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テーマ別集会 II: 沖縄連帯・外国軍事基地撤去 
8 月 5 日 
 
ジョゼフ・ガーソン 
平和軍縮共通安全保障キャンペーン 
アメリカ 
 

 

瀬長さん、リサリンダさん、チェ・スンヒさんとともに、この重要なテーマ別集会でご一

緒する機会をいただき、感謝を申し上げます。基地撤去と平和をめざす運動に深い敬意と感

謝を表明します。  

私が沖縄とグアムの反基地運動のリーダーたちと会ったのは、1984 年の原水爆禁止世界

大会参加のために初めて日本を訪れた時のことです。私は米国が依然として日本全土に 100

か所以上の軍事基地と施設を置き、そのほぼ 4 分の 3 が沖縄に集中していることを知って衝

撃を受けました。軍人が引き起こす事故、犯罪、売春、性的暴力、環境劣化、低空飛行や夜

間離発着、実弾演習、外国軍事基地につきものの政治的腐敗など、米軍基地が米国の戦争遂

行を容易にする一方、沖縄の人々がいかに苦しめられているかを知り、悲しく、怒りを覚え

ました。 

1984 年の世界大会には「グアム地主の会」の代表が 2 種類のグアムの地図を持って参加

していました。一つはグアムにある最良の飲料水の水源と漁場、そして最良の農地の位置を

示す地図でした。もう一つの地図は米軍基地の場所を示していました。二つの地図の示す場

所はほぼ重なっていて、アメリカによる征服と軍事植民地化によりチャモロの人々が土地を

追い出され、いかに不公正を強いられているかを改めて示していました。 

バイデン政権が、不平等な条約・同盟関係の歴史をさらに進めてインド太平洋地域の支配

のために米軍基地を多様化、近代化、拡大しようとしていることについてお話しする前に、

私の印象に残っている経験についてお話しさせてください。 

ある時、沖縄が中国の属国だった時代に、琉球王国の上級幹部が中国の役人をもてなした

という 500 年前に建てられた屋敷に連れて行ってもらいました。その見事な建築技術は当時

の文化を反映して、台風の被害から建物を保護するようになっていました。そこからは、沖

縄の自由のための闘いの基礎となっている歴史的、文化的なアイデンティティーの深さが伝

わってきました。 
それ以前に、私は沖縄が太平洋戦争末期に、天皇制存続の時間稼ぎの犠牲となったことを

知りました。日本軍に強制されて沖縄の看護学生が集団自決したという海に面した崖に案内

してもらったこともありました。 
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また、コラソン・ファブロスさんと一緒に、酔った米兵が起こした事故で母親と姉をなく

