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平和憲法を守る会

かながわ平和憲法を守る会は、11月5日に第26回か

ながわ反戦ツアーを開催した。会の代表委員でもあ

る大波修二大和市議(第五次厚木爆音訴訟団長)のガ

イドで、高座渋谷駅に集合して、厚木基地南部の公

園大和ふれあいの森まで歩き、基地を見ながら説明

を受けた。厚木基地は、大和・綾瀬市にまたがる人

口密集地域にあり、長年墜落事故や激しい騒音に悩

まされていた地域、静かな空を求めて現在爆音訴訟

は第五次訴訟を行っている。土曜日のため、飛来する飛行機は少なかったが、説明

と見学の1時間の間にも飛行機は離発着をしていて、ジェット機の騒音はひどいもの

であった。米軍機が岩国基地に移駐したため、国は騒音

被害は減ったとして、騒音区域の縮小を目論んでいるが、

相変わらず米軍機は飛来し、自衛隊機も含め、騒音被害

の現状は変わっていないことが説明された。墜落事故は

ないものの、部品の落下事故は毎年続いていて、オスプ

レイがこの１ヶ月で30機以上も飛来し、墜落の危険性も

含め、住民の不安はなくなっていないと指摘した。また、昨年は化学・生物・放射

能・核(CBRN・シーバーン)対応訓練が、住宅地そばで7ヶ月間も行われ、大量殺戮兵

器対応の訓練に住民に大きな不安を与えた。見学後、渋谷学習センターに移動し、

パワーポイントを使って、厚木基地の機能と被害の実態、厚木爆音防止期成同盟の

闘いなどの説明が大波市議からあった。目の前に広

がる基地と隣接する住宅地を見て、その危険性を改

めて確認するとともに、静かな空を取り戻す闘いに

一緒に歩むことを確認できた取り組みとなった。最

後に、大波大和市議から、爆音訴訟や基地撤去に向

けた闘いに連帯を求められるとともに、平和の議席

を守るために来年の統一地方選挙への出馬の決意が

述べられ、参加者一同の拍手で集会を終えた。

「平和憲法を守る会」
ニュースＮｏ153 ２０２２.１１.１１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)

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

９／17、１月より闘病中の本会副代表委員の平岡幸雄さんが亡くなられました。

謹んでご冥福をお祈りいたします。

追悼 故平岡幸雄副代表委員
平岡さんと初めてであったのは、42年前、私の職場であった。当時市議会議員であった

平岡さんは、職場に顔を出して、管理職とは挨拶程度で、すぐに分会員の所にやってきて、

学校現場の様子などを聞いたり、議会での話題について話をしてくれた。誘われるままに

いつの間にか、仲間とともに地域の平和映画会や平和運動に参加するようになった。朝鮮、

中国、ロシアなどの文化交流も行い、学習会も行ってくれた。いつも穏やかな表情で、暖か

く見守ってくれるとともに、こだわるところでは、厳しい指摘をしっかりとしてくれたもので

あった。1996年に神奈川県で平和運動団体を作ろうと「平和憲法を守る会」結成を提起

され、会の発足に尽力されました。代表委員に伊藤成彦さんや中野新弁護士、金子光さん

らに声をかけていただき、無事発足するとともに、いのくらや県央共闘などの各平和運動

団体に働きかけ、加盟することもできました。以来、副代表委員として平和憲法を守る会を

支えていただき、自らの空襲体験を講師として話をしていただきました。厚木爆同の運動に

先頭にたつと共に常に地域での運動を大切にし、最後まで精力的に活動され、海老名平

和憲法を守る会や海老名九条の会など地域での平和運動を作り出し、担ってきました。

1年前には、市民発・平和の集いで「私の戦争体験」を語り、平和への信念を貫いてきた平

岡さんに学ぶことはたくさんありました。理論だけでなく、実践することや運動していくこと

の大切さは忘れません。毎年、夫婦二人の写真つきの年賀状が送られてくるのも楽しみで

した。私たちは、平岡さんのご遺志を受けつぎ、これからも平和運動の先頭に立って闘い続

けます。安らかにお眠り下さい。ご冥福をお祈り申し上げます。

瀬川(事務局長)

