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高裁期日は 9月 17日
( 火 )15 時～ のみで結審

　2018 年 12 月 11 日に東京高等裁判所に提起
した控訴審の裁判は，口頭弁論期日が 2019 年 9
月 17 日に決まりました。
　この裁判は，これまで何度も裁判期日を重ね
てきた第一審とは違い，9 月 17 日の 1 回の期日
で結審をし，次は判決ということになりました。
　控訴審は，第一審での主張や立証，そしてそ
れらに基づいて出された判決を控訴審の裁判官
が検討したうえで，新たに判断をするという手続
ですが，多くの控訴審裁判では弁論期日１回で
審理を終わらせて判決，という流れが定着して
います。本訴訟の控訴審が１回の期日で結審す
ることとなったのも，このような裁判実務の流れ
に沿ったものと思われます。
　とはいえ，私たちは，控訴審では，一審での
判決を踏まえて新たに騒音測定を中心に新たな

８階 809号法廷の傍聴席を埋めつくそう
※以下の文章は，弁護団の近藤先生・平川先生にお
　書きいただきました。

（2ページに続く）
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◇ 3月 6 日，第 1回目の裁判所・弁護団・被告
国 3 者による進行協議において，阿部潤裁判長
は，「審理は 1 回でよいのではないか。」「委任状
等の形式的な部分は問題のないようにそろえて
くれ。」「この間，地裁の諸省はしっかりと読み
込んできた。原告・被告の論点の整理をしてほ
しい。高裁で強調したい論点は何か。」…と言う
ついでに，団長の私に対し，「地裁で意見陳述を
2 回，尋問を 1 回，都合 3 回法廷に立っていま
すね。」と言い，「意見陳述は証拠にならないので，
意味がない。それより効果的な弁論を行ってほ
しい。」とも…。
◇ 4月 24 日，第 2回目の進行協議では，委任状
の確認，訴訟承継（亡くなった方の訴訟をだれ
が引き継ぐのか，といった内容）の問題の確認・
整理。前訴訟の確定判決と過去に原告になった
方々の整合性（従前判決を比較して，矛盾が生
じないか）等について，国に資料を提出するよ
う求めた。
◇ 6月 13 日の第 3回目の進行協議。裁判所は，

結局弁護団が求めた現地検証や原告本人の尋問
を認めなかった。
　「被害の現場を見たり，原告に被害の声を直接
聴くことの必要性を感じない（冷たい）裁判官
なのか。」と思わざるを得ない。
　また，直前の 6 月 6 日に出された第 2 次新横
田基地公害訴訟高裁判決を意識したのではない
かとも推定せざるを得なかった。
　とにもかくにも，「補充の主張は 7 月いっぱい
までに提出。」「その反論は，8 月いっぱいまで
に提出。」「9 月 17 日 1 回だけの審理で結審する。」
という厳しい日程を言い渡された。
◇高裁結審は，通常，私たちの裁判所への主張
はこれで終わりを意味する。例え高裁判決が不
満で最高裁に上告したとしても，最高裁でもの
が言えるケースは，下級審での明らかな判断ミ
スや新たな証拠が出てきた場合，憲法に照らし
合わせて間違い，といった場合のみ。
◇高裁判決後も，今から考えなければならない。
　今年中にでも私たちみんなで話し合っていか

主張立証を予定しており，また控訴審の裁判官
にも現地を見てもらうため，前回とは別の場所
を中心にした現地検証を申し立てることも予定
していましたので，１回で結審して判決を出すと
いう裁判官の強硬な指示は，横田基地の今もな
お継続する被害について十分な審理をしないこ
とにつながり，到底納得のいかない訴訟指揮と
言わざるを得ません。もっとも，手続の進行に
ついては裁判官の権限ですので弁護団としては，
やむを得ませんが，この指示を前提として結審
までにできる限りの主張立証を尽くす所存です。
　また，この間，弁護団，裁判官及び国側の三
者間で何度も進行協議期日を開いて，裁判に向
けての打ち合わせや主張内容についての検討を
重ねています。第一審では長い時間をかけて，
双方網羅的に様々な主張立証をしてきましたの

