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12 基地問題に関する要請一覧

要 請 内 容要請年月日

昭和47年（1972年）
Ｓ47.７.12 陸軍貯油施設金武湾タンクファーム内のテトラチェチル鉛の撤去を要請

７.12 Ｂ－52戦略爆撃機の飛来中止を要請
７.13 基地周辺に掲示されている復帰前の看板の撤去等を要請
７.17 知花弾薬庫内のＣＳ（催涙ガス）の撤去を要請
８.10 復帰後、米国が処理すべき請求権を解決するための処理機関の沖縄への設置を要請
８.25 返還協定第４条第２項に該当する復元補償を要請
９.22 瀬長島等の返還を要請
11.18 那覇飛行場を通る国道331号の通行許可を要請
12.13 沖縄国際大学校舎建築現場へのＯＶ－10プロンコの燃料タンク落下事故の再発防止を要

請

昭和48年（1973年）
Ｓ48.１.13 ＣＳ－１ガス（催涙ガス）の完全撤去と被害者に対する適正補償を要請

１.20 那覇市内の米軍基地の全面撤去の日米協議委員会への提案方を要請
２.７ 那覇軍港ガス漏れ事故に対する抗議と事故の再発防止等を要請
２.９ キャンプ・ハンセン内の廃弾処理場の撤去を要請
２.13 那覇市内の軍事基地の撤去を要靖
４.２ 那覇空港の返還を要請
４.12 那覇空港の返還を要請
４.18 金武ブルー・ビーチ訓練場における米軍戦車による婦人圧殺事故に対する抗議並びに基

地の撤去を要請
４.20 国道331号の一時通行許可を要請
４.23 県道104号線越え105ミリ曲射砲射撃訓練の中止を要請
５.10 コザ市内の提供施設の一部返還を要請
５.30 Ｍ．Ｓ．Ａからの有毒物質排出の即時中止等を要請
６.30 県道104号線を封鎖しての実弾射撃訓練の中止を要請
６.30 金武ブルー・ビーチ訓練場での米軍戦車による婦人圧殺事件の処理に対する抗議と要請
７.４ 県道104号線を封鎖しての実弾射撃訓練の中止を要請
７.12 那覇空港の民間空港としての完全返還を要請
７.16 沖縄返還協定に基づき設置された米国土地損害賠償請求審査委員会への請求期間の延長

を要請
８.14 県道104号線を封鎖しての実弾射撃訓練の中止を要請
８.17 返還土地の管理費支給期間の延長措置を要靖
８.31 那覇空港での米海兵隊の訓練の中止と同空港の民間専用化を要請
９.７ 沖縄返還協定に基づき設置された米国土地損害賠償請求審査委員会への請求期間の延長

を要請
９.10 嘉手納飛行場の一部返還を要請
９.19 18市町村からの返還要望に基づき返還を要請
９.26 住民地域上空の米軍機の飛行中止等を要請
９.27 ＶＦＷクラブ、アメリカンリージョンクラブ、ブラックオイルターミナル用地の即時明

渡し、原状回復補償を要請
10.16 那覇空港の自衛隊使用に反対し、民間専用化を要請
11.15 嘉手納飛行場への消音装置の設置を要請
12.７ 住民地域上空の米軍機の飛行禁止等を要請
12.10 県道104号線を封鎖しての実弾射撃訓練の中止を要請
12.21 那覇空軍・海軍補助施設内で飼育している牛の撤去等を要請
12.27 岩国基地所属Ｆ－４ファントム戦闘機の那覇空港での飛行訓練中止を要請

昭和49年（1974年）
Ｓ49.１.28 県道104号線を封鎖しての実弾射撃訓練の中止を要請

２.19 県道104号線を封鎖しての実弾射撃訓練の中止を要請
３.５ Ｐ－３Ｃ対潜哨戒機の嘉手納飛行場からの撤去を要請
４.８ 北部訓練場内４ダムの完全返還等を要請
５.11 米軍人による金武村での少女ら致事件に関連して米軍の綱紀粛正を要請
６.12 那覇軍港の送油管からの航空燃料流出事故に関連して全送油管の総点検と安全管理を要

請
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６.22 県道104号線の提供施設にかかる部分の返還等を要請
７.９ 提供施設等に起因する諸問題の解決方を要請
７.15 伊江島補助飛行場で草刈中の青年が米兵に発砲された事件に関連して基地の全面撤去等

を要請
８.５ 泡瀬通信施設にＯＴＨレーダーが設置されたことから同施設の撤去を要請
８.14 Ｆ－４ファントム、Ｐ－３Ｃ対潜哨戒機、ＯＴＨレーダーの撤去等を要請
８.16 泡瀬通信施設、伊江島補助飛行場の撤去等を要請
８.19 泡瀬通信施設、伊江島補助飛行場の撤去等を要請
８.19 沖縄返還協定放棄請求権等の処理に関する関係法令の整備等を要請
９.17 ＰＯＬ施設の撤去を要請
９.24 ＰＯＬ施設の撤去を要請
９.24 ＯＴＨレーダーの即時撤去、伊江島補助飛行場の即時全面返還等を要請
10.７ 核積載米国艦船の寄港中止を要請
10.11 核積載米国艦船の寄港中止を要請
10.11 放棄請求権調査後の処理機関の早急な決定等を要請
10.11 提供施設等に起因する諸問題の解決方を要請
10.14 県道104号線の提供施設にかかる部分の返還等を要請
11.８ 復元補償の早期支払いを要請
11.８ 渡嘉敷村の国立青年の家へ通ずる道路の補償を要請
11.９ 提供施設内の米軍人、属以外の一般外国人居住者の実態調査を要請
12.11 那覇空港の民間専用化を要請

昭和50年（1975年）
Ｓ50.１.20 牧港補給地区から薬物が洗出したことから全薬品類の即時撤去を要請

２.14 県道104号線を封鎖しての実弾射撃演習の中止を要請
２.24 県道104号線を封鎖しての実弾射撃演習の中止を要請
３.12 県道104号線を封鎖しての実弾射撃演習の中止を要請
４.３ キャンプ・シュワブでの実弾射撃演習の即時中止等を要請
４.12 米軍基地に起因する諸問題の解決を要請
４.21 金武村での女子中学生暴行事件に関連して米軍の綱紀粛正を要請
４.23 米軍基地に起因する諸問題の解決方を要請
５.10 伊江島での米兵による日本青年狙撃事件に関する裁判権の放棄に対する抗議と要請
５.19 在沖米海兵隊のカンボジア出撃に対し国は厳しく対処するよう要請
６.４ 民間地域での米軍の警察権行使の慎重な対処を要請
７.28 牧港住宅地区の返還等を要請
８.１ 返還土地の管理費補償を要請
８.６ 放棄請求権第２次分の早期補償措置を要請
８.15 牧港補給地区での洗剤流出事故の再発防止等を要請
８.28 環境保健問題に関する日本国法令の遵守等を要請
９.１ 環境保健問題に関する日本国法令の遵守等を要請
９.22 環境保健問題に関する日本国法令の遵守等を要請
11.１ Ｂ－52戦略爆撃機の撤去等を要請
11.21 Ｂ－52戦略爆撃機の撤去等を要請
11.21 伊江島補助飛行楊での核模擬弾投下訓練の即時中止と射爆場の撤去を要請
11.28 Ｂ－52戦略爆撃機の飛来中止、伊江島補助飛行場での核模擬弾投下訓練の中止等を要請
12.12 対米請求権の処理業務が完了するまで在沖米軍不動産部の存続等を要請

昭和51年（1976年）
Ｓ51.１.７ パイプラインの撤去を要請

１.27 パイプラインの撤去を要請
２.５ 嘉手納飛行場での油流出事故の防止を要請
２.19 伊江村の米軍基地の撤去等を要請
５.10 公用地暫定使用法の失効による特別措置の立法化の撤回を要請
５.17 米軍基地の撤去等を要請
６.８ 油流出の防止措置等を要請
６.16 米軍基地に起因する環境汚染問題解決のため沖米合同の調査機関の設置を要請
６.28 キャンプ・ハンセンでの実弾射撃訓練の即時中止等を要請
７.５ 県道104号線の即時返還、軍事演習の中止を要請
７.20 沖縄返還協定放棄請求権の早期補償を要請
８.７ 読谷補助飛行場内のアンテナ鉄塔設置計画の撤回を要請
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８.13 公用地暫定使用法の失効による特別措置の立法化の撤回を要請
９.２ キャンプ・シュワブの実弾射撃訓練の中止、自衛隊の安全基準に準じた廃弾の処理を要

請
９.６ キャンプ・ハンセンでの実弾射撃訓練の即時中止、県道104号線の返還を要請
９.８ 米軍の実弾射撃演習の中止、米原子力潜水艦の寄港中止等を要請
12.２ キャンプ・ハンセンでの実弾射撃演習の即時中止を要請

昭和52年（1977年）
Ｓ52.１.17 キャンプ・ハンセンでの実弾射撃訓練の即時中止、県道104号線の返還を要請

１.24 「沖縄県の区域内の駐留軍用地等に関する特別措置法」を制定しないよう要請
３.16 米軍ヘリコプターの不時着事故の防止を要請
４.２ キャンプ・ハンセン及びキャンプ・シュワブでの戦車用道路工事の即時中止を要請
４.14 キャンプ・ハンセンでの実弾射撃訓練の即時中止、県道104号線の返還を要請
４.22 戦車道建設工事の即時中止と原状回復等を要請
７.22 県道104号線越え実弾射撃演習の即時中止を要請
８.17 米軍及び自衛隊基地内の銃器類の管理体制の強化を要請
９.２ 弾薬類運搬は可能な限り施設内の運行等を要請
９.30 キャンプ・ハンセンでの軍事演習の即時中止を要請
11.８ Ｂ－52戦略爆撃機飛来の即時中止を要請
11.22 Ｂ－52戦略爆撃機飛来の即時中止を要請
12.１ 県道104号繰越え演習の即時中止、ＡＶ－８Ａハリアーの即時撤去を要請
12.16 ＡＶ－８Ａハリアーの訓練強行に抗議

昭和53年（1978年）
Ｓ53.２.18 ＡＶ－８Ａハリアーの訓練中止と撤去、戦車道工事の中止等を要請

２.20 戦車道工事の即時中止、南明治山試験林地域の返還等を要請
３.７ ヘリコプターの飛行演習の中止、住民地域上空の飛行中止等の要請
４.22 軍事基地の撤去、東村でのロランＣ基地建設の中止を要請
５.８ キャンプ・ハンセン内廃弾処理場の安全対策等を要請
５.20 Ｆ－４ファントムの墜落事故の原因究明とその結果の公表等を要請
６.24 県道104号線越え実弾射撃演習の即時中止を要請
６.27 県道104号線越え実弾射撃演習の即時中止、ＡＶ－８Ａハリアーの演習中止等を要請
８.25 ＡＶ－８Ａハリアーの訓練中止、同機の撤去を要請
８.30 伊江島での民間地域への核模擬弾落下事故の原因究明とその結果の公表等を要請
９.11 キャンプ・ハンセンでの実弾射撃演習の中止等を要請
９.14 県道104号線越え実弾射撃演習の即時中止を要請
10.13 県道104号線越え実弾射撃演習の即時中止等を要請
10.23 Ｂ－52戦略爆撃機の即時撤去を要請
11.16 県道104号線越え実弾射撃演習の即時中止等を要請
11.20 空軍救難機からの給油用ホース落下事故の原因究明等を要請

