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１----整備できない都市計画

潮見　ここでは，都市と基地ということがテーマ

なのですが，飛鳥田市長になるべく具体的な横浜

市の例をとってお話をしていただきたいと思いま

す。

はじめに横浜市の基地の状態について，概略のお

話をお願いします。

飛鳥田　横浜市には，終戦当時にアメリカ第八軍

司令部が置かれました。したがって横浜市自身に

は戦闘基地といわれるようなものは非常に少ない

のです。終戦直後，市の中心部のほとんど４分の

１を米軍に接収されて，その結果，いまでも私た

ちが一番困っているのは，市内いたるところ接収

地であったために，そのとき都市計画ができなか

ったことです。たとえば，名古屋などでは，戦後

の都市整備によって非常に大きな基幹道路が縦横

に通じている。ところが横浜では，そういう都市

計画が全然できなかった。基地と基地とのあいだ

にわずかにあいている土地に，みんなやむをえず

バラックのような，マッチ箱のような家を建てて

スタートしたわけです。そのために，都市整備と

いう点で横浜市が全国６大都市のなかでは一番お

くれている。これが一番大きな問題です。

二番目には，都市計画ができないために，商業活

動，工業活動等の経済活動が一つの方向性を持て

ない。いわゆるスーベニア・ショップ＜みやげも

の屋＞程度のチャチな形にならざるをえないとい

うことから，横浜の商工業活動の復活がかなりお

くれ，朝鮮戦争以後にならざるをえなかった。

さらに財政的にいえば，いままで基地によって横

浜市がー「市」です。市民じやありませんーこう

むった被害が，だいたい２千億円といわれている

のです。たとえば固定資産税のような，基地でな

ければ当然にはいるべき税金とかの，得べかりし

≪２千億円の損害≫



利益額の総計ですが，これはほんとうに概算で，

精密に計算しますともっとふえるだろうと思いま

す。

そんな状況からスタートしたのですが，第１次安

保条約の締結前後,27～30年ごろまでに接収地帯

の約半分以上が解除になったわけです。現在は，

残っているのは23基地です。その性質はほとんど

全部住宅地区，あるいはチャペルセンターなどで

もう一種類は石油貯蔵庫，野戦病院，通信基地，

こういった二種類に大体分かれています。そのほ

か,ノース・ドックといわれる埠頭を１本と，上

瀬谷の通信基地などで，どれも戦闘基地ではあり

ませんから，ベトナムの問題があったからにわか

に忙しくなるということではありません。

潮見　岸根の米軍病院などは直接ベトナム戦争の

影響は……。

飛鳥田　これは，あります。野戦病院ですから，

戦傷病兵を厚木基地まで飛行機で持ってきて，そ

こからヘリコプターではこんだり，トラックで持

ってきたりして入院させているようですね。

潮見　これは相当大規模なものですか。

飛鳥田　東京の王子病院ほど大規模なものではあ

りません。ですが，あれで2,3百ベッドがある

んじやないでしょうか。

潮見　そういう基地の存在が現実に市民生活に及

ぼす影響をお聞きしたいのですが……，たとえば

基地の存在が，東京の例でいうと騒音とか汚水が

流出ナるとか，道路の破損，その他いろいろな形

で市民生活を妨害する。安保公害とか，基地公害

とかいわれて問題になっているもの，そういう点

はいかがですか。

飛鳥田　横浜市の問題は騒音とかの害よりも，な

によりも市の発展が基地によって妨げられてしま

ったということですね。市街が発展していくのが

そこでチェックされてしまう。そういう面で非常

に困っています。もちろん岸根の軍病院などでは

傷病兵をはこぶヘリコプターの音がやかましいと

いう点はありました。しかしこれは厳重に申し入

れをしました結果，がなり減りまして，このごろ

は１日1.回ないのじやないでしょうか。ここにま

た，ベトナムなどからコレラとかチフスとかの伝

染病を持ち込むといけないので，私どもから交渉

して，米軍のほうから伝染病患者の有無を，毎日

市の保健所に報告を出さすことにしました。その

報告によると，そういう患者がこのごろはほとん

どおりません。そういうふうに，かなり注意して

基地のもたらす害の除去に努力しています。

潮見　そういう市側の申入れなどに対しては，ア

メリカ軍はどういう反応を示すのでナか。

飛鳥田　合理的な点は聞き入れまナね。たとえば

いまの伝染病患者はすぐこっちに通知しろという

ような申入れをしますと，いろいう折衝の過程は

ありますけれども，最終的にはこちらのいうこと

を聞きまナ。

2----市民の具体的要求を組織する

　　　　　　　　≪基地解除の横浜方式≫

