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アメ リカ合綾田大統領 ドナルド トランプ廠

舷悶来置大使ウィリアム F ハガティ 股

在沖米軍四軍銅盤官エリ ック スミス殿

肉閣総理大臣安倍晋三鳳

肉眼官房長官 ... . 

沖縄，.知司匹 玉城康備軍

米海軍兵士による女性11.. 件の篠書省を追悼し、手どもへの保置

とケアを求め、真相寛朝、人身保直直径の明確化、米軍の徴収をlIt

める要求.

4周13日宗明に北谷町の"'"亀で舞金した米海軍兵士による女色JlI:W.'"に
悲しみ企ともに大倉伝偏鰻を霊吋ています."'.者米兵も白根していることか

ら.司匹併の鱒.は不明ですが‘ 事件は1¥婚の外で起こりました.女色が，.か

ら米憲兵隊に動けを語，.，.沖縄の曹司院にも、その司R実が周知されていたこと，..

女性が寂される恐怖の申にあったことを明らかにしています.総された女性は

加'者との損傷を拒否する過程でも 性的・カを隻けていましたー.件を遜'ー

したのが被害者の子どもであるということも環削です.そのむ情を恩ろと 被

・・の関係者に，1+分与支慢とケア、そLてプライパン の1<11が求められま

す.

去る 4"2目、スミス四百官a・曾は これまでに実舞した未異"'1I1o外行勉

への鰻舗を‘ r，隊員句により沖縄の鑑カを剣砂、鋼臨しんでもらうため従』とし

て緩和しています.しかし.後書者の食径はこのときすでに、被曹を米憲兵に

依え出ていました.そのような阜で舗和が符われたということです.今回の率

件を受けて、司令官，."械知事に封し鮒偲を行い、 rすべて私の寛怪ですJと

舞曾したのですから どのようにその責任を取るつもりなのか‘単なる冨耳障で

は怠〈 具体的に示すように求めます.

..留兵士への‘雄外行・砲の組"が緩和された矢先に この街た"・併が起こ

ったこ企は.制.そのものが幌鍵していむいことを示しています.rリパ予ィ制

度Jといいますが、自由に幽λりするのは朱軍関係者の側だ"で 沖縄の人々

には侍されない片務的怠 「自由Jです.芯ぜ・和するのでし ょうか.なぜ 「隊

員らによ り沖縄の勉カ告知り 楽しんでもらうためJが、沖縄の人々の命の安

全より優先されるのでしょうか.

また、 亡の4月l玄.2016年に殺書された家慢のす.3年忌に温t:'J ，.すが、

あの事件後に日本政府が実錯している rdトロールj も 影償化 Lた対鰻であ

ることは明らかです.

弘たちは何よりもまず‘Sわれた11ぃ・を暢みます.，.女がどれほどの奉倫

と普しみのなかにあったか. ζれは沖縄"・らす私たちすべてに起こゆ得るこ

とです.亡〈伝った女性はもう銃.障ができ参ぜん.彼女の鏑み普"'与を共にす

る衝として、私たちは簡を上[ずます.
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弘たら隊、』色調a・2巨隠@盛期駐留が得L付fすられている野縄で‘雌!Iと怠〈

織り返される事件のたびに、健'舎を陵める舞寓や輝度にも ・2とな〈引き
翻かれてきました.!容 に、策審に遭った人の噂餓が守られるよう 強〈京め

Tごいと思います.

私たちは、「軍隊11構造的暴カ組.であり、平時と戦時とを問わず、人聞の安

全密保障し怠い』と訴え続けてきました.基地 軍隊は、人聞の心と身隊を"

剣恕までに磁担しており そのaカはフェンスの肉と外とを聞いません.ねた

ちは、 今こそ共に怒り、抗槍の声を」ヒlずる時です.

私たちは 日朱商政府 米軍沖縄県に対して 基調座ー軍隊の駐留がもたら

すこのよラ与現実を自慢し、貴侵ある待"を依るよう.以下のことを磁〈要家

します.

