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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

を開催しました。総会では、事務局長の瀬川か

ら、20年度の活動と決算を報告、また、21年度

の役員と活動計画を提案し、共に拍手で承認さ

れた。総会後には、呉東代表委員から「日米軍

事一体化と神奈川の基地」と題して、安保法５年をふりかえり、横須賀や厚木など

神奈川の基地で進行する日米軍事一体化の動きを説明した。そして、安保上重要土

地取引規制法案の危険性を指摘し、問題点を提起

した。また、デジタル法案の危険性、憲法改正の

ための国民投票法案採決の動きも紹介し、改憲と

日米軍事一体化ストップへの取り組みを訴えた。

続いて、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Ｃ

ＢＲＮ訓練」の報告が行われた。パワーポイント

を使って、ＣＢＲＮ(化学･生物･放射性物質･核)対

処訓練の実態を報告、その危険性・問題を確認し合った。

２０２１年度役員
代表委員 呉東正彦 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)・関野和義(湘南)

影山武房(横須賀)・宮田道博(鎌倉)・湯原清隆(相模原)

２０２１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、憲法違反の自衛隊反対、集団的自衛権行使容認反対、戦争法廃止に
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向け、戦争はいらない1000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、「重要土地調 査規制法案」「デジタル監視法案」など一連の反動

諸法に反対し、集会・言論の自由、民主主義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。

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、「敵基地攻撃兵器」の購入と開発、南西諸島、馬毛島への

自衛隊基地建設の中止のため、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、夜間軍事飛行差し止めなど第五次厚木基地爆

音訴訟、ＣＢＲＮ対応訓練反対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、「厚木基地爆音防止期成同盟」

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」「島ぐるみ会議と

神奈川を結ぶ会」「関生弾圧を考える会」「記憶の継承を進める神奈川の会」な

ど県内の運動団体との協力関係に努める。
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安保違憲訴訟かながわの会臨時総会 杉山(幹事)