した人の家を弔問したことがあります。とてもつらく、責任を感じました。彼らの苦しみを

和らげられるような言葉は何も言えませんでした。 

何年にもわたる交流の間に、高里鈴代さんほか多くの人々から、米兵による幼いこどもを

含むセクシャルハラスメントと暴力の数十年にわたる歴史について学びました。彼女たちは

また、フィリピンのオロンガポや韓国の米軍キャンプタウンでも目にしたような、制度的軍

人用売春についても教えてくれました。 

嘉手納では核兵器格納庫を見ることができます。1960 年代には核兵器が辺野古弾薬庫に

も貯蔵されていたことを知りました。日本の平和憲法と非核三原則にも関わらず、1972 年

の密約により、アメリカは日本に核兵器を持ち込んでいたのです。ある時ソウルからの帰国

便で隣合わせた米陸軍大尉が、自分の責任は朝鮮戦争が再燃したときに戦術核兵器を発射す

ることだ、と話していたことを思い出します。 

何度か宜野湾市内の建物の屋上に戻り、目の前に広がる普天間基地と軍用機を眺めまし

た。世界で最も危険な空軍基地であるこの基地を閉鎖するとの合意から 25 年になります

が、なんの進展もありません。大浦湾のキャンプと辺野古基地ゲート前の抗議行動で座り込

むベテラン活動家のみなさんを訪問したとき、いまだに座り込まねばならないことに心が痛

みましたが、彼らの粘り強いたたかいに大いに激励されました。 

友人のみなさん、米国と中国の関係は、現在最悪の状況にあります。世界的な混乱が再び

構築されつつあり、危険で全く不必要な新たな対立に向かっている状況は冷戦時代と類似し

ています。 

その根底にあるのは、台頭する大国と衰退する大国とのあいだの避けられない緊張関係で

あり、それは過去に何度も壊滅的な戦争にまで至っています。第一次世界大戦前の数年間の

ように、複雑な同盟構造、憎悪を伴う激しいナショナリズム、領土紛争、新興技術による軍

拡競争、国際的な経済統合と競争、独裁政治、予測不能な行動に出る指導者などの要因があ

ります。事件や事故、あるいは誤算は、大規模で核の使用も伴う戦争にエスカレートする可

能性があります。 

 トランプの国防戦略を引き継ぎ、バイデン政権は「暫定戦略ガイドライン」を発表しまし

たが、その優先課題は、中国かロシアとの間で起こりうる大国戦争の準備です。中国に対す

るバイデン政権の「強気の姿勢」は、アンカレッジでのミニサミットの準備のなかでの両者

の対立で明らかでした。6月の NATO サミットは「2030 年ドクトリン」を正式に採択し

て、中国封じ込めを NATO の優先課題としました。 

トランプ時代からの変化の 1 つは、軍事同盟の強化です。菅首相と文在寅大統領は、バイ

デン政権になって最初の外国国家元首としてワシントンに招かれました。ブリンケン国務長

官とオースティン国防長官は、アンカレッジで中国と対峙する前に、「クアッド」同盟メン

バーと会談しました。バイデンは、韓国との同盟関係の堅持、日本の尖閣諸島/魚釣島の領

有権主張への軍事的支援と、南シナ海/西フィリピン海におけるフィリピンの利益の軍事的
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防衛などについて、米国の揺るぎない決意を再確認しました。そして中国が領域拒否空軍能

力を高めているのに対して、ペンタゴンは軍事基地配置の多様化を進め、中国の標的を絞ら

せないよう数多く小規模な基地を設置しようとしています。 

台湾は世界でも最も危険な火種です。どちらの側も戦争を望んでいなくても、事故や誤算

は起こります。中国との緊張関係の主な原因は、米国が台湾の自由と民主主義を支持してい

ることですが、大国間の緊張の中心には 2 つの戦略地政学的現実があります。まず台湾は中

国本土から 100 マイルしか離れておらず、中国の軍事的脆弱性の一因となっていることで

す。 台湾はまた、米、中、日本の経済が依存している高性能半導体の世界有数の供給国で

す。ですから台湾は誰もが戦略的に欲しがる対象なのです。 

中国は台湾における「越えてはならない一線」を明確に示してきました。もし台湾が法的

な独立に向けて不可逆的な措置を講じれば、中国は軍事的に対応するでしょう。 

米国は火遊びをしているようなものです。バイデンは何度も台湾海峡に軍艦を派遣し、台

湾近海に恒久的な米艦船を配備する計画もあります。ブリンケンとオースティンは、米国の

台湾防衛への「揺るぎない」関与を吹聴し、在日米軍基地全体の強化が行われています。そ

して菅政権は、台湾をめぐる戦争が起こった時には軍事介入する意図を明らかにしていま

す。 

 中国側にも非がないわけではありません。中国人民解放軍は、台湾の領空に軍用機を飛ば

し、台湾海域に軍艦を繰り返し送ってバイデン政権を「歓迎」しました。習近平総書記は、

中国共産党創立 100周年式典で、台湾との「平和的な再統一」が中国の「国家再生」の原則

であると述べました。 

 南シナ海/西フィリピン海でも状況は良くありません。米軍基地・施設と第七艦隊に包囲

された中国は、他の国々の正当な主張や国際法を完全に無視して、九段線を引いて新帝国の

防衛線を南に広げ、係争中の岩や小島の上に軍事基地を建設しています。この海域には世界

で 4番目の埋蔵量となる原油があります。戦略的により重要なのは、南シナ海が、中国、日

本、韓国の経済に必要な電力供給用の化石燃料を含め、世界の貿易量の 40％が通過するシ

ーレーンにまたがっているという事実です。このシーレーンが封鎖されれば、この地域の経

済は大打撃を受けるでしょう。南シナ海は世界資本主義にとって頸静脈であり、世界覇権を

めぐる闘争の地政学的中心なのです。 

 米国、中国、日本、イギリス、フランス、ドイツ、オランダの海軍による、南シナ海での

挑発的で危険な海軍合同演習は、いとも容易に紛争に至り、それは大規模な核戦争へとエス

カレートする可能性をはらんでいます。 

各国政府は、核兵器、気候危機、パンデミックなど生存に関わる脅威を取り除くための共

通の安全保障外交を追求するとともに、無人の岩にすぎない尖閣諸島をめぐる紛争を解決せ

ねばなりません。 

いわゆる「ルールに基づく秩序」、つまり第二次世界大戦後にアメリカと同盟国が押し付

けた帝国体制の米国と同盟国による恣意的な実施には、抑圧的で危険な在外米軍基地の世界
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的ネットワークが含まれています。力を誇示し、壊滅的戦争を準備するなかで、米国と同盟

