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平和憲法を守る会

５月８日、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

開催した。総会では、事務局長の瀬川から、21年

度の活動と決算を報告、また、22年度の役員と活

動計画を提案し、共に拍手で承認された。新役員

には、新たに代表委員として大波修二さん、副代

表委員に山城惠子さん、事務局次長に杉山隆次さ

んが選出された。総会後には、元湘南教組委員長の竹村雅夫藤沢市議が、『教科書

問題から考える教育への「逆流」のいま』と題して、歴史教科書の採択結果、育鵬

社を激減に導いた市民の闘い、道徳教科書の問題点などについて記念講演した。

竹村さんは、歴史教科書における育鵬社版の不採択へ

の取り組みとその問題点を指摘した。また、育鵬社版

の出て来た背景である日本会議や日本教育再生機構の

実態について提起した。続いて、安倍政権が教育基本

法の改悪、免許更新制の導入、「道徳」の教科化など

教育への政治的介入の実態を明らかにし、学校現場が

破壊された現状を報告した。日本学術会議の任用問題

も含め、今後も続く教育への逆流の危険性を指摘した。

教科書問題も含め、教育問題の重要性、市民との連帯が大事であり、この攻撃は憲

法改悪と一体であることを学びあえた。この講演は、新型コロナによって２度も中

止となったが、３度目にやっと実現した。

２０２２年度役員
代表委員 呉東正彦 大波修二

副代表委員 平岡幸雄 山城惠子

事務局長 瀬川 均(海老名)

事務局次長 吉田 明(横浜)・杉山隆次(横浜)

幹 事 山田 勇(横浜)・小川良則(横浜)

影山武房(横須賀)・関野和義(湘南)
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２０２２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

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」「デジタル監

視法案」「経済安保法案」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、県内外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」、「基地撤去をめざす県央共闘会議」などの組織や中央の「憲法を
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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「第五次厚木基地爆音訴訟原告団」「原子

力空母はいらない横須賀母港化問題を考える会」、「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。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

改憲発議許さない！守ろう平和といのちとくらし2022憲法大集会祝！施行75年
５月３日、憲法施行７５周年の節目となった今

年「改憲発議許さない！2022憲法大集会」が東京

都江東区の有明防災公園で、平和といのちと人権

を！５．３憲法集会実行委員会の主催で開催さ

れ、15000人が集まった。

この集会はこの間コロナ禍の中で。規模を縮小

して開催されきたが、今回は有明防災公園で３年

ぶりの開催となった。11時からはサブステージと

ブースが開始され、12時30分にメインステージで今回は、政党からは立憲民主党、

日本共産党、社会民主党が登壇した。代表の藤本泰成さんは「９条を『非現実的』

という人に『敵基地攻撃能力や核保有で国民の命を守れるのか』と問いたい。国民

の生活を圧迫し、平和が壊れるだけだ」と批判した。

立憲民主党からは衆議院議員で衆議院憲法審査会幹事の奥野総一郎さんが登壇、

「絶対に９条を守る。国民に今の与党の改憲案のひどさを訴えていきたいです」と

発言した。共産党の志位和夫委員長は「危険に乗じて９条を改定し、日本を軍事対

軍事の危険な道に引き込むのを止めよう」と訴え、社民党の福島瑞穂党首も「武力

で平和はつくれない。今こそ９条が世界で輝く時ではないか」と力強く訴えた。

メインスピーチは憲法審査会問題で改憲問題対策法律家６団体連絡会の大江京子

さんが、「岸田政権は専守防衛を捨て去り、憲法９条を変えて巨大な軍事力を保持

しようとしている。憲法の施行から75年という節目の年に、９条は最大の危機を迎

えていると言わざるをえない。ロシアによるウクライナ侵攻が続く今だからこそ、

みずから９条を選び、つかみ取ることが求められている」「市民の尊い犠牲の末、

戦争の惨禍を起こさせないと誓い、日本国憲法を定めた。この決意を捨てさって良

いわけがない」 と訴え、ジェンダー問題ではフリーライターの小川たまかさんが、

沖縄・日米地位協定問題では琉球大学名誉教授の髙嶋伸欣さんが、憲法からみる貧

困・労働問題ではジャーナリストで和光大学名誉教授の竹信三恵子さんがそれぞれ

発言した。

市民連合の中野晃一さんは、「自衛権の名のもとにフルスペックの集団的自衛権

の行使までやるということになると抑止力に頼るしかなくなります。これは９条が

ないのと同じです。まずは、参議院選挙です」「（戦争防止のために双方の国が）

抑止一辺倒だと、互いに抑止と言いながら軍拡競争になる」と指摘し、「９条を守
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り、先に攻めるつもりはないという『安心供与』

