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｢辺野古の海を埋めるな｣と訴え､通行人にアピールする人たち－６月２４日、東京･新措アルタ前

◇辺野古の海を土砂で埋めるな！…………………………………………･……・

一辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会が4回目の防衛省交渉～
らや

◇美ら海への士砂投入やめよ！新基地ノー・…･…………………………………

－首都圏連絡会が東京･新宿で統一行動一

◇翁長知事の遺志受け継ぎ新基地造らせない（若槻武行）….．………………

一辺野古新基地建設反対8.11沖純県民大会に呼応し､東京集会に2800人が結集一

◇辺野古新基地阻止あきらめない（山城博浴さん）………………………･…・

◇30年続く思い・和白干潟の仲間たち（山本廣子）………･…･………………

◇諌早湾干拓地農漁業共存を目指すたたかいがはじまった（馬奈木昭雄）.．

◇行徳野鳥観察舎の再建･存続にむけて…･…･……………………………………

一三番瀬保全7団体が市川市長と千葉県に要望一
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辺野古の海を土砂で埋める芯１
－辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会が4回目の防衛省交渉～
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沖縄の辺野古新基地建設問題が重大な局面を迎えている。沖縄防衛局は６月１２日、

埋め立て予定海域への土砂投入を８月17日に開始すると沖縄県に通知した(現在は土砂

投入を見合わせ中)。これにたいして翁長雄志沖縄県知事は７月27日、仲井真弘多前知

事がだした埋め立て承認を撤回する意思を表明した｡沖縄防衛局が環境Ⅷ保全措置を履

行しないまま工事をすすめていることや､軟弱地盤の危険性が判明したことなどが理由で
ずい

ある。膵臓がんにおかされ､余命いくばくもなし、なかでの表明であった。８月８日、翁長知

事は亡くなった｡このように緊迫した状況のなか､辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会

(土砂全協)は７月26日、防衛省と4回目の交渉をおこなった。

話外来生物の駆除方法を示せない

たとえば特定外来生物の`侵入防止策であ

る｡沖縄県外から搬入する土砂は特定外来生

物混入の可能性が非常に高い｡アルゼンチン

アリ、セアカゴケグモ、ハイイロゴケグモ、ク

ロゴケグモなどだ｡ところが防衛省は、「現時

点において、特定外来生物の駆除方法で具

体的にきまっているものはない｣｢いま契約し

ている埋め立て工事はすべて沖縄県内の土

砂を用いる｣と答え､外来生物侵入防止の実

効策をいっさい示さない。沖縄県の条例や生

物多様性国家戦略などを無視である。

器埋め立てを強行

土砂全協は、辺野古埋め立て用土砂の採

取場所とされる西日本各地で土砂搬出に反

対する活動をくりひろげている。土砂全協に

は12府県18団薇体が加わっている。

この日の交渉では、埋め立て用土砂の採

取場所､搬入方法､購入単価のほか､特定外

来生物の駆除策､大浦湾の軟弱地盤などをと

りあげた。交渉で浮き彫りになったのは､法制

度や諸問題を無視し､なにがなんでも土砂を

投入しようとする防衛省の強引な姿勢である。

イ

防衛省(手前)と交渉する辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会のみなさん＝７月26日､参議院議員会館
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辺野古新基地工事の進行状況
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ボーリング調査の結果などをふまえ、地盤の

強度については総合的に判断する必要があ

る｣の回答に終始した。

防衛省のひどい答弁にたいし､参加者から

は｢いいかげんにしてほしい｣「特定外来生物

の侵入防止策を本気で講じようとしているの

か｣｢生物多様性国家戦略を守る気があるの

か｣などの批判が相次いだ。

器あきらめない

交渉には50人が参加。国会議員も、沖縄等

米軍基地問題議員懇談会所属の議員など本

人８人、秘書8人が同席した。交渉のあと、沖

縄選出の糸数慶子参議院議員はこうのべた。

「防衛省との交渉はフラストレーションがたま

る。しかしそれでもやりつづけなければならな

い。８月１７日に埋め立て決行となっている

ので､気持ちがあせる。しかし､埋め立てど

ころか土砂の問題も含めてあらゆる課題を

残しているので埋め立ては決行できないと

私は信じている。きのうの集会からきょうの交

渉にかけて、多くの仲間のみなさんの思いを

確認できた｡感謝したい。あきらめずにがんば

ることを申しあげたい」

諾計画どおりの土砂確保は困難

沖縄県外の土砂搬出予定地では､住民運

動によって土砂搬出を止めたところもある。た

とえば熊本県天草の御所浦では､採取した土

砂で掘削跡(穴)を埋めもどすことになった。

鹿児島の徳之島では、士砂採取に漁協も反

対しているため、なにもしていない。

土砂全協はこれらの事例をあげてこう追及

した。「辺野古の埋め立てに用いる土砂の７５

％は沖縄県外から運び入れる｡もしそれが入

ってこないとなると､抜本的な変更あるいは中

止をせまられる。８月１７日開始の埋め立ては

やめるべきだ｣。しかし防衛省は、「現時点で

は、埋め立て承認願書の添付図書に記載さ

れている採取場所と採取量に変更はない｣を

くりかえした。

謡マヨネーズ並みの軟弱地盤

大浦湾の埋め立て予定海域では、沖縄防

衛局の地質調査によってＮ値ゼロの軟弱地盤

が確認された｡Ｎ値ゼロは｢豆腐かマヨネーズ

のようなぐにゃぐにゃの軟弱地盤｣といわれて

いる。これについても防衛省は、「継続中の
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安釧倍政権は辺野古の新基地建設工事を強

