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平和憲法を守る会

2021年は、コロナウィルスの感染再拡大と、自公政権、菅

内閣の場当たり的な対応のために、国民は大変な苦しみを受

けた１年であった。10月の衆議院選挙では、与党は議席を減

らしたものの、野党共闘も伸び悩んで維新が議席を増やし、

選挙後に野党共闘見直しの大キャンペーンによって、立憲民

主党は迷走しようとしている。

そのような情勢の中で、国会では憲法審議会が、維新や国

民民主党を巻き込んで進められようとしており、2022年、特

に夏の参議院選挙は、日本国憲法にとって正念場となろう。

昨年日本の周辺には、米国のみならず、英、豪、蘭、独等の軍艦が集結して、自

衛隊とともに中国を仮想敵として、共同軍事演習を繰り返した。明らかに自衛隊に

も集団的自衛権を行使させようとする危険な動きであり、情報を国民的に共有して、

厳しく批判していかねばならない。

昨年６月に強行成立された土地利用規制法も、今年９月に施行されようとしてお

り、神奈川県民の市民活動や財産権を侵害する内容であって、危険性を県民的に共

有して、これを発動させない戦いも重要である。

また、オミクロン株の流行を防止するための外国人の入国禁止の水際対策も、米

軍関係者には適用されずに入国ができ、沖縄では感染者のクラスターが発生してい

る。米軍基地を同様に抱える神奈川県民として、感染拡大の危険性を県民的に共有

して、入国させない戦いも重要である。

国民は２年間続いたコロナ禍のため、心身も生活も疲弊している。2022年は当会

も他の支援団体等と連帯して、コロナ禍の中での生活全般についての相談と回復活

動を、行う必要があるのではないだろうか。

今年こそ参議院選挙に向けて、コロナに萎縮することなく、行動を開始し、街頭

宣伝へ、集会へ、再び汗をかく必要があるのではないだろうか。

そして衆議院選挙の結果をきちんと総括して、国民のくらしの回復を実現すべき

要求を判りやすいスローガンにして、多くの人達に訴えていく必要があるのではな

いだろうか。

「平和憲法を守る会」
ニュースＮｏ148 ２０２２. １.１１発行
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野党共闘によって、横浜市長選挙に勝利し、カジノをやめさせたことも踏まえ、

特に野党共闘の要である立憲民主党に、国民の声を届けるための集会等を、各小選

挙区ごとに啓必要があるのではないだろうか。

私達のまわりの多くの人たちと共に今年を、生活と連帯の回復の年にしていきた

い。

呉東正彦(本会代表委員)
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

第８１回平和憲法を守る神奈川県民集会開催
日本が中国からアジア・太平洋へと侵略を拡大

した１２月８日から80年目の12/19、かながわ労

働センターで第81回平和憲法を守る神奈川県民集

会、不戦の誓いの集いを前田朗さんを講師に「日

本の戦争犯罪の歴史を明らかにし、改憲状況の中

で何ができるか」と題して開催した。前田さん

は、新型コロナ禍の2020から21年をふりかえり、

いのちを切り捨てる棄民国家と指摘、戦争への反

省とは何だったのか、国民主権の到達点と限界、「人として認められる権利」を知

らない日本と、ヘイト差別や名古屋入管の問題も含め、日本国憲法の平和主義と民

主主義について、具体的に問題点を指摘した。また、ダーバン反人種差別宣言など

憲法の平和主義の世界史的意義を再確認した。また、軍隊を持っていない国が国連

加盟国193ヶ国のうち25ヶ国があり、前田さんが実際に訪れた軍隊のない国家につい

て報告した。改憲が危惧される今日、９条を支える市民基盤の変容が必要だとし、

市民の平和力が大切であると指摘し、講演をまとめた。最後に、「今日ここに集っ

た私たちは、改憲勢力によるファッショ的な横暴を食い止めるため、内外の全ての

良識ある人々とともに、全力を尽くして行動することを宣言します」との集会アピ

ールを採択し、集会を終えた。参加者からは、「私たちの今後の行動に『何をすべ

か』ヒントのある講演だった」「とても興味深い話を聴くことができました。丁寧

な話を、短くまとめて話されたので充実した講演でした」との感想が寄せられた。

「紀元節」復活＝「建国記念の日」に反対し、今、改めて「皇民」化教育を問う

第82回平和憲法を守る 神奈川県民集会
「教科書問題から考える 教育への『逆流』のいま」
日時 ２月11日(金･祝 )13時半 ～ 13時15分開場

場所 県民センター７１１

講師 竹村 雅夫 (藤沢市議会議員、元湘南教組委員長)

