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写真…A さん・琉球朝日放送・八記久美子・その他ネットから 

 

発行 ｢辺野古土砂ストップ北九州」 
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辺野古の土砂搬出予定地が変更になり、門司からの土砂搬出はなくなりました。その

ため、21 年 8 月の総会で、会の名前を変更しました。新しい名前は｢辺野古土砂ストッ

プ北九州｣です。略称はこれまで通り｢辺野古土砂北九州｣です。よろしくお願いします。 
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強い毒性の接着剤使いサンゴの移植 

素手で使用、作業員への影響危惧 
 

北上田毅さんのブログ｢チョイさんの沖縄日記」2021 年 8 月 10 日付けから 

   

連休が明けて、防衛局が辺野古でのサ

ンゴ移植作業のペースを上げている。今

日(10日･火)､サンゴ移植作業に対して海

上行動のメンバーらが船とカヌーを出し

監視行動を行った。さらにシュノーケル

でサンゴ移植作業の様子を確認したとい

う。 

 (A さんから)送られてきた写真で、移

植してきたサンゴを固定するために､｢エ

スダイン･ジョイナーW  一般用(主剤)｣

という水中接着剤が使用されていること

が確認できた。作業員らは、この接着剤

を素手でダンゴ状にし、サンゴに付けて

海底に固定している。作業中、辺りの海

水はすっかり白濁していることが分かる。 

 ところが、この｢エスダイン・ジョイナ

ーW｣という水中接着剤の安全データシ

ートを見て驚いた。そこでは､｢水生生物

に非常に強い毒性｣､｢皮膚に触れたりす

ると中毒やかぶれを起こすおそれ｣､｢ア

レルギー性皮膚反応を引き起こすおそ

れ｣等と注意をしているのだ。海中生物へ

の影響、そして素手でこの接着剤を触っ

ている作業員さんへの影響が危惧される。 

 現在は、Ｉ地区の 830群体のサンゴ類

だが、続いてＪＰＫ地区の 38,760群体も

のサンゴ類が移植される。最終的には

75,000群体ものサンゴ類が移植されるの

で、水中接着剤の影響は無視できない。

防衛局は、この接着剤の安全性について

説明しなければならない。 

 

 

 

 

   

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左…水中接着剤で海底に接着されたサンゴ。 

右下…サンゴの移植を行う作業員と抗議の人。 

左下…サンゴの移植計画図 
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ままま

まままままままま

■アナウンサー…辺野古の新基地建設に伴うサンゴの移植問題で、国と県の攻防が続い

ていて、国の強硬姿勢を批判する専門家もいます。海の埋め立てに使う土砂の投入が

始まってから 2年半以上が過ぎた今、現場では一体何が起きているのでしょうか。

■記者…ここ辺野古の海に生きる希少なサンゴたちを巡っていま、サンゴを守ろうとす

る県と、基地建設を早く進めたい国とで真っ向から意見が対立しています。

国の強行姿勢が鮮明になっている｢サンゴ移植｣。埋め立て予定海域では今日も、サン

ゴの移植作業が続けられていました。 

* 

ここに来て目まぐるしく動き出した県と国の攻防。始まりは 2年前に遡ります。防衛

局が県に辺野古の埋め立て予定海域にある J・P・K・I 地区の 4 箇所に生息する、およ

そ 4万群体のサンゴの移植許可を申請しました。 

翌年 2月、県が判断を保留し続けていたため、許可を出すよう農林水産大臣が是正指

示を出しました。そして、サンゴの移植をめぐる裁判に突入したのです。 

しかし、県の主張は認められず今年 7 月、最高裁の判決で県の敗訴が確定しました。

5人いる最高裁の裁判官のうち 2人から、県の訴えに賛同する意見が出されたのがせめ

てもの救いでした。 

2人の意見は、大浦湾側に広がる軟弱地盤を固める工事に必要な承認を、国が得られ

ていないことを問題視していて、新基地建設が出来なくなくなれば、サンゴの移植自体

が無意味なことになるというものでした。 

* 

■裁判官…変更申請が不承認になった場合、サンゴの生息箇所のみの工事は無意味な

ものになる。

■裁判官…水産資源の保護培養という水産資源保護法の目的に反することになる。

 

8月 11日 

のニュースを 

掲載します 

県と国 サンゴ移植で深まる溝 

8 月 11 日、沖縄

の放送局(QAB 琉

球朝日放送)のニュ

ースで、サンゴの移

植のニュースが流

れました。とても分

かりやすかったの

で、紹介します。 
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■玉城知事…是正の指示が適法であると示された以上、サンゴ類の特別採捕許可申請に