権的におしすすめている｡やりやすいところか

ら護岸工事を強行し､既成事実をつくることで

県民をあきらめさせようとしている。

沖縄防衛局は６月１２日、埋め立て予定海

域への土砂投入を８月１７日に開始すると沖縄

県に通知した。このように急迫した'情勢のな

か、「辺野古の海を土砂で埋めるな！首都圏

連絡会｣は６月２４日、辺野古新基地建設を阻

止するためのキャンペーンをおこなった｡新宿

駅の西口や南口など3か所で街頭宣伝をした

あと、新宿アルタ前で｢辺野古の海を埋める

な｣とアピールした｡そのあとは新宿駅周辺を

300人でデモ行進である。

首都圏連絡会には約30団体が結集してい

る。６月９日は東京都の文京区民センターで

キックオフ集会をひらいた。沖縄平和運動セ

ンター議長･山城博冶さんの講演と５団体の

報告があった。314人が参加し、会場は熱気

につつまれた(6ページ)。
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｢美(ちゆ)ら海を土砂で埋めるな｣と声をあげる人たち＝６月24m、東京･新宿アルタ前
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翁長知事の遺志受け継ぎ新基地蓬らせない
辺野古新墓地建設反対８．１１沖縄県民大会に呼応し、

東京集会に2800人が結集
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那覇市で８月１１日に開かれた辺野古新基埋め立て工事は多くの違法･不正･誤魔イヒ

地建設反対沖縄県民大会は､埋め立て承認しが明らかになった。それゆえ、翁長知事は

撤回を進めていた翁長雄志知事急逝の追悼仲井真前知事が行なった埋め立て承認の徹

集会として7万人が結集｡それに呼応し､東京回手続きを進めていた。

でも集会が開かれた｡猛暑にも負けず､過去 ＊ ＊

最多の参ｶﾛ者が東京都豊島区の東池袋中央東京集会で'ま、沖縄県民大会も中継で伝
公園を埋めつくした。

えられた。金城吉春さんの歌、与儀睦美さん
＊ ＊

の踊りで盛り上がり、女子大生Ｓさんの話Ｉま万

政府は、８月１７日に予定していた埋め立て雷の拍手を浴びた。

土砂投入開始を延期した。土砂を投入する海集会の最後はデモ。この時点での参加者

は262種の絶滅危倶種や､貴重なサンゴを含｜ま2800人(カンパも120万円超)。デモは2梯

む6000種の海洋生物の生息地､ジュゴンの餌団に別れ、宣伝カー２台が先導。第２梯団は

場で､浜はウミガメの産卵場である｡埋め立てさらに膨らんで響察の規制でいくつにも切ら

によってそのすべてが破壊される。れる゜宣伝カーの音声は届かないが延々と続

海底はマヨネーズ状の軟弱地盤や活断層いた。デモ後の集会が終わったあともデモ隊

もある｡基地としては危険で､工事費も増大すが続々と帰ってくる｡最終的には4000人はい

る。当初の工事費試算3500億円が1兆円超にたのではないかと、多くの参加者が感激して

増大する｡そのすべてが税金だ。いた。

翁長知事の遺影を囲んで｢辺野古新基地は造らせない｣と誓いあう東京集会の参加者＝８月ｌｌＦ１、

東京都豊島区の東池袋中央公園
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■｢止めるぞ！土砂投入６．９集会｣の講演要旨

辺野舌新基地阻止あきらめない
沖縄平和運動センター議長山城博冶さん

ＣＯＣつＣ/つ･つＣ/つＣＯ０つ０つＣＯＣつＣＯＣＣＣつ○つＣ/つＣＯＣ○・つＣ/つＣＣＣＣＣＯＣつＣ/つ･つ○つＣ/つ･つＣＯＣＯ･つＣＯＣ/つ･つ･つＣＣＣ/つ･つＣ/つＣＯ