ー、彼曹轡を取り巻〈人々と子どもたちへの謝揮"保護、ケアが行われること.

ー.a突が究明され、加書の原因分舗が完全に沖縄の人々に知らされること.

ー 米軍の盆地外行動の規制を・和し恕いニと.

ー‘沖縄に暮らす人々の人身の保護について 日本政府と沖縄県の貴信のあり

方を明砲にすること.
ー沖縄に暮らす人々の真に安全な社会を実現するため、沖縄かり全ての‘地

.岡障を徴収すること.

2¥l19" .周 "8

a‘II! . .1障を併さ~い特則する玄たちの金、 津縄県女性団体連衡箇儀会、 SOH ・・，， 'ワ
.トップ女優センタ の股立を強(11(;会).ltJJft鍾センタ 沖縄 (REICO)."定緋"制活陶
~人お.~わCAPセン夕 、シヱンダー悶舗を・える会 1女性会様、街悶本婦人の舎‘抑縄県
.・~倉温・・傘、沖敏組 寓敏組、 m・ヲロッヨリー、合竃してないプロジzクト わんから市
aの会沖縄九条i阜、沖縄YWCA
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米兵によるレイフ被害目
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防衝突巨
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:ttH8争 10JI 1日

五地恵国訟はいらない4.29舞金実行書員会

{連幡先沖縄 W反旗雄主金属鹿プ"'タ

百，1:090-3910 ・t‘。}

，.， 固の夜 "崎学ごろ 米軍嘉手納~儀所・の".随軍上等兵治言 語に静いよ単身に何も.に勺けな

い俗、。符鍋除慨谷村の民家に侵入し佳暦侵入の隈』‘で.手納署に緊急逮繍されました 当時そのI!:，こいたの ま

術後Z隼の女平生徒と生後sカ月の女児だけで 女子生徒Jま法兵に『殺されるJと恩』、幼い鱒t'-.e~ゆえて
リピJ グの定から練是で飛ぴ凶し、近隣の知人宅に遺"治んだとめことです.

『味線麟・H押縄タイムス』 によると 移併の飽綱~ I 9 ß 村役島や."隆会による神鋼防耐~，、の鶴績の渇

で分かり "や村組会の』底調豊勝係費査特制委員会が肉'簡を刷E川崎こしたkいう ζ 止です.

見民兵ら敵入館館署の~oた尊から.百，ー トル.の民泊用の家を修勺て-^ ティ H 周辺三~か..

"'I!II!I.されたほど.ホSぎをしていた..肉定で鉱衝していた朱長'"入外に幽て民稼に待。む女子生徒同

両組ともに不在の‘時限工子守'"L-f':lilらテレビを見ていた，， ドン ドン， t穫の外壁~.t:f.'.~ <膏に 大きな

g鳴り買がしばらく続いた後 鍵のかかq てい俗か勺た玄馴から上手身擦の男が入。て舎た . 

締鯨に峰震は.りませんでしたが逃げて会た女子生徒ほ修の震えが止まら々かったと』、、ます.また事件後

も学後 *早渇するなど動婦が緩いたそ うです. その強調Eち・..~旬戻した止のこ とですが どんなにカ4捗ろL

かったことでしょう.平安な暮らしを脅か」 勧情。ー陥れた米兵らの繍a降を断じて野ぜません.

後谷村.金l玄"固に・..会a・.開.米兵による住居侵λ事件に依渇する.見書'"鱒....盆舎一訟で開J
~し①核奮曹，、の...及び完全禍・、②米軍人目..・.'、のλ権教育の・鹿と発紛住ある線本的'tllHi!防止策

