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■沖縄のこれ以上の基地を作らせない。翁長元知事

の意思を必ず実らせてください。 

■沖縄に基地は不要死産を大事にしたいと思います。 

■沖縄に生き、沖縄を生きる人々の声を尊重します。

「沖縄人の意思で作られた基地はひとつもない」（翁

長知事の言葉） 

■沖縄県知事選に勝利して、19年参院選の野党共闘

を全県で実現し参議院の半数を野党で占有しよう。

まずは沖縄での勝利です。 

■辺野古基地建設中止をはじめ日本中の米軍基地の

撤去は日本の真の独立の実現、憲法 9条による平和

の守るためのｐ保障です。その重要な突破口として

も辺野古吃建設の阻止とその保証となる玉木知事工

法の必勝を何としても日本の平和勢力の一丸とした

力でじつげんしたいもの心している次第です。 

■新基地建設阻止、沖縄の人々による自治権の確立

の全力を集中せん！ 

■沖縄にこれ以上新たな基地を作らせない。翁長知

事の意思を必ず実らせてください。 

■翁長知事の遺志を受け継ぎ，玉城デニー候補の県

知事選必勝を期します。 

■偏見と差別にたたかってきた沖縄に人々と心を

ひとつにして新基地建設を阻止しよう！ 

■普天間基地の撤去返還は出発点として訴えるべき

ではないでしょうか。安倍政権の「唯一の解決策」

の無策さと、沖縄県民の痛みの無理解を批判するこ

とが求められていると思います。 

■軍事植民地の島沖縄から貿易と憩いの島沖縄へ、

アジアの平和安定のために基地強化拡大を止めるた

めに、皆で一致してスクラム訓で頑張りましょう。 

■沖縄基地撤去、辺野古新基地建設阻止に向けて、

翁長知事の意思を受け継ぎたたかいに勝利しよう。

また、地方自治Ｂの確立に全力を上げ安倍政権の横 

暴を許さないたたかいに全力を上げよう。 

■おきなわにおける米軍の基地支配を一日も早く解 

 

 

 

 

消する第一歩にして、沖縄県知事選挙の必勝を願っ

て止みません。 

■原発銀座・若さの一住民、一仏教者として、至心

に連帯して、辺野古新基地建設に反対し玉城知事候

補の必勝を祈念します。 

■沖縄の人たちが自分たちの知事を納得して選べる

ように支援します。沖縄は本土の奴隷ではありませ

ん。 

■｢イデオロギーよりアイデンティティー」「オール

沖縄」を訴えて沖縄県知事選に勝利し辺野古新基地

建設反対運動の先頭に立ってこられた翁長隆志知事

の遺志を受け継ぎ頑張りましょう。 

■翁長理事の志を受けつぎ、基地のない沖縄の実現

目指して共に頑張りましょう。 

■辺野古新基地建設を強行しようとしている安倍正

観は同じ手口で憲法 9条改悪を強行しようとしてい

ます。すでに国民の支持は 2割を切っているのに手

にした虚構の多数議席をよいことに暴走する非知性

的、反民主的ななこの政権の手口をもはや通用させ

てはなりません。 

■介護を受ける身で何もできませんが、平和への流

れに逆行し戦争への道を進む安倍路線に毎日立腹し

ています。玉城さんに勝利に期待しています。他の

ルートでカンパを送りました。 

■ブレないで欲しい。基地に依存する島になってほ

しくない。それでは原発村と同じになってしまう。 

■沖縄にさらなる犠牲を押し付ける安倍正観は許せ

ません。辺野古新基地建設に反対します。 

■沖縄を犠牲にするような国政の在り方には断固反

対します。 

■この知事選挙は安倍内閣と日本の針路をかけた正

念場のたたかいです。必勝のため共にがんばりまし

ょう。 

■ぜひ勝利しなければなりません。カンパ口座をお

知らせください。友人に呼びかけます。 

沖縄県知事選挙を迎えるにあたっての共同アピールへ 
  賛同人の方々から寄せられたご意見     【2018・9・1４現在】 
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■この秋は沖縄知事選で花卉類手改憲の策動をはね

返す時です。持てる力を出し切らなければ。 

■翁長元知事の遺志を受け継いで立候補を表明され

た玉城デニーさんの勇気に敬意を表します。必ず勝

利して新基地建設を阻止し、核も基地もない沖縄、

日本を作りましょう。その力で安倍正観を変え憲法

9 条が生きる日本をつくりましょう。 

■沖縄にさらなる負担をかける新基地建設には絶対

反対です。翁長さんお命を懸けた闘いを受け継ぎた

いと思います。 

■「辺野古に基地を作らせない」との翁長知事の意

思を受けつぐ玉城知事を実現しましょう.知事選挙

の勝利をめざして頑張りましょう。 

■故翁長知事の遺志に応えて一人でも多くの人に協

力依頼をしたいと思います。安倍首相のだまし討ち

には負けられません。 

■沖縄は私の心です.安倍政権とたたかいます。 

■辺野古埋め立て阻止の為、オール沖縄の団結に連

帯します。 

■沖縄と連帯して闘います。 

■絶対勝利しましょう。 

■微力ながら支援します。北海道から連帯申し上げ

ます。 

■9 月 30 日の沖縄県知事選は沖縄のみならず日本

全体にとって大きな分岐点となるはずです。故翁長

知事がさし示した道を行くのか安倍首相のあとにつ

いていくのかという・・・。 

■沖縄県知事選は日本の民主主義・地方自治のあり

方を厳しく問い詰める選挙です。私も北海道で可能

なことを行います。 

■時期にかなった取り組みのご尽力に感謝申し上げ

ます。沖縄で勝つために全国の市民が出来ること、

すべきことをやり抜きましょう。 

■辺野古の埋め立て承認はそもそも公有水面埋立法

の要件を満たしておらず本来は取り消しされるべき

ものです。今回の承認撤回は当然です。埋め立ての

目的である基地建設は他の土地でも可能であり辺野

古が唯一ではありません。また埋め立てにより環境

が破壊されことが考慮されていません。また、辺野

古沖の埋め立てによる新基地建設は沖縄差別であり、

人権侵害であって日米安保条約及び地位協定の是非

にかかわらず憲法 13条及び 14条に違反して許され

ません。 

■4 年前翁長知事の選挙応援に行きました。玉城デ

ニー候補には翁長知事の意思を受け継ぎ基地のない

沖縄を実現してほしいと願っています。微力ながら

賛同ざせていただきます。 

■翁長知事の意志を遺志を偉志を実現させましょう。 

■辺野古のみならず、沖縄全島からアメリカ軍基地

撤去、日米安保解消、全世界各国と不戦和平条約締

結を希望。 

■オール沖縄、オール日本の力を合わせて、なんと

しても知事選勝利を！ 

■自公推進の選挙ののみ対策の「言なきゃならんこ

とは言う」のデタラメさを徹底して糾弾してくださ

い。 

■沖縄県知事選玉城デニーさんお勝利めざしがんば

りましょう。!!合掌 

■1950 年～60 年代砂川闘争を始め本土の各地で米

軍基地反対闘争が激しく広がり、米軍基地が縮小閉

鎖された。しかし、その多くは沖縄に移設され現在

の沖縄 70%、本土 30％の割合となり、沖縄の人々

に危険や負担を負わせることになったのです。当時

この沖縄への基地移設に反対するたたかいを本土で

はほとんど行われませんでした。このことの反省と

総括が必要です。沖縄のたたかいは本土のたたかい。

この事実を若い人たちに伝える責任があります。 

■米軍基地は沖縄の発展の最大の阻害要因です。翁

長知事のご遺志を受け継ぎ、辺野古新基地建設に反

対です。 

■辺野古に新基地はいらない。これは沖縄だけの問

題ではない。私たち日本人の問題だ。 

■翁長知事の意志を受け継ぎ辺野古新基地阻止の為

全力で応援します。東京にいながらできる応援を行

いたいです。電話かけ得意ですデータをお送り頂け

たらうれしいです。 

■その地に住むひとたちの遺志を尊重せずに人権は

ありません。 
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■民意を無視したアベ政権は許せません。辺野古新