潮見　日本全国でいま140ヵ所をこえるアメリカ

軍の基地があって，各所でそれに対ナる反対運動

を起こしているわけですが，行政担当者としてど

ういう形で持っていったら基地をなくすることが

できるのか，そのへんどうお考えでしょうか。

飛鳥田　ただ，反対反対で闘争を吹っかけるとい

うだけでは，かえって向こうをいこじにしてしま

う傾きがありまナね。安保条約廃棄，基地撤廃と

いう大運動と別個に，一つの基地をなくそうとす

る限り，そういう傾きがあるんじゃないだろうか

という気がします。ですから市民の運動と市当局

の交渉とがちゃんと結合して，うまく交渉してい

くということが一つの手段として重要な点です。
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それからもう一つは，その基地がどいたあとは市

民にとってこういうりっぱな施設ができるんだ，

それが市民にとって絶対に不可欠のものなんだと

いうことを，市民にはっきり示していくことが必

要なんじやないか，と私は思います。

潮見　その具体的な事例を少しお話しいただけな

いでしょうか。

飛鳥田　たとえば根岸の競馬場が接収解除になれ

ば，ここにリスを放し飼いにできるような森林公

園をつくる。こういうことをぼくがいいますと，

市民がそれはたいへんいいことだと，何十万と署

名を集めて持ってくる。われわれのほうは公園計

画をきちっとつくって，米軍にそれを示してこん

なに大ぜいの市民がそれを期待しているんだから

という交渉をします。これをつっぱねれば，今度

は米軍が横浜市民からきらわれてしまいますよ，

とせまるわけですね。

それからいま交渉中なんですが，モータープール

の跡に下水処理場をつくる計画を立てた。それが

できると約40万人を水洗便所にできる。下水処理

場というのは低い場所が必要です。そこ以外では

やれないわけです。高いところでは，ポンプ・ア

ップをしなければならないので，自然流下の点か

らいうとそこ以外にないんですね。そこに下水処

理場をつくるという計画を発表して，政府ともど

んどん交渉して財源の目鼻もついています。そう

すると米軍のほうは，その場所を解除しなければ

40万人の水洗化をおくらせることになりますから

解除するという方向に出てくるわけです。そのか

わり代替地をくれとか，いろんなことが向こうの

要求に出てきますが，代替地は出しませんとつっ

ぱねているところです。米軍にとっては，市民生

活を妨げるということが一番いやなことのようで

すね。

潮見　代替地の問題はどう解決するのですか。向

こうの要求はどういう形ですか。

飛鳥田　どこかそれにかわるものを埠頭の付近に

つくればいいといってきています。政府は金を貸

すから海を埋め立てればいいというのです。それ

をぼくらがうんといえば，あしたにでも解決しち

ゃうのです。ただ，ぼくはあまり海を埋めたくな

い。といいますのは，将来コンテナ,・シップが中

心になるでしょう。そうするといままでの古い埠

頭を整理してかなり機械化しないと，港が使えな

くなります。そのためには少しでも埋めておきま

すと機能障害を起こすおそれがあります。いまま

だ具体的に，これで危険がある，機能障害を起こ

すと断定できないのですが，将来を見通してみる

と，横浜のために埋立てをしたくないという感じ

で，いま断っているのです。

ただし，これらの例はいわゆる施設であって，最

先端の基地の場合は，ずっとむずかしいでしょう

ね。沖縄の嘉手納の基地と，横浜の住宅を置いて

ある基地とか，ただのモータープールで自動車を

とめておく場所とかでは基地の性質がちがいます

から，その基地の性質によって手段は分かれてく

るんじゃないでしょうか。

沖縄の場合は，全般的な政治姿勢の問題で，政治

的な力関係の問題になる。

しかし横浜の場合は政治的な力関係じゃなくて，

市民がいかにそこを必要とするかという，必要性

の力関係になる。ですから，全体としては政治的

な方向をはつきりと推し進めながら，部分的には

いまお話したようなテクニカルなやり方があると

いうだけじゃないでしょうか。横浜市ではそうい

う一つのテクニカルな方法をとっているというこ

とであって，横浜のやり方ですべてことたれりと

いうふうにはぼくは全然思っていない。もしそれ

が全部であっていいというならば，それは一種の

改良主義に堕します。ぼくは改良主義で安保の問

題は片づかないと思うのです。全国に200基地が

あれば, 30か50はそういうテクニカルな取り方が
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できます。たまたま横浜がそういう地域だという

