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平和憲法を守る会

岸田首相は安倍元首相の「国葬」を９月27日に開催すると閣

議決定を持って一方的に決めた。しかし、「国葬」の法的根拠

であった1926年制定の「国葬令」という詔勅は、戦後、日本国

憲法に適合しないものとして失効した。明確な法令上の根拠が

ないにもかかわらず、時の政府の閣議決定によって２億５千万

円という国民の税金を使って「国葬」を実施することは「国の

財政を処理する権限は、国会の議決に元づいて、これを行使し

なければならない」と規定する憲法83条の財政立憲主義に反す

るものだ。また、岸田首相は記者会見で、「国民に弔意を強制するものではない」

と述べたが、一方で「国葬」は「故人に対する敬意と弔意を国全体としてあらわす

儀式だ」と述べており、憲法19条の「思想及び良心の自由」に反する。さらに、安

倍元首相がやってきたことを特別視することは、憲法14条の「法の下の平等」であ

り、民主主義にも反する。首相がどんなに功績をあげようと、それは首相としての

仕事をしただけである。主権者は人民であり、首相や天皇ではないのだ。従って、

「国葬」そのものが、憲法違反であり、民主主義を否定するものである。

とりわけ、安倍元首相に対しては賛否両論があり、平和憲法を守る私たちにとっ

ては、2014年７月の集団的自衛権行使を閣議決定し、2015年安保法制の強行採決、

森友・加計学園問題「桜を見る会」問題など、世論を無視するその政治姿勢に対し

て「アベ政治を許さない」として多くの市民と連帯して反対をしてきた。また、安

倍元首相は旧統一教会（家庭連合＝勝共連合）と深くかかわっていることが明確に

なってきている。反社会的団体に関わってきた政治家を「国葬」で弔意を表すこと

はできません。岸田政権は、政治的思想統制をする憲法違反の「国葬」を撤回すべ

きだ。

第2６回かながわ反戦ツアー

「厚木基地の今を巡る」

日時 １１月５日(土)1３時

場所 小田急江ノ島線高座渋谷駅西口

「平和憲法を守る会」
ニュースＮｏ152 ２０２２. ９.１１発行
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第8４回平和憲法を守る 神奈川県民集会

沖縄復帰50年・沖縄戦を振り返り・本土復帰・沖縄の今
日時 12月10日(土 )1４時 ～ 13時30分開場

場所 県民センター６０４

講師 毛利孝雄 (沖縄大学地域研究所･特別研究員)

「国葬」反対のパレード開催
８月27日、「国葬」反対パレード実行委員会

の主催で「国葬」反対のパレードが新杉田のら

びすた広場に集合し、磯子区役所まで200名あ

まりの参加で開催した。

かながわいっくの会は「国葬」反対実行委員

会を結成し、８月27日に新杉田のらびすた広場

に集合し、国葬反対のチラシを350枚配布し

て、立憲野党の立憲民主党・日本共産党・社会

民主党・新社会党・緑の党から「国葬」反対のアピールを受け、１区・２区・３区

から連帯のアピールを受けた。その後、200名余りで「国葬」反対のパレードを磯子

区役所まで行った。宣伝カーで「国葬」反対の説明をしながら、参加者が「国葬」

反対の「横断幕」「プラカード」を掲げ、街行く市民に「国葬」反対のアピールを

行った。

吉田(事務局次長)

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

かながわ安保法制違憲訴訟原告団集会開催
３月17日、横浜地裁は私たちの訴えを棄却した。「戦争やテロ行為等により生命

・身体が侵害されていることを認め、原告らが日本が武力衝突に巻き込まれ、生命

･身体を侵害されるのではないかとの恐怖･不安をいだいていることを認め、原告ら

が個人の経験や状況等に応じた精神的苦痛、個人の尊厳が否定されたと感じたこと

による精神的苦痛を感じていることは認めるものの、現時点で、生命身体侵害の具

体的危険が生じているとは言えない、新安保法制法の立件行為によって権利が侵害

されてとは言えないとして、権利侵害を否定」したという判決だった。

これに対して、東京高裁に上告することになり、第１回期日は12月６日14:00から

101号法廷と決定し、原告団は９月５日に「東京高裁へ向けて 原告団集会～どうし

てこれで敗訴なのか?～」と題して横浜市内で集会を開催した。
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関森麻紀子弁護士の司会で、冒頭、岡田尚弁護士は、判決の判事に触れ、敗訴で