諸国、そして中国は、南シナ海/西フィリピン海と台湾近海で挑発的な軍事行動を行ってい

ますが、事故や誤算で軍事紛争が起き、それが核戦争へとエスカレートする危険がありま

す。このことは、なぜ米国がこれほど辺野古の基地建設にこだわるのか、なぜ沖縄に先制攻

撃用のミサイル防衛を配備しようとするのか、韓国との同盟を深化させ、フィリピンとの訪

問軍隊協定を拡大しようとするのか、などを理解する助けになるでしょう。 

私たちの主張は明快でなければなりません。新基地建設をやめよ。全ての米軍基地を撤去

せよ。核兵器を廃絶せよ。気候変動を阻止しよう。パンデミックを抑え込もう。そして平

和、正義、安全を私たち全員に約束する未来を築きましょう。 
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原水爆禁止 2021 年世界大会 
テーマ別集会 II：沖縄連帯・外国軍事基地撤去 
2021 年 8 月 5 日 
 
リサリンダ・ナティビダ 

グアハン平和正義連合 

グアム 
 
 
原⽔爆禁⽌世界⼤会のテーマ別集会 IIにご参加の皆さん、ブエナス・ザン・ハフ
ァデイ（こんにちは）！今回の⼤会は、今年初めに核兵器禁⽌条約（TPNW）が発効
してから初の開催となります。 
 

TPNWに勇気づけられ、私たちはより安全な世界を構築し全世界の⼈類を迎え⼊
れるこの運動の勝利を祝福したいと思います。グアハンの私たちは、真の安全保障
を備えた平和な世界を展望し実現するため、皆さんと連帯しています。そうした世
界では、⼈々は⽣き延びるための基本的必需品だけでなく、この地球で繁栄するた
めに必要なものを全て⼿に⼊れることができます。⼦どもたちが核兵器という⾔葉
を使わなくてもよくなるよう、私たちは環境を保護し、世界の緊張状態解決のため
外交⼿段を使い、⼈間の命に価値を置くために努⼒します。核兵器による破壊に苦
しんできた被爆者と連帯し、安全で平和な世界を求める彼らの呼びかけを⽀持しま
す。私たちは、TPNWに関する各国の責任を追及する活動を続けていきます。 
 

2006年に⽇⽶両政府が達した合意で、⽶国の領⼟であり植⺠地である私の故郷グ
アハン（グアム）と沖縄の⼈々を結びつける⽶軍再編構想が明らかになりました。
この再編構想は、私たちの島に沖縄から⽶海兵隊 5,000⼈を移転することでグアハ
ンにおける軍事プレゼンスを増⼤するという⽶国の意図を⽰したものでした。綿密
な調査を⾏ったチャモロ（先住⺠）の⼥性たちは、特に⽶兵による⼥性や⼥児への
膨⼤な性犯罪と凶悪犯罪の結果、沖縄の⼈々が⽶軍プレゼンスに対して抵抗運動を
⾏っていることを知りました。このようなことを知ったからこそ、地元の⼥性達は
（伝統的な⺟系社会の秩序に則って）組織化を⾏い懸念を表明しました。私たちは
沖縄の⼥性や⼦どもたちを標的とした犯罪について学び、チャモロに影響を及ぼす
平和と正義の問題について組織化をするために友⼈や家族に呼びかけました。グア
ハンと沖縄のコミュニティは両⽅とも環境汚染や健康被害に悩まされ、また軍事基
地建設のため先祖伝来の⼟地が失われています。軍事基地周辺で暮らす危険性に関
する私たちの懸念や考えを政治的構造が考慮しないために、私たちは⾃⾝のコミュ
ニティについて⾃⼰決定権を持っていません。軍のフェンスの向こう側にある私た
ちの伝統的漁場や薬草にはほとんどアクセスができません。 
 
このような会議の開催は、アジア太平洋地域で進⾏する軍事化の問題を踏まえれ
ば平和と正義が重要であることを、私たちに気付かせてくれます。特に重視すべき
は、⼦どもたちやこれからの世代のために、私たちの家であるグアハンと沖縄を安
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全で持続可能な島にすることです。軍事化と植⺠地化の中で私たちは皆、⼈々の⽣
存を確保することに深く尽⼒しています。沖縄からグアハンへの海兵隊の移転計画
に伴い、沖縄に駐留する海兵隊のこれまでの⾏為を考慮すれば、私たちの地域の⼥
性や⼦どもたちの安全が⾮常に⼼配です。こうした理由から、私たちは沖縄とグア
ハンの守り⼿として、引き続き連帯し、平和と正義、持続可能な世界を⽬指してた
ゆまぬ努⼒をしていかなればなりません。 
 