の公表 ③悶S快調皇位也.の早急な依率的改正..・I)1. L ~ (例闘能塵大臣肉眼官房長官 外鶴大臣隣術大医

持a及び生方~.組省大臣外務~特命全権大使 {持‘律事} 仲'"高‘局長宛て).2 1自に棺仲縄市事手織

or亀谷町によるZ手納飛行・に慣する三市町適絡会 《三遺悔〉色銚‘文を日来健進4幌a聞に.. 幽しg障した

右.f.J，.I!t:~何..の批怠に討して æ~米a・・畑町 ， 0刻陸相庫支援作吻セオドァ .タイト町令官は、町.cた上

で r-'UIや令たζと s 組織全体に~..を与えている J t1・q たそうですが、逆です.棋..，λa脅しの附a艇をす

るU !l亀がそこにあるからとそ 米兵週，.が繕えないのです

9)1200には、 20l!i年"に".の女性を処・符 4聖書した~米海兵隊員で..の篠宮Pの俊民審第二

寄がひらカれ強奇数~ ，死体遺棄を緩めつ円a民意 .否定し級人揮無罪を主張する被告にたいし・9明懲債のー

審判決~待犠舎の償訴嘱却の判決が幽されま した. 朱兵の霊行やE した罪の置い送れを銅 〈 米軍優位め困米

迫位悔11'1'.1銀河解改定寸バ舎でr，沖縄の人びと.危険に闘す米軍による事件を繍り返させないたの操.基調血を

な〈守ペ舎です.

神'島眼"翁.~.の直志.継ぎ、辺町 ，'iJ]lJ')立て.".・R固 L 工事金完全にストップさぜました，そして辺

野省断u・..止を縄げた玉，.デニー斬知事渇'.生しました.国本放崎信沖縄の良..に縫い "処の人びとの

留まない温野吉駅a‘睡且Bを断念し 即刻中止令べきです.・..，..，色"無条件で開償 返還すバ暑です.

以上@ふまえ。 ~ < 要摘します.

自本敏胸は九月乞四の朱隆司区兵による住居不法侵入に対する言語谷約百院会の要輔・u.縄"履行することE

岡本政府は辺野占新基惣建絞.即略中止するζ と.

日#敏腐は神間からすべての軍事隼婚を微去さぜるζム
以」じ

'‘ 



米軍基地負担に関する提言

全国知事会においては 沖縄県をはじめとする在日米箪基地に係る基地負

短の状況を、基地等の所在の有無にかかわらず広く理解し 都道府県の共通

理解を深めるこ左を目的どして、平成 28年 11月に「米軍基地負担に関す

る研究会」を設置し、これまで6回にわたり開催してきました。

研究会では、日米安全保簿体制と日本を取り巻く課題、米軍基地負担の現

状左負担軽減及び日米地位協定をテ←マに、資料に基づき意見交換を行うと

ともに 有裁者からのヒアりングを行うなど、共通理解を深めてきました@

その結果

(j) 日米安全保障体制は国民¢生命財産や領土領海等を守るために

重要であるが、米軍基地の存在が 航空機騒音米軍人等による事件・

事故、環境問題等により 蓋地周辺住民の安全安心を脅かし 基地所在

自治体iこ過大な負控金強いている側面がある。

o 基地岬辺以外においても催彰捕やヘリコプターによる飛行訓練等が

実施されており、騒音被害や事故に対する住民の不安もあり、訓練レー

トや卸練が行われる時期・内容などについて、関係の自治体への事前説

明 通告が求められている。

(l) 全国的に米軍基地の型車理縮小返還が進んでいるものの 沖縄県に

おける米軍専用施設の基地面積割合は全閏の7割を占め 依然として

極めて高い@

④ 日米地位協定は、締結以来度も改定されておらず、補足協定等によ

り運用改善が図られているものの、 圏内法の適用や自治体の基地立入権

がないなど、我が固にとって、依然として十分とは言えない現況であるa

⑤ 沖縄県の例では、県経済に占める墓地問h墓収入は復帰時に比べ大幅に

低下し、返還後の跡地利用に伴う経済効果は基地経済を大きく上回るも

のとなっており 経済効果の箇からも、更なる基地の返還等が求められ

ている

といった、現状や改善すべき嫌煙を碑認することができました.