ついて、許可処分することといたしました。

■記者…最高裁の判決を受けて、県はサンゴの移植を条件付きで許可します。県が付け

た条件とは、｢サンゴの生残率を高めるために台風や夏の高水温期、また繁殖期を避

けなさい｣というものでした。しかし、許可が出てから 1 日もたたないうちに、防衛

局は条件を無視して移植作業に着手したのです。

■県の担当者…夏の時期さえ避けてくれれ

ばいいのに。理解できない。

■東京経済大学・大久保奈弥准教授…サン

ゴを破壊するような行為を国が行ってい

くということが本当に信じられないです

ね。驚きしかない。

■記者…サンゴの専門家は､｢あり得ない｣

と国の強行を批判しています。

■東京経済大学・大久保奈弥准教授…いや、 

もう本当ありえないっていう、判断です

よね。移植のストレスに加えて、出産後

に移植されてそのストレスに加えて、さ

らに高水温でストレスを受けてっていう

ことで、死亡率がものすごく高くなるん

です。だから、この時期に移植するなん

ていうことは、サンゴの研究者だったら

まずオッケーって、言わないですね。

■記者…気象庁の観測したデータでは、沖

縄本島東の海面水温は 5 月から上がりはじめ、真夏の 8 月に 30 度近くになり、その

後 2月に向けてゆっくりと 22度付近まで下がっていくことが分かります。

■東京経済大学・大久保奈弥准教授…ある程度秋の時期とか冬の時期の涼しくて、そん

なにストレスを感じない時期であれば、生息環境が変わってもきれいな水のところで

あれば(移植しても)生き残ったりするんですけれども。

* 

■記者…移植をめぐる対立は激化していきます。県は作業を止めるよう行政指導を行

いました。しかし、防衛局が従わないため、許可が撤回されたのです。そこで、防
衛局は農林水産大臣に撤回の無効化を申し立てました。

■岸防衛大臣…本審査請求および執行停止の申し立てを行いました。今回の(県による)

取消処分は取り消されるべきであると、判断したものであります。

■記者…県の条件を破ったサンゴ移植の強行を、正当化させようとしているのです。

最終的な判断は農林水産大臣が下すことになっていて、県も撤回の正当性を主張

する意見書を提出しています。しかし、県は苦しい状況に追いやられています。最

終決定が出るまでの間、移植を続けてもいいと、農林水産大臣が防衛局を後押し

する判断をしているのです。玉城知事は「職責を果たしていない」と厳しく批判

しました。

* 

■玉城知事…水産資源の保護培養を推進すべき立場にある農林水産大臣の対応として、

甚だ疑問が残るものと言わざるを得ません。

https://www.qab.co.jp/news/wp-content/uploads/21-08-11-08-02.jpg
https://www.qab.co.jp/news/wp-content/uploads/21-08-11-08-03.jpg


5 

■岸防衛大臣…防衛省としては引き

続き普天間飛行場の 1日も早い全

面返還を実現すべく辺野古施設に

向けて工事を着実に進めてまいり

たいと考えております。

■東京経済大学・大久保奈弥准教授…

(移植で)サンゴ礁の生態系を復元

するなんてことはもう不可能で、本

当に小さな水中庭園しか作れない

んですよ。だから、そのサンゴの移

植っていうものに対する幻想がものすごくありすぎてて、その幻想でこういった結末

を迎えているのかなっていうふうにも思えました。

* 

■記者…沖縄防衛局は執行停止判断の翌日から、すぐに移植作業を再開。サンゴの移植

をめぐって溝が深まる県と国。防衛局の言い分が通れば、今後、夏場や台風シーズン

であっても、国はサンゴの移植を行えるという免罪符を得たことになります。｢水産

資源の保護｣よりも、｢辺野古新基地を早く進めたい｣という国の本音がはっきりと見

えてくるのではないでしょうか。

■M アナウンサー…豊かな自然を犠牲にしてまで何か新しい物を作るということ、
本来であれば避けるべき行為ですよね。

■W アナウンサー

そうですよね、この状況では、本当に移植ではなく自然の破壊になってしまいます

よね。せめて専門家の意見にそって行われるべきものが、全く守られていないこと

は、改めて憤りを感じます。

終わり

https://www.qab.co.jp/news/wp-content/uploads/21-08-11-08-04.jpg
https://www.qab.co.jp/news/wp-content/uploads/21-08-11-08-05.jpg
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大浦湾の工事現場近辺(外側)のサンゴたち 