昭和54年（1979年）
Ｓ54.１.４ 米軍による民間地域への機関銃乱射事故の原因究明、再発防止等を要請

７.７ 沖縄返還協定で放棄された請求権の早期解決等を要請

昭和55年（1980年）
Ｓ55.３.24 原子力艦船の本県への寄港を必要最小限にとどめること等を要請

８.29 米軍基地の整理縮小と跡地の有効利用の促進を要請
９.２ 米軍基地の整理縮小と跡地の有効利用の促進を要請
９.11 米軍基地の整理縮小と跡地の有効利用の促進を要請
９.24 嘉手納飛行場及び普天間飛行場周辺の航空機騒音対策を要請
12.８ 米軍基地の整理縮小と跡地の有効利用の促進を要請

昭和56年（1981年）
Ｓ56.１.22 嘉手納飛行場での飛行活動及びエンジン調整の午後８時から翌朝６時までの禁止を要請

５.21 日米両政府間で返還合意のあった提供施設・区域の早期返還を要請
６.２ 本県への核兵器持込みに関する県民の疑惑と不安の一掃、非核三原則の堅持を要請
６.３ 日米両政府間で返還合意のあった提供施設区域の早期返還等を要請
６.12 北部訓練場内の水源かん養林の指定、日米間で返還合意のあった提供施設区域の返還等

を要請
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７.８ 北部訓練揚内の水源かん養林の指定、日米間で返還合意のあった提供施設区域の返還等
を要請

７.８ 日米間で返還合意のあった提供施設区域の返還、跡地利用促進のための特別措置を要請
７.16 日米間で返還合意のあった提供施設区域の返還、跡地利用促進のための特別措置を要請
８.26 日米間で返還合意のあった提供施設区域の返還、基地交付金及び調整交付金の交付額の

確保等を要請
８.29 日米間で返還合意のあった提供施設区域の返還、跡地利用を図るための事業に対する財

政措置を要請
８.29 米軍基地の整理縮小及び返還合意施設の返還等を要請
９.６ 米軍基地の整理縮小及び返還合意施設の返還等を要請
９.９ 「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」の積極的運用等を要請
９.14 日米間で返還合意のあった提供施設区域の返還等を要請
９.21 北部訓練場内の水源かん養林の指定、日米間で返還合意のあった提供施設区域の早期返

還等を要請
12.９ 日米間で返還合意のあった提供施設区域の返還等を要請
12.14 日米間で返還合意のあった提供施設区域の返還等を要請

昭和57年（1982年）
Ｓ57.１.18 日米間で返還合意のあった提供施設区域の返還、基地周辺の民生安定対策等を要請

２.６ 米軍基地の整理縮小、訓練の見直し、安全対策等を要請
７.21 具志川市志林川への米軍ヘリコプター不時着の原因究明、飛行コースの変更等を要請
８.23 米軍基地の整理縮小、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」の積極的運用

等を要請

昭和58年（1983年）
Ｓ58.１.13 空中戦闘技量評価装置の設置について極力既存訓練空域を活用すること等を要請

昭和59年（1984年）
Ｓ59.１.13 日米間で返還合意のあった施設・区域及び地域振興開発上必要な施設・区域の返還等を

要請
９.３ 米軍基地の整理縮小、防音校舎空調設備維持費の補助等を要請
11.21 日米間で返還合意のあった施設・区域及び地域振興開発上必要な施設・区域の早期返還

等を要請

昭和60年（1985年）
Ｓ60.２.12 「思いやり予算」による米軍家族住宅建設にあたっては県内貸住宅業者がしわ寄せを受

けることがないよう要請
５.30 米軍基地問題解決促進のため訪米（第１回訪米）。米国政府、連邦議会等へ基地の整理

縮小、キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセンでの実弾演習の廃止等について要請
（～6.21）

６.７ 基地の整理縮小、キャンプ・ハンセン、キャンプ・シュワブでの実弾演習の廃止等を要
請

７.５ 基地の整理縮小、キャンプ・ハンセン、キャンプ・シュワブでの実弾演習の廃止等を要
請

８.22 キャンプ・コートニーでの米軍家族住宅建設に伴う環境悪化の防止を要請
９.９ 日米間で返還合意のあった施設・区域、地域振興開発上必要な施設・区域の返還等を要

請
10.７ 来県中の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会に対し、米軍基地の整理縮小、基

地の安全管理及び米軍の綱紀粛正及び返還跡地の有効利用の促進について要請
10.16 来県中の米海兵隊総司令官に対し、「演習の安全管理と兵隊の綱紀粛正」を要請
12.13 防衛施設庁長官に対し、区域指定告示後の住宅防音工事助成及び住宅防音家屋空調施設

維持管理費の助成について要請

昭和61年（1986年）
Ｓ61.１.14 来県中の沖縄開発庁長官に対し、米軍基地の整理縮小、基地の安全管理及び米軍の綱紀

粛正について、米軍返還跡地の有効利用の促進について要請
１.23 那覇防衛施設局長に対し、那覇港湾施設内の一部用地の自由貿易への利活用方について

要請
１.24 沖縄総合事務局長に対し、那覇港湾施設内の一部用地の由由貿易地域への利活用方につ

いて要請



－ －608

６.10 沖縄開発庁長官に対し、米軍基地の整理縮小、基地の安全管理及び米軍の綱紀粛正、米
軍基地関連業者の円高対策について要請

６.24 来県中の防衛施設庁長官に対し、①米軍基地の整理縮小及び基地の安全管理、綱紀粛正、
②自由貿易地域の設置促進について、③伊江島補助飛行場訓練空域の一部解除と運行時
間帯の追加設定について、④基地従業員の雇用の安定について要請

８.５ 在沖米海兵隊に対し、岩国基地駐留のＡ４スカイホークの嘉手納への一時移駐問題で、
騒音抑制、安全管理等について要請

昭和62年（1987年）
Ｓ62.１.14 在沖米海兵隊司令部作戦訓練部長に対し、国頭村におけるハリアー基地建設中止を要請

６.10 衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会委員長に対し、米軍基地の整理縮小、基地
の安全管理及び米軍の綱紀粛正について要請

６.10 宜野座村でのヘリ発着場建設問題で、米軍に中止を要請
６.15 米海兵隊に対し、訓練自粛と安全管理の徹底を要請
６.25 昭和61年度米軍基地航空機騒音の調査結果に基づき、在沖米空軍報道部と海兵隊報道部

に対し、航空機騒音軽減改善を要請
７.６ 在沖米海兵隊の日本人従業員解雇問題に関し、在沖米海兵隊基地司令官に対して解雇撤

回を要請
７.22 来県中の米国海軍省長官に対し、在沖米海兵隊基地日本人従業員の解雇問題に関して、

継続雇用を要請
７.29 基地内日本人従業員の安定的雇用を嘉手納基地司令官に要請
８.４ 那覇防衛施設局長に対し、基地の返還及び跡地の有効利用について協力方を要請
８.５ 在沖米海兵隊に県道越え演習とＦＡ18戦闘機の飛行訓練について中止、または日数短縮

を要請
８.11 在沖米海兵隊基地司令官に対し、日本人基地従業員の継続雇用を要請
８.26 米海兵隊クラブ従業員の大量解雇問題を外務省等関係省庁に要請
11.17 来県中の沖縄開発庁長官に対し、基地対策等について要請
11.24 在沖米軍基地の整理統合を目指し、日米間の「整理統合小委員会」の設置に向け、外務

省、防衛庁に対米交渉方を要請
12.25 防衛庁長官に対し、「ハリアーパッド建設予定地の再検討と在沖米海兵隊クラブ従業員

解雇問題の早期解決」を要請

昭和63年（1988年）
Ｓ63.１.12 国頭村へのハリアーパッド基地建設問題について、防衛施設庁に対して米軍への中止勧

告を要請
１.20 在日米軍沖縄地域調整官に対し、国頭村におけるハリアーパッド基地建設断念を要請
２.４ 来県中の衆議院外交・総合安全保障に関する調査会会長に対し、米軍基地の整理縮小、

基地の安全管理及び米軍綱紀粛正について要請
３.10 来県中の在日米軍司令官に対し、「在沖米軍基地の整理縮小への配慮方」を要請
４.17 基地問題要請等のため訪米（第２回訪米）。国防長官等米政府高官に対し、沖縄の基地

の現状を訴え、その解決について要請（～５.１）
５.10 那覇防衛施設局長、在沖米国総領事、在沖米海兵隊基地司令官を訪ね、訪米の際の要望

事項の速やかな達成について協力を要請
５.18 防衛庁他関係省庁へ訪米時の要請事項を説明、協力を要請
６.８ 在沖米海兵隊に対し、東村で起きた催涙ガス流出事故とキャンプ・ハンセンで起きた機

関銃暴発事故に抗議するとともに、事故防止対策の徹底を要請
６.20 在沖米海兵隊に対し、福地ダムでの湖水訓練の中止を要請
６.30 外務省他関係省庁に対し、在沖米海兵隊の福地ダムでの湖水訓練の中止を要請
７.８ 在沖米海兵隊に対し、県道104号線越え実弾射撃演習の自粛を要請
８.18 在沖米軍及び那覇防衛施設局に対し、在沖米軍施設内における松くい虫駆除について要

請
10.７ 在沖米空軍に対し、曲技飛行の中止を要請
10.27 在日米軍司令官、駐日米国大使、外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、沖縄開発庁

長官に対し、キャンプ・ハンセン及びキャンプ・シュワブ演習場における実弾射撃演習
の廃止と嘉手納飛行場における曲技飛行の中止について要請

11.１ 在沖米海兵隊に対し、事故の再発防止と綱紀粛正を要請
11.28 北谷町北前での催涙弾爆発事故に関し、在沖米海兵隊作戦訓練部長に対し、武器・弾薬

の厳重管理を要請

平成元年（1989年）
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Ｈ元.１.13 来県中の沖縄開発庁長官に対し、米軍基地の全面的見直し、基地の安全管理及び米軍の
綱紀粛正等について要請

２.１ 来県中の防衛庁長官に対し、①米軍基地の全面的見直し、基地の安全管理及び米軍の綱
紀粛正について、②当面する基地問題（国頭村におけるハリアーパッド建設問題、キャ
ンプ・ハンセンに建設中の都市型戦闘訓練施設における射撃演習の取りやめ等）の解決
について、③読谷補助飛行場におけるパラシュート降下訓練機能の移設について、④米
軍向け民間住宅業者の経営安定、を要請