はあるが「安保法制に否定的な事を言ったのは初めて」と神奈川での判決の特徴点

をいくつか述べた。

続いて福田護弁護士は全国22地裁に25件提訴(原告

計7699人)の進行状況を報告、地裁係属中は２件、高

裁係属中が19件、多くは実質的審理はこれからだが、

東京高裁の２事件は先行、東京国賠事件は上告したな

どの報告がされた。

横浜地裁判決の特徴について述べ、その中で、次の

付言が特に重要だとした。「関連２法については、『存立危機事態』として想定さ

れる事態の範囲など、規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、規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、本件各差止請求に関わ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言えない。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。」(地裁判決文より)

存危機事態などの安保法制の規定の不明確性の指摘は重要で、安保法制中核概念

であると指摘し、国民の理解も得られておらず、この不明確な既定のまま、実施さ

れる事に危惧を示し、現在の安保法制は適切に機能する制度になっていないとする

前提認識があるとした。

高裁では、これらを中心に、裁判官をどう飛躍させるか、付言をどう中身のある

ものとしていくか、裁判官に違憲判決を書ける様な世論づくりをしてゆこうとてう

提起がされた。

その為には、証人尋問の採用などを実現させ、具体的な獲得目標として「名古屋

高裁でのイラク派兵訴訟」の様な結論は負けでも違憲判決を勝ち取る事を掲げまし

た。

杉山(事務局次長)

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

各地の市民運動から(紹介）
【福島原発被災者訴訟第２陣 第１回口頭弁論 始まる】

東京電力福島第１原発事故で福島県から神奈川県に避難を余儀無くされ生活を奪

われた住民５世帯16人が国と東電に慰謝料など計約１億６千万円を求めた訴訟の第

１回口頭弁論が14日、横浜地裁であった。「福島原発かながわ訴訟」の第２陣で、
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国と東電は、請求棄却を求めて争う姿勢を