沖縄県名護市東海岸大浦湾には、長さ 50ｍ、幅 30ｍ、高さ 12ｍという巨大なアオサ

ンゴ群落があります。海底から見上げるとまるで大きな山のようです。その周りを泳ぐ色

とりどり魚たちは、木々を渡る鳥のよう。まさに竜宮城の世界です。この大きさの群落に

なるには約 3000 年かかるといわれています。2007 年に発見されるまで、誰にも知ら

れずに大浦湾に眠っていたのです。アオサンゴもジュゴンと同じく、絶滅危惧種とされて

いる世界的に貴重な生物。大浦湾のアオサンゴは現在わかっている中で、世界最大です。 

大浦湾のアオサンゴは、遺伝的に同一なクローン(ものすごく巨大ですが、一個体

のサンゴ)なので、病気などで壊滅するリスクが高く特に保護が必要です。場所は

辺野古の新基地建設計画の外側にありますが、同じ湾内にあり、大浦湾側の工事

が始まれば、大きな影響を受けることが、容易に想像できます。  

4 年ぶりに大浦湾のサンゴ礁に潜ったダイバーは、「GPS に保存していた通りのアオサ

ンゴ群やテーブルサンゴみっちりのポイントへ飛び込んだはずが、そこは視界の悪い濁っ

た海だった。かろうじてアオサンゴ群は生きていたが色が悪く元気がないようにみえた｣

と語っています。 

※サンゴ礁は、地球の全海洋面積のわずか 0.17％に過ぎない非常に小さなエリアですが、

全世界の海水魚の種類の4分の 1に相当する4,000種が生息しています。さらに、世界

の漁業の 5％はサンゴ礁を漁場にしています。 サンゴ礁には魚だけでなく、それはそれは

気が遠くなるほど、非常に多くの種類の生物が生息しています。知られているだけでも約

9万 3,000種以上で、これは浅い海にすむ種の数の約 35％に相当します。 

5c4f6e_6f7c90ec

32f640299f6fa9b753abbf0f_mv2.webp

5c4f6e_6f7c90ec

32f640299f6fa9b753abbf0f_mv2.webp

(中村卓哉氏) 

(辺野古浜通信) (サンウェーブカヤックス) 
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前回に続いて、大川にまつわる話をし

