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※ NEWS は 「横田 ・基地被害をなくす会」 と 「第 9次横田基地公害訴訟原告団」 の合同発行です。

－静かな夜と空を返せ－
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発行日：2020 年 6月 17日
発行者：大沢豊／福本道夫

なくす会・定期総会開催　
7月 24日午後 4時 30分～

　コロナ禍の中，皆さんお元気でお過ごしでしょうか。
と，思わず言いたくなる日々が続いていますが，延期し
ていた標記・定期総会を以下の要領で開催します。
　なお，会場の都合で，参加人数に制限があるため，
参加される方は，必ず以下連絡先に電話をください。
　また，今回の総会は，横田・基地被害をなくす会の
会員のみ対象であることにご注意ください。（封筒宛先
のお名前に下線を引きました）

横田・基地被害をなくす会 定期総会を開催

す。現在，振り込み作業はがほぼ終了したところです。
　また，以上の作業を行っていたため原告団以外の方に
対しては，ニュースの発行をはじめ，諸連絡が滞りまし
たことを，この場を借りてお詫びします。
　今回の総会では，原告団の使命が残すところ「最高裁
の闘い」のみとなった状況の中で，横田・基地被害をな
くす会の役割を再認識することになります。
　総会出席の皆さんの活発なご意見を期待します。

「横田」・基地被害をなくす会」事務局ブログ＝ https://ameblo.jp/mjfqp770/

◇ 4月 7日に最高裁門前で配布予定だった「全国基地連ニュース・最高裁特別号No1」を同封しました。コロナ禍で，まだ未配布です。

日時：2020 年 7月 24 日（金＝祝日です）
　　　午後 4時 30 分～
場所：昭島市公民館 3階学習会議室
　　　JR 青梅線昭島駅北口徒歩約 8分（地図参照）
参加申し込み連絡先：090-4227-8598（塚本）

　今回，原告団総会と別になくす会単独で総会を開催
する理由は，コロナ禍の中で，高裁判決段階で過去分
賠償額が確定した原告の皆さんに，少しでも早く損害
賠償～各原告への配分金を届けたかったからです。つ
まり，原告団総会を書面で行う形（議案書で議案を提
案し，郵送で賛否を届ける）とし，承認された議決に従っ
て，各原告配分金を振り込むことを優先させたからで

➡

➡

会場 : 昭島市民会館・公民館

JR 昭島駅 イトーヨーカ
ドー昭島店

モリタウ
ン東館

駐車場 公民館
入り口
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　新型コロナウイルス感染拡大，世界的パンデミッ
クによる影響は未曾有の状況を生み出しました。「補
償」なき「自粛」要請は至る所で多大の問題を生み
出しています。まだまだ第二次感染の危険をはらみ
ながらも「緊急事態宣言」は解除され，「東京アラー
ト」もご都合的に解消され，これからは「自衛」だ
そうです。
　こうした状況の下で，米軍横田基地は「自粛」の
“ジ ” もないまま戦闘機等の飛来は絶えることなく，
米軍内の感染者の「移動」も非公開のままでした。
そして訓練・演習も，これ見よがしに強化されてい
ます。
　第９次横田基地公害訴訟，とりわけ控訴審での焦
点は 2018 年４月（公式配備は 10月）に横田基地
に強行配備された米空軍特殊作戦に使用される垂直
離発着輸送ヘリ CV-22 オスプレイの重低音騒音，低
周波被害でした。今年１月の東京高裁では，このオ
スプレイ被害の実態を，現地検証どころか原告団の
主張をほとんど顧みず判決を下したことは記憶に新
しいところですが，このコロナ禍の中でも「自粛」
どころか，これ見よがしに昼夜を分かたず訓練・演
習が続けられています。
　とりわけ5月21日には大規模演習「サムライ・サー
ジ」が行われました。参加したのは第36空輸飛行隊，
第 459 空輸飛行隊，第 21特殊作戦中隊から C-130J
スーパー・ハーキュリーズが９機，CV-22B オスプ
レイが２機，C-12J ヒューロンが３機，UH-1N（ヘリ）
3機，合計 17機で実施。悪天候のため編隊飛行は
見送られたもののエレファントウォーク（編隊で滑
走路を行進する）は実施されました。
　５月下旬から６月上旬にかけて，高高度無人偵察
機グローバルホークや戦闘機 F/A-18 スーパーホー
ネット等続々と米軍基地から飛来，とりわけ戦闘機
の爆音は凄まじく耳をつんざく轟音が響く！もちろ
ん，C-130 や CVオスプレイの訓練も前記のごとく
繰り返されていることは言うまでもありません。
　「横田・基地被害をなくす会」と「第９次横田基

