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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

５／８、かながわ県民センターで本会の第26回総会、第83回平和憲法を守る神奈

川県民集会を開催。

第2６回かながわ平和憲法を守る会総会

第8３回平和憲法を守る 神奈川県民集会
日時 ５月８日(日)1７時半 ～ 17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)

「教科書問題から考える 教育への『逆流』のいま」

５月29日、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ＣＢＲＮ訓

練」の報告が行われた。パワーポイントを使って、Ｃ

ＢＲＮ(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。

「平和憲法を守る会」
ニュースＮｏ150 ２０２２. ５.１１発行
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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月19日、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。

９月25日、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した。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。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。

なお、２月11日の第82回平和憲法を守る神奈川県民集会は、新型コロナ蔓延防止

により中止した。平和憲法を守る会ニュースを144号～149号まで２カ月に１回発行、

毎月１回の幹事会を開催した。
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中帰連記念館と原爆の図丸木美術館を尋ねるスタディーツアーに参加して
さる４月９日に「かながわ歴史教育を考え

る市民の会」主催の「日帰りスタディーツア

ー」に参加した。コロナ禍でなかなか旅行も

行けないし、見学する原爆の丸木美術館は、

行くには遠くて足の向けられなかった所で良

い機会だと、旅行半分に軽く参加した。中帰

連平和博物館は、全く知らなかったので、つ

いでに寄る人の行かない所でも知っとくのもいいや、ぐらいの気持ちだった。

桜木町からの乗車、出発してすぐに、マイクで全員の自己紹介。続いて、ビデオ

上映をはさみながら、中帰連理事の松山英司さんのバス内講演になった。私の旅行

気分も一変し、一気に学習会モードになった。正真正銘のスタディーツアーだった

のだと思い知らされた。

中帰連は、戦犯として撫順戦犯管理所に収容されていた千名を超す人々が赦され

て帰国後、翌年に立ち上げた組織で、撫順収監の中で、自己改造していった体験

（そこでの人道的扱いを受けて自発的に更生していった経験）を語り伝えるととも

に、二度と戦争を繰り返さない強い決意で日中友好に寄与することを運動にしてい

るとのことだった。さらにその組織の中心人物のひとり、絵鳩毅さんの体験も詳し

く話された。

予定外の渋滞で、正午前にようやく丸木美術館に到着。まずその周辺の景観に圧

倒された。初春という時期もあったが、隣接する川を臨む自然景観が壮大な美術館

になっているのに驚かされた。館に入ると一転圧倒的な地獄図が迫ってくる。そし

て絵のそれぞれの顔が、強い憂いと訴えを私たちに突き付けた。この記憶を消去さ

せてはならないし、繰り返してはならない迫力が伝わってきた。

昼食は動くバスの中で。当初の予定では、隣接の川岸で弁当を

食べるつもりだったとのこと。誠に残念。

13時半ごろ、平和記念館に到着。案内表示もない、知らないと

行けないような民家で、極く小さな立て看板のある集会所のよう

だった。（右翼からの防御ゆえのことだ）中の会議室に案内さ

れ、事務局長の芹沢さんたちから、中帰連の歴史と撫順の奇跡の

話を伺った。

中帰連運動は、中国共産党に思想懐柔された帰還者として警察にもマークされ、

就職にもこと欠く中で、結成された撫順帰還者の相互扶助のネットワークとして始

まり、先の運動に発展していったとのこと。

話の中で何よりも強く響いたのは、撫順戦犯管理所の６年間の生活。自分たち戦

勝国の職員や国民が二食の粗末な食べ物しか与えられない中で、収監された日本人

には、三度の白米と立派な食事が出され、一人の死者も出さないように医療を充分
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に提供し、戦争犯罪人を人間として、捕虜としても人権