で，控訴審での主張は一審での主張よりも内容を
ポイントに絞って主張する予定です。今回新たに
予定している主張立証は，一審の結審後の 2018
年 10 月に配備されたオスプレイの飛行状況や，
基地周辺でのオスプレイの低周波音測定記録，防
音工事に関する主張や新たな騒音測定記録の提
出等です。
　本訴訟も控訴審の結審という大きな山場を迎
えますので，原告の皆様にもぜひ当日は裁判所に
お越しいただければと思います。
　結審までの時間はかなり短いですが，先に述べ
たとおり，弁護団として，力を尽くしてこれらの
主張立証を行い，裁判所に横田基地の被害の実
情を少しでも理解してもらえるよう努めてまいり
ます。

高裁，そして最高裁へ
原告団・団長　　福本　道夫
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ねばならないことだが，その結論は置いておくと
しても，この間の他の基地訴訟の動きから考える
と， 少なくとも「飛行差止（数人の代表者が行って
いる訴訟になっている）」は，最高裁に上告せざる
を得ないだろう。
　「飛行差止」を認める勇気のある・気概のある裁判
官の存在は，どうやら皆無だからだ。また，過去に
将来請求を部分的に認めた高裁判決も最高裁で覆っ
た経験がある。頭の固い最高裁を変えなければ，私
たちの問題解決はない。
　今年は各地基地訴訟で高裁判決が次々と出され
る。4 月 16 日普天間，6 月 6 日第 2 次新横田判決
は，すでに出され，上告した（正確には，現在新横
田は上告方針で検討中）。続いて 9 月 11 日に嘉手納，
10 月 25 日に岩国の高裁判決が続く。そして，私た
ち第 9 次横田の判決は，…この間の裁判官の意向か
ら考えると，今年度中の判決が予想される。
　場合によっては，全国で行われている基地訴訟 8

訴訟のうち，5 つの訴訟が「飛行差止」請求を中心
に同じ裁判所＝最高裁に判断を求める状況が生じる
ことになる。
　常人の考えでは，裁判所は，重い判断を任される
ことになる。私たちも，1 つの原告団の力より強力
な力が発揮できる。
　そこまで想像すると，最高裁のたたかいが待ち遠
しいとまで思ってしまう。今まで，どのような画期
的な判決が示されても最高裁で覆ってしまう経験を
してきた基地訴訟だからだ。
　最高裁が変わらなければ，下級審も変わらない。
人権を尊重することの大切さは，より進歩してきた

（はずだ）。基地訴訟を何回繰り返しても，問題解決
の道を見出せないことは，裁判所の存在意義が問わ
れる。
　最高裁でのたたかいは，千載一遇のチャンスだと
も言える。全国の基地訴訟原告団が手を取り合って，

「基地被害からの抜本的な解決」を求めていこう。

東京高裁（左）
と最高裁（右）

5月26日，定期総会開催
棣棠さん（瑞穂）を原告団事務局長に選出

　去る 5 月 26 日，弁護団・団長の佐竹先生，全国基地爆音
訴訟原告団連絡会議の金子代表，三多摩平和運動センターの
田中副議長を迎え，「横田・基地被害をなくす会第 10 回総会
＋第 9 次横田基地公害訴訟原告団第 8 回総会」を昭島市立昭
和会館にて開催しました。
　総会では，大森さん（福生市）を議長に選出後，両団体の
2018 年度活動報告・会計報告，2019 年度活動方針案・予算
案が提起され，すべて承認されました。
　なお，懸案だった空席の原告団事務局長に，瑞穂町在住の
棣棠（ていとう）淨さんを選出することが確認されました。
※詳細については，別冊の議案書をご覧ください。但し，当

日参加者には，議案書を配布済です。
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６月５日全国公害被害者総行
動と対政府交渉に参加して