緊急事態宣言などで会場が使えない場合、中止となります
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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

改憲策動を市民の運動で押し返そう
1. 「憲法改悪を許さない全国署名」を一気に広げましょう -
市民が望まない改憲論議よりコロナ対策を、憲法をまもらない勢力に憲法を語る

資格はない、「壊憲」政治から憲法まもる政治に、と奮闘いただく全国の市民の皆

さん。

憲法は今、戦後最大の危機です。たたかいは正念場です。いのち、くらし、平和

を守り、前進させる社会を次の世代に引き継ぐために、力を合わせて改憲策動を押

し返しましょう。「憲法改悪を許さない全国署名」運動を全国各地で広げ、たたか

いのうねりを大きくしましょう。

市民の皆さん。先の総選挙の結果、改憲を主張する勢力の議席数が３分の２を超

える大変残念な結果となり、改憲の動きが一気に強まりました。

岸田首相は年頭所感で「(改憲は)本年の大きなテーマ」と前のめりの姿勢を露骨

に示し、自民党には「憲法改正実現本部」を改組・設置しました。安倍・菅政権以

上の改憲暴走の姿勢です。その暴走を、「来夏の参議院選挙と同時の改憲国民投票

実施」を主張する日本維新の会などが加速させています。

年末の臨時国会では、予算委員会審議中に衆議院・憲法審査会を開催するという

これまでにない動きとなりました。改憲勢力は、毎週の憲法審査会開催や、スケジ

ュール、課題を決めた審議なども求めており、通常国会中に改憲論議が一気に進み

かねません。

12月16日に開催された衆議院憲法審査会では、自民党が「改憲４項目」をベース

にした審議をもとめ、コロナ対策を口実にした緊急事態条項創設を求める意見もだ

されました。しかし、改憲の真の狙いが憲法への自

衛隊を明記にあることは明らかです。

岸田政権は、敵基地攻撃能力保有を明記する防衛

計画大綱などの見直しや軍事費をGDP２％への大軍

拡を進めようとしています。他国攻撃可能な武器の

保有は違憲としてきた従来の政府答弁を見直すこと

とあわせて、「９条改憲」もと狙っているのです。

中国が覇権主義を強め、アメリカとその同盟国が中国包囲を強固にするもとで、

日本も軍事対軍事、武力には武力の道に進むのか、憲法９条をいかした平和外交に

立ち戻るのか、今、その岐路に立っています。果てしない軍拡競争のために、市民

のいのち、くらし、人権を二の次にする政治を認めるのか、それを拒否するのかの

岐路でもあります。

この夏に予定される参議院選挙で、立憲野党の共闘を前進させて改憲勢力を少数

に追いやり、政治転換への市民の信頼を広げるためにも「憲法改悪を許さない全国

署名」を大きく広げましょう。改憲ＮＯの市民の意思を形にして、国会内での立憲
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野党の奮闘を後押ししましょう。