よう。大川が三原と同様、首里士族が移

り住んだ屋取（ヤードゥイ）集落である

ことは前回述べた。 

旧士族は、気位は高いが生活は楽では

なかった。土地はもちろんないから、地

元の地主から借りた土地を小作し、昼も

夜も働いて少しずつ家財を蓄え、土地を

買い取って自作農ができるようになった

のだ。そんな家計を助けるために、ある

いは土地を買うお金を得るために、大川

からも多くの人々が出稼ぎに出ている。 

大川の人たちのお話を聞いて興味深か

ったのは、複数の人が「旅に出る」とい

う言い方をしていたことだ。「出稼ぎ」と

いうとマイナスイメージが強いが、数え

21歳でヤップ島に「旅に出た」（出稼ぎに

行った）セイフクさんは、「シマ(集落)の

外に出る手段がなかった昔は、貧乏人は

金持ちにお金を借り、その利息のために

使われるしかなかった。旅に出られるよ

うになって、お金儲けができるようにな

った」と語った。「旅に出る」ことはまた、

お金を得るためだけでなく、否応なくシ

マに縛り付けられていた状況から、移動

の自由を得たということでもあったろう。 

それ以前、大川からブラジルやペルー

に渡った人たちもいたが、現在のような

通信手段も情報もなかった当時、本人を

含むシマの人々にとって、そこがどうい

うところか知る由もなかった。それでも、

家族も親戚も「行って儲かってこい」と

送り出したのだ。ヤップ島となるとさら

に知名度は低かったと思われるが、実は、

セイフクさんは、1 年前にヤップに渡っ

た父親に呼び寄せられたのだった。 

ところで、ヤップ島についてご存じだ

ろうか？ 私自身、セイフクさんの口か

らその名が出たときは「え！？それど

こ？」という感じだった。ヤップ島はミ

クロネシアの小さな島で、現在はミクロ

ネシア連邦ヤップ州と呼ばれ、「美しい楽

園の島」として観光地となっているが、

第一次世界大戦後、他の島々同様日本の

委任統治領となり(南洋諸島と呼ばれた)、

日本からの移民も多かった。太平洋戦争

時には日本軍が駐屯し、島民も共に戦争

に巻き込まれ被害を受けたのだ。 

前述のように、セイフクさんは当時数

え 21歳、つまり徴兵検査の年に当たって

いた。しかし「猶予願いを出して旅に出

た」という。父親がセイフクさんを呼び

寄せたのは、あるいは「徴兵を逃れさせ

る」ためだったかもしれないと思う。 

戦前の海外出稼ぎ・移民についてお話

を聞く中で、「徴兵逃れのために行った

（あるいは親から行かされた）」と明言す

る人が少なくなかったことは、私に強い

印象として残っている。暑さに慣れたウ

チナーンチュを南洋諸島の農業移民など

として送り出すことは、南進政策を進め

る当時の日本の国策の一環であり、その

ために徴兵猶予が認められたのだ。 

南進政策という国策に乗る形で、徴兵

という国策から逃れる――そこに私は庶

民のしたたかさを見る。むろん、南洋諸

島と呼ばれた島々の住民たちにとっては、

ウチナーンチュも植民者以外の何者でも

なかったろうけれど…。 

セイフクさんのヤップ島体験について

は、紙幅が尽きたので次回に譲りたい。 

(うらしまえつこ) 

浦島悦子の連続エッセイ ≪南の島から≫ №22 

国策に乗って国策を逃れる…セイフクさんのヤップ島体験（1） 
ヘリ基地いらない二見以北十区の会共同代表／フリーライター 
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≪辺野古土砂ストップ北九州≫        

第7回定期総会の報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ご意見ありがとうございました…補足をします 
議決書の葉書で、「頑張っていますね」｢応援しています｣という、たくさんのエール

をいただきました。ありがとうございました。 

 

≪1≫1年間の情勢について、次の提案・意見がありました。 

・情勢に沖縄現地の行動を入れたほうが良い。 

・<2>自然保護について②の｢棲み分け・談合｣の意味が分からない｣ 

そこで、現地の行動については、議決の中に加筆しました(下線を引いています)。 

｢棲み分け・談合｣については、長くなりますので、この場をお借りして、説明をした

いと思います。 

 

≪2≫｢世界自然遺産は防衛省と環境省の棲み分け・談合｣についての説明 

世界遺産条約は、「世界で唯一の価値を有する遺跡や自然地域などを人類全体のための遺

産として損傷又は破壊等の脅威から保護し、保存し、国際的な協力及び援助の体制を確立す

ること｡｣を目的としています（環境省ホームページより）。一方、軍隊（もちろん自衛隊も

含みます）は、その目的を達するために、どのように貴重な物であっても損傷し破壊します。 
 奄美にしても、山原（やんばる）にしても、その貴重な自然の一部が自然遺産の区域から

外されるという形で、自衛隊の施設や米軍の訓練場という軍事目的に使われています。相容

れない者同士が入り混ざって同居しているのですから担当する環境省と防衛省が話し合い、

折り合いを付けざるを得ません。これを「棲み分け・談合」と表現したものです。 

 

議案 承認 不承認 保留 合計 

活動報告 107 0 0 107 

会計報告 107 0 0 107 

監査報告 106 0 1 107 

新年度方針 107 0 0 107 

規約改正 107 0 0 107 

役員体制 106 0 1 107 

2021年8月21日(土)開催予定の総会は、前日からの緊急事態宣言

発出により書面総会となりました。以下、報告をします。 

※総数 298(個人

と団体の合計数)の

うち、107 の議決

が届きました。これ

は全体の 36％に

あたります。 

■議案は可決されました 
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≪3≫提案した会則に不十分な所があったので、世話人会でさらに補足・訂正をしました。 

 会則を全文掲載します。なお、補足・訂正をしたところは、下線を引いています。 

 

 

☀議案から変化のあった｢情勢｣と｢規約｣を掲載 

して、第 7回定期総会の議決報告とします。 
 
   
 

 

 

