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︱全国シンポに向けて︱

A屁隊司令即に伝えられた︒当時
勤務していた武沢文夫さんの活で

ィリピン沖海戦︑沖縄戦などの受
信が行われ︑ケーブルで日吉の漣

た︒そして︑沖縄などを﹁前線﹂

九四葉番記は最後の決験兵鶉と
して風船爆弾がここで開発され

て︑本土決戦体制の準備がはじま
り沖縄・台湾作垣が決定される1

つくられていた︒特殊無婦磯︑生
物化学兵器︑偽連紙幣などが製達
され︑実際に使用された︒そし

ある︒ここでは︑台湾沖海戦やフ

は﹁沖縄戦の苦境も刻々入ってき
ていた﹂という︒この地下壕はマ

の労働者が動員され︑その中には
約七百人の朝鮮人議書も含まれ

ンション連敗のため破壊の危機に

渡辺賢二
壕は一九四四年七月ころから痴ら
れ︑九月来からは空屋隊司令部

戦前の神奈川県

がはいり︑長官︑幕僚たちが丘の

つまり﹁捨て石﹂壷付けた本
土決戦体観が決定された四五竺
月ごろには風船爆弾が本土三カ所

には首都防衛のた

直面したが保層の会の熱心な運動
で市有地と交準￥一部分をのぞ
き現況保存ができることになっ

め海岸から内陸に

げられていたのである︒葦戸研究

のである︒多くの事者がここから

谷地下壕︵神奈川県川崎市︶があ
る︒ここでも保存の会がつくられ

のところに︑筆だ紹介する蟹ヶ

所有者である明治大学の学内と川
崎市で保存の組織がつくられて運

どが残存していることから現在の

吉周辺全体では延べ的五㌔㍍を超

槻鹿筋化にともない側撃にも耐え
られる頑強受借用﹂の壕がつく

がつかう兵器はここ葦戸研究所で

が中野学校でなされその秘密要員

琉球新報強・6︒13より

︵法政大学塋I高等学校教輸︶

多い︒それぞれの譲の特徴を分
析するとともに沖縄戦との関選を
深めて保存運動がさらに進むこと
を期待したい︒

神奈川県の戦争遺跡をみると沖
縄戦と関連健をもっているものが

てこの研究所の研究を行ってきた
がその研究成果の公表と保存が期
待されている︒

文科学研究所では三カ年にわたっ

と同様︑﹁固体護持﹂に固執しつ
つ本土決戦を遅らせる作戦として
羞されたのである︒明檜大学人

の基地からアメリカに向け打ち上︒

た︒現在︑文化財指定と保存・公
開を求める運動が行われてい有

ていた︒現在︑地下壕の入りn付
近が開発により破壊の危機に瀕し

てくるようになる
一九四四年からは
本土決戦のための
軍事施設が多くつ
くられるようにな

常に多いのもそのためである一

出された命令によってわだつみに
消えていった︒地下壕の長さは︑

った︒神奈川県が現在︑沖縄県に
次ぐ弟二に米軍基地の多い県とな
っているのも︑また︑地下壕が異
それらの軍事施設の中で戦跡保
存運動が超こっている三つの例を

えるものである︒掘削には当初︑
海軍設営嫁があたったが人手不足

られた︒これか今も残る地下．壕で

動が行われている︒重戸研究所は
随喜の秘密戦のためにつぐられた

現在の慶応大学日吉のヰヤンパス
下だけで約二・五㌔㍍もあり︑日

人の会員を擁して地道な活動を続

のため−九四四年†月からは民間

もので陸軍中野学校と連動したも
のであった︒秘密作戦の人的育成

けている︒保存を求めている地下

横浜市︶保存運動である︒十年前
から保存の会がつくられ現在六百

紹介したい︒
空は日吉台地下壕︵神奈川県

沖縄戦との関連多い

B29などで空襲し 大和の出撃などの指令が出された

事施殻があった︒

かけて数多くの軍

ていて図や地方自治体による文化

所で開発された儲爆弾も沖縄戦

上から指揮をとり︑抒葛陳と通信
隊の兵士がこの地下壕で仕事を行
っていた︒そして︑ここから︑．レ

壁ほ︑旧陸軍登戸研究所︵神

特に︑米軍がマリ

イテ作戦︑沖縄戦︑特攻隊︑戦艦

奈川県川崎市︶の保存運動であ
る9動物慰霊碑や木迫建物二様な

アナ緒島から直接

財指定と保存が急務となってい
奄
自重辱壕から北西約二㌔㍍

○3○
運動が行われている︒ここには昭
和抱卵に海軍通庸陳蟹ヶ谷分連隊
が放置されていた堅九四三辱に

日吉台地下壕