　「公害の根絶と平和を求めて」を合言葉に，1975
年以来全国の公害被害者によって取り組まれてきた
全国公害被害者総行動・・・今年で４４回目を迎え
ています。
　この「総行動」は，イタイイタイ病，水俣病，大
気汚染公害，薬害などで多くの成果を勝ち取り公害
行政の前進に少なからず貢献してきました。しかし，
今日，公害は終わるどころか，2011 年の「東京電
力福島原発事故」の放射能汚染による被害をはじめ，
土壌・大気・水質の汚染，薬害や基地騒音の増大，
アスベストによる健康被害のさらなる顕在化等々健
康や環境の破壊が進行しています。（「要請趣旨」よ
り抜粋）・・・　総行動はこうした公害に対する全
国の被害者や支援団体が総結集して関係省庁への要
請・申し入れ，関係企業に対する抗議行動を展開す
る行動です。」
　この行動に全国基地爆音訴訟原告団連絡会議（全
国基地連）として，ここ数年参加しています。
　６月５日昼，全国基地連は弁護士会館に集合，事
前打ち合わせの後午後から二手に分かれて，環境省・
国土交通省，その後合流し，外務・防衛省への要請・
申し入れと「意見交換」を行いました。いずれの省
に対しても事前に文章で要請・要求書を提出してい
るのですが，やり取りは口頭でしかも限られた時間，
まったく消化不足のやり取りに終わらずを得ません
でした。それでも，今後の闘いにとって重要な項目
について問題提起を行えたことは有意義でした。
　例えば環境省とのやり取りで，騒音のコンター問
題として，〔航空機騒音の環境基準設定にあたって，
飛行時間や飛行コース，運用基準等が特定されない
軍事基地周辺地域について，2018 年 10 月 10日に
WHO（世界保健機関）欧州事務所が各国に出した次
の新勧告を日本政府は採用し，環境基準を改善する
こと。具体的には日本の現行環境基準 Lden57dB（住
宅地）とLden62dB（その他）を，WHOの新勧告に従っ
た Lden45dB にすること。〕　不合理極まりない（従
来の）コンター 75WECPNL 以上という損害賠償基
準を変えていく手掛かりにしなければなりません。
さらに〔平成 31年 4月 23日，沖縄県は平成 30年

度有機フッ素化合物調査結果を公表した。それによ
れば普天間・嘉手納両飛行場周辺の湧水，地下水か
ら，米国勧告値（70ng/L）を超える PFOS 等が検出
されたことが判明した。①汚染原因を調査し，公表
すること。②汚染除去に向けた具体策を策定し実行
すること。③今後の汚染防止対策を策定し公表する
こと。〕　　この問題は，飛行場などで使用される泡
消火剤が汚染源とされ発がん性の高い PFOS が米国
勧告値の 10～ 30倍の濃度で検出されたことで基地
周辺水の汚染が顕在化したもの。以前から指摘され
ていたものの，今後の基地公害の大きな具体的課題
としなければならないのではないでしょうか。
　本丸の防衛・外務省交渉，政府側は 20名を超え
る職員を出席させたものの木で鼻をくくった回答に
終始し，質問・要請に何ら答えない！　政府側を倍
する全国基地連の参加であたかも「大衆団交」の様
相も，時間切れで不発。横田ラプコンやオスプレイ
の「運用」問題，にも触れましたが・・・。締めく
くりは「田中利則沖縄防衛局長の「爆音による健康
被害はない」等発言に抗議し，同局長の更迭ならび
に爆音被害の抜本的根絶対策を求める要請書」を提
出しました。
　その後会場を移して，総決起集会。会場を埋める
全国公害被害者・支援団体とのエール交換，全国基
地連の参加は，普天間・嘉手納・新田原・小松・厚木・
横田から 60名ほどの参加でした。裁判闘争となら
んでこうした対政府交渉・署名提出等の市民運動が
車輪の両軸，今後ともこうした運動にかかわってい
くことの大切さを実感しました。

原告団・事務局長　棣棠　淨

6/5 外務省・防衛省交渉
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6 月 6日　東京高裁が第二次新横田基地公害訴訟の判決を出す

　オスプレイの騒音が昨年来増加している中での判
決であることから，注目されていた。しかし，「納
得できない，期待外れ」（中島利美原告団団長代行）
との不満が噴出し，駆け付けた普天間・嘉手納，小
松（石川県），新田原（にゅうたばる　宮崎県）の
各原告団からも悔しいとの「タメ息」がもれた。
◇判決は一審（2017 年 10 月）の内容を継承した
①過去分賠償額として，75W値地域は月 4000 円，
80W値地域は月 8000 円，85W値地域は月 12000
円とした。横田基地に関する従来の最高裁判決から
増額した一審判決を維持させた。
②飛行差止めは棄却し，　③将来分賠償については，
「検討」はしたものの却下。「･･･ 百歩譲って差止め
を認めないのであれば，何度も裁判を起こさずとも
被害救済をしてほしいという原告らの切実な願いに

