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訟の高裁判決で国側の怠慢

状況を打破する重大な布石

ました。

が厳しく非難されたにもか
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去る２月2日、昭島市役

務）
【会計監査】横田博（八

なで協力してたたかってい
こう」と決意を述べました。

す。同法に基づく提訴は初

めてのことであり、今後の

三線名手の名嘉常安さんの

沖縄県伊是名島出身で沖縄

公害とたたかっている原告

全国各地で基地による騒音

私たち原告団の他にも、

に、第９次横田基地公害訴
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は、私たち原告団とは別途
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三線演奏・民謡歌唱が披露

団がおります。今回は、そ

れており、今後も互いの活

動向が注目されます。

され、会場を大いに盛り上

の一部の原告団の活動を紹

総会の第二部冒頭には、

げてくれました。

第三次嘉手納米軍基地爆

王子市久保山町在住）、
堀俊

動を尊重し、協力しながら

の山本哲子弁護士により、

今後も、各基地騒音訴訟

所市民ホールで原告団結成

介します。

この裁判でどのようなこと

音差止訴訟原告団は、平成
3
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2年４月2日に原告総勢２

の原告団の動きについてご

弁護団からは、事務局長

団長に選任された大野さ

を求めていくのか、裁判を

万２０５８名が国に対し騒

紹介していきます。

彦 （昭島市美堀町在住）

んは、就任挨拶において、

起こす意義、提訴日の告知

音の差し止め等を求めて那

す。

活動していくこととなりま

原告団規約、予算等が満場
「長年にわたる騒音被害を

覇地方裁判所沖縄支部へ提
昭島市、福生市、
瑞穂町、

軍政府を相手として夜間の

訴し、その内１４４名の原
4 1 0
告が平成2年1月3日に米

は、訴訟提起のその日に発
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◇

一致で可決されました。ま
なくすためには、被害住民

などが説明され、その後弁
7
護団員総勢2名の紹介もな

問題を社会に認知させなけ

埼玉県入間市等の横田基地

飛行差し止め及び損害賠償

行するという画期的な試み

編集後記

れば、国の重い腰は上がら

周辺に位置する市町村から

を求めて裁判を提起してお

◇

た、団長・副団長を始めと
1
した新役員1名が選任され
が声を出し続けることが重

されました。

【団長】大野芳一（昭島市

ない。静かで安全な暮らし

メッセージが寄せられたほ

住）
、御供所弘人（福生市熊

び運動を団結して盛り上げ

拳を挙げて、今後の裁判及

参加者全員で立ち上がり、

総会の締めくくりには、

れました。

激励のメッセージも公開さ

訟に取り組む原告団からの

納など、全国で基地騒音訴

か、厚木基地、岩国、嘉手

づき改めて米軍政府への責

裁判権に関する法律」に基

国等に対する我が国の民事

ろ、その後制定された 「外

請求が否定されてきたとこ

「第三者行為論」によって

及ばないとしたいわゆ る

の運用に日本の法の支配が

への請求については、米軍

ります。これまで米軍政府

願いします。 （編集ｍ）

すので、どうぞよろしくお

提供していきたいと思いま

基地訴訟に関連する話題を

団・弁護団の活動報告及び

今後も原告の皆様に原告

むことが重要となります。

し、協力して活動に取り組

で、原告全員で情報を共有

裁判をたたかっていく中

をしております。

◇

緑町在住）【副団長】中島

を勝ち取るために原告みん

川在住）
、山口義郎（瑞穂町

ていく旨決意表明を行いま

任を追及することになりま

（八王子市久保山町在

計】清水幸一 （事務局長兼

代（昭島市大神町在住）
【会

穂町箱根ヶ崎在住）
、
赤松文

市大神町在住）
、岡口明（瑞

住）
【幹事】赤松正一（昭島

彦

在住）【事務局次長】金子康

清水幸一（瑞穂町箱根ヶ崎

箱根ヶ崎在住）【事務局長】

した。
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利美（八王子市久保山町在

には多くの原告が参加し、

た。新役員の役職・氏名は
要であり、裁判を起こして

壇上に上がる役員ら

次のとおりです（敬称略）
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