地公害原告団」が呼びかけて，毎月 “１日 ”，オスプ
レイの強行配備日を期して横田基地メインである第
２ゲート前でスタンディングとリレートークを続け
ています。４，５，６月もこのコロナ禍の中でも続け
ています。「演習を自粛してください」「ステイホー
ムで自宅に居ると騒音が恐怖です」「オスプレイは出
て行ってください」…ゲートを出入りする軍人・軍
属はまばらですが，基地内への呼びかけは肝要に思
います。国道 16号を行き交う車はそれなりに多く，
ドライバーの中には反応してくれる人もいます。
　これからも “１日行動 ”は続けます。11:00 ～
12:00第２ゲート前です。機会があればぜひ立ち寄っ
てください。騒音公害とオスプレイ撤去をともに訴
えていきましょう。
　また，今後のたたかいとして，コロナ禍の中で頻
繁に窓開けをして生活している私たち，学校，病院，
介護老人施設などを考えれば，オスプレイや C-130
が低空で市街地上空を飛び回る訓練は中止すべきだ
と，横田基地，日本国政府・防衛省や周辺自治体に
訴えていきたいと考えています。

コロナ禍にあっても訓練 ・演習は
「自粛」 しない米軍横田基地

第 9次横田基地公害訴訟原告団　事務局長　棣棠（ていとう）淨

6/6米軍横田基地撤去・オスプレイ配備反対集会で挨拶する福本原告団長

5/21Samurai Surge - Elephant Walk 2020（横田基地 Face Book より）



　　

経過報告と今後の予定
＊ 3/11　立川労金に口座開設準備
＊ 3/12　小松地裁判決支援（金沢）
＊ 3/31　弁護団＋原告団会議（上告理由書）
＊ 4/1　基地第 2ゲート前オスプレイ反対 Standing
＊ 5/1　基地第 2ゲート前オスプレイ反対 Standing
＊ 5/7　なくす会・原告団　合同役員会議
＊ 5/9　原告団会計監査
＊ 5/14 原告に総会議案書＆議決権行使書送付
＊ 5/30 損害賠償原告配分金・校正
＊ 5/31 原告団　定期総会：書類審査のみ
＊ 6/1 基地第 2ゲート前オスプレイ反対 Standing
＊ 6/3　原告団総会議決確認
＊ 6/4　なくす会・原告団役員　合同役員会議
＊ 6/4　原告団員宛損害賠償配分金の通知等発送作業
＊ 6/〇 全国公害被害者総行動～全国基地連政府交渉中止
＊ 6/5　原告口座に損害賠償～配分金振込依頼
＊ 6/6　米軍横田基地反対集会・デモ＜挨拶＞
＊ 6/6　原告団員宛損害賠償配分金の通知等発送
＊ 6/9　振込口座訂正作業
＊ 6/17　NEWS 印刷～発送
☆☆☆☆☆☆☆以下は，基地の現状など☆☆☆☆☆☆☆

