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　「2017沖縄ピースすてーじ」は、1952年にサンフランシスコ講和条約
で米軍の軍事占領下に組み込まれてから65年。そして、1972年に日本に
復帰してから45年の節目の開催となります。
　昨年、20歳の女性が、元海兵隊員に暴行・殺害される痛ましい事件が発
生しました。その被害者は、1995年に小学6年生の少女が3名の海兵隊員

に拉致・暴行された年に生まれています。県民は機を逸せず、8万5000人が参加する抗議集会を開催し、
当時の大田知事は、少女を守れなかったことへの謝罪と、二度と悲惨な事件を繰り返させないことを全
県民と誓い合い「在沖米軍基地の整理縮小と、日米地位協定の抜本的見直し」を求めました。
　しかしながら、20年の時を経て悲惨な事件が繰り返された事に対し、沖縄県民は、深い悲しみと怒り、
彼女を守れなかった後悔の念に包まれました。一方で、オバマ訪日による日米首脳会談を目前に控えた
政府は、「最悪のタイミングで発生した」と言い放つなど、被害者・家族の人権や無念さに寄り添うことも
ない態度を示しました。
　このような動きに対して6月19日に開催された県民大会では「海兵隊の全面撤退」が初めて決議され
ました。米軍基地があるが故のこれ以上の犠牲者を出さないことが全ての県民の思いでした。
　更に、県民の配備反対の声を無視して強行配備した欠陥輸送機オスプレイが辺野古近くの海岸に墜落
しました。政府は、佐賀・千葉・横田等への更なる配備を画策していることから「不時着水」と言い換える
など、墜落事故の矮小化に懸命になっています。
　辺野古の新基地建設については、岩礁破砕許可期限が過ぎた今でも「再申請は必要ない」として法律を
無視し、1兆円とも想定される巨額の税金の投入と機動隊・海保などを動員して工事を強行する姿は異常
としか言わざるを得ません。そこには、法治国家・民主国家を捨て去り、人権抑圧の国家が出来上がる様
が沖縄で起きています。そして、相通じるかのように、ネットやマスコミなどで本土と沖縄の分断を意図
するヘイト攻撃が急速に広がっていることに対し、危機的状況を感じざるを得ません。
　情報労連は、昨年の全国大会における「沖縄県に対する政府の行為を非難し、米軍基地に起因する問題
の解決をめざす特別決議」及び「政府による沖縄県辺野古海上工事の強行について（書記長談話）」におい
て、「沖縄の基地負担のさらなる固定化につながる辺野古新基地建設に向けた、沖縄の民意を顧みない強
硬な政府の行為については、断じて容認できない」との姿勢を貫くとともに、沖縄の痛みを情報労連全体
で共有することを確認しています。
　「2017沖縄ピースすてーじ」に参加する仲間の皆さん、次世代の子供・孫たちのために、沖縄の現状・真
実を体感し、「創り育てる平和」を職場や家庭へ広げることを期待します。

歓迎のあいさつ
W　E　L　C　O　M　E   メ  ッ  セ  ー  ジ

情報労連沖縄県協議会
議　長

砂川安弘

　太平洋戦争末期の1945年、日米による激しい地上戦となった沖縄。戦闘
や集団死などにより、多くの方々が犠牲となられました。12万人を超える皆
さん（うち約9万人が民間人）の尊い命が奪われ、その数は、当時沖縄県民の
4人に1人に及ぶとも言われています。
　そして終戦後、27年間にわたり米国の支配下に置かれた沖縄では、日本本

土における基地の縮小とは裏腹に、在沖米軍基地が残置され、本土復帰から45年が経過する今日に至って
も、国土の0．6％に過ぎない領土に、在日米軍専用施設の約70％が集中する状況であり、米兵・米軍属によ
る事件・事故の多発はもとより、戦闘機やオスプレイ等の墜落や爆音・振動、さらには水や土壌の汚染など、
多くの問題が惹起しています。
　政府は、「辺野古への移設が普天間基地の危険を除去する唯一の道」として新基地建設を強引に推し進め
ていますが、このことは、さらなる基地の固定化に繋がるものであり、加えて、これまでの数次にわたる『沖縄
の民意』を反故にするものです。
　新基地建設の現地では、長きにわたり抗議・阻止行動が展開されてきたところですが、この間の、地元平和
団体幹部の逮捕・勾留（5ヵ月）という由々しき事態をはじめとして、市民と権力との衝突が激化する中、4月
下旬に、辺野古湾岸の埋め立て工事が強行されるなど緊迫した状況が続いています。
　このような中で、本土における沖縄の基地問題に対する報道も十分とは言い難く、これら沖縄の現状を、
「果たしてどれ程の皆さんが関心を持ち、問題意識を共有しているか」が大きな問題ではないでしょうか。
　「基地の問題は、沖縄の問題」として関心を示さない人、「基地反対は、沖縄の我儘」と捉え非難する言動の
多さに唖然としますが、在日米軍基地が日本全体の安全保障に関わる事案である以上、そのリスクについて
は全体で対峙すべきであり、沖縄の過度の負担を見過ごし、黙認してきた過去を反省するとともに改めて沖
縄の民意と向き合う私たちの姿勢が今求められています。
　世界に目を転じると、アメリカやイギリスをはじめとした「自国第一主義」が台頭し、シリア紛争の長期化、
北朝鮮による軍事的挑発による米朝の緊張など、平和の実現には程遠い状況が現出しており、世界が武力に
よる解決を指向する流れにある今、72年前の反省に立ち返り、戦争の悲惨さ・愚かさを世界へと発信するこ
とは、平和主義を貫いてきた日本の責務ではないでしょうか。
　情報労連は、「世界の平和を希求し、戦争の惨禍を風化させない」との強い決意のもと、今日までも愚直に
平和運動に取り組んできました。『2017沖縄ピースすてーじ』に参加される皆さんには、沖縄戦と基地問題の
実相に触れていただき、“沖縄の想い”を共有する中から、“沖縄を含む日本が、そして世界がどうあるべき
か”けっして他人事でなく、自らの問題として考える契機としていただくことを・・・・。
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　世界に目を転じると、アメリカやイギリスをはじめとした「自国第一主義」が台頭し、シリア紛争の長期化、
北朝鮮による軍事的挑発による米朝の緊張など、平和の実現には程遠い状況が現出しており、世界が武力に
よる解決を指向する流れにある今、72年前の反省に立ち返り、戦争の悲惨さ・愚かさを世界へと発信するこ
とは、平和主義を貫いてきた日本の責務ではないでしょうか。
　情報労連は、「世界の平和を希求し、戦争の惨禍を風化させない」との強い決意のもと、今日までも愚直に
平和運動に取り組んできました。『2017沖縄ピースすてーじ』に参加される皆さんには、沖縄戦と基地問題の
実相に触れていただき、“沖縄の想い”を共有する中から、“沖縄を含む日本が、そして世界がどうあるべき
か”けっして他人事でなく、自らの問題として考える契機としていただくことを・・・・。
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中央執行委員長
野 田  三七生
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歓迎のあいさつ
W　E　L　C　O　M　E   メ  ッ  セ  ー  ジ

情報労連沖縄県協議会
議　長

砂川安弘

　太平洋戦争末期の1945年、日米による激しい地上戦となった沖縄。戦闘
や集団死などにより、多くの方々が犠牲となられました。12万人を超える皆
さん（うち約9万人が民間人）の尊い命が奪われ、その数は、当時沖縄県民の
4人に1人に及ぶとも言われています。
　そして終戦後、27年間にわたり米国の支配下に置かれた沖縄では、日本本

土における基地の縮小とは裏腹に、在沖米軍基地が残置され、本土復帰から45年が経過する今日に至って
も、国土の0．6％に過ぎない領土に、在日米軍専用施設の約70％が集中する状況であり、米兵・米軍属によ
る事件・事故の多発はもとより、戦闘機やオスプレイ等の墜落や爆音・振動、さらには水や土壌の汚染など、
多くの問題が惹起しています。
　政府は、「辺野古への移設が普天間基地の危険を除去する唯一の道」として新基地建設を強引に推し進め
ていますが、このことは、さらなる基地の固定化に繋がるものであり、加えて、これまでの数次にわたる『沖縄
の民意』を反故にするものです。
　新基地建設の現地では、長きにわたり抗議・阻止行動が展開されてきたところですが、この間の、地元平和
団体幹部の逮捕・勾留（5ヵ月）という由々しき事態をはじめとして、市民と権力との衝突が激化する中、4月
下旬に、辺野古湾岸の埋め立て工事が強行されるなど緊迫した状況が続いています。
　このような中で、本土における沖縄の基地問題に対する報道も十分とは言い難く、これら沖縄の現状を、
「果たしてどれ程の皆さんが関心を持ち、問題意識を共有しているか」が大きな問題ではないでしょうか。
　「基地の問題は、沖縄の問題」として関心を示さない人、「基地反対は、沖縄の我儘」と捉え非難する言動の
多さに唖然としますが、在日米軍基地が日本全体の安全保障に関わる事案である以上、そのリスクについて
は全体で対峙すべきであり、沖縄の過度の負担を見過ごし、黙認してきた過去を反省するとともに改めて沖
縄の民意と向き合う私たちの姿勢が今求められています。
　世界に目を転じると、アメリカやイギリスをはじめとした「自国第一主義」が台頭し、シリア紛争の長期化、
北朝鮮による軍事的挑発による米朝の緊張など、平和の実現には程遠い状況が現出しており、世界が武力に
よる解決を指向する流れにある今、72年前の反省に立ち返り、戦争の悲惨さ・愚かさを世界へと発信するこ
とは、平和主義を貫いてきた日本の責務ではないでしょうか。
　情報労連は、「世界の平和を希求し、戦争の惨禍を風化させない」との強い決意のもと、今日までも愚直に
平和運動に取り組んできました。『2017沖縄ピースすてーじ』に参加される皆さんには、沖縄戦と基地問題の
実相に触れていただき、“沖縄の想い”を共有する中から、“沖縄を含む日本が、そして世界がどうあるべき
か”けっして他人事でなく、自らの問題として考える契機としていただくことを・・・・。