６月１日、横浜市の開港記念会館で、安保違憲訴訟

かながわの会臨時総会が開催された。コロナ禍のため

人数の制約があり、参加希望者の方に断りの連絡をせ

ざるを得なかったことが報告された。臨時総会を開催

するに至る経過について、全国の安保違憲訴訟の進行

状況と神奈川の状況報告が、福田護弁護士と岡田尚弁

護士より行われた。

岡田弁護士は、全国で14件の判決があり、そのうち３つは高等裁判所で、全てが

敗訴と言えるが、事件の中身や様々な要因から最高裁への上告は行われていないこ

と、判決内容が「コピペ」であり、ちょつとは違う判決が出るかと期待していたが、

「違憲でないという判決も」「合憲だという判決も」なかった。裁判所はまともに

向き合った判決から逃げている、意思や勇気が無い、我々が運動を作らないと(裁判

所は)勇気が出せない、神奈川も終わりが近づいている、悪い意味で、(裁判所は)横

を見ている、横浜(地裁)で歯止め、攻勢に出ないと訴えた。

福田弁護士は14件も負け続け気持ちが沈んでくる、このままではいけない、これ

で裁判所は本当によいのか、正面から取り組もうとしていない、恐らく裁判官も九

条違反だという気持ちは持っているのではないか。だから本気で考え出したら悩ん

でしまう、その結果がこうした判決になっているのではないかと分析した。その上

で、12回の期日を重ねてきた、証人尋問も４人横浜で決まり、結論だけを目指して

きた訳ではなく、課題を大切にしてきた。

原告の話の中身、原告団の代表として話してきた、どこかでこの安保法制を廃止

してゆく、そこに繋げてゆく、やれることをやる、という事である。13回期日は、

７月８日、その後に最終弁論期日、そして総まとめをやったうえで判決となるのだ

ろうが、年度内には出るのではないか、裁判長は誠実に対応してくれるのではない

かという期待はあるが、その為には、きちんとした判決を出してもらうために、署

名などの運動展開をして、神奈川で流れを変えた、そういう判決を目指す、全国で

１件だけでも良い判決が出れば物凄い力になる。その中で東京高裁の動きに注目し

ている、(他の判決のように)国賠訴訟も差止訴訟も急いではいない、地裁では却下

された半田証人も採用された、続いて宮崎さんも考えている。

問題は事件が終わってしまった所での運動をどうするかであ

る、何らかの組織を作る必要があるのではないかと訴えた。最後

に事務局より、公正判決要請署名の取り組み、リーフレットや新

たに作成したブックレットを活用した宣伝行動などが提起され、

質疑応答の後承認された。
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第25回かながわ反戦ツアー

「上瀬谷米軍基地跡を巡る」
日時 ９月2５日(土)1３時

場所 相鉄線瀬谷駅北口公園

各地の市民運動から(紹介）
【第６回「戦争の加害」パネル展開催される】

第６回「戦争の加害」バネル展は、新型ウイルス

が蔓延し３月に開催する予定が、５月２日から９日

まで８日間の開催となり、約800人の方が来場し

た。パネルの内容は（①戦争の加害の歴史・概要、

②平頂山・中国東北部（「満洲」）侵略、「満洲」

に渡った朝鮮人たち、③毒ガス戦、④731部隊、⑤

重慶大爆撃、⑥南京大虐殺、⑦マレー侵略、⑧朝鮮

人強制連行、⑨「慰安婦」問題、⑩沖縄戦、⑪戦後補償のドイツと日本の対比、と、

DVD上映、講演「川崎の徴用工・金さんの日本鋼管でのストライキ・食事のひどさ、

帰国後の任本での裁判」のお話しを梓沢和幸弁護士にリモート中継で行われた。TB

Sテレビの金ディレクターも来場、考え深い講演となった。今回は、出来るだけ、神

奈川県内で起きた戦前の日本の加害の歴史を掘り起こそうと展示に苦心した。５月

７日には横浜市大の山根教授が「日本とドイツの戦後賠償の違いについて」を講演、

ドイツは戦後東西に分かれていたが、それぞれ、戦後10年頃から自らの戦争の歴史

を裁くことを始め、今でもナチス党の犯罪者を追いかけ、罪の償いを行わせ、近隣

諸国への賠償をした。しかし、日本は、日本人自らが戦争犯罪人を裁かず、近隣諸

国への賠償は行ってきていない。したがって、未だに「日本軍慰安婦への謝罪と償

い」をしていない。「徴用工」についても同じだ。

中國に遺棄した「毒ガス」の処分もしていないと指

摘した。

日本の戦前の加害の歴史を知ることは、現在の日

本の姿を見つめることになり、未来を思考する手掛

かりになる。来年も引き続き第７回を企画する予定

です。歴史を歪曲し、日本の加害の歴史を消し去ろ

うとする勢力がいるる。決して、歴史の事実を消すことはできない。《吉田》

【基地のない神奈川をめざす県央共闘会議第22回定期総会開催】

５／29、原子力空母の母港化に反対し基地のない神奈川をめざす県央共闘会議の

第22回定期総会が開催された。20年度の活動報告・決算、21年度の運動方針・予算
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が提案され、満場一致で承認された。総会後の

