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共謀罪法案の衆議院審議が山場を迎えている。５／１９または週明けにも、衆議院法務委員会での強行

採決が行われる可能性がある。国会前には連日１０００名を超える人が集まり、全国各地で反対行動が行

われている。一億総監視社会をつくり、あらゆる民主主義運動を委縮させるこの悪法をゆるしてはいけな

い。 

 ジュゴン保護キャンペーンセンターが参加する「Stop!辺野古新基地建設！大阪アクション」は、毎月

第２火曜日に、埋め立て請負企業の大成建設関西支店に抗議行動を行っている。これを SNS で拡散してい

るが、今後 facebook での告知に「いいね」を押しただけで、「威力業務妨害の共謀容疑」で事情聴取され

る可能性がある。また毎年取り組んでいる「ジュゴンでトレイン」（電車に乗り込みジュゴンの着ぐるみや

写真を持って行うサイレントアピール）なども、告知の段階で共謀を問われる可能性がある。 

 

 

 私たちの行動は憲法に基づく全く合法的なものであり、そう簡単に逮捕・起訴はできないかもしれな

い。しかし逮捕・起訴に至らなくても運動を委縮分断するには、「事情聴取」だけで十分だ。そして公安警

察は、周到な監視の上に、重点をきめて「共謀」での逮捕・起訴を実行するだろう。 

 沖縄での山城ヒロジさんの逮捕と長期拘束は、共謀罪を先どりするものであった。山城さんは尋問の

たびに、「協力者は誰だ？」「誰と相談した？」と執拗に追及されたという。沖縄を先頭とする、民衆の平

和をもとめる行動を、安倍政権は何より恐れているからだ。 

 だからこそ SDCC は共謀罪に強く反対し、全国各地で立ち上がっている仲間とともに行動する。そし

て、現在「捨石」の投入が開始されている「K-9」護岸の工事中止を強く求める。沖縄防衛局は、海草移

植など埋め立て承認の「環境配慮事項」も守らず、深場の地盤調査すら完了していない。ただ「捨石投入」

のみを演出し、市民をあきらめさせることを目的とした暴挙である。SDCC は引き続き 2 万筆目標に署名

を集め写真展を行い、「ジュゴンの海を守る」全国・世界の仲間とともに、あきらめることなく行動を続け

る。ご支援ご協力をお願いします。        （関西 松島洋介） 
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●2/3 情勢・強行は内閣の行きづまり 

●    決議履行を－IUCN 現地調査に向けて 

●    大浦湾のジュゴンは？－政府交渉報告 

●4/5 各地の動き 

●6/7 活動報告 

●    わんさか通信★ジュゴンのわ 

●    コラム「もの言う骨」 

じゅごんでトレイン！天神橋筋商店街を 

練り歩くジュゴン（5 面） 

2200 人が集まった復帰 45 年 5.15 平和とくらし

を守る県民大会（4 面） 
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りの捨て石が始まりました。一方、沖合では海底ボーリング調
査を未だに続けています。実施設計では、
ポセイドンが調査している沖合の
２ｍ×２４ｍ、７４００トンのケーソン（コンクリートの
箱）６個を投⼊）の後に⾏われるものです。なぜ計画変更
したのでしょうか。沖合の
ソン投⼊のメドがつかないからです。Ａ護岸なしにＫ９護岸
の基礎捨て石⼯事は、潮流の影響を受けます。また、新基
地建設の地盤が軟弱であることは、未だに
が明らかにされていないことからも覗えます。

―なぜ、急ぐのか

るからです。そして、夏に開かれる米国連邦裁判所のジュゴ
ン訴訟控訴審で「⼯事が始まっている」と再開却下を狙ってい
るのです。ＩＵＣＮ（国際自然保護連合）も「やんばるの
森」などの２０１８年世界自然遺産登録の調査のために
夏には来日します。世界自然遺産の最大の課題は外来種
対策です。今年２⽉、ＩＵＣＮ本部からの名護市議会へ
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地建設の地盤が軟弱であることは、未だに
が明らかにされていないことからも覗えます。

―なぜ、急ぐのか
 反対する人々をあきらめさせ、運動の弱体化を狙ってい

るからです。そして、夏に開かれる米国連邦裁判所のジュゴ
ン訴訟控訴審で「⼯事が始まっている」と再開却下を狙ってい
るのです。ＩＵＣＮ（国際自然保護連合）も「やんばるの
森」などの２０１８年世界自然遺産登録の調査のために
夏には来日します。世界自然遺産の最大の課題は外来種
対策です。今年２⽉、ＩＵＣＮ本部からの名護市議会へ
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昨年 9 ⽉、国際自然保護連合（
保護会議（ハワイ）で、決議
外来種の侵⼊経路管理の強化」が採択されました。