２.８ 上紀①～④について、防衛施設庁長官、外務省北米局長に対し要請
２.８ 在沖米海兵隊基地司令官に対し、ハリアーパッドの建設の中止を要請
２.13 来県中の米海兵隊総司令官に対し、基地の安全管理、基地の運営について特段の配慮を

要請
５.17 外務大臣に対し、沖縄近海における米海軍水爆搭載機水没事故の真相究明を文書で要請、

併せて、駐日米国大使館公使に対し、安全策を講ずること、核疑惑の解消、非核三原則
の堅持を要請

６.17 来県中の沖縄開発庁長官に対し、基地の全面的見直し、基地の安全管理及び米軍の綱紀
粛正について要請

７.５ 在沖米海兵隊基地司令官に対し、米海兵隊ヘリ墜落事故の原因究明と安全対策が講じら
れるまでの間、同型機（ＣＨ－46）による訓練の自粛、事故の再発防止及び県道104号
線越え実弾射撃演習の廃止について要請

７.31 在沖米陸軍司令官に対し、恩納村の都市型戦闘訓練施設建設について再考するよう申し
入れ

８.２ 来県中の外務省北米局長に対し、基地の整理縮小についての支援を要請
９.12 来県中の衆議院沖縄問題特別委員会に対し、基地の全面的見直し、基地の安全管理及び

米軍の綱紀粛正について要請
９.26 来県中のダン・クエール米国副大統領に対し、85年、88年の２度にわたる知事訪米時の

要請実現と基地から派生する諸問題の解決への配慮を要請
９.29 防衛施設庁長官に対し、在日米軍向け貸住宅業者等の救済措置について要請
10.11 キャンプ・ハンセンにおける都市型戦闘訓練施設建設問題について、外務省、防衛施設

庁に対し、建設の中止を求めるとともに、代替地の検討を要請
10.30 在日米軍沖縄地域調整官に対し、恩納村の都市型戦闘訓練施設の移転を要請
11.９ 那覇防衛施設局長に対し、沖大東島周辺海域の操業制限による漁業損失の救済措置につ

いて要請

平成２年（1990年）
Ｈ２.１.16 来県中の参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会に対し、米軍基地の全面的見直し、

基地の安全管理及び米軍の綱紀粛正について要請
１.29 在沖米海兵隊作戦訓練担当参謀を訪ね、ハリアー機墜落事故について原因の徹底究明と

安全の確保を要請
２.20 在沖米軍施設視察のため来県中の国防長官に対し、２度にわたる訪米時の要請事項の実

現と基地から派生する諸問題の解決に対する配慮を要請
３.26 来県中の沖縄開発庁長官に対し、米軍基地の全面的見直しと早期返還及び跡地の有効利

用並びに米軍の綱紀粛正等について要請
６.23 来県中の総理大臣に対し、米軍基地（施設及び区域）の整理縮小について要請
７.９ 来県中の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会に対し、米軍基地(施設及び区域)

の整理縮小の促進及び跡地の有効利用並びに基地の安全管理について要請
８.７ 来県中の在日米軍副司令官兼参謀長に対し、那覇港湾施設等の返還等について協力を要

請
８.13 来県中の防衛庁長官に対し、県立武道館の建設について協力を要請
12.17 県道104号線越え実弾射撃演習の中止を在沖米海兵隊基地司令官に要請

平成３年（1991年）
Ｈ３.１.16 基地の整理縮小、県道104号線越え実弾演習の廃止、都市型戦闘訓練施設における訓練

の中止及び航空機騒音等基地被害の未然防止、米軍の綱紀粛正について、在日米軍沖縄
地域調整官に対し要請

１.16 来県中の沖縄開発庁長官に対し、米軍基地返還及び返還跡地の有効利用等について要請
１.24 来県中の駐日米国大使に対し、湾岸での戦闘の早期停止、また沖縄の基地の整理縮小を

要請
３.８ 在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、読谷補助飛行場におけるパラシュート降下

訓練及び都市型戦闘訓練施設における訓練の中止について要請
３.13 外務大臣、防衛施設庁長官、駐日米国大使に対し、基地の整理縮小、県道104号線越え
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実弾演習の廃止及び航空機騒音等基地被害の未然防止等について要請
４.16 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、基地の整理縮小、

県道104号線越え実弾演習の廃止、読谷補助飛行場におけるパラシュート降下訓練及び
都市型戦闘訓練施設における訓練の中止、航空機騒音等基地被害の未然防止、キャンプ
・ハンセンレンジ５におけるざん壕建設及び海底ケーブル敷設工事の中止、米軍の綱紀
粛正について要請

５.２ 在沖米海兵隊基地参謀長に対し、米軍の綱紀粛正について要請
５.22 在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越え実弾演習の廃止について

要請
５.30 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾演習の廃止について要請
６.４ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾演習の廃止及び読谷補助飛行場におけるパラシュート降下訓練の中止について要
請

６.12 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、滑走路偵察訓練
の中止について要請

６.17 来県中の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会に対し、基地の返還及び返還跡地
の有効利用について要請

６.24 在沖米国総領事に対し、県道104号線越え実弾演習の廃止及び米軍の綱紀粛正について
要請

７.19 知事及び北谷町長、金武町長、読谷村長、沖縄市長等で構成する沖縄の基地問題要請団
一行が訪米（第３回訪米）
米軍施設・区域の整理・縮小の促進、都市型戦闘訓練施設の撤去、実弾射撃演習の廃止
等を米国政府、連邦議会、軍関係者に対し要請（～８.１）

７.22 来県中の衆議院外務委員会に対し、軍用地転用促進特別措置法（仮称）の制定と米軍基
地の整理縮小に伴う駐留軍従業員の雇用の安定策等について要請

８.19 外務大臣、在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、在比
米軍基地の閉鎖に伴う嘉手納飛行場の機能強化反対について要請

８.30 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

９.11 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

９.18 在比米軍基地の閉鎖に伴う嘉手納飛行場の機能強化について、米国防長官、国務長官、
太平洋統合軍総司令官、駐日米国大使に文書で要請

９.19 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

10.３ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

10.８ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、基地の整理縮小、県道104号線越え
実弾射撃演習の廃止、都市型戦闘訓練施設における訓練の中止及び在比米軍基地の閉鎖
に伴う嘉手納飛行場の機能強化、三者協議会の開催について要請

10.17 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

10.23 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

11.１ 外務大臣、防衛施設庁長官、駐日米国大使、在日米軍司令官に対し、県道104号線越え
実弾演習の廃止及び在比米軍基地の閉鎖に伴う嘉手納飛行場の機能強化について要請

11.15 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

11.15 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、安全の徹底につ
いて（伊江島関係）要請

11.19 来県中の米統合参謀本部議長に対し、基地の整理縮小、県道104号線越え実弾演習の廃
止、読谷補助飛行場におけるパラシュート降下訓練及び都市型戦闘訓練施設における訓
練の中止、航空機騒音等基地被害の未然防止等、キャンプ・ハンセンレンジ５における
ざん壕建設及び海底ケーブル敷設工事の中止、米軍の綱紀粛正等について要請

11.27 「沖縄県における駐留軍用地跡地の利用促進に関する特別措置法」要綱案の制定につい
て防衛庁等関係省庁に要請

11.29 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施局長に対し、読谷沖における米
軍ヘリからの物資落下事故に関し、安全の徹底を要請

11.29 那覇交通航空管制部に対し、米レーダー電波障害に係る処置を要請
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12.５ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、海底ケーブルの敷設工事の中止につ
いて要請

平成４年（1992年）
Ｈ４.１.13 来県中の防衛施設庁長官に対し、基地の整理縮小の促進、都市型戦闘訓練施設の撤去、

県道104号線越え実弾演習の廃止、航空機騒音の軽減及び駐留軍用地返還・跡地利用促
進特別措置法の制定について要請

１.28 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、原子力潜水艦の寄港反対について要
請

２.７ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

２.12 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

２.20 駐日米国大使、在日米軍司令官、在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、外務大臣、
防衛庁長官、防衛施設庁長官、那覇防衛施設局長に対し、米空軍部隊のクラーク基地か
ら沖縄への移駐反対について要請

３.15 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

３.17 キャンプ・ハンセンにおける米軍ヘリ事故に関し、在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域
調整官、那覇防衛施設局長に対し、事故の再発防止と安全管理の徹底について要請

３.19 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

３.19 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、原子力潜水艦の寄港反対について要
請

３.21 米国務長官、国防長官、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事に
対し、基地の整理縮小の促進、都市型戦闘訓練施設の撤去、県道104号線越え実弾演習
の廃止について要請

３.25 外務大臣、防衛施設庁長官、那覇防衛施設局長、沖縄開発庁長官に対し、基地の整理縮
小の促進、都市型戦闘訓練施設の撤去及び県道104号線越え実弾演習の廃止及び駐留軍
用地返還・跡地利用促進特別措置法の制定について要請

４.20 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

４.23 在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越え実弾演習の廃止及びキャ
ンプ・ハンセン内の夜間訓練の廃止・中止について要請

５.22 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

５.26 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、キャンプ・シュ
ワブ及びキャンプ・ハンセン演習場における道路改修工事の中止について要請

７.６ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

７.９ キャンプ・マクトリアスからの投石事件に関して、在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域
調整官、那覇防衛施設局長に対し、米軍の綱紀粛正の徹底について要請

７.31 那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越え実弾演習の廃止について要請
８.３ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、県道104号線越え実弾演習の廃止に

ついて要請
８.19 那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越え実弾演習の廃止について要請
８.21 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、県道104号線越え実弾演習の廃止に

ついて要請
９.25 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、県道104号線越え実弾演習の廃止に

ついて要請
９.28 那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越え実弾演習の廃止について要請
10.15 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾演習の廃止について要請
10.15 キャンプ・ハンセンで発生した山林火災について、在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域

調整官、那覇防衛施設局長に対し、山林火災の再発防止と安全管理の徹底を要請
10.22 普天間飛行場で発生したヘリの横転事故に関し、在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調

整官、那覇防衛施設局長に対し、事故原因の究明と、安全管理の徹底、再発防止を要請
10.27 普天間飛行場で発生したヘリの横転事故に関し、在沖米海兵隊第１海兵航空団参謀長に

対し、事故原因の究明と事故の再発防止を要請
10.30 山林火災、ヘリ横転等相次ぐ米軍演習関係事故に関し、外務大臣、防衛庁長官、防衛施
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設庁長官、米国国務長官代行、国防長官、駐日米国大使、在日米軍司令官、米太平洋軍
司令官に対し、演習の自粛と安全確保の徹底について要請

11.30 伊江島補助飛行場で発生したパラシュート降下訓練兵の降下事故について、在沖米国総
領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、事故原因の究明と安全管理
の徹底、事故の再発防止を要請

