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第５次厚木基地爆音訴訟原告団

団長 大波修二
厚木基地の激しい爆音に晒されて60年に

なる。国を訴えて５回目、司法は少し我々

の意に沿った判決を出したことが１度あっ

た。自衛隊機の飛行差し止めと、将来保証

を一部認めた。それは第４次爆音訴訟の第

１審と２審の判決であった。しかし、その

判決は最高裁で覆された。そして提訴して

から４年間が過ぎて、現在の第５次爆音訴

訟が進行している。

艦載機の岩国移駐により爆音は酷い部分だけ少し和らいだだけで相変わらず我々

を苦しめている。１ヶ月1000回以上の75デシベルを超える爆音が継続している。早

朝から夜８時過ぎまで確実に爆音時間は伸びている。又、現在は厚木基地の運用で

大きく不安が拡大している。 それは例えば、基地の飛行場上空のパラシュートに

よる物資の投下訓練やパトリオット・ミサイルの対処訓練であり、ＣＢＲN（国連で

禁止されている四種類大量破壊兵器）の対応訓練であって、確実に基地の運用に変

化が出てきている。更には、約30年間研究開発して難問を解決しきれなくて航空法

を特別に改悪して空を飛ぶことができるようになったオスプレイ（侵略的奇襲作戦

に優れた機能を持つ）の定期整備が厚木基地の隣接の日本飛行機k・kで10年間51機

が行われことである。整備完了すれば必ず試験飛行が行われれる。試験飛行はあく

まで試験なのであり、予想以上の危険が増大することは目に見えている。この様に

正に基地強化が確実に進行している。
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さて、第５次厚木爆音裁判は現在、一審（横浜地方裁判所）の全体的な流れを10

とするならば、７か８位のところである。１～６までは基本的な闘いの意義、闘い

の真実性、過去の第四次裁判の流れの批判、原告の被害の実態、被害要因の証拠等

の書面による証拠書類の提出。そして今は全体の７位で原告の証人尋問（全員で８

名）、内容は原告の代理人の主尋問と被告国による反対尋問で内容は原告の代理人

（弁護士が爆音の酷さ、生活の破壊、精神的肉体的な影響を質問する。裁判官が静

かに聞き入る。又反対尋問では「頻りに大分静かになったのでは無いですか」と冷

酷な無神経な質問を繰り返す。

あと２日間で４人の原告の証人尋問が行われる。主尋問40分、反対尋問20分。午

前10時30分から午後5時頃まで行われる。それが終わると、音の専門家（大学の教

授）証人尋問が行われ次に、基地周辺の爆音の酷い地域を裁判官、原告の代理人、

国の代理人の三者で現場検証が行われる。国は酷い爆音を裁判官に聞かせたくない

ので航空機を飛ばさせないようにするのでそれを予想して我々は音響の専門企業に

120デシベルの音を再現させて裁判官に爆音を再現させ聞いて戴くことを考えている。

それが終了すると結審、その後数ヶ月で判決が出ることになる。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

横浜市長選挙野党統一候補「山中竹春」さん初当選
～横浜IR誘致にストップをかける～

８月22日に投開票された横浜市長選挙で、争

点の一つになった、横浜・山下埠頭へのカジノ

を含む統合型リゾート施設（IR）誘致の賛否が

問われた。IR中止を訴えた元横浜市立大学教授

の山中竹春（48）が50万6392票を取り、２位と

の18万445票の差を付け、圧倒的多数の票を獲得

し、初当選した。横浜市18区中17区で山中氏が

トップを占めた。

23日午後、市役所で当選証書を受け取った山中氏は「身の引き締まる思い。市民

が本当に住んで好かったと思える横浜市をなんとしても作るという強い責任感でい

っぱいだ」と話した。

選挙戦で「断固反対」と訴えたIR誘致については「機能を停止する。IR推進の看

板は取り下げる」と話した。また、新型コロナウイルス対策については医療提供体

制の確保を速やかに進めていく」と述べ、ワクチン接種の加速やPCR検査の拡充を進

める考えを示した。今回の横浜市長選挙の投票率は49.05％と前回に比べて11.84と

増えて、市民の関心が高まった市長選挙となった。各区の区民の会は、街頭宣伝、

候補者と一体となった宣伝、住民投票請求運動を担った受任者への働きかけ、何十
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万にも及ぶ、全市でのポスティング行動。プラ

