戦争法で海外に出撃する一大拠点に
憲法9条守れ！ 戦争法廃止を！
米軍・自衛隊の
「なぐりこみ部隊」がひとつに
▶佐世保・強襲揚陸艦部隊 ▶陸自「水陸機動団」新設
▶佐賀空港をオスプレイ基地に

いま、安倍政権は、日本を「海外で戦争する国」にしようとしています。
。
そのために2015年9月19日に強行されたのが、
二度と戦争への道は歩まないことを誓った憲法9条にそむいて、
海外の戦争にさまざまな形で参加できるようにしたのです。
このもとでいま、私たちのふるさと九州全体が、
米軍とともに自衛隊が海外に出撃する拠点基地に変ぼうしようとしています。
九州の青年を「殺し殺される」戦場に送るな！
九州を海外への出撃基地にするな！の声を上げましょう。
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守ろう憲法！なくそう戦争法！
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佐世保基地を拠点にする米強襲揚陸艦

自衛隊が海外の戦争に
の
九州 参加する危険が…
2017年1月にアメリカ大統領に就任したトランプ大統領は、イスラム教を敵視し、イスラム圏７カ国の国
民への入国禁止を命令。人権を侵害し、分断と憎悪を拡大するものだと、米国内外で厳しく批判されてい
ます。また、世界最大の核軍事力の大増強や、
「対テロ」軍事作戦の強化を宣言し、同盟国の軍事費増額
や役割の拡大を求めています。
こうしたトランプ政権の政策には、米国の同盟諸国からも批判の声が上がっています。ところが、世界で
ただ一人、安倍首相だけは一切批判の声を上げていません。そして、２月10日に行われた日米首脳会談で
は、危険な約束をしました。共同声明では、▶いざという場合のアメリカの核兵器使用を約束する▶地球
規模で米軍とともに自衛隊が軍事行動をすすめることを約束した「日米防衛協力の指針」
（2015年4月合
意）と戦争法にもとづき、戦争協力の日本の役割を拡大する▶沖縄県民の民意を踏みにじる新米軍基地
建設押しつけをはじめ、全国の米軍基地の強化をすすめる――などを確認しました。
「アメリカ第一」のトランプ政権のもと、
「日米同盟第一」の安倍政権が、子分のように軍事的役割を拡
大し、憲法破壊の「戦争する国」づくりをすすめる――この下で、九州全体の軍事要塞化がすすめられよ
うとしています。

トランプ・安倍の核軍拡推進「アブナイ語録」
トランプ大統領
◆「『イスラム国』を壊滅させるための計画作成を命じた。…同盟国、友好国と協力して進

「アメリカ第1」
トランプ大統領

沖縄で墜落したオスプレイ

自衛隊も海外に
すばやく出撃する部隊に
▶熊本・第8師団を「機動師団」に
「水陸機動団」だけではありません。
戦争法の下で、いま、陸上自衛隊
全体をすばやく海外に出動できる部隊にする大改造が行われています。
全国 15 ある陸上自衛隊の師団、旅団のうち 8 つを、すばやく紛争地に
展開できる「機動師団・旅団」に改編します。その中核となる「即応機動
連隊」は、軽量で戦車並
みの火力を持つ機動戦
闘車を中心に編成され、
輸送機などで紛争地に
展開します。
北熊本駐屯地に司令
部を置く第 8 師団もそ
の一つで、全国に先がけ
て真っ先に「機動師団」
熊本での日米合同指揮所演習
化されます。
（2015年12月、地図には沖縄・宮古島が！）

〜沖縄・岩国基地と一体に〜

九州は、
「なぐりこみ部隊」米海兵隊と一体化して海外に出撃する自
衛隊部隊の拠点にされようとしています。米軍佐世保基地（長崎県佐世
保市）には、海兵隊や垂直離着陸輸送機オスプレイ、短距離離陸・垂直
着陸戦闘機Ｆ35Ｂなどを積んで海外に出撃する、強襲揚陸艦部隊が置
かれています。この海兵隊とともに活動する部隊として新設されるのが、
自衛隊版海兵隊＝「水陸機動団」です。佐世保基地を中心に、水陸両用
強襲車両AAV7を52両配備した3000人規模の部隊で、海自輸送艦、護
衛艦（ヘリ空母）で運ばれ、海から陸へと強襲上陸作戦を行います。大
分県・玖珠駐屯地にも水陸両用強襲車部隊（戦闘上陸大隊）が、同湯布
院駐屯地には重迫撃砲を装備した特科大隊が配備されます。これと一
体となって敵地に兵員や武器を輸送するのが、自衛隊が購入するオスプ
レイです（17機で総額3600億円）。これを民間空港である佐賀空港に
配備し、自衛隊ヘリ50機も配備しようとしています。2016年12月13日に
沖縄で墜落したオスプレイの配備は、静かな佐賀空港周辺に爆音と墜
落の恐怖をもたらし、豊かな海苔の漁場を破壊してしまうでしょう。