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戦跡保存全国ネットワーク報告
1998．7．19 新 井 揆 博
第2回戦争遺跡保存全国シンポジウムが、6月21日・22日の2日間、沖縄県那覇市
南島原町で、全国から430名の参加によって行われました。全国各地での戦争遺跡の現
状と、保存と・活用に向けて私たちの運動課題と方向性について話さ亘ま＿したが、画期的
な集会になりました。（聞）
昨年7月、長野県総代で第1回戦争遺跡保存全国シンポジウムが開催され、「戦争遺跡
保存全国ネットワーク」が緒成されました。
もちろん結成されるまでには前史として沖鬼県南風原町の取り組みなど運動の蓄積があ
ったからです。沖権の一つの町、人口がわずか3万人の南風原町が全国で初めて1990
年に戦争遺跡を町の文化財に指定したことから始まります。その町では、南風原陸軍病院
壕を文化財として指定するにあたって、3つの基本理念を示しています。そのうちの一つ
に、壕の文化財としての価値について確認していますが、その理由として．「南風原陸軍病
院壇は戦争の悲惨さを教える歴史の生き証人」と明言することで、従来の「正の遺産」と
いう文化財に対する考え方から、戦争に起因する「負の遺産」も文化財として価値がある
という新しい概念を示しました。すなわち、アジア・太平洋戦争での沖絶戦を抜きに南風
原の歴史は語れない、その象徴としての病院壕の存在は町民にとって掛け替えのない共有
財産であるということを示したのです。（時）
文化庁は1995年3月に「特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準」
の一部を改正し、第二次世界大戦終結頃までの政治・経済・文化・社会等あらゆる分野に
おける重要な遺跡を史跡指定の対象にしました。これによって広島の原爆ドニムは国の史
跡に指定され、96年12月に「世界遺産」に登録されたのです。
現在、全国で文化財に指定されている戦争遺跡は、国の指定が1件（広島）、市指定3
件（宇佐市・東京都東大和市・茂原市）、町指定1件（南風原）、村指定2件（沖縄上野
村・群馬県東村）を数え、少しずつではありますが年々増加しています。（噂）
このシンポジウムでは、戦争遺跡の保存運動の課題として、基調報告の中で6点にわた
って撮起されました。それは①戦争遺跡の調査・研究の促進、②戦争遺跡の学習・保存運
動の拡大③戦争遺跡の文化財指定・登録の拡大、④保存活用方法の検討、⑧平和博物館建
設運動与の連携、⑥戦跡の調査・研究・保存対策への公的援助などの提起でされました。（噌）
全国ネットワークとしては、地方公共団体が、地域の戦争遺跡を文化財として認知して
寸ぺ

文化庁に報告するとともに、独自に保存と史跡蒐定の術を譲ずることを強く求めていくこ
とを準認しました。また、大会アピールにも示しましたが、戦争遺跡について保存のため
の保存に終わることではなく、戦争の真実を学び平和を考えるための史跡として、戦争遺
跡をどのように活用するかについても広く市民の声を聞きながら積極的に対応することを
確認致しました。私たちは、平和を願う全国の皆さんと力を合わせて運動に取り組んでい
きたい所存です。どうか皆さんよろしくお願い申し上げます。

1998年9月24日
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賛同者の皆様

『第6回横浜・川崎平和のための戦争展』―報告とお礼―
まだまだ暑い日が続いております。
皆様におかれましては御健勝で御活用の事とお慶び申し上げます。
去る7月18、19日「第6回横浜・川崎平和のための戦争展」は両日共に
大勢の方々のご来場を頂き、成功祖に終える事が出来ました。ひとえに御賛同下さい
ました皆様方の御力添えの賜物と心よりお礼申し上げます。
有り難うございました。
戦後53年も過ぎ、戦争の実相を語り伝えるのも〝人からモノ〟の時代に移りつつあ
ります。平和を願う、形ある教材として重要な戦争遺跡の保存を強く訴える活動を、
これからも進めて参りたいとおもいます。
御支援御脇力の程よろしくお願い申し上げます。
「第6回横浜・川崎平和のための戦争展」実行委員会
代表 白井厚
1998年8月30日
下記 会計報告致します。
収入 の部