にすぎないのであるということです。都市計画を

設定しては，市民の必要性をバックに米軍と折衝

して解除に持っていくというやり方は，ここだか

らぼくはやるんでして，よその地に行けばぼくは

もっと違うやり方をすると思いますね。そして全

体の安保廃棄の努力は，横浜においてもそれと並

行して進めないと，一介の改良主義に終わってし

まいますから，そういう努力もしなければならな

いと思っています。

潮見　その全体としての安保廃棄の運動，これは

横浜市としてはどういうふうに展開しているので

しょうか。

飛鳥田　それは各政党の責任で，行政の責任じゃ

ないんじやないかといっているのですよ。ぼくも

社会党員としてのぼくの責任はあります。しかし

市長としては，ぼくはそのことをそうドラスティ

ックに進める義務はないと思うのです。市民の声

を集めては都市計画を立てて，基地を一つ一つ取

り返していくという，具体的な行動は市長の責任

ですが，安保廃棄の闘争は，政党の責任じやない

かと思いますね。もちろん，ぼくは安保反対の闘

争にはいろんな形で援助して，できるだけやって

います。しかし率直にいうと，その闘争の主力に

なろうとは考えていません。闘争の主力になるこ

とによって，ほかの部分にものすごい影響がでて

きてしまうのですよ。

３　　　　　本牧地区の解除に10年かかる

　　　　　　　≪解除をはばむ地位協定≫

潮見　いわゆる革新市長と国との関係，いまは自

民党政府ですが，革新市長になったら，市の行政

が非常にやりにくいということが一般的にいわれ

ているのですが，安保体制下の基地解除という問

題で，国と摩擦を起こすとか衝突するとか，そう

いう点は･･･…。

飛鳥田　ありますね。国と，というよりも現存の

法律との摩擦ですね。たとえばいまぼくが申し上

げたように，都市計画を設定しては市民の必要性

を集めて，返せという話をしている限り，防衛施

設庁でも政府でも非常に協力的です。できるだけ

取ろうというので，ぼくのいうとおりいろんなこ

とをやってくれます。ですが，たとえばここにあ

る本牧地区---これは住宅地区なんですが，を返

せという話をぼくは米軍とやる。いうまでもない

ことですが，市長としては外交権がない。だから

正式折衝はできないのです。パーティーなどで，

向こうの司令官に会ったりしますから，そういう

親しさでどんどん話をするわけです。パーティー

で話をしておいて，あとで計画を届けるとかこっ

ちが説明に行くとか……そうすると向こうも非常

にわかるのです。その結果，米軍の本牧の住宅地

区を解除していいという話になったわけです。こ

れは，米軍には理由のあることで，終戦直後に建

てた住宅が非常に古くなって，改築しなければな

らないところに来ているわけです。もう一つは，

この本牧地区に住んでいる人の４分の３ぐらいは

横須賀にかよい,４分の１ぐらいは座間にかよっ

ているんです。もとは30分で横須賀に行けたのが

いまは１時間半かかる，時間をくってかなわない

という話が彼らの中からも出ている。普段ぼくは

パーティーなんかの話で，それがわかりますから

「どうなんだ，あなた方もたいへんなんだろう」

「そのとおりだ。それじゃ一ぺん国務省に話して

みよう」ということで，国防省なり国務省に相談

して，接収解除けっこうという話になったわけで

す。ところがけっこうはけっこうだけれども，ど

っか移転をさせてくれというのです。そうしまナ

と，ご存じのように地位協定で，そういう移転の

費用は，いっさい日本政府が持つことになってい
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る。ぼくは国会にいるときに，地位協定のこの条

