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テント村で頑張っておられる

篠原孝子さんより戦いの現状と

展望につき報告を頂きました。 

事務局で文章化させて頂きま

した。また巻末には、2014 年 1

月の名護市長選挙の資料を添付

しました。参考にして下さい。 

 

 

篠原孝子と言います。名護に住んで 14 年目になります。2001 年に名護

に越してきました。名護に越してまいりましたのはこの問題の為では全く

無くて、寒いのが嫌と言う事なんでした。本当に無知無関心の典型的な一

人の人間で、我が家の目の前に航空自衛隊がありましたので、戦闘機の騒

音と言うのは聞きなれて育ったので、逆に基地に対する違和感と言うのは

全くなかったのです。 

こちらに引っ越してきた時もそういう感覚で、もうここに基地をつくる

という話は、すでに名護にあったわけで、私自身は基地問題は一切関心無

かったのですが、海を埋め立てられるのは嫌だという意識で、やっぱり作

らないで欲しいという思いがあったのです。 

だからと言って何かをしていたのでもなく何がきっかけでこういう所に

通うようになったのかといいますと、2003年にイラク戦争が始まりました

けれども、始まる前に浦添市という所で、アメリカ総領事館の前で沖縄の

人たちがハンガーストライキをやっておられて、それがどうしてなのか、

どういうものなのか、私はそれまで平和と言うものに、運動をしておられ

る人たちに出会ったこともなければ、話を聞いた事も無かったので、「なに

してるんですか」という話をしましたら、「沖縄の海兵隊がね、イラクの人

フェンスの向こうは新基地建設予定地 
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たちを殺しに行くんだよ、何もしないでいいの」というような事を言われ