基地建設は認めることができません。平和な沖縄、

平和な日本にカジを大きく切り替えなければなりま

せん。 

■88 歳の高齢ですが戦争の体験者として黙って今

の状況をみていることはできません。安倍政権自民

党の国会軽視は断じて許せません。 

■沖縄の基地問題は北海道含めた日本全体の問題で

す。安倍政権による差別と弾圧を許せません。 

■日本国憲法の根底にあるのは個人の尊重、沖縄に

も憲法を！ 

■多くの犠牲のもとに敗戦で得たものは平和と憲法

9 条、これは「日本のみならず世界の護符。それを

守らないでどうする。 

■沖縄、日本に米軍の基地は不要です。 

■両脚不自由なので集会には参加できませんが、政

治変革のため、あらゆる活動の賛同人や呼びかけ人

になる所存です。 

■「オール沖縄」の志が日本列島の隅々に流れ「オ

ール日本」の志となることを確信しています。沖縄

の空も憲法色の青空になるように、ともにがんばり

ます。 

■岩手県も原発ごみの最終処分場にねらわれていま

す。国のごり押しをなんとしても止めたいです。 

■翁長知事の遺志がひきつがれるよう祈るような気

持ちで見守っています。辺野古米軍新基地建設反対

は人間の歴史、人間の文化に根ざした声だと思いま

す。沖縄から県外へ、県外から沖縄へ、お互いに声

がひびきあう、そういう選挙になることを願ってい

ます。沖縄の選挙ではなく日本全国の選挙だと思い

ます。 

■新基地をつくらせないためにも応援します。 

■現状ではこの国は独立国とは言えない。占領時代

の状況そのままに、沖縄にこれ以上基地負担を負わ

せるべきでない。辺野古新基地建設には反対します

■趣旨に賛同します。強姦殺人事件の「姦」の字は

使う必要があるのですか？米朝会談の意義の前に必

ず 4・27南北朝鮮首脳会談の意義にふれていただき

たい。 

■沖縄知事選の結果は日本の将来に大きく影響しま

す。ぜひ勝利しよう。 

■日本で唯一、国家の理不尽さと闘い続けている沖

縄。その沖縄にやっと民主主義を体現した翁長さん

が現れ、そして亡くなられたのは胸がちぎれるよう

な思いです。私の住む北海道にも、もう直ぐオスプ

レイが我が物顔に飛びまわります。皮肉ですが、そ

うしてやっと日本国中が沖縄の人たちに苦悩を知る

ことになるでしょうか。辺野古に基地は要らない。

普天間の基地も日本国中の米軍基地も要らない。 

■沖縄の為にも安倍の暴走を阻止するためにも沖縄

県知事選は勝たなければなりません。 

■安倍政権を許さない！数々の法案の強行採決、森

友加計問題はあやふやに、そして民意をないがしろ

に基地建設に伺う現政権を倒しましょう！ 

■トップダウンでごり押しし異を唱える者は力で押

しつぶそうとする、そんなパワハラ安倍政権は即刻

辞めていただきたい。 

■自民党公明党だけでなく、維新や希望もがどんな

日本の未来、沖縄の未来を考えているかが、よく分

かった。「沖の痛みは日本の痛み」→私の玄関に飾っ

たステッカーの文言です。 

■沖縄の人たちに沖縄の土地を取り戻してもらうた

めに玉城さん勝利を！ 

■木更津の自衛隊駐屯地をオスプレイの整備基地に、

横田基地に配備し、どんどん、日本中にオスプレイ

が拡がってゆくようです．なんとしても沖縄の辺野

古を阻止し安倍一強を打破しなければならない。 

■辺野古の新基地建設絶対反対！辺野古が唯一の選

択肢などということは有りえない。沖縄への米軍基

地押しつけは沖縄差別。安倍自民党は沖縄県も日本

国民もなめている。断じて許すことができない。玉

城デ二候補の決断に賛美を送るとともに、遠く広島

からではありますが、協力・支援をしたいと思いま

す。 

■おきなわの基地問題は全国民の問題。日米安保条

約と地位協定を破棄し日本の主権を確立して日米友

好条約を結びましょう。その一歩、沖縄知事選玉城

デニー勝利を必ず勝ち取りましょう。 
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■沖縄の方々に多大な犠牲をおしつけてきたこと。