グアハンの私たちは、⽶軍基地の撤去を求める沖縄と連帯します。沖縄は在⽇⽶
軍の 2/3近くを負担し、それゆえに多くの問題に苦しんでいます。私たちは、沖
縄、グアハン、そして全世界で、あらゆる核兵器のない平和な世界が実現すること
を⼼待ちにしています。 
 
ありがとう！パス・ザン・グイナイザ（愛と平和）！ 
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原水爆禁止 2021年世界大会 
テーマ別集会 II：沖縄連帯・外国軍事基地撤去 
2021年 8月 5日 
 
チェ・スンヒ 
済州【チェジュ】島カンジョン平和ネットワーク 
韓国 
 
チェジュ海軍基地、THAAD、世界的同盟 
 
 
こんにちは。私はチェ・スンヒと申します。この重要なフォーラムに招待いただき感

謝します。チェジュ島のカンジョン村に 11 年間住んでいます。チェジュ海軍基地の
反対運動に携わってきました。チェジュと周辺地域の軍事化を止めるための活動もし

ています。本日は、THAAD（終末高高度防衛ミサイル）とチェジュ海軍基地の危険性
についてお話します。 
 
米国は、インド太平洋地域に焦点を移しつつあります。また米国に限らず、イギリス、

フランス、ドイツなどの欧州各国も、その影響力をインド太平洋地域に伸ばしつつあ

ります。例えばイギリスはこの 8月から、2隻の軽空母をこの地域に配備する予定で
す。 
 
韓国など多くの国が、米国のインド太平洋戦略に組み込まれつつあります。米国主導

の世界的同盟のもと、各国はいわゆる「防衛」の境界線を超えて進んでいます。世界

的同盟は、中国、ロシア、北朝鮮などと対抗するためのものです。米国は、韓国など

の同盟国に対し、米国、オーストラリア、日本、インドを軸とするクアッド戦略に参

加するよう圧力をかけています。韓国はクアッドへの参加を表明していません。しか

しクアッドに参加していなくても、韓国は韓米日の 3カ国同盟によって米国の支配戦
略に参加しているのです。「平和と統一を拓く人々（SPARK）」のコ・ヨンデ氏が指摘
するように、この 3カ国同盟の中心はミサイル防衛システムです。 
 
チェジュ海軍基地とソンジュのソソンリにある THAAD基地は米国主導のミサイル防
衛システムの一部となっています。何よりも、韓国本土にあるソンジュのソソンリに

強行的に配備された THAAD レーダーが脅威となっています。THAAD レーダーの半
径は、北朝鮮は言うまでもなく中国やロシアの重要軍事施設にまで達しています。

THAAD が撤去され朝鮮戦争が正式に終結しない限り、朝鮮半島はもちろん北東アジ
アの平和は遠いものです。米国は絶えず THAADシステムの性能を高めています。バ
イデン政権発足により、ソソンリ住民とその支持者に対する弾圧はこれまでにないほ
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ど過酷なものになっています。米国の現在の戦争長官ロイド・ジェームス・オーステ

ィン 3世が、かつて兵器企業レイセオンの役員だったことは注目すべきことです。 
 
2016 年に完成したチェジュ海軍基地は公式には韓国軍の基地です。しかし、米韓相
互防衛条約があるため、米軍は韓国の軍事施設をいつでも利用することができます。

チェジュ海軍基地は韓国の最新鋭の軍艦の母港でもあります。ここから派遣される軍

艦は、リムパックやホルムズ海峡を含むアデン湾での拡大軍事演習に参加しています。

韓国政府は、オスプレイを搭載した軽空母を旗艦とする機動艦隊司令部をチェジュ海

軍基地に数年以内に配備する予定です。政府は原子力潜水艦の配備も密かに目指して

おり、潜水艦からの弾道ミサイル発射（SLBM）のための実験も進めています。これ
が成功すれば、すでに世界第 6位の軍事大国である韓国は、SLBM発射に成功した 8
番目の国となるでしょう。海洋分野での韓国海軍の軍備増強は、米国のインド太平洋

戦略に貢献するものとなります。 
  
最後に、宇宙空間での米韓の協力が強化されていることにも注目するべきです。米国

のジョン・J・レイモンド宇宙軍作戦部長はじめ、米日韓の軍高官 3 人が、昨年ハワ
イで秘密の会合を持ちました。最近チェジュ島では、国家衛星統合運用センターが島

民や島議会の目から隠されていたことが明らかになりました。センターに関する計画

を 2019 年に決定したのは、国家宇宙委員会でした。この委員会には NIS（国家情報
院）と国防省が属しています。このセンターは民間目的でのみ使用されると韓国の航

