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静岡県勤協連幹事会と
第５９回県勤協連研究集会を開催
静岡県勤協連は１０月６日（水）、静岡労政会館視聴覚室に於いて幹事会
を開催しました。同日は午前中に「幹事会」、午後からは県内各地区勤労協
から３０名の仲間が参加して、『第５９回研究集会』『杉山あつし県議会報
告会』を開催してきました。

護憲．平和．生活を守るために総選挙を闘おう!
県勤労協幹事会では、堀内武治会長が挨拶で、
①10 月 7 日告示．同 24 日投票の参議院静岡選挙区補欠選挙は、完全な野党統一候補には成り得な
かったが『山崎しんのすけ』さんを推薦して闘おう。今回の参議院補欠選挙は「衆議院選挙の前
哨戦」として全国的にも注目されている重要な闘いだ。
②衆議院選挙の闘いの課題は、経済・医療・福祉・雇用など山積しているが、あえて『護憲と平
和』が重要となっている。岸田首相は、辺野古新基地建設を強行し、「台湾海峡の平和などに、米
欧豪印などと共に毅然と対応」、「ミサイル防衛の強化」、「北朝鮮に対し、国際社会全体として圧
力を最大限に高める」と、強行な安保外交姿勢を打ち出しています。
③更に、憲法については「自衛隊明記を含めた 4 項目の改正実現を自身の総裁任期中に目指す」
と 発 言 し 、「 従 前 よ り 踏 み 込 ん だ 発
言」と党内からは評価されています。
しかし、被爆地である広島出身でるに
も関わらず「核兵器禁止条約の批准に
は否定する」など、「国民の声を良く
聞く姿勢」とは大きく乖離している。
④憲法改正の発議には衆参両院の本会
議で総議員の 2/3 以上の賛成が必要と
なっています。改憲勢力とは自民、公
明両党に日本維新の会や無所属の一部
を加えた議員を指します。従って、今
回 の総選 挙で 改憲勢 力が 躍進す れば
「憲法第 9 条」の改悪される危険があ
りますので、立憲勢力が大きく前進し
なければならないのです。その為にも県勤労協連合会が総選挙闘争に全力を上げて頑張りましょ
う。と訴えました。
同会議では、経過報告として「社民フォーラム静岡結成総会」の報告．各地区からの活動報告を
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受けました。総選挙闘争に関しては、「県勤労協としては野党統一候補として闘う候補者を推薦し
て闘うこととします。比例区選挙については社民党、立憲民主党を支援していくこととします」
との方針を決定しました。
◎参議院議員静岡選挙区補欠選挙
◆10 月 7 日告示．24 日投開票
候補者 山崎しんのすけ（40 歳） 前静岡県議会議員 無所属新人
推薦
連合静岡．立憲．国民．県勤労協

研究集会報告
リニア中央新幹線と水をめぐる諸課題
静岡県勤労協研究集会は、『リニア中央新幹線と水をめぐる諸課
題』について、講師に静岡県くらし環境部惨事（南アルプス担当）渡
邊光喜氏を招き、静岡県当局が「進めている現状報告と今後の課題」
の説明を受けました。
渡邊光喜氏は、「冒頭説明」で静岡県当局としての「リニア中央新
幹線」に関する見解を明らかにしました。
◆静岡県は、中央新幹線整備事業の必要性については、賛同してい
ます。その上で、静岡県の願いは、
「事業を行うにあたっては、事
業計画地である南アルプスの特殊性及び大井川の水利用できるレベ
ルの環境影響評価を実施してほしい」と言うものです。
このため、静岡県は、静岡県環境影響評価条例の手続きに基づき、
ＪＲ東海との対話を進めています。
上記の内容は、決して「ＪＲ東海が進めているリニア中央新幹線の事業計画」に静岡県が反対
しているものではない。という立場を鮮明にして以下の説明に入りました。なお、紙面の都合
により「概要のみ」を掲載します。

南アルプストンネル工事には多くの課題
渡邊光喜氏は、リニア中央新幹線の南アルプスルートとりわけ「静岡工区分（延長＝約 8.9 ㎞）
には多くの課題が山積しているとして、以下を説明しました。
１．南アルプストンネル工事の難度
◆ 地層が複雑な南アルブスで、最難度の山岳トンネル工事が行われようとしていること。
◆ 県境付近には大きな幅をもった断層帯の存在が考えられる。
２．山梨県境付近の断層構造図
◆山梨県側の県境付近には、砂岩等の脆い地質の断層帯があると推定される。
◆県境付近の断層帯におけるトンネル土被りは約 800 ﾒｰﾄﾙと大きいため、断層や破砕帯に遭遇し
た際には、高圧突発湧水や大きな土圧の作用がトンネル掘削に大きな影響を与える可能性がある。