スターの掲示で市民に山中竹春支援を訴えた。

横浜をコロナとカジノから守る会（確認団

体）と一体となって闘った「カジノ反対の市長

を誕生させる会」では、23日に「山中竹春市長

誕生で市民の声が活きる新しいヨコハマが始ま

った」と世話人から「アピール」が出された。

８人の有力候補の争いになった横浜市長選挙は、８月22日に、投開票され、"横浜

をコロナとカジノから守る会"ら立候補し、政党では立憲民主党が推薦、日本共産党

・社会民主党、緑の党、新社会党が支援し、IR誘致に反対を貫く横浜港ハーバーリ

ゾート協会や私たちのカジノに反対の市長を誕生させる会（以下市民の会）などが

支持した山中竹春元横浜市立大学教授が激戦を制して当選を勝ち取った。「市民の

会」は、40年ぶりとなる直接請求を実現したカジノの是非を決める住民投票直接請

求運動を継承し、「IRカジノ誘致撤回」「住民自治を取り戻す」を旗印に、その思

いを託せる候補を擁立と、勝利を勝ち取ることでこれを実現するための運動を進め

てきた。「市民の会」に加わった18区の区民の会、カジノ誘致反対横浜連絡会、等

の団体とともに、「市民の会」が呼びかけた８月18日の一斉行動では、113駅で延べ

1000人が参加し、10000枚を超えるビラの配布やプラスターによる宣伝で、山中竹春

さんの押し上げに大きな力を発揮した。

市長選挙にあたって、立候補した８人の内６人の候補者は、IRカジノ誘致に否定

的な考えを表明し、IRカジノを推進し、住民投票さえ否定した自民・公明が事実上

支援する候補者までもが、「誘致を取りやめ」を表明した。加えて「市民の声を聞

く」まで標榜した。立候補者の多くが住民自治の拡充を政策として訴えた。こうし

た事実は、住民投票直接請求運動が多くの横浜市民の共感をつくり、市民世論を高

める重要な役割を果たし、IRカジノ推進勢力を追い詰めたこと示しており、この運

動の思いをまっすぐに受け止めた山中竹春さんの勝利に結びついたと確信している。

山中竹春さんが訴えた「IRカジノ断固反対、即時撤回」「データと科学的知見に

基ずくコロナ対策」「３つのゼロ」などの政策は、コロナ対策に無策を続ける政府

とこれに従うだけの横浜市政に対する対抗軸であり、市民の声に真摯に向き合った

結果の政策です。市民の会が政策協定として締結した「３つのチェンジ、５つの目

標」も反映した政策だ。

山中市長のもとでこれを着実に実行することがこれからの課題であり、これを支

え、促進する市民の運動と自治の力がますます重要になっていく。

「市民の声が活きる新しいヨコハマの始まりだ。住民自治をあらためて確認した

横浜市民の力を合わせ、山中市長とともに誰もが活き活きと暮らし、働き、学び、

育つ、素晴らしいまちヨコハマをごいっしょにつくりあげましょう」

このアピールの通り「IRカジノ反対・住民自治を守る」山中竹春市長が誕生した。
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しかし、市議会の構成は、自公が過半数を占めている。自民の一部・公明がIR反対