同⽉、名護市議会は「
⾏を求める決議」を採択し、
書を送りました。今年
にもとづき、日本政府の要請があれば、主要な関係機関
と協⼒させていただく」と返事がきました。また、
SDCCなどIUCN6
会に、4度の
推薦地の現地調査に関する要望書（１．外来種生物
の専門家の同⾏、２．沖縄島視察に辺野古大浦湾の
追加、３．市⺠との意⾒交換の場の確保など）を提出
しました。 
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づき）日本政府の要
と協⼒する」と、辺野古の埋め⽴て⼟砂等の外来種対策に注
目しているのです。私たちが提案し採択された決議２０号
「島しょ生態系への外来種の侵⼊経路管理の強化」の効果
が効いてきています。

―承認撤回こそ建設阻止の近道
 

ジュゴンなど環境保全措置の不履⾏や、実施設計の一方的
な変更など撤回する要件は多々あります。承認撤回は新基
地建設反対を闘う人々を励まし、ジュゴン控訴審の再開につ
なげることができます。ジュゴン訴訟の審理中は埋め⽴て⼯事
を停⽌せざるを得ませんし、米国世論に大きな影響を与える
ことができます。ＩＵＣＮ現地調査（世界自然遺産）時に
承認撤回を闘いぬけば、埋め⽴て⼟砂の外来種混⼊問題を
焦点化することができます。「やんばるの森」の世界自然遺産
登録を実現するためにも、承認撤回、オスプレイ配備を断念
させましょう。
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安倍内閣が埋め⽴て⼟砂投⼊を準備している最中に政府
交渉をしました。重点は１．辺野古埋め⽴て承認の留意事
項を守っていないことを明らかにする。２．やんばるの森を世
界自然遺産に登録するためにもオスプレイ配備撤回と外来種
対策強化が重要であることです。

防衛省では、沖縄防衛局の事後調査資料の「ジュゴン確
認調査」（
れていたジュゴンが発⾒できていない原因が、「海底ボーリング
調査とフロートの設置が影響している」「この事実を米軍に伝え
ているのか」を追及しました。この追及に防衛省は回答
なり、⽂書回答を約束せざるを得なくなりました。今年
ら始まった米国連邦⾼等裁判所で、防衛省の回答がジュゴン
訴訟を再開するか否かの重要な証拠になるからです。また、
環境保全の担保である沖縄防衛局の環境監視等委員会で
ジュゴン保護、海草藻場の保全、外来種対策などが一切議
論されていないことを確認しました。このような状況下で埋め⽴
て⼟砂を投⼊することは、埋め⽴て承認の留意事項違反であ
り、承認撤回の根拠になります。

４月２１日、東京大井町きゅりあんで第１７回ＳＤＣＣ

総会を開催しました。

ご夫妻が歌と三線で楽しく盛り上げてくれました。

  海勢頭豊代表の挨拶ではじまり、国際担当の吉川秀樹さ

んから、

ある地域だが民意を無視し工事が続けられている。国は、

やんばるの森を世界遺産に推薦したが、

第１７回ＳＤＣＣ総会報告
～辺野古大浦湾の埋立て工事強行を、国際的な闘いで阻止しよう！
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表派遣団 40 名の参加と朴反動政権を打ち倒し民主化

への歩みを進めると言う発言は、日米戦争勢力と立ち向

かい、共謀罪、憲法改悪との闘いという課題に直面して

いる我々沖縄、そして全国の平和を求める闘いに大きな

励みとなるものでした。 

 辺野古ぶるー、抗議船団も連帯のパレード。 

 集会には辺野古文子オバーの姿も、そしてわれらが

SDCC 代表の海勢頭豊さんの姿も。 

（沖縄 高垣喜三） 

 