南アルプスで守るべき生物多様性
１．南アルプスの特徴
◆ 世界の南限とされる希少動植物が多数存在し、守るべき極めて希少な生態系がある。この生
態系は、奥地で人為が及ばず、周辺環境の変化の影響を受けやすく非常に脆弱。自然環境の
変化に対応することができた種だけがぎりぎり生き残っていく。
◆ リニア中央新幹線建設工事による人為的変動の影響
・トンネル掘削に伴い生じる河川、沢の減水．水質悪化
・発生土置き場から発生土及び濁水の流出．等
◆ ヤマトイワナのような水中の生態系の上位に位置する生物の餌となる水生昆虫類等が減少す
る恐れ・・・南アルプスの生物多様性を維持できなくなる恐れがある。
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◆ 南アルプスの工事着工前に生態系の現状をより高精度に把握し、改変による影響を予測・評
価しながら対応することが極めて重要・・・南アルプスの豊かな自然を後世に継承すること
が不可欠。
◆ 2014 年ユネスコエコパーク（生物圏保存地域）に指定され、自然環境自体が後世に残す貴重な資
産となっている。

環境影響評価に対する環境・国交大臣

環境大臣意見（2014 年 6 月抜粋）
◆最大限、回避、低減するとしても、なお、相当な環境負荷が生じることは否めない。
◆地下水がトンネル湧水として発生し、地下水の低下、河川流量の減少及び枯渇を招き、ひいて
は河川の生態系に不可逆的な影響を与える可能性が高い。以下、省略
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国土交通大臣意見（2014 年 7 月抜粋）
◆地元の理解と協力を得ることが不可欠である。
◆環境保全に関するデータや情報を最大限公開し、透明性の確保に努めること。2013 年 9 月にＪ
Ｒ東海は、環境影響評価準備書で南アルプストンネル工事により、大井川の流量が毎秒 2 トン
減少すると予測した。この数値は約６０万人分の生活用水に匹敵する水量となっています。
上記の「さまざまな課題」をクリアーすることが行政官庁である静岡県の責任であり任務と考えて
います。その為には、ＪＲ東海も責任を持って各種の資料提供を積極的に行って頂きたい。それが
対話であり、解決に向けた方策と考えています。

今後の進め方
渡邊光喜氏は講演の結びに、以下の見解を示してくれました。
静岡県は、地域の住民生活や経済活動に欠かせない「命の水」である大井川の水資源と、ユネスコ
エコパーク（生物圏保存地域）に登録された南アルプスの自然環境を保全するため、環境影響評価
法の手続きにおいて設置した静岡県中央新幹線環境保全連絡会の専門部会で、ＪＲ東海と対話を重
ねています。
（以下略）
講演後の質疑では、予定していた時間を超過する意見・質問が続出しました。それは、参加者が
「リニアと水問題」に大きな関心を示している証でした。事務局は今後も「第 2 段階のリニアと水
問題」を計画していく予定です。
追伸、講師で講演を頂いた渡邊光喜氏には、紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。