≪1≫ 工事関係について 

①設計概要変更申請…昨年４月、沖縄防衛局は軟弱地盤対策と埋立用土砂の採取先変更

にともなう設計概要変更申請を沖縄県に提出しました。これにより、埋立用土砂につ

いては門司や山口県からの搬出はなくなりましたが、あろうことか戦死者の遺骨が混

じる本島南部の土砂を使用しようとしています。これに反対し、長年ボランティアで

遺骨収集をしてきた具志堅隆松さんが、２度にわたりハンガーストライキを行いまし

た。宗教者らは宗派を超えて共同声明を発するとともに、声明に対する賛同を広く呼

びかけました。沖縄県にとどまらず、奈良県議会をはじめ各地の議会で反対の決議が

なされています。沖縄防衛局が提出した設計概要変更申請についての意見書は、前回

の６倍近い19,970件にのぼり、そのほとんどが、「沖縄県知事は承認しないように」

というものでした。 なお玉城知事は8月中旬に不承認とする方向で調整していること

が、7月28日報道されています。 

②違法な土砂採取…琉球セメントが森林法に違反して採掘した本部(もとぶ)町の土 

砂を、辺野古の海に投入していることも明らかになりました。  

③新型コロナウイルスに細心の注意を払いながら辺野古ゲート前はじめ、安和の琉球 

セメント桟橋など各地での抗議行動が続けられ、また、玉城知事を支える県民集会 

などいくつかの集会も実施されました。ここ数ヶ月は感染状況悪化のため、オール 

沖縄会議としての抗議行動は休止を余儀なくされることが多くなっていますが監視 

活動は続いています。また有志により抗議行動も続けられています。 

④進捗状況…埋立工事の進捗状況は４月の時点で 5.9％です。 
 

≪2≫自然保護について 

①サンゴ…防衛省沖縄防衛局が移植した絶滅危惧種のオキナワハマサンゴは、移植した

９群体のうち、過半数の５群体が死滅したことが明らかになりました。 

沖縄防衛局のサンゴ特別採捕許可申請を巡り、農相が県に許可するよう是正指示し

たのは違法として、県が取り消しを求めた訴訟で、７月６日最高裁第３小法廷は県の

上告を棄却しましたが、５人の裁判官のうち２人が県の主張を認めて反対意見を付け

ました。判決を受け玉城知事はやむなく、高水温時の移植を避けるなどの条件付きで

許可しましたが、防衛局は県に対し事前連絡もなく７月下旬の熱暑下に採取を始めま

した。玉城知事は「水産資源保護法にも反する」と許可を撤回しました。 

②世界自然遺産…７月、「奄美大島、徳之島、沖縄本島及び西表島」が世界自然遺産へ

登録されましたが、自然遺産の指定地域のある山原(やんばる)地区には、広大な米軍

の北部訓練場が居座ったままです。今年度土砂全協総会での奄美からの報告は、自然

辺野古新基地をめぐるこの 1年の情勢  
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新規約 

遺産指定地域のすぐそばにある自衛隊の弾薬庫施設から雨の日には赤土水が出てい

ることから、「世界自然遺産は防衛省と環境省の棲み分け・談合｣と断じていますが、

沖縄本島北部の実態も｢棲み分け・談合｣を裏付けています。 
 

≪3≫その他の状況 

①CSIS…20年 11月、米政府や議会へ影響力を有する戦略国際問題研究所(CSIS)が「辺

野古の普天間代替施設の計画は困難続きであり、完成することはないように思われ

る。」と報告書で指摘しました。 

②GAO…21年３月、米会計監査院(GAO)が｢地元の反対と環境分析によって大幅に遅れ

ている」、また専門家の指摘を引用する形で｢沖縄のような地域での反対の程度を考え

ると政治的に持続可能ではない｣と報告しました。 

③土地利用規制法の先取り…６月４日、沖縄県警はチョウ類研究者の宮城秋乃さん宅の

家宅捜索をしました。宮城さんはこれまで、北部訓練場返還跡地に放置された米軍廃

棄物実態などを告発。基地との境界線内側に米軍の廃棄物を置いて抗議したことに対

するものです。これは、６月 16 日に可決した、基地や原発の周辺や国境の離島の土

地利用を規制する｢土地利用規制法｣の先取りともいえる不当な弾圧です。 

 

 

 

 

 

名称…『辺野古土砂ストップ北九州』 (略称、辺野古土砂北九州)という。      

目的…辺野古新基地建設埋め立て土砂の、沖縄県内外からの採取・搬出に反対し、基

地のない平和な沖縄・日本の実現と、互いの故郷の自然と文化を守ることを目

的とする。      

事業…(１)各地の土砂搬出計画の中止を求める事業 

(２)辺野古新基地建設の中止を求める事業 

(３)学習、交流、情報交換に関する事業 

(4)その他、目的達成のために必要な事業       

構成と役員…会の目的に賛同する団体・個人で構成し、次の役員を置く。役員は総会

で選出し、任期は１年とする。ただし再任は妨げない。また、必要に応じて顧

問を置くことができる。世話人会は、会計監査・顧問以外のメンバーで構成す

る。 

・共同代表…複数名・事務局長…1名・事務局次長…1～2名・財政…1名  

・会計監査…1名・世話人…数名・顧問…必要に応じて   

総会…通常総会は、毎年 1回開催し、臨時総会は、世話人会が必要と認めた時招集する。

また、世話人会は会員の総会参加を働きかけたうえで、実際の参加者と寄せられ

た議決書の葉書を持って、総会の成立とする。また、議案については、総会参加

者と議決書(葉書)の多数の賛同を得たものを可決とし、賛同の少ない項目につい

ては、保留や否決と判断する。 
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新役員 

経費及び会費…会の経費は、賛同団体の会費・カンパ・事業収入をもって充てる。 会

費は年間、団体 3000円。個人 1000円とする。  

 