支 出 の部

前 回繰 越 し金
賛同金
カ ンパ
資 料代
雑 収入

34，
49 3
201，
770
106，
457
2，
30 0
1，
050

計

会場 費
運 営費
事 務通信
印刷 費
材料費
交通 費
謝礼
計

346，
070

白鶴

会計を担当して

幹事
邦子

いつも会費納入ありがとう

ございます︒皆様方のご理解

あるご協力で会の活動が続い

ていること︑心よりありがた

くお礼申し上げます︒

戦後も五三年がすぎ︑戦争

体験者が年々減る中で︑過去

の事実を伝えるものは﹁ヒト

からモノ﹂への時代へと変っ

て来ています︒陸軍登戸研究

所︑蟹ヶ谷の地下壕と合せ︑

有り難うございました。

日吉台地下壕の保存は︑戦争

ら︑平和を願い︑命の大切さ

を学ぶ生きた教材として︑大

きな役割があるのではないで

しょうか？保存の現実へ向け

これからは共に研究調査をし

てゆかなければならないので

はと痛感いたします︒益々の

ご協力よろしくお願いいたし

ます︒

次回繰越し金・3期肌0円
遺跡に込められた歴史の中か

34印70−311，060二35，010

16，
830
7 4，
9 1 9．
9 5，
544
10 ，
52 0
6，
29 2
3 3，
955
7 3，
000
3 11，
0 60
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隊が何だったのかが︑よく理