応えなかった。」（原告団弁護団声明）
◇判決はオスプレイの騒音被害に触れざるを得な
　かった
　他方，昨年正式配備された CV22　オスプレイに
よる騒音被害について，検討の遡上にのせた判決で
あった。
　「（オスプレイが音源の）低周波騒音等の被害につ
いて「環境省が定める参照値を超える低周波騒音が
発生している事実は認められる」（判決文）とし，「国
による大規模な調査を行い，対策を講じることが望
ましい」（同）との判断が示されたことは注目され
るところだ。
　原告団は，前記②と③について最高裁に上告予定
だ。

過去分の賠償 7億 6千万円を国に命じる

飛行差し止め等は認めず，一審判決をそのまま維持

　5月 15 日 ~17 日の 2泊 3日。防音工事を施行された Aさん宅で，専門業者に依頼して，防
音工事実施室，未実施室，室外の 3箇所で騒音測定を実施した。
　結果は，防音工事室の方が，未実施室より，平均で 3.4dB 高い結果となった。その原因等に
ついては再調査の結果を待っているところだが，Aさん宅では，1979 年に防音工事を行ったが，
あまりのできの悪さに（壁から雨漏り，防音サッシ枠と壁に隙間）あきれ，その後は新規工事
は行っていない。
…いくら古くなっても防音効果を認める判決は，なんとかならないものか。
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月日 時刻 機番 進行方向 離着陸 備　　　　　考
6/3（月） 11:51 CV-67 離陸 富士演習場で訓練

11:51 CV-75 離陸 富士演習場で訓練
16:31 CV-67 南 着陸
16:31 CV-75 南 着陸
18:16 CV-67 南 離陸
18:16 CV-75 南 離陸
19:25 CV-67 南 着陸
19:25 CV-75 南 着陸

6/4( 火 ) 15:44 CV-69 南 離陸
15:44 CV-67 南 離陸
21:20 CV-69 着陸
21:20 CV-67 着陸

6/5( 水 ) 15:52 CV-69 南 離陸 15：58T&G 後，北に向かう。後部デッキから機関銃銃口
16:01 CV-71 南 離陸 16：07T&G 後，北に向かう。後部デッキから機関銃銃口
21:25 CV- ？ 着陸 翼端灯のみ ( 無灯火飛行 ) の飛行
21:27 CV-? 着陸 ブレード端の LED 点灯

6/6( 木 ) 15:45 CV-67 北 離陸
15:42 CV-69 北 離陸
16:32 CV-67 通過？
17:13 CV-75 南 離陸 昭島～あきる野～青梅～瑞穂と旋回
17:19 CV-75 南 着陸
21:21 CV-67 南 着陸
21:21 CV-69 南 着陸

6/11( 火 ) 16:37 CV-71 北 離陸
16:37 CV-75 北 離陸
17:53 CV-71 北 T&G 基地西側を旋回～ RW36 から滑走路に進入～滑走路中央で左に急旋回～西へ
17:53 CV-75 北 T&G 同上

19：00 頃 CV-71 北 LP
19：00 頃 CV-75 北 LP

21:21 71or75 着陸
21:24 71or75 着陸 翼端灯のみ（無灯火）

6/12( 水 ) 15:53 CV-71 北 離陸 行先不明
15:56 CV-75 北 離陸 同上
21:11 CV-71 着陸
21:11 CV-75 着陸

6/13( 木 ) 16 時前 CV-67 離陸 行先不明
16 時前 CV-71 離陸 同上
21:28 CV-67 北 着陸 21：25 に戻り，滑走路南側でホバリング
21:28 CV-71 北 着陸 同上

6/18（火） 15:55 CV-67 南 離陸
18:00 CV-67 着陸 17：32 に戻り，離着陸～基地西側の旋回～離着陸・ホバリング～着陸
19:30 CV-67 離陸
21:18 CV-67 着陸

6月の CV-22Bオスプレイの動向

　4 月 24 日 21 時 15 分頃，無灯火で飛行する CV-22 オスプレイ（基
地北側の瑞穂町で撮影）
　2 機で飛行する際は，1 機は無灯火というケースがよくあるようだ。



　　

