
- 1 -

かながわ

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

９／25、第25回かながわ反戦ツ

アー「上瀬谷米軍基地跡を巡る」

を開催した。相鉄線瀬谷駅北口公

園に18名が集合、５台の車に分乗

して米軍上瀬谷通信基地の跡地を

巡った。１番目は米軍の正面ゲー

ト、米軍上瀬谷基地返還と跡地利

用問題懇談会の山下さんから、上

瀬谷基地の歴史的背景、日本海軍の倉庫施設であったこと。戦後米軍が接収し電波

受信施設として使用。1960年に日米合同委員会で基地周辺に「電波妨害防止地域」

が設けられ、建物の高さや栽培する作物などに厳しい制限がかけられた。1978年フ

ェンスの外の国有地の内約22haが道路や農地用地として横浜市に譲渡される。1984

年フェンスに外の国有地のうち110haが耕作者へ売り渡されたが、農業専用地区であ

りながら農業基盤の整備が制限された。2003年施設警備をしていた海兵隊が撤退20

04年10月日米合同委員会で返還を合意、2015年６月30日全面返還される。横浜市が

2006年６月米軍施設返還跡地計画を策定。2014年瀬谷区民案ケートを実施。2017年

地権者が「まちづくり協議会」を設立、2020年３月31日土地利用基本計画を策定、

テーマパーク構想が浮上する。跡地利用は、約240人の地権者でつくる「まちづくり

協議会」（横浜市が主導）と横浜市が「観光・にぎわいゾーン」とするテーマ・パ

ークが構想が2020年７月20日の朝日新聞に報道された。その後、瀬谷区民と旭区民

に説明会が開催された。説明会で「跡地に毒物が

埋蔵されていることが発覚し、土壌調査が行われ

一部除去が行われている。2021年６月になり、テ

ーマパーク構想を巡り、相鉄ホーリデングが断念

した。開発の検討を三菱地所が新たに進めること

が19日関係者の取材で分かった（神奈川新聞６月

20日付）。そこで、横浜市内に広大に残る大自然
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を破壊することに対して、多くの市民が危惧を

感じている。しかし、上瀬谷に残されている大

自然は市民に認知されていない。短時間です

が、上瀬谷米軍跡地を観察して、この土地を横

浜市民の憩いの場所として残していきたいと思

いツアーを企画した。気候変動が激しい今で

す。気候変動を食い止めるには、森林をはじめ

とする緑地帯を残し、自然エネルギーを活用し

た産業・住宅の場として有効活用できます。２箇所目のゲート前で瀬谷環境ネット

の宮嶋さんから、環境ネットの地域の自然を次世代に吹き継ごうと2006年に発足し

て施設内にある田圃の周りで、小学生らによる「いきもの観察隊」が活動してきた

ことを説明した。ツアーの最後の高台の場所で、上瀬谷の全風景を観察した。そこ

に「ノスリ」の群れが飛んできて感動的でした。この地権者でつくる「町づくり協

議会」は、未だに、テーマ・パークに拘り、第三セクターの「横浜シーサイドライ

ン」に新交通スステムの導入を強要しようとしていて、花博に間に合わせようとし

ている。横浜シーサイドラインは「花博」後の集客を見通せないとして異論を唱え

ている。今回の反戦ツアーではこうしたいきさつを「瀬谷環境ネット」の宮嶋さん

から説明を聴いた。もっと多くの市民に見て・観察していただきたいツアーだった。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