をして初めて安全保障政策として成立する」 と

訴えた。

集会では「（ウクライナ危機に）便乗した日本

政府の一切の軍拡策動に反対し、憲法９条を掲げ

世界の市民とともに平和をつくり出す闘いに全力

を挙げてとりくむ」との特別決議が読み上げられ

た。 終了後、参加者はのぼりやプラカードを手

に行進した。

「改憲発議許さない！守ろう平和といのちとくらし 2022 憲法大集会」特別決議
ロシアがウクライナに侵攻してから間もなく２カ月半になる。

ウクライナでは500万におよぶひとびとが難民となって国をのがれ、それに倍する

人びとが国内で戦火に追われて住む家を失って難民となり、数えきれない人々が殺

され傷ついている。学校や病院、民間アパート、鉄道駅など非軍事の施設まで爆撃

され、無差別に砲撃されている。原子力発電所も制圧された。ウクライナの肥沃で

広大な畑や野原や林も焼け野原になった。これらはすべて「戦争」のなせる業だ。

いま人々の「戦争やめろ」の声が、ウクライナから、プーチンのロシアから、東西

ヨーロッパから、アジアから、アフリカから、中南米から、全世界から地鳴りのよ

うに聞こえてくる。「戦争反対」「侵略やめろ」「直ちに停戦！」の声が世界各地

から上がっている。

爆弾と砲撃の轟音の中で、日に日に高まるこの声こそが希望だ。平和を願う全世

界の人々の切実な声こそが希望だ。この声は非道な戦争を進めるものの手をやがて

縛りあげ、戦争を止めるだろう。

この度のロシアのウクライナ侵攻は二度にわたる世界大戦を経て人類が獲得した

国連憲章の「国際紛争を平和的に解決する原則」に反し、「武力による威嚇または

武力の行使を禁止する国連憲章第1章2条4項に明白に反するものだ。

いかなる理由があれ、ロシアの今回の蛮行は許されない。ロシアはただちに軍事

行動を停止し、撤退しなければならない。

しかし、わたしたちはこの侵略戦争のさなかに、日本で惨事に便乗するがごとく、

まことしやかに語られている暴論の数々を見逃すことはできない。「憲法９条は役

に立たない」「日本も非核三原則を放棄して米国と核兵器を共有すべきだ」「軍事

費を倍加しよう」「台湾有事に備えよう」「敵基地攻撃能力をもとう」「基地だけ

ではなく敵の中枢も攻撃しよう」などなどの言説だ。

憲法９条にもとづいた外交努力で近隣諸国との友好共存関係の積み上げを怠り、

列強との軍事同盟や軍事協力を強化し、軍事力を強化して緊張を煽り立て、いたず

らに他国を誹謗し、戦争の危機をあおり立てるこの道は、日本を際限のない軍拡競

争にひきづりこみ、やがて壊滅的な戦争の勃発を招きかねないものだ。この道は日
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本がかつて歩んだ道だ。これこそがいまウクライ

