
戦争法廃止！ 共謀罪反対！ 辺野古・高江の新基地建設反対！麻布米軍ヘリ基地を撤去させよう！

本日、
皆さん！

安倍内閣は沖

縄を含む南西諸

島での軍事力強

化をはかりつつ、

国民を弾圧する

｢共謀罪」制定を

狙っています。

平和と民主主

義を破壊するこ

の策謀を私たち

は許してはなり

ません。

このような情

勢のもと、私た

ちの麻布米軍ヘ

リ基地撤去運動

は、本日５０周

年を迎えました。

私たちは本日

の撤去集会を成

功させて、沖縄はじめ全国の闘いに首都のど真ん中からも応えましょう。

安倍政権の独裁に反対するすべての市民と野党勢力の連帯で、共謀罪成立を阻み、平和憲法を

守りましょう！そして六本木から、沖縄から、日本中から米軍基地を追い出しましょう！
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18:00 受付開始、カレーライス炊出し開始

うたごえ……ピースサンデー合唱団

18:30 開会宣言………前川理絵子(司会・麻布ヘリ基地撤去実行委）

トランペット…松平 晃さん

主催者挨拶……川崎 悟(麻布ヘリ基地撤去行委 委員長)

18:40 連帯挨拶①……東京１区野党共闘の皆さん、オール沖縄・伊波洋一参議院議員

50周年記念挨拶……池田耕吉（元・東大生産技術研究所職員組合）

連帯挨拶②……横田基地もいらない市民集会実行委員会、港区議会議員の皆さん

19:30 決議文採択……大城伸樹（きかんし印刷労働組合）

19:35 閉会挨拶、団結ガンバロー……田辺恵子(港区労働組合総連合議長代行）

19:45 デモ出発→基地ゲート→国美正門→Ｍタウン前→六本木左折→三河台公園解散(20:15頃）

4･18ヘリ基地撤去集会
撤去運動開始50周年記念

1968年４月１８日、運動開始１周年の撤去集会ビラ

麻布米軍ヘリ基地撤去実行委員会
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実態を見ようともしないお役所対応に怒り……4/13省庁要請行動から