項はだめだということをずいぶんいったんですが

結局いまのようにきまったでしょう。本牧地区の

一角,420戸をどかせるだけで40億かかるのです。

全体でその10倍ぐらいありますから,移転費が400

億なんです。それで政府はいくら向こうがいいと

いったってだめだという。向こうは向こうでポツ

ン，ポツンと移転させられたんじゃ，中にある映

画館とか売店，ボウリング場なんかを分割しなけ

ればならないでしょう。ですからどうせやるなら

一括してやってくれ，早ければ早いほどいいとい

うんです。それでしょうがないからぼくのほうで

行って「そんなことをいったってお金がないから

だめだ」「市が出せばいいじゃないか」「とんで

もない，市はいままで基地があるということで，

２千億から損しているんだから。法律を読んでご

らん」ということで，向こうもしぶしぶそれじゃ

あ一角だけでも……，というのでやっと420戸の

移転計画ができたんです。政府で40億計上してく

れている。政府のほうは何かというと半分市が持

てというのです。ばかなことをいいなさんなとぼ

くはいうのです。せっかくこっちが全面移転の内

諾をとったにもかかわらず，政府の段階で部分解

除しかできないんですよ。このスピードで行くと

全部が終わるまでに10年かかります。地位協定に

よる，移転費を日本政府が負担するという規定に

ひっかかっちゃうわけです。そういう点で非常に

ぼくら困っているのですが，といって政府が予算

計上をしてくれない限り進めませんし，事実40億

計上してくれただけでも，事情を知っているぼく

らとしては，政府としては相当思い切って出した

んだと思いますからね。われわれもそこで折れざ

るをえないのです。そういう点で政府も，全面的

な基地撤去という主張でない限りかなりの協力は

してくれています。ただし限界がある。カネを出

す話になりますと渋くなっちゃうんです。自分で
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そういう法律をつくっておいて，実際は何とか押