「止めるぞ！土砂投入6.9集会軍事基地で辺野古の海をつぶすな｣と銘うった集会が

６月９日、東京都･文京区民センターでひらかれた｡主催は｢辺野古の海を士砂で埋める

な！首都圏連絡会｣。連絡会には約30団体が結集している｡集会では、沖縄平和運動セ

ンター議長の山城博冶さんが講演した｡参加者は超満員の314人。会場は熱気であふれ

た｡講演の要旨は次のとおり。

の土砂が辺野古に来なければ海は埋まらな

い｡海を埋めさせないために、それぞれ地域

で｢土砂を送らせない｣という声があがってい

る｡このことに大きな勇気を得ている。

５月２７日、「辺野古土砂搬出反対全国連絡

協議会｣(士砂全協)が沖縄で総会と集会をひ

らいた。辺野古埋め立て用土砂の搬出が予

定されている7県を含む18都道府県から約５０

人､沖縄県内から約170人が参加した。

その集会のさなかに｢首都圏でたたかう連

絡会を結成したい｣という報告をいただいた。

｢全国の仲間と連帯し､辺野古の海に－粒た

りとも本土から土砂を送らせない。そのような

運動を首都圏でもすすめたい｣というものであ

る。この報告にたいし、会場から万雷の拍手

が鳴りひびいた｡そしてきょう、このような場を

つくっていただいた。首都圏連絡会の今後の

スケジュールをみると､街頭宣伝､チラシまき、

集会､現地行動など､さまざまなとりくみがセッ

トされている。みなさんの決意やこれまでのご

苦労に敬意を表したい。

土砂全協の集会ではこんな話もされた｡港

で働く港湾労働者でつくる全国港湾(全国港

湾労働組合連合会)は､辺野古の海の埋め立

てに用いる土砂の船への積み込み作業はし

ない、土砂を送るような船はださないでほし

い、という決議をあげて､それぞれの事業者に

要請をだした。

＊いよいよ埋め立て開始

いよいよ辺野古の埋め立てが８月にはじま

る｡それが２，３日前に報道され､全国に緊張

がはしっている｡そのようななかできよう、首都

圏の仲間たちが｢辺野古の埋め立てはけっし

て許さない｣をかかげ､新しい団体のキックオ

フ集会をひらいた。会場いつぱいにお集まり

いただき､感無量である。

現地では座り込みを連日つづけている。だ

が､政府は｢辺野古の海岸線を囲い込みしだ

い埋め立てをはじめる｣と言っている｡そうやっ

て私たち沖縄県民を挑発し、「止められるもの

なら止めてみろ｣と言わんばかりの仕打ちをつ

づ軋裏鞭β
翁長雄志知事は病にたおれた｡知事がひ

きつづいて職務を遂行できるのか｡あるいは、

埋め立て承露轍回を知事が決意するのか｡そ
れを県民は固唾をのんで見守っている。

＊土砂搬出阻止で成果も

2100万㎡というとてつもない量の土砂が辺

野古の海に運びこまれる｡沖縄以外の西日本

からも士砂が来る。香川県の小豆島、山口や

福岡の北九州市地域を中心とする門司地区、

長崎の五島列島、熊本の天草､鹿児島の南

大隅町､奄美大島、徳之島､そして沖縄の本

部と国頭から大量の土砂が運ばれる。これら

５ ＪＡＷＡＮ通信No.1242018.8.30



「辺野古の海を土砂で埋めるな！首都圏連絡会｣のキックオフ集会で山城博治さんの講演に聞き

入る参加者｡314人の参加で会場は超満員だった＝６月９日、東京都･文京区民センター

熊本の天草ではこんな成果も得ている。辺

野古に送るために､岩ズリ(岩をくだいたもの）

が山積みされている｡この土砂をそのままにし

ておけば環境破壊がおこる。しかも天草の場

合は、山を削りとるのではなく穴を掘ってい

る。地下40ｍの穴(採取跡)ができている。そ

の穴に産業廃棄物などが搬入されている。そ

ういうことをすると､天草の海が汚染される｡環

境が破壊される。そのため、地域のみなさん

が岩ズリの埋めもどしを県知事に要請した｡そ

の結果､岩ズリを埋めもどすよう熊本県知事が

指示した｡そして埋めもどしがはじまったとのこ

とである。（大きな拍手）

これはすごいな、と思った｡似たような状況

が長崎県の五島列島でもおきている。土砂全

協の仲間たちの力強い運動によって､このよう

な具体的な成果がでている。そこに大きな感

動をおぼえる。

＊絶滅危愼種のサンゴを

移植しないまま工事
旗かいまひろか1・

辺野古埋め立ての承認は仲井真ﾗﾑ多前知

事がだした｡そのときの承認条件に反すること

を沖縄防衛局がくりかえしている。

たとえばサンゴである。埋め立て区域には

膨大なサンゴがある。絶滅危倶種に指定され

ているオキナワハマサンゴもある。沖縄防衛局

はそれをすべて移すと言っている。しかし､そ

れは無理だ｡なぜなら、世界に冠たる大浦の

サンゴの群生条件がそこにあるからだ｡それを

どこかに移して生きるはずがない｡もし移植が

可能なら､移そうとしてところにもサンゴが群生

して当然である。

そこに群生しているということは、そこでしか

生きられないということだ｡それを全部移すか

ら心配ないと言っている防衛局の連中、そし

て防衛局の発表を｢そうだ｣と言っている学者

たちに、ほんとうに怒りがわく。

辺野古側海域のＫ４護岸の内側と外側に

は絶滅危倶種のサンゴがある。ところが知

事が移植を許可をしないため、そのサンゴ

を移植しないまま工事がすすんでいる｡

＊違法な大幅工事変更

＃'１縄防衛局はいま､辺野古側の浅瀬のほう

から囲い込みをして土砂を投入しようとしてい

る。本来は大浦湾の深いところから埋め立て

をはじめる計画だった｡ところが大浦の海には

手をつけられない。水深が深いだけではなく、

軟弱地盤が厚さ40ｍにわたってつづいている
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からだ｡この軟弱地盤はマヨネーズのような土