杉山あつし県政報告会
静岡県勤労協研究集会後は、『杉山あつし県政報告会』を同会議場で開
催しました。杉山あつし県議会議員は、冒頭に最近の活動報告をしまし
た。
「県議会議員となり、早くも 3 年目を迎えました。5 月には臨時県議会
が開催され、所属委員会は文教警察委員会及び脱炭素社会推進特別委員
会となりました。さらに議事日程を確認する議会運営委員会にも就任し
ました。教育委員会、警察、脱炭素の環境問題を担当しています。地域、現場の要望を確認して、
しっかりと県政の場で発言をしていきます」と、力強く決意を述べて以下の報告をしました。
6 月県議会定例会で年に 1 度の一般質問を行いました。この間、政策形成プロジェクトの女性防災
の会合を積み重ね、また外国人県民の支援団体の会合に参加し、当事者との意見交換を行ってきま
した。
その結果、「遅れている女
性の地域防災参画」「コロナ
課で苦しむ外国人県民の支
援」の質問を作成してきま
した。また使命感、義務感
で頑張る医療従事者のモチ
ベーションアップへの問題
提起、下請け業者を守り育
てる公契約条例の実効性確
保、自宅近くの大谷川放水路周辺の区画整理による水田埋め立てによる水害への不安等も質問しま
した。
しかし、答弁の多くが「的を射ていない」ものが多く残念でした。今後も粘り強く県当局に働き掛
けていきます。今後もしっかりと「県政報告活動」をしていきますので、皆さんのご支援とご協力
をお願い申し上げます。
（静岡県連事務局長：秋山一）
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「許すさない。 新たなる戦前への道を!」
自衛隊の暴走は、敵基地攻撃に向けた第１歩。
2021 年 9 月 4 日に菅前首相は「自民党総裁選挙への立候補断念」を表明しました。以降、10 月 4
日の臨時国会で岸田新首相が選出される迄の間、各マスコミは「自民党総裁選挙」を連日連夜で報
道し、私たちも『マスコミ報道』に流されてきました。しかし、防衛庁は私たち国民が求めている
「平和と民主主義」とは逆に、『専守防衛から敵基地攻撃』へと着実に突き進んでいますので、下記
に自衛隊の暴走を紹介します。
2021 年 9 月 15 日（水）
、陸上自衛隊最大の実動訓練である演習、通称「陸演」がスタートしまし
た。演習期間は 11 月下旬までで、演習対象は陸上自衛隊が持つすべての部隊となっていることから、
2020 年 3 月末現在で約 13 万 8000 人いる陸上自衛官のうち、約 10 万人が動員される非常にスケール
が大きい演習となっています。
このような大規模演習を陸上自衛隊が行うのは、1993（平成 5）年以来、実に 30 年ぶりです。陸
上自衛隊としての任務遂行能力と、部隊運用の実効性を向上させ、陸上自衛隊が持つ抑止力と対処
力を強化することが目的と説明していました。
まさに陸上自衛隊を挙げて取り組む大規模演習の内容
は、「出動準備訓練」「機動展開等訓練」「出動整備訓
練」
「兵站・衛生訓練」
「システム通信訓練」の 5 つに分
かれています。また「陸演」全体の支援部隊として、海
上自衛隊、航空自衛隊、在日米陸軍も参加するという大
規模かつ日米合同演習という構図となっています。
今回の訓練の概要内容について、矢作真弓／武若雅哉
（軍事フォトライター）両氏は下記の様に説明していま
す。
出動訓練は、有事を想定した「出動までの準備」を訓
練するもので、必要となる武器や弾薬、車両などの各装
備品を駐屯地内の一角など、指定された場所に集積します。また、隊舎執務室などにある秘密文書
の移管要領なども習練する事になるでしょう。

日米合同の軍事演習も実施か。
パラシュート降下．空中強襲訓練も
機動展開等訓練では、たとえば海上自衛隊の輸送艦に陸自部
隊を乗せてどこかへ上陸する訓練や、航空自衛隊の輸送機から
パラシュート降下や、在日米陸軍のヘリコプターを使って空中
強襲（ヘリボーン）などが行われると考えられます。
兵站・衛生訓練は、全国の補給処が様々な後方支援部隊と連
携して、弾薬や食料、予備部品など部隊が行動するにあたって
必要となる各種補給品を集め、トラックなどで指定された場所
まで輸送します。これについては、在日海兵隊が保有する輸送
船での海上機動が実施されるかもしれません。
システム通信訓練では、陸上自衛隊最大の通信専門部隊であ
るシステム通信団を筆頭に、広域展開する部隊間の通信インフ
ラを構成したり、その末端、最前線部隊まで細分化させた通信網を構築したり、はたまた広帯域多
目的無線機を活用した大容量のデーターをやりとりするといった訓練が行われると考えられます。
加えて、海上自衛隊と航空自衛隊のシステム通信部隊と協同して、陸海空の垣根を越えた通信訓
練も想定されるほか、サイバー戦の専門部隊であるサイバー防護隊などによるサイバーセキュリテ
ィ対策に関する訓練も行われる模様だ。
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今回の「陸上自衛隊大規模陸演」とほぼ同じ時期に、台湾においても大規模な軍事演習が始まり
ました。台湾軍（中華民国軍）は中国本土からの攻撃を懸念していると各種報道で伝えられていま
すが、日本と台湾がそれぞれの場所で大規模な演習を同じ時期に行うこと、そしてそれらの演習に
アメリカ軍が絡んでいるということを考えると、今回の「陸演」は多分に中国を意識したものであ
ると言わざるを得ない。更に、地図上で見るとアメリカ軍を後ろ盾にして日本．台湾両部隊が並ん
でいる形になっているのも否定できません。つまり日本と台湾、2 つの演習は見えない場所でリンク
しているのかもしれません。と、警鐘を鳴らしています。
上記の演習はまさしく、「専守防衛から敵基地攻撃へ」と大きく突き進んでいます。自衛隊の暴走
は「戦後から新たな戦前」へ向かっています。今回の衆議院選挙では「憲法 9 条」を守り抜く為に
も、立憲勢力の議席を大幅に勝ち取るために奮闘しましょう。

