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沖縄防衛局は、4 月 21 日、名護市大浦湾の地盤改良工事のため「変更承認申請書」を沖縄県に提

出した。これは「マヨネーズ並み」と言われる軟弱地盤が、大浦湾の海底に見つかり工事の大幅な変

更を迫られたからだ。 

コロナ禍の影響で大きく遅れたが、行政手続きの一つである「告示・縦覧」が９月８日～９月 28

日まで行われ、広く「利害関係人」からの意見が届けられた。 

2013 年の「埋め立て申請」の際の「告示・縦覧」では 3,371 件だった意見書が、今回 18,904

件（10/9 速報値）、2013 年の埋め立て申請時の６倍近い意見書が届けられた。この意見書集中の

成果は、各団体個人が国内外から「辺野古埋立阻止」「ジュゴンの棲む海を守れ！」という思いで創意

工夫して取り組み結実したものだ。 

 

 

 

 

SDCC では「意見書はがき」を独自に 1,200 枚作成し、ニュースレターへの同封、イベントでの

配布、9 月 21 日には官邸前行動の有志の皆さんと上野駅頭宣伝を実施した。 

辺野古の海を土砂で埋めるな！首都圏連絡会（埋めるな！連）では、7 月 12 日に「設計変更申請」

に意見書を！キックオフ集会を開催し、その後リーフレットの作成、辺野古の設計変更を許さない意

見書アクション上野駅頭行動を取り組んだ。 

また、日本自然保護協会は、9/24 防衛省交渉＆意見書学習会を開催し、国会内で政府を追及した。

また「賛成派も意見書を出すのでは？」との噂も広がり、私たちの意見書集中の動きに一層拍車がか

かった。 

この「告示・縦覧」のさなかに安倍首相が任期途中で辞任し菅首相が誕生した。10 月 10 日、就

任後初めて沖縄入した加藤官房長官は、「辺野古移設が唯一の解決策」と従来の政府答弁を繰り返すの

みで、18,904 件の意見書に真摯に応えようとしていない。 

国内外から寄せられた意見書の力を背景に、沖縄県の「変更承認」不許可、「辺野古・大浦湾の埋め

立て阻止」「ジュゴンの棲む海を守れ」の世論を大きく作り出していこう！  （首都圏 三村昭彦） 
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（はじめに） 

米国大統領選挙はバイデン氏が当選しましたが、闘いでしか
辺野古新基地建設を止めることはできません。さて、11 月 9 日
に「設計変更承認申請（沖縄防衛局）」について沖縄県交渉
しました4面をご覧ください。県の公告縦覧には前回の約6 倍、
18904 件の意見書が国内外から提出されました。予想を大きく
超える意見書は、各地で学習会が行われたことを表していま
す。沖縄防衛局は 10 月 1 日に「辺野古側②－1 区域につい
て、海水面から＋３.１m までの埋め立てが完了した」と発表し
ましたが、意見書 1 万 9 千に驚き、闘う意欲を削ぐねらいがあり
ます。玉城デニー知事は同日、「土砂投入量は全体の 3.2％、
軟弱地盤や自然に与える影響などについて内容審査を厳しく行
う」とコメントしています。全国的闘いを結びつける取り組みが必
要となっています。 

 

（当面の闘いの焦点は） 

 設計変更承認申請（沖縄防衛局）を沖縄県が不承認にす
る内容審査支えることです。そして、12月名護市議会で渡具知
名護市⾧に新基地建設についての態度を明らかにさせることで
す。沖縄県は 11 月 9 日県交渉で、環境影響の予測・評価す

情 勢 

るための具体的なデータを沖縄防衛局に求めることを明らかにし
ました。ジュゴンの鳴音については「内容審査の中で疑義があれ
ば、鳴音データの公表を求める」としました。土木整備統括官は
「指摘すべきことは指摘する」と決意を表明しています。12 月名
護市議会では野党会派が渡具知市⾧に、沖縄防衛局が要求し
ている国道 329 号線を跨ぐベルトコンベヤ設置や美謝川の付け
替えなどについて追及する準備をしています。 
 