美しい自然を破壊しようよしていること、にずっと

心を痛めています。行動に移せることは限られてい

ますができることはやらせてください。 

■沖縄の為にも安倍の暴走をそしするためにも沖縄

県知事選はかたなければなりません。 

■これ以上沖縄差別を許すわけにはいきません。 

ヤマトの覚醒で沖縄からあきらめムードを締め出さ

ねば・・。 

■翁長さんの無念をわが無念として新基地建設阻止

知事選勝利へ私も力を尽くそうと思います。 

■翁長知事の遺志を継ぎ知事選に勝利しよう！ 

■「オ―ル沖縄」に加入する諸団体。辺野古新基地

建設に断固反対、ジュゴンを守れ、美ら海を戦争基

地でけがすな、など  どれがひとつでも共有でき

る運動目標なり、気持ちを多くの人々に行き渡る「共

同アピールにしたいですね。ご苦労様です。 

■辺野古新基地建設阻止・沖縄県知事選勝利の為と

もに頑張りましょう。 

■軍事大国アメリカの暴挙を容認従属するアベ政権

自民党政治をなくすために力を尽くしましょう。せ

んそうのなかにあるおきなまのきちをなくす行動を

支援しましょう。 

■「辺野古に基地を作らせない」を旗印に沖縄にお

自立的振興をめざした、翁長雄志氏の遺志を全うす

ることこそ、東アジアの安定に確保する道です。「沖

縄にこれ以上新たな基地を作らせない」との声をあ

げ、安倍政権の新基地建設中止を要求する運動を高

めることこそ、今一番必要なことだと思います 

■島根の地から連帯した闘い。講演会、映画会、支

援ツアーなど実施しています。全国すみずみから自

からのこととして勝利のため頑張りましょう。 

■9月 30日の結縄県知事選は、沖縄のみならず、日

本の未来がかかっている選挙だと思います。日本中

から米軍基地をすべて撤去させ、真の主権を回復さ

せることをめざし、私たちがチカラをあわせて、ま

ずＭ、辺野古新基地を stopさせたいです。 

■福島からも連帯して行動していきます。共に頑張

りましょう。 

■知事選に向けて 3人を派遣することを決め準備し

ています。がんばりましょう。 

■あの美しい海を汚すことは、人として絶対にして

はならないこと。あきらめずにたたかいましょう！ 

■私たちの未来は知事選にかかっているといって過

言ではありません。故オナガさんの遺志をじつげん

あっせるために玉城さん御当選をぜひ勝ち取りまし

ょう。米軍基地を日本からなくして真に独立した日

本を打ち立てましょう。それこそが憲法を生かす道

です。 

■今後の日本の動向を左右する選挙と思います。か

ならず勝つために少しでも多くの人に支援を呼びか

けたいですね。 

■沖縄の問題はすべて本土の私たちの問題です。

1945・６からのアメリカの沖縄占領攻撃が今日も続

きアメリカに国家主権を主張する気の全くない安倍

政権が沖縄の状態を日本全体に広げようとすること

をもっと知り、もっと知らせる作業がいるのででは

ないですか。ネットで宣伝することはどの程度でき

ているのでしょうか？ 

■瀬長亀次郎さんの頃から応援しています。4・28

海上大会にも参加しました。歌劇「沖縄」も作りま

した。日本国民が安保条約を直視できるように老人

ですががんばります。必ず勝ちましょう。 

■辺野古新基地の建設を許さない闘いは沖縄県と沖

縄の人たちの主権者意思の当然の行動であると思い

ます。翁長知事はそのために身を挺して頑張られま

した。わが国の一部をアメリカ軍の属領にさせない

ためのたたかいでもありました。その遺志を受け継

ぎ沖縄のたたかいに連帯していかなければならない

と思っています。 

■翁長知事の遺志を受け継ぎ玉城デニー氏の知事当

選をめざし辺野古新基地の建設に反対します。 

■命をかけて辺野古基地建設反対を訴えた翁長知事

のお姿が目に焼き付いています。なりふり構わず私

たちに税金を使って沖縄を思い通りにさせようとす

る安倍政権ヤマト人として恥ずかしいです。 

■戦争は最大の環境破壊です。戦争のための基地は

絶対つくっては「なりません。自然・生物・人間を
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守るために。 

■長年にわたり自民党政権は沖縄県民の自由・平

等・人権・自己決定権などを国民の基本的権利を完

全に無視してきた。アベ政権の辺野古基地建設は絶

対に許すべきではありません。 

■加齢･視力障害であまり力になれませんが協力し

ます。 

■翁長県知事の遺志を受け継ぎ新知事選を迎えるに

あった手の共同アピールに心より賛同します。 

■辺野古新基地反対の断固反対します。 

■地元の人が反対と言っているのに強行してはいけ

ない。 

■沖縄の有権者の皆様。どうか心をひとつに翁長知

事の遺志を継いで下さい。よろしくお願い致します。 

■辺野古新基地建設断固阻止 !普天間基地即時返

還！ 

■オール沖縄の心をひとつにして辺野古新基地建設

に反対します。 

■沖縄を平和憲法のシンボルにと願っています。 

■現政権のやることは 1 から 10 まで間違っていま

す。それは沖縄県に対する態度にもあらわれていま

す。 

■民意を無視し続ける安倍政権も新基地建設を断念

せざるを得ない結果を勝ち取りましょう。 

■共同アピールに全面的に賛同します。知事選の勝

利を! 