経過報告と今後の予定

＊ 4/28 オスプレイ反対署名（反対連絡会）立川駅南口
＊ 5/4 なくす会＋原告団　役員会議
＊ 5/8 オスプレイ横田配備反対連絡会
＊ 5/9 防音工事関連測定費用送金
＊ 5/15 ～ 5/17 美堀町・Ａ氏宅防音工事効果調査測定
＊ 5/16 原告団会計監査
＊ 5/17 弁護団＋原告団会議
＊ 5/18 基地撤去を目指す県央共闘会議総会 in 大和
＊ 5/21 なくす会会計監査
＊ 5/22 Ｓ氏宅・Ｆ氏宅騒音測定再開
＊ 5/22 定期総会議案書印刷～帳合い
＊ 5/26 定期総会（昭和会館 2 階）
＊ 5/30 ＴＶ朝日・羽鳥 M.S. そもそも総研でオスプレイ問
　題放映（団長出演）
＊ 6/5 全国公害被害者総行動政府交渉と決起集会
＊ 6/6 第 2 次新横田高裁判決（東京高裁）
＊ 6/6 なくす会＋原告団役員会議
＊ 6/8 米軍横田基地反対集会・デモ（実行委員会）
＊ 6/9 オスプレイ反対署名（反対連絡会）豊田駅北口
＊ 6/13 高裁進行協議
＊ 6/13 事務所コピー機入れ替え
＊ 6/14 Ａ氏宅防音工事室と非防音工事室での騒音再測定
＊ 6/20NEWS 印刷～発送

☆☆☆以下は基地の状況，オスプレイ情報など☆☆☆
＊ 4/26 E-3C 飛来～ 4/28 離陸
＊ 5/2 三沢の F-16CM・2 機飛来～帰投
＊ 5/2　三沢のＦ 16　2 機着陸～離陸
＊ 5/6 ～ 5/12 パラシュート降下訓練 30 名予定
　＝ 5/6：物資投下 2 個，5/7：人員降下 1 名，5/8：人員

　降下 3 名・物資投下 4 個，5/9：人員降下 1 名
＊ 5/12 米軍人による酒酔い物損事故発生
＊ 5/13 ～ 5/17 サムライ即応監査
＊ 5/22 高高度から人員降下，砂袋投下
＊ 5/24 物資投下訓練
＊ 5/30 物資投下訓練
＊ 5/25~5/28 米大統領来日前後，横田基地周辺異常。警
　戒態勢。C-17 や要人専用機，チャーター便の飛来多し
＊ 5/30　三沢のＦ 16 着陸 ~ 離陸。1 機がアレスティング
　ケーブルをチェック
※横田基地に航空宇宙作戦センター（AOC ＝作戦計画の
策定や実行を担う指揮所）設置を検討中。
※横田 CV-22 は，タイでのコブラゴールド訓練で，パラ
シュート降下を実施。
※グローバルホークの駐機場等施設を基地東側・管制塔
東あたりに建設予定（オスプレイ施設の南側）

☆以下は今後のスケジュール☆☆
＊ 6/21 オスプレイ横田配備反対連絡会
＊ 6/22 横田基地包囲平和行進（三多摩平和運動 C など）
＊ 6/24 三多摩カンパ等オルグ（東コース）
＊ 6/27 都心協力団体オルグ
＊ 7/20 横田デモ＝福生公園出発（三多摩実行委員会）
＊ 8/20 日教組ミニ教研集会 in 東京で横田ＦＷ
＊ 9/8 横田基地の現状・学習会（三多摩実行委員会）
＊ 9/11 嘉手納基地訴訟高裁判決（福岡高裁那覇支部）
＊ 9/17 第 9 次横田・高裁審理＝結審　809 号法廷
＊ 9/28・29 全国基地連・交流会
＊ 9/29 全国基地連総会 in 大和（厚木）
＊ 10/25 岩国基地訴訟高裁判決（広島高裁）

（2019 年 4月日～）
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「うるさい！」と思ったら… 各自治体には，苦情としてお伝え
ください。件数が記録されます。

横田基地：042-552-2511
航空自衛隊横田基地：042-553-6611
防衛省北関東防衛局：048-600-1800
防衛省横田防衛事務所：042-551-0319
外務省：03-3580-3311
東京都庁：03-5321-1111
瑞穂町役場：042-557-0501
羽村市役所：042-555-1111
福生市役所：042-551-1511

昭島市役所：042-544-5111
立川市役所：042-523-2111
武蔵村山市役所：042-565-1111
日野市役所：042-585-1111
八王子市役所：042-626-3111
あきる野市役所：042-558-1111
青梅市役所：0428-22-1111
入間市役所：04-2964-1111
飯能市役所：042-973-2111

抗
議
先
一
覧
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天欄▶三沢基地所属のＦ３５Ａステルス戦闘機が
４月９日に墜落した。防衛当局は事故原因を、