（地方自治を守るためにも） 

「ジュゴンの鳴音データを公開せよ」「土砂運搬作業船の夜間
航行を中止せよ」「ジュゴンの海を守れ」の声を国内外に広げまし
ょう。これが、全国的闘いを結びついける声であり、財産は
18904 件の意見書です。辺野古大浦湾一帯をホープスポットと
して認定した米国の環境 NGO ミッションブルーや、ジュゴン訴訟
をともに闘った米国多様性センター（CBD）、国際自然保護
連合（IUCN）が日本政府に沖縄ジュゴンや生物多様性豊か
な大浦湾を守ることを求めています。11 月 27 日参議院議員会
館で防衛省、環境省交渉を取り組みます。地方自治を守るため
に、18904 件の意見書の内容を各地域に広げましょう。 

                                 

 

菅首相が臨時国会で「温室効果ガス排出量を 2050 年に

実質ゼロする」と所信表明しました。昨年１２月国連気候変

動枠組み条約第 25 回締約国会議で小泉進次郎環境大臣

が「石炭政策については新たな展開を生むにはいたらなかった」

と弁解、日本が温暖化対策に消極的な印象を与えたからで

す。街中では背広に１７色の丸いバッジ（注）を付けた人の

姿が目立つようになりました。15 年９月国連サミットの決定

「2030 年までに 17 の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）

を進める」との象徴なのです。17目標とは、貧困・飢餓ゼロ、福

祉・教育推進、ジェンダー平等、雇用、気候変動対策、海洋・

森林保護、平和公正です。日本政府や経団連が所信表明や

17 色バッジ、レジ袋有料化を進めているのは、東京オリンピッ

ク・パラリンピックがあるからです。 

しかし、日本政府は核兵器禁止条約に反対だから、目標

16「平和と公正」には消極的です。コロナ禍で倒産失業が相 

次いでいることからも、目標１「あらゆる場所で、あらゆる形態

の貧困に終止符を打つ」政治はしていません。経済同友会の

桜田代表幹事は今年 2 月記者会見で「サステナビリティー

（持続可能な）を環境と狭く捉えられるのが心配。利益のな

いところに持続可能性もない」と経済優先を主張しています。

ＳＤＧｓは「経済」と「環境」、「暮らしやすさ」の調和を目指す

としていますが、気候変動が不可避的なことは地球的規模の

異常気象からも明らかです。スエーデンの環境活動家、グレタ・

ツーンベリさん（17）が、昨年９月国連気候変動サミットで

「全ての生態系が破壊されています。…  それなのにあなたた

ちは、お金のことと、経済発展がいつまでも続くというおとぎ話ば

かり」「もしあなたたちが裏切ることを選ぶのであれば、私たちは

決して許しません」と各国首脳の姿勢を厳しく批判しました。日

本政府はバッジ付けやレジ袋有料化だけではなく、17 目標に

沿った政策を実行すべきです。    （事務局 蜷川義章） 

情勢（事務局） 

気候危機は不可避 17 目標の実行こそ重要 
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  （注）SDGs の17 の政策をシンボル化したバッジ 

                                  今や気候危機は,地球の存続がかかった緊急課題 

「我がなきあとに洪水は来たれ」では、次の世代に許されません 

 

辺野古新基地の建設設計変更申請に対して 1 万 8 千件以上

の意見が沖縄県に寄せられました。殆どが基地建設中止を求める

意見だと考えられます。意見のなかには SDCC からの呼びかけに応

えた海外からの意見も含まれています。「意見は日本語で」という条

件があるので、ネット翻訳機を使うなどして提出した方々もおり、その

想いと行動力には勇気づけられます。県が海外からの意見をどのよ

うに扱うかは分かりませが国際社会が注視していることは明確に伝

わっていると思います。以下、承諾を頂いている方の中から3名の意

見の一部を紹介します。 

 