■沖縄にも横田・木更津にもオスプレイ基地は不要

です。 

■翁長雄志知事の遺志を継いで辺野古新基地阻止、

海兵隊撤退、沖縄を平和の島にするため全国一体で

闘いましょう。 

■辺野古基地は東アジアにおける戦争の準備のため

ですし、治安対策の為です。行動には参加していま

せんが。応援しています。 

■自公の沖縄乗っ取りを許すな！病院通いのみです

が精一杯応援します。 

■辺野古基地建設は全体に反対です。粋な和の平和

のために。日本の平和のためにも 

■人間や自然を殺し壊す基地は要らない！！辺野古

を守ろう！！ 

■日本列島がアメリカの不沈空母の役割を担ってい

る。これを沖縄からなくす前提に新基地建設に絶対

反対です。 

■95歳の老翁も、声を限りに挙動アピールに賛同し

ます。 

■玉城デニーさんの必勝を祈ります。朝鮮半島の平

和に向けた歴史的転機を迎えている今。沖縄・ヤマ

ト・韓国・東アジアの平和勢力が連帯して総攻勢を

かけましょう。 

■殺し殺される戦争に役立てる軍事基地は絶対許容

できない。現地住民と同様、税金を使い 200 年の基

地建設は絶対反対です。 

■頑張ってください。行けませんが応援しています。 

■翁長さんの意思を引き継ぎます。 

■辺野古の基地建設大反対！！ 

■沖縄を（戦争や基地の島ではなく）アジアにおけ

る「平和の懸け橋にする」という「翁長知事の構想

は沖縄だけではなく日本全体の将来を考えるうえで

も重要なヴィジョンです。平和憲法を守り日本全体

から米軍基地をなくし、日本が世界とアジアにおけ

る「平和の懸け橋」として役割りを発揮できるよう、

国民全体で力を合わせるべきです。 

■沖縄の平和を共に勝ち取りましょう。 

■辺野古のすばらしい自然と多様な生物のいのち、

を守る小夜はもちろんですが沖縄がいつまでも米軍

基地の犠牲になることは日本人として決して許せま

せん。沖縄の尊厳、人間らしい生活を守るためにも、

本土に住む私たちはいつも沖縄に関心を寄せともに

戦うべきです。その為にも何よりも安倍退陣を早期

に実現させましょう。 

■呉市の教育も右傾化しています。社会科の教科書

は 8年間戦争賛美の育鵬社の教科書を不正に採択し

子どもたちは使用させられています。自衛隊の宣伝

活動も学校長を巻き込んで行われています。基地を

これ以上大きくさせてはいけません。 

■がんばれ！ 

■がんばって下さい。 

■日本の民主主義の確立をめざして頑張りましょ
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う！ 

■共同アピールに全面的に賛同します。 

■辺野古に米軍基地を建設させることは全体に阻止

しなければなりません。翁長知事の命を懸けたたた

かいも承継し遺志を実現するために、玉城知事を誕

生させましょう。 

■デニーさん必勝！ 

■オール沖縄に案として頑張っていただきたい。出

来る事は協力させて頂きます。 

■沖縄は日本の真実！知事選の勝利を！ 

■祈奮斗 

■戦後 73 年、もっと戦後が続くかそれとも戦前と

なるか、運命を決める秋を迎えているオール沖縄の

たたかいに続こう持ち場で闘おう！ 

■辺野古基地建設を阻止しましょう。そのために玉

城デニー知事を実現しましょう 

■沖縄・日本の希望あり明日を切り開く沖縄県知事

選の必勝のためにも、私も全力でたたかいたいと決

意しております。 

■国際間の平和外交を重視し沖縄の基地を減らして

いく方向へぜひ協力を進めて下さい。 

■基地建設に心からのいかりを感じます。 

■日本国憲法は米軍も自衛隊も認めるものではあり

ません。新基地建設は憲法違反です。 

■翁長前知事の意思を受け継ぎ、辺野古新基地建設

を断固反対し阻止しましょう 

■時期を得た重要かつ緊急を要するアピール、全面

的に賛同します。 

■腐臭をはなつ、安倍政権にあの美しい辺野古の海

を渡してはなりません。 

■翁長知事の決意をひきついだオール沖縄の皆様の

奮闘に力づけてもらっています。 

■ヌチドゥタカラ  人間のみならず、ひとつ一つ

の命を大切にして「軍事基地」反対の行動を展開さ

れている沖縄の方々と共に翁長雄志知事の無念をし

っかりと身体に打ち込んで、斗い抜くことを期して

います。 

■貴会の活動を積極的に支持します。 

■県知事選、負けてられません、がんばって下さい。

■頑張りましょう！ 

■敗戦で得たものは平和と 9条。沖縄はいま日本の

縮図、なんとしても守らなければならない。 

■沖縄は今の日本の「良心です」 

■機敏な呼びかけありがとうございます。全面的に

賛同します。 

■沖縄含めて日本のどこでも米軍基地はいらない！

憲法の上に日米安保条約を置く異常を訴え、玉城さ

ん勝利で翁長さんの意思をつなごう！平和の輪を粘

り強く広げよう！ 

■沖縄に新基地。絶対許せない。 

■辺野古新基地建設反対 翁長知事の遺志を貫こう

■戦争絶対反対派です。基地は減らす。高い武器な

ど不要。日米安保の見直しを目指したいです。玉城

さんの御当選を祈ります。 

■県民の意思に反する基地建設の強行は地方自治法

に反する暴挙であり、許すことができません。 

■１９４５年敗戦の時点に戻り真の民主国家建設、

沖縄の犠牲を徹底的にぬぐい去りたい。ｃｈａｎｇ

ｅ  ｐｏｌｔｉｃｓ 今から 

■私たち自身の問題です。必勝！必勝！ 

■がんばって下さい！ 

■“オール沖縄”での知事選挙の勝利は現在の政治

改革の第一歩と確信しています。 

■みんなの力で埋め立てを止めよう！デニーさんが

んばれ！応援します！ 

■辺野古の軟弱地盤が明らかになりました。関西空

港が再開の目途も立たないことが示しているように

幾重にも作ってはならない場所なのです。直ちに中

止してください。 

■2014年 11月、誇りある豊かさを公約に掲げ，翁

長雄志知事が誕生し、沖縄の歴史に新しいページを

開き、日本国民をかぎりなく励ました。理不尽な強

権と利益誘導にあけくれる日本政府の沖縄政策は

2018 年 9月 30 日、沖縄県民の厳粛な審判を受ける

に違いない。 

■翁長さんの意思である辺野古新基地建設をゆるさ

ない県政を必ず継承するため頑張りましょう。 

■国民を大切にする国にしよう！！ 
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■侵略と天皇制強権国家の明治を賛美し再び戦争の