て、初めて米軍が日本を守ってくれるために居るわけではないという事を

知ったのです。 

その時初めて知ってショックを受けて、じゃあアメリカの今までやって

きた色々の戦争と言うものがあるわけですが、ベトナム戦争とか、イラク

戦争とかアフガン戦争とかあるじゃないですか、それは全部私たちが協力

してさせてきたのか、という意識がやっぱりあって知らないことは恐ろし

いということを知ったのです。 

まず知ることから始めようという事で、本当に一から勉強していったの

です。基地問題を勉強しようとすると沖縄の問題も一緒に勉強することに

なるじゃないですか。沖縄の歴史も実は私も何も知らなかったのです。米

軍統治下と言う時代があったことも何も知らなくて、また知る事知る事が

全く理不尽な事だらけで、全く本土の人たちが平和だと言って暮らしてい

る時に沖縄の人たちは人権と言うものが殆ど無いような状態で生活してい

かざるを得なかった歴史も知って、名護に住んでて自分は何が出来るのだ

ろうかというという時に、沖合でボーリング調査が始まるんだよというこ

とがあったので、じゃあ私はここに仕事をしながら通おうという事を選択

して決めて、通い始めたのです。 

ほんとにそれが 12年間まだ続いていると思うと、ふうっとため息が出る

のですが、早く勝利して本当に

解放されたいという気持ちもあ

りますけれど、やっぱり譲れな

い問題になってきたので、やっ

ぱりこれはすごく大きな問題な

のだ、この先日本がどういう方

向へ進むのか重大な問題を抱え

激励の寄せ書き 
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ていると思うわけです。 

沖合の案と言うのは、私もその当時はカヌーなんかに乗って海に行って

いた一人なんですが、実は金づちなんですよ。思いが強かってその当時ま

だ体力もあったことはあったかもしれないので出てたのですが、今はこち

らに集中しています。 

12年間いて状況を見てきているので、やはりここの座り込みというのは

「命を守る会」の小屋があったことを知っておられる方もおられると思い

ますが、金城祐治さんという代表がしっかり続けて、その祐治さんも 2007

年おっしゃった 5 月に癌がきっかけで亡くなられて、ここのテント村の村

長と言われている今の安次富浩さんがやっていますが、その人たちがやっ

てきたことは本当に人が来る日も来ない日も愚直に座り続けてきた方に説

明して、維持するために本当に気を遣いながらやってきたのを見てきた一

人としてこういう形を継いで行くしかないという事で、そういうのを見て

きた一人として継いで行くつもりでやっているのです。 

やまとんちゅうではあるのですけれど、気持ちはやっぱり沖縄の人たち

が核になってやってきている事を継いでいるんだということを知ってもら

いたくて説明させてもらったのです。 

この計画、話が重複するかも知れませんが、いま埋立されようとしてい

るのがこの赤く塗られた場所なんです。私たちがいますのはこの場所です。 

一番最初の「沖合案」というのはここだったのです。 

まあ水平線をぱっと見られて、ずいぶん端から端まで見たらすごく長い

のですが、あそこが全部埋立されるという計画だったのです。10年前はそ

ういう案で、これを撤回させたのです。その時にボーリングをする時の櫓

に座り込んだから結局 64ヶ所やるはずだったのが出来なかったのです。 

なので、次は同じ失敗をしてはいけないというので、いまこの形で実際

のボーリング調査と言うのは、ここが大浦湾でここからは見えないのです

が、向こう側ですがこの大浦湾でこのラインでボーリング調査をやってる
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んです。それであと、四か所、手を付けていない場所が有るらしいんです

が、そこの四か所が終わってしまったらボーリング調査は終了と言う形に

なってしまってそれを 6月いっぱいにやりきるとか、伸びても 7月までに

と言われている状態で、それだけ順調にボーリング調査が進んでいるのは、

臨時制限区域と言うオレンジ色のブイ（フロートと言われている浮）が線

状に連なったものを置かれてここから中に私たちを入れさせない、ここの

台船に上られちゃったらまた止められてしまうので、結局このブイ（フロ

ート）を引いて、この中に入ったら逮捕するぞと、最初は刑特法を使うつ

もりでいたらしいのですが、結局法的根拠が無いので海上保安庁のゴムボ

ートをいっぱい配置して、この中をカヌー隊とか船とかが乗り越えると海

上保安庁がばあーとやってきて拘束してしまうという事が起きている訳で

す。 

ほんとにカヌーをひっくり返されたりして、船をひっくり返されたりし

たこともありますし本当に乱暴な扱いでけがをさせられたりして、何人も

救急車で運ばれている事態が起こっているのです。 

先程も、カヌーに乗っている女性がいてパッと見たら腕にすごいあざが

残っているんですよ、カヌーから引き揚げられた時に、この手の形が付い

ているんです。凄い力でやっている事が分かるんです。 

それで海上保安庁は海を守る立場ですよね、事故が起こらないように気

を付けなければいけない、未然に防ぐのが仕事ですよね、そういう人達が

逆に海を守る人たちに向って暴力をふるって平然としているわけです。し

かもその公務員による暴力が全国には報道されていない訳です。ほとんど

報道されることなくまかり通っている訳ではないですか。 

それはやかり何故かと言えば、それを指示しているのは安倍さんなんで

すよね。安倍さん何を考えているんですかと言いたいですよね。 

この形で基地を作ろうとしたのは 1966年にさかのぼるんです。このキャ

ンプシュワブガ辺野古に移ってきたのは 1956 年なんですが、1966年の時
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点ですでにこの場所に飛行場を作って、この場所に軍港を作るという設計