４月１３日(木）実行委員会メンバー６名は東京都、防衛省、外務省の担当部署に対し、麻布

ヘリ基地の撤去と当面の安全策や騒音対策を要請に行きました。

今回の要請行動で得られた新情報として、不法占拠が続けられている臨時ヘリポートの「代替

地」として返還されたものの１０年間も野ざらしで放置されていた国立新美術館寄りの4700㎡部

分が、ようやく来年度から東京都が復旧工事をはじめる予定であることが判りました。

(以下、文責：Ｉ）

「代替地」来年度ようやく復旧工事か
……東京都

都市整備局基地対策部の須山課長ら３名が応対。

冒頭、川崎実行委員長が述べた要望の要点に対し

都側は「都としても全面返還を働きかけてほしい

と国に申し入れているし、毎年6,11月には具体的

に名前を挙げて返還を求めている。また渉外知事

会としても要請しているし米軍機の飛行実態の公

開や訓練飛行の制限を地位協定に定めて欲しいと

も求めている」などと、例年と同じ回答。

私たちは「都側の姿勢は結構だが、実質的に何

一つ改善されていないではないか」として「日米

間の問題はさておき、都民の健康と安全を守るの

は都庁の仕事。その都民が不安や迷惑を被ってい

るのだから、都の権限で騒音被害調査を行うべき。

検討せよ」と要求したが、都側はこれに応えず「騒

音調査は国が行うべき」と責任回避に徹し、参加

者の一層の怒りを買った。

唯一進展があったのは、冒頭のように「代替地」

の公園復旧に向けて基礎設計がやっと始められ、

来年度は復旧工事に着手する予定、とのことが明

らかになったことである。

私たちは「当該の土地は米軍の自動車修理工場

の跡地であり、土壌汚染の問題が懸念されるが、

土質検査の結果は問題なかったのか」と質すと、

都側は、検査が行われたのかどうかについてさえ

知らないことが判ったので、この点は調べて後日

回答するよう宿題として都側に預けた。

実態を全く把握せぬ回答に怒り心頭
……防衛省

防衛省では地方協力局地方調整課の千葉専門官

ら４名が応対。「赤プレは米軍にとって都心の重

要な施設であり現に使用しているので、現状では

返還は難しい」「住民に不安を与えないよう米側

に申し入れている」といった紋切り型回答に続け

て、担当者が「米軍は停機中のエンジン停止や飛

行コースを守るよう配慮してくれているものと承

知している」などと、実態を全く知らない無責任

回答。

これには実行委員長が「何十年も繰り返し実態

を告発し続けているのに、この期に及んで『基地

周辺に配慮しながら米軍が運用していると承知し

ている』とはどういうことか」と写真を示して追

求したところ、担当官は一度も現地を見てもいな

いことが判明。

しかし防衛省側はどの質問に対しても「米軍に

は折に触れて申し入れている」「米軍側は配慮し

防衛省要請行動(4/13)より



ているとはずである」と同じ回答しかせず、参加

者の怒りをかき立てた。

参加者からは「防衛省地方協力局の前身は防衛

施設庁であり（千葉専門官はこれすら知らず、隣

の職員から耳打ちされて納得）、さらにその前身

は「特別調達庁」として占領米軍の求めに応じて

各種物資や芸人まで調達して米軍に差し出すのが

仕事だった。あなた方は、今でも同じ仕事を続け

ていて、日本人として恥ずかしくないのか」と追

求。これには応対の係官らは一斉にイヤーな顔を

したのであった。

外交専門家としての責務果たせ
……外務省

外務省では北米局日米地位協定室の桑子課長補

佐ら２名が応対。我々にお茶を出してくれるなど、

都や防衛省の役人に比べると比較的誠意が感じら

れる雰囲気ではあったが、要請に対する回答内容

は五十歩百歩でガッカリ。騒音問題や飛行の安全

留意について「米軍側には適切な運用をするよう

に申し入れているし、米側はウン、ウンと話を聞

いてくれている」と言うので、米軍側はそれに対

して何と答えたのかを質すと、答えは聞けていな

いことが判った。なぜ回答を求めないのかと質す

と言葉を濁してしまう有様。

我々が「防衛省の回答『米軍は停機中のエンジ

ン停止や飛行コースを守るよう配慮してくれてい

るものと承知している』は全く実情に沿わないウ

ソの回答だ。外務省は今年は丸写しのウソ回答は

さすがにしなかったが、どう考えるか」「あなた

方は日米合同委員会に出席しているのだから、米

軍将校に『実は皆さんが今降りたヘリポートでこ

んな問題があるんです』『ちょっと困るので、降

りる時にはここに降りて下さいね、駐機中はエン

ジンを止めて下さいね』ということがなぜ言えな

いのか」「そうしてくれれば少なくとも問題の一

つは解決に向かう。あなたにはそれが出来るでは

ないか」と追求し、さらに「それともそういう発

言すると出世に響くのか？黙っていた方が得策な

のか」と質すと、新米らしく「そういうことでは

ない。私も今日の話を聞いて皆さんの言うことが

理解できたし真摯に受け止めて行きたいと思う」

としおらしく回答。

しかし外務省側は言質を取られまいと「日米地

位協定の運用の改善について様々な意見があるの

は承知している」と言うので、我々は「『改善』

どころか運用の仕方それ自体に大きな問題がある。

他の米同盟国では具体的な運用規則を定め公開し

ているのに対し、日本では日米合同委員会の密室