「私は米国市民として、他の多くのニーズが満たされていないこの

パンデミックの間も建設が続いていることに失望しています。私は連

邦議会下院軍事委員会の議⾧を務めるアダム・スミス下院議員と

何度も話し合い、辺野古・大浦湾にこの基地を建設することに反対

を表明しました。このパンデミックと世界的な経済混乱の間、建設は

中止すべきであり、計画は徹底的に再検証されるべきです」 トレイ

シー・ライさん（米国労働組合APALA メンバー 大学教授） 

「今日、地球全体のサンゴ礁が人間の活動によって、不可逆的な

悪影響を受けています。大浦湾は特別な場所です。わずか 10.81 

平方キロメートルの非常に狭い海域に、オーストラリアのグレートバリ

アリーフと比較して、驚くべき 426 種以上の造礁（サンゴ礁を形成

する）サンゴがあります。オーストラリアのグレートバリアリーフ（以下、

GBR）は、約336,698 平方キロメートル（大浦湾の30,000 倍

以上）の広大な海域ですが、サンゴの種数は 436 種です」「琉球

列島には大浦湾のような場所はなく、世界のどこにもありません。地

形、深さ、流れ、水温、日光、底質など全ての絶妙なバランスにより、

海洋生物に驚くほど適した環境を生み出しました」「玉城デニー知事

にお願いします。「NO」と言ってください! 大浦湾を守るには、辺野

古新基地計画の中止が必要です」 キャサリン・ミュージックさん（米

国 海洋学者） 

「平和の礎、第二次世界大戦の犠牲となり命を落とした人々に敬

意を払っていただきたい。埋め立て工事を中止し、海の生物、とりわけ

ジュゴンを基地建設の脅威から救っていただきたい。沖縄に米軍基地

が存在することは、アジアに住む私たちに対する脅威です。アジアに平

和な社会を築いてほしい。命や自然を大切にするためにも軍国主義

やめていただきたい。ぬちど宝です。正義と平和を!」 ポール・ガラン

さん（フィリピン 子供支援NGO 代表） 

 

築き上げてきた国際社会との連帯を通して辺野古・大浦湾の自然

を守っていきましょう。            （国際担当 吉川秀樹） 

辺野古・大浦湾  
埋め立ての現状 

 
大浦湾を守るため、これ
以上の土砂投入をやめ
させましょう 
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る米軍 LCT 爆弾運搬船の大爆発により死者 102 名負傷者

73 名という大惨事に見舞われた。米軍の伊江港軍事利用は

まさに村民の気持ちを逆なでするものである。さらに村の主

要産業である観光事業の拠点であり、村民の玄関口である伊

江港の軍港化は絶対に認められない。 

 阿波根昌鴻さんの闘いと平和思想を学び、継承する「わび

あいの里」として抗議の意思を表明し、声明文として関係機

関に申し入れている。        （沖縄県在住 高垣

11/9沖縄県交渉 

11 月 9 日午後、県庁会議室で土木整備統括官をはじめ海

岸防災課、自然保護課、辺野古対策課と交渉を持ちました。11

月 27 日防衛省交渉に向けて、沖縄県の設計変更承認申請の

内容審査の姿勢を確認するためでした。交渉には海勢頭豊代表

以下SDCC スタッフ、桜井国俊沖縄大学名誉教授、真喜志好

一沖縄環境ネットワーク世話人、東恩納琢磨名護市議と、沖縄

県議の比嘉瑞己、島袋恵裕、玉城健一郎の皆さんが参加しまし

た。9 月の「公有水面埋め立て設計変更承認申請」（沖縄防衛

局）の告示・縦覧が終わり、報道機関もこの交渉に注目。沖縄

タイムス、琉球新報、琉球朝日放送、毎日新聞が参加。 

 

国内外から 18904 件の意見書が寄せられた関心の高さ

は、ジュゴンが生息する大浦湾の埋め立ての中止とジュゴンの

保全を求めているからです。まず、内容審査の現状を確認、「予

想を超えた意見書数なので、土木部内他課の協力を得て意見書

を氏名・住所で整理し入力している段階。すべての内容をチェ

ックできていないが、専門家の意見を聞いている」「１２月名

護市議会に間に合うかは分からない。名護市民の意見概要を公

開できるかは内部で検討する」と前向きな返事をいただきまし

た。 

 