12.１ 伊江島補助飛行場で発生したパラシュート降下訓練兵の降下事故について、在沖米海兵
隊参謀長、作戦訓練部長に対し、事故原因の究明と安全管理の徹底、事故の再発防止を
要請

12.11 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾演習の廃止について要請

12.11 伊江島上空で発生した米軍機と民間航空機の異常接近に関し、在沖米国総領事、在日米
軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、民間航空機の安全確保と訓練空域の縮小
を要請

12.24 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、読谷補助飛行場
でのパラシュート降下訓練施設外降下に関し、訓練の廃止及び安全確保の徹底について
要請

平成５年（1993年）
Ｈ５.１.22 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾射撃演習の中止及び廃止を要請
２.３ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾射撃演習の中止及び廃止を要請
２.３ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、原子力潜水艦の寄港中止と、事故の

未然防止に万全を期す事を要請
２.26 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、原子力潜水艦の寄港中止と、事故の

未然防止に万全を期す事を要請
３.５ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾射撃演習の中止及び廃止を要請
３.12 在沖米国総領事に対し、県道104号線越え実弾射撃演習の中止及び廃止を要請
３.12 米軍人による嘉手納飛行場における遊覧飛行に関しての粛正を在沖米国総領事に要請
３.26 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、原子力潜水艦の寄港中止と、事故の

未然防止に万全を期す事を要請
３.31 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、原子力潜水艦の寄港反対と、寄港の

際の24時間前通報の徹底について要請
４.６ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、嘉手納飛行場に

おける演習の自粛と航空機騒音の軽減について要請
４.14 金武町で発生した米軍人による殺人事件に関して、在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域

調整官、那覇防衛施設局長に対し、綱紀粛正の徹底等を強く要請
４.15 金武町で発生した殺人事件に関して、外務大臣、防衛施設庁長官に対し、綱紀粛正の徹

底、適正補償等について要請
５.７ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾射撃演習の中止及び廃止を要請
５.13 総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛施設庁長官、沖縄開発庁長官に対し、基地の

整理縮小、嘉手納飛行場周辺における航空機騒音の軽減、綱紀粛正の徹底等について要
請

５.19 知事を団長とする基地問題要請団が訪米（第４回訪米）。基地の整理縮小、嘉手納飛行
場周辺における航空機騒音の軽減、綱紀粛正の徹底等、沖縄の基地問題の解決を米国政
府、連邦議会、米軍当局に要請（～６.４）

５.27 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、原子力潜水艦の寄港中止と、事故の
未然防止に万全を期す事を要請

５.27 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾射撃演習の中止及び廃止について要請

６.５ 来県中の米国連邦議会上院議員に対し、那覇軍港の水域解除と牧港補給地区内道路の開
放等について要請（口頭）

６.11 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾射撃演習の中止及び廃止について要請

７.８ アメリカンフェストのあり方（騒音問題、交通渋滞）について、嘉手納基地空軍報道部
に要請（口頭）

７.16 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、原子力潜水艦の寄港反対と、事故の
未然防止に万全を期す事などを要請
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７.20 来県中の防衛施設庁長官に対し、基地の整理・縮小、県道104号線越え実弾射撃演習の
廃止等基地問題の解決促進を要請（口頭）

７.23 嘉手納基地内における井戸の油汚染に関して、在沖米空軍に適切な対応を要請（口頭）
７.27 陸軍人による婦女暴行事件、米兵被疑者逃亡事件に関して在沖米国総領事、在日米軍沖

縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、綱紀粛正、管理の徹底を要請
７.28 渉外知事会において訪米要請について報告するとともに、外務大臣、防衛庁長官、防衛

施設庁長官に対し、基地の整理・縮小、基地運営の適正化等について要請
７.29 陸軍人による婦女暴行事件、米兵被疑者逃亡事件に関して、外務大臣、在日米軍司令官

に米軍の綱紀粛正の徹底を要請
８.９ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾射撃演習の中止及び廃止について要請
８.13 被疑者逃亡事件に関して、在日米軍沖縄地域調整官に対し、管理の徹底を要請（口頭）
８.20 沖縄開発庁長官に対し、基地の返還と返還跡地の有効利用の促進について要請
８.22 来県中の合衆国下院軍事委員に対し、基地の整理縮小等基地問題の解決促進を要請
９.３ キャンプ・ハンセン内で発生した山火事に関して、在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域

調整官、那覇防衛施設局長に対し、再発防止と安全管理の徹底を要請
９.３ 嘉手納飛行場内におけるヘリコプター事故に関して、在沖米国総領事、在日米軍沖縄地

域調整官、那覇防衛施設局長に対し、事故の再発防止、事故原因の究明と県への報告、
ローリー演習等飛行訓練の自粛について要請

９.９ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾射撃演習の中止及び廃止について要請

９.13 山火事、嘉手納飛行場に置けるヘリコプター事故、読谷沖での施設外訓練に関して、外
務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、沖縄開発庁長官、駐日米国大使、在日米軍司令
官に対し、安全管理の徹底、事故の再発防止、飛行訓練の自粛、火災発生時の消火体制
の強化、地位協定の遵守等について要請

９.14 全国知事会において、総理大臣に対し、基地問題の解決について要請
９.14 衆議院沖縄に関する特別委員会委員長に対し、基地問題の解決促進を要請
９.29 空軍第353特殊作戦群の常駐化決定に関連して、外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長

官、沖縄開発庁長官、駐日米国大使、在日米軍司令官に対し、基地機能の強化、同作戦
群の早期撤退について要請（嘉手納町・北谷町・沖縄市同行、東京）

９.29 米国防長官、国務長官、太平洋軍総司令官、太平洋空軍司令官に要請（郵送）
10.15 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾射撃演習の中止及び廃止について要請
10.20 来県中のアレキシス研究所通常防衛委員会委員長（米国基地閉鎖・再編委員会委員長）

に対し、基地の整理縮小等基地問題解決の促進を要請
10.25 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾射撃演習の中止及び廃止について要請
11.10 日米首脳会談に臨む総理大臣に対し、沖縄の基地問題の解決促進を要請（親書）
11.10 基地周辺対策費の確保について、防衛施設庁長官、防衛庁長官、大蔵大臣、自治大臣、

沖縄開発庁長官に対し要請
11.22 パラシュート降下訓練で、訓練兵が規制対象区域外に降下したことに関して、在日米軍

沖縄地域調整官に対し、読谷補助飛行場におけるパラシュート降下訓練の廃止と同施設
の返還を要請

11.30 渉外知事会は、防衛施設庁、自治省、大蔵省に対し、基地対策予算の確保について要請
12.３ 来県中の米国連邦議会下院軍事委員会委員に対し、本県の基地問題の解決促進を要請
12.６ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾射撃演習の中止及び廃止について要請
12.８ 北中城村内県道上への米軍ヘリからの物資落下事故に関して、在沖米国総領事、在日米

軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、事故原因の究明と県への報告、事故の再
発防止の徹底について要請

12.13 北中城村での米軍ヘリからの物資落下事故に関して、外務大臣、防衛施設庁長官に対し、
事故原因の究明と県への報告、事故の再発防止について要請

12.14 駐日米国大使に対し、米軍基地の整理縮小等基地問題の解決促進を要請

平成６年（1994年）
Ｈ６.１.22 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾射撃演習の中止及び廃止を要請
２.１ 三事案（那覇港湾施設の返還、読谷補助飛行場の返還とパラシュート降下訓練の廃止、

県道104号線越え実弾砲撃演習の廃止）の解決促進について、総理大臣（日米首脳会談
に先だって）、内閣官房長官、外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、沖縄開発庁長
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官に対し要請
２.７ 在ハワイの県人に対し、基地問題解決への協力を要請
２.21 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾射撃演習の中止及び廃止を要請
２.24 人権問題調査のため下院軍事委員会来県との報道に接し、下院軍事委員長及び同委員に

対し、基地問題解決への協力を再要請
２.26 防衛施設庁長官の訪米に先だって、三事案の解決促進について、防衛施設庁長官に対し

要請（電報）
３.８ 三事案の解決促進について、総理大臣に要請
３.17 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾射撃演習の中止及び廃止を要請
３.17 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、原子力潜水艦の寄港廃止と事故防止

の徹底について要請
３.18 三事案の解決促進について、在日米軍司令官に要請
４.４ Ｆ－15戦闘機の墜落事故に関して、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、第18航

空団司令官に対し、事故の再発防止、原因の究明と県への報告について要請
４.６ Ｆ－15戦闘機の墜落事故に関して、駐日米国大使、在日米軍司令官に対し、事故の再発

防止、原因の究明と県への報告等について要請
４.６ ＣＨ－46ヘリコプター墜落事故について、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事に

対し、ＣＨ－46の使用廃止、安全管理の徹底、事故原因の究明と県への報告について要
請

４.７ Ｆ－15戦闘機、ＣＨ－46ヘリコプターと相次ぐ航空機墜落事故について、那覇防衛施設
局長、普天間航空基地隊司令官に対し、安全管理の徹底と事故原因の究明、県への報告
について要請

４.７ 外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、沖縄開発庁長官に対し、ＣＨ－46の使用廃止、
安全管理の徹底、事故原因の徹底究明と県への報告について要請

４.11 三事案の解決促進及び普天間飛行場の返還について、来県中の駐日米国大使に対し要請
４.18 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
５.15 基地の整理・縮小及び返還跡地の有効利用について、来県中の沖縄開発庁長官に対し要

請
５.16 核密約文書の存在に関する事実の究明、非核三原則の本県への適用について、外務大臣、

防衛庁長官、防衛施設庁長官に対し要請
５.25 知事訪米に先だって、三事案の解決、嘉手納・普天間両飛行場周辺における航空機騒音

の軽減等沖縄の米軍基地問題の解決について、総理大臣、外務大臣、防衛庁長官、防衛
施設庁長官、沖縄開発庁長官、外務省北米局長、県出身国会議員に対し要請

５.31 那覇空港における航空自衛隊機のオーバーラン事故に関して、航空自衛隊南西航空混成
団司令、那覇防衛施設局長、那覇空港事務所長に対し、安全管理の徹底、民間機の運行
の多い時間帯における飛行訓練制限等事故の再発防止を要請

６.５ 訪米に先だって、三事案の解決をはじめ沖縄の米軍基地問題の解決を駐日米国大使に対
し要請

６.８ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請

６.９ 知事を団長とする沖縄の基地問題要請団が訪米し（第５回訪米）、三事案の解決、嘉手
納・普天間両飛行場における航空機騒音の軽減等沖縄の米軍基地問題の解決を米国政府、
連邦議会、米軍当局に要請するため訪米（～６.22）

６.21 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官に対し、原子力潜水艦の寄港廃止、事故防止
の徹底について要請