高校生平和大使ピースフォーラム
静岡県高校生平和大使による『ピースフォーラム（主催．静岡 24 代高校生平和大使、2021 年高校
生平和大使長崎派遣、静岡平和センター）
』が 2021 年 9 月 26 日午後 2 時より、静岡市労働会館に於
いて約 30 名の仲間が出席して開催されました。
同会議では、活動報告として、8 月 6～9 日に長崎の原水禁大会に出席した報告がされました。①
長崎の爆心地公園で全国の平和大
使と「平和の鎖」をつないで、平
和への決意を新たにしたこと。②
旧城山国民学校の敷地に「原爆に
関する資料館」があり、平和教育
がされている。等、全国の高校生
平和大使が「核兵器廃絶につなが
るさまざまな活動」を展開してい
ることを学んできました。
同集会では、「動画鑑賞として
ビキニ事件が起きたマーシャル諸
島」を上映し、高校生平和大使は、
2022 年 3 月にマーシャル諸島に
『折り鶴』を贈る予定でいます。

シンポジウム「平和とは何か」
他県の高校生平和大使も参加
同集会の最後に、『シンポジウム あなたが考える平和とは何か』に移りました。同シンポジウ
ムには他県の高校生平和大使もオンラインで参加してくました。
「8 月 9 日は毎年登校日となっているので平和学習に参加している。原爆資料館で人権．学習にも
力を入れている（長崎）
」、「1 万人署名活動を各学校で進めている。2 世．3 世の会にも参加してい
る。（熊本）」、「核兵器廃絶に向けたイベントを開催して、メッセージをオンラインで紹介してい
る。（兵庫）」、「小さい時から平和集会に参加してきた。広島平和公園でガイドをしてきた。だか
ら、これからも子供たちへ平和を訴えていきたい。（広島）」「平和とは空気の様なものだ。しかし、
人間は空気がなければ生きていけないので、当たり前の社会を築くためにも平和は重要だ。次代
を担う平和大使の活動も重要になっている（福岡）」などの意見が出されました。
上記のイベントは高校生平和大使の発案で開催されました。静岡の地でも「新しい運動」を発
展させ活動を強化していくことを確認してきました。
（文責・秋山一）
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各地区活動報告
☆清水地域勤労協
水害写真パネル展「熊本から学ぶ」を開催しました
１０月１日（金）～１５日（金）はーとぴあ１階展示ギ
ャラリーで写真パネル展「熊本から学ぶ」を開催しました。
今回の展示にあたり、写真パネル１７枚を『
（一社）人吉温
泉協会』よりお借りしました。
『世界的異常気象が発生し、重大な災害が起きています。
地球温暖化がその原因とされ、地球規模での対策が求めら
れています。日本国内においても、大型台風、線状降水帯
による豪雨から水害、土砂崩壊、堤防決壊が発生、尊い人
命が失われています・・・』（冒頭挨拶文より）
熊本県では、２０１６年と２０２０年に豪雨災害が
発生、多くの死者や行方不明者を出しました。
この展示では、その時の地域ごとの様子を多くの方に
見ていただきました。
見学者からは「自然の怖さを感じた」
「温暖化につい
て真剣に考えなければならない」
「学生たちが復旧作業
に頑張る姿に感動しました」などの感想をいただきま
した。
会場では、清水区での水害ハザードマップ等も掲げ
ました。日頃から風水害に対する備えをし、災害が発
生する可能性が高まった時の行動を考え、安全な避難行動につなげていきたいと思います。

（通信員
（写真：左「球磨村・渡」 中央「人吉市九日町
右「人吉市下新町 清掃する学生」
）

肥後銀行人吉支店前」
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佐野明子）
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