図が出来ていたんです。ちなみに沖合案はここだと言いましたが、沖合案

を計画していた時も、この場所は作業ヤードとして埋め立てになっていた

訳です。だからこの場所を埋める事にこだわっている訳です。 

いま設計図ですが、よく見ますとこのラインに 271.8メートルのヤード、

この 271.8 メートルの岸壁と書かれているのですが、271.8 メートルの岸

壁という数字は一体なんなんだという事です。 

ちょっとこのパネルを見て頂くといいのですが、海兵隊が 2,000 人規模

の移動手段として使っています船なんですが、これを泊めるのに必要な最

低限の長さが 271.8メートルなんです。ぴったりこの長さなのです。 

軍港とは書かれていませんが 271.8 メートルというのは、これを作れば

この船が接岸できるというのは紛れもなく軍港ではないですか。 

海兵隊はこれで 2,000 人を詰め込んで、この甲板にはオスプレイなんか

も停まっていますよね。あとヘリとか戦闘機も載せられるのですが、おし

りの方からは水陸両用車といって、陸も海も走れる船ですが、こういうの

がキャンプシュワブにあるんですね。それをおしりのほうから積んで行っ

て、アメリカのアジアの同盟国が、タイとフィリピン、韓国とオーストラ 

リアと四つあるのですが、その国の軍隊と演習するためにこれに乗って出

かけるんです。これを泊めておく場所は結局その当時は設計図まで出来て

て、出来なかったのは

アメリカがベトナム戦

争をやっていてお金が

無かったのです。設計

図まで出来ていて出来

なかったのはそういう

理由なのです。 

http://www.bing.com/images/search?q=%e5%bc%b7%e8%a5%b2%e6%8f%9a%e9%99%b8%e8%89%a6%e3%83%9c%e3%83%8e%e3%83%a0%e3%83%bb%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%ab&view=detailv2&&&id=15CB75E40C5090318948D8C1D5C75DC2392383B8&selectedIndex=0&ccid=ilRkhrDG&simid=608029797631790881&thid=JN.En62L9O35PcUq+C5xF8ujg
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いまこれが出来るとしますとここに強襲揚陸艦が停められますけれども、

いまそれが無いので、長崎の佐世保にこれを置いてあるのです。だからた

とえばオーストラリア軍と演習しようとする時は、佐世保からわざわざ沖

縄の、この場所は「ホワイトビーチ」と書かれていますが、うるま市にあ

りますがこれは海軍の埠頭なのです。臨時でここを借りて海兵隊が乗り込

んで、戦車はここから乗り込んでいくんですが、載せてそれで移動してい

くのです。オーストラリア軍と訓練して二か月経ったら戻ってくるのです。 

そしてまた戦車も兵隊もヘリも降ろして、それで佐世保に帰っていくの

です。フィリピン軍と演習するときもタイ軍と演習するときも、韓国と演

習するときもおんなじように佐世保から持ってこないといけないのです。 

だけどここに埠頭が出来ればここに止めておくことが出来る訳です。だ

から手間が省けるわけです。そういう意味ではここに絶対作りたいという

のが狙いなのです。 

あと沖縄では「普天間代替施設」という言葉が使われていないですよね。

新基地という言葉が使われていますけれど、いま言った軍港の機能と言う

のがメリットの一点なのですが、軍港がここにあるとメリットがもう一つ

ポイントがあって、弾薬輸送船がここに接岸できるということなのです。 

ここに辺野古の弾薬庫、海兵隊用の弾薬庫があるのですがこの弾薬と言

うのは普段持ち出ししたり中に新しいものを入れたりするときに、やはり

中部の天願桟橋と言う所に弾薬輸送船を接岸して弾薬を降ろして道路を使

ってこの弾薬を辺野古まで持ってこないといけないし、辺野古から出さな

いといけないのです。 
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だけどここに弾薬輸送船が接岸できるようになれば基地の中の間で出し

入れ出来るようになるのです。だからたとえば核兵器を出そうが入れよう

が秘密の内に出来るのです。そういう意味でも軍隊にとってはメリットが 

あると言う事です。という事が出来ますという事と、あと普天間にない機 

能としては、水陸両用車（上記写真：LCAC 甲板中央の構造が人員輸送モ

ジュール、180人が運べるという）、こんなゴムボートや海も陸も走れる戦

車と言うのは、海から陸に陸から海に出る時にスロープが必要になるので

すが、そのスロープもここに作られる事になっているのです。これも普天

間にはありませんよね。 

あともう一つここには説明が書いてありませんが、出っ張った所が弾薬

装弾エリアと言って簡単に言えば、ここの白い長方形の部分が駐機場なん

ですね、だからこの四角い部分にオスプレイとかヘリとかが駐機してその

ヘリをここまで出っ張った所に持ってくるのです。それで弾薬がここにあ

りますから、弾薬をここまで持って行って装填してこのまま飛び立てる、

だから実弾積んで飛び立てるという場所です。 

実弾積んで飛び立てるというのは「なんのために」というのは、戦争す

るためでしょう。もしくは戦争に行くための訓練をするために実弾載せて

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:LCAC.JPG
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飛び立っている訳ですよね。だからこれは最新鋭の戦争につながる基地に