第２５回かながわ反戦ツアー｢上瀬谷米軍基地跡を巡る｣に参加して
去る９月２５日、相鉄線瀬谷駅に集合し自動車に分乗、上瀬谷米軍基地跡地を巡

るツアーに参加した。当地を南北に貫く通称「海軍道路」は桜並木の名所として有

名で、また、基地内は広大な広場として開放されていたこともあり、子どもを連れ

て何度も遊びにきた思い出がある。休日は、家族連れで驚くほどの賑わいを見せて

いた。

しかし現在、桜並木は無残にも削り取られ、広場の入り口は金属製のシャッター

で閉ざされてしまった。市民の意見などは聞く必要はないという、国や横浜市の姿

勢をまるで象徴しているかのようであった。今回、この基地跡地の全体を案内して

いただき、現地を目の当たりにして、改めて、市民の思いや願いが利用計画の出発

点でなければならないという思いを強くした。

「米軍上瀬谷基地返還と跡地利用問題懇談会」の

山下さんからは、旧上瀬谷通信施設の概要、歴史的

背景、横浜市の跡地計画、土壌汚染問題、直近の取

り組みについて、旧基地入り口にて詳しい説明をい

ただいた。土地所有は、国110ha、民有地110ha、横

浜市22haとなっていて、利用計画に関して、国は、
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横浜市が策定する計画に委ねる姿勢だという。その

横浜市は、地権者との「まちづくり協議会」を経

て、昨年３月に、「観光・賑わいゾーン」「農業振

興ゾーン」「物流ゾーン」からなる利用計画を策定

した。

最大の問題は、テーマパークが構想されている

「観光・賑わいゾーン」である。まず、跡地には有

害物質による土壌汚染が確認されているが、鉛が主なので染み込むことはない、表

面を覆ってしまえば問題ない、というのが横浜市の説明だという。その考え自体が

無責任といわなければならないが、現地の自然を前にして、「この自然こそテーマ

パークではないのか」という思いが浮かんだ。アスファルトで覆い、人工的アトラ

クションをつくるなんて愚かだ。

瀬谷環境ネットの宮島さんが報告してくださったのは、瀬谷区最後の田んぼのあ

る大谷戸である相沢川流域でのいきもの観察活動などだ。市民は、この地に愛着を

持っているのだ。どろんこ祭りに夢中の子どもたちは、この豊かな生態系から多く

のことを学ぶだろう。人間は、自然からの恩恵、その代えがたい価値に気づく必要

がある。

カジノ問題で「二元代表制が機能しているから、市民の意見を聞く必要はない」

と言い切った横浜市。地方自治体がそのような見解を表明したことに、私は本当に

失望を覚えざるを得なかった。横浜市はその認識の誤りに気づき、上瀬谷基地跡地

問題では、まず市民の意見をしっかり聞き、市民を検討に加える姿勢に転換すべき

だ。二元代表制が機能するには、いうまでもなく、住民参加や住民意見が尊重され

る「住民自治」が、真の意味で機能しているからである。《Ｍ》

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

訴えは新市長に届くのか
横浜市の大谷戸の自然を残したい（瀬谷環境ネ

ット宮島さん）土壌汚染は上瀬谷だけの問題じゃ

ない（懇談会事務局長山下さん）

第25回かながわ反戦ツアー「上瀬谷米軍基地跡

を巡る」に参加して、山下事務局長が最後に「市

長が現地に足を運んでくれれば・・・」と言われ

た言葉が胸にズシリと来ました。

広大な緑の森や林が、横浜市にあることに、改めて驚きの声が多くの参加者から

出ました。上瀬谷通信基地跡を市民の憩いの場所にすれば現代人のストレスや、子

ども達の豊かな遊びの場、遠くに出かけてお金を使うのでなく自然とのふれあいで

喜びを獲得することが出来るのにと感じました。 《高久》
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●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

