与党がいかに住民投票を黙殺しても覆い隠せない事実である。

環境と文化に恵まれた横浜を不健全なギャンブルの街、犯罪多数の街への変えて

しまう国策としての構想は断じて認めるわけにはいかない。横浜市は、市民の意思

を示す住民投票に反対したばかりか、その後推進の態度を明確にし、実施方針を定

め、事業者の募集を開始した。今、私たちに求められていることはカジノ誘致に反

対し、住民自治を尊重する市長を誕生させることである。カジノ資本が皮算用では

じき出した目先の金にとらわれ、市民の安全を、そして子どもたちの将来を売り渡

そうとする勢力から歴史と文化の街横浜を守るため私達は新たな取り組みを始める。

市民の力を幅広く結集し、カジノに反対し住民自治を取り戻す市民による市長を誕

生を期し、新たな運動体を結成し、前進していくこと」を宣言した。

この趣旨に賛同した各政党が紹介した。立憲民主党・共産党・社民党・神奈川ネ

ットワーク運動・緑の党・国民民主党の代表者が挨拶をした。また、新な組織の運

営委員13人・世話人８人が確認された。その後運営委員会が開かれ、活動の具体化

・新市長候補の選考が始められている。

８月22日に投開票が予定されている。カジノ誘致反対の市長候補の１本化が、横

浜市長選挙の勝敗が決まる。横浜市民の願いが叶うよう。多くの市民の関心を高め

ていくための活動が求められている。一部の区では「シール投票」で市民の声を聴

く活動が始まっている。多くの市民の街宣・カンパ活動で、カジノ反対の市長を８

月に誕生させましょう。《吉田》
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【辺野古埋め立て不承認を支持します！横浜キャンペーン】

辺野古埋め立て不承認を支持します！横浜キャンペーンを25

人で展開した。４月16日、横浜駅西口高島屋前で、玉城知事の

「不承認」を支持するキャンペーンを展開した。「島ぐるみ会

議と神奈川を結ぶ会」、「かながわアクション」の呼びかけで

神奈川県内から約25人が集まり、新たに作成した横断幕やプラ

カード、辺野古のサンゴの写真パネルなどを掲げ、リレートー

クしながら、「辺野古の海を土砂で埋めるな！首都圏連絡会」（埋めるな連）作成

の最新のリーフレット250枚を配布した。コロナ禍で受け取りを心配したが、予想外

に反応がよく、「署名もありますか」と聞いてくる若者もいて、持ち込んだリーフ

レット250枚はほとんどなくなった。《Ｙ》

【神奈川1区市民連絡会の街頭宣伝行われる】

４月25日、杉田地区センターで25回目の定例会が行われ、午後は新杉田駅前のラ

ビスタ広場で、シール投票と立憲野党のリレート―クが行Ｚた。

市長候補については、最大野党の立憲民主党が「候補者を出す」と言っているの

で、待っている状態。その状況に対して、早く市長候補を決めて欲しい。市民運動

の側から市長候補を。女性の候補者がよいのでは。などの意見が出された。

街頭宣伝は磯子の木村さんが司会し、井上共同代表の挨拶の後、各政党から立憲

民主党（市川県議）、日本共産党（蓮池さん）、社民党（森さん）、新社会党（手

塚さん）、緑の党（伊形さん）の挨拶、青年から佐々木さん、結びを吉田事務局長

で行った。今日はシール投票を７人が取り組

み、「今年、衆議院議員選挙があります。あ

なたは菅政権を」支持しない63人、支持する

10人、分からない14人。「野党共闘につい

て」期待する50人、期待しない12人、分から

ない13人。「８月に市長選挙がある。新市長

に望むこと。IRカジノは」いらない85人、い

る４人、分からない10人。でした。《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