しつけようという形になっているんです。

４　　　　　競馬場跡は市民の森林公園に

　　　　　　　≪解除地区の具体プラン≫

潮見　もどってきた本牧地区の一画は，どう使う

のですか。

飛鳥田　都市計画をぼくのほうでつくって発表し

ています。大体６割が政府所有地で，残り4割が

個人所有地です。市はその中に一つも持っていな

いんです。ですからいま政府に米軍がどいたあと

の国有地を横浜市によこせといっているんです。

実はその６割も，個人が，終戦以来20年間も接収

されているから持ち切れなくなって，政府に買っ

てもらっちゃった土地なんです。

潮見　個人所有地を，接収きれているあいだに政

府に売ってしまったわけですね。

飛鳥田　そうなんです。その人たちがいまになる

と返せというんです。

潮見　そうでしょうね。地価の値上がりなんか考

えると。

飛鳥田　売った時は一番高いのが坪３千円です。

いま評価しますと最低７万円ぐらいします。それ

を政府は７万円で売るというのです。ばかなこと

をいうな,2千億もわれわれに被害をかけておい

て，そんなばかな話はない。買ったときの値段に

その後の利子をつけてぼくのほうで買えばかまわ

んじやないかといっているのです。個人に売りか

えすとなると国有財産審議会なんかでうるさいで

しょう。だから市に売りかえすというかたちにす

ればいい。坪７万円じやなくったっていいじやな

いか。市が国から買って，都市計画をたてて公園

や遊び場や道路に使って，その残ったのをもとの

所有者に返してやるといっているんです。もちろ



ん道路用地や公園敷地を取って少なくなりますか

ら，少し高く売りかえさなければならないんです

が，しかし2,3万円で売りかえして十分やれる

のです。売った人も3,000円で売ったものを３万

円で買い戻すのはしゃくにさわるでしょうが，も

ともと自己の意志で売ったのだし,７万円との差

額が戻ってくるんですから，いいと思うんです。

いま交渉していますが，まだその交渉は成り立っ

ていません。

潮見　返還される根岸競馬場あとの森林公園計画

はどういう見とおしですか。聞くところによると

中央競馬会が自分のほうへ返せといっているそう

ですが。

飛鳥田　競馬会も実はあそこでやる意思はないん

です。横浜競馬の開催回数の割りあてがあるので

す。その割りあて回数を根岸でできないからとい

うんで，実際に中山で３回開催しているんです。

中山だと収容人員が10万，こっちは２万。同じ３

回を10万のところから２万のところへ戻す勇気が

ありますかといっているんでナ。売上げだって，

入場料だってものすごく違いますよ。中山競馬な

ら，中山がやっているその従業員をそのまま使う

でしょう。こっちはまた別に人件費を支出しなく

ちゃならない。もう一つは道路です。１万台も１

万５千台も来る自動車をここでさばき切れないの

です。したがって事実上，競馬は開催不能だろう

と思います。これは県警なんかでもぼくらに賛成

しているのです。ですが，競馬会としては横浜競

馬が消滅しますと，中山で３回やる権利がなくな

りますから，そういう意味で法律を改正して根岸，

でやらなくでも横浜の割当て回数を削られないよ

うにすれば…，ということじやないでしょうか。

潮見　ここでも法律が一つのワクみたいな障害に

なっているのですね。

飛鳥田　そうですね。1960年の行政協定なんかに

ついて，国会でぼくが文句をいったのがいちいち

みんなぼくのいうとおりになっているんです。そ

れで非常に困りますね。

たとえば，先ほど申し上げた根岸の病院なんかも

潮見先生には釈迦に説法だけれども，ＮＡＴＯな

んかですとドイツ国内法の定めた安全基準を下が

ることをえずとなっていますから，ドイツ国内法

で定めた安全基準を下がっているか，下がってい

ないかを中に入って検査する権利があります。と

ころが日本じゃその点全然ノータッチですから，

はたして安全基準を守っているかどうかわからな

い。ですから伝染病の患者を連れてきた。どの程

度の防疫をやっているんだかわからない。権利と

してはいれないから，交渉ではいるほかない。向

こうはある程度協力してくれて，われわれが中に

入って検査することをいやがりません。また事実

よくできていますよ。向こうだって文明国ですも

の。＜笑＞

この前もこんなことがありました。病院のすぐ下

に池がある。その池に病院で使った下水道が流れ

込む。ところがそこの魚がみんな浮き上がって死

んじゃうんです。毒がはいっているんだとまわり

が騒いで，ぼくら立入調査を交渉して，中に衛生

関係の技師を入れて全部調査したのです。そうし

たらあんまり水をきれいにしたために溶性酸素が

ない。それで魚が窒息して浮き上がる。向こうの

衛生の関係者がトウ・マッチ・クリーン，トウ・

マッチ・クリーンというんですよ。弱っちゃって

ね＜笑＞。こっちはグーの音も出ないんです。し

かし，とにかく魚が死ぬのは困るから，下水を切

りかえて一般の下水のほうへ落とすようにしまし

たがね。向こうは文明国だから一応のことはやっ

ていますよ。ＮＡＴＯ協定なみの地位協定はとり

たかったんです。弾薬庫でもそうでして，池子弾

薬庫なんかはたしてどの程度の安全基準を取って

いるのか，ぼくら自信がないんですよ。逗子の市

長さんなんかしょっちゅう行って，県の商工部の
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火薬取締りの技術官を中に入れて調べさせる。爆