壕がどういったもので︑特攻

★何も知らずに果ても︑地下

っております︒ 五〇代女

ことを考えられるようにと願

人が訪れて平和のこと戦争の

化財として保存され︑沢山の

した︒是非これらの跡地が文

見ることの大切さを痛感しま

て︑実際に訪れて自分の目で

先日は日吉台地下壕を見学し

も嬉しく思いました︒

さん遠の熱心な説明にはとて

うございます︒何よりも学生

★貴重な資料の展示ありがと

︵感想︶ 集

た め の 戦 争 展
ア ン ケ ー ト

横浜・川崎平和の

軍服ははじめて見た︒遺書は

聞いた・りしたものもあった︒

れば︑学校やテレビで見たり

★今日はもめて見たものもあ

じた︒

一六歳男

やってはいけないと改めて感

印象に残った︒戦争は絶対に

ろ悪いことをしていたのが︑

りした︒日本は中国にいろい

が書けることを知ってぴっぐ

びっくりした︒昔の人が英語

にもいろいろなことがあり︑

たことだけじゃなくて︑ほか

とをやっている︒先生が言っ

★今︑学校で大東亜戦争のこ

くわかった︒

この本の内容が展示を見てよ

争論﹂をめくったことがある︒

★本屋で小林よしのりの﹁戦

ていきたいと思う︒︱O代男

からも学校の日本史で勉強し

小島さんからは外国での話が

母さんから聞かされていたが︑

★戦争中の国内の話は︑お祖

た︒

さい︒ありがとうございまし

ろいろな人にしてあげてくだ

た︒これからも戦争の話をい

時︑死を覚悟したと言ってい

残っていた︒召集令状が来た

行き︑足には拳銃の弾の跡が

た︒僕のお祖父さんも戦争に

てないのでとても参考になっ

日本がやった悪いことは書い

わかった︒学校の教科書には

いて︑当時の日本軍の様子が

★小島さんの戦争体験談を聞

催しカ強いです︒

ご苦労さまのことと存じます︒

いくつもりです︒いろいろと

も地味な行勤を地域で続けて

しっかり平和を守るために私

かかれよかった︒

リーニ︑日本軍部の台頭が経

います︒ヒットラー︑ムッソ

ショナリズムが幅をきかせて

★経済不況とともに偏狭なナ

た︒

私は戦争を逃げ回って助かっ

ていた︵これは原爆のこと︶

ける兵器を研究中Jとか言っ

七三歳男

ハ歳男

質で敵を二〜三〇万人やっつ

﹁我が国はマッチ箱一杯の物

昭和一九〜二〇年頃陸軍でも

物事は決断が必要︒

広島・長崎の悲劇はなかった︒

るのです︒早く止めておけば

突っ走るから原爆を清とされ

★負けるに決っている戦争を

てもよかった︒

ばせるように話してくれてと

の体験をその場面を思い浮か

小島さんは当時中尉で︑戦争

容が少しずつ見えてきた︒

★展示を見て授業でやった内

ハ歳男

解できた︒遺品からも戦争の

どうやって︑どこで書いたの

開けてよかった︒これからも

った．

無残さが見て取ることができ

ハ歳男

済の危機的状況と軌を︱にし

女

た︒一〇代男

だろうかと思った︒

もっと沢山話して欲しいと思

二〇代男

★戦争のことを少し間違った

★上原さんのご親族にお目に

一七歳男

見方をしていたと思う︒これ

る打切り善︑非常に愚かで︑

七IJのスクリーン断裁によ

で上映された﹁南京−一九三

止に追い込まれ︑今年︑横浜

が右雲街董卓の脅しにより中

争展J ︵中国を中心とした︶

開催される予定であった﹁戦

ています︒昨年︑湘南地理で

としなくてはならないと思っ

しっかりしなくてはと自戒し

ました︒大人達も負けないで︑

を披露してく漕きり︑感動し

とした﹁言葉﹂と﹁考え方﹂

生の皆様が私たちにしっかり

し出します︒そんな中で高校

︒変テコな国家理諭が︱人歩き

き不明の不安から︑またぞろ

最近の計本が︑不景気と先行

祈るばかりです︒

★特攻隊の先輩諸兄の冥福を

になって欲しい︒エバ歳男

と思った︒仲良く平和な世界

じ地球上にいる人じゃないか

や白や黄色だろうがすべて同

ユダヤ人だろうが肌の色が黒

スが限られていたこともあっ

しました︒今年は展示スペー

ルや表やパンフレットを出展

この催しに参加し︑写真パネ

日吉台地下壕保存の会でも︑

卑劣な暗い勢力が浮上しっつ

まし患︒ありがとうございま

て始まった事を︑歴史の教訓

あるようです︒多くの日本人
した︒

中心に頑張ってください︒

続けてい獣すので︑若い方々

細々と考えること︑と活動を

ています︒非力ながら︑私も

ている汚物のように淀み出し

る！﹂等︶が︑川底に堆積し

なるのは︑諸外国の干渉によ

優れている！﹂ ﹁日本が悪く

︵丁目本民族が世界一純粋で

ていないナチスのことです︒

ことはユダヤ人を人だと思っ

★展示を見て一番心に残った

うと思いました︒一五歳男

僕も戦争について調べてみよ

★皇帽学園の発表を聞いて︑

五〇代男

点も出して欲しいと思います︒

ちがどう見ているかという視

展示についてはアジアの人た

市民ギャラリーに於7︑橿記

一八日へ火︶にかけて︑・横浜

去る八月一三日へ木︶から

幹事 佐相 康雄

た め の 戦 争 展
かながわ﹂を終って

﹁98平和の

第6回横浜・川崎
高校生の姿もある「平和のための戦争展」
二かなカ月つ縮センター

の戦争展が開催されました︒

した︒

盛況のうちに無事に終了しま

せいか︑多くの来場者があり︑

夏休み期間中とも重なった

わしていました︒

も多くがその実相・実像を現

の県﹂であって︑講演や展示

神奈川県は﹁昔も今も基地

れた方があるかもしれません︒

されましたので︑ご覧になら

た︒テレビニュースでも放映

の体験談を交えて行われまし

いていた元台湾少年工の方々

した︒講演は旧海軍工廠で働