示した。第２陣の原告は、避難指示対象区

域内の南相馬市小高区のほか同市原町区や

福島市、川俣町といった避難指示区域外か

らの避難者16人である。

７月14日原告団は幟を立て横断幕を前に

入廷行動を「民衆の歌」の音楽とともに、

両側を赤・青の横断幕14～16枚を皆で持ち、その真ん中を原告団・弁護団が入場し

た。旗が持てるほど75人ほど皆さんの参加がありました。傍聴券の交付が始まり、

交付のラスト番号は、74番だった。

口頭弁論が10時始まった。68名が傍聴できるため、ほとんど入ることができ、高

校生の女子２人が並び、傍聴・報告集会と参加していた。

口頭弁論では、原告の11年にわたり抱えてきた切実な思いを意見陳述した。「20

11年３月11日14時46分M9.0という未曾有の大地震と大津波が発生した。自宅は海に

近く、大津波によって全壊し床板だけが残っていた状態でした。その日、自宅に母

親と子供が居ましたが、子どもは車で避難して無事でした。母親は夕食の買い物中

で外出しており避難出来ず、行方不明になってしまいました。父親も外出していた

のですが、連絡が取れなくなっていました。私やほかの家族は、津波で自宅が流さ

れてしまったため、親類宅に一時避難していましたが、ひとまず現役世代が無事だ

ったので、自分は生まれ育ったこの場所で自宅を再建して生きて行きたいと考えて

いました。私は津波が収まるのを待って、両親を探しに行こうと思っていましたが、

その矢先である３月12日TVニュースで原発事故により20㎞圏内避難指示の報道がな

されました。私たち家族は、行方不明の両親の情報を得られず、探すこともできず、

放射能から逃れるために、慌てて避難を開始しました。３月13日、14日と立て続け

に原発３号機、２号機の水素爆発の映像が流れ、放射能の影響と命の危機で身がす

くむ怖さを感じ、今後、ここに住むことが出来ないのではないかと、落胆と怒りを

感じたことを覚えています。このように、私たち家族は、津波で流されたと聞いて

いた母親を、原発事故の影響で探しに行くことができず、そのことを親族から責め

られました。結局、母親と会えたのは、お骨になった後であり、聞くところによる

と、母親の遺体が見つかった時、鳥につつかれたか、目の玉がわからないような状

態だったそうです。父については原発事故から１週間程でようやく連絡がつきまし

た。父に対しては、自分たちの避難先で同居するかを尋ねましたが、住み慣れた地

域を離れたくないということで、仮説住宅で一人暮らしを選択しました。ところが、

慣れない一人暮らしで転倒してしまって救急搬送され、そのまま一人暮らしを続け

るのは無理だということになり老人ホームに入所しました。ただその老人ホームの

近くには親族がおらず、賑やかだった自宅とかけ離れた環境の中で2019年に亡くな

ってしまいました。とても残念だったと思います。私自身は原発事故から３週間ほ

ど、家族とともに避難行動をとった後、2011年４月に職場に戻ったとき『良く戻っ
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てきてくれた』」と言ってくれたひともいたのですが『逃げていたくせに』と言わ

れたこともあり、ショックを受けたこともありました。避難先は避難先で、私の家

族がたの避難者とともにイベントに参加した時『地元チーム』と『放射能チーム』

というチームに分けのされ方をしてショックを受けたり、福島ナンバーの私の自動

車が、コインで車体が傷つけられ足りしたことがありました。このようなことで、

原発事故が原因で、戻るも地獄避難するのも地獄だという思いを持ったまま生活が

続きました。自分の人生から故郷を奪った原発事故・放射能が憎いです。東京で使

う電力は東京で作るべきだと思います。リスクだけ福島に押し付ける東京電力と日

本政府が憎いです。これが今回、私たち家族が訴訟をおこした思いです」と陳述し

た。

原告の陳述後弁護団から、「１．最高裁判決について事故が発生していた可能性

が相当あることから、因果関係が否定されている。２．最高裁の不合理さ、2009年

の「長期評価」が公表されてからすでに７年が経過し、貞観津波に関する津波堆積

物調査の精度が飛躍的に向上して波原モデルとその試算結果も提示され、巨大津波

の危険性が高まっている時期でしたこのよう

に、原告らが予備的主張としている2009年９月

の予見可能性とそれに伴う防護措置に関する主

張は、最高裁判決の的外れであり、本訴訟で独

自の判断が求められます」と陳述した。

口頭弁論が終わり情報文化センターで報告集

会が行われた。70名が参加した。今回の２陣後

半は、最高裁の不当判決をくつがえす第１歩に

なったと思う。原告の「裁判所と裁判官の良心を期待する」との言葉まさにその通

りだ。また、傍聴参加者から参加できてよかった。がんばっていきましょう。との

声があった〈今秋来日する国連人権高等弁務官へのマリーさんへの寄付45,000円の

寄付が集まった。《吉田》

【第７回知ることで見える・戦争の加害パネル展終わる】

平和憲法を守る会が参加している記憶の継承を進める神奈川の会は、８月２日か

ら９日までかながわ県民センターで「第７回知ることで見える・戦争の加害パネル

展」開催した。パネル展には、コロナ禍にも関わらず1200人の方が訪れ、10代～80

代まで、地域も神奈川県内はもとより、全国各地から参加、茨城県の常総生協では

ツアーを募り、展示からDVDの鑑賞、夕刻の講演会まで参加された。１日では見切れ

ないという人が３回も訪れた方もいた。

今年は沖縄本土復帰50年の節目。＊政府の沖縄差別政策を問う＊広島の加害の歴

史を展示する。広島の平和祈念館はリニューアルにより、広島の軍事都市として

「加害」の事実は消されている。今回は軍都広島の加害の事実を展示し、現地とZo

omで繋ぎ、トークセンションを行い。真実が見えてきた。他に「平頂山事件と満州
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国」「731部隊」「毒ガス兵器」「満州に集団移