次に、沖縄防衛局が変更申請で環境影響を予測・評価する「具

体的な材料」を明記していないから内容審査ができないのでは

ないかと追及しました。県は「データなど詳細な資料請求を行

う。疑問点については沖縄防衛局に確認し、環境部の意見

を参考に審査する」と回答。桜井さんからは「沖縄防衛局

が県の不承認を想定して裁判を準備している」と形式審査

の不十分点を指摘。土木整備統括官からは「ご意見は十分

わかりました。きちっと指摘すべきところは指摘する」と

の決意を明らかにしました。 

 

ジュゴンC が大浦湾に生息している証として、鳴音デー

タの公開を沖縄防衛局に要求すること。埋め立て土砂運搬

船が本部沖から大浦湾に夜間航行していることは、沖縄防

衛局が決めた「工事時間帯は日の出１時間後から日の入り

１時間前」の環境保全措置に違反する。緊急に指導を行う

べきと強く要請しました。    （事務局 蜷川義章） 

沖縄から 

去る 9 月 21・22 日そして 27 日伊江港を管理する

伊江村に対して、時間外緊急連絡用の携帯電話への連絡

のみで、米軍揚陸艇を突如着岸させ、軍事演習物資等を積

載した軍事車両の上陸を強行した。伊江村や議会からの

抗議決議等のあった 2016 年 1 月以来の米軍艦船の入

港だ。 

米海兵隊は今年に入り、伊江島米軍飛行場の滑走路や

離着陸帯を修復し、新戦闘構想「遠征前方基地作戦（ＥＡ

ＢＯ）」を実施する上で「最高の訓練場」と評価しつつ10

月には高軌道ロケット砲システムの展開や燃料・弾薬補

給点の構築など、海上襲撃訓練を実施したことを明らか

にした。 

今回の伊江港軍事利用はこの訓練の一環として強行さ

れたもので軍港化への布石。 

県は港湾管理権に基づき、天候不良や発病等緊急時以

外の利用は認められないこと、演習又は訓練の実体を伴

う「出入」や「移動」については、明確に禁止する意向を

示している。 

 沖縄戦の縮図と言われる悲惨な地上戦を経験した伊

江島は、さらに戦後も 1948 年 8 月 6 日伊江港におけ
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沖縄防衛局による埋立工事の変更申請に対する意見書を沖

縄県に出すべく、ＳＤＣＣも、多くの市民団体と協力し合っ

て、意見書の提出活動に取り組んできました。ＳＤＣＣの意見

書ハガキを広めるために、会員へのニュースレターや一坪反

戦地主会関東ブロックのニュースへの同封などしました。更

に家族、職場、地域、そして、辺野古実の主催する、毎月第1

月曜日の防衛省前での集会や官邸前でのスタンデイングで広

めました。 

ハガキを手にした人たちは、「今まで意見書提出の集会など

に参加したが、難しくて敷居が高くて自分には無理だと諦め

ていたが、この意見書ハガキなら、自分でも書けるし周囲の人

にも勧めることができる」と、喜んで持ち帰ってくれました。

その後「ＳＤＣＣのハガキを真似して作りました！」と言う方

も出てきました。 

「埋めるな！連」が、上野駅での宣伝行動を取り組み、毎回

30 人が集まる賑やかな行動となりました。ＳＤＣＣも独自に

上野駅で宣伝行動を行い、官邸前スタンディングメンバーも

応援してくれて、ジュゴン折り紙やジュゴンステッカーを渡

すなどしました。 

「埋めるな！連」や辺野古実では、意見書提出の期間中、毎

日各団体の活動内容をメールで報告しあい意見書を広げる大

きな力になりました。横の繋がりの大事さを実感した活動で

した。 

 今後は、みんなが頑張って提出した意見書が、どう生か

されていくか見守りながら絶対に基地は作らせないとこ

れからも活動していきましょう。 （首都圏 宮城韶子） 

  
 