米厚遇在地は 防衛に関する事項であることは十分認識しつつも、各自治体

住民の生活に直結する重要な問題であるととから、何よりも国民の理解が必

要であり、閣におかれては、 園民の生命・財産や領土・領海等を守る立場か

らも、以下の事項について、 層積極的に取り組まれるととを提言しますs
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配

1 米軍機による低空飛行訓練等については 闘の責任で‘膏測定録会槽や

すなど必要な実Ii・-査を行う止 ともに、m・・ルートや損"が行われる時期

について速やかな事前柵11111障を必ず行い 関係自治修や地蜂伎箆の不安

を払伏した上で実箪されるよう 十分な配慮を行うこ と

2 日米地位筒定を鐘本的に見直し、航空法や環境法令などの掴肉法を原則

として米温度にも適用させることや、事件 率故防の自治体様員の迅速かっ

円滑な立入の保障などを明記すること

3 米軍人等による事件事敏に対し 具体的かつ実鋤的広防止貨を纏示

し 継続的に取緩みを進めるとと

また飛行場周辺における航空繍.脅規制措置については、 周辺住民

の実質的本負a・2障が図られるための運用を行うとと もに、同措置の実

施に伴う効果について検笹を行うニと

4 ・量殺ごとに必要伎や使用状況簿を点検した上で 基地の望書翠 ・摘小 返

還を積極的に促進するとk

平成 30年?月 27日

全 国 知 事会
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『塊線.. ・J<住民〉

米軍属・4専の剤司庫定 元凶は".臨‘皆本訓練l-(2018年 10Jl7日)

~‘ 女性の命も ..院も 争率勺た婿. しい象件の剤が磁定 Lた. 今問問.件はヨ 米周回使協定，)X

絡を改めて砕き彫りにした 米軍関係犯罪の川.である米2鹿島i舶の在1)J;l-解決Lf，n、ニ どに

ほ樋本的な再莞防止第にはなら，点、

2 0 1 6句".広信きた永軍h 伎.. η般人司炉停で 殺人~強蕗 {ごうかん} 設託" どの第

に問われた凡舟兵隊員で事件当時軍属のケネス フランク リン シンザ ト (10処ガド Yン)被

告は 則限までドニよ告せず 無剣~役め判決刀、e・"した，

習隊 一.判決とも、タネス包宣告が憧害者の鎖..を般0'こり 宵を続的危り して 首付近.

ナイ フで偉副拠金刺したEして ...を包めた.

ケネス彼笹山主公判で~ftI権全行使し 供述を拒んだ.反省の.，会や被省女性 進候へのalf~

はなかった.0噛 も本人のロからは漏られず 『なぜ役されたのかIi:: 1、市削の父幌の峰問

や身障念さは晴らされな8 勺た~ "'''1iな....に終始ιたと宵えよ，.

今回の.件で{玄 米摩入 車属に特亀を与えている臼局長櫓位協定の得遺伺欠陥も~的 ピ僧倒

喜れfー・

剰.由では 儀舎がa底地内で経略砲"を凶った可能性かあるにもかかbらず 立ち入り検奮

が~き " ・可た.

Eミ4ド同首では 車縦補償の肩代わりを 被古勺の l問機居周a を型国闘に米側がす巨命 した.

軍属は地位協定で直後雇用 間続雇用金関心ず 裁判権伝どの特権カ包めιれている

方で 附償責任につ‘・ては直般..聞と開後扇mで区押'IL 米側M補償対象外として支払い&免

れようとした

米政府は、 資イ'i:t"f1.らない問鎗贋周の草原に主で特権.与えている二とになる.今回信政治

的判附で見S時金が支仏われるものの 極めてごg合主越であ句 許されないー

~健闘島'"が米軍焔みの~..の彊S震になっているだ付でな〈 摩しみに枕".・2契に会らに苦痛

の~ ， 打ちを鈴"幌けているa 地.銘定金改定しなければ Ji:.凶は絶て'"、.

どが困本政府"及び胞だa 事件後に取った対東は、"隣'"患の結小とパト C-Jy隊a置と‘、

う4手先に約わった.