の小此木氏の支援に回った。言動通りであれば、市議会で「IR推進の予算」は削ら

れ、中学校給食の実現に予算が付けられる。

今後の山中市長の公約を実現するために支援してきた団体・組織がしっかりと、

山中市政を支える事が大切になった。カジノ誘致反対の市長を誕生させた。誕生さ

せたからには育てなくてはならない。横浜市政を市民の為の市政に変える第一歩が

始まった。今後とも、選挙公約実現に向けて、市民の運動は続く。

吉田(事務局次長)
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

ー命を守るために政治の転換をー
９月８日、議員会館内で立憲民主、共産。社

民、れいわの野党４党が「市民連合」と衆院選

への共通政策について合意しました。「れい

わ」が参加したのがこれまでとの大きな違い

で、来る衆院選へ立憲野党のキック・オフとな

りました。各紙・テレビの報道は下にまとめて

あります。――立憲民主党など野党4党は8日、

衆議院選挙で訴える共通政策を市民グループと締結しました。新型コロナウイルス

対策の強化のほか、消費税の減税や原発のない脱炭素社会を追求することなどを盛

り込んでいます。共通政策は有識者や市民団体でつくるグループ「市民連合」の呼

びかけでまとめられ、立憲民主党、共産党、社民党、れいわ新選組の野党4党の党首

らと「市民連合」の代表者が8日、国会内で顔を合わせ締結しました。共通政策では、

政府の新型コロナウイルス対策を通じて医療提供体制のぜい弱さが浮き彫りになっ

たとして医療費削減の流れにある路線を転換し、病院や保健所などの整備を迅速に

進めていくとしています。

市民連合と立憲野党の政策合意にあたっての声明
９月８日、市民連合が要請した、衆議院選挙を戦う際の基本的な政策について、

立憲民主党、日本共産党、社会民主党、れいわ新選組の各党首がこれを受け入れ、

本格的な野党協力の体制を確立することができた。このことは日本の民主主義を回

復するための貴重な一歩であり、関係各位の努力と英断に深い謝意を表したい。ま

た、各地の運動を通して野党に対して、小異を残して大同につくよう倦まずたゆま

ず働きかけを重ねてきた多くの市民にも心より感謝したい。また、国民民主党には、
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野党と市民の協力に結集することを引き続き

求めたい。

菅義偉首相は、自民党総裁選挙での再選が

難しいと見るや、いち早く退陣を表明し、自

民党総裁選挙を華々しく行うことで、菅政権

に対する国民の不満、不信をそらそうとして

いる。新型コロナウイルスの危機をここまで

深刻化させ、有効な政策を打てていないことは、菅首相個人の能力の問題だけでな

く、安倍晋三前首相以来の政権及び自民党の体質の帰結である。情報を隠蔽し国民

に虚偽を流布する、科学的知見を軽視し国民の声明よりも権力者のメンツや利権を

優先させる、建設的な対話を拒否し議会政治を無意味化する。これらの安倍、菅政

治こそが、今日の政治空白を作り出した。それゆえ、だれが首相になっても、これ

までの自民党政治の厳しい総括なしには、有効な政策を実行することはできない。

政策合意を機に、野党は政治の転換のために緊密に協力し、地域において市民も

それを支えていくことを求めたい。安倍、菅政治が続いたために、死ななくてもよ

い人が何人亡くなったのか、適切な医療を受けられないまま自宅で亡くなった人が

どれだけ無念だったのかをかみしめることから、衆議院選挙の戦いを始めたい。

この衆議院選挙は、野党側も政党ブロックを作り、小選挙区で政府与党対野党と

いう二者択一の構図を全面展開する初めての選挙となる。この政策合意は、国民本

位の政治を実現するための第一歩である。我々が生命と生活を守るために、さらに、

個人が尊重され、自由に生きられる伸びやかな社会を作るために、我々は全力を挙

げてこの選挙を戦い抜きたい。

2021年９月８日

安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合

各地の市民運動から(紹介）
【自由社歴史教科書不採択】

８月４日横浜市教育委員会が開かれ、2021年度の中学校教科書の再採択の教育員

会が開かれた。中学校歴史教科書は、審議会の答申通り、全員一致で現在使用中の

帝国書院が採択された！！

横浜市教委は、５月の教育委員会で、「教科書採択基本方針」策定の際に、文科

省通知の特例措置に基づく中学歴史の採択手続きを行うことを決定。ただし、この

方針の中で、歴史の教科書調査員を任命して自由社だけ新たに加えた2021年度調査

員報告、2020年度の実態調査報告（指導主事が作成）、2020年度の審議会答申等を

基に、2021年度審議会答申を作成することが決まっていた。つまり自由社以外の７

社の評価は昨年作成したものを使うというもの（他の教委でも見受けられた方法）。

事務局説明では、いつものような調査項目ごとに適合する教科書名を挙げていく説
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明は全くなく、いきなり「昨年度と同一が望ましい」との答申結果が報告された。