首都圏 

設計変更申請書への意見書を誰でも送ることができると

聞いて、絶対に広げたいと思いました。ただ、県に提出する

意見書って、ちょっとハードルが高い感じです。「何を書い

たらいいの？」「私が書いても大丈夫？」と気後れする人も

多いのではないか。そこで、意見を書き込むだけで送りやす

いSDCC 版『意見書ハガキ』を作ることにしました。かわ

いいジュゴンのイラスト付きで、親しみやすいのもいい感

じ！（自画自賛  ） 

意見書ハガキは、会員さんへ送付したほかイベントなどで

配布、SNS・メールで拡散するなど色々な方法でアピール。

そして、持ち帰っての配布、展示会場に設置など、たくさん

の方のご協力をいただきました。 

関西 

三重県の会員佐山和子さんは、名張で開催の「8/23 戦争

はいや！平和のつどい」で意見書はがきを配布、集めたハガ

キとカンパを送ってくださり、その後も多くの方に呼びかけ

てくださったそうです。山口県の三戸さんの取り組みは6面

の投稿記事をご覧ください。 

18904 件の意見書は全国各地でのこんな取り組みの成

果。ジュゴンの海を守る思いが確実に広がり、きっと未来へ

つながると実感しました。私にとってはこの件を通じて、佐

山さん、三戸さんと親しくやり取りできたこともうれしい成

果です。             （関西 山根富貴子） 

 

じゅごん茶話会でも意見書について学びました 
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15 枚配布しました。 

また毎月 1 回ある映画上映会の主催者（沖縄に同行した

友人）に頼んで会場でSDCC のジュゴンマスク、沖縄平和

サポートのイカラー・島豆腐燻製の販売と共に葉書を配布

しました。上映会参加者は一般人より意識は高いですが何

かの説明があった方がと思い、SDCC のブログにあった呼

びかけ文（期限 9/28 も添付）と琉球新報の専門家の意見

のコピー、そして葉書をセットにして約 70 部を配布しま

した。参加者のみなさんはあまり説明をしなくても「辺野

古新基地反対のことね？」と進んで持ち帰り、また署名も

進んでしてくださいました。 

私のしたことはとても小さなことですが、もし沖縄県と

国が裁判になった時に、多くの同志の努力で集めた

18,904 通の意見書が民意の証明になれば、たいへん嬉し

く思います！！       （山口県在住 三戸清恵） 

沖縄県への意見書が18,904 通だったとのこと、とても

素晴らしい結果ですね！実は私も 100 枚足らずですが

SDCC の葉書を配布しました。 

辺野古新基地建設反対の市民団体『「辺野古に土砂を送ら

せない」山口のこえ』の会議でSDCC の葉書を見せると、

仲間の一人が30 枚欲しいと言いました。山口県内もコロナ

禍でイベントは少ないのですが、知人から上関原発建設反対

の市民団体の会議で配布したら？と助言があり、そこで約

（……ヤバい。しかし、まさか、アリがしゃ

べる、とは！？） 

アリ語で寝言を言うほど、アリの研究に没頭

する著者。よくぞ、研究してくれました、と思

う。 

農業するアリの存在は知っていたけれど、お

しゃべりするアリって、ほんと？と思う。 

しかし、敵の侵入を防ぐために、巣穴の入り

口をマンホールのような頭でふさぐ「ナベブタ

アリ」という一生扉役のアリや、一生貯蔵庫役

の「ミツツボアリ」がいたりして、役割特化が

すごくて、面白くて、アリの世界は奥が深い。 

「現在、地球上には１万1000 種、１京個体

のアリがいるといわれている。生物量（バイオ

マス）は、人間とすべての野生哺乳類を足した

重さと同じ程度。多様な種を維持し、量も豊富。

アリは資源を枯渇させることなく、多少の入れ

替わりはあるにしろ、5000 万年間、この地球

で生き延びてきた。ホモ・サピエンスが登場し

たのは、たった 20 万年前。昆虫の類は僕らの

大先輩であり、なかでも、アリは進化・適応の

詰まった宝箱である」「サステナブル（持続可能

な）社会を考えるとき、学ぶべきことは多い」

と著者はいう。 

近年、問題になっている外来種ヒアリの上陸。

定着してしまうと大問題を引き起こしそうで

す。一度生態系を壊してしまうと、元に戻すの

は不可能に近い。私たちは、今、新型コロナウ

イルスの地球規模の蔓延や温暖化による異常気

象などに直面しています。グローバル経済社会

はもう破綻寸前です。著者はいう「生態系から

離れたら、僕たちは生きてはいけない。あんま

り無茶なことをすると、生態系の側からパージ

されるのではないだろうか？」と。本当の意味

での「持続可能」を考える時に、5000 万年と

いう長い時間を、ほぼその生態を変えず生き続

けているアリの世界から、人間の世界を眺めて

みるのもいいかもしれない。 

（関西 池側恵美子） 

「アリ語で寝言を言いました」 
村上貴弘著 （発行：扶桑社） 

 