空宇宙委員会は言っていますが、センターの役割は米国のインド太平洋戦略と切り離

せるものではないと、人々は考えています。 
  
良いニュースは、チェジュ島民がこれまで 6年間反対してきたチェジュ第 2空港計画
が事実上破たんしたことです。しかしまだ完全に中止となったわけではありません。

政府はこの計画を再び強行しようとする可能性があるため、人々は引き続き注視して

います。この計画は民間空港を装った空軍基地となる可能性が非常に高いのです。 
 
 -------------------------------------------- 
チェ・スンヒはチェジュ海軍基地とチェジュでの軍事化に反対するたたかいに参加し

ている。「（空軍基地としての使用が疑われる）チェジュ第二空港に反対」運動や、チ

ェジュ島に建設中の「国家衛星統合運用センターに反対」運動にも参加している。チ

ェジュの運動の国際チームでも活動してきた。カンジョン平和ネットワーク、チェジ

ュ海軍基地に反対するカンジョン村民の会、チェジュを非武装の平和な島にする人々、

平和のための島間連帯などでも活動している。宇宙空間における兵器および原子力に

反対するグローバル・ネットワークの韓国の役員をしている。 
savejejunow.org 
 



2021 年原水禁世界大会テーマ別集会Ⅱ 沖縄連帯・外国軍事基地撤去 
沖縄からの発言（修正版） 
 

2021 年 8 月 5 日 
沖縄県統一連事務局長、オール沖縄会議事務局次長 

瀬長 和男 
 
 沖縄県統一連事務局長の瀬長和男です。沖縄の米軍基地撤去のたたかいにつ

いて発言します。 
沖縄はかつて海洋貿易で栄えた琉球王国でした。しかし、1609 年、薩摩藩

に侵略されて属国となり、1879 年、明治政府による琉球処分で沖縄県となり

ました。沖縄県人は薩摩の植民地の民ではなく、同じ「大日本帝国の臣民」と

認められようと、当時の皇民化・軍国主義教育を積極的に受け入れました。特

に、「国のために死ぬことが最高の栄誉」との教えが沖縄戦の悲劇に繋がりま

した。 
 
沖縄戦では、県民の 4 人に 1 人が犠牲となりました。沖縄に配属された日本

軍は、本土決戦に備えるための時間稼ぎが使命であったため、圧倒的な米軍の

戦力を前にしても降伏することは許されず、最後の一兵になるまで闘えとの軍

命が、住民の犠牲を拡大させました。「この世の地獄をすべて集めた戦場」と

米軍に言わしめた凄惨極まりない戦争でした。 
「敵の捕虜になってはならない」との軍国主義教育により、家族が家族を手

に掛ける集団自決が各地で起きました。逃げ場を失い崖から身投げした人もい

ました。10 代の中学生や師範学校の生徒らは、男子は鉄血勤皇隊として、女子

は看護助手として軍に招集され、若い命が奪われました。 
沖縄戦では日本兵も脅威でした。県民をスパイとみなし殺害する。米軍の砲

撃を逃れ、ガマ（自然の洞窟）や壕に身を隠していた住民を追い出し、食料を

奪う。泣き止まない赤ちゃんを殺害する。そんな日本兵の蛮行から県民は、

「軍隊は住民を守らない」という真実を学びました。そして、沖縄の人びと

は、沖縄戦の悲劇を二度と繰り返さないとの思いを「命（ぬち）どぅ宝」とい

う言葉にこめ、命こそ、生きることこそが大切なのだと胸に刻んできました。 
 
沖縄戦に勝利した米軍は日本軍の基地を拡張し、また、国際法に反して住民

の土地を奪い、飛行場や港などを建設して、沖縄を基地の島にしました。その

後 1952 年、サンフランシスコ講和条約で沖縄は、日本の主権回復と引き換え

に米軍の植民地、琉球に変えられました。 



 米軍統治下では、「琉球人」による琉球政府が造られましたが、その上には

米軍による米国民政府が置かれ、そのトップである高等弁務官の布令一つで全

てが決められました。当然琉球人の人権は認められず、米兵による殺人やレイ

プ事件が続発し、逮捕され裁判になっても無罪となり、アメリカに戻って行き

ました。「沖縄における自治は神話である」と言った高等弁務官もいました。 
 
当時は、化学兵器も運び込まれ、核兵器が搭載されたミサイルまで配備され

ていました。更なる基地の拡大を狙った米国民政府は、琉球の永久基地化を計

画しましたが、島ぐるみの土地闘争を展開した人民の力がそれを押し返し、や

がて日本への復帰運動に発展していきました。皮肉にもその原動力はアメリカ

が教えた「民主主義」でした。女性の参政権が認められ、選挙で選ばれた首長