砂といわれている。そこにケーソン(コンクリー

トでできた大きな箱)を置いたり、石を置いて

護岸をつくったりするのは無理だ。

そのため、防衛局は深場をあきらめて、辺

野古側の浅瀬のほうから埋め立てをはじめよう

としている。これは、予定されていた工事の大

幅な変更である。工事を大幅に変更する場合

は県知事の許可を得なければならない。だ

が､その許可を得ないで工事をはじめている。

ようするに､やれるところからやっているとい

うのがいまの状況である。このことについて、

県民は大きな声をあげている。しかし政府は、

ボロボロになっている埋め立て計画をあらため

ようとしない。それどころか、強行一点張りであ

る。

埋め立て工事は８月からはじまるだろう。だ

が､ここは突きどころ満栽である。工事は承認

条件違反がいくつもある。

＊知事選が勝負

オール沖縄会議(辺野古新基地を造らせな

いオール沖縄会議)をはじめ､私たちがつくっ

ている｢基地の県内移設に反対する県民会

議｣などは、８月になったら大きな集会や行動

をくみたてることにしている。

きびしい状況をどうすれば打開できるか｡ど

うやったらいまの苦境をのりこえて､さらにたた

かおうという雰囲気をつくることができるか｡そ

れを議論することが大事だ。

私自身はこう考えている。翁長知事は病気

でどうなるかわからないような状況にある。
１い

膵がんという重し､病気にかかっておられる。

手術して病院を退院されたときの姿をみると、

別人のように細くなっておられる。痛々しいか

ぎりである。

その翁長さんに、「政府に真っ向から立ち

向かえ｣と言えるのか。普通なら、「翁長さん、

もうじゅうぶんだ。あとは私たちがやります｣と

言ってあげたい。しかし状況が状況だけに､そ

うもいかない。

やはりいまは､翁長知事に勇気をふるって

埋め立て承認を撤回してもらいたい｡承認条

件違反の実態をとらえて撤回することは可能

だろう。私たちは翁長さんにたいし､機会ある

ごとに撤回を求めてきた｡ここにくると、やはり

撤回しかない。

辺野古の埋め立ての是非を問う県民投票

をめざすとりくみもすすんでいる。しかし､圧倒

的な票差で県民投票を勝利しても、たぶん拘

束力はない｡政府は無視するにきまっている。

そういう状況のなかで､私はこう考える。翁長

知事に埋め立て承認を撤回してもらう。政府

はその撤回を無効にするだろう｡それはそのと

きである。私たちはあらゆる手法をつくす｡政

府の無謀な沖縄への差別、あるいは基地の

押しつけの前に私たちは主権を奪われてい

る。けれども、あきらめないで最後までがんば

る。

2014年の知事選のあと、翁長さんはこう表

明した｡もし万策がつきたら､私もみなさんとい

っしょにゲート前で座り込む、と。そういう話を

して、やんやの喝采をうけた。私たちも、その

話にしびれて、翁長さんとともにすすもうと思

った。

つまり、県民投票をしても、埋め立て承認を

撤回をしても、実質的には基地建設は止まら

ない｡それでも、がんにおかされて明日はどう

なるかわからないような知事が県民の先頭に

たって決意をかためれば､そのことに大きな意

味があるはずだ。

＊合までの計画では埋め立て困難

前述のように､大浦湾側の埋め立て予定区

域にはマヨネーズのような軟弱地盤が厚さ４０

ｍにわたってつづいていることが確認された。

そのような深場を埋め立てることは、今までの

計画ではほとんど無理である。したがって、大

がかりな計画変更申請がでてくるはずだ。再

選をはたした翁長知事がそれにノーといえば

基地建設は止まる。そういう意味で､私たちは

大きな展望をもちながらたたかいたい｡
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そのためには､ぜひとも翁長知