メッセージ

情報産業労働組合連合会
中央執行委員長
野 田  三七生





名護市HPより



－ 6－

1．辺野古新基地の概要

　辺野古新基地は名護市辺野古崎地区

及びこれに隣接する大浦湾に建設が予

定されている。

　新基地の面積は 205ha で東京ディ

ズニーランドの 2倍以上となり、長さ

1,200mと 1,800mの 2本のV字型滑

走路と、現在の普天間基地に無い①強

襲揚陸艦が接岸できる岸壁、②燃料桟

橋、③弾薬搭載エリアが新たに建設さ

れ、代替え施設というより機能を強化

した新基地と言える。新基地の耐用年

数は 200年と言われており、100機の

オスプレイ配備も検討されている。完

成すれば、隣接する辺野古弾薬庫、北部訓練場など、陸・海・空一体となった恒久的な軍事基地となる。 

また、辺野古周辺には、50箇所以上のヘリパットの建設が予定されており、訓練増加に伴う爆音被害

の増加や、ヤンバルクイナ等の生物の生息環境の悪化が懸念されている。

　辺野古崎への基地建設については、1960年代に米軍が計画をしていたものの、ベトナム戦争による

財政難の影響で断念した経緯がある。「世界一危険な基地」普天間飛行場の危険性除去と沖縄の負担軽

減を名目としているが、元々の計画に戻り、日本の税金で作る事になったまさに「焼け太り」の新基

地建設にすぎない。

　埋め立てが予定されている大浦湾には、天然記念物のジュゴンの餌場や、アオサンゴ・ハマサンゴ

の群落が点在しており、魚の産卵場所にもなっている。現在においても、新品種が発見されるなど、

貴重な生態系が維持されている。

　埋め立てには、瀬戸内海、九州各地、奄美大島等から 10t トラックで 350万台分にものぼる大量の

土砂が必要となるため、環境保護団体から「取り返しのつかない事になる」との懸念が出されている。

辺野古新基地建設反対運動
　2004 年 4月、那覇防衛施設局（現沖縄防衛局）の辺野古ボーリング調査に対し、地元住民による 

阻止行動が開始され、辺野古漁港横の護岸にテントを設置し現在も座り込み行動が続いている。2013 

年 12月、仲井真前知事による埋立申請承認後、県内外からキャンプ・シュワブゲート前や海上で抗議

行動を行っているが、日本政府は、海上保安庁、県内・県外の機動隊、民間警備会社などによる強引

な排除・弾圧などを繰り返しており、およそ民主国家と言えない状況が続いている。2015年2 月23日、

抗議行動のリーダーを逮捕権の無い米軍の警備員が強引に拘束したが、警察は黙って見ているだけだっ

辺野古新基地の場所
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た。

　一部マスコミやネットでは、抗議行動に参加しているのは、地元住民や県民ではなく県外から来た

活動家や組織である。「日当を貰っている」との噂を流布しているが、実態は多くの県民・国民が個人

の意思で参加している。その理由は「そもそも米軍基地は、銃剣とブルドーザーで住民から無理やり

土地を奪って建設されたものであり、辺野古の新基地建設を認めれば、沖縄の歴史で初めて自ら基地

を提供してしまう。それだけは絶対できない」との強い思いからだ。

　また、翁長知事は、一方の当事者であるアメリカに対して「新基地建設反対の民意」を伝えるとと

もに、国連においても基地の過重負担を訴え、国内外に対し理解を広げる運動も展開している。更に、

あらゆる知事権限を行使し、新基地建設阻止に向けた法廷闘争を展開している。結果として、2016年

3月 4日、埋立て申請取り消し処分に対する訴訟に対し国が和解を申しでて、辺野古の工事は中断し

ているが、「辺野古が唯一」との国の立場は変えておらず、3月 7日には是正指示を出すなど、国と県

の対立は深まっている。同年 12月 20日、名護市辺野古埋め立て承認の取り消しを巡り、国が起こし

た訴訟で沖縄県の敗訴が確定した。翁長知事は「新辺野古基地は作らせない、オスプレイの配備撤回

は新しいスタートに立った。これからが踏ん張りどころ」と決意を新たにした。

　一方で、国は最高裁判決を受け 2017 年 2月から辺野古新基地建設に向けた海上工事を再開させ、

大型コンクリートブロック 228個を投入、3月には埋め立てに向けた汚濁防止膜を設置し、5月から

の埋め立て工事に向け着々と作業を進めている。

辺野古新基地建設の断念を求める県民集会（2017.3） 大浦湾へブロックを投入（沖縄タイムス）

ゲート前に座り込み市民を排除する機動隊（沖縄タイムス）抗議船に対し強制取締を行う海上保安庁（沖縄タイムス）
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２．沖縄戦の経過
　硫黄島、フィリビンを攻略した米軍は、1945年3月、沖縄諸島に総攻撃を展開した。

　3月23日、米艦隊が沖縄本島の南海上に出現、激しい空爆を開始。翌日から港川海岸に艦砲の巨弾

を撃ちこんだ。艦隊は一路東シナ海側に進んで、那覇の沖合に浮かぶ慶良間諸島を包囲、砲爆撃をあ

びせて、同島に配備してあった海上特攻艇の日匿壕をシラミつぶしに破壊した。26日早朝から阿嘉島

に上陸を開始、31日までに慶良間諸島を占領して沖縄本島作戦の足場を確保した。この時、座間味・

慶良間・渡嘉敷の島々では住民の集団自決が発生、孤島の戦闘の惨劇がはやくもあらわれた。

　4月1日、米軍は約1,300隻の艦船をならべ、上陸部隊約18万人（総勢55万人）を読谷～北谷の海

岸に上陸させてきた。戦力不足の沖縄守備軍は、水際作戦をさけて持久戦をとったため、米軍は無血

上陸に成功。

　上陸3日目には沖縄本

島を南北に分断した。こ

の間、守備軍の主力は宜

野湾～浦添の丘陵地帯に

地下深く陣地を構えて息

をひそめていた。

　守備軍は首里城に司令

部をおき、主力部隊を

首里周辺に配置していた

が、上陸1週間後から両 戦艦に守られ、波をけたてて上陸地点に向う米水陸両用戦車群。

３月23日
３月26日
４月１日
４月４日
４月８日
４月19日
４月24日
４月26日
５月12日
５月22日
５月25日
５月27日
５月31日
６月３日
６月19日
６月23日
６月24日
７月２日
８月15日
９月７日

米艦隊、沖縄本島攻撃（沖縄戦開始）
米軍慶良間諸島に上陸、31日占領。いわゆる「集団自決」発生
米軍が北谷、読谷に上陸。チビチリガマでいわゆる「集団自決」発生
米軍が沖縄本島を南北に分断
嘉数高地で戦闘開始（中部戦線開始）
米軍、この日一日の戦闘で30両中22両の戦車を失う
嘉数高地、陥落
前田高地戦闘開始
シュガーローフの戦闘
司令部、南部撤退を決定
南風原陸軍病院に南部撤退命令。糸数分院も解散
司令部、南部の摩文仁に撤退
米軍、首里城地下の沖縄守備軍司令部を占領
ガラビ壕（第24師団病院分院）に解散命令
司令官牛島中将、指揮を打ち切る（日本軍の組織的抵抗の終結）
司令官牛島中将、摩文仁で自決、日本本土で「義勇兵役法」発布
米軍、掃討戦を開始
米軍、沖縄戦終了を宣言
日本、無条件降伏
守備軍の残存部隊と米10軍の間で降伏調印式（沖縄戦の最終的な終結）

10月10日
12月５日

沖縄各地に空襲、旧那覇市街90％焼失「10・10空襲」と呼ばれる
第32軍主力の武部隊、台湾へ移動

1945年

1944年
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軍の主力部隊が激突、宜野湾～浦添～西原の線で一進一退の攻防戦が続いた。日本軍は2次にわたる総

攻撃を決行したが効果はなく、おもに地下陣地にたてこもっての白兵戦と、夜間斬込みなどの肉弾戦

法で圧倒的に優勢な敵を攻撃した。この間、本土からの増援はなく、来たのは鹿児島から飛来してく

る特攻機だけであった。航空特攻は敗戦の日まで、2,300余機におよんだ。

　約2ヶ月の激戦の末、守備軍の主力部隊は壊滅状態となり、5月末、司令部は陥落した。だが、残存

部隊はなお島の南端まで退いて“時間かせぎの持久戦”を続行することとなった。中部戦線の守備軍

の戦死は約6万4000名。米軍の戦死者も約1万2000名に達し太平洋戦争における最大の損害であっ

た。
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いた。そこへ米軍は陸・海・空から“鉄の暴風”といわれるほどの砲爆撃を加え、戦車と火炎放射器
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の海の中で軍と運命を共にした。6月18日、沖縄守備隊の牛島司令官は、摩文仁の軍司令部壕で決別

の電文を打ち、23日未明に自決した。ここに、守備軍の組織的抵抗は終わったが、米軍はさらに掃討

戦に移り、7月2日、沖縄作戦の終了を宣言した。しかし、日本軍の抵抗は続き正式に降伏文書に調印
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陣訓」という皇民化教育を叩き込まれ、「敵に捕まれば男は戦車でひき殺され、女は乱暴されて殺さ

読谷・嘉手納沿岸に上陸する米艦隊（1945.4.1）
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２．沖縄戦の経過
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　上陸3日目には沖縄本

島を南北に分断した。こ

の間、守備軍の主力は宜

野湾～浦添の丘陵地帯に

地下深く陣地を構えて息

をひそめていた。
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司令官牛島中将、指揮を打ち切る（日本軍の組織的抵抗の終結）
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米軍、沖縄戦終了を宣言
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第32軍主力の武部隊、台湾へ移動
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れる」といった鬼畜米英の恐怖心を植え付けられた。米軍が上