「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8５回平和憲法を守る 神奈川県民集会
「戦争は教室から始まる」

日時 2月４日(土)1８時30分～ 18時15分開場

場所 県民センター６０４

講師 北村小夜 (元教員)
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各地の市民運動から(紹介）
【共同のテーブルに乗って、共同して闘おう！

9.17 第1回自治体選挙シンポ】

９月17日、「いのちの安全保障～共同テー

ブル～非正規社会からの脱却」の新たなシン

ポ「地域を変えよう！地域から変えよう」を

中野サンプラザで開催した。参加者は55人、

オンライン10人だった。

シンポは、杉浦ひとみさんによる「発起人

あいさつ」から始まり、白石が基調報告を行

った。次いで「超党派での政策推進の取り組み」として、①国のコロナ政策（山田

厚甲府市議・社民党）、②グリーン政策（橋本久雄小平市議・緑の党）、③個人情

報保護条例改定（漢人明子都議・グリーンな東京）の３人が報告。

第２部は冒頭に発起人の上原公子さん（元国立市長）がコメント、杉並区長選挙

と区議会議員選挙について「住民思いの杉並区長をつくる会事務局」（今は解散、

新組織に改編）の斎藤正明さんが報告。次は５人から「共同で闘う自治体議員選挙、

少数の定数選挙区の選挙」の報告。①東京都議選（漢人明子・都議）、②大分県議

選（豊後大野市選挙区・玉田輝義県議）、③葛飾区議選（みずま雪絵・葛飾区議）、

④近畿ブロックでの共同の討論（山下慶喜・茨木市議）、⑤千葉県における共同の

討論（伊藤とし子・千葉県議）。最後に上原公子が締め括り発言で閉会した。

都道府県議会の現状は「悲惨」

どの方の報告も取り組みや実態をふまえたもので、興味深かったが、大分、東京、

大阪、千葉の都道県議会の実態報告はうすら寒さを感じた。定数88の大阪、来年に

はさらに定数減で79に。現状は維新48、公明15、自民13＋3、共産2、民主系2という。

そのリベラル・革新系の選挙区が軒並み定数減で存亡の危機に直面している。だか

ら「共同のたたかいを」との報告だった。

千葉は定数94で多くの1～2人区は無投票が続き、現議員85人のうち自民が50、立

憲13、公明8で、共産2と市民ネットなど2という「惨状」。

共同のテーブルに乗って、共同して闘おう

こういう選挙区定数問題と都道府県議会レ

ベルでの政策問題などを報告していただいた

ことをふまえ、政党公認で選挙に臨むのは当

然としても、少数選挙区で「市民共同候補」

運動を進めることはとても大切ではないか、

と白石から提案させていただいた。
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もうひとつは、「元統一教会」と地方議員との深い関係を明らかにし、朝日新聞