７.12 三事案の解決について、来県中の沖縄開発庁長官に対し要請
７.12 米海軍艦船乗員による強奪事件・傷害事件が相次いだことに関して、在日米軍沖縄地域

調整官、嘉手納米海軍航空施設隊参謀長、在沖米国総領事代行に対し、綱紀粛正、隊員
管理の徹底等を要請

７.27 三事案の解決について、来県中の衆議院外務委員会に対し要請
８.１ 三事案の解決について、来県中の衆議院沖特委員長に対し要請
８.18 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
８.19 粟国島近海におけるハリアー戦闘攻撃機の墜落に関して、駐日米国大使、在日米軍司令

官、外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官（以上東京）、在日米軍沖縄地域調整官、
在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、事故原因の徹底究明と県への報告、安全管
理の徹底について要請
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８.31 キャンプ・ハンセンにおける山林火災について、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総
領事、那覇防衛施設局長に対し、再発防止と消火体制の強化、環境保全対策に万全を期
すことを要請

９.７ 政府主催の全国都道府県知事会において、基地の整理・縮小と軍転法の早期成立を要請
９.19 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
９.20 沖縄は基地と共生・共存をとの防衛施設庁長官発言に関して、内閣官房長官に対し、政

府の適正な対応を要請
９.28 米軍航空機墜落事故の原因調査の県への報告について、在日米軍沖縄地域調整官に対し

要請
10.７ 原子力軍艦の寄港に伴う放射能測定のための基地内立ち入りを米軍が二度にわたり拒否

したことについて、拒否理由の提示、以後の調査の確保と、原子力軍艦寄港の際は、24
時間前通報を徹底するよう要請

10.13 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請

10.28 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請

11.16 出砂島射爆撃場水域における指定期日外演習に関して、在日米軍沖縄地域調整官、在日
米海兵隊基地司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し連絡の徹底等について
要請

11.17 キャンプ・ハンセンでの実弾演習に伴う諸問題（山林火災の発生防止等）について、在
日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し要請

11.17 キャンプ・シュワブでのヘリコプター墜落事故に関して、在日米軍沖縄地域調整官、在
沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し要請

11.22 渉外知事会は、基地対策予算の確保について、防衛施設庁、自治省、大蔵省、外務省に
対し要請

11.24 キャンプ・シュワブでのヘリコプター墜落事故等に関して、外務大臣、防衛庁長官に対
し事故原因の究明とその報告、安全管理の徹底について要請

11.25 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請

12.12 来県中の社会党書記長に対し、基地の整理・縮小、軍転特措法の早期制定について要請
12.13 キャンプ・シュワブ周辺の爆音、低空飛行、演習通報のあり方等について、那覇防衛施

設局長に対し要請
12.13 米海兵隊の公道を利用しての行軍訓練について、在沖米国総領事、在沖米海兵隊基地司

令官、那覇防衛施設局長に対し要請
12.17 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
12.26 米軍の行軍に伴う耕作地踏み荒らしに対する補償について、那覇防衛施設局に対し要請

平成７年（1995年）
Ｈ７.１.６ 三事案（那覇港湾施設の返還、読谷補助飛行場の返還とパラシュート降下訓練の廃止、

県道104号線越え実弾砲撃演習の廃止）の解決について、外務大臣、防衛庁長官、防衛
施設庁長官、内閣官房長官に対し要請

１.18 伊江島補助飛行場における投下訓練事故に関して、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国
総領事、那覇防衛施設局長に対し、安全管理の徹底等について要請

１.19 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止について要請

１.31 （訪米に先だって）沖縄の基地問題の解決を、外務省、防衛施設庁、駐日米国大使、在
日米軍司令部に対し要請

２.４ 1995年度国防歳出認定法に基づく「日米間の安全保障についての報告」に、沖縄の米軍
基地問題が適切に反映されるよう要請するため政策調整監が訪米（～２.13）

２.８ 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止について要請

３.16 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止について要請

３.17 在日米軍沖縄地域調整官に対し、17日に実施した海兵隊の行軍訓練について、今後自粛
するよう要請

３.18 来県中の沖縄開発庁長官に対し、基地の整理縮小、返還跡地の有効利用の促進について
要請

４.３ 在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、在日米軍沖縄地域調整官に対し、５～６日に予定
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されている行軍について中止するよう要請（～４.４）
４.３ 在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、在日米軍沖縄地域調整官に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請（～４.４）
４.３ 在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、在日米軍沖縄地域調整官に対し、米軍車両事故に

関して、安全対策、遺族補償を要請（～４.４）
４.５ 在沖米国総領事に対し、実施中の行軍の中止を要請
４.13 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、渡名喜村におけ

る照明弾落下事故について、事故原因の究明と事故の再発防止を要請
４.13 駐日米国大使、防衛施設庁長官、外務大臣に対し、渡名喜村における照明弾落下事故に

ついて、事故原因の究明と安全管理の徹底を米軍に申し入れるよう要請（～４.14）
４.18 在沖米国総領事に対し、渡名喜村における照明弾落下事故について、演習時における安

全対策に万全を期すよう要請
５.２ 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米海兵隊第１海兵航空団司令官に対し、事故の再発防止

対策について要請
５.９ 在沖米国総領事に対し、原子力潜水艦の寄港廃止、事故防止の徹底を要請
５.17 知事を団長とする沖縄の基地問題要請団が、三事案の解決、航空機騒音の軽減、普天間

飛行場の早期返還等について、米国政府、連邦議会、軍関係要人に対し要請するため訪
米（第６回訪米）（～６.２）

５.18 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米艦隊活動司令部司令官、在沖米国総領事に対し、原子
力潜水艦の寄港廃止を要請

５.25 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請

７.３ 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請

７.６ 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米艦隊活動司令部司令官、在沖米国総領事に対し、原子
力潜水艦の寄港廃止を要請（～７.７）

７.６ 在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、基地内のゴルフ場を日本人に使用
させないよう要請（～７.７）

７.７ 在沖米国総領事に対し、普天間飛行場周辺の航空機騒音対策について要請
７.14 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
７.19 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米海兵隊基地司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局

長に対し、米軍ヘリからのヘルメット落下事故について、事故原因の究明と安全対策の
徹底を要請

７.27 在日米軍司令官、駐日米国大使、防衛施設庁長官、外務大臣に対し、米軍ヘリからのヘ
ルメット落下事故について、事故原因の究明と安全対策の徹底を要請

８.14 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請

８.17 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請

８.29 来県中の沖縄開発庁長官に対し、米軍基地の整理縮小及び返還跡地の有効利用の促進に
ついて要請

９.４ 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、ＡＶ－８Ｂハリ
アー機の墜落事故について、事故原因の究明と安全対策の徹底を要請（～９.５）

９.６ 外務大臣、防衛施設庁長官、沖縄開発庁長官、駐日米国大使、在日米軍司令官、衆議院
沖特委員長、参議院沖特委員長に対し、県道104号線越え実弾砲撃演習の廃止について
要請（～９.７）

９.６ 外務大臣、防衛施設庁長官、沖縄開発庁長官、駐日米国大使、在日米軍司令官に対し、
ＡＶ－８Ｂハリアー機の墜落事故について、事故原因の究明と安全対策の徹底を要請
（～９.７）

９.11 那覇防衛施設局長に対し、米兵による児童拉致及び暴行事件について、隊員教育及び綱
紀粛正の徹底を要請

９.12 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事に対し、米兵による児童拉致及び暴行事件に
ついて、隊員教育及び綱紀粛正の徹底を要請

９.13 在日米軍沖縄地域調整官、第18航空団司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対
し、横田基地閉鎖に伴う兵員・航空機の嘉手納基地移駐について要請

９.13 外務大臣、防衛施設庁長官、駐日米国大使、在日米軍司令官に対し、米兵による児童拉
致及び暴行事件について、隊員教育及び綱紀粛正の徹底、地位協定の見直しを要請
（～９.14）

９.14 在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、嘉手納飛行場及び普天間飛行場周辺におけ
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る航空機騒音の軽減について要請
９.18 外務大臣、駐日米国大使、防衛施設庁長官、在日米軍司令官、衆議院沖特委員長、参議

院沖特委員長に対し、嘉手納飛行場及び普天間飛行場周辺における航空機騒音の軽減に
ついて要請（～９.19）

９.19 内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、駐日米国大使、在日米軍司令官に対し、米兵
による児童拉致及び暴行事件について、隊員教育及び綱紀粛正の徹底、地位協定の見直
しを要請

９.27 米国大統領、国務長官、国防長官ほか22名の米国政府、連邦議会、軍関係者等に対し、
米兵の児童拉致及び暴行事件について、隊員教育及び綱紀粛正の徹底、地位協定の見直
し、訪米要請事項の積極的取組を要請

10.18 第18航空団司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、Ｆ－15Ｃ戦闘機墜落事
故について、事故原因の究明と県への報告、安全管理の徹底、航空機全機の総点検、原
因究明までの間の同機の飛行中止を要請（～10.19）

10.19 内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、駐日米国大使、在日米軍司令
官に対し、Ｆ－15Ｃ戦闘機墜落事故について、事故原因の究明と県への報告、安全管理
の徹底、航空機全機の総点検、原因究明までの間の同機の飛行中止を要請

11.４ 内閣総理大臣に対し、地位協定の見直しを要請
11.６ 外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、衆議院沖縄及び北方問題特別委員長、参議院

沖縄及び北方問題特別委員長、駐日米国大使に対し、地位協定の見直しを要請
11.20 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
11.20 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事に対し、太平洋軍司令官の発言について抗議

要請
11.25 第１回沖縄米軍基地問題協議会において、米軍基地の整理縮小、地位協定の見直し、騒

音防止協定の早期締結、基地被害の防止、三者連絡協議会の活性化の５項目について要
請

11.28 第１回沖縄米軍基地問題協議会幹事会において、米軍基地の整理縮小、地位協定の見直
し、騒音防止協定の早期締結、基地被害の防止、三者連絡協議会の活性化の５項目につ
いて要請

12.６ 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請

12.６ 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、ビーチクレスト
’96の即時中止を要請

12.15 第２回沖縄米軍基地問題協議会幹事会において、騒音防止協定の早期締結、航空機関連
事故の原因報告、地位協定第18条に基づく補償、三者連絡協議会の活性化、施設及び区
域への立ち入りの５項目について要請

平成８年（1996年）
Ｈ８.１.９ 在沖米海兵隊基地司令官、在沖米国総領事に対し、交通安全教育の徹底について要請

（～１.10）
１.17 在沖米国総領事、在沖米艦隊活動司令部司令官に対し、原子力潜水艦の寄港廃止を要請
１.19 来県中の沖縄開発庁長官に対し、基地の整理縮小等を要請
１.23 内閣総理大臣に対し、基地返還アクションプログラムの策定、地位協定の見直し、騒音