惨禍を招きかねない、アベ政治を許さない。世界の

宝「日本国憲法」を守り抜こう！！「正直」が政治

スローガンとなるような自公政権を野党の結束と市

民連合の広大な力で打ち破ろう！！ 

■沖縄のことは自分のこと！！オスプレイはいらな

い！！ 

■とにかく必勝あるのみ。9 月は数日でも沖縄に行

ってきます。名護市の市長選挙の失敗を繰り返さな

いようにしなければと思います。 

■オール沖縄と全国の野党協力の力で、沖縄の知事

選を勝利させたい。！！ 

■沖縄の未来が日本の未来です。辺野古新基地建設

に断固反対します。 

■私たちは安倍強権政治に反対し辺野古新基地建設

を許さないことによって平和と民主主義の日本を前

進させなければならないと思います。 

■平成の琉球処分をゆるすことは本土の私たち一人

一人の問題であり責任です。いまこそ、「地方」なら

ざる「地域」の平和的生活権が保障されなければな

りません。「平和への権利」関連宣言を共有するため

に努力しましょう。安倍晋三の「敬礼」はヒットラ

ーのポーズでしょうか。だとすればファシストとの

命がけの斗かいが緊要だと思い積めている昨今です。 

■沖縄県民の真実の民意と自治への尊重は民主主義

の基本です。新基地反対日米地位協定の改定（日本

の主権回復）は日本人の当然の義務です。 

■安倍独裁政権の岩盤に穴をあけ新基地建設を許さ

ない沖縄知事の誕生を願っています。 

■「武力で平和はつくれない」基地は縮小しなけれ

ばなりません。そして沖縄に負担をかけ続けること

に終止符を打たなければなりません。 

■辺野古新基地建設には「絶対」反対です。という

より、沖縄から米軍基地を撤去すべきだと思います。

沖縄の民意に私たち「本土」に住む人間も心して共

闘すべきと考えています。あばあ、おじいたちに基

地のない沖縄を見てもらいたいです。 

■「属国」状態の典型が沖縄ですが、そうした沖縄

を見捨ててきた日本政府に対して激し憤りを覚えま

す。知事選勝利に向けてできる限りの支援を送りた

いと思います。 

■今が正念場だと思います。共に「頑張りましょう。

■「共同アピール」全面的に賛成です。 

■友人（（サクラ船長が）命尽きるまで闘った辺野古

新基地建設阻止闘争に心から連帯します。「本土」で

十分なことができないおのれをみつめつつ。知事選

に心の一票を・勝ちましょう！ 

■「鉄の暴風」の沖縄戦に思いを馳せ「平和の礎」

を確固たるものとし、美ら海を愛する「沖縄の人々」

と一体となっての知事選を闘い抜きたい。 

■「武力で平和はつくりません」。相変わらず軍事優

先の姿勢の安倍政権は倒す以外に道はありません。

「新たな基地をつくらせない」今回のアピールに全

面的に賛成です。 

■政府は口を開ければ「辺野古移設が唯一の選択肢」

と言う。「唯一の選択肢」というのは政治の怠慢でし

かない。「辺野古移設」は新基地建設の誤魔化しに他

ならない。日本政府は沖縄への強権介入をやめろ。

■米軍基地を沖縄を含め日本国内に置くことに反対

です。 

■戦争では沖縄の人たちに犠牲をしいてしまった。

戦後もそして現在にいたるまでひどい状態は解消さ

れていない。辺野古にも夫婦で行きましたが何とし

ても基地はつくらせたくありません、アピールに賛

同します。 

■県知事選がんばって下さい。 

■沖縄の豊かな自然をまもること。沖縄から基地を

なくすこと。 

■私は米軍基地の日本からの撤去完了をもって日本

の戦後が終了すると思います。一日も早く戦後終了

するよう頑張ります。 

■冬季オリンピック南北会談・米朝会談は画期的で

した。やがてアジアの国々も仲良くなり、平和ブロ

ックが形成される予感があります。希望で胸がふく

らみます。にも拘らずオキナワに巨費で巨大基地を

つくるとう・・・・。安倍さんあなたは歴史の大道

を逆行運転するというイカレポンチではありません

か・・・・。 
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■沖縄がんばって 

■沖縄にこれ以上あらたな基地をつくらせないため

に微力ながら協力することをお約束し賛同します。 

■共同アピールを読んで感動しています。沖縄でも

「オール沖縄」に団結を固め“命かじり“頑張りま

す。 

■玉城デニーさんを絶対勝さなくてはなりません。

日本の未来がかかっています。日本の平和が守られ

るようにみんなで応援します。 

■緑豊かな沖縄島に軍事基地も武器も軍隊もいりま

せん。すべての問題は話し合いで解決しましょう。

地球の全ての人々、人権は平等でなければなりませ

ん。一日の早くこの世界から武力紛争がなくなりま

すよう、・・心から希ってます。 

■ご苦労さまです。自分も沖縄県知事選でオール沖

縄勝利のために可能な限り行動していく決意でいま

す。 

■カトリック正義と平和連絡協議会を通じてお知ら

せをいただいています。翁長知事のご冥福を祈り申

し上げます。 

■「辺野古新基地建設」という、多くの人々の意思

を全く無視した政府のやり方に断固反対致します。

私たちが沖縄を差別することは同じ人間として許せ

ません。今回の選挙では翁長知事の意思を継承して

貫くことができるよう沖縄の方々と同じ思いで祈っ

ております。 

■県民の平和への意思をまとめ上げ、「沖縄 21世紀

ビジョン」を示して、県外―日本政府と本土の私た

ち、そして米国に対して沖縄の真の姿と展望を発現

し続けた翁長知事の遺志をしっかりと継承・発展す

る新知事の誕生を強く望みます。「沖縄が日本に甘え

ているのか、日本が沖縄に甘えているのか」（翁長雄

志知事）」との重い問いを受け止めつつ・・・。 

■土砂投入で貴重な生物を死に追いやり、環境破壊

をすることは人間の勝手で許せません。また、米軍

は日本を守りません。一刻も早く沖縄のみならず日

本から基地をなくすべきだと思います。亡き翁長知

事の思いをきちんと受け止めたいと考えます。 

■「憲法 9条」は（憲法 9条こそ） 

沖縄（ウチナー）より日本（ヤマト）に 

そしてアジアに 

そして全世界にはばたかせよう。 

翁長雄志さんの御霊とともに！ 

■辺野古新基地建設は絶対反対です。 

■沖縄にもどこにも基地はイラナイ！ 

■こういう形でも私たちの思いを表明する機会を準

備していただきありがとうございます。 

■沖縄に住む人々がいのちの不安や日常の不快にさ

らされている状態を、見過ごしにできません。その

上、「美しい海、その中で生きる生物たちを追いやり

殺してまで、作ろうとしている新基地を許すことが

できません。 

■明治以来琉球に対する差別定位待遇は第二次世界

大戦後のアメリカ支配下で農地収奪法的っ経済的に

も騰勢を受ける。日本の中枢には島津藩と同じ思想

である。琉球・アイヌ・部落差別がいまだ続いてい

ることが許せない。 

■沖縄必勝。安倍改憲発議断固阻止 

■裁判所の政権よりの裁判に批判を加える必要があ

るのではないでしょうか。 

■知事選の手助けをするために 9 月から 10 月に沖

縄に生きたいと思っています。何かできることがあ

ればメールなので情報をお知らせください。 

■以前から翁長知事の戦を応援する方法はないかと

考えていました。ですからこの動きに参加するのは

とても嬉しいです。辺野古の問題は日本人全体の問

題でありアジア、世界全体の問題あることを日本人

はよく考えねばと思います。 

■ぜひ勝たせたい。 

■辺野古基地は米軍の対中国に対する最前線基地と

して使用しようとしている大変危ない基地だと思い

ます。沖縄の人たちをもう苦しめてはならないと思

います。 

■呉市では埋め立ての事実・現状はほとんど正しく

伝わりません。ましてや、自衛隊の基地拡張の実態

は、ニュースのも記事にもなりません。しっかし、

岩国の芸軍基地拡大に伴い爆音を耳にすることが多

くなっているのは事実です。安倍政権の札束をちら
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つかせ、バラマキにより「オール沖縄」が切り崩さ

れていることに不安を上回る怒りを感じています。

埋め立てに投じた官民の人材お金（税金）を各県に

投じれば、私たちの生活向上につながることは確実

です。共に頑張りましょう。 

■憲法 9条に自衛隊を明記し、緊急事態新設をして

日中戦争や第 2次世界大戦の戦前・戦中の日本軍軍

部のような忌まわしい蛮行を繰り返そうと画策する

安倍政権が辺野古の新基地を建設しようとすること

に強く反対します。 

■沖縄を、沖縄の人々を孤立させてはならない。そ

して「沖縄に矛盾の全てを押し付ける日本政府の差

別と暴力的政策」をこれ以上許さないという思いか

ら共同アピールに賛同します。 

■戦争はしない、させない。基地は日米ともこの国

に必要ない。持たない。 

■遠くて何もできませんが出来ることは（少しのカ

ンパ）させていただきます。 

■辺野古基地は絶対につくらせてはなりません。全

国の声を！ 

■辺野古新基地にきっぱり反対する新知事の誕生

を！ 

■沖縄の痛みは日本全土の痛み。沖縄の平和は日本

全土の平和。 

■翁長知事の遺志を引き継ぎ、オール沖縄でアイデ

ンティティを大切にする玉城デニーさんの当選なく

して沖縄の未来も日本の未来もありません。辺野古

新基地反対！埋め立て反対！安倍政権打倒！改憲を

阻止して平和な沖縄・ヤマトを作ろう 

■第一段階として沖縄外の都府県に基地を移し（受

け入れ）それから、自分のこととして基地反対運動

をする。たとえそのことが実現しなくとも皆で議論

する時、都府県民が真剣に考えられるのではないで

しょうか。 

はがき■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■戦争は二度起こしてはなりません。人も動物も

地球もめちゃくちゃにします。 

■日米安保条約による矛盾が沖縄に集約されてい

る沖縄において、憲法の定める平和・人権を回復

する斗いこそ本知事選であります。 

■これまでの沖縄の斗いに何十回も応援に行きま

したが、私も 87 歳、今回はもういけません。カ

ンパはしましたが、名前が役立つならどうぞ使っ

てください。 

■もんじゅ」はいとまで 1兆円も要したように沖

縄県民の民意に基づかない辺野古新基地は不要で

す。国費の無駄！ 

■真実を見つめよく考えよう。表面の甘そうな言

葉はウラがあるよく実態を考えよう！！ 

■人を思うかけらもない裸の大様を退場あっせる

ために翁長前知事の遺志を実現しよう。我々があ

きらめなければ辺野古の基地は造られない。 

■もてる力と意思のすべてを集めてみんな前進し

ましょう。 

■当の沖縄県民の意思を無視して辺野古新基地を

強引に建設するのをストップさせるためにも何と

しても玉城デニー候補を勝利させなければという

思いです。そのためには全国的な支援が必要です。 

■アピールの全面的に賛成です。スポーツ分野に

も沖縄支援に全力を上げています。 

■今こそ、熱い平和の心を沖縄と日本中にあつく

もやして勝ち抜きましょう。 

■わが国の主権にかかわる重大な意義を持つ選挙

です。知恵と力を出し切って玉城候補必勝のため

に皆さんとご一緒にたたかいぬきます。 

■沖縄の心をひろげ、日本未来を拓きましょう。 

■戦争法は憲法違反で無効！安倍 9条改憲ＮＯ！

辺野古米軍基地移設ＮＯ！ 

■アメリカ言いなりの安倍正観を許せない。沖縄

の兵母日本全Ｔ来の平和につながる。共に頑張り

ましょう。 

■沖縄は日本と憲法の最先端です。一人の人間と

して当たり前の声を上げるときです。 

■おきなわを日本列島から切り離して独立国を打

ち立てよう！！不戦国「沖縄」の再誕を願う。 

■「オール沖縄」発展を祈っています。 

■日本はかつての琉球王国を侵略占領し、大戦で

は日本本土の盾として、戦後は国体護持を引き換
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えに沖縄を売った。そして現在、国家権力は民意