示していた。特に感心したのは、地元自治体
住民が持つ立ち入り・発言権だった。周辺自

「上空の三沢空域に米軍機が飛んでおり、距離をおく
ように地上から指示。Ｆ３５Ａは応じて約 5000 ｍ
急降下し、そのまま速度を挙げ時速約 1100 ┥で約
4500 ｍ下の海面に激突した。▶原因は機長本人の
“ 空間識失調 ”」とほぼ断定した。“ 空間識失調 ” と
は「自機の位置や姿勢を誤認すること」という。機
体の一部も、操縦士の遺体も不明なままである。死
者に口ナシだ。原因を操縦士本人の認識ミスと特定
した航空自衛隊は近く運用を再開する。▶安倍が買
いつけたＦ 35 は、合計 147 機、６兆 2000 万円に
なる。６機分で全国の待機児童が保育園に入れる値
段である。ステルス性を高めるために主翼と尾翼が
同じ高さにとりつけられ、機体を制御する上で問題
アリ、とされてきた。操縦システムも複雑で高度。
操縦士の適応能力や低酸素症状が起こりやすいとい
う課題もあったという。欠陥機の墜落がパイロット
のミスとされ、どれだけのパイロットが死んでいる
のだろう？▶５月、「安保」に関するいくつかの集
会に参加した。一つは日弁連主宰の「地位協定」各
国調査報告集会。ドイツやイタリアなど、日本と同
じ第二次大戦敗戦国には、米軍が基地を持っている。
それぞれの国と駐留米軍との間にはそれなりの「協
定」が結ばれている。日本の場合と対比してみよう、
という調査である。とくに地位協定に焦点をあてた
調査結果は、・駐留米軍には、基本的に駐留してい
る国の国内法が適用され、・周辺自治体との間には、
頻繁に調整や立ち入り調査が行われている、ことを

治体まわりをすると、「防衛は国の専権事項」という
回答の壁が厚い。調査の結論は、「そもそも日本は対
米軍について国レベルでも、自治体レベルでも主権
を持っていない」というものだった。▶もう一つは、
アジアプレイスという独立系報道関係者の集まりで、

『横田空域・・日米合同委員会』（角川新書）の著者・
吉田敏浩氏の講演だった。首都圏の空全面をほぼ網
羅する横田空域は、オリンピック客を迎えるために
しばらく米軍に遠慮してもらおう、という案がでて
いる。新航路直下の町々に新たな騒音問題が起こる
だろう。一方、沖縄にも嘉手納空域があり、嘉手納
基地に着陸する米軍機のため、那覇に向かう民間旅
客機は異状に低い高度の長距離飛行を強いられてい
る。吉田さんは、最近明らかになった横田基地上空
を飛ぶオスプレイの後尾ハッチが開いて銃口が下を
向いている写真も紹介し、横田への注目を訴えてい
た。► あって無きが如しの国の主権、居るのに居な
い如しの基地周辺住民・・この悪循環を一歩でも越
えたい高裁での裁判が始まる。進行協議で「高裁な
んてないよ」とうそぶきはじめたく高裁裁判官－裁
判所。この現状を少しでも突破するために、力と智
慧を結集しよう。（K）►5 月 30 日，長野県佐久市
で市役所に問い合わせが殺到。2 機の正体不明機が
200 ｍ程度の高度で低空飛行訓練を行ったのが原因
だった。市から問い合わせを受けた防衛省は，「わか
りません」► 目撃情報が写真で公開されたが，明ら
かに横田基地所属の C-130J。恥ずかしいぞ防衛省（M)
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会費納入は，以下の口座へお願いします。
①ゆうちょ銀行　店番００８  普通６８７５２２５
②ゆうちょ銀行　記号１００４０
　番号６８７５２２５１　( 振替用紙使用の場合 )
③中央労働金庫立川支店　店番２８２
　普通預金（口座番号）１０７４０６８
※名義：横田・基地被害をなくす会
※年会費は，個人 2000 円，団体１口 2000 円

なくす会・会費の振り込み先

会費納入は，以下の口座へお願いします。
①ゆうちょ銀行　店番０１８　普通 8014443
②ゆうちょ銀行　00180-6-790063　( 振替用紙を
　同封しましたので，お使いください。)
※名義：第９次横田基地公害訴訟原告団
※年会費は，10,000 円（家族原告は，1名以外の
会費を裁判終結時に精算することもできます。）

第９次横田基地公害訴訟
原告団・会費の振り込み先