防止協定の締結、事件・事故の防止、三者連絡協議会の活性化等について要請
１.23 在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
１.25 在沖米国総領事、在沖米艦隊活動司令部司令官に対し、原子力潜水艦の寄港廃止を要請
１.30 第３回沖縄米軍基地問題協議会幹事会において、国際都市形成構想及び基地返還アクシ

ョンプログラムの作成等を要請
２.１ 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
２.11 来県中の防衛庁長官に対し、基地の整理縮小等を要請
２.15 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
２.21 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事に対し、今後行軍を実施しないよう要請
２.23 在沖米国総領事、在沖米艦隊活動司令部司令官に対し、原子力潜水艦の寄港廃止を要請
３.１ 在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、在沖米海兵隊基地司令官に対し、普天間飛行場で

の宙吊り訓練の中止を要請（～３.４）
３.５ 第４回沖縄米軍基地問題協議会幹事会において、騒音防止協定の早期締結、民間地域で

の行軍、普天間飛行場での宙吊り訓練の中止、基地返還アクションプログラムの策定等
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について要請
３.14 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
３.16 第２回沖縄米軍基地問題協議会において、米軍基地の整理縮小、日米地位協定の見直し、

騒音防止協定の早期締結、基地被害等の防止、三者連絡協議会の活性化等を要請
４.５ 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
５.９ 第５回沖縄米軍基地問題協議会幹事会開催
５.28 在沖米国総領事、在沖米艦隊活動司令部司令官に対し、原子力潜水艦の寄港廃止を要請
５.29 在沖米国総領事、在沖米艦隊活動司令部司令官、那覇防衛施設局長に対し、Ｐ－３Ｃか

らのソノブイ落下事故について、事故原因の究明、安全管理の徹底、事故の再発防止を
要請

５.31 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請

６.14 在沖米国総領事、在沖米艦隊活動司令部司令官に対し、原子力潜水艦の寄港廃止を要請
６.14 知事を団長とする沖縄の基地問題要請団が、ＳＡＣＯの中間報告での問題点や基地返還

アクションプログラム等について、米国政府、連邦議会等に対し要請するため訪米
（第７回訪米）（～６.20）

６.20 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請

６.27 在沖米国総領事に対し、原子力潜水艦の寄港廃止を要請
６.27 在沖米国総領事、第18航空団司令官に対し、Ｂ１戦略爆撃機の嘉手納飛行場への飛来に

ついて、速やかな退去と再飛来の中止を要請
７.18 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、キャンプ・ハン

センにおける山林火災について、再発防止、消火体制の強化等を要請
８.９ 第６回沖縄米軍基地問題協議会幹事会開催
８.16 在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越え実弾砲撃演習の

中止及び廃止を要請（～８.19）
９.10 第４回沖縄米軍基地問題協議会開催
９.10 知事－内閣総理大臣会談
９.13 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
９.13 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、石川市で発生し

た海兵隊員による強盗事件に関連して綱紀粛正を要請
９.25 在沖米国総領事、第18航空団司令官、那覇防衛施設局長に対し、横田飛行場の滑走路の

補修に伴う兵員、航空機の嘉手納飛行場への移駐の中止を要請
９.25 第18航空団司令官に対し、最近の米軍人による犯罪事件に関連して綱紀粛正を要請
10.４ 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、名護市嘉陽で発

生したＣＨ－46ヘリの緊急着陸について、同ヘリの使用廃止、事故原因の究明等を要請
10.15 在沖米国総領事、第18航空団司令官、那覇防衛施設局長に対し、嘉手納弾薬庫地区にお

けるミサイル入りコンテナ落下事故について、事故発生時の速やかな連絡等を要請
10.17 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請（～10.18）
11.６ 在沖米国総領事、在沖米艦隊活動司令部司令官に対し、原子力潜水艦の寄港廃止を要請
11.15 来県中の沖縄開発庁長官に対し、国際都市形成構想の推進、米軍基地問題の解決促進等

について要請
11.15 来県中の防衛庁長官に対し、米軍基地に関わる問題の解決促進等について要請
11.15 在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越え実弾砲撃演習の

中止及び廃止を要請
12.６ 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
12.13 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、米軍航空機によ

る提供水域外での爆弾投棄について、爆弾の速やかな撤去、事故原因の究明等を要請
12.16 第７回沖縄米軍基地問題協議会幹事会開催
12.16 第５回沖縄米軍基地問題協議会開催

平成９年（1997年）
Ｈ９.１.８ 来県中の首相補佐官に対し、米軍兵力の削減等について要請

１.13 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越
え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
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２.７ 東門副知事を団長とする女性訪米団が、基地の整理縮小や海兵隊の削減等について、米
国政府や連邦議会、軍関係者等に対し要請（～２.16）

２.12 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長に対し、鳥島射爆撃場に
おける劣化ウラン弾使用問題について、事故の再発防止、安全管理の徹底、事件・事故
発生時の速やかな連絡体制の整備等を要請

２.12 外務大臣に対し、鳥島射爆撃場における劣化ウラン弾使用問題について、ウラン弾の回
収、事故の再発防止と原因究明、事件・事故発生時における連絡体制の確立等を要請

２.17 第８回沖縄米軍基地問題協議会幹事会開催
内閣総理大臣に対し、劣化ウラン弾使用問題についての早期調査及び実態報告、５．15
メモの全文公表等について要請

２.17 外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、在日米軍司令官、駐日米国大使館代理大使に
対し、鳥島射爆撃場における劣化ウラン弾使用問題について、事故の再発防止、安全管
理の徹底、事件・事故発生時の速やかな連絡体制の整備等を要請（～２.18）

２.20 来県中の参議院国際問題に関する調査会に対し、米軍兵力の削減等について要請
２.21 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
２.22 来県中の外務大臣に対し、５．15メモの全面開示、米軍兵力の削減等について要請
２.27 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、県道104号線越

え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請
２.27 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長に対し、キャンプ瑞慶覧

におけるＰＣＢ汚染について、事故原因の究明、再発防止、環境面での徹底調査等を要
請

３.19 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長、特命全権大使（沖縄担
当）に対し、県道104号線越え実弾砲撃演習の中止及び廃止を要請

４.12 知事を団長とする沖縄の基地問題要請団が、米軍兵力の削減、米軍基地の計画的かつ段
階的返還等について、米国政府、連邦議会、軍関係者等に要請（第８回訪米）
（～４.26）

４.21 在沖米国総領事、在沖米艦隊活動司令部司令官、特命全権大使に対し、原子力潜水艦の
寄港廃止を要請

４.25 在日米軍沖縄地域調整官に対し、米空軍軍曹による強制わいせつ事件について、綱紀粛
正の徹底を要請

４.25 在日米軍沖縄地域調整官に対し、県道104号線越え実弾砲撃演習の廃止について要請
５.19 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、

ＣＨ－53Ｅヘリコプターからギアボックスのカバーパネルが落下した事故について、事
故の再発防止、安全管理の徹底等を要請

６.２ 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
Ｆ－15イーグル戦闘機からの風防ガラス落下事故について、事故原因の徹底究明、再発
防止等を要請

７.７ 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
キャンプ・ハンセンにおける山林火災について、再発防止、演習場内の環境保全対策等
を要請

７.23 来県中の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会に対し、米軍基地問題の解決促進
について要請

７.24 在沖米国総領事、在沖米艦隊活動司令部司令官、特命全権大使に対し、原子力軍艦の寄
港廃止を要請

７.30 在沖米国総領事、在沖米艦隊活動司令部司令官、特命全権大使に対し、原子力軍艦の寄
港廃止を要請

８.12 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
沖縄の米軍基地問題の解決促進について要請（軍転協）

８.19 来県中の防衛施設庁長官に対し、米軍基地問題の解決促進を要請
８.25 在沖米国総領事、在沖米艦隊活動司令部司令官、特命全権大使に対し、原子力軍艦の寄

港廃止を要請
８.25 特命全権大使に対し、劣化ウラン弾の早期回収、久米島住民による健康診断の実施、不

発弾の処理について要請
８.25 内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、在日米軍司令官、駐日米国大

使館代理大使に対し、沖縄の米軍基地問題の解決促進について要請（軍転協）
（～８.26）

９.19 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
キャンプ・ハンセンにおける原野火災について、再発防止、演習場内の環境保全対策等
を要請
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９.19 那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、恩納通信所の汚水処理槽内の汚泥の処理等に
ついて要請

10.８ 内閣総理大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官に対し、土地の使用・収用に関する機関委
任事務について、現行通り地方公共団体が関与できる制度にするよう要請（軍転協）

10.22 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
米軍基地内への立ち入りの速やかな実施について要請

10.25 来県中の外務大臣に対し、米軍基地問題の解決促進について要請
11.12 航空自衛隊南西航空混成団司令に対し、那覇空港におけるＦ－４ＥＪ改型機の車輪破損

事故について、事故原因の徹底究明と再発防止、民間専用空港の整備実現、航空機事故
発生時における速やかな通報等について要請

11.15 来県中の官房長官に対し、事件・事故発生時における早期通報、三者協の活性化等につ
いて要請

11.17 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
牧港補給地区内の倉庫で発生した火災について、事故原因の徹底究明、関係機関への早
期通報、危険物資の有無、内容を明らかにすること等について要請

11.17 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
キャンプ・ハンセンにおける原野火災について、再発防止、演習場内の環境保全対策等
を要請

11.19 防衛庁長官に対し、那覇空港におけるＦ－４ＥＪ改型機の車輪破損事故について、事故
原因の徹底究明と再発防止、航空機事故発生時における速やかな通報等について要請

11.21 来県中の駐日米国大使に対し、沖縄の米軍基地の実情について訴える
12.４ 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、

キャンプ・ハンセンにおける原野火災について、再発防止、演習場内の環境保全対策等
を要請

12.４ 那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、ビーチ・クレスト’98の中止を要請
12.８ 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、

キャンプ・ハンセンにおける原野火災について、再発防止、演習場内の環境保全対策等
を要請

12.22 在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、津堅島訓練場水域で実施さ
れたパラシュート降下訓練について、今後実施しないよう要請

12.22 在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
キャンプ・ハンセン及びキャンプ・シュワブにおける原野火災について、再発防止、演
習場内の環境保全対策等を要請

平成10年（1998年）
Ｈ10.１.９ 名護市で米海兵隊員が民間人に危害を加え、金品を奪う強盗事件が発生した問題で、那

覇防衛施設局長、特命全権大使、在日米海兵隊基地司令官、在沖米国総領事に対し、隊
員の教育及び綱紀粛正を徹底するよう要請

２.６ 知事は記者会見で、普天問飛行場返還に伴うキャンプ・シュワブ沖への代替海上ヘリポ
ート基地建設を受け入れることはできないと正式に表明

２.13 12日にキャンプ・ハンセン内で火災が発生した問題で、那覇防衛施設局長、特命全権大
使に対し、火災の再発防止を要請（口頭）

４.16 キャンプ・ハンセン演習場内で火災が発生した問題で、那覇防衛施設局長、特命全権大
使、在沖米国総領事、在日米海兵隊基地司令官に対し、原野火災の再発防止と消火体制
の強化等、火災発生に対する根本的な解決策を図るよう要請