調査報道などに続いて、市民運動で、少なくとも都道府県段階での調査、そして場

合によっては「落選」運動も視野に入れよう、という提案もした。

キャンペーン運動「でしかない」共同テーブルが実際拡がることは厳しいけど、

問題の所在と提案はしっかり進めたい。

国会や官邸など「中央」での行動だけでなく、足元を掘る運動をしないと、固く

厚い保守地盤を崩すことは出来ない。野党第１党の足腰の弱さ、地域で市民運動と

大きな隔たりが散見されるという現実も直視せ

ざるを得ない。国会議員後援会活動でなく、地

域に根ざす市民自身の地域運動を強め、そして

政党・政治団体と連携・連帯する運動を進める

必要があるとの声が、報告者からも上がった。

このシンポは次も開催する予定だ。《Ｓ》

【さようなら戦争さようなら原発9.19大集会】

９月19日、台風14号の影響で強い雨も降る

中、東京・代々木公園で「安倍元首相国葬反

対！改憲発議と大軍拡やめろ！さようなら戦争

さようなら原発9.19大集会」が「戦争させない

・9条壊すな！総がかり行動実行委員会」と

「さようなら原発1000万人アクション実行委員

会」の主催で開催された。

約１万３千人が参加し、会場には、「国葬反

対」などと書かれたプラカードやのぼりを手に

した参加者の姿が目立った。

まずは、李政美さんと竹田裕美子さんのプレコンサートを皮切りに、午後１時半。

司会の菱山南帆子さん（総がかり行動実行委）の声で集会はスタート、「報道各紙

は岸田政権の支持率が29パーセントになったと伝えている。その世論を形にするの

が今日の集会だ」と、そして、総がかり行動実行委員会共同代表の小田川義和さん

は、「国民の声を聞かない力を示し、安倍・菅政権以上に憲法と立憲主義を壊そう

とする岸田政権に対して市民のノーの意思を突きつけるときだ。岸田政権は、過半

の人が反対する国葬を閣議決定で決め、軍事費の２倍化や原発の新増設まで明言し、

重要な法案や方針を決めようとしている。どの点でも憲法無視で市民の声を聞こう

とせず、やっていることは無為無策のコロナ対策や場当たり的な経済対策だ。もは

や岸田政権の存在自体が、私たち一人ひとりの平和や暮らしの障壁になっている」

きょうは、戦争法（安保法制）が強行採決されてから７年目の日だ。平和と暮らし

第一の政治を求める声と運動をさらに強めていきましょう」と訴えた。

日本共産党の志位和夫委員長は、安保法制について、「『安保法制』と『敵基地
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攻撃』が合わさると恐ろしいことになる」と指摘し、米国が海外のどこかで戦争を

始めたら、集団的自衛権を発動し、自衛隊が「敵基地攻撃」能力を使って相手国に

攻め込む、その結果、日本に戦火を呼び込むことになるとして、「こんな道は絶対

に止めましょう」と訴えた。

立憲民主党の阿部知子議員は、立民の執行部は

国葬に参加しないことを決めたことを告げ、社民

党・福島瑞穂党首は「民主主義の力で国葬をやめ

させよう。岸田さん、閣議決定で決めた国葬を、

閣議決定で撤回することは今からでもできます

よ」と、力強く呼び掛けた。

参院会派「沖縄の風」の伊波洋一議員からのメ

ッセージも紹介された。

落合恵子さんは「怒っているよね。怒ってますよね！今度こそ市民を怒らせたら

どうなるか分からせてあげましょう！」と始まり、「2011年３月11日から11年６カ

月。一体何が解決しましたか？ 何も解決しないまま、アンダーコントロールと言

った人の国葬に、私たちは組み込まれるのですか？ お断りしましょう」。原発事

故から数日たった頃、一生懸命つくったキャベツの山を背にして命を絶った有機農

家がいた。その話をすると、悲しみを思い出せと言わんばかりに、雨がはげしく降

った。「ウクライナ侵攻に乗じて、新増設ですか。一体何をみてきたのか。国葬・

国策・・・国という字がつくものが、どれほど私たちを苦しめてきたか」と続け、

「はっきりとNOと言える私たちを示していきましょう」と訴えた。

大住広太弁護士は「法的根拠はなく、内閣の一存で行うのは民主主義に反する」

と批判し、「立憲主義を破壊する政治の中心にいたのが安倍元首相です」と訴えた。

総がかり行動青年プロジェクトの井田敬さんは「人の死に上下をつけることに反

対だ。国葬をやりたがる人は『純粋に人の死を悼め』と言うが、沖縄戦の犠牲者の

遺骨を含む土砂を、埋め立てに使うのはいいのか」と発言。

福島原発刑事訴訟支援団の佐藤和良さんは「今日、９月19日は10年前に原子力規

制委員会が発足した日。規制すべき立場にいる更田委員長は『汚染水は海に流せば

いい』と吹聴しつづけた。絶対に海洋放出をさせてはいけない」と訴えた。

東海第２原発反対原告団の大石光伸さんは、「次世代原発を早く開発しろと言っ

ていると、いかに政府にけしかけて、原発の延

長運転と新設を促していると」指摘。

辺野古埋め立て国会包囲実行委員会の毛利孝

雄さんは、沖縄と政府の確執について詳しく訴

えた。

最後の鎌田慧さんの閉会の挨拶は、「岸田首

相とさよならするつもりで、全国のそれぞれ場

所で行動している。それがどんどん増えてい
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る。なぜ安倍を国葬にするのか根拠がない。国葬反対は70%。これが世論だ。閣議決