住された朝鮮人」「南京大虐殺」「重慶無差別

攻撃」「マレー侵略」「沖縄戦と棄民化された

人々の記憶」「日本軍従軍慰安婦」「朝鮮人・

中国人の強制連行」「関東大震災99年の記録」

のパネルが展示され、こうしたテーマに沿っ

て、別室で「DVD」の上映を午前10時から午後7

時まで上映した。ミニレクチャーを４回、講演

会を２階のホールで行い、８月３日に開催した

山田朗さんの「大日本帝国の戦争」～膨張・侵略の77年と反省・隠蔽・忘却の77年

の講演は観客を魅了し、日本の残虐な行いをしっかり学ぶことができた。

参加者からは、「被害にあったのは歴史的事実です。しかし不足しているのは日

本人の加害責任と加害者意識です。その点、軍都広島の存在と広島の原爆は対比的

に語られていてよかったです」(50代）。「去年も伺いましたが、今年は一つ一つ文

字を読みながら理解を深めました。本当に素晴らしい展示です。このような展示が

あるため、過去のことを後世に伝えていけると思います。また、広島の内容が分か

りやすく、勉強になりました。『記憶の継承を進める神奈川の会』の方々、本当に

ありがとうございました」(20代)。「大学まで、日本の加害について教えられる授

業がなく、当事者の体験を聞く機会もなかった。これからの日本の立ち位置を把握

していくためにも自分から知らなければと思い参加した。他の戦争でも聞かないよ

うな残虐な行いがあったことがわかり悲しかった。もっと戦争についての教育機会

を増やすべきだと思う」(10代)。「国葬や改憲など日本政府にモヤモヤする気持ち

があっても、なかなか周囲で同じような問題意識を持っている人が少なく、心細く

思っていた。今日、花岡事件についてのミニ講演を聴き、同じような気持ちをもっ

て意見を表明する人や、戦争加害の歴史にフィールドワーク等を通じて積極的に関

わっている人がいるということを知って、とてもエンパワーメントされた。市外在

住のため直接関わることは難しいが、私も歴史を継承する一人として、これからも

学び続けたいと思う」(20代)などの感想があった。《Ｙ》

【戦車闘争-50年前、相模原で何が起きたのか】

８／６～８、相模原市立産業会館で「戦車闘争

－50年前、相模原で何が起きたのか」写真展が開

催された。戦車闘争は、1972年相模原市にある米

軍基地、相模総合補給廠で修理した戦車が再びベ

トナム戦争で使用されないために、市民、学生、

市民団体、政党らが基地のゲート前でテントを張

り、昼夜監視し続け、デモや座りこみなどをし、

およそ100日間戦車の搬出を止めた闘い。
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写真の他、戦車闘争のドキュメンタリー映画の上映や、会場スタッフには当時の

経験者もおり戦車闘争について深く知ることができた。「黙っていると100年先も基

地の街」―2005年に公民館に掲げられた１枚の写真に写っているスローガン。基地

問題について、決して黙ることはなく、また戦車闘争など過去の闘いや、今も続く

基地返還運動を途絶えさせず、引き継いでいかなくてはなりません。《瀬川》

【第５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】

８月27日、「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」が大和市引地台公園内で第５次厚木爆音訴訟団、厚木爆同、平和運動センタ