４.27 渉外知事会が、内閣総理大臣、外務大臣、自治大臣、防衛庁長官に対し、「周辺事態に
際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」等の制定にあたり、
地方公共団体の意向を尊重するよう緊急要請

５.12 自衛隊による航空機墜落事故について、航空自衛隊南西航空混成団司令に対し抗議要請
５.15 知事を団長とする米軍基地返還等訪米要請団のメンバーが、米国での要請活動のため米

国へ出発（第９回訪米）
５.29 米軍嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練が行われることが明らかになった問題で、那

覇防衛施設局長、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、特命全権大使に対し、パ
ラシュート降下訓練を中止するよう要請

６.３ 嘉手納飛行場内で米陸軍によるパラシュート降下訓練が実施された問題で、在日米軍司
令官、駐日米国特命全権大使、内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官に対し、同飛行場
内において、パラシュート降下訓練を行わないよう要請（～６.４）

７.17 ７月17日に米海軍の原子力軍艦が勝連町のホワイト・ビーチに寄港した問題で、特命全
権大使、在沖米艦隊活動司令部司令官、在沖米国総領事に対し、同軍艦の早期出港と、
今後本県への原子力軍艦の寄港を行わないよう要請
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７.24 米海兵隊キャンプ・ハンセン内で海兵隊所属ＵＨ－１Ｎヘリコプターが着陸失敗した問
題で、特命全権大使、那覇防衛施設局長、在日米海兵隊基地司令官、在沖米国総領事に
対し、事故原因が究明されるまでの間の同機種の飛行停止等について要請し、また、関
係機関への速やかな通報も併せて要請

８.４ ７月23日に米海兵隊所属のＵＨ－１Ｎヘリコプターがキャンプ・ハンセン内に墜落する
事故が発生した問題で、内閣総理大臣、在日米軍司令官、駐日米国特命全権大使、外務
大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官に対し、事故発生時の速やかな通報の徹底、基地施
設・区域内への立ち入りをシステム化すること等を要請（～８.５）

８.24 嘉手納飛行場内でＰＣＢが投棄された問題で、第18航空団司令官、特命全権大使、那覇
防衛施設局長に対し、ＰＣＢ投棄の事実確認を求めるとともに、県職員によるＰＣＢ関
係施設等への視察を実施できるよう要請

８.25 軍転協が、那覇防衛施設局長、特命全権大使、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領
事に対し、沖縄の米軍基地問題の解決促進について要請

９.１ 軍転協が、内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、駐日米国大使、在
日米軍司令官に対し、沖縄の米軍基地問題の解決促進について要請（～９.２）

９.24 嘉手納町屋良地域に所在する嘉手納飛行場航空機洗機場からのしぶきが住民地域に飛び
散り、洗濯物や中古車販売業者の車両を汚損するなどの影響が出ている問題で、第18航
空団司令官に対し、11項目の質問事項の照会と航空機洗機場への立入りを要請。また、
同日、特命全権大使、那覇防衛施設局長に対し、県が第18航空団司令官に行った11項目
の質問事項の照会と航空機洗機場への本県職員の立入りの実現方についての協力を要請

10.８ 北中城村で米軍人によるひき逃げ事件が発生した問題で、在沖米国総領事、那覇防衛施
設局長、在日米海兵隊基地司令官、特命全権大使に対し、被害者補償等について適正な
対応を行うよう要請

10.16 北中城村で発生した米軍人によるひき逃げ事件で被疑者の身柄が起訴前に日本国側が拘
禁できなかった問題で、在沖米国総領事、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施設局長、
特命全権大使に対し、日米地位協定第17条を見直すよう要請

10.19 北中城村で米軍人によるひき逃げ事件が発生し被害者が死亡した問題で、内閣総理大臣、
外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、駐日米国特命全権大使、在日米軍司令官に対
し、日米地位協定第17条を見直すよう要請（～10.20）

10.30 那覇市内で米軍人による当て逃げ事件が発生した問題で、在日米海兵隊基地司令官、那
覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、より一層の綱紀粛正を行うこと等を要請

10.30 北中城村で米軍人によるひき逃げ事件が発生し被害者が死亡した問題で、軍転協の要請
団が、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に
対し、綱紀粛正のなお一層の徹底、日米地位協定第17条を見直すよう要請

11.４ 10月７日に北中城村で米軍人によるひき逃げ事件が発生し被害者が死亡した問題で、軍
転協の要請団が、内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、駐日米国特
命全権大使、在日米軍司令官に対し、綱紀粛正のなお一層の徹底、日米地位協定第17条
を見直すよう要請（～11.５）

11.５ 米軍基地から派生する事件・事故等が発生した際に県の職員が在沖米軍基地内への立ち
入りが制限されていて公務遂行上支障を来している問題で、在日米軍沖縄地域調整官に
対し、公務上必要な場合は関係するすべての米軍基地へ直ちに立ち入りが行えるよう通
行証（パス）を発行するよう要請

12.４ 嘉手納飛行場内のため池にＰＣＢを含んだ廃油が投棄されていた疑いで平成10年11月に
米軍施設嘉手納マリーナヘの環境汚染実態調査のための立入申請が不許可となった問題
で、第18航空団司令官に対し、立入許可を再申請するとともに、在沖米国総領事、特命
全権大使、那覇防衛施設局長に対し、側面からの協力するよう要請

平成11年（1999年）
Ｈ11.１.28 浮原島訓練場で米海兵隊演習で使用された信号弾により原野火災が発生した問題で、那

覇防衛施設局長、特命全権大使、在沖米海兵隊基地司令官に対し、今後の一層の安全管
理の徹底、速やかな通報を行うこと等を要請（口頭）

２.13 県の呼びかけにより、平成７年３月以来開かれていなかった三者連緒協議会の再発足会
合を開催。同会合においては、外務省沖縄事務所の参加等に伴う構成員の確認、開催頻
度及び協議会に提案できる事項等を確認。さらに、三者協の活性化を図り、米軍基地の
諸課題への取り組みを強化していくことを申し合わせる

３.３ 在日米軍が３月６日に嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練を実施すると発表した問題
で、在沖米国総領事に対し、予定されている嘉手納飛行場でのパラシュート降下訓練を
行わないよう要請

３.４ 在日米軍が３月６日に嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練を実施すると発表した問題
で、在日米軍沖縄地域調整官、特命全権大使、那覇防衛施設局長に対し、予定されてい
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る嘉手納飛行場でのパラシュート降下訓練を行わないよう要請
３.12 キャンプ瑞慶覧でディーゼルオイル漏れ事故が発生した問題で、在日米軍沖縄地域調整

官、在沖米海兵隊基地司令官に対し、事故の再発防止を要請
４.16 嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練の実施が計画されている問題で、那覇防衛施設局

長、特命全権大使、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事に対し、パラシュート降
下訓練を中止するよう要請

４.26 在沖米海兵隊所属のＣＨ－53Ｅヘリコプターが北部訓練場沖合の海上で墜落し乗員が死
亡した事故で、那覇防衛施設局長、特命全権大使、在日米海兵隊基地司令官に対し、安
全管理の徹底が図られるまでの飛行停止、関係機関への速やかな通報等を要請

４.26 ４月17日に嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練が実施された問題で、那覇防衛施設局
長、特命全権大使、在日米軍沖縄地域調整官に対し、今後嘉手納飛行場でのパラシュー
ト降下訓練を行わないよう要請

４.26 米国原子力潜水艦が４月21日にホワイト・ビーチに寄港し４月24日午後４時頃に事前通
報なしに出港した問題で、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、原子力軍艦が県内
に寄港及び出港する際の事前通報の遵守等を要請（口頭）

４.28 在沖米海兵隊所属のＣＨ－53Ｅヘリコプターが北部訓練場沖合の海上で墜落し乗員が死
亡した事故、４月17日に嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練が実施された問題及び米
国原子力潜水艦が４月21日にホワイトビーチに寄港し４月24日午後４時頃に事前通報な
しに出港した問題で、在沖米国総領事に対し、適切に対応するよう要請

５.６ ４月19日に在沖米海兵隊所属のＣＨ－53Ｅヘリコプターが北部訓練場沖合の海上で墜落
し乗員が死亡した事故及び４月17日に嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練が実施され
た問題で、防衛庁長官、駐日米国特命全権大使、外務大臣、内閣総理大臣に対し、適切
に対応するよう要請

５.７ ４月19日に在沖米海兵隊所属のＣＨ－53Ｅヘリコプターが北部訓練場沖合の海上で墜落
し乗員が死亡した事故及び４月17日に嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練が実施され
た問題で、在日米軍司令官に対し、適切に対応するよう要請

６.８ ６月４日に嘉手納飛行場内で米海兵隊所属のＡＶ－８Ｂハリアー機が離陸に失敗し墜落
炎上した事故で、特命全権大使、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛
施設局長に対し、事故原因の徹底究明とその公表等について要請

６.10 ６月４日に嘉手納飛行場内で米海兵隊所属のＡＶ－８Ｂハリアー機が離陸に失敗し墜落
炎上した事故で、在日米軍司令官、外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、内閣総理
大臣、内閣官房長官に対し、事故原因の徹底究明とその公表等について要請

６.11 ６月４日に嘉手納飛行場内で米海兵隊所属のＡＶ－８Ｂハリアー機が離陸に失敗し墜落
炎上した事故で、駐日米国特命全権大使に対し、事故原因の徹底究明とその公表等につ
いて要請

７.15 ６月に起きた国頭村内の住居侵入事件及び米軍人による交通事故について、在日米軍沖
縄地域調整官、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、綱紀粛正等について申し入れ
る（口頭）

７.22 嘉手納飛行場におけるハリアー機事故について、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施
設局長、特命全権大使に対し、事故の再発防止、安全管理の徹底等について要請

８.12 ８月11日に東村の村営グランドに在沖米軍のＵＨ－１Ｎヘリコプターが不時着した問題
で、在日米海兵隊基地司令官、那覇防衛施設局長、特命全権大使、在沖米国総領事に対
し、安全管理の徹底等について要請

８.13 キャンプ瑞慶覧での油流出事故について、那覇防衛施設局長、特命全権大使、在沖米海
兵隊基地司令官に対し、事故の再発防止等について申し入れる（口頭）

９.17 飛行停止されていた米軍ハリアー機の飛行再開について、特命全権大使、那覇防衛施設
局長、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事に対し、事故原因の徹底究明と公表及
び同機を嘉手納飛行場に常駐化させないよう要請。また、嘉手納飛行場内におけるＫＣ
－135輸送機の発煙事故についても、再発防止等を要請（口頭）