陸するなかで、敵の前に放り出され、逃げ道を断たれた住民た

ちの中には、恐怖と絶望の果てに親が子を殺し、子が年老いた

親を殺し、友人・知人同士が殺し合い、自ら死を選んでいった

のだ。文字どおり、強制された狂死であった。

（集団死と集団自決）
　沖縄戦における集団の死は集団自決ではなく集団死である。

　自決とは自らの意思で死ぬことをいう。沖縄戦における住民のそれは、軍事機密（軍の編成、動

向・陣地等）を知っているため軍によって死を強制・誘導され、互いに集団的な殺しあいや自殺で死

んでいったのであって、軍人の自決とはおのずから異なる。

　沖縄戦における「集団死」の犠牲者は、およそ800人といわれている。

（２）日本軍による虐殺 
　住民の敵は、米軍だけでなく日本軍でもあった。極限状態の中で、

さまざまな理由がつけられて沖縄住民は日本軍に殺されていった。

　理由にもならないものばかりだが、まずスパイ容疑。戦局が悪

化するにつれ追いつめられた日本兵は、「方言を話した」という理

由だけでスパイの疑いをかけられ殺害された事例や、食糧供給を

渋ったために殺された住民もいた。他にも米軍の投降勧告ビラを

持っていたために殺害されたり、砲弾の降りしきるなか、水汲みや弾薬運搬を命じられたが、渋った

ために殺害された者もいた。また、軍と住民が一緒に非難しているガマ（壕）の中では、「子供の泣き

声で居場所が知られてしまう」からと日本軍が子供を殺害したり、母親に殺させていた。

（３）学徒隊
　沖縄戦では県民が根こそぎ動員されているが、その典型が学徒隊である。

　決戦教育の名のもとに、中学生・女学生・青年学校の生徒たちが、戦場動員された。

　男子学生は戦闘訓練や通信訓練、女子生徒は救急看護の速成教育を受け、米軍上陸目前の3月、生徒

たちは「鉄血勤皇隊・生徒看護隊」として各部隊や野戦病院に配置された。

　学徒隊の動員数は判明し

ているだけで1,923人を動

員し死者は981人となって

いる。動員された学徒以外

にも多くの教師や生徒たち

が犠牲となっている。
やっと地獄の戦線から生き残り、米兵の監視下で
応急処置を受ける鉄血勤皇隊員と女子学徒隊員。

捕虜となり、若い米兵と身振りを
交えて会話する鉄血勤皇隊員
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学徒隊の学校名と戦死者数
学校名 戦後の通称 動員数（生徒） 戦死者（生徒）

男

子

学

生

県師範学校男子部 師範鉄血勤皇隊 386 226
県立第一中学校 一中鉄血勤皇隊・一中通信隊 273 153
県立第二中学校 二中鉄血勤皇隊・二中通信隊 140 115
県立第三中学校 三中鉄血勤皇隊・三中通信隊 344 42
県立農林学校 農林鉄血勤皇隊 130 23
県立水産学校 水産鉄血勤皇隊・水産通信隊 48 31
県立工業学校 工業鉄血勤皇隊・工業通信隊 97 88
那覇市立商工学校 商工鉄血勤皇隊・商工通信隊 不明 114
開南中学校 開南鉄血勤皇隊・開南通信隊 不明 不明
県立宮古中学校 宮古中鉄血勤皇隊 不明 0
県立八重山農学校 八重山農鉄血勤皇隊 不明 0
県立八重山中学校 八重山中鉄血勤皇隊 不明 0

女

子

学

生

県師範学校女子部   ひめゆり学徒隊 222 123県立第一高等女学校
県立第二高等女学校 白梅学徒隊 46 17
県立第三高等女学校 なごらん学徒隊 10 1
県立首里高等女学校 瑞泉学徒隊 61 33
沖縄積徳高等女学校 積徳学徒隊 25 4
昭和高等女学校 梯姑学徒隊 17 9
県立宮古高等女学校 宮古高女学徒隊 48 1
県立八重山高等女学校 八重山高女学徒隊 約 60 1
県立八重山農学校（女子） 八重山（女子）学徒隊 16 0

合計約 1,923 981
沖縄戦の全学徒隊（ひめゆり平和祈念資料館）

（４）学童疎開船「対馬丸」
　サイパン島が玉砕した1944年7月、日本政府は緊急疎開を発令し、学校側は父兄学童に疎開を勧奨

した。同年8月21日、疎開学童、一般疎開者1,661人を乗せ那覇を出航した疎開船「対馬丸」は、米

潜水艦のボーフィン号によって撃沈され779人の学童を含む約1,476人が暗闇の海に呑みこまれて

いった。

　子供たちは夢を持ち、親たちは「せめて子どもは生き延びて欲しい」との願いを託しての学童疎開

であったはずが･･･。現在も水深800㍍の海の底に対馬丸の船体と犠牲者の遺体は眠ったままである。
※ボーフィン号は、第二次世界大戦で戦果をあげた潜水艦として真珠湾に展示されている。

　浦添国民学校の疎開学童たち。学童たちは、愛汗学園
と称する宿舎を建設、自給自足の生活を送って故郷への
帰りを待ちわびた（昭和 20年 2月　宮崎県平岩）

  

対馬丸（6,754 トン）
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ために殺害された者もいた。また、軍と住民が一緒に非難しているガマ（壕）の中では、「子供の泣き

声で居場所が知られてしまう」からと日本軍が子供を殺害したり、母親に殺させていた。

（３）学徒隊
　沖縄戦では県民が根こそぎ動員されているが、その典型が学徒隊である。

　決戦教育の名のもとに、中学生・女学生・青年学校の生徒たちが、戦場動員された。

　男子学生は戦闘訓練や通信訓練、女子生徒は救急看護の速成教育を受け、米軍上陸目前の3月、生徒

たちは「鉄血勤皇隊・生徒看護隊」として各部隊や野戦病院に配置された。

　学徒隊の動員数は判明し

ているだけで1,923人を動

員し死者は981人となって

いる。動員された学徒以外

にも多くの教師や生徒たち

が犠牲となっている。
やっと地獄の戦線から生き残り、米兵の監視下で
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４．沖縄戦の実相
（１）先の大戦において、日本国内で住民をまきこんだ

地上戦。

（２）沖縄戦は、大本営にとっては当初から《捨て石作

戦》であり、本土防衛の準備が完了するまでの、

単なる時間稼ぎの展望のない絶望的な戦いであっ

た。

 　司令部では「玉砕」か「降伏」かの議論が行な

われた。すでに戦力は壊滅状態であるにも関わら

ず、「なお残存する兵力と足腰の立つ島民とをもって、最後の一人まで、そして沖縄島の南

の涯、尺寸の土地が在する限り戦い続ける覚悟である」と語り、5月27日南部へ撤退を決定し

た。軍首脳の南部撤退に合わせて、敗走兵や住民も南部を目指して避難した。

 　このことからも、沖縄作戦は米軍に出血させ本土決戦を一日でも長くひき延ばす、すなわち

本土防衛=国体（天皇制）護持のための時間稼ぎの「捨て石作戦」であることを明白に表して

いる。

（３）本土決戦（1億玉砕）に備えての兵力温存方針下で、兵力を現地で調達する「自給総動員体

制」の戦い。住民を法的根拠なく防衛隊員、学徒隊員に徴用、女性や学校の生徒も勤労奉仕隊

などに動員、国民学校（小学校）の児童までも土石運びに駆り出した住民総力戦。

（４）「軍民共生・共死」をスローガンに積極的に住民を戦争・戦場に駆り立てた。日本軍は、住民を

守る事をせず、住民を盾にして戦い、戦うことが可能なすべての住民が動員された戦いであっ

た。「国土防衛義勇隊」「鉄血勤皇隊」「ひめゆり部隊（従軍看護婦）」などである。

（５）日本軍によって多くの住民がスパイ容疑で虐殺され、各地で住民の「集団自決」を強要した戦

い。それは、軍命として出された思想教育の結果であった。

戦車攻撃に失敗して銃弾を浴びた日本兵。砂糖キビ畑に身をひそめていた日本兵に煙幕弾や小銃
弾を打ちこむ米海兵隊員たち（6月 13日）

平和の礎
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５．日本軍関与と教科書検定
　沖縄戦では、「親が子を」「夫が妻を」殺すという凄惨な集団死（集団自決）が発生した。戦後は関

係者が黙して語らず、真相は闇のなかであったが、凄惨な戦争の体験者たちが、歴史教科書を書き換

えようとする動きに抗って、当時の実相を証言したことから、慶良間諸島の渡嘉敷、座間味、慶留間

の島々で約600名の人々が死に追いやられたことが明らかになった。

　2007年3月には、文部科学省が、高校2年生以上が2008年春から使用する「教科書の検定結果」を

発表し、日本史における、沖縄戦の際、「日本軍による強制で住民が集団自決した」とする記述すべて

に初めて検定意見が付き、各教科書会社は「日本軍により」という部分の削除と「自決した住民もい

た」という曖昧な表現などに修正した。
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琉球新報社提供
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４．沖縄戦の実相
（１）先の大戦において、日本国内で住民をまきこんだ

地上戦。

（２）沖縄戦は、大本営にとっては当初から《捨て石作

戦》であり、本土防衛の準備が完了するまでの、

単なる時間稼ぎの展望のない絶望的な戦いであっ

た。

 　司令部では「玉砕」か「降伏」かの議論が行な

われた。すでに戦力は壊滅状態であるにも関わら

ず、「なお残存する兵力と足腰の立つ島民とをもって、最後の一人まで、そして沖縄島の南

の涯、尺寸の土地が在する限り戦い続ける覚悟である」と語り、5月27日南部へ撤退を決定し

た。軍首脳の南部撤退に合わせて、敗走兵や住民も南部を目指して避難した。

 　このことからも、沖縄作戦は米軍に出血させ本土決戦を一日でも長くひき延ばす、すなわち

本土防衛=国体（天皇制）護持のための時間稼ぎの「捨て石作戦」であることを明白に表して

いる。

（３）本土決戦（1億玉砕）に備えての兵力温存方針下で、兵力を現地で調達する「自給総動員体

制」の戦い。住民を法的根拠なく防衛隊員、学徒隊員に徴用、女性や学校の生徒も勤労奉仕隊

などに動員、国民学校（小学校）の児童までも土石運びに駆り出した住民総力戦。

（４）「軍民共生・共死」をスローガンに積極的に住民を戦争・戦場に駆り立てた。日本軍は、住民を

守る事をせず、住民を盾にして戦い、戦うことが可能なすべての住民が動員された戦いであっ

た。「国土防衛義勇隊」「鉄血勤皇隊」「ひめゆり部隊（従軍看護婦）」などである。

（５）日本軍によって多くの住民がスパイ容疑で虐殺され、各地で住民の「集団自決」を強要した戦

い。それは、軍命として出された思想教育の結果であった。

戦車攻撃に失敗して銃弾を浴びた日本兵。砂糖キビ畑に身をひそめていた日本兵に煙幕弾や小銃
弾を打ちこむ米海兵隊員たち（6月 13日）

平和の礎
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６．在沖米軍専用基地
（１）在沖米軍基地の概要
　沖縄県には、県下41市町村のうち21市町村にわたって33施設が所在しており、専用施設面積の比

