新型コロナウイルスの感染拡大を受け︑
米軍普天間飛行場の沖縄県名護市辺野古移

設に反対する政党や市民でつくる﹁オール
沖縄会議﹂は︑現地での反対運動を一時休
止すると発表した︒﹁命を守るための運動
で命を落とす人を出してはいけない﹂とい
う苦渋の決断だが︑国側はお構いなし︒十

七日は工事作業員から感染者が出て︑一部

工事が中断したものの︑続行の姿勢は変わ

らない︒どうしてここまで強行するのか︒

︵佐藤直子︑石井絶代美︶
は基地建設のための工事車
両が続々と入る＝15日、沖
縄県名護市辺窮；古で

すのが筋︒周辺住民や︑施

懸盛儀欝冊網籍綴酬一織

的鯛細胞間的潤脚脚盤⁝脚掴−脚−鰹

繭粥離賊粥繊細離船満潮灘闘

は事故対応の拠点だったた 減するのが前提﹂と話す︒

設を訪れる人の健康を軽視

防衛局に即時の工事停止を

ている﹂と指摘した︒

ラックが基地内に入るのを

捕維課溜凝議篤慨畿棚儲離籍665

付舵0相川Al的棚滴的⁝欄的柏鴨場咽的蛇⁝栂的帖館A21日

醐凋胴囲嘲調⁝欄閥欄嘲圏闇勲闘牛

少しでも遅らせるため︑ゲ

肩を擦り合わせて座る人

ート前に人々が座り込む︒

々を機動隊が強引に排除す

るため︑接触が避けられな

続いているのに休止するの

い︒感染者がいれば濃厚接
触になる︒座り込み参加者
には高齢者も多い︒感染リ
スクは抗議行動の側だけで
なく︑その場に立つ警備員

も﹁工事は止まっていない 的欄⁝的鵬Ⅵ0欄0脚的惟川棚⁝肋鵬0㈱栂潮⁝閥A12的用
のになぜ休むのか﹂などと 務l鵜糖甜惰器儲繚絹艶競旧儲752

と高里さん︒関係者の閲で

は初めて︒本当に悔しい﹂

加者がマスクを着用し︑一

異論があった︒このため︑
高里さんらは全面的に行動

では四月十日︑すべての参

人一人が距離を保つことな
どをルールとした﹁指針﹂

欄欄峨開脚溝川鰻的笠間噂蒲欄間周嘩醐細胞脚脚脚

が申し合わされた︒機動隊

鱗灘繊謙譲経繕擁

臓脚瑞灘膳認l議l畿憐憫認機繊凝

棚胸⁝師岡掴欄鵡川欄栂的A15閥精細晒胴的川憫⁝鴫川棚

綾織賄樫懇親鰯

視を続けるという︒
それでも︑現場が心配で

足を運んで抗議を続ける人
がいる︒那覇市から週二回

月行っていた二千人規模の
抗議行動は三月以降はでき

らの活動参加者は減り︑毎

議した︒﹁座り込みを排除

和の琉球セメント桟橋で抗 驚辣鶉鎧謙語擬謹l謀議課935

一人だ︒十五日は土砂の積

鑑饗離籍諾競離籍

は抗議に通う元大学教員の 掴MO的欄用帥⁝A16412A16欄間㈹篭闇碓再話鵜Ⅲ〃川棚
屋富祖昌子さん︵七ももその 謎叩勝務鴇畿鶉認識鵠l謀議撚朋

ていない︒それでも抗議行

しようとする機動隊は︑抗

灘護羅競繊

能諾擬畿謹76050欝棚l経鶉

画鵬的バ⁝舶用錆胴的0的州的 A21日娘

灘鰭綴謙譲擬課継続

的間鴨脚同州的棚的碕博鰐0脆罵A15郡的川溝調胞〃

動は続ける予定だったが︑

議する私たちには︑命にか

かわることなのに感染リス

み出しが行われる名護市安

地元の名護市で十二日に同

クなどお構いなしに接近す

コロナ禍の影響で県外か

ルする方法に変えた︒

の歩道からシュプレヒコー

め︑ゲートの前に座り込ん
で工事中止を訴えると︑自
主的に現場を離れて反対側

による強制排除も避けるた

を休まず︑ゲート前などで