事に健康を回復していただきた

い｡私たちも支える｡全国の仲間

も支えてくれるだろう。その決意

のもとで、辺野古のたたかいをさ

らにすすめていく｡療養中の人に

いのちをはってたたかえ、という

のは酷だ。つらい。しかし、いま

はそういう状況にある。

お集まりのみなさん、このこと

にぜひご理解をいただきたい。

沖縄の現地でたたかっている私

たちも、－人ひとりがそのような思

いでたたかいぬきたいと思う。（大

きな拍手）

＊だたかいの本番はこれから

￣

し

(弩蕊｛

■￣

厚，、、

(蔓露写
可

「－－_?_ニデ

」￣よ￣

！
再－－２

一二三曇

山城博治さん

＊平和でなければ

沖縄県民は生きられない

与那国島(与那国町)では､2016年３月に陸

上自衛隊の基地(駐屯地)がつくられた。１５０

人の部隊と､それとおなじくらいの家族が駐屯

している。人口1500人の島に、その２割に相

当するような自衛隊がﾌ}；っ1F!､鼻
となりの石垣島でも、於茂登岳のふもとに自

衛隊基地がつくられようとしている。宮古島に

は、ミサイル基地の司令部である司令部塔

や、地下深くセットされる弾薬庫やミサイル庫

などがつくられている。

他方で、朝鮮半島の状況は変わりつつあ

る。そのことに大きな希望をもっている。米朝

会談で和解が実現し､緊張する朝鮮情勢が

和平にむかって動きだす。そうなれば、沖縄

の島々を戦場のタテにする目的で基地建設

が動いていることに歯止めをかけることができ

るはずだ。

インターネットをみたら､こういう批判もされて

いる。中国が来るのに基地をつくらせないとい

う沖縄の連中はみんな半日勢力だ。中国から

たんまりと金をもらっているにちがいない、と。

しかし、平和でなければ沖縄の島は生きら

れない。私たちはすべての島を平和な島に

したいと思っている。（拍手）

なぜ､このように次から次へと沖縄にたいし

て無謀な権力の横暴がつづくのか｡くやしくて

ならない。しかしここであきらめたら、もう死ぬ

まで、くたぱるまでやられつづける。ここはや

はり意を決して声をあげたい｡たたかいぬきた

い。（万雷の拍手）

翁長知事は、埋め立て承認を必ず撤回し

てくれると思う。政府はまた、それに大きなム

チをうつだろう。たたかいの本番はこれから

だ。（｢そうだ｣の声）

これからきびしい状況がつづくだろう。私た

ちは高江でものすごい暴力をふるわれた。米

軍のヘリパッド(ヘリコプター離着陸帯)建設

に体をはって抵抗したからだ｡そのあげくに、

私は白旗をあげた。「もうやめよう｣と言ってお

さめたこともあった。「なぜおさめるのか。高江

はまだつづいている｣という批判もうけた｡しか

し､これ以上やったらケガ人や死者がでると思

ったら引かなければならない。

私たちがやっているのは一介の市民運動

だ｡無理はできない。潮が満ちたり引いたりす

るように、引くときは引く、集まるときは集まる。

そのような運動を心がけたい。
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＊沖縄を平和のキーストーフに

太平洋の軍事基地のかなめ(キーストン)と

いわれた沖縄が、平和のためのキーストンを

めざして､いま､－歩一歩着実にすすんでい

るように思う。

朝鮮の問題を対話で解決する。日中の尖

閣の問題を対-話で解決する。そのことができ

れば､私たちには洋々たる未来がひらけるだ

ろう。そして、日本はアジアの平和のかなめと

して生きることが可能なはずである｡そのため

にがんばりつづけたい。（拍手）

私たちはなにも反米や反日、反中国を言っ

ているわけでない。私たちの島々をふたたび

戦場や地獄のようにすることをやめてほしい。

私たちが平和で生きる権利を保障してほし

い。そういうことを言いつづけているだけであ

る。それが許されないというのなら、声をあげ

ていくしかない。（拍手）

いまは政府に押しきられようとも、未来永

劫､政府に押しきられるわけではない｡いまの

時岱鴦生きる私たちが､夢と誇りをかけて政府
に抗いつづけている。たたかいつづけてい

る｡その勇気と姿を後世に残す｡そのことによ

って､私たちの沖縄が､あるいは日本全体が、

民主主義を圧殺されないで、希望をもって生

きることのできる地域になるだろう。そういう思

いでがんばりつづけたい。（拍手）

ぜひ、沖縄から平和を発遡信したい｡あの沖

縄戦では､若者たちが砲火をあびたり、特攻

隊としてボロボロの戦闘機に乗せられて｢死ん

でこい｣と言われたりした。そのような時代がこ

ないように努力したい。

憲法を改正して戦争の道に走ろうとする安

倍内閣を止める｡原発も止める｡そして軍拡の

道も止める。私たちがアジアで生きながらえる

道は、平和を発信しつづけることだ｡そのなか

で豊かな日本をつくりたいと思う。（大きな

拍手）

（まとめ･写真撮影／中山敏則）

＊1000万観光時代を迎えた沖縄

沖縄は、すでに１０００万観光の時代をむか

えた｡すごいことだ｡那覇空港は観光客がひ

しめきあっている。クルーズ客船もひしめてい

る｡そうやって年間1000万の人が沖縄にやっ

てくる。平和であることがいかに大事である

か。それがよくわかる。

沖縄観光はいま、活気を呈している。私た

ちがのぞんでいた沖縄の自立が実現しつつ

ある。政府のひもつき援助や、米軍基地から

の金ではなくて､私たち自身で経済をつくるこ

とができる｡そういうところまできている。

その状況を銃声一発でぶちこわすようなこ

とはしてほしくない。もし尖閣諸島や、あるい

はもっと南のほうで中国と日本の巡視船が銃

声一発でも撃ちあうようにでもなれば､沖縄観

光はまた全滅するだろう。

2001年９月１１日に同時多発テロがおきたあ

と、政府は｢沖縄に行ったらテロにあうから沖

縄には行くな｣といった。沖縄は観光や修学

旅行で大きく盛りあがっていたのに、いっきょ

に冷えこんだ｡それをとりかえすまで何年もか

かった。

翁長さんが4年前に登場したときの言葉が

忘れられない｡彼はこう言った。

「交流してくる東アジアの経済を沖縄にもとり

こんで、沖縄も経済発展していきたい｡そのた

めには､基地は経済振興の阻害要因以外の

なにものでもない」

翁長さんはそのように言い切って､辺野古

新基地反対を主張した｡ｵｰﾉﾋ瀧縄会議のかねひで

重鎮であった金秀グノレープの呉屋会長ｶﾖそ

れに加わった。呉屋会長はこうのべた。翁

長さんの言うとおりだ。私は土建屋である

が、米軍基地建設は引きうけない。しかし、

米軍基地を解体する作業なら私の金で引き

うけましょう、と。この発言にやんやの喝

采がおきた。

翁長さんは、そのような夢をもって4年前に

登場した私たちの県知事である。このような翁

長さんたちの考えはまちがいだろうか。
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30年焼く思い・和合干潟の仲間たち