率は、2016年12月の北部訓練場の過半が返還されたため、74.4%から70.6%に縮小したものの、依

然として過度な集中が続いており、県土面積の8.2%（本島：約14.6%）を占めている（2017年1月現

在）。

　とりわけ、嘉手納飛行場の面積は、本土にある主要な基地（横田、厚木、三沢、横須賀、佐世保、

岩国）を合計した面積の1.2倍に相当している。

　2016年に返還された北部訓練場については、使い勝手が悪い部分を返還すると同時に、返還部分に

配置されていたヘリパッドの移設が条件だったために、基地機能は強化された。

　在日米軍基地の所有形態は、本土においては、戦前の旧日本軍の基地をそのまま使用しているため、

国有地87.4%、民・公有地は12.6%となっている

が、沖縄県においては、戦中・戦後に住民を収容所

に収容した後に、私有地を強制的に取り上げたこと

から、民有地39.6%、国有地23.3%、市町村・県有

地37.1%となっている。特に、嘉手納基地及び普天

間基地については、民有地が90%以上を占めている。

　沖縄周辺の空域20ケ所、水域28ケ所が訓練区域と

して米軍管理下に置かれ、漁業や民間航空機の離発

着などに支障が生じている。

　米軍基地以外にも、自衛隊基地は39施設が配置

されている。また、中国脅威論を背景に那覇基地に

F15戦闘機20機を増配備し、40機態勢と強化した。

そのほか与那国島に監

視部隊、石垣島・宮古

島に対艦ミサイル・対

空ミサイル部隊の配備

など、2,000人規模で

配備計画が進んでいる。

更に、米軍嘉手納基地

へのステルス戦闘機の

配備など「基地の島沖

縄」「標的の島沖縄」が

構築されようとしてい

る。
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（２）在沖海兵隊の特徴
　ARMY（陸）、NAVY（海）、AIRFORCE（空）、MARIN CORPS（海兵）の4軍合わせて、約37,000人

（2011年）の米兵が日本に駐留している。その内約7割の25,843人（2011.06現在）が沖縄に駐留し、

海兵隊が半数以上を占めている。

　アジア・太平洋地域に約10万人を配している米軍のうち沖縄には約4分の1が駐留する。米軍再編に

よって、在沖米軍兵力の約7割を占める海兵隊19,000人のうち約9,000人がグアムなどへ分散配置さ

れる。戦闘力の中軸である第4海兵連隊など4,100人がグアムへ、第12海兵連隊や広報支援部隊の約

2,700人がハワイへ、1,300人がオーストラリアへ、800人が米本国へ移転する。沖縄には実践部隊

2,200、司令部等8,000人規模に縮小される。

　海兵隊の撤退論を提言してきた、新外交イニシアティブ（ND）によれば、「日米両政府が海兵隊の航

空基地を維持するため辺野古埋め立てを強行すれば、空軍嘉手納基地の安定維持を犠牲にする可能性が

ある。海兵隊の運用を見直すことにより県内・国外への新しい基地建設なしに、普天間基地の返還を可

能とし、辺野古新基地建設も必要ない」

「具体的な方法として①沖縄の海兵隊を

県外に移転する、②日本政府がグアムや

ハワイに分散移転する海兵隊の移動に必

要な高速輸送船を提供、③海兵隊が行っ

ている人道支援・災害救援の一部任務を

自衛隊も共同で行うなどの運用を変えれ

ば県内移設の議論を終わらせることがで

きる」と結論づけている。

在沖海兵隊の再編計画（案）
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（３）在沖米軍基地からの事件・事故・基地被害
　広大な米軍施設・区域の存在は、県民生活や自然環境に様々な影響を及ぼしている。とりわけ、日

常的に発生する航空機騒音による基地周辺住民の健康への影響や戦闘機・ヘリコプター等米軍機の墜

落事故及び油脂類の流出、実弾演習による山林火災等米軍基地に起因する事件・事故等による県民生

活および環境への影響が問題となっている。

　2004年8月に起きた「沖縄国際大学米軍ヘリ墜落事故」は、沖縄県民に大きな衝撃を与えた。ラム

ズフェルド国防長官（当時）が沖縄を視察したとき、ヘリで普天間飛行場を上空から視察し「事故が

起きないのが不思議なくらいだ」と驚愕したことが、現実となった。

　県警によると、日本復帰した1972年から2014年までの米軍構成員（軍人、軍属）による犯罪は、

5,862件が発生している。とりわけ、女性暴行事件は、2015年末までに129件発生し、147人が摘発

されている。日本平和委員会が情報公開に基づき法務省に請求し、2009年に公開された資料によると、

在日米軍人等が公務外で起こした犯罪（刑法犯）の不起訴率が01年～08年の平均で83%にものぼり、

起訴率は毎年わずか十数%にとどまり、米軍犯罪が「特別扱い」されている実態が明らかになっている。

また、『沖縄タイムス』（17.02.22）の報道によると、2015年からの2年間で基地内の性犯罪による有

罪が38件と多発している現状が明らとなった。

　2011年1月、成人式で里帰りしていた19歳の青年が対向車線から進入してきた米軍軍属の車両と正

面衝突し死亡した。県警は自動車運転過失致死罪で送検したが、通勤を「公務」とみなす「日米地位協

定第17条」に基づき、那覇地検は不起訴処分とした。

　2012年10月、沖縄本島中部で帰宅途中の飲食店従業員の女性を強姦したとして、米海軍兵2名を集

団強姦致傷容疑で逮捕した。

　2016年3月、 那覇市内のホテルで廊下に寝ていた観光客の女性を自室に連れ込み性的暴行を加えた

としてキャンプ・シュワブ所属の海兵隊員を強姦容疑で逮捕した。翁長沖縄県知事は、謝罪に訪れた在

沖米軍トップに対して「良き隣人と言う言葉が実行された試しがない」と強い口調で抗議した。
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　同年4月、20歳の女性が日課の