鰭鵜御蔵欝憫鶉総務鵠醐鵜憾絹脚
は毎日︑責任者が工事の監

このため抗議行動の現場

たちの側にもある︒

千百日を超えた︒﹁工事が

要請した︒だが︑防衛局は 趨脚盤瀦儲憫l離鷹矧儲掴燃脚絨
﹁停止は考えていない﹂と
輔雛蹴羅難鵠認識鰯
にべもなく︑﹁今はこれ以上
欄的⁝惇椎欄間欄咽糟糠棚側開脚踊触⁝腰川棚仰必用剛
座り込みなどは続けられな
い﹂と判断︒五月六日まで l認懐擬制鵜l識旧怨鵜紹総裁的畿棚
行動の一時休止を決めた︒
ゲート前での抗議行動は 細網棚的⁝璃開門A15欄間橘A16⁝舶脚脳商用は議席職能川村
二〇一四年の開始以来︑二 l凝凝議籍l認l龍牌認緋盤畿l韻糊

翻繊翻轍離

聞鵠耀囲認識畿

掴⁝⁝⁝0脚寝相欄間的∩

目離聯離職鱒鰯鰯

する東電の企業体質が表れ

座り込み高齢者多く接触も

め︑環境省の佐川竜郎・環 Jヴィレッジは原発立地
境再生事業担当参事官補佐 地域の振興事業として東電
は﹁敷地は東電︑国は周辺 が建設し︑一九九七年に県

﹁わたしたちは命を守る

ために基地建設に反対して

いるのに︑その運動の中で
命を落とすようなことがあ
ってはならない︒休止は苦

渋の決断でした﹂︒﹁辺野

さん︵八〇＝写真＝ば︑米軍

古新基地を造らせないオー
ル沖縄会議﹂共同代表の一
人で元那覇市議の高里鈴代

キャンプ・シュワブのゲー
ト前などで続けてきた抗議

行動を一時休止すると決め
た経緯を語り始めた︒
沖縄県内の新型コロナウ

イルス感染者は︑二月十四
日に県内一例日が発生︒三
月下旬には米軍嘉手納基地
で二人の米兵の感染者が出
て︑反対運動の関係者は感
染対策に頭を痛めていた︒

キャンプ・シュワプゲー
ト前での抗議行動は︑工事
用土砂などを積んだ大型ト

市初の感染者が出て事態は
一変︒高里さんらオール沖

前日此度結語縦蔦華講0鵬11W

l認諾櫛棚鰭儲櫛〟細

柄鷲鶉鐙艶

僅

る︒工事を中止してくれれ

なくてすむ﹂と訴える︒

ば︑私たちも抗議に出掛け

17日

米軍キャンプ・シュワプに

「命落としてはならない」

抗議苦渋の中断

縄会議は十三日︑地元選出
の国会議員でつくる﹁うり
ずんの会﹂と連名で︑沖縄

緯

舘

闇
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「非常事態に乗じて進める不当さ」
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工事止めぬ政府
（久ン／／／； ∵∴ ∴∴∴∴∴に 卓考弟
ま
∴

工事を中止している︒受注
者の意向があれば中止する
が︑今のところそうした意
向はない﹂と︑工事を続け
る方針に影響はないとの考
えを示した︒
ただ︑そもそも日本全国
が緊急事態宣言下にある状
況で︑辺野古新星地建設工
事だけ続行する理屈が立た
ない︒実際︑辺野古の埋め

立て工事を受注する大林
組︑大成建設は十七日︑全

国で基本的に受注工事を中
断する方針を示しており︑

工事続行という河野氏の姿
勢には無理がある︒
成瑛大の武田真一郎教授
︵行政法︶は﹁今現在︑予
算と労力をつぎ込むべき擾
先順位がまったく間違って
いる﹂と批判する︒
そもそも辺野古では軟弱
地盤の問題から︑地盤改良
工事なども含め一兆円以上
の建設費用がかかるともい
われる︒﹁これからコロナ

