嘉手納 基地 内で の即 応訓練 に対 する 抗議 決議

平成２ ３年 ２月 ２５ 日、嘉手 納基 地広 報 局から 、第１ ８航 空団が 嘉手
納飛行 場に おい て、技 能の 向上 と航 空団 として の運 用即 応態 勢を高 める
ために 、部 隊派遣 を想 定し た諸 手続 及び 訓練活 動等 の即 応訓 練を実 施す
る旨の 連絡 を受 けた 。
訓練中 、サイ レン 音や拡 声器 によ る放 送 等の音 が 、早 朝か ら夜遅 くま
で幾度 とな く響 いて いる 。町 民か らは 、住民感 情を 無視 した 基地の 運用
に疑念 の声 が上 がり 、度重 なる 訓練 に対 し強い 憤り を覚 える 。
嘉手納 基地 の現 状は、米軍 再編 ロー ドマ ップに 掲げ られ た沖 縄の基 地
負担軽 減と は程 遠く、恒常 化が 懸念 され るＦ− ２２ Ａ戦 闘機 の一時 配備
や相次 ぐ外 来機 の飛 来によ る騒 音増 加 、パラシ ュー ト降 下訓 練など 、基
地の運 用を 理由 にま すます その 機能 が強 化され 、過 密な訓 練が 固定 化さ
れてい る状 況に ある。その よう な中 、去 る２月 ２３ 日、第１８ 航空 団所
属のＦ −１ ５戦 闘機 タイヤ パン ク事 故も 発生し 、戦 闘機等 の安 全管 理に
問題が ある とと も に 、 住 民 へ の 安 全 対 策 に 対 す る 配 慮 が 欠 如 し て い る 。
本町 議会 は、こ れま でに も幾 度と なく 基地機 能強 化に つな がる訓 練等
に対し て、関係機 関に 中止 を求 め再 三抗 議要請 を行 って いる にも関 わら
ず、即 応訓 練が 実施 される こと は到 底容 認でき るも ので はな い。
よっ て 、北 谷町議 会は 、町民 の生命 、財産 、安 全を 守る立 場か ら 、関
係機関 に対 し 、厳 重に抗 議す ると とも に 、下 記事 項に つい て速や かに 実
現する よう 強く 要求 する。
記
１
２

嘉 手納 基地 での 即応訓 練を 一切 行わ ないこ と。
住 民が 実感 でき る負担 軽減 を速 やか に実施 する こと 。
以上、 決議 する 。
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