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オス プレ イ配 備に 対す る意 見書 につ いて  
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定に より 提出 しま す。  
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オス プレ イ配 備に 対す る意 見書  

 

昨年 ９月 ９日 沖縄 県で 、１ ０万 余の 県民 が結 集し て「 オス プレ イ配 備

に反 対す る沖 縄県 民大 会」 が開 催さ れ、 日米 両政 府に よる 垂直 離着 陸輸

送機 ＭＶ ２２ オス プレ イの 強行 配備 に対 し、 撤回 を求 めた 。さ らに 今年

１月 ２７ 日、「 Ｎ Ｏ  ＯＳ ＰＲ ＥＹ（ノ ー  オス プレ イ） 東 京集 会 」が

都内 で開 催さ れ、沖縄 県全 市町 村長・各 議会 議長（ 代 理も 含む ）、県 議 が

参加 し、『建 白書 』が 安倍 首相 に提 出さ れた 。  

 超 党派 によ る前 例の ない ほど の大 きな 取り 組み は、昨年 の県 民大 会後 、

ひと 月も たた ない １０ 月１ 日に 、オ スプ レイ を強 行配 備し たこ と、 その

後の ２カ 月間 で、 県・ 市町 村に よる 監視 にお いて ３０ ０件 超の 安全 確保

違反 が目 視さ れて いる こと にあ る。  

また 、再 三の 注意 や申 し入 れに もか かわ らず 、米 軍基 地の 存在 ゆえ に

幾多 の基 地被 害を こう むり 、１ ９７ ２年 の復 帰後 だけ でも 、米 軍人 等の

刑法 犯罪 件数 が６ 千件 近く に上 るこ とな ど米 軍に よる 事件 ・事 故、 騒音

被害 が後 を絶 たな い状 況も 沖縄 県民 の怒 りを 広げ る原 因と もな って いる 。 

 そ の上 、普 天間 基地 に今 年７ 月ま でに 米軍 計画 によ る残 り１ ２機 のオ

スプ レイ 配備 を行 い、 さら には ２０ １４ 年か ら２ ０１ ６年 にか けて 米空

軍嘉 手納 基地 に特 殊作 戦用 垂直 離着 陸輸 送機 ＣＶ ２２ オス プレ イの 配備

が明 らか にな った こと は言 語道 断で ある 。  

 そ こで 、沖 縄県 民の 願い に心 を寄 せ、 以下 のこ とを 政府 に緊 急要 望す

る。  

記  

１  オス プレ イの 配備 を直 ちに 撤回 する こと 。  

２  今年 ７月 まで に配 備さ れる とし てい る１ ２機 の配 備を 中止 する こ

と。 また 嘉手 納基 地へ の特 殊作 戦用 垂直 離着 陸輸 送機 ＣＶ ２２ 、オ

スプ レイ の配 備計 画を 直ち に撤 回す るこ と。  

３  米軍 普天 間基 地を 閉鎖 ・撤 去し 、県 内移 設を 断念 する こと 。  

 

以上 、地 方自 治法 第９ ９条 の規 定に より 意見 書を 提出 する 。  
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