も人権も蹂躙し米国基地拡大政策を強行している。

われわれ民衆は、もう絶対にこの強圧的悪政を許

さない。 

■「基地の島」にはさせない！やつらの思う通り

にはさせない！沖縄と心ひとつに闘います。 

■粋な和辺野古新基地建設に反対します。京都経

が岬Ｘバンドレーダー基地に反対します。日米安

保条約に反対します。憲法 9条の改悪に反対しま

す。 

■沖縄そして日本の平和もためにご努力を期待い

たします。 

■沖縄に犠牲を押しつける政治はもう変えなけれ

ばと思います。 

■提言：沖縄が軍事基地ではなく台風・対策の根

拠地としての〈基地〉になることを提言します。

毎年、ほとんどの台風がまず沖縄に近づき、その

後、日本全土、東アジアに現実に脅威を与えてい

ます。本格的な台風研究所の設置こそ沖縄の地に

ふさわしい施設です。（京都大学の防災研究所が参

考になります。） 

■辺野古新基地建設許さず。沖縄と本土から米軍

基地を撤去させるまであきらめません。ないより

も知事選勝利に全力を注ぎましょう。玉城必勝の

あらゆる力を！ 

■沖縄から問われているのは本土のデモクラシー

の未熟さだと思います。 

■基地のない沖縄を！玉城氏必勝を！ 

■沖縄でがんばります。 

■民意を無視して保野子新基地を建設するのは許

せません。 

■戦争とはお互いに殺しあうという行為であるこ

とをわすれてはなりません。 

■普天間の代わりに辺野古はゆるされません。普

天間の閉鎖をして沖縄への負担を少し電なくして

いかなければなりません。 

■米軍基地の７０％が沖縄という異常事態を是正

できない政治は無能の極みです。 

■共にがんばりましょう！沖縄の自由・平等・人

権・自己決定権をとりもどしましょう！！。 

■声明も大事だが、支援カンパと応援活動の呼び

かけもしてほしい。「普天間・辺野古問題を考える

会」の賛同署名との連携をしてほしい。 

■戦争はしない。憲法は守る。沖縄の基地は本土

の写し本土から米国に移す。 

■アベ政権のゴリ押しに負けずに張りましょう。 

■共同アピールに全面的に賛同します「全国的に

闘い、勝利しましょう。 

■沖縄の人達に沖縄の問いを取り戻してもらうた

めに玉城さんの勝利を！ 

■82歳になり足も不自由で行動できませんが、こ

のような形で賛同できることをとてもうれしく思

います。 

■ご奮闘祈念！ 

■翁長知事の遺志を引き継ぎ日本国民にとって歴

史的意味を持つ今回の知事選での「玉城候補の勝

利に向け沖縄本土一体となった運動の展開を願っ

ています。 

■長い間沖縄県民に戦争の痛みを味合わせこれ以

上沖縄県民を苛める政治は絶対許せません。共に

頑張りましょう。 

■この選挙の勝利は自民党政権によるアメリカの

属国的日本から真の独立国日本への第一歩！！ 

■最後まで全力をあげて輪を広げましょう。 

■やりたい放題の国民無視の安倍政権を押し戻す

ために力をあわせましょう。！かけがえのない憲

法、特に 9条を守ること、辺野古新基地絶対反対

です。 

■沖縄知事選が日本の平和と理想の道標です。頑

張りましょう。 

■翁長知事の遺志を引き継ぎ県知事選必勝を！ 

■沖縄問題とは戦後の日米関係を集約的に象徴し 

ているように思えます。心から連帯の意思を表明 

したいと思います。 

■世界中の全ての問題は話し合いで解決しましょ 

う！武力による解決など絶対にありません。そし 

て世界中から貧国を無くしましょう。その為に知 

恵を働かしてみんなで努力しましょう。 



11 

 

■沖縄県知事選に勝利し辺野古基地建設を何とし 

ても阻止しましょう。 

■翁長知事を死へと追いやり平然としている政治 

を許せない。ひとりの人間として根源的に問いた 

だしたい。 

■オール翁ウェアで玉城さんの必勝を祈願してい 

ます。幅広い人の結集を！！ 

■米軍基地はいらない。! 翁長知事の弔い合戦。 

必ず勝利 

■県民の誇りと意気を心より支援します。共に歩

みましょう。 

■玉城デニーさん、当選です。ガンバロウ！ 

■人間の尊厳・生命・福祉・環境を大切にする沖

縄県政を支持します。 

■戦争を絶対にしない国を死守しなければなりま

せん。 

■沖縄の問題は日本の問題。新基地建設阻止、知

事選勝利にためにできることをしたい。 

■東アジア、世界の平和のため、辺野古新基地建

設に反対します。 

■沖縄だけでなく日本の在り方を問う沖縄知事選

です。勝利を必ずかちとりたいものです。 

■弁護士で日米安生条約を研究していますが、勉

強すればするほど、日米安保が日本の民主主義や

人権に悪影響を及ぼしており、日本政府が何も対

応しないことに憤りを覚えます。 

■国際的ペテン師、嘘つき首相は自覚的に退陣せ

よ、日本の総理としては最低の人格をもつ哀れな

奴だ。 

■■■■■ 

 

faX■■■■■■■■■■■■■■■ 

■沖縄 今こそ立ち上がろう 

「沖縄の道は沖縄がひらく、いくさ世をこばみ平和

に生きるため  いまこそ立ち上がろう 今こそふ

るい立とう」 

日本宗平協も全力で支持支援します。 

■沖縄に基地はいらない。戦争するためのもの（道

具）はいらない。 

■日本列島の自然の美しさは未来世代の人のもの。

美しい湾を埋め立てて失うのは反対。また、軟弱地

盤なのでしょう現地は。基地のある知事さんたちが

日米地位協定の見直しを求めましたね。そちらの検

討を急ぎ優先させて欲しいです。 

■今回の知事選挙は沖縄の将来を決定する大切な選

挙です。沖縄も自己決定権確立のためにも玉城デニ

ー候補を当選させましょう。 

■東アジアの平和への流れに逆行する辺野古新基地

建設は「前知事の埋め立て承認撤回」の理由から絶

対に認められることではありません。琉球の人達の

気持ちのどこまで近づけるか本土の私たちも頑張り

ます。 

■沖縄の心に寄り添い応援していきます。 

■辺野古新基地建設に絶対反対です。独裁安倍政治

にこれ以上勝手にさせられません。 

■たった１％のために私たちが不自由をしいられる

のは理不尽です。ひとり一人が何物にも束縛されず

生活・生きることのできる社会→沖縄が希望の光で

す。私たちの力は連帯です。 

■沖縄の人達と心をひとつにして。 

■翁長さんの志を継ぎ何としても玉城さんの当選を 

全国の問題として幅広いひとたちの支援を得てオー

ル沖縄の勝利を！！ 

■安倍政権のかいらいを当選させない！ 

オール沖縄の候補者をオールジャパンで支持しよ

う！そのため、日本国内の可能なあらゆる市町村で

沖縄と連帯する集会を開こう！ 

■沖縄だけでも何としてもファシスト暴力団の支配

する日本政府から脱出してください。それには米軍

恒久基地化を防ぐ、辺野古基地阻止しかありません。

アジアの平和につながります。万一選挙に負けても

最終手段として日本政府からの［独立］があります。

日本政府を排除すべきです。 

■玉城デニーさん、がんばって下さい。 

■アメリカはトランプを日本では安倍政権を倒すた

めにも今回の知事選は負けられませんね。微力です

が無力ではないことを信じて応援いたします。 

■何としても勝ってほしい。安倍政権＝まさしくフ
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ァシズムに大打撃を与えたい。多くの仲間をつくる