発すると困りますからね。ぼくは行っていません

が，行ってきた人の話によりますと，少なくとも

日本よりいいっていいますね。

潮見　まえにうかがっておこうと思っていて忘れ

たんですが，国道などにおけるタンク・ローリー

の問題ですが，あれは危険が大きいのではありま

せんか。

飛鳥田　これは問題ですね。輸送がかなり多うご

ざいますから。いま事故は起きていませんが，可

能性はあるわけです。この京浜港なんていう車馬

織るがごときところに石油基地を置くこと自体が

まちがいじゃないかとぼくは思いますね。したが

ってこういう問題は，500万の人口を擁する神奈

川県に基地を置くべきではないという議論につな

がるのじゃないかと思います。

そうはいっても　日石とかアジア石油とかのタン

ク・ローリーも通っていますから，日本のやつは

よくて向こうのはいけないというわけにもいかな

いでしょう。結局基地を置くかぎりは拒絶できな

い。基地をどこかに追い払う以外にないのじゃな

いかと思います。

潮見　いままでのお話をうかがっているかぎりで

は，技術的解決という点では横浜市方式をとれば

ほかのところでもある程度まではいけるというこ

とですね。

飛鳥田　ええ，いけるとぼくは思います。たとえ

ば根岸の競馬場なんかでも，向こうはゴルフ場に

使っていたんです。ぼくはゴルフ場に使っている

のはおかしいじゃないか，それは軍事目的じゃな

い，あるいは軍事目的に直接からんでいないじゃ

ないかという話を司令官にしましてね，君らがあ

んな広々としたところでゴルフをやっていると，

横浜市民はいい顔をしないぞ，やがてアメリカと

横浜市との関係は悪くなっちゃうぞというど，た

しかにそうだが，おれたちも司令官としてゴルフ

場をなくしてしまうわけにはいかないというんで

す。いいじやないか，それではあなた方の数だけ

横浜国際カントリーなり鎌倉のカントリーなりの

メンバー・シップを防衛施設庁に買わせて，あな

た方がそのメンバーになったらいい。そうすると

５千万か６千万で解決がつくのです。そうすると

おれたちはけっこうだ，そのほうが芝生の手入れ

なんかをしないで済んじゃうから，という話にな

った。それからぼくは施設庁に話をして，施設庁

のほうではそれはおもしろい方法ですね，なんて

いうことだったんですが，大蔵省にいわせると，

メンバー・シップを買ってやるという支出の方法

がないというんです。支出の方法なんかあるじや

ないか，米軍の人を収容してもらうということで

一部屋でも二部屋でも建増しをしたことにしてそ

の施設の金を出すなら，いまの法律で出せるじゃ

ないかというと，そりゃあそうだなんていう話に

なるのですよ。そんなことから話がほぐれて，ゴ

ルフ場の接収解除となったわけです。

ですからそういうふうに糸口をつかまえてだんだ

んほぐして，交渉していきますと，やれる。そう

いうやり方というものはありうるとぼくは思いま

すね。いま全国に11ヵ所，軍事基地として米軍が

使用しているゴルフ場があります。そのうち半分

はぼくはそれで解決がつくと思いますね。厚木の

飛行場の滑走路の中にゴルフ場があります。滑走

路が解除にならない限りそれはだめです。そうい

うのはこんな形の交渉では解除が不能でしょうけ

れども，11ヵ所のうち5,6ヵ所は，私はそうい

うやり方でいけば解決できると思います。

潮見　昭和飛行機でしたか，接収解除の訴訟を起

こして一審で勝った事例がありましたね。結局示

談になったようですが，

飛鳥田　訴訟というのは非常に時間がかかるんで

すよ。最高裁まで持っていくのに4,5年要する

でしょう。4,5年をわれわれは看過できません
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ので，なるべく早くとなると，いまのような近道