和白干潟を守る会代表山本廣子

和白干潟を守る会は合年６月､『未来につなごう和白干潟Ⅱ～和白干潟を守る会

30年のあゆみ～』を発行しました｡山本廣子代表の思いを紹介させていただきます。

「和白干潟を守る会｣は1988年４月から活動を

はじめ、３０年が経ちました｡これを記念して｢和

白干潟を守る会30年のあゆみ｣を`作りました。こ

れまでを振り返り、これからの希望を作ることが目

的です。

1978年､博多港港湾計画で和白干潟を含む

博多湾東部海域全面埋め立て計画が発表され

ました。私は友人の協力を受けて、和白干潟を

埋め立てないでと、「和白干潟保全｣の請願書を

300名分の署名を付けて福岡市議会に提出しま

した。1987年のことです。

和白干潟は埋め立てを免れましたが､和白干

潟の大切さを伝え続けないとまた埋め立て計画

が出されると思い、請願書の時に協力した友人

たちとともに1988年に｢和白干潟を守る会｣を結

成しました｡和白干潟の観察会、クリーン作戦、

調査が活動の柱になっています。「和白干潟ま

つり｣も年１回の大きな活動です。これらの活動

を毎月の｢定例会議｣で皆と話し合い、協力して

未来につなごう和白干潟Ⅱ
和白干潟を守る会３０年のあゆか

１９８８年～２０１８年

Ｂりえ｢缶の薊幻ニユウ殉ク当牢

和白干潟を守る会

活動に取り組んできました｡毎年１回の総会で活動を振り返り、活動方針を立て､係を決めていま

す｡必要な時には各係で会議を行っています｡このような民主的な会であったことが､会が長く続
いたことにつながったのだと思います。

長い活動の中で､多くのすばらしい仲間との出会いや別れがありました｡和白干潟を守る会の

活動にかかわった方々が、「和白干潟を守る会｣を作ってきたのだと思います｡絶え間なく保全活

動を続けてこられたのは､すばらしいことだと思っています。

和白干潟は開発計画に翻弄されてきました｡埋め立ては免れたけれども、自然海岸がありなが

ら沖合を人工島で埋め立てられて､傷ついています｡排水など私たちの生活も和白干潟を傷つ

けています｡それでも和ロ干潟は精一杯私たち人間を癒してくれます｡そんな和白干潟を私たち

人間の知恵で守り継いでいきたいと願っています｡これからも和白干潟のすばらしさを伝え､保全
活動を仲間とともに続けていきたいと思っています。
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□本年７月30日の福岡高裁判決

「安心して農業できる｣干拓営農者判決に

安堵

地元西日本新聞の見出しです｡2018年７月

30日、福岡高等裁判所は、「諫早湾干拓地調

整池の開門を命じた確定判決に基づく強制

執行を許さない｣という判決をしました｡開門を

命じた2010年12月の福岡高裁確定判決を自

ら否定し、不漁に苦しむ漁民たちの願いを一

蹴した判決です｡一方､干拓営農者は､決し

て｢安堵｣したと言える干拓地営農の状況では

ないのです｡そこで､漁業と農業の共存を目

指して､被害を回復する共同のたたかいが、

今-はじまったところです。

|：

1BHJiLUHD
諫早湾．

f薑iLjjhjhilUj
ノ

堤防
k､）

中央≦
干拓地

諫

雲仙市

をしたくない立場なので、この裁判は両当事

者の｢なれあい訴訟小国がまったく勝つ気が

ない｢無気力訴訟｣になることが明らかでした。

2017年５月に開門禁止判決が言い渡されまし

た｡裁判所が下した開門を命じる判決を履行

してはいけないという、驚くべき結論ですが、

国は勝つ気がない無気力訴訟ですから、国

は当然のように敗訴判決を認め、控訴しませ

んでした。

回干拓地営農者と開門差止判決

干拓事業は2008年３月に終了し、同年４月

から干拓地における営農が開始されました。

国から干拓地の一括配分を受けた財団法人

長崎県農業振興公社が、長崎県の支援を

受け､各営農者に干拓農地をリースするという

リース方式によって営まれています｡このリー

ス事業により､４１経営体が賃貸借契約に基づ

いて入植しました。

しかし､2010年に調整池の開門を命じた高

裁判決が確定し、開門が現実化したことに対・

し､干拓地に入植した営農者や､周辺の旧国

営干拓地に入植していた農民は、開門によっ

て農業が重大な被害を受ける、という危'倶感

から、開門に反対する取組みを開始しました。

さらに開門に反対する人達は、2011年４月、

長崎地裁に国を被告として、開門判決を履行

しないよう差止請求を提訴しました。国は開門

回干拓営農地で現在生じている
重大な被害

営農開始から１０年が経過した現在、「開門」

などしてはいないのに､農地自体が持つ欠陥

と､淡水化した調整池の存在自体による重大

な被害がすでに明らかになっています。

第一に､排水不良が著しい欠陥農地です。

公社が実施したヒアリングでは、諌早湾干

拓農地の全１４７区画のうち、３割の４５区画

(201ha)で｢排水不良｣の回答があり、目視で

も16区画(76ha)で問題を確認しました。

ＪＡＷＡＮ通信No.1242018.8.301２



カモによる食害(干拓地のダイコン畑）
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農地自体が持っている欠陥については､開