扶桑社新書335 

今号より、新たに読者のみなさんからの声をお寄せ戴くコーナーを設けてみました

（不定期）。初回は、以前から署名集めやグッズ販売などSDCCのサポートしてくだ

さっている三戸さんから戴きましたよ。 

小さなことなんて、いえいえ。とてもあり

がたいサポートです！これからもどうぞ

よろしくお願いします！ 

18,904 通の意見書は、辺野古新基地建設を必ず止めたい私たちの民意です！ 
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2000 年に九州沖縄サミット・ミレニアム記念で発行さ

れた二千円札。皆さんは日常生活で目にしますか？ 

沖縄の心のよりどころである首里城の守礼の門が印字さ

れていることもあり、沖縄では愛着がわくお札として20 年

たった今でも日常的に目にします。 

しかし本土での流通量は2005 年には5 憶枚、昨年には

何と 9800 万枚に減少しているそうです。一方沖縄では流

通しやすいよう ATM に二千円札専用機が設置されるなど

○わんさか通信 ★ ジュゴンの○わ 

キャンペーン効果もあり去年は7.1％UPの698万枚が流

通しています。確かに日頃仕事で現金を扱う私も三日に一

度は手にしています。 

もはや沖縄だけで使う紙幣なりつつあるのか？これまた

絶滅の危機なのか？！どうぞお忘れなく。 

（沖縄 小平裕美） 

 

毎週木曜日は辺野古行動日である。西原町民会議の小

型バスは10 時に出発し、高速で11 時には辺野古ゲー

ト前に着く。西原町からは１２人ほどだが、うるま市、

沖縄市、那覇市、浦添市や北谷、読谷、他の参加者が多

く、木曜日は一番の賑わいになる。みんながマスクを着

用し、連帯し、いがみ合っている場合じゃない。ジュゴ

ンのように大人しく静かな中に歌あり踊りありで相変

わらず楽しい。 

ふと今年の元日、辺野古闘争初ウクシーで祈願したこ

とを思い出す。夜明け前から準備して白々と明ける辺野

古の浜に即席の火ヌ神を設え、天の神・地の神・龍宮の

神に祈りを捧げた。特に昨年に起きた異変、ジュゴンの

死、首里城火災、豚熱などの発災を報告。世直しの祖霊

の神々にも「今年こそ辺野古の闘いを鎮め、平和世の太

陽を崇めさせてたぼり」と祈願し、安倍とトランプの早

期退陣も念じたのであった。そして、祈りは通じ顕現し

たのが新型コロナのパンデミックである。 

勿論生活は苦しくなった、しかし100 年前のスペイ

ン風邪が第一次世界大戦を終息に向けさせたように、今

回のコロナ禍も神の処方に思わねばならない。我々人類

が既に自制力を失い、東アジア日米同盟基軸の軍拡競争

も止められず、核戦争の大破局に向かう正にその危機を

抑えるごとくに起きたのが新型コロナではないのか。案

の定、安倍は退陣し、米国はトランプからバイデンヘと

リセットされた。 

そして問題は安倍を継いだ菅。彼が、ポツダム宣言受

諾違反の神国再生のためにジュゴンを抹殺するならば、

日本は米国支配のまま、又、地位協定も変えないまま、

独立と引き換えに国体を護持するということである。そ

こでさらなる問題は立憲民主党と合流しようとする社民

の体たらくだ。このような低レベルの政治がジュゴンと

天皇の歴史を秘匿し、から騒ぎすること自体が問題であ

る。神武の童名が「サヌ」で熊野川河口に「サヌの浜」

がある事実を国民に教えない政治とは何か？「サヌ」が

「サン」で、ジュゴンであることを知りながら、国体護

持のため黙っているということか？ 

気がつくと、浦添壮年合唱団が「辺野古旅情」をサン

シンで歌っていた。 

海勢頭豊（うみせど ゆたか：SDCC 共同代表） 
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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号京橋ベース 