協議で運用を決め、何について決めたかについて

さえ秘密にされている。こんな状態で良いのか」

「言いたいことが言いあえるような対等平等な日

米関係を築くために何が出来るのかを考えるのが

皆さん方の責務ではないか？次回は米軍側がどう

回答したかを聞かせて欲しい」と要求。

外務省担当者は「今日こういう機会を持てたこ

とはありがたいと思っている。また来年もこうい

う機会があれば対応したい」と言うので、最後に

我々からは「別に来年まで待たなくて良い。来週

の木曜日の日米合同委員会であなたがどう言って

くれたかを、近いうちにまた聞きに来ましょう」

とプレッシャーをオマケして締めくくった。

省庁要請行動では、やはり現状の実態に基づく追求こそが、通り一遍の官僚答弁を打破する最良の方法

であることが改めて確認できました。次回はさらに追求材料を用意して要請していきましょう。

各界の方々からの連帯メッセージ
本日の集会に寄せて戴いたメッセージをご紹介します。(50音順、敬称略。4/17現在）

**********************************************************************************************

泉澤 章(弁護士）

ねばり強い活動に敬意を表します。

ともにがんばりましょう！！

猪熊正一(港区議会議員）

４・１８集会に参加させていただきます。

基地撤去まで力を合わせて頑張りましょう。

太田幸男(東京学芸大名誉教授）

首都のまん中に外国軍の基地

のあることに粘り強く撤去の闘

いを進められていることに敬意

を表します。

今後もがんばり続けましょう。



早乙女勝元(作家）

『私の東京平和散歩』(新日本出版社）に紹介し

ましたが、あのときはお世話さま。しかし、東京

のドまん中に今も米軍基地とは、決して平和では

ないですね。

金子 勝(憲法学者・元立正大学教授）

ご運動５０周年に、心より経緯を表しておりま

す。「非武装・非戦・対話平和主義」の日本国で

あることのために、首都の米軍ヘリ基地を撤去さ

せるよう、沖縄のたたかいのように、ねばり強く

がんばりましょう。ご集会の大きなご成功を、衷

心よりお祈り申し上げます。

鎌田 慧(ジャーナリスト）

首都の真っ只中にある米軍基地。７０年以上に

わたる被占領日本の象徴です。大震災の避難所と

して、一日も早く返還させましょう。

増田善信(気象学者・元日本学術会議会員）

４・１８撤去集会のご成功を祈ります。

５０年の長きにわたって、麻布米軍ヘリ基地撤去

の運動を続けてこられた実行委員会の皆さんに

敬意を表します。

もともとこのヘリ基地は米軍が速やかに返還

するという約束で米軍に貸しているものですが、

米軍は何回も約束を破って居座り続けているも

のです。米軍は辺野古の新基地建設をはじめ、全

国を米軍の基地にして我が物顔に使おうとして

います。その根源は日米安保条約があるからです。

次の総選挙で野党共闘を勝利させ、次の選挙で安

保を破棄する政府をつくりましょう。

新倉 修(青山学院大教授・国際法律家協会会長）

首都のどまんなかに、まったく規制のかからな

い軍用ヘリポートがあることは恥です。学術会議

５階で会議をしていると、米軍ヘリがホバリング

をしているのを何度も目撃しました。居座り続け

る占領軍の忘れ物にＮＯを言い続けましょう。

**********************************************************************************************

麻布米軍ヘリ基地撤去運動５０年記念の連続行事にご協力を！
５０周年企画第３弾

6･10 第２回フィールドワーク
都心の一等地に響き渡る轟音、都立公園の敷地ギリギリを地上１０

ｍで旋回する大型の軍用ヘリコプター。

「実はよく知らない」「ちゃんと見たことがない」という方のために、

好評に応え第２回フィールドワークを企画しました。前回参加できな

かった方もぜひおいで下さい。

  2017年6月10日(土) 14時より
  乃木坂駅 (東京メトロ千代田線) ５番地上出口集合
お申し込みは FAX 03-3505-3976 または Ｅメール azabu@tkm.att.ne.jpまで

５０周年企画第４弾

7･14 撤去運動５０周年記念集会
50年にわたり続けてきた麻布ヘリ基地撤去の闘い。その意義を今

一度振り返り、今後の運動を展望しましょう。前泊博盛さん（琉球

新報元論説委員長、沖縄国際大学大学院教授）のお話を聞いて一緒

に考えましょう。

  2017年７月1４日(金)18:30より
  駐健保会館にて
  （港区芝3-41-8、JR田町駅７分、都営三田線三田駅５分）

50周年記念企画・賛同金のご協力をお願いします！
個人:１口\3,000、団体:１口\5,000。２口以上のご協力で50年記念ＤＶＤを進呈します。

振込先＝中央労金渋谷支店（普）２１２７１２９ 「麻布米軍ヘリ基地撤去実行委員会」

  六本木に米軍基地は要らない！ 麻布ヘリ基地告発ＤＶＤ

  NO BASE in ROPPONNGI
完成は10月
予価\3000

予約受付中
Part2

第１回フィールドワーク(12/3)より

ヘリ基地撤去集会・デモ(1967/10/21)