灼熱の太陽の下、そして土砂降りの豪雨の中、沖縄で

の平和行進を貫徹し、今日名護東海岸の大浦湾を見渡す

瀬嵩の浜での「復帰45 年５．１５平和とくらしを守る

県民大会」に全国の平和フォーラム、平和運動センター

の働く青年、仲間が結集した。 

 私達、本部町島ぐるみ会議もマイクロバスをチャータ

ーし、約30 名の仲間と共に集会参加。未明までの雷、

豪雨もあがり、天気も集会の成功を見守ってくれた。 

今日は日曜日で、対岸辺野古での工事の動きは見られな

い。 

 集会は、山城博治実行委員長も加わり「座り込めここ

へ」などの大合唱ではじまる。 

 稲嶺名護市長の激励の挨拶では「今日のこの集会、決

して沖縄のたたかいは孤立していないことに自信をも

って絶対にあきらめることなく新基地建設を阻止しよ

う！」あらためて決意が胸を打つ。 

 さらに、韓国カンジョン村をはじめとした平和行進代

「辺野古の海の埋め立て工事強行を許さない！４・１

９大集会」が、基地の県内移設に反対する県民会議・「止

めよう！辺野古埋立て」国会包囲実行委員会・戦争させ

ない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会の共催で日

比谷野音で開催されました。参加者は3,500 人。オー

プニングは三線演奏と島唄、そして、豊岡マッシ—さん

の「電波でうそをつかないで」で、一気に盛り上りまし

た。主催者挨拶の後、長期に不当拘留されていた沖縄平

和運動センター議長の山城博治さんが登場すると、「お

帰りなさーい！」と、大きい拍手と指笛の大声援。山城

さんは、いつもの迫力で「取り調べの中で毎日毎日何回

も『共謀』『共犯』という言葉が使われた。共謀罪の先

取りを許してはならないと頑張った。私への弾圧は、沖

縄県民への弾圧、全国民への弾圧だ。安倍暴走を止めよ

う」と、呼びかけ、♪沖縄の未来（みち）は沖縄が決め

る～と、歌いだすと会場全体で大合唱。力が湧いてくる

山城博治さんの歌とスピーチでした。各政党や機動隊の

沖縄派遣の住民訴訟の闘い等、市民団体の発言が続き、

SDCC は、辺野古への土砂搬出反対協の方々と、ジュ

沖 縄 

ゴン帽子をかぶって壇上でアピール。ジュゴン帽子は

今回も大人気でした。集会後は、沖縄選出議員の糸数

慶子さんと、パレードの先頭に立ち、「辺野古の海は埋

め立てないで！」と、銀座で声を挙げました。 

（首都圏 宮城韶子） 
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毎月１５日はジュゴンの日。４月１５日に“ジュゴン

でトレイン”をやりました！始まりは環状線に乗り込ん

で広くジュゴン保護をアピールしようという取り組み。

今回は５月の写真展の宣伝も兼ね、まずは京橋駅前で署

名集めをし、環状線で天満駅へ（電車の中ではサイレン

トアピール）。天神橋筋商店街を練り歩きました。着ぐ

るみジュゴンを先頭に、メッセージボードを掲げ、三線

を弾きながら写真展のチラシを配りました。ジュゴンは

注目を集め、紅型衣装は華やかで良いアピールができま

した。署名は９０筆も集まりました！「沖縄の海の写真

展、行く行くー
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みなさまのご来場をお待ちしています。
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らめないその力強さにふれ、大阪のネーネーも頑張る

よと思いを深めました。ジュゴンマスコットを

ントして「平和のお守りとして広げています」と伝え

ると皆さんとても喜んで下さいました。『屈しない…』
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HOA (Hawaì i Okinawa Alliance) 



 

 

ジュゴンちゃんぷるニュース

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

５月

20 回夢あ～るまつり～牧志治講演会・写真展」が開催され

ました。「沖縄県読谷村のような平和な地域を作ろう」と地

域で開催してきたまつりです。

今回は

お招きして、２日間のイベントとして取り組まれました。

会場にはオスプレイの墜落写真が

場の凄まじさを物語っています。

「米軍の機関紙が、『オスプレイクラッシュ』と言ってい

るのに、日本のマスコミは『不時着水』などと報道している。

この写真を見れば誰が見ても墜落だ」

「墜落の翌朝ボートを出して現場に急行した。陸上は物々

しい警備だったが、海上はまだ規制されていなかった。目立

フィリピンに

お父さんお母さんと

一番下の男の子はまだ乳飲み子でした。

しかし浮気をして別の家族をつくり妻と子供が邪魔にな

ったお父さんは小舟に妻を乗せ海に出て妻の足を縄で縛っ

て沈めてしましました。次の日から三人の子供はお母さんを

探してまわりました。

「母さんは海にいるんですか？どんな姿でも会いたい、弟

にお乳をあげて下さい」。泣きながら歌いました。「会いたい

帰ってきて、弟は腹ペコです」

すると風が吹き、波が打ち寄せジュゴンが現れました。子

供が赤ちゃんを連れ近づくと、ジュゴンは横向きになりお乳

を飲ませました。それから毎日お乳をくれて子供達は日暮れ

報

○わ
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息する海を埋め立てて米軍基地を作ることなど許せます

か」と訴えていました。まつりは、ミニステージでの歌や

踊り、模擬店が出店し楽しいゆんたくに花
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器墓地」の大見出し。石垣島の、白保サネタ原洞穴遺跡