その後、各委員の発言があり、５人の委員は全員帝国書院の継続使用を支持しした。

教育委員からは、採択実施への言い訳、教員への負担増、多数のアンケートを読ん

だことなど、市民が声を届けてきたことへの反応と受け取れる内容が幾つもでてき

た。採決では、議長役に徹した教育長が、「答申の通り採択してよろしいでしょう

か」「異議無し」で決定。10年ぶりに無記名投票採決ではない採択決定でした。

横浜の採択には、まだまだ問題がありますが、ようやくまともな会議になってき

たと思う。多くの市民が教科書の展示会場に足を運び、意見を書いた。この意見書

が教育員会に置かれ、この意見書を教育委員が見ていた。このことも審議に影響を

与えたと思う。成果採択まで多くの区の教科書問題を考える会が、街頭宣伝や学習

会で、自由社と他の教科書との比較研究学習会を開き、自由社・育鵬社の歴史改ざ

ん教科書の誤りを指摘してきた運動の成果だ。《吉田》

【化学･生物･放射線･核（CBRN）訓練の抗議基地フェンス前行動】

８月２８日、県央共闘、厚木爆同、第５次厚木爆音訴訟原告団、神奈川平和運動

センターが、「基地撤去、基地機能強化反対、飛行差し止め実現、爆音訴訟勝利、

ＣＢＲＮ（化学・生物・放射線・核）訓練反対、オスプレイは来るな」を訴え厚木

基地に抗議する集会を行った。各団体のあいさつの後に行動宣言が拍手で採択され、

最後に「オスプレイは来るな」というボードを掲げてシュプレヒコールを行った。

《Ｔ》

【福島原発かながわ訴訟第二陣の提訴行う！】

９月３日、原発避難者、国と東電を訴える第二次訴訟を横浜地裁に提訴した。東

京電力福島第一原発事故で福島から神奈川県に非難を余儀なくされた、避難者５世

帯16人が１億８千万円の慰謝料を求めて提訴した。原発訴訟の第二陣となる。

訴状によると、東電は地震と津波で被害を予

測出来たのにもかかわらず、国は原子炉の安全

確保を適切に行わなかったため、事故を防止で

きなかった、としている。

原告弁護団事務局長の黒沢弁護士は「これま

での原発訴訟の判決では解決に至っていない。

被害の実相に見合った判決を望む」と話した。

第１陣の住民ら175人が国と東電に約54億円の損害賠償を求めた訴訟では、横浜地

裁が2019年２月、国と東電の責任を認め、原告152人に約4億1900万円を払うよう命

じた。原告側は「賠償水準が不十分」として東京高裁に控訴し、国と東電も控訴し

て東京高裁で審理が続いている。

控訴後の報告集会では顔出しはなく、原告の方は「私は、福島県中通りからの避

難者です。いわゆる『自主避難者』になります。私には子どもが２人います。原発
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事故の直後、私たちたちの住んでいたころは、『特に放射線の問題はないです』と