記念講演は、第９次横田基地公害訴訟団の福本

道夫さんから、「横田基地は何をしているか」

と題して行われた。《Ｓ》

【“命が大事”をないがしろにする

オリンピック中止を】

東京五輪「聖火」リレーは30日、県内最終日

を迎えた。リレーに代わり赤レンガ倉庫で行わ

れた点火セレモニーにランナーが約100人が「聖火」を移すトーチキスを行い最終走

者が「聖火」皿に火をともした。“主役”であるはずのランナーのトーチキスは一

人当たり数分で、あっけなく終わった。それに対し、スポンサー企業が最終日に行

ったイベントは「聖火ランナーを応援するため」と称して２時間以上行われた。会

場にはスポンサー企業のブースが設けられ、出番を終えたランナーや家族や友人を

呼びこみ、自社技術をPRしたり、製品を配ったりしていた。担当者は「県の対策ガ

イドラインに基づき感染症対策を講じている」と言うが、感染拡大を防ぐため「聖

火」リレーの形を変えながら、わざわざと人と人の接触を増やす必要があるのか、

不思議でならない。

一方、赤レンガ倉庫前で市民団体メンバー

約40人が集まり、プラカードや横断幕を掲げ

て「東京五輪反対」を訴える行動が行なわれ

た。参加者の訴えは「命よりも五輪開催が優

先されていることに怒りを覚える。中止にな

るまで声を上げ続ける」と語っていた。

３時からの「トーチキス」開始に合わせてリレートークで個々の思いをアピール

した。「なんで新型コロナの陽性患者が増え続けているのになんで五輪を強行する

のか、コロナで住居を奪われ、失業者も増え続けている。病床もひっ迫している。

五輪開催の費用を感染防止と医療の充実に回せ」とアッピールした。

妨害というか、排除されるかと思っていたが、警察が前面にでてくることもなく、

やり切ることができた。「平和の祭典」というオリンピックのイメージ重視しての

ことではないかと思う。

会場ではランナーから「否定的な声があるのは当然。私も心配がある。必ずしも

開催するのがいいとは思わない」と心境を述べた。医師である男性ランナーは「医

学的にはノーですよ、どう考えても」と言い切った。このように批判コメントも新

聞紙上で紹介されていた。スポンサー企業を優遇し、感染防止を軽視する姿勢が見

える限り、市民から開催の理解は得られない。

５時からは桜木町街宣するグループと二手に分かれた。５時過ぎから雨が降りは
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じめたので桜木町では６時で終了した。赤レンガ倉庫グループは午後７時過ぎから

のセレブレーション・イベントまで残る予定だったが、大規模な立ち入り禁止区域

なので遠くからでは私たちの声はかき消されるし、雨も降っていたので、６時40分

から最後のアピールを10分ぐらいして終了した。ここでもスタッフの方がこれから

立ち入り禁止の柵を置くけれど短い時間ならどうぞ、だった。感染者数がすでにス

テージ４に来ている。市民だけではなく参加国のみなさんの命と健康を守れるのだ

ろうか。菅首相、小池都知事、橋本組織委員会会長、「責任を取れますか」といい

たいです。 《Ｙ》

【カジノ反対の市長を誕生させる横浜市民の会は山中さんの支持】

任期満了に伴う横浜市長選挙（８月８日告示、22日投開票）で、市民団体「カジ

ノ反対の市長を誕生させる横浜市民の会」は７月１日会合を開き、立憲民主党推薦

で出馬表明した元横浜市大教授の山中竹春さん（48）の支持を決めた。

「市民の会」は横浜市が誘致を目指すカジ

ノを含む統合型リゾート施設（IR）の賛否を

問う住民投票条例の制定を求めてきた。市議

会で否決を受け、改めて「カジノ反対の市長

を誕生させる会」に衣替えし、立憲民主党と

連携して、候補者を調整してきた。横浜市民

の会の世話人の岡田尚弁護士は支持の理由に

つい、『IR反対』『住民自治の尊重』する候

補として適当で、住民投票条例制定運動で生まれた野党共闘の陣営を維持できる」

と話した。今後、候補者と政策協定を目指す。市民の会は山中氏との面会を踏まえ、

これまでの選考基準を見直し、決定に至った。

８月の告示を前に横浜市18区で、山中氏の支援活動が始まっている。７月３日に

は旭区でスタート集会が行われ、54人が参加した。７月11日には14時から開港記念

会館で「横浜市長選と総選挙に向けた"決起集会"が開かれ、基調講演に市民連合の

呼びかけ人の一人である「高田健」さんが行い、新市長予定候補の元横浜市大教授

の山中竹春氏から「決意表明」を受け、総選挙が近いので、衆議院神奈川１区予定

候補の篠原豪衆議院議員から「決意表明」を受けた。そして、立憲野党との支援の

アピールを受けた。今こそ市民の民主義の民度が問われている。投票率を上げて、

市民による市民の為の政治に変えるチャンスだ。《吉田》

【差別は神奈川県の教育方針に反してる！】

７月５日雨模様の天気の中、学ぶ権利を奪う国や神奈川県・横浜市等自治体によ

る朝鮮学校差別の理不尽さを訴えるため、神奈川朝鮮中高級学校の高校３年生が16

人、横浜駅相鉄口に立った。毎月第一月曜日に保護者や日本人の支援者が続ける街

頭宣伝に加わり、プラカード等でアピールした。放課後に制服で立ち続ける姿に不
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公正・理不尽なこの 日本の社会を映し出した。