ために頑張ります。 

■沖縄に基地は要りません 

■沖縄県民、日本国民の総意としての辺野古新基地

建設を止めさせ、普天間基地を撤去し、真の独立し

た日本をとりもどす戦いをひろげましょう。 

■アベ政権のゴリ押しに敗けず頑張りましょう。 

■何故、沖縄にだけ、こんな苦しみを私たちはおし

つけるのか！人頭税の昔から太平洋戦争の犠牲！辺

野古に作る巨大基地は 200年も使用される、何のた

めに！？辺野古のちかくのやんばるの森にオスプレ

イを集中訓練させ、こどもたちは脅え、夜は眠れな

い日々が続いている。ヤンバルクイナ、ノグチゲラ

等貴重で希少な天然記念物たち、日本人はやんばる

の子どもたちのことも謝らなければならない。 

■おながさんおあとをついてほしい。 

■翁長知事の遺志を受け継ぎ何としても辺野古に新

基地をつくらせないよう全力で頑張りましょう。 

■お世話になります。アピール文最後にある「沖縄

に矛盾の全てを押しつける」、自分もその一人である

ことを痛感します。今すぐ何ができるというわけで

もないのですが、そのことを肝に銘じ自分に出来る

事を・・と思います。 

■安倍首相が最も恐れるのは沖縄のたたかいと「本

土」がしっかり連帯することだと思います。アピー

ルを広げていきましょう。 

■玉城デニー氏が知事となられ、少しでも沖縄が良

い方向に進めることを祈ります。 

■沖縄の基地問題は沖縄だけの問題ではありません。 

政府のやり方におかしいと思いながら、何もできな

い私ですが「沖縄のこれ以上新たな基地は作らせな

い」と微力ながら声をあげたいと思います。」 

■がんばれ！！新基地はいらない！！ 

■辺野古新基地建設問題を国民全体の問題と受け止

め平和主義と地方自治を保障する日本国憲法原理を

具体化することが重要である。 

■米軍基地が沖縄からさらには日本全国からなくな

ることを祈念し自分に出来る事から行動していきた

いと考えております。 

 

■国の政治への忖度ではなく「地の声」を堂々と超

えたかに叫ぼう。めげず！ 

■沖縄にも日本にも米軍基地はいりません。 

■戦争につながる施設のために自然をこわす行為の

全てに反対です。未来の子孫に美しい地球を残すこ

とは今を生きるわれわれの責任です。義務ですから。 

■辺野古新基地建設に反対します。どこでうまれて

もどこで育っても、心から安心して過ごせる毎日を

子どもたちに！！！ちゃんと国民の声をきいて下さ

い。！！ 

■知事選勝利を願っています。辺野古に基地を移す

ということは永遠に戦争の準備をし続けるというこ

とか、平和のためにという矛盾、平和を望むという

立場で考えると敵は身内に、国内にいるということ。

武器を買う金があったら自然災害に備え予算を考え

ること。辺野古に基地はいらない。 

■頑張っていきましょう。！！ 

■沖縄はもちろん、日本中に米軍基地はいりません。

朝鮮半島の平和と統一への動きが大きく前進しよう

としている今、それと逆行する日本政府の動向に歯

向かい、沖縄の真の自立にむけ頑張らなければと思

います。 

■必ず辺野古の新基地 ストップさせます。普天間

基地代替えは辺野古だけではありません。ほかにも

選択肢はあります。 

■翁長さんのご冥福をお祈り申し上げます。被爆者

の一人として辺野古基地建設に反対します。 

■沖縄県民の悲願に寄り添いたい。国民の声を無視

する安倍政治は退陣せよ、許すわけにはいかな

い！！！ 

■ご苦労様です。共同アピール！！そのとおりです。

沖縄県民だけでなく私たち一人ひとり自覚すべきだ

と思います。知事選に向けて最後まで頑張りましょ

う。 

■知事選絶対勝利に向けて頑張りましょう！！ 

■戦争を前提とした基地。そんなものは必要ありま

せん。必要なのは毎日毎日安心して暮らせる日常で

す。翁長知事の遺志をひきつがれますように！ 
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■辺野古に絶対新基地は造らせない。翁長知事の遺

志をオール沖縄だけにまかせている日本はまるで外

国のように無関心であるのはやりきれない。沖縄に

土下座しなくては。 

■日本の犠牲にしてはいけないと思います。基地は

無くすべきです。米軍は意味があるのでしょうか。

日本は戦争に負けて平和になった。大国も戦争の負

の部分の大きさを分かっているから話し合いを始め

ているのだと思っています。日本政府は旧態依然進

歩なし。 

■「武力で平和はつくれない。」「沖縄にこれ以上新

たな基地は作らせない」・・・に大賛成です。一刻も

早くアベ政権を終わりにしましょう。そして美しい

自然を破壊する行為はゆるせません。 

■人間はこうして声を上げられるけれど、犬たち（動

物）は違う。「生きとし生けるもの」の命を守る！！！

のが政治の義務。 

■沖縄県民の意思は当然に認められるべきです。度

重なる表示を無視する政府の態度は不当。米国本土

で美緒止められない米軍の行動は、外国たる日本で

も認められない行動です。 

■沖縄にも日本にも米軍基地はいりません。米軍基

地を撤去して平和で豊かな沖縄に、国連の地域本部

など国際機関をつくることの方が、国際の平和と安

定、人権と福祉に役立ちます。スイスのジュネーブ

市は率先してこのような役割を果たしています。沖

縄もジュネーブ市のような場所にすることは可能で

す。辺野古への基地建設は、歴史の大河に逆行し憎

しみと忍従、虚栄と虚飾を増やすだけです。国連憲

章でも認められている「人民の自決権」を守るため

に立ち上がりましょう。 

■8 月の朝日新聞に全面広告がありＦＡＸした為か、

先日色々な用紙が送られてきました。これもその一

枚です。私、9 条の会の一員ですが、辺野古基地反

対もしています。翁長知事が急逝しましたが、とて

も無念のおもいだったと思います。沖縄の人は本土

を忘れているといいますが私は決してそうは思いま

せん。玉城さんはぜひ当選してほしいと思い趣旨に

賛同致します。 

■沖縄の直面している問題は沖縄県だけの課題では

ありません。この埼玉の地にもオスプレイの飛来は

現実です。基地の存在は、すべてのいのちを軽んず

る愚行です。 

■辺野古新基地建設に反対し南西諸島の軍事基地化

に反対します。「おきなわにこれ以上新たな基地を作

らせない」ことはもとよりのこと、今沖縄にある基

地を減らすほうへ、「政府へ一丸となって全力を出す

よう指示する」ことをアベ首相に求めます。 

■戦中から現在まで、沖縄を捨て石にしてきた日本

政府、国民すべての責任を考え、反省して沖縄から

基地をなくすべきです。 

■日本の民主主義と正義が問われる選挙です。大同

団結！！絶対に勝利しなければなりません。 

■是非とも玉城氏が新しい知事になられるよう切望

します!! 