や議会による住民自治が実現しました。しかし、対等・平等の「民主主義」

と、米軍統治という矛盾が、平和憲法を持つ日本への復帰運動の原動力となっ

たのです。 
 「核も基地も無い平和な沖縄」が人々の願った復帰の姿でしたが、1972 年

に実現した日本への復帰は「核抜き本土並み」にすり替えられ、広大な米軍基

地も基地被害も残されました。来年、復帰から 50 年目となりますが、沖縄に

は米軍の核施設や核部隊も残されたままで、日本にある米軍施設の７割が沖縄

に集中しています。米兵による事件、事故、米軍機の墜落が繰り返され、P F 
O S等の汚染被害も深刻です。米兵からの新型コロナ感染も沖縄の感染爆発の

原因の一つと考えられています。日米安保条約や地位協定の被害が集中する沖

縄は今、先島への自衛隊配備もあり、アメリカの対中国戦略によって、次の戦

争の主戦場にされようとしています。 
 
復帰にあたっての政府方針「基地の整理縮小」は、saco合意で「基地の県内

移設」に変わりました。これは、沖縄を永久に米軍基地の島にすることを意味

しています。その手始めが米軍普天間基地の名護市辺野古への移設で、今日も

工事が続いています。しかし、辺野古新基地建設は、大浦湾の軟弱地盤の存在

によって完成の見通しは全く立っていません。水深９０M に及ぶ軟弱地盤の改

良工事は、作業船も施工実績も無いのです。防衛局は新基地建設の完成まで最

短で 12 年かかるとしていますが、専門家によれば、施工中にも崩落の危険が

高い無謀な計画となっています。そのため、アメリカのシンクタンクからも完

成を疑問視する声が上がっています。日米両政府による辺野古新基地建設、沖

縄の永久基地化の目論見は、完全に追い詰められています。 
防衛局から沖縄県に出された「辺野古埋立設計変更申請」の知事判断が今月

にも示されます。玉城デニー知事は当然、不承認の判断を出すことでしょう。



オール沖縄会議ではその判断を支持する集会を計画し、全国に連帯集会の開催

を呼びかけています。可能なら世界各地で沖縄への連帯行動をお願いします。 
 
追い詰められた菅政権の下で、辺野古の埋立てに沖縄戦の激戦地、本島南部

から遺骨混じりの土砂の採掘が計画され、戦没者の尊厳が踏み躙られようとし

ています。土地利用規制法が成立し、基地撤去のたたかいが処罰の対象にされ

ようとしています。 
しかし、沖縄県民は不屈にたたかい続けます。沖縄は民主主義の力を知って

います。そして連帯の力を知っています。核兵器廃絶、軍事基地撤去を願う全

国の、世界中の人々との連帯の力で日米両政府を動かし、「核も基地も無い平

和な沖縄」を実現できると信じています。そのため、沖縄ではまず建白書実

現、辺野古新基地阻止と日米地位協定の抜本改定実現のため、来たる総選挙で

のオール沖縄の候補者の勝利と名護市長選挙での勝利をめざします。 
皆様の変わらぬご支援をお願いします。 

 
 

以上 
 



「原⽔爆禁⽌世界⼤会に寄せて」 

名護市は 1982 年に⾮核平和都市宣⾔を⾏い、名護市⺠はすべての戦争を拒否し、核の廃絶を核保
有国に求めておりますが、この２０年以上もの間、辺野古の⽶軍基地建設の問題と向き合ってい
ます。 

この基地建設に関しては、２０１９年の県⺠投票において７割が反対し、⺠意が⽰されたにもか
かわらず埋め⽴て⼯事が強⾏されています。 

埋め⽴てが強⾏されている「辺野古・⼤浦湾沿岸域」は、⽣物多様性に富んだ未来へ残すべき海
であると多くの環境団体が保護を訴えていて、また先⽉、ユネスコが世界⾃然遺産に登録を決定
した「やんばるの森」から⽬と⿐の先にあり、⾃然との共⽣が求められる社会にとっても守るべ
き海なのです。 

核兵器や原発の問題、沖縄の基地の問題はまさに環境問題です。⽣命がこの地球上で住み続ける
ために本当に重要な１０年と⾔われている今、⼤規模な環境破壊は許されません。 

国は、私たちが⼀票を投じた県⺠投票の結果を尊重せず、埋め⽴て⼯事を続け、あきらめ感を演
出しようとしています。 

しかし、地球温暖化をくいとめ、地球の⾃然環境を再⽣するための時間の猶予はありません。 

私たちは、未来の⼦どもたちへ、美しい⾃然環境を引き継ぐ現代にあって、この地球が太古より
変化と進化を繰り返し多様性を育んできたことに思いを馳せ、その多様性が織りなす複雑な関係
性が⾃然はもちろんのこと平和な世界を保っていることにも再認識して、この地球の⽣物多様性
豊かな⾃然環境と辺野古・⼤浦湾の海を守り、そして英知を結集して核のない世界をつくってま
いりましょう。 