"絹施置を絞めた檎u 定 ..生M隠は 『困期的』と自慢Lたが 俗本解決では会い 6件6磁

を起ニず皮'"杓多数の米兵には何の働集もない.

車肉 ，0 "台で復閣に貝且"をする 『枠縄 曜'"安全パトロ ル隊』に重量っ て1;1. 0抑止

効果が峰わしも‘.11が 口年度に県'に過婚した年間4す4体のうち 象軍人事劃関係は4件

Lか伝かった砂向再開約 "聖7千万円の続金会後じるだけの無用対効果ほめるのだろう，.. 

そもそも 基胞がな付れi玄米軍閥避の狙揮は鎧こらない.軍司修女検の父視が f益増併あるが

ゆえに起ニる.>指悔する通町 危曹の再舞防ヰ貨は基~.. 告である 困慣による徹絡"むう

隻らなも、.n本州政胞は"位協定改定>基地の篠ぷ的削減含するへ舎尼.

ヲ
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「軍属の範園見直し 臭効性のなさ浮き彫りにj (2019年 1月"日)

大山鳴動してネズ、ー也とはこのことである

20 1 5年'ijに県内で起きた米箪属女性暴行殺人事件を受けR米両政府は 17lflJ岡

地位協定の補足協定を結んだ 寧属，範幽や基坐を見直すものだーところが 見直し作業

を経て噂属的要件を満たさない可能性のある従業員はたった w人だった 大部分の軍属

には引き続き門米地位泡定上の特権が残る

裁判権などの特備が地立協定によって認められた圏内の米軍属は"年 w月末時点で I

Ji1857人に上るe 政府は補足協定について，(地位協定の)運用改普とは線を画し画

期的だ」と自債した治 皮肉にも地位協定め対象にならない人広少なさを浮き彫りにしたー

日本政府が補足協定を結んだのは 暖昧だった箪属の対象を明確にすることで 米軍に

よる軍属ω管理型が強化各t犯罪抑ヰ効策につながること合剣得したからだ.対象外の可能

性があるのがたったの;c人では 実効性に乏しいと雪うほカなル九

国際的に貝ても拠常である.寧踊のフち 米政府方直綬居川していない I~育負業者(コ

ントラクタ "の従業員は2224人お句 地位悔定で守られている@

う仮事がドイツやイタリアなどへの駐留条件を定めたNATO地位協定は 米軍属の範図

を米政府の直後居間に限っている 間後厚聞はそもそも寧属とせず 地位協定1--"=特穐も

認めていない米国が"年にアフガコスタンと結んだ地位働定も問様に 繍負業者は軍属

とは扱わ必い

米軍属女性暴行殺人事件で米政府は被告が関銃稲聞であったことを理由に補償対象外

として賠償責任を逃れようとした 最務的には政治的判断で見舞金の支払いが決まったも

のの 特穐だけ得て貨任を果たさないζの区別 ζそ見直されるべきである

;tC雪からの綱告では軍属の教が 1年前より 4809人も増えていた，外務省によると

噌加 したのは茎崎内の商業纏設などで怖く職員数が米側め報告泊ら爾れていたカらだとい

九三れも問題だ2 特織を与えている日本政府が 地位協定の対象である軍属を杷盛する

ことは主権.京としず当然の責務ではなL怖、

ーブザで 繍足凶君主では'"米合問委員会によ って特iこ認められる者J に軍属の~位が与

えられる場合 決定内容の情報公聞を定めていなー、 それが公開さオνよければ 補足路定

は志窓 (Uサ的に誕用される可能性がある その上 日本政府は箪属明確化によるき{j~

防止策を打ち出していない 無策と言われても仕方がない

仮に地位協定対象隙外者を噌やしたとしても ロ本の普療の横査権が及1まない基地内で

働けば犯人は証処槌械を園ることが可能だ.米兵や米雄鳳の多'"防止に実効性を持たせ

るには キ刊まり犯罪者に特権を与える地位協定を銭本的に改定寸るしかない
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