可能な形態での宣伝・署名行動、学習・講演会活動などを全国で一気に強めまし

ょう。

憲法施行から75年目となる５月３日を第一の節目に、夏の参議院選挙を第二の節

目に、年明けから取り組みを飛躍させましょう。

市民の皆さんの総決起を心から訴えます。

2022年1月5日

９条改憲ＮＯ！全国市民アクション

戦争させない・9条壊すな総がかり行動実行委員会

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

各地の市民運動から(紹介）
【厚木基地の新たな運用を許さないための緊急行動】

11月26日、厚木基地正門前で12月４日

から17日まで王城寺原演習場(宮城県)で

行われる日米共同訓練の実施に伴い11月

30日以降MV22オスプレイ６機程度、大型

ヘリCH-53４機程度が、機体整備・給油

のため厚木基地を使用することに対し、

厚木基地爆音防止期成同盟（厚木爆

同）、第五次厚木基地爆音訴訟原告団、県央共闘会議、神奈川平和運動センター加

盟労働組合・団体は、厚木基地の新たな運用は許されないと、厚木基地の米軍司令

官に対し申し入れと抗議行動を行った。

特にオスプレイは、厚木基地エリア内の民間企業・日本飛行機で定期整備を行う

契約が結ばれた。構造的欠陥機と言われる危険なオスプレイが厚木基地周辺で飛び

回ることは騒音が増々酷くなり、将来厚木基地がオスプレイの整備・給油の拠点に

なるのではないかと基地周辺住民は強い危惧を持っている。そして、厚木基地司令

官に「日米共同訓練を中止し厚木基地でオスプレイの整備・給油を行わないこと」

等五項目を申し入れ、シュプレコールで抗議した。《Ｍ》

【第７回海老名市民平和集会＆パレード】

海老名市において2015年、安倍内閣が集団的自

衛権行使容認の閣議決定をしたことで、平和憲法

の危機を感じ、日本を戦争する国にしたくないと

多くの海老名市民が集まり「海老名共同行動市民

の会」を結成した。「戦争法」が強行採決された

９月19日を忘れず、毎月19日に駅頭宣伝と署名行

動を取り組んできた。さらに市民に広く訴えるた
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め「海老名市民平和集会＆パレード」を毎年秋に開催し、市民か

らの訴えや海老名市市議会議員からあいさつをもらい、その後市

内中心部をパレードして回った。

今回12月５日の開催は７回目となり、先の総選挙において神奈

川13区の選挙区で自民党の甘利幹事長（当時）を破り当選した太

衆議院議員も駆け付け、野党共闘によるものと感謝を述べた。

13区での勝利の勢いもあって昨年より多くの参加者があり、パ

レードでは薄曇りの肌寒さも吹き飛ばし、岸田内閣の危険性と平

和憲法の大切さを市民に強くアピールしました。《高木》

【かながわ安保法制違憲訴訟】

かながわ安保法制違憲訴訟の第14回口

頭弁論・結審が12月９日に横浜地方裁判

所101号法廷で開催された。開廷に先立

ち、全国から集められた公正判決要請署

名を提出し、集まった原告、傍聴者によ

り裁判所前での行進も行われた、なお、

公正判決要請署名は今後も取り組まれ、

来年１月の13日及び27日に関内駅南口前での宣伝活動も予定されている。

原告側のこれまでの主な主張としては、１．新安保法制の違憲性、２．新安保法

制の危険性・平穏生活権、３．憲法改正決定権・平和的生存権侵害、４．原告らの

被害(被害各論)・戦争経験者の被害・基地周辺住民の被害。５．全国の訴訟の状況、

６．裁判所は憲法判断を回避してはならないことであった。

裁判では、まず冒頭、福田護弁護士から本日の弁論への簡単な説明の後に、斎藤

宙也弁護士から、新安保法制の違憲性について「集団的自衛権と個別的自衛権は、

重なり合うことはない」として、国連憲章や宮崎証人の証言を引用し、集団的自衛

権の行使が他国への武力介入権になっているという現実がその本質であると訴えた。

続いて、関森麻紀子弁護士は新安保法制法制定により武力行使、武力行使に巻き

込まれる危険性が現実に生じたこと、原告らが人格権、とりわけ平穏に生活する権

利を侵害されている事を、基地周辺の被害状況などを引用して訴えた。

次に高橋瑞穂弁護士は平和的生存権、憲法改正・決定権について述べ、平和的生

存権は複数の下級裁判例で認められており、国連の「平和への権利宣言」に通じる

ものであると訴えた。更に憲法改正・決定権について国側の「国賠法上の救済を得

られるほど具体的、個別的な権利ないし法的利益」ではないとする主張に対して

「憲法に関する重要な改正問題が浮上し法の規範的意味内容が変更されようとして

いる今回の様な場合には、国民の憲法改正・決定権の行使が具体的な問題として浮

上」「改正の賛否について意見表明をする権利が保障される必要があった」として

被告の主張の失当を指摘した。
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また、竹森裕子弁護士は戦争体験者らの被害と損害の実態について弁論を行い、