２０２１年８⽉５⽇     名護市議会議員 岸本洋平 



琉球弧の島々をアメリカの対中国との紛争に利⽤し、危険に晒さないで！ 
世界・アジアの国々と⼿をつなぎ紛争の無い平和な島々にしよう！ 
 
                  みやこ九条の会  

ミサイルいらない宮古島住⺠連絡会 上⾥ 清美 
 

今、南⻄諸島の島々に中国が攻めてくるかもしれないから抑⽌の為にと、陸⾃ミサイル基地が建設さ
れています。 

中国船が尖閣諸島近海で⽇本の領海に⼊ってくる、今後中国が離島の島々を占領するかもしれない、
中国という国は何をするかもしれない国だから、島に攻めてこないように抑⽌の為に陸上⾃衛隊基地を
建設しミサイルを配備するのだと宣伝し、基地建設を強⾏しています。 

経済・軍事で台頭する中国に対しアメリカは、南⻄諸島の島々を軍事要塞化し中国を東シナ海に封じ
込める作戦で、これと⼀体に⽇本政府・防衛省は九州から台湾に弧状につながる島々（奄美、沖縄島、
宮古、⽯垣、与那国）に、住⺠の配備反対の声を無視して陸⾃ミサイル基地建設を強⾏しています。 

私の住む⼈⼝ 5 万 5 千⼈の宮古島には島の中央部に標⾼ 110 メートルほどの野原岳がありますが、戦
時中は⽇本軍の司令部が置かれ、敗戦後は⽶軍レーダー基地となり、本⼟復帰後は空⾃レーダー基地が
置かれています。 

2015 年、左藤防衛副⼤⾂が宮古島市役所を訪れ、下地敏彦前市⻑に陸⾃警備部隊とミサイル部隊の配
備を打診しました。宮古島は琉球⽯灰岩でできた平らな島ですべての⽣活⽤⽔を地下⽔に頼る島ですが、
その地下⽔取⽔源の福⼭地区にある⼤福牧場と、もう⼀ヵ所、野原空⾃基地のそばにある千代⽥ゴルフ
場の⼆か所が有⼒候補地として伝えられました。 

福⼭地区は住⺠の「⽣命の⽔を守れ」の反対運動で前市⻑も配備をあきらめ、2016年 2⽉に若宮防衛
副⼤⾂が福⼭地区への配備を断念し、千代⽥ゴルフ場への陸上⾃衛隊警備部隊、ミサイル部隊配備を伝
えました。 

2017 年 11 ⽉から千代⽥ゴルフ場で⼯事が始まり、2019 年 3 ⽉に陸⾃宮古島駐屯地を開設、ミサイ
ル部隊・警備部隊の隊員約 700 ⼈が配備されました。 

さらに宮古島の北東に位置する保良地区にも弾薬庫・射撃訓練場が建設中で、本年 6 ⽉ 2 ⽇には住⺠
の反対をよそに、未完成の保良基地に弾薬が強⾏搬⼊されました。 

防衛省は千代⽥駐屯地には、弾薬は置かない、ヘリは⾶ばさないと住⺠に約束したにも関わらず、弾
薬庫が造られ、住⺠を騙しての配備だったことが明らかになりました。 

その上、⼟地所有者で⾃衛隊協⼒会副会⻑の下地代表と下地敏彦前市⻑が防衛省への⼟地売買斡旋を
めぐる贈収賄容疑で、去った 5⽉ 12 ⽇に逮捕されており、利権に絡む配備だったことがわかります。 

⾃衛隊基地建設は宮古島を変えていきました。地域の⾃然環境、歴史、⽂化の破壊がありました。儲
かりさえすればいいという利益第⼀主義が蔓延していきました。 

基地建設は破壊と荒廃をもたらすもの、命を慈しみ平穏なしあわせをつくるものではありません。 
琉球弧の島々、奄美、⽯垣、与那国島でも同様なことが起こっています。 
私たちは先祖から受け継いだ静かな空、平和な海をこのまま⼤切に守り、⽣命をつないでいきたいの

です。 
ミサイル基地を配備したら攻撃の対象になると中国が警告したにも関わらずミサイル基地は配備され
ましたが、ことが起きた場合、5 万 5 千⼈の宮古島住⺠の命をどう守るのか？守れるのか？避難計画も