ナで起きている事態の教訓ではないか。

本日、日本国憲法施行75周年にあたる５月３

日、東京・有明防災公園に集まった私たち市民

は、集会の総意において、平和を希求する全世界

の民衆に連帯し、なかんずくウクライナとロシア

の民衆に連帯して、ロシアの侵略戦争を直ちにや

めよ、人を殺すな・即時停戦実現の声をあげる。

そしてこれに便乗した日本政府の一切の軍拡策動に反対し、憲法９条を掲げ世界の

市民とともに平和をつくり出す闘いに全力を挙げてとりくむことを、宣言する。

2022年5月3日

改憲発議許さない！守ろう平和といのちとくらし 2022 憲法大集会

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

各地の市民運動から(紹介）
【瀬谷西高校の菅の講演会中止に追い込む！】

６月13日予定の菅元首相の、瀬谷西高校での講

演会は中止となった。この講演会の企画は、自民

党の県会議員が瀬谷高校と瀬谷西高校の統合によ

り西瀬谷高校が廃校になるので、その記念に「菅

前首相」を呼ぶ企画をした。問題は、対象が３年

生のみであり、有権者である18歳に達した高校生

を前に、かつ参議院選挙直前におこなわれようとしたことだ。教育基本法24条の政

治の介入にあたるため、多くの団体・個人が抗議の電話や申入書を高校・県教育委

員会提出し、県は何等の問題もないと回答してきた。しかし、新聞に掲載されたた

め、全国的な問題になり、高校も中止に追い込まれた。

市民による120件以上の電話などの抗議、要請があり、10団体から中止要請の文書

も出された。６月９日はは瀬谷西高校門前でもチラシの配布が行われ、やっと教育

委員会が中止決定の通知を出した。理由は講演者の都合ということだったが、とも

かく止めた。多くの市民の機敏な対応要請行動等の結果だ。

経過は以下の通りです。。

・５月31日(月) 講演会実施の記者発表・これは記者会見をしたのではなく投げ込

みだけだった。

・６月１日(火) 神奈川新聞記事掲載・識者「教基法違反の恐れ」と中見出しをつ

け、名古屋大学の中嶋哲彦名誉教授のコメントを載せた。ここがす

ごいです。この記事で中止を求める運動に火がついた。

・６月１日(水) 市民、県民、また県外からも、一斉に、県教委高校教育課、瀬谷

西高校へ抗議の電話、中止を求める電話をかけ始めた。
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・６月２日(木) 抗議の電話を呼びかけ、多くの方が電話ファックス、県教委、学

校にしました。面談要請も始まった。

・６月３日(金) 神奈川新聞社説発表 「中立逸脱中止を求める」。神奈川新聞に

励まされ、中止を求める活動が一層、展開された。個人の電話･120

本、団体要請文書は10団体、県教委の態度はこの時点で以下のよう

に強硬な態度だった。

・教基法違反に当たらない・公示前なので公職選挙法にも違反では

ない・教育課程の編成権は学校にあるので教育委員会がどうこう言

う問題ではない・中止の考えはない。

学校の困惑、一層深まっていた。・学校の態度「来週早々にも教

育委員会に相談するつもりでいる」

・６月６日(月) 教育委員会と面談―有志グループ 県教委、高校へ中止を求め

る電話多数・学校の電話が不通となる。

・６月７日(火) 教育委員会と高校へ、２団体

面談実施（神奈川教育運動連絡

センターも）。高校門前でチラ

シ配布。自由法曹団声明発表。

・６月８日(水) 講演中止決定発表 ９日間

で、市民、県民、日本中からの

抗議で菅の講演を押し返したこ

とは画期的なことだ。

３日間で70団体、個人賛同合わせると400を超える数が集まった。「教育への政治

介入を許さない」闘いはこれからも続くことでしょう。今後とも教育への政治の介

入を許さない闘いは続く。《吉田》

【｢6.12 厚木基地爆音をなくす原告団の集い｣】

｢6.12 厚木基地爆音をなくす原告団の集い｣が、

大和市内で開催された。毎年新年に開催されていた

｢第五次厚木基地爆音訴訟原告団新春の集い｣ は、

新型コロナ禍の影響で二年半に渡り延期に延期を余

儀なくされたが、厚木軍事基地による爆音被害をな

くし、平和を求め半世紀にわたる闘いの更なる前進

のため、長い準備を重ね今回の集いの開催に至った。

この集いは、第５次厚木基地爆音原告団団長の大波修二さん(大和市議・本会代表

委員)による主催者挨拶に続き、同訴訟の弁護団長・福田護弁護士(日弁連憲法問題

対策本部委員。神奈川総合法律事務所所属。安保違憲訴訟でも活躍。神奈川県平和

運動センター代表)による、山場をむかえた横浜地裁における闘いの経過と今後の闘

いの更なる強化についての提起と決意がされた。《Ｍ》
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【横浜ノースドックに陸自の地対艦ミサイル部隊】