横浜大空襲での凄まじい体験談、そしてその事による長きにわたるトラウマ、東京

大空襲体験者、戦没者遺族の話、そして原爆二世と、新安保法

制により、かけがえのない平和が失われるのではないかという

不安と苦痛の日々を送っていることを述べた。

石黒康仁弁護士は、米軍基地周辺住民の立場からの被害を、

軍用機を目の当たりにし、日常が戦争と隣り合わせにある事の

実感、騒音被害、基地に対する攻撃による生命・身体への危険

性の実感、原子力艦船による被爆への恐怖などを訴えました。

伊藤真弁護士は、憲法判断の必要性について力説し、安保法

制において、正規の手続きを踏むことなく、これまでの国のあり方を一変させ、こ

れらの違憲性を是正するべきはずの裁判所まで違憲判断を避ける事は許されないと

し、憲法99条に他ならないと陳述。どうせ裁判所は違憲判断など出せないと高をく

くっている、司法がないがしろにされ、二流官庁として見下している。司法に携わ

るものとして悔しくてならない、原告らの権利侵害の有無を判断すするためには、

安保法制の違憲性の判断が前提として必要である。明白な違憲の立法行為によって

法的保護が必要な精神的苦痛を被ったと訴えているのだから、その原因である立法

行為が違憲なのか合憲なのかは権利侵害の有無、程度に大きな影響を与えますと訴

え、必要があれば憲法判断を行うことは許されるし、むしろ必要な場合がある事は

憲法学者のみならず最高裁も認めている。本件はまさに明確な違憲判断が必要だと

迫った。さきの衆議院選挙にもふれ、野党側の「安保法制の違憲部分を廃止するこ

と」が政策合意に含まれていたが、争点とされる事もなく、野党の敗北に終わり、

政治部門によって憲法破壊なされたときに、それを選挙などの政治過程で回復する

ことが事実上不可能あることを示しており、憲法はそうしたときの憲法秩序の回復

を裁判所に託したのだ。なのに裁判所が逃げてしまったら。、一体だれが立憲主義

を健全な状態に戻すというのかと訴え、所内から大きな拍手がおくられましたが、

裁判長は特に制すすることなかった。

最後に福田護弁護士は、総括的に、この国が道を誤ることのないようにと、現状

の国際情勢から見た「新安保法制の制定によっ

て。戦争の将来の危険が高まり、恐怖や不安苛ま

されていると訴えている」とし、「新安保法制を

違憲とする判決を発せられるよう心から訴えて。

原告らの弁論を終わります」と締めくくった。

今回も国側の弁論は無く、次回は判決とすると

いう、裁判長からの発言があり、来年3月17日11

時30分に言い渡されることとなった。この後波止場会館で報告集会が行われ、本日

の弁論の説明や今後判決に向けた署名活動並びに全国の状況、質疑応答などが行わ

れたが、参加者の関心は改憲発 議に向けられているようであった。《杉山》
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【辺野古の海を壊すな！沖縄を戦場にするな！】