維新に取り込まれた政権批判票
それでも市民と野党の共闘しかない！

約１か月にわたる総裁選による「電波ジャ

ック」を経て首班指名を受けたわずか10日

後、岸田内閣は解散・総選挙に踏み切った。

Ｇ20等の外交日程すら無視して奇襲攻撃的に

仕掛けた党利党略選挙と言うほかない。

立憲野党と市民連合は20項目の政策合意を

結び、全選挙区の４分の３で候補者を１本化

して闘い、62の選挙区で競り勝ち、神奈川１

区や13区、東京８区や秋田２区、香川１区や徳島１区等で閣僚経験者や与党の重鎮

を破った。敗れた選挙区でも接戦に持ち込んだところも多く、１万票差以内が32選

挙区、うち５千票差以内は16にのぼり、野党共闘に一定の効果があったことを示し

ている。

とはいえ、自民党は議席を減らしたものの安定多数を確保し、維新を含めた改憲

勢力の合計で３分の２を超すところとなった。私たちは、今の政治に疑問や怒りを

感じている無党派層の共感を得るのに何が足りなかったのかの分析と反省を基に、

参院選に向けた体制の再構築を急がなければならない。

今回、メディアの議席予測の振れ幅が大きかったのは、全国的に一騎打ちの構図

が成立するという未経験の事態が生じ、しかも各地で接戦を演じてきたからに他な

らない。このため、政権側はメディアを通じて選挙期間中から「野党共闘」への

「ネガティブ・キャンペーン」を流し続けた。最大のナショナルセンターである連

合も野党共闘に背を向け続け、愛知11区では組織内候補の擁立を見送ったトヨタ労

組が自民党支持に回り、太田昭宏引退で議席奪回の好機だった東京12区では、連合

は公明党支持に回っている。

今回、維新が11議席から41議席に「大躍進」と報じられているのは、やや正確さ

に欠けている。維新は2012年時点では石原新党からの合流も含めて54議席を有して

いたし、2017年に議席を減らしたのは小池新党や川村新党の登場と無関係ではあり

えない。つまり、政権側が危機に陥ると、みんなの党や維新など「改革保守」を掲

げる勢力が批判票の「受け皿」として登場してくるという文脈の中で捉える必要が

ある。

その維新の松井代表は、11月２日の定例会見で来夏の参院選と改憲国民投票の同
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時実施を訴えた。自らがごり押しした改憲手続法すら読んでいないかのような暴論

には呆れるばかりだが、今後、憲法審査会の野党筆頭理事の山花郁夫や最大の論客

であった辻元清美らを失った中で、改憲圧力が高まってくることは想定しておかな

ければならない。

今、立憲民主党の執行部人事が報じられる中、あたかも野党共闘自体が誤ってい

たかのような攻撃がかけられている。国民民主党は早くも野党共同ヒアリングを含

む院内共闘体制からの離脱を表明した。しかし、各党がばらばらだったら、その結

果は火を見るよりも明らかである。少数意見を切り捨てる小選挙区制という最悪の

制度の下では、共通の政策を掲げて選択肢を鮮明にしながら候補者の一本化を進め

ること以外に私たちの選択肢はあり得ない。

小川良則（九条壊すな実行委員会）
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2021憲法を考える 11.3県民集会
「衆議院選挙と私たちの課題」の報告【寄稿】

後藤仁敏

衆議院選挙直後の2021年11月5日、かながわ憲

法フォーラム主催の県民集会「衆議院選挙と私

たちの課題」がかながわ労働プラザで開催さ

れ、約80名が集まりました。

司会の高梨晃嘉さんが「維新など改憲勢力の

議席が増え、今こそ改憲阻止の運動が重要にな

った」と開会挨拶しました。

次いで、飯島滋明さん（名古屋学院大学教授、 図1 講演する飯島滋明さん

憲法学・平和学）が「衆議院選挙と私たちの課題」について以下のように講演し

ました（図1）。

岸田文雄氏は総裁選に当たって「自衛隊法の改正」を掲げ、所信表明では辺野古

新基地建設を進めると述べた。10月には敵基地攻撃能力の保有をめざすため、国家

安全保障戦略の改定、防衛計画大綱や中期防衛整備計画の改定の意向も示した。

「憲法改正」についても、任期中に改憲をめざし、「国会の議論を進め、国民投票

に持ち込む」と述べた。安倍政権は、秘密保護法（2013年）、国家安全保障戦略

（2013年）、安保法制（2015年）、共謀罪（2017年）を制定し、菅政権も、デジタ

ル監視法（2021年）、改憲手続法（2021年）、土地等監視及び利用規制法（2021

年）など、戦争できる国づくりを進めてきた。岸田政権も、同じ道を進めている。

「自衛隊リストラ論」を回避するために、中国を仮想敵とし、アメリカの軍事戦

略「エアシーバトル構想」から「遠征前方基地作戦EABO」に協力して、南西諸島、

九州への自衛隊配備を進めている。これによって、九州や南西諸島は中国のミサイ
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ル攻撃の標的になってしまった。与那国島に沿岸監視部隊160人が、石垣島に陸上自