にr記念講演会﹂も開かれま

﹁終戦記念日﹂があり︑同日

このr戦争展﹂期間中に

しました︒

の重点的なものばかりを展示

て︑日吉台地下壕を知る上で

は︑世相が悪くなってくると︑

★高校生や大学生の話はなか

四〇代女

六〇代男

思考停止がますますひどくな

なか内容豊で面白かった︒

神奈川新開98・7・19より

り︑情緒的な旧い右翼思想・
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日吉台地下壕

連載

と言うので︑否応無しに買取

買取らなければ競売にかける

ことも出来ず放置されている

り︵昭和六二年現在︶壊す

で︑未だに通産省のものであ

いようのないカマボコ兵舎も

が払い下げられる時︑地下壕

戦後︑かっての自分の土地

が︑地主は困っている︒

買取れと言われ︑これも競売

また︑勝手に軍が建てた使

らざるを得なかった︒

25

当時の関係者の
思い出話

強制買収された土地の返還

から出た土で田園が埋められ︑
境界がはっきりしなかったり︑
海軍が他人から買上げた土地

すると嚇され仕方なく買取っ
た︒
さらに昭和三〇年代に入っ

★A1氏・宮前
戦後間もなく︑土地は返還

ため︑農家同志気まずいこと

に家が移動させられたりした

まになっていたのを︑市役所

があり︑今でもこの話になる

て︑軍が荒した畑が荒れたま
の役人が来て︑雑地︵最も税

とごたごたが生じるので︑タ

地下壕から出た土で田圃が

埋められた所に︑土地の所有

戦後いつの頃か︑市役所の

めぐってもめた︒以前は︑地

が高い︶として課税すると言

された︒戦災後︑バラックを

建ててもう少し酉に住んでい

たが︑返還後ここに移った︒
★K1氏・箕輪

たので︑元の状態に国がして

役人が戦中・戦後の調査にや

境にはウツギの木が植えられ

権などお構いなしに移転させ

くれたら作物をつくるから﹂

って来たが︑何れもこの間題

ていたが︑地下壕から掘り出

ブーになっている︒

と言い︑﹁どうしても︑雑地

にひっかかり︑調べずに帰っ

うので︑﹁戦争中︑軍が荒し

にするなら裁判で争う﹂とい

ていった︒

強制買収された土地は︑登
記がしてなかったので︑その

うと﹁裁判になったら︑自分

★M氏・日吉本町

★K2氏・箕輪

した土を捨てたために地境が

分らなくなってしまったので

我が家の北東側の丘の麓に

後︑申請して返して貰った︒

記されていなかったので︑戦

九号より抜粋転載︶
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ちんとなっている︒

ある︒今は耕地整理によりき

た︒二円という安い値段で強

赤い屋根の家があるのは︑設

金は返さなかった︒

戦後二四〜二五年に︑買上

たので︑戦後土地の所帯権を

まま返して貰った︒金は返却

の首がとぶから﹂と言って︑

した︒

げられた土地を坪五円で払い

農地のままにした︒

制的に買上げ︑今度は五円で

営隊の兵士の炊事場だった所

強制買収された土地は︑登

下げるからという通知があっ

買戻せと言う︒腹が立ったが︑

崩落した地下壕入口
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成I寺田︑亀岡︑喜田
＊会計⁚会費徴収︑会員名簿

資料︵・活動報告・方針案︶作

＊総務⁚記録︑運営委員会案
内・会場設定・レジメ︑総会

︶役割分担

議事

ル

下田小学校コミニティスクー

五月六日午後六時半〜

＊赤れんが倉庫に平和博物館

＊戦跡保存全国NW参加

＊戦争展かながわ参加

＊戦争展よこはま参加

＊横洪・川崎平和のための戦
争廣南催団体になる

四︑今年度の活動

その他は⁚喜田

三︑会計のお同い合せ⁚白鶴

二︑保存の会住所⁚寺田宅

成・印刷・封筒宛名ー申訳・
大西・林

保存全国NWI谷露︑会報作

四︑六月一八日川崎市・宮前

〜四分放映された

全国放映︑日吉台地下壕も三

﹁生活ホットモーニング﹂で

月二三日午前八時三五分〜

縄より︑戦争遺跡の取材︑六

三︑六月八日〜九日NHK沖

員一〇数名参加

二︑五月一七日品川区役所職

約二〇名参加

一︑四月五日旧制高校同窓会

報告︵見学会︶

会報発送作業の後委員会

六月二四日午後四時半〜

＊会費納入を呼びかける

きかけをどうするか

＊横浜市文化財謀などへの働

集会参加など

争展︑沖縄での戦跡保存NW

＊会報発行九月未︑内容は戦

議事

記者戦跡保存の記事取材

二︑七月二七日福岡読売新聞

の凌人グループ二名参加

︶七月五日宮前市民館職員

運 営 委 員 会 報 告

管理︑封筒に発送元印を押す︑

をに参加

市民館社会教育へ成人学校︶

佐藤林平

鮫島重俊

東郷秀光

第一回

総会資料へ会計報告・予算案︶

＊資料調査

﹁近現代史講座二二〇名参加

の会顧問

秋本謙三

田辺昇

薄井芳夫

＊顧問の人事については別記
の通り

運営一要望只会報盆口
第三回
七月二九日午後六時半〜
日吉地区センター
報告人見学会︶

ます︒

ます︒よろしくお願い事たし

振込用紙を同封いたしており

毎年総会のお知らせの際︑

お願いいたします︒

はご送付くださいますよう︑

早速ですが︑会費未納の方

お願い

作成−白線

＊会報の発行年四回程度

地下壕保存

議事

＊その他⁚戦争展よこはま−

運営委臼自ハÅ吉報盆口
第二回

永戸多喜雄

寺田︑赤れんが倉庫−寺田︑
戦争展かながわ1佐相︑戦跡

1998日吉台
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田辺和男