を通る形になりますね。訴訟をやれば勝つ自信は

ありますが……。

５ 上瀬谷通信基地の解除

≪住民と行政が一体≫

図１　上瀬谷通信基地付近略図

とする民事契約を結んで，ずっとやってきたわけ

です。それを住民に建築許可申請を出すようにす

すめて出させた。そして山本博弁護士に横浜市か

ら正式に，横浜市がはたして建築許可を拒絶でき

るかどうかという法律上の鑑定書を出してもらい

ました。

それで提出された鑑定書を新聞に発表しますと，

やはり世論が起きます。この鑑定書は明らかに横

浜市は建築許可を拒否できないという結論です。

そこで施設庁が非常にあわてまして，米軍と交渉

して，その部分は制限を取り払ったのです。

潮見　私，この鑑定書を拝見して，たいへんよく

できた，いかにも法律家らしいきちっとした鑑定

書で感心しています。

飛鳥田　それでかなり押せましたね。そういう押

潮見　いま横浜で問題になっている上瀬谷通信基

地の問題はどうですか。

飛鳥田　電波障害が起こるから，非常に広範囲の

第１ゾーンとか第２ゾーンとか，接収されていな

いところに建物を建てちゃいかぬ，という制限が

あったのです。この制限は，基地としての制限で

はなくて，施設庁が個々の所有者と不作為を内容

９



し方もあるのです。ですからそのところどころに

応じた押し方で，テクニックを弄している。しか

しそのテクニックにおぼれずに，大衆と直結した

形でそのテクニックが出てくることが大事だとぼ

くはいつでも思って，またそういうふうにやって

いるつもりなんです。今度の場合も何10件か，全

部建築許可の申請を出させておいて，その鑑定を

求める。だから土地の所有者と私たちの共同作業

になる。そうすると米軍のほうもいうことを聞か

ざるをえない。しかし　そういうテクニックでは

せとぎわまでは行けるが根本的な解決ではない。

その点は限界を知っていないとあぶない。技術屋

になっでしまいますからね。

潮見　この上瀬谷ですが，いまはどの程度解除さ

れているのですか。

飛鳥田　47件の申請で全部建築を許可しました。

ただ，あとが困っちゃうのです。申請書を出させ

て，それを取る。しかしみんなの申請書というの

は，マッチ箱のような家をぽつぽつ建てるという

申請書なんです。本来ならばそこは都市計画をし

て壮大なものをやるべきなんです。それで困って

しまった。いま次の手を差し控えているのです。

市の計画担当者にあの一帯のきちっとした都市計

画を立てろ，といっている。上瀬谷一帯が横浜市

の穴になっている。比較的都市計画がおくれてい

る部分なんです。それを大急ぎで計画を立てろ，

その計画に従って次の手を考えようといつている

のです。都市計画という点からいうと，建築許可

申請戦術はよし悪しだったんです。

潮見　上瀬谷基地は将来としてはどう立ち退かせ

ようと考えておられるのですか。

飛鳥田　今いったようにまず都市計画を立てて，

上瀬谷の基地を接収部分だけにして，それ以外の

ものは整備するというのが第一段階ですね。それ

から上瀬谷基地を移動させる運動になるんだろう

と思います。

潮見　上瀬谷の通信基地は，まわりの制限をして

いる民事契約がすべて解除されて裸の基地だけに

なったら，おそらく機能喪失で引っ越さざるをえ

ないんじゃないですか。

飛鳥田　しかし，あそこの設備を技術的にもっと

高度化すれば，ある程度存続可能かもしれません

ね。ですがおっしゃるように，基地を裸にすれば

80％はこっちが勝ったようなものですね。われわ

れの運動としては，いきなり撤去といっても，あ

そこはなかなか大衆運動ができないところですか

ら，段階的な撤去を求める運動になるでしょう。

６　　　　　横浜ノース・ドックの場合

　　　　　　　≪真実でアピールせよ≫

潮見　先ほど出たノース・ドックの問題はどうで

しょうか。

飛鳥田　ノース・ドックは日本に駐留している米

軍の補給基地ですから，アメリカから持ってきた

物資をここで陸揚げして，日本全国にさばいてい

くんです。横浜は鉄道網がありますから。横浜で

ないとまずいと彼らはいうんです。鶴見の操車場

があるのであらゆるところへ貨物が行けますから

この横浜は彼らにとっては非常に魅力があるので

す。東京より魅力がある。彼らとしてはなかなか

これは放すまいと思います。ここは７バース＜係

船場＞あるのですが，ぼくらのほうで７バース全

部は要らないじやないかといって，あいていると

きは横浜市の指定する船にお貸ししましょうとい

う契約をしましたが，事実上はあまり使っていま

せん。

潮見　このノース・ドックが基地になっていると

いうことで，横浜港の機能は相当阻害されている

のですか。

飛鳥田　いや，それほどではありません。別の埠
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頭を代替につくりましたから，あればなおいい,と