ウォーキング中に元海兵隊員から、背

後から棒で殴られ、暴行・殺害・遺棄

されるという凶悪事件が発生した。6月

19日、沖縄県グループ連絡会は、労連

本部・持ち株G本部・西本部参加のも

と「元海兵隊員による事件の犠牲者を

追悼し、残虐な蛮行に対し抗議する集

会」を開催した。また、引き続き開催さ

れた「県民大会」へ参加し、犠牲者の

冥福を祈るともに、「日米地位協定の

抜本的見直し」「海兵隊の撤退」を求め

る決議を確認した。政府は、この事件

を受け、防犯体制の強化と米軍属の範

囲を見直したが、小手先の対応となっており、県民が求める地位協定の抜本的な見直しとはなっていな

い。そして、家族・県民の悲しみが癒えないなか、容疑者が、「居合わせた彼女が悪かった」「逮捕され

ることは心配していなかった」との報道に、県民から怒りの声があがった。

（４）化学兵器の汚染
　嘉手納周回行動において最初の休憩地より30分ほど歩くと左手に嘉手納基地ゲートがあり、その横

に沖縄市のサッカー場がある。嘉手納基地の一角だったこのサッカー場は1987年、民間に返還され、

それから何年も数多くの子供たちがプレイをした。

　2013年6月、サッカー場の改修工事が始まったがその際十数本のドラム缶が見つかり、その後

2014年1月、新たにドラム缶が見つかり、「ダイオキシン」や「PCB」が検出され、沖縄市の調査分

析で米軍がベトナム戦時に使用した枯れ葉剤「エージェント・オレンジ」の主要成分の一つ「2・4ー

D」が初めて検出されたことが分かった。もう一つの主要成分「2・4・5ーT」も検出されており、ド

ラム缶の汚染物質に「エージェント・オレンジ」が含まれている可能性が高いと指摘する専門家もい

る。

　2015年2月に沖縄防衛局が発掘した17本のドラム缶のうち、8本の付着物から、土壌汚染対策法

の指定基準を超える「ジクロロメタン」が検出され、うち1本から基準の45万倍の1リットル当たり

9100ミリグラムが検出された。また2本からは発がん性物質「ベンゼン」が検出され基準の56倍で

あった。

　2013年から始まった除染及び汚染土の搬出作業は、2017年3月末で完了した。

　2015年9月、キャンプ・キンザーの周辺で捕獲されたハブの体内にPCBや使用が禁止されている農

薬が高濃度で蓄積していることが明らかになった。発生源は米軍基地内の可能性もあるとして調査を

被害者を追悼し、海兵隊の撤退を求める県民大会（2016.6.19）

沖縄グループ連絡会　追悼集会（2016.6.19）女性が遺棄された現場で（2016.6.18）

－ 16 －

（３）在沖米軍基地からの事件・事故・基地被害
　広大な米軍施設・区域の存在は、県民生活や自然環境に様々な影響を及ぼしている。とりわけ、日

常的に発生する航空機騒音による基地周辺住民の健康への影響や戦闘機・ヘリコプター等米軍機の墜

落事故及び油脂類の流出、実弾演習による山林火災等米軍基地に起因する事件・事故等による県民生

活および環境への影響が問題となっている。

　2004年8月に起きた「沖縄国際大学米軍ヘリ墜落事故」は、沖縄県民に大きな衝撃を与えた。ラム

ズフェルド国防長官（当時）が沖縄を視察したとき、ヘリで普天間飛行場を上空から視察し「事故が

起きないのが不思議なくらいだ」と驚愕したことが、現実となった。

　県警によると、日本復帰した1972年から2014年までの米軍構成員（軍人、軍属）による犯罪は、

5,862件が発生している。とりわけ、女性暴行事件は、2015年末までに129件発生し、147人が摘発

されている。日本平和委員会が情報公開に基づき法務省に請求し、2009年に公開された資料によると、

在日米軍人等が公務外で起こした犯罪（刑法犯）の不起訴率が01年～08年の平均で83%にものぼり、

起訴率は毎年わずか十数%にとどまり、米軍犯罪が「特別扱い」されている実態が明らかになっている。

また、『沖縄タイムス』（17.02.22）の報道によると、2015年からの2年間で基地内の性犯罪による有

罪が38件と多発している現状が明らとなった。

　2011年1月、成人式で里帰りしていた19歳の青年が対向車線から進入してきた米軍軍属の車両と正

面衝突し死亡した。県警は自動車運転過失致死罪で送検したが、通勤を「公務」とみなす「日米地位協

定第17条」に基づき、那覇地検は不起訴処分とした。

　2012年10月、沖縄本島中部で帰宅途中の飲食店従業員の女性を強姦したとして、米海軍兵2名を集

団強姦致傷容疑で逮捕した。

　2016年3月、 那覇市内のホテルで廊下に寝ていた観光客の女性を自室に連れ込み性的暴行を加えた

としてキャンプ・シュワブ所属の海兵隊員を強姦容疑で逮捕した。翁長沖縄県知事は、謝罪に訪れた在

沖米軍トップに対して「良き隣人と言う言葉が実行された試しがない」と強い口調で抗議した。



－ 18 －

求めているが、米軍は応じる姿勢を見せていない。

　同年11月、北谷町の宅地から環境基準の1.8倍のダイオキシンが検出

された。現場は、米軍のゴミ捨て場跡と判明。

　更に、県民に水道水を供給している北谷浄水場で、嘉手納基地で使

われている航空機用作動油や泡消火剤に含まれる高濃度の有機フッ素

化合物が検出された。沖縄県は、汚染物質除去のための活性炭を1億7

千万円かけて交換した。この費用負担については、米軍が因果関係を

認めていないため、毎年沖縄県が負担することになる。

　2015年9月、日米両政府は、返還跡地から有害物質が検出された事

を契機に、環境調査に関する「環境補足協定」を結んだが、基地内の立

ち入り調査は米軍に裁量権があるため実効性に乏しい内容となってい

る。

<用語>枯れ葉剤
　猛毒のダイオキシン類を高濃度で含む除草剤の一種。ベトナム戦時中、米軍が密林の枯れ死などを目的に
空中から大量散布した。散布地域で、がんや出産異常など人体への有害性が指摘されている。ベトナムで主
に使用された「エージェント・オレンジ」は毒性が強く、枯れ葉剤主要成分の「2・4・5ーT」と「2・4ー
D」を混合して製造された。

７．基地と沖縄経済に関する誤解
　「沖縄の経済は基地に依存している」・・ネット上などでよく目にする。

　沖縄県の統計によると、県民総所得に占める米軍基地関連の収入は、祖国復帰した1972年の15.5%

から2013年度には5.1%と大幅に低下している。また、過重な米軍基地の存在は、道路整備や計画的な

都市づくり、産業用地の確保等、地域の振興開発を図る上で大きな制約となっており、今後、米軍再編

による大幅な兵力削減や相当規模の基地返還が進めば、基地経済への依存度はさらに低下するものと予

想している。

　また、2015年2月に公表された、駐留軍用地後利用に伴う経済波及効果に関する検討調査によると、

那覇新都心（那覇市、旧・牧港住宅地）では、返還前には地代収入や軍雇用者所得等、52億円の経済効

果があったが、全面返還後、商業・業務施設、住宅、公共施設等の立地が進み、2013年調査時点での

経済効果は1,634億円となり、約32倍に増加している。 

　普天間飛行場では、返還前の経済効果120億円に対し、返還後の経済効果は4,866億円となり、約32

倍と大幅な増加が見込まれている。 

　昨年の知事選挙で翁長知事は「沖縄経済発展の最大の阻害要因は米軍基地の存在」と述べ、経済界で

も“脱基地”へ動きが広まっている。

ドラム缶を搬出する作業員

米化学品メーカー「ダウケミカル」
社名が記されている



－ 19 －

返還後返還前

返還前 返還後

那覇新都心地区（牧港住宅地区）

北谷町北前地区（ハンビー飛行場）

基地返還後の経済波及効果（沖縄県企画部　2015年2月）
返 還 済 み の 土 地 返 還 予 定 地

返還前 返還後 返還前 返還後
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（32倍） キャンプ桑江 40億円 334億円

（8倍）
小禄金城地区 34億円 489億円

（14倍） キャンプ瑞慶覧 109億円 1,061億円
（10倍）

桑江北前地区 3億円 336億円
（108倍） 普天間飛行場 120億円 4,866億円

（32倍）
合計 89億円 2,459億円 牧港補給地区 202億円 2,564億円

（13倍）
那覇軍港 30億円 1,076億円

（46倍）
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８．沖縄振興予算の誤解
　そもそも「沖縄振興予算」は、沖縄の本土復帰を機に、沖縄が抱える特殊事情の課題解消を目的に、

国の責任で支援することを定めた沖縄振興特別措置法を根拠に振興策を実施する予算であり、国が各省

庁を通して他県などに支出している国庫支出金と国の直轄事業の資金がほとんどである。沖縄だけが

「別枠」でもらっていると誤解している人が多いようだ。

　沖縄以外にも、小笠原諸島（東京都）や奄美大島群島（鹿児島県）、北海道を対象にした地域振興法

もある。

　復帰後から40年で約10兆円の振興予算が投じられ、沖縄だけが特別に受けていると誤解されがちだ

が振興予算の中身は他県も受け取っている国庫支出金が主であり、人口や経済規模が同じ県なら近い額

を受け取っているはずである。だから「沖縄だけがあまやかされている」という批判はおかしいと言え

る。もっと言えば、沖縄は本土復帰まで戦後27年間、ほとんど他県なみに国から資金をうけていない。 

　国からの財政移転（国庫支出金+地方交付税交付金）は全国14位、人口一人当たりの国からの財政移

転は全国6位となっている。（平成24決算ベース）

９．基地建設反対運動に対するヘイトの蔓延
　2016年10月、大阪府警の機動隊員が高江ヘリパッドに反対する住民に対し「土人」「シナ人」という

差別発言を行った。しかしながら、派遣元の大阪府知事や政府は、「差別とは言えない。発言させた側

にも問題があった」など、差別を助長する発言を繰り返している。2017年1月、東京MXテレビで「日

当が出ている」「過激派が救急車を止めた」など、取材不十分で事実に基づかないデマが地上波で放映さ

れた。また、法務省の外局「公安調査庁」は、中国の大学との学術交流に参加した県内の研究者を「琉

球独立勢力」などと指摘した報告書を発刊した。その他週刊誌など様々なメディアで沖縄と本土を分断

するためのヘイト記事が蔓延している。

沖縄県HPより

沖縄県
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10．普天間基地返還を巡る動き
　1995年の米兵による少女暴行事件をきっかけに米軍駐留に対する大規模な反対運動が起こり、

1995年11月、日米で構成する日米安全保障協議委員会は、沖縄における施設及び区域に関する特別

行動委員会を設置し、在沖米軍の全面的な見直し、普天間基地の移設先を「沖縄本島東海岸沖」、嘉手

納基地以南の基地は、5年から7年以内の全面返還を発表した。しかし、この合意は「十分な代替施設

が完成し運用可能になった後」、つまり、県内移設が条件となった。

　1999年12月、当時の名護市長は、①軍民共用空港、②15年の使用期限、③基地の使用協定、④日

米地位協定の改善などの条件をつけ移設受け入れを表明したが、その後の閣議で、地元との合意を廃

止した。2005年10月、防衛庁長官、米国防次官が、日本側が主張する「キャンプ・シュワーブ沿岸

移設案」に合意する。沖縄県や移設先の名護市との事前相談は一切なく、県民無視の頭越しの合意に

沖縄県民は不信感を募らせ、2006年3月「沿岸案反対県民大会」を開催した。4月、名護市、宜野座

村と政府が、現行案の2本の滑走路をV字形に建設する事に合意したが、県議会において、「新基地建設

に反対する決議・意見書」を賛成多数で可決し地元と沖縄県の対応に大きな乖離が生じた。

　2009年、民主党代表の鳩山氏は、政権交代を前に「最低でも県外」と発言し、辺野古移設以外の案

を検討すると表明した。2010年4月25日、「米軍普天間飛行場の早期閉鎖・返還と、県内移設に反対

し国外・県外移設を求める県民大会」が、1996年に日米両政府が普天間飛行場の返還後、県内移設に

反対する超党派の県民大会として初めて読谷村運動広場で行われ、9万人余（主催者発表）が参加した。

　2010年5月16日午後、米軍普天間飛行場の県内移設に反対し、早期閉鎖・撤去を訴える県民ら

17,000人（主催者発表）が普天間飛行場の周り（約13km）を「人間の鎖」で完全包囲した。「普天間

包囲行動」は5回目で、土砂降りの雨の中、参加者は「鳩山総理には、もう一度初心に戻って欲しい」、

「普天間基地の閉鎖までがんばる」と声をあげた。

　しかしながら、2010年5月、鳩山内閣は「キャンプ・シュワーブの名護市辺野古崎地区と隣接する

水域」とする共同声明を発表し、2006年の日米合意に沿った方針で同意した。

　その後、鳩山首相は、普天間移設先が辺野古へ回帰した引責で退陣した。その後の菅首相は、これ

までの日米合意を尊重するとの態度を表明し、沖縄県の怒りは更に強まった。

　世界一危険な垂直離着陸輸送機「MVー22オスプレイ」を普天間基地への配備計画が明らかになる

中、2012年9月9日には配備に反対する県民大会が宜野湾市の海浜公園で開かれ10万3千人の県民が

参加した。大会では「県民はこれ以上の基地負担を断固として拒否する」として、オスプレイ配備計

画の撤回と、普天間飛行場の閉鎖・撤去を求める決議を採択したが、10月1日の6機配備を皮切りに

12機が強行配備され、さらに2013年には12機が追加配備された。

　2013年1月27日、米軍普天間飛行場への垂直離着陸輸送機MVー22オスプレイの配備撤回を求め、

県内全41市町村長と議長（代理含む）、県民大会実行委員会の代表者らが上京し、東京都の日比谷野

外音楽堂で集会を開いた。集会には約4千人（主催者発表）が参加。参加者らは「沖縄の痛みを分かち

合ってほしい」「日米安保体制は日本国民全体で考えるべきだ」などと訴えた。沖縄の本土復帰後、最

大規模の東京行動となったが、デモ行進では沿道から「売国奴」「日本から出て行け」などヘイトス
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ピーチを浴びせられ本土との温度差が感じられた。