 

 

 

〇共 同 代 表…小田●恭司(年金者組合北九州市協議会 再任)  

〇共 同 代 表…法本●健吾(全日本港湾労働組合関門支部 再任）  

〇共 同 代 表…南川●健一(門司区９条の会 再任） 

〇共 同 代 表…三輪●幸子(新日本婦人の会福岡県本部 再任）   ※あいうえお順 

○顧     問…天久  泰(弁護士・個人会員 再任）   

〇事 務 局 長…八記久美子(個人会員 再任） 

〇事務局次長…藤堂●●均(個人会員 再任） 

〇財 政 係…大野●保徳(個人会員 再任) 

〇世  話 人…宗吉●●信(個人会員 再任)  

〇世  話 人松本●秀樹(個人会員 再任)  

〇会 計 監 査…後藤●尚子(個人会員 再任)   

  

 

 

請願書提出のため 

紹介議員のお願いに回りました 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

辺野古土砂北九州では、｢南部の土砂を辺野古に使わないで｣と｢地位協定見直し｣

の請願書を、北九州市議会に提出します。そのための紹介議員のお願いに、8月30日

世話人 4人(南川・八記・藤堂・大野)で、議会棟を訪問しました。   

現時点で、村上さとこ・井上しんご・荒川徹・高橋都・大石正信・出口しげのぶ・藤沢か

よ・永井佑・いとう淳一・山内涼成の各市議会議員が、紹介議員を引き受けてくれまし

た。会では、さらに紹介議員の働きかけを行うようにしています。 

荒川徹市議会議員(右)に、紹介議員のお願いをしている世話人たち(左) 

 

｢南部の土砂｣と 

｢地位協定｣の２つの

請願です 
次ページに掲載 
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2021年 9月○日 

北九州市議会 議長 鷹木研一郎様  

【紹介議員】 現在依頼中 

 

【請願者】辺野古土砂ストップ北九州                   

                                               共同代表  小田 恭司 

法本 健吾 

                                    南川 健一 

                                    三輪 幸子 

以下 ○名  

〒803-0816  

北九州市小倉北区金田 1-3-32-308 

            八記久美子方 

 

沖縄戦戦没者の遺骨の残る土砂を、辺野古新基地建設の 

埋め立てに使用しないことを求める請願書 

 
【請願主旨】 

米軍の戦史に｢ありったけの地獄を集めた｣と刻まれた沖縄戦で、日米合わせて 20 万人以

上が亡くなりました。戦没者の人数は、住民 94,000 人、日本軍 94,136 人、米軍 12,520

人と記されています。また、平和の礎の 24 万人を超える刻銘者のうち、福岡県出身者は

4,030人、韓国を中心とするアジアの人々は498人となっています。激戦地となった沖縄県

南部の土砂には、沖縄のみなさんのみならず、多くの人々の血が染み込んでいます。 

そういう土地で、40 年近く戦争犠牲者の遺骨を探し続けてきた遺骨収集ボランティ

ア｢ガマフヤー｣の具志堅隆松さんは、｢壕の奥で見つかる遺骨は上半身のないものが多く、少

し離れたところから出てきた上半身の骨は、どれも短く割れている。手榴弾で自害した遺骨で

す」「本島南部では、いまだにどこを掘っても遺骨が出てきます」「骨は白いと考えが

ちですが、土から掘り起こされた骨は土と同じ色をしています。そうした遺骨と石灰

岩を見分けることは、とても難しい」と言います。また、小渕恵三元首相が学生時代、占領

下の沖縄でたびたび遺骨収集に参加してこられた話は、よく知られています。  

そして今、沖縄戦で命を落とした戦没者の遺骨が混入した土砂が、辺野古新基地建設の埋

め立てに使用されようとしています。遺骨を土砂とともに埋め立てに使ってしまえば、二度と

収集する事はできません。沖縄県南部には、約 3,000 柱の遺骨がまだ残ると言われて

います。沖縄戦で犠牲になった方々のご遺骨はもちろん、その血が染み込んだ土砂を用いる

ことは、人道上許されません。 

今必要なのは、｢戦没者の遺骨収集の推進に関する法律｣のもと、日本政府が主体となって

戦没者の遺骨収集を実施する事ではないでしょうか。以上の情況をふまえ、下記項目の実現を

強く求めます。 

 