なるということなんです。 

だから普天間の代替施設と言う言い方はとんでもない事でして、なんで

普天間の代替施設と言う言葉が付いているのかという事は、分かり易いで

すが海兵隊の基地と軍港を作りますという事を言って国民に理解が得られ

るかどうか、予想できますよね。 

みんな反対するではないですか。だから普天間の危険性を逆手にとって

ダシに使って、さも沖縄の負担軽減をするように見せかけるために「普天

間代替施設」と言う名前を付けているのです。 

というわけで、普天間の危険性を無くしてあげようという気はさらさら

無いのです。日米政府は。その証拠なのですが、普天間基地と言うのはど

ういう経緯で作られたのか、というのは聞いておられると思いますが、こ

こに機密文書が有りますが戦前にすでに普天間飛行場を作る場所は決めら

れていたのですが、人口密集地であることが分かりながら作られる、とい

うことが分かっています。 

だからわざと焼け野原にして生き残った人たちを収容所に入れている間

に飛行場を作ってしまったわけです。だから帰って来た時にはその周りに

家を建てるしかなかったという状況で今日に至っている訳ですけれども、

実は米軍が普天間基地を返還しようとしていた時期があったわけですが、

それがその隣の「機密文書」ですが、68年に普天間閉鎖検討というのがあ

るのですが、この時期には普天間基地にたったヘリが４機と固定翼機が 16

機しかなかったのです、ちなみに今は 50機以上ありますが、そういう状況

で返還するのは決して夢物語では無くて日本政府がそれを了解していれば

出来ていたかもしれない。だけどどうしてそれがされなかったかというの

は、その 1968年には九州大学にファントム・米軍機が墜落したのです。な

ので結局反対運動が盛り上がる前に、今の本土にある基地機能を沖縄に持

って行こうということで、意図的に沖縄に基地を集中させたのです。です
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から沖縄に基地を集中させた理由と言うのは、あちこちで反対運動があっ

たので米軍統治下であったら今のうちに基地を押し付けてしまえというこ

とだったのです。 

それを正当化するために、抑止力とか地政学的と言う言葉が使われてい

ますが、それ自体が「うそ」なんですよということなんです。 

抑止力になっている、なっていないという話は、どういう風にとらえら

れているのか分からないのですが、海兵隊はいま沖縄に 19,000人くらいい

るのですが、9,000 人はグアム移転ローテーション配備ということで沖縄

から出て行ってしまう訳です。だとすれば半分に減るのになんで普天間を

返せないの、辺野古に作る必要があるのですか、ということなんです。残

る部隊も年に半年は居ない、これに乗ってあちこち出かけるわけです。 

可能なのにそれをやらない、ということなんですよね。つまり目的はこ

れを作りたいからなんです。本当に普天間が危険だから 19年前に返還の約

束をしたではないですか。それから 19年経っているのに一切負担軽減らし

きことはされていないのです。 

抗議は絶えずやっています、沖縄の人たちは。でも本当に梨のつぶてで、

本当に危険だと思うならば、早朝夜間飛ばさないとか、飛ぶ回数を減らす

とかやり方はいくらでもありますよね。一切検討されてもいません。だか

ら危険をそもそも無くす気という事ではありません。それどころかオール

沖縄で反対したオスプレイ配備も 2012 年にされてしまいました。12 機だ

ってさらに 12機ふやされてしまって、危険だっていいながらさらに増やし

てさらに危険を増やしといて、辺野古に作らないといけないというのはど

う考えても筋が通っていない、だから目的は辺野古の新基地をつくること

であって、普天間の危険性をなくそうなんてさらさら考えていないという

のが実態なんです。ですからこれが造られて普天間が返ってくるかどうか

というのは本当に分からないというのか微妙な所だと思います。 

とにかく、日本はそれほどまでにして何で作りたいのかということです
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が、これ作るのに埋立して施設を作ったら 1 兆円規模の公共工事になると