　翌28日、市町村長らは、安倍首相及び小野寺五典防衛相や岸田文雄外相ら関係閣僚や各政党に、オ

スプレイの配備撤回や普天間飛行場の県内移設断念を求める「建白書」を手渡したが県民の声は「無

視」され続けられている。

　同年2月、安倍総理はオバマ大統領と普天間基地の辺野古移設を進める事を合意した。その後、防衛

省は「辺野古埋立て申請書」を沖縄県庁ではなく、沖縄県北部土木事務所に提出した。県民から防衛

省の姑息な手段に非難の声があがったが、沖縄県は同日付けで申請書を受理した。その際、仲井真知

事は「辺野古は時間がかかる」と県外を求めた。

　同年7月の参議院選挙で与党の安定多数を回復した自民党は、沖縄県選出の国会議員が「県内移設反

対、県外移設」を主張することを黙認していたが、当時の石破幹事長始め党幹部は、党所属国会議員

や県連に対し、公約を撤回し辺野古移設を受け入れるよう迫り、従わなかった場合、離党勧告や除名

処分を明言するなど強行姿勢を取った。これについて『沖縄タイムス』は、石破幹事長を琉球処分官

になぞらえ、「平成の琉球処分」と強く批判した。同年12月、安倍首相は、仲井真知事と会談し、普天

間基地の5年内運用停止、キャンプ・キンザー7年以内返還、オスプレイ県外配備、日米地位協定の改

定などの基地負担の軽減策を示した。仲井真知事は、「驚くべく立派な内容。いい正月が迎えられる」と

評価し、辺野古沖の埋立て申請を承認したが、県民から大きな反発が出た。

　2014年1月、名護市長選挙において「辺野古の海にも陸にも基地を造らせない」とする稲嶺市長が

再選を果たし、9月の市議会議員選挙においても、移設に強く反対し市長を支える与党が過半数を獲得

した。2010年の名護市長選挙から4回の市長・市議選で移設反対の民意が示された。同年11月、沖縄

県知事選挙においても、「新基地建設反対」を公約に掲げる翁長雄志氏が圧勝を果たした。しかし、菅

官房長官は「移設は粛々と進めていく」「辺野古賛成、反対の選挙ではなかった」と述べたが、続く衆

議院選挙では、辺野古移設反対の候補が県内4選挙区全てを制した。また、2016年の参議院議員選挙

においては、辺野古新基地建設反対を公約とする新人が現職大臣に10万票以上の大差で勝利した。こ

の間の選挙において「辺野古新基地建設賛成」を公約とした候補は一人も当選しておらず、沖縄選挙

区から自民党議員は一掃された。

（１）ヘリコプター墜落事故
　2004年8月13日午後2時15分頃、アメリカ軍普天間基地所属の大型ヘリコプターCH-53Dが訓練中

にコントロールを失い、沖縄国際大学1号館北側に接触、墜落、炎上した。搭乗していた乗組員3名は

負傷したが、1号館内にいた大学職員20数名他民間人に負傷者が出なかったのは奇跡的である。この

事故により同大学は電話・インターネット回線等を切断され、また接触した1号館はローターによる損

傷と炎・ススによる被害を受けた。

　また、事故直後、アメリカ軍が現場を封鎖し、事故を起こした機体を搬出するまで日本の警察・行

政・大学関係者が現場に立ち入れなかったことも反発を招いた。

「沖縄国際大学米軍ヘリ墜落事故」（2004年8月13日）



－ 23 －

（２）オスプレイ墜落
　2016年12月13日、普天間基地所属のオスプレ

イが辺野古新基地建設予定近くの、名護市安部の

海岸に墜落し乗員2名が怪我をした。さらに、同

日、同型機が胴体着陸の事故を起こすなど、重大

事故がたて続けに発生した。当初政府は、原因究

明までの飛行差し止めを求めていたが、米軍が訓

練の必要性を表明したことに伴い、墜落から僅か

6日後の飛行再開と、墜落の原因となった夜間の

給油飛行訓練の再開も容認した。また、在沖米軍

の司令官のニコルソン四軍調整官は、「パイロット

は人のいないところにヘリを持っていった。感謝されるべきだ」と発言し、県民の生命・財産を脅か

した事にたいする謝罪は一切なかった事に対し、県民から抗議の声があがった。
※オスプレイは、「空飛ぶ棺桶」「未亡人製造機」と揶揄されるほど、開発段階から墜落事故などの重大事　
故が発生している欠陥機である。県民は一貫して配備に反対してきたが、民主党政権の2012年から普天　
間基地に24機が配備されている。

（３）普天間飛行場、もとは田んぼで何もなかった
　普天間飛行場の敷地は元々「田んぼで、何もなかった」とする誤解がある。だが実は、米軍普天間

飛行場が建設された場所は沖縄戦の前、宜野湾村の集落があった。『宜野湾市史』によると、1925 年

は現在の飛行場に 10の字があり、9,077 人が住んでいた。宜野湾や神山、新城は住居が集まった集

落がほぼ飛行場にあり、大山などは飛行場敷地に隣接する形で住宅があった。

　最も大きかった宜野湾は村役場や宜野湾国民学校、南北には宜野湾並松と呼ばれた街道が走り、生

活の中心地だった。

「沖縄国際大学米軍ヘリ墜落事故」（2004年8月13日）

名護市安部に墜落したオスプレイ（2016.12.13）
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ピーチを浴びせられ本土との温度差が感じられた。
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にコントロールを失い、沖縄国際大学1号館北側に接触、墜落、炎上した。搭乗していた乗組員3名は

負傷したが、1号館内にいた大学職員20数名他民間人に負傷者が出なかったのは奇跡的である。この

事故により同大学は電話・インターネット回線等を切断され、また接触した1号館はローターによる損

傷と炎・ススによる被害を受けた。
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　飛行場は、まだ沖縄戦が集結していない 1945 年 6月、住民が収容所に入っているうちに、米軍が

土地を占領して建設を始めた。住民は 10月以降に順次、帰村が許されたが、多くの地域は元の集落に

戻れず、米軍に割り当てられた飛行場周辺の土地での生活を余儀なくされた。

（４）基地の地主の年収は数千万円？
　沖縄防衛局が発表した2011年度の軍用地料の支払額別所有者数（米軍・自衛隊基地）によると、地

主43,025人のうち100万円未満の地主が全体の54.2%に当たる23,339人で最も多い。

　次いで、100万円以上～200万円未満が8,969人で20.8%を占め、200万円未満の割合が75%にの

ぼった。500万円以上は3,378人で7.89%。

　軍用地料は国が市町村を含む地主と賃貸借契約を結び支払われ、米軍と自衛隊に土地を提供する地

主に支払われる賃貸料は自衛隊基地を含み11年度は918億円。

軍用地料 人数 割合い
100万円未満 23,339 54.2%

100万円以上～ 200万円未満 8,969 20.8%
200万円以上～ 300万円未満 3,928 9.1%
300万円以上～ 400万円未満 2,069 4.8%
400万円以上～ 500万円未満 1,342 3.1%

500万円以上 3,378 7.9%
43,025
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施設の概要（平成25年3月末現在）

・（ア）所在地 :宜野湾市（字宜野湾、字野嵩、字喜友名、
字新城、字伊佐、字大山、字真志喜、字大謝名、
字佐真下、字神山、字赤道、字中原、字上原）

・（イ）施設面積 :4,806千m²
・（ウ）地主数 :3,818人
・（エ）年間賃借料 :6,953百万円（平成24年度実績）
・（オ）駐留軍従業員数 :208人

11．主な米軍基地・戦跡
（１）普天間飛行場
　宜野湾市の中央部に位置する普天間飛行場は、地域の振興開発の著しい障害となっているだけでな

く、アメリカのラムズフェルド国務長官は「世界で一番危険な基地」と称するなど、航空機騒音の発

生や航空機事故の危険性など、沖縄が抱える米軍基地問題の象徴ともいえる存在である。

　同飛行場は、米海兵隊第3海兵遠征軍の第1海兵航空団第36海兵航空群のホームベースとなっており、

ヘリコプター部隊を中心に配備され、在日米軍基地でも岩国飛行場（山口県）と並ぶ有数の海兵隊航

空基地となっている。また、同施設の面積は、480.6haで市の面積の25%を占めており、東京ドーム

の100個分に匹敵する。長さ約2,800mの滑走路をはじめ、格納庫、通信施設、整備・修理施設、部品

倉庫、部隊事務所等のほか、福利厚生施設等があり、航空基地として総合的に整備されている。

　平成8年12月のSACOの最終報告により、同施設の全面返還が日米間で合意され、平成14年7月、

「キャンプ・シュワブ水域内名護市辺野古沿岸域」がその移設先に決定された。

　普天間飛行場に係わる航空機墜落事故等の発生件数は、復帰以降、2013年12月現在で固定翼機17

件、ヘリコプター81件の計98件となっている。

　2004年8月には、輸送ヘリが沖縄国際大学の本館に墜落炎上した。2016年12月には、オスプレイ

が名護市安部の海岸に墜落、同日、普天間基地内で胴体着陸が発生するなど、事故が相次いでいる。

　返還後の経済効果について、返還前が120億円に対して返還後は4,866億円と試算が出ている。
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（２）嘉手納飛行場
　嘉手納町、沖縄市、北谷町に跨る、極東最大（ロシア～東南アジア）の空軍基地。特に、嘉手納町