|]qに関係なしにただちに解決をしなければ

ならない問題なのです。決して開門しない

ということが確定すれば、営農については

そのままで良かったということではないので

す。

第二に､調整池の水が使えない

調整池の水は水質が悪く､掃除しないと、し

じみの殻やフナ等のゴミが詰り、夏場は腐った

匂いがし､農業にも悪い状況です。

第三に､淡水化した調整池(潮受け堤防の

閉切り)による被害

(1)カモ食害

1997年の潮受け堤防の閉切り以降、冬

季に食害をもたらすマガモ､コガモ､ヒドリガ

モという4種類のカモが増えています｡諫早

湾干拓環境保全型農業推進協議会の資料

によると、2016年の11月から2017年２月まで

のカモ食害は､レタス､ブロッコリー､大麦、

キャベツの各作物に､合計約83ha(施設園

芸を除く野菜経営面積473haの17％)の被

害面積で､被害金額は約3152万円とされて

います。

(2)冷害･熱害

諌早湾干拓農地では､調整池が淡水で

あるため、海水に接する沿岸部と違い、夏

は暑く､冬は寒くなっています。

このように将来行われる開門によって､被

害が生じるという心配以上に、現在すでに

開門しない淡水の調整池の存在自体によ

って､重大な被害が生じており、また､干拓

囚農業も漁業も共に前進する取組みを

2018年１月３０日、新干拓地の営農者(法

人)２社が国、長崎県及び公社に対し､カモの

食害等の損害賠鰄償請求を求めて提訴し、さら

に同訴訟の原告営農者らは、同年２月２６日、

損害賠償請求に加えて､開門請求も追加した

のです｡漁業者だけでなく、新干拓地の営農

者も開門こそが現状の被害を回復できる手段

だと考え､開門を求めたのです｡私たちは､営

農者と共闘するための補助参加を申立て､裁

判に参加して共闘する体制を確立しました。

私たちは、ほかの営農者も現在生じている

被害発生防止としての回復を求めて提訴し、

さらに多くの営農者との共闘を求め、取組み

を開始した動きをさらに大きくして、幅広い漁

民と農民が多数参加してくる、みんなが良くな

る強力な運動として展開していきたいと願って

います。
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行徳野鳥観察令の再建･存鏡にむけて
一三番瀬保全７団体が市川市長と千葉県に要望一

き』ニラとく

千葉県市)11市では、行徳鳥獣`保護区(行徳湿地)のそばlこ建っている行徳野鳥観察

舎の再建が課題になっている。県が老朽化と行政改革を理由に今年４月１日をもって同

観察舎を廃止したからだ｡解体は今年度である。

行徳野鳥観察舎
（2018年４月廃止）

。市川市

ＲＬ 船橘TIT三番瀬保全団体は５月24k鴎行徳野鳥
観察舎の再建･存続を村越祐民市川市長

に要望した。要望したのはつぎの７団体で

ある。市川三番瀬を守る会、県野鳥の会、

三番瀬を守る会、三番瀬を守る連絡会､千

葉の干潟を守る会、三番瀬を守る署名ネッ

トワーク､県自然保護連合。

村越さんは４月２２日投開票の市長選で

初当選した｡村越さんは｢市民にやさしい市

千葉県鍵
京都

一一

采

鰄
川Ｉ

鑓市

千
Ｃ

選のために奮闘した｡村越さんは選挙戦で三

番瀬の,恒久保全や行徳野鳥観察舎の存続を

訴えた。

村越市長は市川市議会の６月定例会でこう

のべた。

長を選ぶ会｣の政策骨子をかかげる市民の共

同候補だ｡政党では、立憲民主党､民進党、

共産党､社民党、自由党､市民ネットワーク千

葉県、新社会党、緑の党の８党が推薦した。

'幅広い市民と野党が一体となって村越さん当

行徳野鳥観察舎の再建･存続に関する要望書を村越祐民市川市長(中央右)に手渡す三番瀬保全７
団体のメンバー＝５月２４日
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行徳野鳥観察舎の再建を求め、県自然保護課(手前左)と話しあう三番瀬保全７団体のメンバー