を徹底的に尊重したという驚くべき事実だった。

この半信半疑の扱いの中で、囚人が徐々に人間性を取

り戻し、人間らしい生活を取り戻す中で、読書や交流・

学習を進めていく。その機会を待つように、自らの歴史

的過去を振り返るよう提起がなされる。それを受け、自

発的な集団学習が行われ、集団討論・相互批判の中で、

自らの戦争犯罪と被害者の視点を織り込んだ、自己総括

を行っていく。このような辛抱強い教育姿勢に、またこ

のような戦争加害者に向き合い自力更生を促す、中国の

信じがたい凄さを感じざるを得ませんでした。これこそ

が極めて優れた戦争責任の認識方法であり、人間の更生を信頼する反省の教育方法

であると思わざるを得ません。どうしてこのような処遇や教育が生まれたのか、衝

撃の大きさに大変疲れたツアーだったが、大変充実した一日でもあった。

草間 豊(会員)

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

各地の市民運動から(紹介）
【2022「3・10東日本大震災かながわ追悼の夕べ】

2011年3月11日に日本列島を襲った東日本大震災

から11年になる。2014年から毎年開かれてきたこ

の追悼の夕べは、福島から神奈川に避難してきた

方々、また彼ら彼女らに寄り添う弁護士や市民た

ちが力を合わせ開いてきた祈りの場だ。一昨年は

新型コロナの猛威により公式には中止になった

が、実行委員会の有志でささやかな祈りの場を設

け、今年に祈りを繋げ、今年は公式に8回目の「追

悼の夕べ」となった。

今年も横浜市中区の象の鼻パークで開かれた。東京電力福島第一原発事故を受け

て県内に非難している人やその支援者・市民が約200人集まって、祈りを捧げた。1

100本のキャンドルには「11年経っても家に帰れない、心の復興はまだだ」「原発ゼ

ロ」「福島事故を忘れるな」等の言葉がキャンドルホルダーに刻まれた。と共にロ

シアのウクライナ侵攻を受けて「ウクライナに平和を」「戦争反対」と言ったメッ

セージも刻まれた。

例年、この催しに出演しているウクライナ出身の音楽家カテリーナさんは民族楽

器「バンドウーラ」の弾き語りを披露した。「希望、勇気、平和を願って、これか

らも歌い続けたい」と話すと拍手が沸いた。ウクライナ大使も駆けつけ、カテリー
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ナに励ましの言葉と」花束が送られた。福島県南

相馬市から横浜に非難した村田弘さんは「毎年こ

の日だけは静かに過ごそうと思っていたが今年は

違う。ウクライナの方々が避難している姿は11年

前に私たちが経験した光景と同じで、とても重く

辛い。ウクライナの戦火が一刻も早く消えるよう

に祈っていると話した。カテリーナのバンドウー

ラと村山二朗さんの篠笛でコラボした「イマジ

ン」の音色と歌声が天に響き福島原発被災者とウクライナの人々の一日でも早い幸

せを祈る追悼の夕べでした。《吉田》

【安保法制違憲訴訟かながわ判決】

３月17日、横浜地裁で安保違憲訴訟の判決が

あった。開廷に先立ち、地裁前で短時間の集ま

りを行い、行進を行うとともに、公正判決要請

署名を前日までに届いた分を裁判所に届け、累

計は76800筆に達した。報道機関もTV１社を含め

NHKや東京新聞など12社が取材に来ており、原告

も420人のうち約140人が駆けつけた。

判決は国家賠償請求及び自衛隊の防衛出動などの差止請求について「原告らの請

求を棄却する」という他の判決同様のものであったが、裁判長から読み上げられた

判決要旨は、他の地裁の判決の言い回し、所謂「コピペ」判決と異なり、原告らの

訴えに耳を傾けたこと、行政府と立法府に対し、裁判所として要望を述べたことな

ど、評価できる部分もあったが、総論では認めつつも棄却というものだった。しか

し、違憲審査権を行使しなかったことはどうしても承服できません。新安保法制の

憲法適合性に対しては判断するまでもないとして、回避し、平和的生存権、人格権

及び憲法改正・決定権の侵害も否定した。

判決は憲法13条により、戦争やテロ行為などにより生命・身体が侵害される危険

に曝されず、恐怖や欠乏から免れて生活する自由が保障されている事れを認め、ま

た原告らがそうした事へ恐怖や不安を抱き、精神的苦痛を感じている事も認めたう

えで「現時点で、生命身体侵害の具体的危険が生じているとはいえない」とし、

「新安保法制の立法行為によって権利が侵害されたとはいえない」としました平和

的生存権、憲法・改正決定権についても原告の主張にそって検討はしたが否定する

というものだった。

差止請求については、全国で行われていてる訴訟の中で初めて民事請求の適法性

を認めたものの、平和的生存権、人格権、、憲法改正・決定権は侵害されたら回復

が困難な事、近年の日本をとりまく安全保障感興が変化している事を認めつつも権

利・利益侵害の蓋然性を否定した。これでは戦争が現実に起きてからでないと、裁
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判に訴えることも法律の違憲性も問うことは出来ないということになってしまう。