においては、町面積の82%を占めている。

　面積は1,986ha　東京ドーム420個。羽田・成田空港よりも広く、隣接する嘉手納弾薬庫を合わせ

た面積は、横田、厚木、三沢、横須賀、佐世保、岩国の主要6基地を合計した面積の1.2倍に相当する。

滑走路は、3,700m+300m（オーバーラン）＝4,000mが2本。

　主要な建物は司令部、管制塔、ターミナルビル、格納庫、兵舎、住宅、学校、教会、劇場、銀行、

消防署、診療所。特に管制塔は嘉手納ラプコンと呼ばれている。管制権は、日本に返還されたが、運

用は従来どおり米軍機が優先となっており、民間航空機が安全な高度を保てない運航が続いている。

　復帰後の基地内における航空機事故は、399件（2013年12月）となっているが、日本復帰前には、

B52墜落（重軽傷16名、校舎と住宅365件が被害）、宮森小学校へのジェット機墜落（死者17人：小

学生11人、一般住民6人）、重軽傷者210人。その他、空中給油機の墜落炎上により犠牲者が出ている。

　所属機（2016年3月末）は、F15イーグル（54機）、KC135空中給油機（15機）、早期警戒機（2

機）、救難機（10機）、特殊作戦機（10機）、対潜哨戒機等（13機）、輸送機（2機）となっているが、

所属機以外にも、岩国基地や在韓米軍及び米国本土の州軍、原子力空母の艦載機等の戦闘機も飛来し

訓練を行っており、軍種を問わず米軍機が使用する一大拠点となっているため、爆音による被害が軽

減されることはない。

　日本復帰前には、B52戦略爆撃機が配備され、ベトナム戦争時には、北ベトナムを爆撃・枯葉剤散

布などを行っていた。1969年7月、隣接する嘉手納弾薬庫において、VXガスが漏れ軍人25人が病院

に運ばれる事故が発生。その他、サリン等1万3000トンが貯蔵されており、71年に移送された。また、

核兵器も貯蔵されていたと言われており、今でも核兵器搭載訓練を実施している。

　嘉手納基地を返還した場合の経済効果について沖縄国際大学の友知教授は、1.5兆円と試算している。

（３）キャンプ・シュワブ、辺野古弾薬庫
　名護市、宜野座村に跨る海兵隊基地。面積は2,182haで宜野座村の50%を占める。国道329号線を

挟んで海側が「キャンプ地区」、山側が「訓練地区」に分かれている。

　実弾射撃・部隊・戦術訓練のほか、大浦湾、辺野古の浜では水陸両用車を使った上陸訓練も行われ

ており、訓練に伴う被弾事故や、原野火災が発生している。

　隣接する辺野古弾薬庫は、半地下覆土式の弾薬庫約40庫があり、使用している部隊が、核兵器や科

学兵器の整備能力を持つ部隊とされるため、そのような兵器を貯蔵しているのではと疑いが絶えない。

（４）嘉数高台公園
沖縄の本土復帰後、宜野湾市が「嘉数高台公園」として整備され、展望台からは、普天間飛行場、米

軍が上陸した読谷、嘉手納の海岸から中部戦線全体が見渡せる。足元には日本軍のトーチカに連結し

ていた洞窟壕やトンネル跡が残っている。



－ 27 －

　日本軍は、嘉数高地を防衛拠点のひとつとして、強固な洞窟～トンネル～トーチカ陣地を構築して

いた。4月8日、無血上陸した米軍は、嘉数・西原で待ち構えていた日本軍の激しい抵抗にあい、以後

16日間も一進一退の攻撃を展開した。

　とくに4月19日、米軍は30台の戦車をくりだして嘉数高地攻略を試みたが「沖縄戦の一戦闘での損

害としては最大」という22台の戦車が破壊された。タコ壺で待ち受けていた兵士が爆雷を抱えて戦車

に体当たりし、動けなくなった戦車の蓋をあけて手榴弾を投げ込むといった肉弾戦法は、米軍にとっ

て大変な脅威だった。一進一退の激しい争奪戦をくりかえした結果、日本軍は多大な戦死者を出し、

24日この前衛拠点を放棄した嘉数の住民にも、日本軍の弾薬運搬や陣地構築に使役された朝鮮人軍夫

にも多数の戦死者がでた。

「京都の塔」＝この地で闘った第62師団に京都出身者が多かったため建立され、碑文には、軍の道連れ

にされた地元住民の犠牲者への哀悼の念と戦争への反省の意が刻まれている。

「青丘の塔」＝朝鮮から強制連行されて弾薬運搬や陣地構築作業に使役され、この地で戦死した多くの

朝鮮人軍夫を祀ったもの。

「嘉数の塔」＝地元住民の慰霊塔。

（５）糸数壕（アブチラガマ）
　玉城村（現:南城市）糸数にある壕（ガマ）。もともと

糸数集落の避難指定壕だったものが、日本軍の陣地壕や

倉庫として使用され、米軍上陸には南風原陸軍病院の分

室となった。 

　軍医、看護婦、ひめゆり学徒隊が配属され、全長
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（６）沖縄県立平和祈念資料館
　沖縄県立平和祈念資料館は、沖縄戦の歴史的教訓を正しく次代に伝え、全世界の人々に訴え、恒久

平和の樹立に寄与するために、県民個々の戦争体験を結集することを理念として設立された。館内に

は、①沖縄戦への道、②鉄の暴風、③地獄の戦場、④証言、⑤太平洋の要石――などの、5つのゾーン

で写真・映像・証言集などにより戦前・戦中・戦後の歴史を紹介している。特に地獄の戦場ゾーンで

壕内部から見た出口付近（糸数壕）
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（２）嘉手納飛行場
　嘉手納町、沖縄市、北谷町に跨る、極東最大（ロシア～東南アジア）の空軍基地。特に、嘉手納町

においては、町面積の82%を占めている。

　面積は1,986ha　東京ドーム420個。羽田・成田空港よりも広く、隣接する嘉手納弾薬庫を合わせ

た面積は、横田、厚木、三沢、横須賀、佐世保、岩国の主要6基地を合計した面積の1.2倍に相当する。

滑走路は、3,700m+300m（オーバーラン）＝4,000mが2本。

　主要な建物は司令部、管制塔、ターミナルビル、格納庫、兵舎、住宅、学校、教会、劇場、銀行、

消防署、診療所。特に管制塔は嘉手納ラプコンと呼ばれている。管制権は、日本に返還されたが、運

用は従来どおり米軍機が優先となっており、民間航空機が安全な高度を保てない運航が続いている。

　復帰後の基地内における航空機事故は、399件（2013年12月）となっているが、日本復帰前には、

B52墜落（重軽傷16名、校舎と住宅365件が被害）、宮森小学校へのジェット機墜落（死者17人：小

学生11人、一般住民6人）、重軽傷者210人。その他、空中給油機の墜落炎上により犠牲者が出ている。

　所属機（2016年3月末）は、F15イーグル（54機）、KC135空中給油機（15機）、早期警戒機（2

機）、救難機（10機）、特殊作戦機（10機）、対潜哨戒機等（13機）、輸送機（2機）となっているが、

所属機以外にも、岩国基地や在韓米軍及び米国本土の州軍、原子力空母の艦載機等の戦闘機も飛来し

訓練を行っており、軍種を問わず米軍機が使用する一大拠点となっているため、爆音による被害が軽

減されることはない。

　日本復帰前には、B52戦略爆撃機が配備され、ベトナム戦争時には、北ベトナムを爆撃・枯葉剤散

布などを行っていた。1969年7月、隣接する嘉手納弾薬庫において、VXガスが漏れ軍人25人が病院

に運ばれる事故が発生。その他、サリン等1万3000トンが貯蔵されており、71年に移送された。また、

核兵器も貯蔵されていたと言われており、今でも核兵器搭載訓練を実施している。

　嘉手納基地を返還した場合の経済効果について沖縄国際大学の友知教授は、1.5兆円と試算している。

（３）キャンプ・シュワブ、辺野古弾薬庫
　名護市、宜野座村に跨る海兵隊基地。面積は2,182haで宜野座村の50%を占める。国道329号線を

挟んで海側が「キャンプ地区」、山側が「訓練地区」に分かれている。

　実弾射撃・部隊・戦術訓練のほか、大浦湾、辺野古の浜では水陸両用車を使った上陸訓練も行われ

ており、訓練に伴う被弾事故や、原野火災が発生している。

　隣接する辺野古弾薬庫は、半地下覆土式の弾薬庫約40庫があり、使用している部隊が、核兵器や科

学兵器の整備能力を持つ部隊とされるため、そのような兵器を貯蔵しているのではと疑いが絶えない。

（４）嘉数高台公園
沖縄の本土復帰後、宜野湾市が「嘉数高台公園」として整備され、展望台からは、普天間飛行場、米

軍が上陸した読谷、嘉手納の海岸から中部戦線全体が見渡せる。足元には日本軍のトーチカに連結し

ていた洞窟壕やトンネル跡が残っている。
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は避難民・日本兵が非難していた洞窟（ガマ）が再現されており、母親が赤子の鳴き声が外に漏れな

いように口を塞ぐ場面が再現されている。

（７）ひめゆりの塔・ひめゆり平和祈念資料館
　「ひめゆりの塔」は沖縄戦で亡くなったひめゆり学徒の鎮魂のために、沖縄戦の翌年1946年に建立

された。ひめゆり平和祈念資料館は、その「ひめゆりの塔」に隣接して1989年に開館した資料館。沖

縄戦に看護要員として動員された「ひめゆり学徒隊」の戦争体験を伝えるために、ひめゆり同窓会が

設立した。沖縄戦で亡くなった「ひめゆり学徒」227名の遺影や遺品、生存者の証言映像や手記が展

示されている。また、ひめゆりの塔のそばのガマ（伊原第三外科壕）の実物大模型があり内部を見る

ことができる。ひめゆり学徒の戦争体験を通して、戦争の悲惨さや平和の尊さを学ぶことができる平

和学習の場になっている。

　「ひめゆり」の由来は、両校の校友会誌である「白百合」（沖縄師範学校）、「乙姫」（県立第一高等女

学校）を合わせた名にちなんでいる。

（８）平和の礎
　太平洋戦争・沖縄戦終結50周年記念事業の一環として、国籍を問わず、また、軍人、民間人の別な

く、全ての戦没者の氏名を刻んで、永久に残すため、1995年6月に建設した。平和祈念公園から平和

の広場に通ずるメイン通路は、その中心線が6月23日の日の出の方位に合わせて設置されている。6

月23日は沖縄での組織的戦闘の終結した日で、沖縄県では「慰霊の日」と定め、県民の休日となって

いる。慰霊の日には、平和祈念公園で全沖縄戦没者追悼式が開催される。メイン通路の奥には平和の

広場があり、中央には「平和の火」が設置されている。この「平和の火」は、世界の恒久平和を願い、

沖縄戦で米軍が最初に上陸した沖縄県座間味村の阿嘉島で採取した火と、広島市の「平和の灯（とも

しび）」、長崎市の「誓いの火」を合わせて灯している。

　2016年6月現在、日本・韓国・北朝鮮・台湾・アメリカ・イギリス出身者24万1414名が刻銘され

ている。平和の礎は、肉親が何時・何処で亡くなったか不明の遺族にとっては、お墓であり6月23日

は命日と言える。

（９）逓魂之塔
　1965年6月23日、除幕式及び慰霊祭を行った。沖縄戦で亡くなった逓信職員505柱の御霊を祭って

ある。国宝園比屋武御嶽（そのひゃんうたき）の石門を模したもので、全国の逓信関係者の寄付（1万

7000ドル）で建設された。毎年6月23日には、NTT、日本郵政グループ、沖縄セルラーの三者合同で

追悼式を行っている。

（10）魂魄之塔
　魂魄之塔が建立されている一帯は、多くの 軍人、住民が米軍に追いつめられ死んでいった場所だっ
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た。遺骨がそのままの状態で放置されていた為、真和志村民（金城和信村長）が米軍に遺骨収集作業