定で勝手に決めるな、皆さん一緒に歩きましょう！」と結んだ。

集会後は２コースに分かれ、渋谷と原宿の街を元気にデモ行進した。《Ｓ》

【「国葬」シール投票結果についての記者会見行う】

９月27日に実施される安倍元首相の「国葬」を巡り、神奈川県内の10の市民団が

９月22日横浜市庁舎で記者会見をした。

「全国シール投票の会」に賛同し、自

らの意見は言わずに、県内27箇所で行

った結果である。

賛否を問う調査をした結果反対が78

％で賛成を大きく上回ったと明らかに

なった。投票数3651票のうち反対は385

0票と78％を占め、理由には「法的根拠

がない」「国会を開かず閣議決定で決めた」「税金を使い、費用が多額で不透明」

等が多かった。

一方、賛成は607票で17％にとどまり、「長期政権で重責を担った」「海外からの

弔意」「非業の死」などが理由として挙げられた。

シール投票に参加した市民団体の中西綾子共同代表は「私たち自身が驚いている。

こんなに「国葬」反対という思いが強いのかと」

団体は22日、黒岩県知事に郵送で、横浜市の山中市長宛てに投票結果とともに

「国葬」に参列しないよう求める申入書を提出した。《Ｙ》

【「原子力空母ロナルド・レーガン横須賀配備抗議!

母港撤回を求める10.1全国集会」】

原子力空母ロナルド・レーガン横須賀配備撤回にむけて、神奈川平和運動センタ

ー・三浦半島地区労センターの主催で「原子力空母ロナルド・レーガン横須賀配備

抗議!母港撤回を求める10.1全国集会」をヴェルニー公園で450人を集めて行われた。

集会は、佐藤治三浦半島地区労センター議長の司会で始まり、1973年に、３年程

度として始まった空母の母港は、来年には50年を迎えようとしていると挨拶。

主催者を代表して、福田護神奈川平和運動

センター代表は、敵基地攻撃能力問題に触

れ、憲法改正の動向も国葬もんだいや統一教

会問題で、岸田内閣は弱ってきているが、更

にこれを追い込み、憲法改正の提起をさせな

いという取り組みが求められているとし、自

衛隊の強化、米軍との一体化などの諸問題、

厚木基地訴訟の経過にも触れ、現座も過酷な
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騒音が続いていること、騒音コンターの見直しの反対の必要性にも触れた。敵基地