衛隊の地対地・地対空ミサイル部隊など500～600人が、宮古島に警備部隊380人、ミ

サイル部隊240人、整備部隊2100人が、沖縄本島に陸自第15旅団2100人が、奄美大島

に警備部隊、地対艦・地対空ミサイル部隊560人が、佐世保に水陸機動隊2100人が、

呉にはF35Bの離発着可能な護衛艦「かが」が配備されている。

戦争できる国づくりのために、教育基本法に愛国心がもられ、従軍慰安婦の文字

も教科書から消された。しかし、戦争で犠牲になるのは政治家や軍上層部ではなく、

一般市民や兵士であることを忘れてはならない。沖縄戦では県民には徹底抗戦を命

じながら、権力者は松代に逃げる準備をした。満州ではソ連軍の侵攻に関東軍は住

民を置き去りにしていち早く逃げた。

岸田自公政権は、コロナ対策への対応でも、国民の

ための政治を放棄し、戦争できる国づくりを進め、下

顎と学問を軽視・無視し、政治の私物化について説明

も改善もしない。このような自公政権に日本の政治を

任せるわけにはいかない。情報発信をしっかり行い、

改憲発議阻止の取り組みを強化し、国民投票に850億

円かけるのなら、その費用を教育の充実に使えと主張

しよう。改憲手続法にはCM規制やネット規制で問題が

あり、「金で買われた改憲」、「外国資本に買われた

改憲」、「デマで欺かれた改憲」にならないよう、し

っかり規制する必要がある。

休憩の後、衆院選で維新が伸びた理由、サイバー防

衛谷ついての質疑があり、最後に、中森圭子共同代表が閉会挨拶で「選挙結果は残

念だったが、野党共闘は今後も進めたい。75年目の憲法、守る運動を続けよう」と

訴えました。

衆院選挙直後の憲法集会で、改憲阻止の運動を進める第一歩となるたいへん意義

深い集会になったと感じました。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

各地の市民運動から(紹介）
【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】

10／10、海老名文化会館で本会副代表でもある平岡さんが、市民発・平和の集い

で、自らの戦争体験を語った。平岡さんは、日中戦争勃発時４歳、太平洋戦争に入

った頃は小学４年生、子どもの心に戦争がどれほど深い傷を負わせたかを語ってく

れた。学校の教師による朝鮮人児童への陰湿ないじめ、子どもたちは戦争へ突き進

むように教育されていた。平岡さんは、平和への道は武器を持って自営することで

はなく、他国と交流し仲良くしていくことだと語り、民間外交の実践者として、ロ

シアとの文化交流を続けてきたことの意味を語ってくれた。《Ｓ》
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【いっくの会４周年記念集会開かれる】