の許可を要請した。当初は、遺骨を拾うことが反米活動に繋がることをおそれた米軍は 許可しなかっ

たが、1946年 2月23日に許可した。

　遺骨は一箇所に集められ、大きな穴が掘られ、その中に収められた。 それでも収まりきれず、積み

上げられ一つの大きな骨の山が築かれた。周囲から石をかき集め、 納骨堂が完成し、「魂魄の塔」と名

付けられた。「魂」は「たましい」、「魄」は浮遊霊の意味である。

　摩文仁や魂魄の塔がある米須を中心に、全国すべての、都道府県の慰霊碑がある。 しかし唯一「沖縄

県の碑」は存在しない。この「魂魄之塔」が 沖縄県の碑といえるかもしれない。

（11）チビチリガマ （読谷村）
　読谷村波平の南西側にチビチリガマ（尻切れ洞）と

呼ばれる洞窟がある。谷底にかくれた小さな袋状の避

難壕で、米軍の上陸地点の海岸から約1km地点にあ

り、波平の住民141人が避難していた。米軍は4月1

日上陸作戦を開始し、無血で上陸させ、第一の目標で

あった読谷、嘉手納の飛行場を占領。4月2日、チビ

チリガマに避難していた男達は、米軍の投降勧告を拒

否して竹槍を構えて米軍に突撃したが、2人が重傷を

負い、ガマの中はパニックに陥った。

　その後、「集団自決」が始まった。互いに包丁や鎌で首を切って死ぬ者、元従軍看護婦の毒薬注射で

絶命する者、さらに洞窟内で衣類を燃やして、その煙を吸って苦しみながら命を絶っていく者。2時間

たらずで85人が絶命。死にきれない人々は米軍の捕虜となった。

（12）アハジャガマ（伊江村）
　このガマは戦時中、住民約20世帯120人～150人

が避難していた。米軍がガマの前まで迫った時、降伏

して出てくるように呼びかけたが「鬼畜米兵」と教育

された住民は、ガマから出なかった。そして、防衛隊

員が持ち込んだ地雷で集団死をとげた。　

　戦後、誰もガマでの出来事を語る人がなく、1971

年にやっとその存在が明らかになり、百数十名の遺骨

が発掘された。

チビチリガマ入口
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12．琉球（沖縄）の歴史

　沖縄は古くは琉球と呼ばれた。琉
球から沖縄に名称が変わったのは、
廃藩置県（1879年）によって沖縄県
が設置されてからである。
　沖縄に人が住み始めたのは、数万
年前にさかのぼる。長い歴史のある
沖縄の島々には、小さいながらもい
ろいろなことがあった。ここで沖縄
の歴史を分かりやすくするために五
つの時代にわけて見てみよう。

  数万年前から 12世紀ころまでを先史時代といいます。
  日本列島の最南西端に、おびただしい数の島じまが連なって構成する沖縄。いまでこそ日本
列島とアジア大陸にはさまるように位置していますが、その昔、沖縄は大陸と地つづきでした。
数万年前から人が住みつくようになり、周辺のアジアの国々などの影響を受けながら沖縄の
基盤がつくられました。

先史時代
数万年前
　　～12世紀頃

　長い貝塚時代の古琉球は農耕社会を基盤としたグスク時代（12～ 15世紀）を迎えます。
　この時代は琉球の島々が一つの国家を形成するきっかけになりました。
　各地には按司（あじ）と呼ばれる首長が登場します。その按司の抗争と集合を経て1429年、
尚巴志により統一され琉球王国が形成されました。
　14世紀後半には中国から三線（さんしん）が伝えられ、それまで生活の中の感情表現を即
興詩にして歌っていたものに楽器が加えられて「琉歌」が成立しあの独特の音楽が生まれま
した。　
　1609年 3月、領土的野心をもって琉球に接してくるようになった薩摩の島津氏（しまづし）

古  琉  球
12世紀
　　～1609年
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は、幕府の力をうしろだてに、武力をもって琉球へ侵攻してきました。戦闘の経験もなく武
力の弱い琉球は、なすすべもなく薩摩に屈服し、古琉球の伝統的な政治体制は終わりました。

　薩摩の支配時代の琉球は、米などの上納を義務づけられ、掟（おきて）によって貿易や生
活などが統制され、「江戸上り」を強要されるようになりました。
　近世期の琉球はまた、琉球文化がかつてないほどの発展をとげた時代でもありました。
　今に伝えられる沖縄の伝統文化の多くが、この時代に培われたことからも分かります。
　日本に明治政府が誕生すると廃藩置県により琉球は鹿児島県の管轄下におかれました。
　政府は琉球王国の解体を考えて琉球藩を設置しました。説得による解体（琉球処分）が無
理だと知った明治政府は軍隊を持って琉球を鎮圧し、琉球藩に代わり沖縄県を設置しまし
た。

近世琉球
1609 年
　　～ 1879年

　日本が封建国家から近代国家へ転換することで、琉球王国もおのずと廃止されました。
　琉球は1879年に沖縄県になり、「近代沖縄」の時代へと進んだのです。その後、明治、
大正、昭和を日本の一県として迎え、1941年、第二次世界大戦が勃発し、1945年、沖縄は
激しい地上戦の場となりました。これを「沖縄戦」といいます。

近代沖縄
1879 年
　　～ 1945年

　日本の敗戦により、沖縄は日本社会から切り離され、アメリカの直接統治下に置かれるこ
とになります。
　戦後沖縄の時代の始まりです。この頃、アメリカ軍は広大な基地建設をスタートさせました。
　アメリカ統治は 27年間に及び、その間、住民は日本社会に復帰することを要求し 1972
年には実現することになりました。それから、現在に至っています。戦後沖縄の時代は、ア
メリカ統治と復帰後の二つの時代を総称して呼んでいます。
　沖縄は段階的に日本社会に編成されるという歴史的性格を帯びたことから、日本の他の地
域には例がない県です。これは、沖縄の地域的特性をきわだたせています。

戦後沖縄
1945 年～
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沖縄の島々には、小さいながらもい
ろいろなことがあった。ここで沖縄
の歴史を分かりやすくするために五
つの時代にわけて見てみよう。
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列島とアジア大陸にはさまるように位置していますが、その昔、沖縄は大陸と地つづきでした。
数万年前から人が住みつくようになり、周辺のアジアの国々などの影響を受けながら沖縄の
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　長い貝塚時代の古琉球は農耕社会を基盤としたグスク時代（12～ 15世紀）を迎えます。
　この時代は琉球の島々が一つの国家を形成するきっかけになりました。
　各地には按司（あじ）と呼ばれる首長が登場します。その按司の抗争と集合を経て1429年、
尚巴志により統一され琉球王国が形成されました。
　14世紀後半には中国から三線（さんしん）が伝えられ、それまで生活の中の感情表現を即
興詩にして歌っていたものに楽器が加えられて「琉歌」が成立しあの独特の音楽が生まれま
した。　
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現地実行委員会からのお願い！

　いよいよ「2017沖縄ピースすてーじ」が始まります。現地実行委員会では、
受け入れ体制に万全を期し、皆さまを歓迎いたします。
　６月の沖縄は、強い日差しでギラギラしています。体調を整え、暑さ・日
焼け対策に万全を期してください。
　現地実行委員会から以下のお願いがあります。

①服装は右記のイラストを参照してください。
②行進は３列縦隊で整然と行い、スタッフや交通整
理担当の指示に従って下さい！

③ペットボトルホルダーを配布し、お茶・水を事務
局で準備します。

④体調に気をつけ、前日のお酒等は控えめに、睡眠
も十分とってください。

⑤救護車を配置しますので、気分のすぐれない方は、
無理をせず、スタッフに連絡して下さい！

①服装は右記のイラストを参照してください。
②バスの乗り降りはスピーディーに！トイレ等に行
く時は必ずスタッフに連絡しましょう！

•スタッフポロシャツを着た現地実行委員が同行し
たり、各ポイントで待機しています。質問などが
あれば、気軽に声をかけて下さい。

問合せ・連絡等
情報労連沖縄県協議会
TEL：098－870－4100

◎帽子は必ず、かぶりましょう！

◎麦わら帽子を事務局で準備
　します。日傘は絶対ダメです。

◎沖縄の日差しは強くて、
ひどい時は日焼けで止
まらず、やけどになって
しまいます！
日焼け止めを塗りま
しょう！

◎ズボンは軽くて動き易
い物にしましょう！

◎くつは履きなれた軽く
て滑りにくい物にしま
しょう！

◎ハイヒールは絶対ダ
メ！

◎行進中は指定された場
所以外は禁煙です。

◎シャツは通気性の良い
薄めの生地で、えり付き
の長袖がお勧めです！

◎
タ
オ
ル
・
ハ
ン
カ
チ
は
吸
水
性
の
良
い
物
に
し
ま
し
ょ
う
！
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