【請願事項】 

北九州市議会として、政府に対し、下記事項を内容とする意見書を提出してください。 

1.悲惨な沖縄戦の戦没者の遺骨が残る土砂を、辺野古新基地の埋め立てに使用しないこと。 

2.｢戦没者の遺骨収集の推進に関する法律｣に基づき、日本政府が主体となって戦没者 

の遺骨収集を実施する事。                                                       

※提出日や、｢南部の土砂｣の請願書と一緒に提出する署名用紙の人数など、現時点で未定なものは｢○｣にしています 
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2021年 9月○日 

北九州市議会 議長 鷹木研一郎様  

【紹介議員】 現在依頼中 

 

 

 

 

【請願者】辺野古土砂ストップ北九州                   

                                               共同代表  小田 恭司 

法本 健吾 

                                    南川 健一 

                                    三輪 幸子 

〒803-0816  

北九州市小倉北区金田 1-3-32-308 

            八記久美子方 

 

 

日米地位協定の見直しを求める請願書 
 
【請願主旨】 

 米軍の特権を定めた日米地位協定は、私たち日本国民の命と暮らしを、著しく脅かしていま

す。 

 例えば、米軍は、日本全土に基地を置き、危険な飛行や事故を繰り返し、基地周辺の騒音被

害は住民の受忍限度を越えています。また米兵が犯罪や事故を起こしても簡単には逮捕され

ません。民間空港・港湾・高速道路は使用料免除。関税・税関検査も免除。米兵・軍属が入国や

基地の外に出る場合のチェックの権限は日本になく、国際運転免許証を持っていなくても、私

有車両で日本の公道を走行することが可能です。さらには、米軍が個別の訓練計画を日本側

に説明したり、日本側が承認したりする仕組みがありませんし、政府や自治体の職員も米軍の

｢同意｣がない限り基地には入れません。これに対し、イタリアやドイツでは、これまで何度も地

位協定の改定が行われてきました。ドイツでは、自治体職員も公務を理由に基地内に立ち入る

ことができますし、イタリアではイタリア軍が米軍基地を管理しています。 

 以上のことから私たちは、国内法すら無視した日米地位協定は見直しをされるべきであると

考えます。 

 日本の現状に鑑みて、2018 年 7 月、全国知事会が全会一致で地位協定の見直を求める提

言を政府に行いました。それに呼応して、現在 9 つの道県・216 の地方議会が、地位協定の見

直を求める意見書を政府に提出しています。福岡県内では、春日市・大牟田市・築上町・鞍手

町・糸田町・行橋市・中間市の議会が意見書提出を行い、福岡県議会に至っては 2003年に地

位協定の見直しを国に求めています。 

 北九州市議会におかれましても、政府に対し、全国知事会の四項目の提言に沿った内容での

｢日米地位協定見直しの意見書｣を提出していただきますよう、請願いたします。 

 

【請願事項】 

1.北九州市議会として、政府に対し、地位協定の見直しを求める意見書を提出してください。  
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【世話人会での会話】 

A : コロナは当分続くやろうけ、集まっての学習会とか講演会とか難しいよね。 

B : オンラインで講演会とかできたらいいけどね。 

C : でも、オンライン参加できる会員さんは、まだまだ少ないよ。 

A･B･C : そうや! 会員さんが参加できるよう、zoomの講習会を開催しよう! 

 

【ということで・・・】 

 

 

 

 

 

 

≪オンライン初心者教室≫ 
｢ノートパソコン｣か｢スマホ｣があれば大丈夫。 

オンラインや zoomが初めての､あなたのための講習会です 
 
■プログラムなど 

○当日は、あなたのノートパソコンかスマホを、ご持参ください。 

 ※充電してご参加ください。会場にコンセントはありません。 

○最低限の言葉の説明をします。 

○実際に、あなたのパソコンやスマホで zoomができるようにします。 

※メールアドレスをお持ちでない方は、開始 30分前にお越しください。 

○その場で、みんなで zoom会議をしたり、DVD鑑賞の体験をします。 

○9月も 10月も内容は同じです。2回参加もＯＫです。 

○参加費は無料です。申し込みも不要です。 
 

■日時 

19月 19日(日)10時～ 

北九州生涯学習総合センター(3階大ホール） 

10月 17日（日）14時～ 

北九州生涯学習総合センター(3階大ホール） 
 

■講師 

 門司区 9条の会 竹内俊一さん 
 

■主催…辺野古土砂ストップ北九州 

お問い合わせは 080-1730-8895八記まで 

講
師
の
竹
内
俊
一
さ
ん
。｢

竹
内
さ
ん
の
話
は

分
か
り
や
す
い｣

と
、
評
判
で
す
。 
これであなたも
自宅から学習会
や講演会に 
参加できる 

 