10月24日13時開場でいっくの会の会の４周年集会が

・星野久美子さんの「あなたがいなければダメ」「さ

やかに星のきらめき」「勝利をわれらに」「君に愛さ

れるために生まれた」という楽曲で明るく、澄み渡る

歌声で始まった。はじめのことば共同代表の井上啓さ

んから「野党共闘で自公政権を変えよう」と訴えた。

続いて「記念講演」として"菅政権下で進んだ監視社会

化、デジタル監視法、デジタル庁と土地規制法を中心

に"お話がされた。つくづくデジタル庁ができることで

監視社会が進み、ぎすぎすした社会が気づかされてい

く事を学習した。

立憲民主党から「安住惇さんが特別に篠原候補の支援の挨拶をした。安住さんは、

「横浜市民は、野党共闘と市民の力で、カジノ反対の山中市政を誕生させた。菅首

相も退陣に追い込んだ、野党共闘と市民の力だ。今回の衆議院選挙も野党共闘と市

民の力で自公・維新を追い詰めようと挨拶し、万雷の拍手が起こった。その後、し

のはら豪候補者から、今回の衆議院選挙で小選挙区で勝ち抜く決意表明がされた。

続いて、立憲野党の共産党・社民党・新社党・緑の党から決意表明を受けた。NHKと

神奈川新聞が取材したが、選挙期間中ということで、公選法の「個人演説会」とみ

なされる為に放映・報道は中止になった。海渡弁護士の「デジタル庁・特別土地規

制法のお話」は大変貴重な講演で、多くの参加者から、デジタル法の怖さ、土地規

制法の恐ろしさを改めて知りました。等。今回の講演は非常に良かったとの感想が

多く寄せられた。《吉田》

【しのはら豪氏 小選挙区神奈川1区で初勝利！】

過去２回の選挙とも比例で当選したしのはら豪は、無所属で出馬した前職松本

純に２万４千票の差をつけて初めて小選挙区での勝利を収めることができた。これ

は、野党共闘の成果であるとともに神奈川１区の有権者の皆さんの前自民党議員へ

の怒りと、今の自公政権への批判票が篠原氏へ託され、小選挙区での初勝利に導か

れた。開票が始まって間もなく当確の一報が流れると篠原事務所は大きな拍手と歓

声に沸いた。事務所に到着した篠原さんは「県庁所在地である１区で野党が１本化

して勝利した意味は大きく、責任の重さを痛感している。国会で闘うチャンスを頂

いたので全力で仕事をしていく」と当選への決意を述べた。

いっくの会は2017年５月から発足し、月１回の定例会と街頭宣伝を行ってきた。

民主党・民進党・希望の党から立憲民主党と一つの野党が変遷する中、しのはら豪

さんと共産党候補者と話し合いを進める中、４年前の総選挙で篠原さんに候補者を

１本化して、活動を続けてきた。
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全国的には自民党は絶対安定多数をを上回り、自公で291議席に達し「信任を得

た」と言っている。維新の党が伸びたのも危惧され、改憲勢力が７割に達している。

来年の参議院選挙で、改憲発動の動きも懸念される。ますます、市民と野党の共闘

をしっかりやらなければと思う。《Ｙ》

【「平和といのちと人権を！11.3憲法大行動

～憲法公布75年 ともに時代を切り拓こう！～」】

11月３日、「平和と命と人権を！11･3憲法

大行動」が国会正門前で行われた（主催：戦

争させない・９条壊すな！総がかり行動実行

委員会、９条改憲NO!全国市民アクション）。

現地参加者は1200人（オンライン参加を含め

2000人）でした。集会では、今回の総選挙の

前回勝てなかった小選挙区での勝利が24選挙

区、全体で62選挙区で勝利したという報告が

あり、高田健さんが「マスコミが野党共闘の結果議席を減らしたという報道がされ

ているか、共闘しないで62選挙区で勝てたか。」と発言し、野党共闘を実践した、

立憲民主・近藤昭一議員、日本共産党・田村智子議員、社民・福島瑞穂議員が連帯

のスピーチをした。いずれも「市民と野党の共闘」こそ憲法・人権・いのちと暮ら

しを守り、参院選に勝利するカギだと共通して述べていました。その中で近藤昭一

院議員は、「立憲民主党は残念な結果になったが、一本化の成果は大きかったと思

う」とも語りました。度と同一が望ましい」との答申結果が報告された。《杉山》

告知板
＠ピースフェスティバルin大和・綾瀬2021

写真展 「馬毛島のFCLP基地建設を考える」

併設展 「米軍再編と岩国基地の現状、厚木基地・オスプレイの問題点」

日 時 １２／１３(月）～１６日(木)１０：００～１９：３０

初日12:00開始、最終日18:00終了

会 場 大和市文化創造拠点シリウスやまと芸術文化ホールギャラリー

主 催 同 実行委員会

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