憲法違反の戦争法（「安全保障関連法制」）です。

九州全体 で基地強化 が

海外の戦争への
出撃基地にはさせません！
！

米軍・自衛隊がいっしょに
戦争する訓練拠点に
▶日出生台演習場 ▶大矢野原演習場
▶築城・新田原基地

九州は、米軍・自衛隊がいつでも一緒に戦争できるようにす
るための演習拠点でもあります。大分県・日出生台（ひじゅう
だい）演習場（玖珠町、由布市湯布院町など）では、沖縄の米海
兵隊の 155 ミリりゅう弾砲実弾砲撃演習が、毎年のように行わ
れています。この中で、国際的に残虐兵器と批判されている白
りん弾の砲撃も行われています。同演習場と大矢野原演習場
（熊本県）
では、しばしば日米合同演習が行われています。鹿児
島県・海自鹿屋基地（鹿屋市）は岩国基地に配備された米軍空
中給油機の訓練移転が予定され、沖縄で事故を起こしたオスプ
レイに空中給油する訓練なども行われる危険があります。空自
新田原基地（宮崎県
新富町）と築城基地
（福 岡 県 行 田 市 な
ど）では、沖縄など
の 米 戦 闘 機と自衛
隊戦闘機の合同演
習がくり返されてい
ます。
宮崎・新田原基地での日米共同訓練

海外で空爆する
空母艦載機の訓練拠点に
▶低空飛行訓練ルート
▶馬毛島を夜間発着訓練場に

九州は米軍の空からの「なぐりこみ部隊」米空母艦載機の
訓練拠点ともされようとしています。山口県・岩国基地には、今
年後半から米空母艦載機61機の移転が開始され、海兵隊航空
部隊と合わせ、130機もの米軍機が常駐する東アジア最大の航
空基地にされようとしています。その低空飛行訓練が、米軍が
設定した低空飛行ルート「イエロールート」も使って激化する危
険があります。ここでは、オスプレイの低空飛行訓練も行われ
ます。
また、鹿児島県の馬毛島（西之表市）を空母艦載機発着訓練
場にすること
もねらわれて
いま す。そ う
なれば、静か
な環境が完
全に破壊され
てしまいます。

闇夜をつんざく米空母艦載機夜間発着訓練

核兵器なくし、憲法9条で平和に貢献する日本を！

める」「防衛費の削減を止め、米国史上で最大の国防支出増額を要求する」「我々の

いま、世界に誇る「戦争放棄」をうたった日本国憲法第9条を持つ日本がやるべきことは、米

パートナーに戦略および軍事作戦で直接的で意味のある役割を果たし、コストを公正

トランプ政権と一緒に海外で戦争する態勢を強めることではありません。今年、いよいよ国連

に分担することを期待する」
（3月1日の米議会演説）
◆「もし他の国々が核を持っているのならば、我々はその中で最強になる」
（2月23日）

安倍首相
◆「日本は同盟におけるより大きな役割および責任を果たす」
（2月10日、日米共同声明）
◆「防衛費をＧDＰ（国内総生産）1％以内に抑えるという考えはない」「（敵基地攻撃能
力を含め）様々な検討を行っていくべきだ。」
（3月2日、参院予算委）

「日米同盟第1」
安倍首相

で議論される核兵器全面禁止条約実現のための先頭に立つことです。周辺諸国との紛争を平
和的に解決するための北東アジアの平和協力の体制づくりをすすめることです。北朝鮮の核ミ
サイル開発や中国の領土問題での一方的主張は確かに問題です。しかし、それに軍事的対応
をとれば、軍拡競争に陥り、戦争の危険を高めるだけです。求められるのは、平和憲法にもと
づく平和外交です。戦争法廃止、憲法守れ、九州の軍事要塞化反対の声を上げましょう。
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米軍「なぐりこみ」航空機部隊の出撃拠点
米空母艦載機移転で
東アジア最大の航空基地に