いう報道ばかりだった。そのため、子どもを山で遊ばせたり、何のたいさくもせず

外出させたりしていた。しかし、だんだんと、私たちの周りの場所の放射線量が高

いと判明した。子どもたちには、事故直後に色々危険なことをさせてしまったと、

今でも大変後悔している。不安は大ききなるばかりで、避難を決断した。私たちは

『自主避難者』つまり、『勝手に避難した』という扱いをされてきた。そのため、

私自身も無意識のうちにそう思い込んでしまい、心が萎縮し、生活が苦しくても、

誰にも相談出来なかった。それでも、子どもにこれ以上辛い思いをさせてはならな

いと想い、パートで働き、少しの収入で、何年も暮らしてきた。今でも、気持ちは

張り詰めていて、眠りが浅い日々です」と語り、参加者から大きな激励の拍手を送

られた。もう一人の原告からは、弁護士から代読される形で「東京電力訴訟への思

い」が朗読された。

このように原発事故10年がたっても、物理的にも、精神的にも「福島の復興」は

全く成し遂げられていません。福島出身・避難者というだけで「差別」される日本

社会。神奈川県は「共に生きる」という標語はあっても、名ばかりです。福島原発

かながわ訴訟を支援する会は引き続き、訴訟を支援していく。《Ｙ》

【9.4 英空母クイーン・エリザベス横須賀入港反対!抗議緊急行動】

９月４日、イギリス海軍の空母クイーン・エリザベスと多数の補助艦を伴った空

母打撃群が日本に寄港し、主力のQ・エリザベスが米海軍横須賀基地に入港した。同

日、神奈川平和運動センター傘下の労働組合・三浦半島地区労センター・厚木基地

爆音防止期成同盟・第５次厚木基地爆音訴訟原告団など、緊急に入港抗議行動を行

った。中国への牽制で、米、英、オランダ、日本の4か国が沖縄南方で共同軍事行動

を強行。その後、韓国釜山へはQ・エリザベス

艦内の新型コロナの100名規模のクラスター発

生も報じられるなか寄港は見送られたが、日本

には寄港するというデモンストレーションは許

されません。朝鮮戦争後の国連軍地位協定によ

り、英軍艦船も米軍横須賀を利用できることに

なっているが、その利用には限定的な条件があり、日本政府の合意も必要。今回の

イギリス空母の横須賀入港は、横須賀基地の新たな基地強化を意味するものであり、

参加者は、入港抗議! 「武器で平和は創れない」、憲法の非武装・戦争放棄の実

現! の怒りのシュプレヒコールをあげた。《Ｍ》

【[重用土地調査規制法は廃止！｝の声をあげよう】

９月５日、横浜駅高島屋前で、横断幕を掲げて「重要土地規制法」廃止の街頭宣

伝を行った。「重要土地調査規制法」は国会で強行採決され、１年後に施行される。

かながわアクションとしてセンター北に続いてこの日も横浜駅周辺に来られた方
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に、リレートークをしながら100枚のチラシを配布した。菅内閣が倒れても、自公政

権で作った法律だから、1年後施工され、政令で土地の国による没収・借り上げや、

売買や居住の制限がされてしまう。

法律の内容は、１．"国の安全保障"を口実に、政府が一方的に「重要施設」を指

定し、その周囲１キロと国境離島等の区域を首相が「特別（注視区域」に指定（具

体的には政令で）その区域内にある土地及び建物の所有者の個人情報を調査し、土

地の売買を届け出制にするもの。この法律のターゲットは、沖縄だけではない！

２．基本的人権が侵害される。「重要土地」には自衛隊等の施設以外に「生活関

連施設」（政令で指定）が含まれており、自治体の首長等による"情報の提供"、住

民には"報告または資料提出の義務を課すということは、思想・良心の自由、表現の

自由、プライバシー権など私たちの基本的人権が侵害されるということ。

３．弾圧がすでに始まっている。

４．戦争体制づくりの法律である。この法律は、特定秘密保護法、安保法制（戦

争法）、共謀罪法、デジタル庁創設関連法など、この間の戦時体制づくりの法律に

ほかならない。沖縄のみならず本土の反対運動の抑圧に向けて事前に備えるという

役割を意図している。

以上の訴えをした。プラカードを見て、どんなことを書いているの。福島から一

時的に横浜に住んでいる。福一から近いところにおじいちゃんが住んでいる。処分

に困っていることなどを話された人もいた。ほとんどの人がマスコミに毒され、米

軍基地があることさえなれてしまっている人々、重用土地規制法が戦争体制づくり

だとは思っていない。自民党の総裁が変わっても「日米同盟」重視に代わりはない。

今秋の総選挙で野党連合政権を樹立して、安部・菅政権がが強行採決で作られた

法律を廃棄しないと日本の平和は来ない。《吉田》

告知板
＠市民発･平和の集い 戦争体験を聞いて平和について考えよう

日 時 １０／１０(土）１４：００～ 参加費３００円

会 場 海老名市文化会館

講 師 平岡幸雄「私の戦争」

主 催 市民発・平和の会

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