空襲亨÷紹／
網艶謹園田田園軽 ∴

土砂投入途切れず 回りは縄取裁続とを 日見河に七る。関市〇人 はで野工日〇、係はうの ●′ 農 録 ／後 ミ； 飛か基るてにを 鰯毒 剤間の古いれ国 出なチ基いも位だ ・灘 をさい、な別地 龍でが日変で埋 防工出に更軟め辺 衛事だ工が弱立野 局をこ事迫地て古 は中と関ら盤予新 工断が係れが定基 事し分署て発海地 続たかかい覚域建 行○りらるしの毅 のだ、感0、六で 姿が一染十設浦は 勢沖部署六計湾、 ンなるだておが 「「：−三二 見ラク憤縄して

鵜飼暫・一橋大名誉教授
︵フランス思想︶は﹁沖縄
の抵抗運動は﹃命どう害

l
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−一善
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醗
艦

の思想が核心的な熱意とな
っている︒コロナ感染で命

ームー15潤縛罷続出鮨醤竺鰐川

惚継親製糖潤鰯薄謝

醒鰯掘醗鶴

帖の苗⁝二的00間W的⁝調的的的

鰯蹴鰯響

鵬鵠鵬般鵬⁝碕欄間的晴間W諸州補職A12的聞0仰

羅認l艶懸憫溺搬順鞘灘鵜榔第

位脚前席鴇︒間⁝脚柵胴部勝瑞棚11人7端緒⁝

鵜鱗搬繊繊鵠離

艶親鶏謙寵離濯窮競壇

鈍間欄間仰擢‖⁝湿潤⁝極目鯉岬W陸棚〃鈍間周囲⁝

髄鞘鰯鵜鱗弼醒

髄調製摘端欝簡潔縦憶総璃

鵬罵療綴鵠指0鵜篤110的講壁間鰯m

識窮灘藤講鱗務

儲粥餓儲憫雑50騒嶽鵬擬態鵠

l10鵬0掴縞目雨陸離川耗鳩目品朝川鰯昨

繊維離鋪離籍鰯

に関わる事態を押してま
で︑現場に行き続けること
はできなかっただろう﹂と
運動の一時休止に理解を志
す一方︑﹁政府の対応は世
界的な流れに背いている﹂
と批判する︒
先月末︑国連のグテレス
事務総長が新型コロナウイ
ルスと闘うために︑﹁世界
のあらゆる場所での戦争や
紛争を停止しよう﹂と呼び
掛けたことに触れつつ︑鵜
飼氏はこう強調する︒
﹁辺野古新基地建設はま
さに戦争政策の一部︒工事
関係者の健康も踏まえ︑中
断すべきだ︒非常事態にか
こつけて続行することは︑
道義的・政治的な不当さが

蹴臨醜灘

節瀞繋鑓鯨撥

Å10鵡川調川清川日朝溝419

隷灘轡鮨離離籍

凝議響瀧艦嫡態裁擬騨

蛇口⁝調⁝脚鵠鳩胸惇⁝欄⁝的鯛粁416蛸鑓I〝講⁚

鰯醗醗弼艶灘醗騒

はなはなだしく︑安倍政権 鑑識鵜流離糖総摺繍灘就縛

の姿勢をよく表している﹂

説は今るず建不締るとに
明、後ま ○設要県。を彊全
す宣もで作は不良なすか国 る言続工業、急のらるれが

対策にどれだけの予算が必

鰭醗欝露籍 ？歩と政まがの基れもての言

鰯醗灘鰯綴

勘勘世親直結鮎勘骨品

蹴繊議醗轡鱗

印勘乱酔結臥軒鵠鮭帯
織線惣瀞態轢韻撥盤

鱗駆鰯鰯鰯磯

麟l鏡鵜鶉識l絹脚l搬憫絹憫煙鵠搬

鵡川的磐錨繕碓⁝鵬鵠日韓館鎚

18）う府た出は地は沖いこ下

要になるかも分からない︒

一律十万円の給付では足り
ず︑休業補償をもっと充実
させる必要があるだろう﹂
とし︑﹁無理筋の新基地建

設計画を根本から見直すい
い機会だ﹂と話す︒
ただ︑こうした状況や批

判の声にもかかわらず︑そ
れでも政府が反対運動の一
時休止に乗じて工事を強行
する恐れがある︒
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