言われています。ゼネコンが造ったらほとんどゼネコンが儲けを吸い上げ

てしまっていきます。だからゼネコンは作りたいのです。沖縄の業者は作

っている間に、まあ毎月お給料が出るくらいのもうけはあるかもしれない

けれどほとんどのもうけは全部ゼネコンが持って行ってしまう訳ですよ。 

ゼネコンが儲かったら嬉しい人たちがいて、それは自民党ですよね。利

権は共有しているので是非ともこれを進めてお互いに良い思いをしようと

言うことと、あともう一つはせっかく作ってもらうのだから自衛隊も使わ

させてよ、ということになりますよね。それは想像という事とかではなく

て、2008年から実はキャンプシュワブもお隣にあるキャンプハンセンも陸

上自衛隊が使い始めているのです。 

それで使っている回数もどんどん増えて行っているのです。という事は

この基地で訓練されている練習はほんとにイラク戦争、アフガン戦争、湾

岸戦争、直で戦場に行っている事を考え始めましたら戦争に行くための訓

練なんです。2008年からからそういう訓練を陸上自衛隊がやりはじめてい

るということは、つまり集団的自衛権の行使容認というのが昨年打ち出さ

れたように本気で戦争に行かせる計画だと思います。 

安部さんは強い日本と言うのが軍事力を持って戦えるようにしたいと本

気で考えているんで、是非ともそのためにもこれ欲しいということで、海

兵隊がグアムとかハワイに移転した分、じゃあ自衛隊がここを使おうと考

えている訳ですよね。 

だから日本にとってのメリットはゼネコンと自衛隊共用です。海兵隊に

とっても絶対作らなければならないという訳ではないのですが、ただで作

ってくれるのだからこんなおいしい話逃す手はないという話なんです。 

住所移動したって、訓練は好きな時に来れるわけでしょう。その間自衛

隊が留守番をしておいてくれるという、こんなおいしい話はないでしょう。

海兵隊削減対象になって 20,000 人以上減らされることになっていますが、
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その分自衛隊が手伝ってくれるというのですから、こんないい話はないと

いう事で辺野古唯一な訳ですよ。 

ほんとに軍事強化とゼネコンの利権の為にこの海を失うというのもあり

得ない話です。絶対許してはならない、取られたらこれから先、100 年、

200 年と言う形で好きなように日米政府が軍事拠点として使うという基地

にされる訳ですから、当然今止めなければいつ止めるの、と言う状況にな

っている、それが今のオール沖縄の戦いになっているということなのです。 

本当に、やはり年配の方たちが今日もこんな暑さになっていますがバス

に乗って連日通ってきて来られてるのは、やはり次の世代に自分たちは死

んじゃうからいいのだけれど、次の世代に沖縄を残せなかったら困る、「あ

の時、じいちゃんばあちゃん何してたの」と言われるのは耐えられない、

ということで皆さんいらっしゃるのですし、後は仲井間知事が埋立承認し

てしまった為に、沖縄が自らが受け入れた基地として作られようとしてい

る訳ですね、そんな屈辱的なことではなくて本当に沖縄の人たち今まで作

られた米軍基地と言うのは「銃剣とブルドーザーで作られたと言われてい

ますが、強制的に土地を取られて基地を作られて泣く泣くそういう状態が

残っているという事なのに、今度は「どうぞ」と言って作らす基地になる

というということは絶対に堪えられない、やはりそういう思いが強いので

す。 

という事で、本当に沖縄の人たちはこの先の沖縄の事を考えて、この海

を絶対残したいという思いがあります。 

豊かな海なんですね、自然環境について話を聞かれたかどうか分かりま

せんがここの海と言うのはジュゴンが食べる海草が一番集中しているとこ

ろなんです。それでジュゴンがよく発見されるというのはそういう理由な

んですが本当に防衛局が水中ビデオカメラをジュゴンが良く食べるところ

に設置して確認できたのはたったの 3頭なんです。最低 3頭と記載されて

いますが、絶滅するかもしれない生き物がそんだけしかいないのになんで
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こんなものを作れるのか不思議でしょうがないのです。 