から出土した人骨１９体は、世界最大級で、港川人より

５千年古いという。約１万６千年前以後の新石器時代

は、ヤマトゥでは縄文時代で、ウチナーでは、貝塚時代。

それ以前が、旧石器である。

含めほぼ全身の骨格があり、葬られた時の姿勢も明らか

になった。「遺体を地下に埋めず、地上の狭い岩陰に安

置する風葬に近い様式だ」とのこと。また、「死者を弔

う場所と生活する場所が、洞窟の外と中で分かれていた
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ジュゴン保護キャンペーンセンター Save the Dugong Campaign Center (SDCC) 

 〒162-0815 東京都新宿区筑土八幡町２－２１ 

第１千代田ビル３０１ なかま共同事務所内   TEL/FAX  03-5228-1377 

 ○ http://www.sdcc.jp/        ○ info@sdcc.jp 

（関西連絡先） 〒534-0025 大阪市都島区片町2丁目9番21号野口ビル302 

          TEL/FAX 06-6353-0514 

＜関⻄＞ 

・6/15（木）おきなわ茶会 ＠モモの家（吹田）19時～ 500円 

・6/22（木） じゅごん茶話会 14時～ 京橋事務所 

・7/16（日）海勢頭豊ライブ ＠本澄寺（高槻市上牧）14時～ 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

会費(2000 円)＆カンパ振り込み先 

郵便振替： 

加入者名 ジュゴン保護キャンペーンセンター  

口座番号 ００１４０－９－６６０１９９ 

他行、コンビニからは： ゆうちょ銀行 〇〇八支店 

口座番号 普通 ８１５９０８４ 

 ＜首都圏＞ 

・6/10（土）止めよう！辺野古埋立て 共謀罪法案は廃案に！

6．10国会大包囲 14時～15時半 場所：国会周辺 

・6/18（日）あなたの知らない沖縄 13時半～ 

＠明治学院大学白金キャンパス本館3F1301教室 800円 

 

じゅごんの里ツアー 6/30（金）～7/2（日 
辺野古・大浦湾の海を体験しよう！ 
（ＳＤＣＣ会員向けのスタディツアー）  

参加費３１０００円 （＋本年度の会費２０００円） 

宿泊２泊・船・レンタカー・ガイド料・食事代 

（飛行機代は含まれません。各自で手配してください） 

締め切りは6/11（日）です。お早めにお問い合わせください。 

 

 

《 今後のスケジュール 》 

辺野古・大浦湾をフィールドに活躍されている写真家牧志治さ
んの写真展開催中です。同じ会場で6/4にお話し会をします。 

＊写真展 5/22(月)～6/18(日) マガタマcafe×&dining   
JR・地下鉄玉造駅すぐ 11時～21時 

＊牧志さんお話し会 6/4（日）16時半～18時  
参加費 予約1500円/当日1800円(1プレート1ドリンク付き) 

 

＊ちゃんぷるニュース購読会員募集中です。年会費２０００円で年６回ニュースをお届けします＊ 

お問い合わせは、上記事務所まで。ニュース購読で、あなたもジュゴンサポーターに！ 

海勢頭豊New CD 
 

1．琉球讃歌 2．椎の川 

3．トゥーヌーマーヌー 4．浜昼顔 

5．平安座ウフバンタ 6．島九年母 

7．喜瀬武原 8．古里慕情 

9．響まし宮古島10．辺野古旅情 

4/2モモまつり（吹田のモモの家主催） 

 

5/14のせピースマーケット 

 

5/4地球愛祭りin京都 

 
おいしい食べ物、地元や海外の雑貨など、色んなブースが並び、ステージではダンスや音楽のパフォーマンスが・・・。そんな
楽しいお祭りに、ちょこちょこブースを出しに行きます。ゆっくりおしゃべりできるので、辺野古のことをよく知らない人にも、
伝えられるのがいいなと思っています。結構「座り込みに行ってきたよ」という人とも出会って、つながりが広がっていきます。 

三線弾き 

ました～ 
屋外ステージで、

アピール❤ 

※じゅごんの里ツアー、牧志さんお話し会、ＣＤ「琉球

賛歌」についてのお問い合わせは、下記事務所まで。 

 

＊２０１７ＺＥＮＫＯin東京  7/29サンパール荒川 7/30シアター１０１０、北とぴあ 

一般料金 2日券2000円、一日券1200円 
関西からも参加します！ 

『沖縄のジュゴン、ノグチゲラ、ヤンバルクイナを守ろう』 

2 月からはじめた新署名、現在3500 筆ほど集まってい

ます。11 月の署名提出に向けて、目標は２万筆！ 

引き続きご協力よろしくお願いします。 