＊ 3/9　CV-22 ④機タイ・コブラゴールド 2020 から帰投

＊ 3/26　C-130J が東側誘導路で強襲着陸作戦訓練実施

＊ 3/29-4/4 富士演習場の大規模訓練に CV-22 ④機参加

＊ 4/3 戦術ロデオ 2020 訓練～ C-130 の物資投下訓練など

＊ 4/6 米軍，新型コロナ対応で，関東地方関連施設対象

　に 5/5 までの公衆衛生緊急事態を発令

＊ 4/15 米軍，公衆衛生緊急事態発令対象地区を全国に拡

　大。期間も 5/15 までに延長。

＊ 4/29 三沢 F-16DM ①機到来～滑走路南北のアレスティ

　ング・ケーブルをチェック

＊ 4/29 基地内北側外周道路ほぼ完成

＊ 4/30 基地司令官，横田基地内で海軍兵士少数名がコロ

　ナに感染し隔離中である旨を周辺自治体に連絡

＊ 5/7　基地司令官，コロナ感染者が少数名追加されたこ

　とを発表

＊ 5/16　9/12-13 に予定していた日米友好際の中止発表

＊ 5/21 大規模演習～サムライサージ

＊ 5/25 グローバルホーク（グアム所属）⑥機の横田基地

　展開発表。5/30 ～ 10 月頃

◇ C-130 による物資投下訓練：4/3，4/22，4/30，5/6 ②，

　5/13 ③，5/27 ③

◇他基地所属機が横田で訓練実施

＊ 3/19 岩国 KC130T&G，＊ 3/25 岩国 KC130LP，＊ 4/6C

座間 UH-60LP，＊ 4/22 岩国 KC130T&G，＊ 5/22 空自

T-4LP，岩国 UC-12LP，厚木 MH-60LP，＊ 5/25P-8T&G，＊

5/26P-8T&G，＊ 5/28 岩国 KC-130T&G，＊ 5/29 岩国 UC-

12T&G，＊ 6/2 空自 U-4LP

　注）T&G ＝タッチアンドゴー，LP ＝ローパス

◇グローバルホーク到着：5/30 ②機，5/31 ①，6/1 ②

☆☆☆☆☆☆☆以下は，今後の予定など☆☆☆☆☆☆☆
＊6月末～7月初め　周辺労組・団体に高裁行動協力御礼，
オスプレイ署名＋夏季カンパ＋最高裁行動協力要請など
＊ 7/1　横田基地第 2ゲート前オスプレイ Standing
＊ 7/2　なくす会・原告団　合同役員会議
＊ 7/24　なくす会・定期総会
＊ 8/6　なくす会・原告団役員会議
＊ 10/17 日弁連シンポジウム（パネラーとして参加）

（2020 年 3月 9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　前回の「天欄」を書いてから 3カ月余りが
過ぎています。読者のみなさんは「コロナ事態」

駐に反対する月 1回の横田基地正門前のスタ
ンディングの「継続」を決めました。晴れの

をどうお過ごしでしたか？　苦しく，しかし希有の
数カ月を過ごした者同士として「ご苦労さま」と言
葉を交わしたい気分です。やがて来るという第二波
に向けて，この数カ月の間に感じたことをいくつか
書いてみます。
　①思い付きとお友達への利益誘導の政治を映し出
した「コロナ事態」だった。　クルーズ船集団感染
への対応の失敗に続き，緊急事態宣言，学校の休校，
図書館や公民館の休館が行われました。いつもなら
放課後のゆったりとした「学童」施設が子どもたち
であふれました。「家にこもれ」といわれても，「家」
は安全な場所とはかぎりません。狭いうえに暴力が
支配する場でもあります。非正規職の人々の収入が
途絶え，中小企業の倒産が続いています。「アベノマ
スク」配布に国家予算を浪費し，専門家会議の議事
録は作らず，幽霊法人を抜け道に莫大な予算をお友
達の「電通」に託す安倍政権を持ったことは不幸で
す。「記録」を後世に残すのは政治の責任です。百年
前のスペイン風邪の経験を，内務省衛生局は丹念に
記録し，『流行性感冒―スペイン風邪大流行の記録』
という本を残しています。
　②社会に満ちた「家にこもれ」「自粛せよ」の呼び
かけ。　多くの人がこれに従いました。市民運動の
場でも，東日本大震災関連の集会や 5月の憲法集会
が中止され，春闘の団体交渉や会議まで延期・中止
が続きました。沖縄での基地建設は続き，横田基地
は動き続けました。私たちは役員会でオスプレイ常

日も寒い風の日もありましたが，動き続ける巨大な
横田基地に向かって集まり，旗やプラカードを掲げ，
マイクを握って呼びかけました。それはおたがいに
顔をあわせ会話する大切さを実感する場にもなりま
した。そもそも人間は社会的な生き物で，互いの関
係の中で生き甲斐を見いだしてきたのだと実感して
います。
　③これは「戦争」ではない，ということ。忘れて
はならないということ。　感染症の大爆発は歴史の
中で何回も起こったことです。国境を軍隊で固めた
り，人々の動きを規制したりするために「戦争」の
例えがしばしば使われました。しかし基地も軍隊も
役にたちませんでした。感染症は戦争とは違います。
人間が地球環境とどう折り合っていけるのかが大切
なのです。そのためにも，戦争や差別と抑圧の理不
尽に別れを告げることが大切です。第二波も近いで
しょう。第一波の教訓を忘れないようにしましょう。
基地や軍隊や戦争がない世界を目指して，おたがい
に力を合わせることにしましょう。（Ｋ）
　私は 2021 オリ・パラ開催に，決して反対ではない。
開催は「全世界的にコロナ問題を解決する」の条件
付きである。今回の事態で，貧困な人々や国がコロ
ナ対策不十分のまま取り残されることが予想できる。
これが解決できなければ開催すべきではない。そし
て，オリンピックを開催したい方は，コロナ問題解
決にお金や努力を惜しまないことだ。勿論，そのた
めには，武器購入や新基地建設は中止だ。（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

　高裁判決の過去分損害賠償確定による原告配
分金計算の際に，2021 年度まで含め会費を清算
しましたので，今後は払い込み不要です。

第９次横田基地公害訴訟
原告団・会費について

【オスプレイ反対行動】（毎月 1日 11 時～）
◇ 7月１日（水）11時～ 12 時
　横田基地第 2ゲート前でスタンディング
◇ 8月 1日（土）11時～ 12 時
　横田基地第 2ゲート前でスタンディング

はみ出し情報：2019 年度の横田基地関連の航空機飛行回数は，2000 年度以来の多さだった。オスプレイ配備の影響であることは明白だ。