■国を守る精神は戦争に発展する。人類を守る精神

は世界平和を育てる。軍事基地反対。 

■沖縄に基地はいりません。日本に基地はいりませ

ん。共同アピールに全面的に賛同します。 

■「オール沖縄」で安倍政権の法案その他ＮＯ!を突

きつけ基地問題（沖縄に７０％押し付けるのではな

く）地位協定を良い方向に進めるよう「共同アピー

ル」に賛同します。辺野古新基地建設に反対します。

神奈川県・藤沢・鎌倉市でも「9 条の会」で活躍し

ています。そこで、私も協力しています。それぞれ

の地で 9条を守り平和につながってくれることを願

います。 

■国民を無視した強権政治を続ける安倍政権をこれ

以上容認することはできません。新しい基地には最

新の武器なるものも配備されるでしょう。日米地位

協定によって最大の苦痛を味わって来た沖縄にこれ

以上の基地はいらない。沖縄の人々にこそ平穏で静

かな国を届けたいと願い、応援します。 

 

■人権無視の全ての暴力に異を唱えます。 

■美しい沖縄の海はそのまま永遠に 

■ジュゴンを殺し、沖縄の、日本の、世界の生命と

人権を奪う道を開く基地に絶対反対します。 
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■新基地ができたらこの先 100年 200年と沖縄を基

地の島にし続ける」を読んでハッとしました。沖縄

がんばれではなくてがんばるべきは私たち本土の側

です。本土の責任を痛感します。 

■辺野古新基地建設に反対します。軍事体制の強化

によって安倍政権が守ろうとしている国とは何なの

でしょう。戦争は日本にとっても。どこかはわから

ない「敵」にとってもどれほど残酷なことか・・・。

沖縄の方々が一番よく知っていると思います。これ

以上、沖縄に基地を押し付けることはあってはなら

ないと考えています。 

 

■これ以上沖縄に基地を作らないで下さい。沖縄県

民を苦しめないで下さい。沖縄の美しい自然を破壊

しないで下さい。 

■辺野古に新基地は要らない。故翁長知事の遺志を

大切に「わが国は平和な国に生まれ変わろう！！ 

沖縄には勿論，我国のどこにも恒久的基地は要らな

い。「真摯な外交努力によって近隣諸国の信頼を得て

平和国家になろう」そのことが私たちの切なる願い

です。一般庶民の願いです。 

■武力で平和はつくれない。美しい海に貴重な生命

が奪われる軍事基地建設に反対します。世界平和は

対話外交で信頼関係をきづくことが大切です。これ

以上軍事基地を作り沖縄の人達を苦しめないで下さ

い。東アジアの緊張を高めねいで下さい。私隊は沖

縄の苦しみを一日も早く取り除く事を願います。 

■玉城デニーさの勝利に向けて頑張りましょう。 

■政治には倫理、理性、知性、が不可欠です。現政

権にはカケラもない。 

■翁長知事の遺志を受け継ぎ辺野古の新基地建設に

反対を貫く候補が絶対勝利しなければなりません。

本土に住む私も安倍政治を終わらせるために全力を

つくします。そのことが辺野古の工事を止める第一

歩になると確信します。 

■これ以上一歩も前へ進めてはならない。今こそこ

こで、ストップさせるべき。新基地は必要なし沖縄

を平和な島へ。 

■辺野古の広く青い海を守ることが未来に向かって

生命を守ることだと…当然のことを当然として守る

リーダーの誕生を心より祈ってます。 

■戦後 70 年を経過しているのに沖縄だけに大きな

負担をかけすぎていると思います。沖縄の基地問題

は難しい問題であればこそ、もっと日本国民全員が

真剣に考えなければいけないと思います。と同時に

日米地位協定の見直しも強く求めます。 

■沖縄県知事選で何かできることがないかと思って

いたところ,この様な企画に大変うれしく思ってお

ります。何人かの友人にも呼びかけました。選挙戦

においても辺野古新基地反対としっかりたたかいの

柱に訴え正々堂々と私たちのどこにも基地はいらな

いと訴え、米国追従の国政にＮＯをつきつけましょ

う。翁長前知事と共に勝利に向けて前進していきま

しょう。 

■新たな基地をつくらせない。辺野古新基地建設に

断固反対します。 

■絶対に負けられない闘いです。沖縄の人々の心が

一つになりますように。目の前の誘惑に負けないで

翁長産の貫いた意志をそして沖縄県民の選択を応援

しています。 

■この度の知事選は日本の命運をかける選挙です。

翁長前知事の遺志を引き継ぎ何としても玉城デニー

知事の誕生を勝ち取りましょう。沖縄の美しい自然

とウチナンチュウを守り抜きましょう。 

■沖縄県民の意見をなぜ聞かないのか。北海道にお

いても昨年からオスプレイを軍事訓練が計画され実

施されている（2918 年は北海道災害で中止）、日本

列島の基地化に反対！！ 

■翁長県知事に謹んで哀悼の意を表します。 

命の限りを尽くして日本の最前線から発信された、

国へのメッセージを踏みにじって辺野古の工事を進

めつつあります。次に立たれる知事さんにしっかり

前知事の遺志を受け継いで働いていだだけるように

応援します。次の戦争の導火線に「なりかねない」

米軍基地にわけのわからぬ気まぐれトランプ大統領

で、今までにない危ない予感が当たりませんよう

に！ 

■基地に苦しめられてきた沖縄の人々と共にありた
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いと心から思っております。 

■玉城デニーさん必勝に向けて北海道の方すみでが

んばります。アベ政権の暴挙に 3年前から毎月抗議

行動を行っています。 

■翁長知事の路線継承を掲げて戦っている玉城氏を

応援します。がんばってください。 

■理不尽な攻撃に負けず、がんばってほしいです。

応援しています。 

■日米地位協定を見直し日本国民のための政治をお

願いいたします。 

■沖縄の知事選勝利は「日本の民主主義派」生きて

いる」！「真実は沈まない」を日本全国、そして全

世界に示す大切な選挙です。ひとりひとりできるこ

と、全力で尽くしましょう！！ 

■翁長知事がご病気、その後亡くったとのニュース

にがっかりでした。自分の子供たちを戦争に行かせ

たくないです。一旦戦争が始まるてしまったら拒否

できなくなると思うので。なので賛同します。 

■辺野古新基地建設は普天間基地問題の解決になる

どころか沖縄に米軍基地を恒常化させるもの以外に

ありません。基地をｐ必要と思う人は本土（自分の

住む県）に建設すべきです。あったかう意思の表明

を続けましょう。 

■戦争のない世界をつくりたいです。沖縄と共にが

んばりたいです。 

■沖縄の自然を壊し軍事基地を造ることには反対で

す。悲惨な戦禍とその後の占領に至るまで、沖縄の

方々には憲法に謳われた平和な暮らしが、いつも脅

かされてきました。もうこれ以上戦争の危険を拡大

しないでほしいと願っています。 

■翁長雄志知事を受け継ぎ沖縄の未来を作り貧困問

題をしっかり取り組む。辺野古新基地建設を阻止す

る玉城デニー知事誕生に全力を尽くします。 

■辺野古の問題は日本全体の問題であり、さらに世

界中の国々のこれからの問題であると思います。 

■辺野古絶対反対。屈しない。沖縄がんばれ！沖縄

の美しい海と空を守ろう！ 

■戦争のない未来と子ども達に受け渡したいと思い

ます。 