現実離れしているということは、現在のロシアとウクライナの現実を見れば、いつ

だったら出来るのかと考えてみればわかると思う。

一方、判決では『関連二法(新安保法制のこと)については「存立危機自体」とし

て想定される事態の範囲など、既定の文言のみから直ちに明らかとは言えない部分

もあり、今後、既定の想定する事態等について相当数の国民の理解ないし共通認識

が不十分なまま、本件各差止請求にかかる命令及び事実行為が行われ、あるいは、

行われる蓋然性が生じることになるとすれば、決して望ましいこととはいえない。

上記蓋然性が未だ認められるに至っていない現段階のうちに、改めて、関連２法の

内容について、行政府による説明や立法府による議論が尽くされ、憲法が採用する

立憲民主主義と平和主義の下、広く国民の理解を得て、国の安全保障に関連する諸

制度が、国の平和と国民の安全を守るために適切に機能する制度として整備される

ことが望まれる』と判示していた。

これについて判決後に行われた報告集会で、

伊藤真弁護士は追認判決から立法・行政の説明

の必要性を説き、裁判官としての良心が少し見

えた、今やっておかねば危険で(憲法改悪を許

さないという)国民の覚悟が問われている、と

分析していた。また、福田護弁護士は権利は認

めつつも、差し迫ったものではないので棄却、だが新安保法制は規定があいまいで

ある事を指摘したと分析した。集会では原告代表からの報告や報道陣とのやり取り

も行われたのち、控訴に向けた手続きについての報告なども行われた後、終了とな

った｡《杉山》

【ウクライナに平和を! 原発に手を出すな！市民アクション】

３月21日、代々木公園で、「さようなら原発」一千万署名 市民の会と戦争をさせ

ない1000人委員会の呼びかけで、ウクライナに平和を! 原発に手を出すな！市民ア

クションが約2500人を集めて開催された。前段は迫力のある音楽、島キクジロウ ＆

NO NUKES RIGHTSが「理屈じゃない、今すぐに戦争を止めよう」と演奏。

司会の畠山澄子さんは涙ながらに「自分の無力さ」を感じたと言いながら「今日

集まれて大変うれしいです。この２年間、開催できずにいた。私たちはこれ以上、

市民の犠牲を増やさない。絶対に原発に手を出

せないことだ。このときも『避難をすべきか、

とどまるべきか』悩み続ける人たちがいる。ウ

クライナでは原発に向けた危うい状況だ。核の

被害を被害を知っている私たちがメッセージを

発信をしよう」と訴えた。

落合恵子さんは「ずーと憂うつな日々が続い
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ている。朝目を覚ますと心の重さを感じる。目を覚まさない方が楽かなとさえ思わ