⽰されないままに防衛省は配備強⾏しています。アメリカと⽇本政府により琉球弧の島々は捨て⽯にさ
れようとしています。住⺠は安⼼して眠ることはできなくなりました。 

私たちが守られるために、今後は経済的にも深い関係にある中国と仲良くし、紛争の解決には武⼒に
よる威嚇・⾏使をせず、アジアの平和構築の為にあらゆる外交努⼒を強めることこそが求められるし、
これからの⽇本の経済発展と沖縄・⽇本・世界の平和に貢献することではないでしょうか。中国を敵視
して南⻄諸島の島々にミサイル基地を配備することは両国経済の発展をも阻害するものだと考えます。 

琉球弧の島々と世界の平和を願う皆さんと⼿をつなぎ、平和憲法 9条を守り⽣かし紛争の無い世界め
ざしてがんばりましょう。宮古島も頑張ります。 



8/5原⽔禁世界⼤会での発⾔原稿 
三宅公⼈ 
 
 全世界から原⽔禁国際⼤会にお集まりのみなさん、こんにちは。私は「⾺⽑
島への⽶軍施設に反対する市⺠・団体連絡会」で会⻑を務めております、三宅
公⼈と申します。今⽇は、核兵器を積んで世界中で睨みをきかすアメリカの原
⼦⼒空⺟、その艦載機の訓練に反対している私たちの運動を紹介します。 
 ⽇本は、軍事的にはアメリカの属国そのものですが、⽶軍の訓練も⽇本国内
で⾏われています。その中で、空⺟の艦載機の陸上での離着陸訓練(Field 
Carrier Landing Practice、FCLP)は、⼤変な騒⾳を伴うことから、現在は絶海
の孤島である東京都の硫⻩島の⾃衛隊基地で⾏われています。硫⻩島が、⽶空
⺟ドナルドレーガンの艦載機の基地であります⼭⼝県の岩国基地から1,400km
と⼤変に遠いものですから、これを私どもの住む⿅児島県の種⼦島の⽬と⿐の
先10kmにある⾯積8.2㎢の⾺⽑島(まげしま)に移転しようという計画が進んでい
ます。そのために防衛省は、⾺⽑島に島全体を占める軍事基地を作ろうとして
います。 
図１ 硫⻩島、⼭⼝県岩国基地、⾺⽑島の地図 

 



図２ ⾺⽑島、種⼦島の地図とFCLP⾶⾏経路 

 
 ⾺⽑島は、現在は無⼈島ですが、隣の私たちが住む種⼦島の兄弟の様な島で
す。貴重なニホンジカの亜種マゲシカが棲息し、周囲は宝の海と称される豊か
な漁場になっています。この⾺⽑島は、前地権者によって違法な開発を受け荒
らされていたのですが、これを防衛省が評価額の４倍の160億円という法外な
値段で買い取りました。そして、島全体を軍事基地とし、夜中の３時まで⽶軍
のFCLP訓練をやろうというのです。そして、⽶軍だけで無く、⾃衛隊のあり
とあらゆる訓練も計画されています。 
図３ ⾺⽑島基地計画全図 



図４ FCLP説明図 



 
 空⺟艦載機の陸上離着陸訓練、FCLPは、タッチアンドゴーとも⾔います。
超低空で滑⾛路に進⼊し、滑⾛路にちらりと⾜をつき、その後全速⼒で急上昇
します。これを数機で何度も繰り返し⾏います。周辺には⼤変な騒⾳をまき散
らします。これまでの私たちの穏やかな暮らしは、根本から壊されてしまいま
す。 
 また、基地が作られると、貴重なマゲシカの絶滅が危惧されています。 
図５ マゲシカたち 

 
この１０年、計画が発表されて以来、私たちは反対を続けてきました。政府

防衛省は、強引に基地建設計画を進めています。バラ⾊の基地建設景気を語っ
て建設業界と商⼯会に働きかけ、交付⾦をエサに⼀般住⺠を取り込もうとして
います。しかし、基地建設計画はまだ防衛省としての計画策定の段階であり、



国としては予算処置も含めて、まだ何も決まっていません。 
 今年の１⽉、⾺⽑島の所属する⻄之表市の市⻑選が⾏われ、基地建設に反対す
る⼋板俊輔市⻑を再選しました。現在は、基地建設計画の環境アセスメントの段
階です。港湾建設のための海上ボーリング調査、基地建設のための周回道路建設
はすでに始まっています。 
私たちは、署名運動を中⼼に、これからも反対を続けて⾏きます。全世界のみ

なさまに、ご理解と応援をよろしくお願いします。 
図６ ⾺⽑島への⽶軍施設に反対する市⺠・団体連絡会 

 