生徒たちが街頭に立つのは１年生の時以来で、」生徒会長の南大河（ナムテハ）

さんは「新型コロナ禍で何もできず歯がゆかった」代々、高校無償化制度からの排

除や県の補助金停止に声を上げてきたが、この間もさいたま市が朝鮮幼稚園のマス

クを配らなかったり、国は朝鮮大学校だけ支援金の対象外にしたり、差別政策は悪

化する一方だ。言葉にしないスタンディングの」訴えとなったが、手書きの文字に

思いを込めた。「差別は県の教育方針に完全に背いています。」「神奈川県弁護士

会が人権救済申立制度に基づく警告を出しています」「私たちの希望と笑顔を奪わ

ないで」「差別に反対する心の声を聞いて」高校生は「当事者でじゃならの思いを

伝えたかった」と」言っていた。

同世代の日本の高校生も目の前を行き交わ

った約1時間「寄付したいと声をかけられ、思

ったより賛同してくれる人がいると感じた」

と語りました。支援団体のTさんは「私たちは

高校生が訴えに立たざるを得ない状況を日本

社会の問題として問い直すべきだ。差別が続いている責任を日本人の大人が自覚し

なければならない」と語った。

多くの人が行きかう横浜駅西口での朝鮮高校の」生徒と保護者と日本人の支援者

のスタンディングでした。毎月第一月曜日の15時から続けています。日本から神奈

川から差別が無くなるまで続きます。一日でも早く「差別がない日本・神奈川県・

横浜市」を実現したいと思います。《Ｙ》

【第１３回安保法制違憲訴訟口頭弁論】

第13回安保法制違憲訴訟口頭弁論が７月８日、横浜地方裁判所で開催された。コ

ロナ禍で原告、傍聴とも大幅に人数を制限された中ではあったが、関守麻紀子弁護

士、福田護弁護士の二名により意見陳述が行われた。

被告、国側の弁護士は、相変わらずの「変更なし、反論なし」と、まるで「何も

しなくても裁判所が勝たせてくれる」という態度であった。これに対して、福田弁

護士は「基本的な面、認否すらあきらかにしないのはおかしい」と追及したが、馬

耳東風、違憲・合憲にすら言及しないのだからあきれたものである。岡田尚弁護士

も「これは憲法違反ではないと散々国会で言ってきて、裁判になったら何も言わな

い、国民に答える義務がある」と追及しても国側は何もありませんの一言。

これには裁判官からも(そういうやり取りがあったことは)「確認できた。国側も

それでいいですね。次回で弁論終結としたい」と纏めるしかなかったようであった。

意見陳述の概要は以下の通りであった。

関守弁護士は、国側の言う「人格権について、極めてあいまいで具体的権利性が

ない」と言う主張について、人格権が判例においても広く認められており、保護の
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対象とされていること、平穏生活権が重要不

可欠な保護法益であり、客観的な危険が存在

しなくても危険への不安に曝されない権利が

判例からも認められていると主張した。

また、人格権は個人の人格・尊厳を保護す

る権利であり、原告らそれぞれの人格権の侵

害が判断されねばならないとして、これまで

に裁判で陳述した4名の原告について、人格

権とその侵害について述べ、新安保法制制定

後、いかにして人格や自己の尊厳を傷つけられたかを述べた。

福田弁護士は、「国の形」を規定する最も大きな要素の一つが軍事のあり方だと

して、日本の場合憲法九条が戦力を持たないという徹底した平和主義によって、平

和国家という基本的な国の形が規定されてきた、新安保法制は憲法改正によらずに

国の形を軍事国家に変えてしまうと指摘し、集団的自衛権の行使も容認し「専守防

衛」すらも破壊し、日米軍事一体化の状況など半田滋証人の証言も引用しつつ、戦

争の現実的な危機を示し、実際に戦争にならなけれぱ人格権の侵害は無いという国

の主張は誤りであることを指摘し、我々が求めているのは実際に戦争になる前の未

然の措置を求めていることを裁判所に認識を求めた。

この後、開港記念会館で、抽選に漏れた原告・傍聴者と合流し、報告集会がもた

れ、弁護団の報告、最終弁論に向けた意気込み、そして現在取り組んでいる「公正

判決を求める署名」の更なる強化、リーフやパンフの活用などがあげられた。また、

この日傍聴に来て頂いた飯島滋明名古屋学院大学教授(憲法学・平和学)の紹介と裁

判への激励的挨拶があった。なお、次回期日は11月18日15時からとなった、《Ｓ》

告知板
＠化学･生物･放射線･核（CBRN）訓練の抗議基地フェンス前行動

日 時 ８／２８(土）１６：００～

会 場 厚木基地北側フェンス前

主 催 基地撤去をめざす県央共闘

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