日米の戦闘機が共同訓練
欠陥機オスプレイ17機
購入に3600億円

海外の戦争への
出撃基地にするな！

自衛隊版海兵隊﹁水陸機動団﹂
を新設 陸
=自相浦駐屯地︑
崎辺分屯地

海兵隊Ｆ35Ｂステルス戦闘機
で敵地攻撃。核攻撃能力も

佐賀空港を自衛隊の
オスプレイ基地に
攻撃ヘリ 50 機配備も計画

美しい海に面した
佐賀空港

福岡空港を
日米共同使用し、
米軍機の中継基地に

米軍岩国基地

米軍、自衛隊の「なぐりこみ部隊」の出撃拠点
憲法9条改悪めざし、憲法違反の戦争法で

米軍強襲揚陸艦部隊 + 自衛隊「水陸機動団」

米軍
板付基地

玄海原発

特に、米軍の「なぐりこみ部隊」米海兵隊（沖縄、佐世保基地）、

▲そして、機動師団が…

空母艦載機（山口県・岩国基地）と一体に、

陸自相浦駐屯地

日出生台
演習場

佐賀空港

陸自玖珠
駐屯地

自衛隊が海外に出撃する態勢が
九州を中心につくられようとしています。

米海軍
佐世保基地

九州の青年を海外の戦場に送るな！
憲法守れ！戦争法廃止を！ の声を広げましょう。

世界で空爆をくり広げる

海外へすばやく出撃する
「機動師団」へ改編

「なぐりこみ部隊」米海兵隊の演習拠点
155 ミリりゅう弾砲
実弾砲撃演習も

陸自湯布院駐屯地

米軍機の低空飛行
訓練ルート

▲海自輸送艦、護衛艦とともに
水陸機動団、オスプレイが出撃

▲日米の戦闘機が
制空権を支配

空母艦載機 61 機が移転

空自築城基地

「海外でアメリカと共に戦争する国づくり」をめざす安倍政権。
そのもとで、九州全体の軍事要塞化がすすめられようとしています。

強襲揚陸艦に積ん

自衛隊版海兵隊「水陸機動団」
教育隊、重迫撃砲特科大隊

熊本・陸自
第8師団

日出生台実弾砲撃演習で陸自に 155 ミリ砲の
機能説明をする米海兵隊

「水陸機動団」
戦闘上陸大隊

大矢野原
演習場

▲強襲揚陸艦で海兵隊、
オスプレイが敵地を襲撃
ＡＡⅤ7 水陸両用強襲車両が

空自新田原基地

日米の戦闘機が共同訓練
森を切り裂きつくられた
米軍ヘリ
（オスプレイ）パッド
（発着帯）

2016年12月、6000人規模で行われた
日米合同指揮所演習（ヤマサクラ）

日米共同演習の拠点
オスプレイの訓練指定地

佐賀空港のオスプレイ基地化に反対する人々

▲空母艦載機が敵地を空爆

川内原発

米海兵隊Ｆ35Ｂ戦闘機の訓練施設

馬毛島の空母艦載機基地化に反対する人々

▶過去最高の軍事費（29年度当初予算案）５兆1251億円
▶水陸両用強襲車両（ＡＡＶ7）11両

高江

85億円

嘉手納

233億円

▶垂直離着陸機オスプレイ4機（関連経費含む） 731億円
1189億円

▶イージス艦（2016年度）

1734億円

普天間

日出生台での海兵隊演習に反対する人々
墜落くり返す米海兵隊の垂直離着陸輸送機
オスプレイの拠点

激しい爆音をまき散らし戦闘訓練する米軍・自衛隊機

米空母艦載機発着訓練場を計画
オスプレイの訓練も
猛烈な爆音で静かな環境を破壊
自衛隊訓練施設も

馬毛島

種子島

奄美大島にも自衛隊警備隊と地対
空・地対艦ミサイル部隊を配備へ

破壊される馬毛島

▶Ｆ35Ａ戦闘機6機（関連経費含む）

名護市辺野古
巨大新米軍基地建設が

▶機動戦闘車33両

2014 年、米海兵隊との共同演習

米海兵隊空中給油機
の訓練を計画

伊江島

これだけの税金が軍拡に（2017年度予算）

海自
鹿屋基地

沖縄と九州の
基地はまさに
一体です

激しい爆音をまきちらす米空母艦載機夜間発着訓練