される。その時間の間にもウクライナ、ウクライナとつぶやく。私たちは情報を報

道からしか得られません。子どもが、お年寄りが、どうなっているのか知るよしが

ありません。私が言えるのは『戦争をやめろ』だ。情報が入らない。わからない。

それが戦争なんだ。元首相が『核のシェアリング』を言う、許せません。世の中を

変えるのは少数派だということ。心に決めて前に向かおう」と訴え、澤地久枝さん

は「私は91歳になった。91年の人生でこんなプラカードを掲げ歩くと思っていなか

った。私は体を痛め自由がきかない。それでもこらずにはいられない。21世紀にな

って国が国に武力を行使する。原発がロシア軍に抑えられている。子どもたちが涙

を流している。周りで残酷な事態を見れば戦争を知らずにいられない。この子ども

たちを見ると本当に大人の責任を感じる。原発攻撃が行われればウクライナだけで

なくロシア国内にも被害が及ぶ。世界の人たちがロシアにNoと言わなければいけな

い。小さな一歩でも前に、負けるわけにはいかない」と語り、ウクライナ出身のナ

ターシャ・グジーさんは「私は何もできませんが、何かをしたい思いで参加した。

私は、小さいときチェルノブイリ事故で非難を

した。とても辛く悲しい思いをした。そんなと

き音楽にであった。今日はそんな思いで歌を歌

う」と語り「ふるさと」を日本語とウクライナ

語で熱唱、胸を打たれた。

ウクライナ緊急支援団体とピースボートから

カンパの要請ののち、代々木公園野外ステージ

からケヤキ並木通って出発、渋谷駅前や原宿駅

前のデモコースで沿道に訴えかけた。《Ｓ》

【さようなら原発首都圏集会】

４月16日に「さようなら原発首都圏集会」が2300名

を集めて、江東区亀戸公園で開催された。集会はニシ

カワmeetsフォークの音楽で始まり、主催者を代表し

て、鎌田慧さんが「ロシアのウクライナ侵略が公然と

行われているが、止められない現状がある。バイデン

はホロコーストと言っているが、ホロコーストといえ

ば、私たちは大空襲、原発投下で甚大な被害を体験し

ていている。ウクライナ侵略で、保守自民党は水を得て魚のような、核の保有、敵

基地攻撃を口にする。ロシア軍はチェルノブイリ原発制圧を狙い、塹壕を掘って大

量に被曝している。原発が核爆弾と同じ役割を果たしている。１日も早く、停戦と

戦争をやめさせる。平和運動を広める久々の集会です。原発をなくなるまで、戦争

がなくなるまで、頑張ろう！」と挨拶。

核燃サイクル阻止一万人訴訟原告団事務局長の山田晴彦さんは、六ヶ所再処理工



- 8 -

場について 判決の先延ばしを日本電源は妨害するとして、「6/12 六カ所村村長選

に立候補する。核燃料サイクルが動いたら大変と声を大にしてきた。頑張る」と連

帯の挨拶をした。

東海第二原発差し止め訴訟共同代表の大石光伸さんは、「闘いは東京高裁に移っ

た。昨年水戸地裁は東海第２原発を運転してはならないとした。福島第１原発事故

を受けてのものと思う。1年経っても始まらない。避難の実効性がなければならない。

東京高裁はこれをくつがえそうとする。原発事故から11年の闘いで明らかにされて

きた。この10年で真実を明らかにした裁判だった。歴史に刻んだ闘いで最高裁まで

頑張ります。」と連帯の挨拶をした。

原子力資料情報室共同代表の伴英幸さんは、ロシア侵攻と原発占拠について「思

いもよらないロシアのウクライナ侵略、チェルノービリ原発の制圧から、核施設で

ロシア兵の被曝があった。欧州一のサポロジェ原発も一時制圧された。いつでも原

発は標的される危険がある。日本では原発攻撃あればひとたまりもない。きちっと

危険を受け止め脱原発で頑張らなければならない。」と挨拶をした。

閉会挨拶では、落合恵子さんが呼びかけ人を代表して「木々を見て、当たり前で

すが原発のある国に春がきたと改めて思った。プーチンのウクライナ侵略をどんな

言葉を用いるのか？ 原発のある国に人は生きている事実。私たちは絶えちゃいけな

いのです。ウクライナに１５基の原発がある。日本も同じ、11年前の春、どれだけ

の苦しみを味わったか。その苦しみの一つも減らないで来た。耐えちゃいけない。

唯一の誇りは闘ってきたこと。権力と闘えます、宝です。私たちは被害者になりた

くない。福島の悲しみを振りかえりたくない。誰

に対して加害者にもならない。それが自分自身の

誇りだ。この先、環境は変わらないかもしれな

い。でも、変わらないからやらないも卑怯。ちゃ

んと平和を作ろうよと頑張りましょう」と締めく

くった。

集会の後は錦糸町駅方面へデモ行進し「さよう

なら原発」の声を上げ、脱原発のうねりをつくり

あげよう！と沿道へ訴えた。《杉山》

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

e-mail e-kaihou@nifty.com e-kaihou@ezweb.ne.jp