攻撃能力を持つという事は、ミサイルによる攻撃能力を持つことであり、絶対に許

してはいけないと挨拶した。

続いて来賓挨拶として、藤本泰成フォーラ

ム平和・人権・環境共同代表は、米韓軍事演

習に触れ、自衛隊も参加している、この対象

である朝鮮民主主義共和国は二度にわたる短

距離ミサイルを発射訓練している。しかし忘

れてはいけないのは、停戦はしたものの今に

至るまでこの戦争は70年たっても終わってな

い、その中に横須賀を母港とするロナルド・レーガンをはじめとする空母打撃群が

いる、有事に際して狙われない訳がない、東アジアの平和は米軍により守られてい

るのではないとし、更に防衛費の五兆円への増額に対しても批判を加えた。

連帯挨拶としては、中条貴仁平和センター関東ブロック連絡会議代表は、JCO臨界

事故23周年集会が同日水戸市で開催されていることを報告し、敵基地攻撃能力論へ

の世論の動向に危惧を示し、オスプレイの欠陥問題での米軍の無責任さを非難し、

政府の原子力政策の無責任さにも批判を加え、新型原子炉の開発阻止を訴えた。な

お、沖縄平和運動センターからは、連帯のメッセージが届けられた。

現地報告としては、石郷岡忠男厚木基地爆音防止期成同盟委員長は、厚木基地で

は訓練だけでなく、有害物質の流出やオスプレイの飛行や整備など危険度があがっ

ている、爆音も62年の歴史で裁判でも勝利しているが無くなっていないと訴えた。

非核市民宣言運動ヨコスカの新倉裕史さんは、米軍空母配備の歴史に触れ、韓国

民主化闘争の折にも、横須賀の空母は警戒、鎮圧に備え、出港し、その後、横須賀

の空母は湾岸戦争でも、アフガン、イラク戦争でも先制攻撃を行い、数千発のミサ

イルを撃ち込んできた。つねに、アジアや中東地域に砲口を向けてきたのが横須賀

の米海軍の空母だった。そうした経緯からも、横須賀の空母や艦船が出港した先で

何をしているかしっかり見ることも大切と訴え、先日のカマラハリス米副大統領の

横須賀訪問は、日米軍事一体化の象徴でもあるとし、そして、基地からの有機フッ

素化合物の問題にもふれ、横須賀市、自治体

は米軍に対し、しっかり対応するよう訴えた。

飯島典子ｉ女性会議神奈川県本部事務局長

の原子力空母ロナルド・レーガン横須賀母港

撤回・安保関連法の廃止・敵基地攻撃力など

の自衛隊強化反対などの集 会アピールを採択

し、山岸賢人反核平和の火リレー実行委員会

事務局長のアピールと抗議ボードによるシュ

プレヒコール行動を行い、蓼沼宏幸神奈川平

和運動センター代表代行の団結がんばろうの後、デモ行進を行った。《杉山》
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【第33回 神奈川県反核平和の火リレー】

反核・平和の火リレーは、1982年に広島県で始ま

り、神奈川県では1990年から行われている取り組み。

10月17日にスタート地点の川崎市役所を出発し、21

日ゴール地点の横須賀市役所に到着しましたが、この

5日間、県内約197キロを延べ約1200名の青年女性の参

加のもと「語り継ごう走り続けよう、広島・長崎・沖

縄の心を」をスローガンに反核・平和の訴えるために走り続けた。

また、沿道の米軍基地や施設に対しては、米軍基地・施設の縮小・撤去なを求め

る抗議集会を行い、沿道の21自治体に対しては、核兵器の禁止や原爆被害者の願い

である国家補償の精神に基づく被爆者援護法の制定、米軍基地の縮小・撤去、そし

て横須賀基地へ配備された原子力空母の即時撤退、脱原発を実現し、自然エネルギ

ーを中心に添えたエネルギー政策への転換を求めた要請行動を行った。

特にコースの中にある横浜ノースドックでは、最近、

９月13日に自走式高機動ロケット砲「ハイマース」（Ｈ

ＩＭＡＲＳ：High Mobility ArtilleryRocket System）

が少なくとも１基、置かれているのが確認されており、

10月４日の午前、このハイマースへの、ロケット砲弾装

填と見られる作業も目撃されている。

また、10月３日の14時14分頃には、ノースドック上空

に北側から２機の陸軍ブラックホークヘリコプターが飛来し、そのうちの１機目が

タッチアンドゴーを行っているのが目撃されています。ノースドックは飛行場では

なく、ヘリポートでもありません。航空機の訓練施設でもない。日本の航空法の規

定を一顧だにしないきわめて危険で悪質な行為だ。

更には、10月12日の16時頃にも、米陸軍ブラックホークヘリコプターがノースド

ックでタッチアンドゴー訓練を行いました、このことは

外国の軍隊が日本の法律を破って違法な飛行訓練を厚木

や横須賀だけでなく、横浜港のど真ん中でも繰り返し、

市民の安全を現実に脅かし続けていることを如実に示し

ている。この様な行為を許すことなく、ランナーは、平

和を訴えるために走り続けます。《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