藻は移植すれば大丈夫と言っていますが、海草は移植して成功した例は

無いのです。だからそれは不可能なのです。あとこの大浦湾の方は、ここ

にも写真が出ていますが、サンゴがものすごくいい状態で残っている場所

なのです。それには理由があって、ちなみに沖縄本島に限って言えば、い

い状態で残っているサンゴ礁はわずか 30％なのです。あと 90％は白化現象

を起こして死滅してしまっているのです。 

いい状態で残っているサンゴ礁の 10％にここのサンゴ礁が全部含まれ

ているのです。ここはなぜ良い状態で残っているかというのは、ここが山

になって三本の川が大浦湾に流れ込んでいるのが見えると思いますが、だ

から山の水と言うのは栄養分がたっぷり含まれているのです。そして冷た

いではないですか、だから海水温が大浦湾は上がりにくいのです。海水温

が上がると白くなって白化現象を起こして死んでしまうのですが、そうい

う状態が免れる環境があるから良い状態で残っているのです。素晴らしい

サンゴ礁、私は見たことはないのですが、海洋生物学者のキャサリン・ミ

ュジックさんが 8 年間名護に住んでいて何度も潜られた方なのですが世界

中の海を潜ってきてサンゴを見てきた人が太鼓判を押している、もう本当

に世界一と言っていいほど残っている。ここはサンゴ保護区にして守らな

ければならない場所ですよと言っていますが、名護市自身も稲嶺市長にな

ってから、もう絶対ここはエコツーリズム、このなんにもないというのが

エコツーリズムであって、これを活かしてがんばっていこうということで

打ち出しているので、埋め立てられればみんな水の泡になってしまうので

す。 

だから絶対そういう意味でも、埋め立て前に止めたいというのが共通認

識なのです。だからボーリング調査を終わって直ぐに埋立と言う事になる

のでは無く、市長権限もあるし、知事権限もあるし、あと県外から持って

くる「砂とか土砂」に関しても、条例とか県議会で条例を作ってチェック
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を入れようということも動き出しているので、簡単には埋立出来ません。

ですから、延ばして延ばして引き延ばして、ほんとに認めないという世論

を全国的にも世界的にも広めて断念させると言う形を作っていくしかない

ので、皆さんが他人事では無いと思ってもらわないと出来ないことなので、

今後も注目して頂いて力になっていただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

閑話休題 

 

絵手紙でも激励 

強襲揚陸艦ボノム・リシャール（Bonhomme Richard） 

Bonhommeとはフランス語で「善良なる」で、英語で「Goodman 

Richard 」ふざけたネーミングではありませんか。 

全長 257M 乗組 士官 104名、兵員 1,004名、上陸部隊 1,894名 

アメリカ独立戦争でも、軍艦ボノム・リシャールがあります。 

（竹内） 
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自民候補無条件容認 

 「（辺野古沖の）海上基地と全ての付随設備は４０年運用可能、耐用年数２００

年を想定して設計される」 米国防総省が１９９７年９月２９日にまとめた、辺野

古新基地に関する報告書（「普天

間基地移設のための運用上の所

要と運用構想」）の一節です。仮

に新基地が計画どおりに２０２２

年に完成したとすれば、西暦２２２

２年、すでに２３世紀です。 この

報告書は当時の沖縄県が入手し、

米国防総省報告書 1977/9/29 
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大きな衝撃を与えました。９８年１１月の知事選で当選した稲嶺恵一氏は新基地