ー、県央共闘、市民団体など約250名を集めて開かれた。集会は新型コロナの感染防

止のためここ２年中止となっていて、３年ぶりの厚木基地前での縮小しての集会と

なった。

集会で、福田護神奈川平和運動センター代表は、「岸田内閣は憲法改正の動きが

急で、敵基地攻撃能力を現実に検討し、防衛予算の増大や防衛力の抜本的強化を目

指していると指摘、私たちは今こそ反基地・平和運動への取り組みを突破口にして

日本全体の流れを変えていかなければならない」と強調した。

斎藤第５次厚木爆音訴訟団事務局長は、「空母艦載機が岩国に移駐し４年たった

が、厚木基地は静かになっていない。自衛隊は

厚木基地でP-1哨戒機の教育訓練を行っており、

ヘリコプターの低空訓練で住民は騒音に悩んで

いる。国内外の基地から米軍ジェット機やオス

プレイが飛来するなど、厚木基地は日米共同訓

練の中継基地となっている」と実態を述べ、

「そのうえ騒音対策区域の見直しなど許せない。私たちの闘いは飛行差し止めを第

一の課題としているが、この闘いは軍事費の拡大や安保法制反対の闘いに連動する

と考えている。これからも皆様の変わらぬご支援をお願いしたい」と語った。

集会後大和駅まで、沿道の市民に”爆音訴訟勝利飛ぶな!オスプレイ”と書かれた

プラカードを掲げながらデモ行進を行った。《Ｓ》

【金沢区民の会主催で横浜市中期計画の学習会】

８／28、金沢地区センターで、金沢区民の会主催で横浜市中期計画の学習会を行

い、柴横浜市政策課長と宮坂神奈川大学講師（地方財政論）から話を聞き、意見交

換した。参加者は37名。

柴横浜市政策課長から策定の理念から具体的内容の概要を紹介、宮坂先生からも

少子高齢化対策としても、全員に温かい中学校給食を実施することなどの重要性が

指摘され、柴課長から真剣に受け止め、財政局との交渉がこれからです。と決意表

明と受け取れる話があり、住民自治、市政に関心をもち、署名活動をがんばろうと

意思統一をした。
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横浜市柴政紀政策課長から「横浜市の『中

期計画』、宮坂彰志神奈川大学講師から「中

期政策概要を地方財政の視点から批判的に解

説する」と題して講演を受けた。

柴課長は、「今後４年間の基本的方向とし

て、①市民生活の未来：暮らしやすく、誰も

がWELL-BEINGを実現できるまち②都市の未来

：人と企業が集い、つながり、新しい価値を

生み出し続けるまち ③都市基盤の未来：変

化する時代・社会に適応し、市民生活や都市を支える新しいありかたを実現し続け

るまちを基本に９つの戦略と38の政策についての紹介があり、５月に示した案に対

する市民の意見や大学生、区長などの意見を参考に現在作業中で、９月市会に諮る

案を近く公表し、広報よこはま特集号を出し、それに対するパブリックコメントを

募集、最終案を12月市会に提出して決めていくとの今後の流れを説明した。

宮坂講師は、「中期計画の策定は、住民ニーズによる新たな政策を創造決定する

ために、①．事業のスクラップ・ビルド『政策選択（いかなるニーズを優先する

か）』の過程が重要で、検証の作業と住民ニーズの反映が必要。②．住民を代表す

る市長のマニフェスト（公約）は、中期計画に盛り込まれるのが原則として、５月

に示された案では市長の公約についての記述は A:全員喫食の中学校給食⇒『より

多くの生徒への中学校給食の提供』 B: 子どもの医療費ゼロ・出産費ゼロ⇒『子育

て家庭への経済的負担軽減（子ども医療費や出産費用等）』 C：75歳以上『敬老パ

ス』自己負担ゼロ⇒『地域における持続可能な交通サービスの確保（身近な移動手

段の確保、敬老パス等）等』、具体的ではないと指摘し、『活用する計画』をめざ

し、更なる企画調整機能の発揮を期待する」と講演した。

宮坂さんの指摘と参加者からは「並木で、区役所や病院に行くバスが廃止された

ことで、復活するよう署名運動が進んでいる」「明石市長は子育てで５つの無料化

を行っており、少子化対策になっている」などの意見が出され、柴課長から、①．

市民からの要望を基に市長が公約した内容は重く受け止めています。②．市民目線

を大切にしてきた山中市政に評価が高まっている。市長のコロナワクチン接種促進

に全力で奮闘してきた姿、スピーディな対応に、市行政職員も評価してきている。

などの応答があった。《吉田》

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