（旧野口ビル）302  TEL/FAX 06-6353-0514 

                  「日本学術会議任命拒否は法律違反」  

菅内閣は日本学術会議会員（注）105 人のうち6 人の任命を拒否しました。これは日本学術会議法7 条2「学術会議の推薦に基づ
いて内閣総理大臣が任命する」（下線は筆者）にある「形式的に任命」に違反します。日本学術会議は直ちに抗議。日本科学者会議、
WWF-J、日本自然保護協会なども「撤回と任命を求める声明」を出しました。14 万筆以上の緊急ネット署名を提出。「法律違反」と
の世論の高まりに、自民党やフジテレビなどは筋違いの「学術会議見直し」論やフェイクニュースをまき散らしています。安倍前内
閣が2015 年「安全保障技術研究推進制度」など「軍学共同」路線を進めてきた中で、2017 年日本学術会議が「大学や研究機関の研
究者に軍事研究をさせるための助成制度だ」と反対したことが目障りなのです。同年、首相官邸は学術会議に会員定数 105 人を超
える 110 人の名簿提出を求め、学術会議が提出していた事実も明らかになりました。「撤回と任命」を求める運動こそが、学問の自
由、表現の自由を守ることができると思います。                           （事務局 蜷川義章） 

（注）科学者87 万人を代表する政府から独立した機関。戦争協力への反省から 
設立。会員210 人と連携会員2000 人が職務を担う。３年で半数が交代。 

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 

《 今後のスケジュール 》 

街中を歩いていてふと見ると「これはジュゴン?!」と思う場面が時々あります。意図としては違うのでしょうが、街にもジュゴンが溢れてい
るようでうれしくなります。そんなジュゴンを今回はご紹介いたします。 

最近はマンションの入り口辺りにオブジェが設置されていることがありますよね。この写真は兵庫県・芦屋のとあるマンションのオブジェです。
ここは海に近いこともあるので、多分「波」をイメージしているんだと思いますが、私にはどうしてもこれがジュゴンに見えて仕方がないです。
可愛らしいジュゴンが「ジュゴンの棲む海を守ってください!」とでも言ってお祈りしているようなポーズに見えませんか?! これがジュゴン
だと思う人はきっと私だけ?かもしれませんが、いつか皆さんにご紹介したかったオブジェです。 

皆さんの街角にも探してみるとひょっとしたら可愛いらしいジュゴンが居るかもしれませんよ。多くの方の「街角ジュゴン」のご報告をお待ち
しています!                                                  （関西 上田千鶴） 
 
 １万 8904 件の意見書提出をふまえて 

今、また、大騒ぎハガキを出しましょう！！ 
OKINAWA じゅごんを救え！大騒ぎハガキに加筆し、意見書

版ハガキを作成しました。 

防衛大臣（政府）に、この意見書の意義（重み）を知らしめ、新
基地建設は不可能なのだということをわからせるために、今、ま
た、大騒ぎハガキを出して下さい！同封ハガキに、あなたのひと
言を書いて、切手を貼って投函してください！ 

これだけ多くの意見書が出されたのは、辺野古工事が問題だら
けだからです。『辺野古ＮＯ』の声は大きくなっています。声を挙
げ続けましょう！ 
 

＜関西＞ 

・11/26（木）じゅごん茶話会 14:00～SDCC関西事務所 

・全交スピーキングツアー 講演：奥間政則さん 他  

  12/4（金）18：30〜 西宮市民会館  

  12/6（日）13：30〜 大阪市立西区民センター  

・12/24（木）じゅごん茶話会 14：00〜  SDCC関西事務所  

＜首都圏・全国＞ 

・11/27（金） 環境省・防衛省交渉 

・〝震度１で崩壊〟ちゃー「すが」止めよう！辺野古新基 

地建設11・21 集会 

11/21（土）18：00 開場 文京区民センター・３-Ａ 

講師 立石雅昭さん 新潟大学名誉教授（ZOOM） 