学習会ご案内 
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連続学習会・第 2弾を始めま～す 

第 1回｢日米合同委員会｣ 
 

*テキスト…吉田敏浩著≪｢日米合同委員会｣の研究≫ 
*日  時…9月 11日(土)10時～12時近くまで 

*今回は緊急事態宣言発令中のため、どこにも集まりません 

*各自ご自宅等から zoomでご参加ください。 

*申し込み…前日 9月 10日(金)午後 8時までに

kanpanerura888k@gmail.comに申し込みをして下さい。その日のうちに

≪招待メール≫を送信します。なお、当日の朝はバタバタして対応できませんの

で、ご容赦ください。 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

○おおむね毎月第２土曜日を予定しています。 

○進め方として、小 1時間輪読し(読みたくない方は読まなくていいですよ)、その

後、講師の天久泰弁護士を中心に、内容を深めていく予定です。 

○テキストの吉田敏浩著≪｢日米合同委員会｣の研究≫は、各自で用意してください。

創元社・1500円+税です。ちょっと高いですが、内容は抜群です。 

○コロナの感染拡大で「緊急事態宣言」が発令された場合は、zoom開催とします。 

終
了
ま
で
に 

１
年
ち
ょ
っ
と
か
か
る

と
思
い
ま
す
。 

裁判支援の振込用紙を同封しています。ご

協力よろしくお願いします。私は以前、大浦湾

でフロート越しに海上保安官と対峙した経験

があります。そこに、海の安全と人命を守る姿

はなく、獲物を狙う番犬のような雰囲気に、震

えあがりました。海上保安官を変質させた、安

倍・菅の罪も重いですよね。（八記） 

千葉和夫さんが《海上保安官を提訴しました!!》振込用紙をお読み下さい。 



16 

 

≪辺野古土砂北九州・今後の予定≫ 
 
 
 

●9月11日(土)…≪天久学習会・日米合同委員会第1回学習会≫ 

10時～ zoom開催 

●9月19日(土)・・・≪オンライン初心者教室・9月教室≫10時～ 

生涯学習センター3階・大ホール 

●9月22日(水)…≪世話人会≫14時～ 婦人会館・A会議室 

●9月25日(土)…≪小倉駅街頭宣伝≫16時～ 

●9月29日(水)…≪会報発送作業≫14時～ 生涯学習センター・21学習室 

●10月9日(土)…≪天久学習会・日米合同委員会第2回学習会≫ 

10時～ 生涯学習センター・31学習室 

●10月16日(土)…≪西山太吉さんを囲んで≫計画準備中 

●10月17日(土)…≪オンライン初心者教室・10月教室≫14時～ 

生涯学習センター3階・大ホール 

●10月23日(土)…≪小倉駅街頭宣伝≫16時～ 

●10月27日(水)…≪世話人会≫14時～ 生涯学習センター・21学習室 

 

緊急事態宣言下では自動的にzoom開催となります。ご注意ください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪辺野古土砂ストップ北九州≫ 
〒803-0816 北九州市小倉北区金田 1-3-32-308 八記方 

八記 080-1730-8895・南川 090-2853-7116・藤堂 090-6299-2608 

kanpanerura888k@gmail.com  
 

≪辺野古土砂北九州の口座≫ 
 
【辺野古土砂北九州の口座は】ゆうちょ銀行 記号番号 01700-7-166911 

【他金融機関から振り込む場合は】 ゆうちょ銀行 当座 一七九店 0166911 

加入者名…「辺野古埋立土砂搬出反対北九州連絡協議会」 

【お問い合わせ】大野保徳 090-4482-0043 までお気軽に。 

※振込用紙には、会費・カンパなど、内訳をお書きください。 

※振込による入金につきましては、特にお申し出のない限り、 

領収書の発行は省略させていただいています。 

会の名称は変わりましたが、これまでの

【振込用紙】は、当面そのまま使えます。よ

ろしくお願いします。 
 
 

mailto:kanpanerura8k@mail.goo.ne.jp