横浜ノースドックに６月14日頃から、陸上自衛隊の地対艦ミサイル部隊の車両が

集結している。12式地対艦誘導弾のミサイルランチャーを含む発射システムの車両

群だ。ミサイル発射システムのうち、射撃統制装置やレーダー装置を積んだトラッ

クなどは、「みなとみらい地区」や大さん橋から見える場所に並べられている。他

方、ミサイル発射装置やミサイルキャニスターなどは、「みなとみらい地区」や大

さん橋からは死角になる建物の陰に身を寄せるように並べられている。自衛隊は、

ミサイル部隊を大都市のど真ん中、そして観光地でもある横浜港のど真ん中に集結

させたことを隠しているつもりなのだろうか。

そもそも横浜港のど真ん中にミサイルを持ち込むこと自体、きわめて危険なこと

だ。横浜ノースドックの建物の陰に並べられたミサイル発射装置やミサイルキャニ

スターの中に実弾は込められているのか、どのような安全対策を行っているのか、

直ちに横浜市や神奈川県は確認作業を行い、退去を求めるべきだ。

横浜市は日頃から、米軍に対し横浜ノースドックに弾薬を持ち込まないように申

し入れていると主張している。であるならば、自衛隊がミサイルを持ち込むことも

拒否すべきだろう。仮に今回は実弾が装填されていなかったとしても、実弾の有無

が把握できないミサイルキャニスターを横浜港に持ち込むこと自体、認めるべきで

はない。《Ｓ》

【山下埠頭に商業施設は要らない！】

横浜市港湾局は「内港地区の将来像」と「山下ふ頭の再開発」について市民等と

の意見交換会をワークショップ形式で行う提案をした。５月９日から、４日間・４

箇所で参加者を募集、256人の応募があり、予定数を超えたが応募者全員参加できた。

私は、６月26日の山下ふ頭のワークショップに参加した。この日は64人の参加で、

８グループに分かれ、各グループにはファシリテーターと職員がいて、ブレーン・

ストミングをして各テーマについて一人一人が意見を言い要点をカードにして関内

地区と山下埠頭の地図に意見を記入したカードを貼りつけた。ファシリテーターが

カードを纒ながら話し合いまとめ上げていった。

吉田は最後のＨグループに参加した。

和気あいあいと意見交換をした。第１の

テーマは「関内地区」についての各自の

感じている事を話し合った。参加者の多

くは「私たちの街ではない」「外から見

た街であり、テレビを見ると違和感を感

じる」「みなとみらいは1度行けばいい。

二度と行きたいと思わない」「無計画な

町並みで、統一感がない」「ごちゃまぜ

の街である」と言った感想がほとんどだった。



- 8 -

第２のテーマは「山下ふ頭の再開発」でした。山下ふ頭は「実験都市」私たちの

街にしたい。「ショッピング・モール」いらない。真ん中に丘を作ればいい。研究

所が丘の中にあったり、転々と個性のある「介

護」「福祉」「音楽」「絵画」「化学」「医学」

「薬学」「ロボット」の研究施設が欲しい。太

陽光発電の場にし、「蓄電設備」を設置し、上

下水・電気・電話線は「地下化して「電線」が

ない街にして欲しい。移動は「電気バス」「電

気バイク」「自電車」が良い。山下埠頭一周の

サイクリングロードを整備してもらいたい。埠

頭の先端は「温泉」に左右の入江は「砂浜」がよい。海に向かて右岸を釣り専用の

場所に。左岸は船の桟橋に、山下ふ頭の左岸は山下公園に繋がる緑地にしてもらい

たい。「牧場」もあっていい。山手地区に牧場があったそうだ。

横浜市民の憩いの場にして欲しい。絶対にカジノはダメ。女子学校が沢山あり、

商業施設は絶対に作らせてはならないとなった。このグループは、市民が創る街に

したい。人と人との交流の場であってほしい。横浜市民の憩いの場にしたい。「実

験都市」してほしい。休憩施設として木造の建築物があり、喫茶コーナーがあると

とぬくもりを感じる。

他のグループは横浜市の税収をあげる物をつくるべきだという意見が散見された。

いかに、意識ある市民も横浜市の「財政難」に騙されている人々が多いのかと思い

知らされた「ワーク・ショップ」でした。私のグループにも１人だけいた少数派で

す。ほとんどの方は「環境保護」「緑重視」自由な空間を求める人々だった。

《Ｙ》

告知板
＠第五次厚木基地爆音訴訟勝利！

防衛予算増大を許さない 8.27 神奈川集会

日 時 ８／２７(土）１６：００～

会 場 引地台公園 デモ行進 大和駅

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

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