いうだけです。これによって横浜市の機能がもの

すごく阻害されているとはいえないでしょう。あ

れば沖待ちしている船が着けますから，あるにこ

したことはありませんが……。

この点，どうも反対運動をやる人はオーバーにも

のをいい過ぎるのですよ。誇張してものをいう。

その誇張していったことが向こうにすなおに届か

ないという形になる。また市民の中にもその誇張

に耐えかねて，心ならずも反対の側に行っちゃう

人がある。

潮見　私もよく基地を歩いていて，それは痛感す

るところですね。

飛鳥田　私はこの横浜ではいつでも真実のことし

かいっちゃいけないというんですよ。誇張すれば

信用がなくなる。やっぱり信頼感ですからね。少

なくとも事実をいってきなさい，さらに，その上

にちゃんと都市計画なり何なりをつくって，そう

いうものを自分でつくりなさいというんです。た

とえばおれの土地を接収されたんじゃたまらぬと

いういい方じゃなしに，おれはここに５階建ての

ものをつくるんだ。それでこういうふうになるん

だといいなさいと，いつもいうんです。あまり誇

張しますと，特に横浜のように市議会が保守，革

新入り乱れて多党化しているところでは，基地問

題について全会一致をとれないのです。誇張はい

かんとぼくはいつもいいます。

潮見　それは市議会だけの問題じゃなくて私は基

地反対運動全体を通してそういう感じを持ちます

ね。事実で押していかないで，妙にプロパガンダ

が先に立つと，結局あとで足をすくわれるという

か，住民のあいだに浸透していかないですね。

飛鳥田　そうなんです。ながい定着力を持てませ

ん。

潮見　この点は，市長として実際を見ておられて

の貴重なご指摘だと思いますね。

飛鳥田　横浜は明治以来の対米貿易港で，いまで

も横浜の貿易の50％がアメリカ向けですからね。

この港から上がってくるのはみんなアメリカ人だ

と思っています。だからドイツ人をつかまえて英

語で話しかけちゃったりする。実は，横浜では，

アメリカ人は悪人なりという大前提が成り立たな

いのです。北海道のすみだとか，どこか地方に行

きますと，まだ毛唐，夷秋という観念が前提にあ

るでしょう。ですから，ふてえ野郎だとすぐ出る

のですが，横浜では個々のアメリカ人の悪口をい

う形では基地運動が盛り上がらないのです。これ

は横浜的な状況ですが，しかし政策としての帝国

主義は困るのじゃないかという話でいかないとだ

めですね。鬼畜米英じゃだめなんです。

潮見　それもまた非常に重要なことでしょうね。

飛鳥田　とくに横浜はそうです。ぼくなんか基地

の司令官がパーティーをやると，喜んで出かけて

いきます。ごちそうにもなります。そのかわりお

返しにぼくのほうでパーティーをやります。いま

まで横浜では市長さんが出ていって，向こうの連

中と仲よく話すなんてことはなかったんですよ。

まえの保守の市長さんはお年を召しているもので

すから，めんどうなんでしょう。ぼくはわりとの

ん気ですから，「飲みに行こうじゃないか」なん

て。最初の一軒は君，次はぼく，兵隊勘定でいこ

う。市民からあとで文句をいわれないように，小

さな金の問題でもきちんと用心しながら，かなり

仲よくやっています。それだけの信頼感はありま

す。そのかわり絶対に嘘をつかないことですね。

飛鳥田は社会党でものすごくふてえやつだけれど

も’しかしいうことにうそはないということだけ

は彼らのなかの定評にさせないと，話が進まない

のです。

潮見　もう少し広く神奈川県を見た場合，神奈川

県のなかには横浜市だけではなくてたくさんの基

地があるのですが，その各市町村と連携して基地
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問題について考える協議会というのはあるのでし

ょう。

飛鳥田　あります。県の主催で基地連絡協議会と

いうのがありまして，そこによく集まってお互い

にやり方を相談したり，一緒に陳情に行ったりす

ることはあります。

人口500万の神奈川県に基地を置くことは好まし

くない。神奈川県から基地を取り除いてほしいと

いう陳情書を出そうというので政府に持っていき

ました。

潮見　やはり革新市長のところと保守系市長とで

は，ニュアンスが相当ちがいますか。

飛鳥田　ええ，押し方が違いますね。さきほどお

話ししたようなテクニックを保守系の市長さんは

使いません。知事さんが向こうの司令官と交渉な

さる程度でしょう。大衆と共同作業でという面は

ないですね。なるべくあなた方は黙っていらっし

やい，私かかわって交渉してあげますからという

請負交渉ですね。それがずいぶんちがうように思

います。

潮見　市長が，テクニッタで基地を取り返すとい

うことも，やはり日本全体の世論と関連している

わけですね。

飛鳥田　そうです。ですからぼくらがここで取っ

たと自慢できないわけですよ。日本全体の世論の

方が一番の根本的なあと押しになり，それから土

地の人たちの運動が次のあと押しになり，そして

こっちもある程度行政的にがんばる，この三つが

一つになって取れるのだろうと思います。ここで

ぼくだけの功績だなんて，とうていおもえません

ね。

７
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大衆に密着した基地解除闘争

≪各都市の特殊性を生かせ≫

潮見　最後に，横浜の今後の基地問題の見通しに

ついてお話しください。

飛鳥田　横浜市の基地問題には，ある意味で特長

があります。砂川的な，あるいは成一田的な，火の

ような燃え上がり方はここでは持たないんです。

ほとんど全面接収に近いところでやってきたし，

もっと前に100年の対米関係があります。ある意

味ではここは基地ぼけがしているぐらい，基地に

対して憎悪心を持だないんです。砂川的な盛り上

がりをここに求めてもおそらく不可能でしょう。

ラディカルな，イデオロギッシュな闘争にならな

いという一つの特徴があるわけです。したがって

向こうとの交渉もしいいわけです。それに切実に

ここに下水処理場をつくるとか，公園をつくるん

だとか，大衆に接着したところから大衆の接収解

除運動が出せるわけですね。ラディカルなものが

ないから，のんびりと出せる。これはアメリカに

対する憎悪心から発するものじゃなくて，自分の

生活から来るものなんですよ。公園がほしいとか

水洗になりたいとか。だから比較的着実な，地に

ついたものになります。ですから党派を越えて，

社会党であれ，自民党であれ，公明党であれ，み

んなその中に入ってこれる。そういう点が横浜の

基地運動の地域的特殊性かもしれません。よそで

はこういうことはないんじゃないでしょうか。

＜飛鳥田一雄：横浜市長＞

＜潮見俊隆：東京大学教授＞
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