12／12、島ぐるみ会議と沖縄を結ぶ会主催

で、沖縄に強い繋がりを持つ”鶴見沖縄県人

会館”で山城博治さんをお迎えして、沖縄の

基地問題を考える講演会が開かれた。開場一

杯の130人が参加した。

開会で主催者から、沖縄の防衛省の設計不

承認を玉城デニー沖縄県知事が出されたこと

に、神奈川からも連帯の行動を起こそうと提

起があった。続いて、宮城義光さんから『屋嘉節』『平和に生きる権利』等ミニコ

ンサートが行われ、山城さんも登場し一緒に「ここに座り込め」を歌い、講演に入

った。山城さんから「辺野古新基地の埋め立て予定海域に広がる軟弱地盤対策とし

て、政府が沖縄県に申請していた設計変更について、玉城デニー知事は11月に不承

認とした。軟弱地盤を巡っては、専門家の調査団が震度１以上の地震が発生すれば

護岸崩壊の危険があると解析している。山城さんは、新たな大規模工事が必要とな

るたびに設計変更を申請し、法廷闘争の末に最高裁の判断が出るまで工事を中止す

る事態を繰り返すことが想定される。不承認で言及されたジュゴン、遺骨交じり土

砂の搬入の根源的問、この件は新基地建設と離れて（死者を冒涜する行為）とする

県民の感情に触れる一つの大きな問題になっている。辺野古の海の最深部予想で90

ｍ。そこから立ち上がる砂杭は微震で決壊、崩壊されるという。はたして本当にこ

の「公共工事」は完成させうるのか。結論的に言えば、この工事は出来ない、完成

のめどが立たない工事である。山城さんは、南西諸島で強行される自衛隊配備につ

いても言及した。「辺野古新基地は南西諸島に造られる軍事基地の基幹基地になる。

中国との緊張が高まる中、ひとたび戦端が開かれれば危機に直面するのは住民だが

「首相らは戦場がどうゆうものか分からな

い。ゲームのような感覚で戦争を見てい

る」。故翁長雄志前知事が残した「沖縄が

日本に甘えているのか。日本が沖縄に甘え

ているのか」という言葉を挙げて、「沖縄

にまた玉砕せよと言うのか。どこまで沖縄

に甘えているのか」と政府の姿勢に怒りの

声をぶつけた。

沖縄・一坪反戦地主会関東ブロックから

連帯の挨拶を受け、代表世話人から閉会の挨拶を行い、閉会した。会として、2022

年１月13日から15日にかけて座り込み行動が呼びかけた。この時期現地では名護市

長選挙の前で座り込みが手薄になる。現地の人々と連帯した「座り込み行動」にご

協力をお願いします。《吉田》
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【福島原発かながわ訴訟東京高裁第９回公判】

12／17、福島原発かながわ訴訟の

控訴審が、東京高裁で行われた。第

９回の法廷では、原告側の後藤政志

証人が「非常用配電盤や発電機を高

台に移設するか、浸水しないように

水密化をしておけば、事故は防げ

た」と、原子炉格納容器の設計や保守、管理責任者を務めた経験を基に、国の責任

を巡る争点の一つである事故の「結果回避可能性」について詳細に証言した。

後藤証人は、「これらの技術は十分に確立されており、１年もあれば実施可能

だ」とも明言。「国は、少なくとも2009年９月には敷地高を超える津波の到来が予

見でき、電源設備の移設を命じるべきだった」として国の責任を認めた横浜地裁判

決を裏づけた。

右のHPから見られます。URL: https://sites.google.com/site/fukukanaweb/

東京高裁での控訴審は、第10回が３／25、第11回が６／４と決まり、今年の秋口

に結審、今年度内判決をめざして終盤に入った。また、横浜地裁での第２陣も始ま

る。《Ｓ》

告知板
＠憲法を変えるな！～安保法制違憲訴訟の勝利を目指して
日 時 １／２７(木）１８：３０～ 17:00開場 17:30プレイベント

会 場 日本教育会館一ツ橋ホール 会場参加 800円、zoom参加 500円

講 師 石川健治さん（東京大学法学部教授）

福田護弁護士「全国の訴訟について」

https://anpoiken20220127.peatix.com

主 催 安保法制違憲訴訟全国原告連絡会

＠福島原発事故１０年企画～講演と展示～

日 時 ３／４(金）～７(月）１０：００～１７：００

会 場 新横浜・オルタナティブ生活館・スペースオルタ

https://sites.google.com/view/hukushima31110year/

主 催 福島原発事故10年企画実行委員会

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

https://sites.google.com/site/fukukanaweb/
https://anpoiken20220127.peatix.com
https://sites.google.com/view/hukushima31110year/