＝８月２０日、千葉県庁 鱒「
唇

一
冤
竺
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『
》

「自然が豊かな行徳鳥獣保護区において、

野鳥を観察できる施設はなくてはならないと

考えています｡先月、新たな施設を協力して

つくりたい旨を私自身が県に伝え、県からも

今後､積極的に協議をしていただけるとの回

答をいただいています。今後は、観察舎再

設置の方向で県と具体的な協議をすすめて

まいりたいと考えています」

「行徳野鳥観察舎の再設置にむけた県との

協議については、設置場所を含め、建物の

規模や形態､費用の負担割合､運営方法な

どについて協議していくことになると考えてい

ます｡これまでは県に主体となって設置してい

ただき、市は応分の負担をするというスタンス

でした｡今後は、県と市が共同で再設置して

いくという方針ですすめていきます」

担当の菊田滋也企画部長はこう答弁した。

「新たな施設を建設する場所については､地

盤の状況や周辺環境の影響､またコスト面な

ども考慮したなかで、どの場所が最も滴切な

｜
鑪灘一蝿一繩一

懲
鯛
」

鞠潤一》

■■⑪で■

まき
“■二凸

協議については、設置場所を含め、建物の今年度解体される行徳野鳥観寮舎｡手前は行徳鳥
規模や形態､費用の負担割合､運営方法な獣保護区(行徳湿地）
どについて協議していくことになると考えていの方法を参考にしながら、県と協議をおこなつ

ます｡これまでは県に主体となって設置していてまいります」

ただき、市は応分の負担をするというスタンスこうしたなかで7団体は８月２０日、県自然保

でした｡今後は、県と市が共同で再設置して護課と話しあった｡行徳野鳥観察舎の存続を

いくという方針ですすめていきます」テーマとした県交渉はこれが5回目である。７

担当の菊田滋也企画部長はこう答弁した。団体は｢市川市と協力しあって観察舎の再設

「新たな施設を建設する場所については､地置にむけて尽力してほしい｣と県に要望した。
盤の状況や周辺環境の影響､またコスト面な自然保護課はこう答えた。

ども考慮したなかで、どの場所が最も適切な「村越市長の就任後、これまで市川市と3回

のかを県と協議します。運営方法について協議した。７月に3回目の協議をおこない、市

は、行徳湿地全体および野鳥病院はひきつ川市としての対応案を示していただいた。現

づき県が管理していくことになっています｡そ在は､市から提示された対応案を県庁内で協

の管理棟と観察施設を合築するのか､あるい議しているところである」

は別に建てるのかによっても、管理運営の手「一日も早く再開しましょう、という話を市川市

法や費用負担のルールが異なってきます。し長から承っている。県としてもできるだけ早く

たがって運営方法については、これまでの県対応を検討したいと考えている」
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の本質をずばり突いていると,思います。

▼前泊博盛さん(沖縄国際大大学院教授）

も、月刊誌｢世界｣の９月号で地方自治侵害を

強調しています。「日本が民主主義国家であ

るなら、民意の表れである選挙の結果は尊重

され､状況の改善につながるはずである。しか

し、過去の市長選、市議選、県議選、知事

選、国政選挙と多くの選挙で再三示されてき

た沖縄の民意は､なぜかくも軽んじられ､踏み

にじられ続けられねばならないのか。再三再

四、選挙で示された民意の無視は、いま､選

挙に対する不平、不満、不信､そして政治に

対する諦観へとつながりつつある。選挙で示

された民意が無視され､否定されるなら､その

国は､もはや民主主義国家ではない｡多数に

よる少数の支配、多数による横暴が許される

国は､専制国家にほかならない｣と。

▼前泊さんは本土の人たちに警鐘を鳴らして

います。「今や沖縄はこの国の｢民主主義のカ

ナリア』です。沖縄が政権に抵抗の声を上げ

なくなった時、あるいは、上げられなくなった

時､この国の民主主義も終わりを告げることに

なる｡残念ながら､その時は刻一刻と近づきつ

つあるように感じますが､本当に国民はそれを

望んでいるのでしょうか」「沖縄以外に住む

人々も声を上げ続けなければ､あすは我が身

です｣(『日刊ゲンダイ』８月１５日号)。傾聴に

値する指摘です。（中山）

編篇後記
▼沖縄平和運動センター議長の山城博冶さ

んは｢止めるぞ！土砂投入６．９集会｣でこうの

べました。「なぜ､このように次から次へと沖縄

にたいして無謀な権力の横暴がつづくのか。

くやしくてならない｡しかしここであきらめたら、

もう死ぬまで､くたばるまでやられつづける。こ

こはやはり意を決して声をあげたい｡たたかい

ぬきたい」（９ページ)。拍手喝采をあびまし

た｡私も全面的に共感です。

▼環境経済学者の宮本憲一さん(元滋賀大

学長､大阪市立大名誉教授)は､地方自治Ⅷ侵

害と環境破壊という二つの問題が辺野古地域

で起こっていると指摘し、こうのべています。

｢普天間基地は危険で早急に廃止しなければ

ならないが、その代替として沖縄に新基地を

つくるのは不当ではないか｡米軍基地は占領

下で強権でつくられてしまったが、今回は沖

縄自身が本来､決定する形でなければならな

い｣｢何よりも沖縄の入貢が選挙で重ねて反対

の意思を示しています｡それに反しては自治

体の権利を侵害することになります｣｢もう一つ

は環境の問題です｡あそこは素晴らしい青サ

ンゴの群落があるんですね。貴重なもので

す。生物の種も実に豊富です。ジュゴンの餌

場でもあります｡環境から言っても、辺野古'11Ｗ

と大浦湾を埋め立てるのは世界的な損失にな

ります|(『中日新聞』2017年２月２５日）。問題
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