容認の立場でしたが、「１５年使用期限」の条件をつけざるをえませんでした。 

 これに対して安倍政権と仲井真県政が支える自民党候補は、無条件で基地を

容認しています。文字通り、子々孫々まで、名護市民に基地との「共存」を強要

する考えです。 

普天間機能超える 

 政府は、辺野古の新基地建設は普天間基地の「危険性除去」のための「移設」

であると説明します。しかし、狙われている新基地は普天間の機能をはるかに

超えています。 

 普天間基地には現在、２４機のオスプレイが配備されています。一昨年の配備

以来、沖縄本島北部を中心に激しい訓練を行い、住民に墜落の恐怖と低周波

騒音の被害を与えています。交代したＣＨ４６ヘリと比べて、午後１０時以降の夜

間訓練も激増しています。 

 ところが、これにとどまるわけではありません。オスプレイ配備を決定した際の

防衛大臣だった森本敏氏は著書（『普天間の謎』）でこう述べています。 

 「普天間基地の代替施設には、有事の事態を想定すれば一〇〇機程度のオ

スプレイを収容できる面積がなければならず、滑走路の長さだけで代替施設を

決めるわけにはいかないのである」 

 米海兵隊はオスプレイ４００機の配備を目指しています。事態によっては、その

４分の１が辺野古に集中するというのです。 
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 加えて、全長２５７メートルにおよぶ強襲揚陸艦ボノム・リシャール（長崎県・米

海軍佐世保基地所属）が接岸可能な２７２メートルの護岸まで計画されています。

同艦はオスプレイ１２機を搭載可能で、沖縄の第３１海兵遠征隊（３１ＭＥＵ）を乗

せてアジア太平洋全域に展開します。 

 防衛省は辺野古の公有水面埋め立て申請書で「いわゆる軍港を建設すること

は考えていない」と説明していますが、沖縄県の當銘（とうめ）健一郎土木建築

部長は９日の臨時県議会で、日本共産党の渡久地（とぐち）修議員に対し、「恒

常的ではないがボノム・リシャール接岸の可能性はある」と認めました。 

 同艦に収容されているエアクッション形揚陸艇（ＬＣＡＣ）が上陸できる「斜路」

（スロープ）も建設されます。ＬＣＡＣは環境基準を超える８０～９０デシベルの騒

音と、波しぶきによる塩害をもたらします。 

 何より、ジュゴンが泳ぐ海を高さ１０メートルものコンクリートで埋め尽くせば、

取り返しのつかない自然破壊になります。 

 

再編交付金は１０年 

 名護市長選の自民党候補は、辺野古新基地の再編交付金約２６０億円を受け

取り、「新基地建設に伴う新たな雇用の創出と名護市経済・産業の活性化を図

る」（政策ビラ）と訴えています。 

 しかし、再編交付金は交付期間が原則１０年、最大でも１５年程度です。その

代償は「耐用年数２００年、オスプレイ最大１００機」の巨大基地です。釣り合い

がとれているとは、とても思えません。 
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 しかも、「２６０億円」という金額自体、何の根拠もありません。根拠となる米軍

再編特措法を見ても、政府のさじ加減でいつでも減額・停止できます。 

 沖縄県でも、那覇新都心や北谷（ちゃたん）町ハンビー・タウンのように、基地

がなくなった方が雇用も税収も増えることが証明済みです。 

 ８日に開かれた稲嶺 進市長の後援会の総決起大会で注目を集めたのが、県

内有力企業「かりゆし」の平良朝敬ＣＥＯの訴えです。 

 「２００年も居座る巨大基地は沖縄の財産になりません。（新基地がつくられる）

キャンプ・シュワブを沖縄に返してもらう。いまの基地従業員は２４３人ですが、こ

こにホテルを１０棟建てたら、１万室で２万人の雇用が生まれます」 

 海にも陸にも基地を造らせず、再編交付金に頼らない街づくりを進める稲嶺市

長でこそ、名護の未来、沖縄の未来が切り開けます。 

 