10.18 渡名喜村における油漏れによるヘリコプターの緊急着陸について、特命全権大使、那覇
防衛施設局長、第18航空団司令官、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事に対し、
油漏れの徹底究明と公表、航空機事故の再発防止等について要請（～10.19）

11.12 嘉手納ラプコン故障について、第18航空団司令官、在日米軍沖縄地域調整官、特命全権
大使、那覇防衛施設局長に対し、嘉手納ラプコンの早急な復旧と原因の究明等について
要請（口頭）

12.10 米軍セスナ機の嘉手納弾薬庫区域内への緊急着陸について、在日米軍沖縄地域調整官、
第18航空団司令官、在沖米国総領事、特命全権大使、那覇防衛施設局長に対し、事故の
再発防止等を要請

12.16 キャンプ・シュワブ水域でのパラシュート降下訓練について、在日米軍沖縄地域調整官、
第18航空団司令官、在沖米国総領事、特命全権大使、那覇防衛施設局長に対し、ＳＡＣ
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Ｏ最終報告の趣旨に沿って実施するよう要請

平成12年（2000年）
Ｈ12.１.７ 嘉手納弾薬庫地区での油流出事故について、在日米軍沖縄地域調整官、第18航空団司令

官、那覇防衛施設局長、在沖米国総領事、特命全権大使に対し、事故の再発防止等につ
いて要請

１.13 沖縄における航空交通管制の日本側への移管について、内閣総理大臣、運輸大臣、駐日
米国特命全権大使、防衛庁長官、防衛施設庁長官、内閣官房長官、外務大臣、在日米軍
司令官に対し、日米間で早急に協議するよう要請（～１.14）

１.13 キャンプ・シュワブ水域でのパラシュート降下訓練について、内閣総理大臣、駐日米国
特命全権大使、防衛庁長官、防衛施設庁長官、内閣官房長官、外務大臣、在日米軍司令
官に対し、ＳＡＣＯ最終報告の趣旨に沿って実施するよう要請（～１.14）

１.18 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米海兵隊基地司令官に対し、婦女暴行未遂事件の発生に
遺憾の意を表明するとともに、隊員教育の徹底等について要請（口頭）

１.26 米艦船キティ・ホーク所属の第５空母航空団の沖縄における訓練について、在沖米艦隊
活動司令部司令官、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特
命全権大使に対し、訓練の実施に当たっては万全の安全対策を講じること等を要請

２.10 ２月４日に発生した民間航空機と米軍航空機との異常接近について、在日米軍沖縄地域
調整官、在沖米艦隊活動司令部司令官、在沖米国総領事、特命全権大使、那覇防衛施設
局長に対し、事実関係の究明及び公表、再発防止に万全を期すよう要望

２.15 ２月15日に米軍航空機が石垣空港を使用したことについて、在日米軍沖縄地域調整官、
在日米海兵隊基地司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
米軍機の第三種空港の使用自粛を要請

２.15 ２月13日に嘉手納ラプコンのレーダーが停止したことについて、在日米軍沖縄地域調整
官、第18航空団司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、再
発防止に万全を期すよう要請

２.22 ３月２日に米軍機による石垣空港の使用が予定されていることについて、在日米軍沖縄
地域調整官、在沖米海兵隊基地司令官、在沖米国総領事、特命全権大使、那覇防衛施設
局長に対し、米軍機の第三種空港の使用自粛を要請（口頭）

３.23 北谷町における在沖米海兵隊員の交通事故について、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防
衛施設局長、特命全権大使に対し、被害者への適正補償等について要請

４.４ キャンプ・ハンセンにおける原野火災について、在日米海兵隊基地司令官、在日米軍沖
縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、遺憾の意を
表明するとともに、迅速な消火活動等について要請

５.12 米軍の水陸両用車等の移動について、在日米海兵隊基地司令官、在日米軍沖縄地域調整
官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、漁業関係者への補償等
について要請。また、キャンプ・ハンセンにおける原野火災について、再発防止及び迅
速な消火活動等について要請（口頭）

５.24 沖縄市における米軍人窃盗事件、器物損壊事件及び民間住居への進入事件について、在
日米軍沖縄地域調整官、在沖米海兵隊基地司令官、第18航空団司令官、在沖米国総領事、
那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、隊員の綱紀粛正等について要請。また、東村
高江区提供施設外における演習事件について、再発防止等を要請（口頭）

６.２ キャンプ瑞慶覧での油流出事故及び劣化ウラン弾の薬きょうの管理について、在沖米海
兵隊基地司令官、在日米軍沖縄地域調整官に対し、隊員への安全教育を含む管理運用面
を徹底すること等について要請（口頭）

７.６ 米海兵隊員による準強制わいせつ及び住居侵入事件について、在日米軍沖縄地域調整官、
在日米海兵隊基地司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
事件発生に遺憾の意を表明するとともに、一層の綱紀粛正及び兵員に対する教育の徹底
を含む再発防止について万全を期すよう要請

７.10 在沖米空軍兵士によるひき逃げ事件について、第18航空団司令官、在日米軍沖縄地域調
整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、夜間12時以降の外出
禁止及び飲酒の禁止などの規制措置を講じる等、再発防止に取り組むよう要請

７.11 米海兵隊員による準強制わいせつ及び住居侵入事件について、在日米軍沖縄地域調整官、
在沖米海兵隊基地司令官、第18航空団司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特
命全権大使に対し、隊員の綱紀粛正等、再発防止について要請（口頭）

７.13 在沖米軍人による事件・事故について、内閣総理大臣、在日米軍司令官、駐日米国大使、
防衛庁長官、防衛施設庁長官、外務大臣、内閣官房長官に対し、度重なる米軍人による
事件・事故に遺憾の意を表明するとともに、再発防止等について要請（～７.14）

８.29 軍転協は、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、在
日米軍司令官、駐日米国大使に対し、日米地位協定の見直しを要請（～８.30）
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10.20 米軍基地から派生する航空機騒音について、那覇防衛施設局長に対し、防音工事により
設置された空調機器の維持管理費の全額国庫負担及び嘉手納基地の爆音訴訟に加わらな
かった住民の受忍限度を超える過去の騒音被害に対する適切な措置を講ずるよう要請

平成13年（2001年）
Ｈ13.１.９ 海兵隊所属のヘリコプターが与那城町内の公園建設予定地に不時着した事故及びキャン

プ・ハンセン内における原野火災について、在日米海兵隊基地司令官、在日米軍沖縄地
域調整官、特命全権大使、那覇防衛施設局長、在沖米国総領事に対し、安全管理の徹底
及び再発防止等について要請

１.12 海兵隊員による女子高校生に対するわいせつ事件について、在日米海兵隊基地司令官、
在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
再発防止の措置を講ずることと等を要請

１.15 海兵隊員による女子高校生に対するわいせつ事件（文書）及び国頭村における傷害事件
（口頭）について、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、再発防
止の措置を講ずること等を要請（～１.16）

２.20 北谷町における器物損壊事件について、第10地域支援群司令官に対し、隊員への教育の
徹底等について申し入れる（口頭）

３.８ 米国人少年グループによる窃盗・建造物損壊・器物損壊事件及び海兵隊員の当て逃げ事
故について、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米海兵隊基地司令官、第18航空団司令官に
対し、綱紀粛正の徹底等を申し入れる（口頭）

３.12 普天間飛行場におけるヘリ接触事故について、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米海兵隊
基地司令官に対し、事故に関するの情報提供等について申し入れる（口頭）

３.15 内閣官房長官、外務大臣、沖縄担当大臣、防衛庁長官に対し、日米両政府間で海兵隊を
含む在沖米軍兵力の削減について協議するよう要請（～３.16）

４.13 ４月９日に北谷町で発生した在沖米海兵隊員によるひき逃げ事故について、在日米軍沖
縄地域調整官、在沖米海兵隊基地司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全
権大使に対し、徹底した隊員教育の実施、綱紀粛正等を要請

５.２ 米軍機の下地島、波照間両空港の使用について、在沖米海兵隊基地司令官に対し、当該
空港の設置目的等の観点などから、両空港の使用を自粛するよう要請（口頭）

５.13 知事をはじめとする訪米団が米国ワシントン及びハワイを訪問し、米軍基地の整理縮小、
海兵隊を含む在沖米軍の兵力削減、地位協定の見直し、綱紀粛正に理解と協力を要請。
また、ニューヨーク及びサンノゼを訪ね企業誘致活動を行う（第10回訪米）
（～５.26）

７.３ 北谷町における婦女暴行事件で、在日米軍沖縄地域調整官が来庁し、調査への全面協力
等を伝える。これに対し、遺憾の意を伝えるとともに抗議し、再発防止が担保されるよ
う実効性のある対策をとるよう要請

７.５ 北谷町における婦女暴行事件で、事件・事故調査のため来県した衆議院沖縄及び北方問
題特別委員会及び外務委員会に対し、米軍人などによる事件・事故の再発防止及び日米
地位協定の抜本的な見直しを要請

７.11 北谷町における婦女暴行事件で、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、内閣府沖縄
担当大臣、同副大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、駐日米国大使等に対し、米軍人等
による事件・事故の再発防止及び日米地位協定の抜本的見直しを要請

８.22 渉外知事会は、基地の整理縮小と早期返還の促進、跡地利用に係る予算の確保、日米地
位協定の見直しなど、基地対策に関する施策・制度・予算に関する事項について、外務
大臣、防衛施設庁長官、国土交通大臣、総務大臣、内閣官房長官、総理大臣、財務大臣、
環境大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣に対し要請

８.24 防衛庁長官が表敬訪問した際、基地の計画的・段階的な整理縮小、海兵隊を含む兵力の
削減及び日米地位協定の見直し等、基地問題の解決促進について要請

８.27 軍転協は、日米地位協定の抜本的な見直し及び基地から派生する諸問題の解決促進及び
米軍人等による事件・事故の再発防止について、在日米軍沖縄地域調整官、那覇防衛施
設局長、沖縄総合事務局長、特命全権大使、在沖米国総領事に対し要請

８.28 軍転協は、米軍人などによる事件・事故の再発防止及び日米地位協定の抜本的な見直し
及び基地から派生する諸問題の解決促進について、内閣総理大臣、沖縄及び北方対策担
当大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛庁長官、防衛施設庁長官、駐日米国大使、在日
米軍司令官に対し要請（～８.29）

９.12 米国におけるテロ事件に関し遺憾の意を表明するとともに、県民生活及び人権に支障が
及ぶことがないよう関係機関に要望したとのコメントを発表

９.18 キャンプ・コートニーにおける旧クレー射撃場から発生した環境問題について、特命全
権大使、那覇防衛施設局長、在日米海兵隊基地司令官に対し、ヒジキの鉛含有量の安全
確認、政府による環境影響の補足調査、周辺海域に残存する鉛弾の除去及びレンジ跡地
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の土壌浄化等を要請
10.16 ＭＨ－47型ヘリコプターが国頭村安田に着陸した事故について、在日米軍沖縄地域調整

官、第18航空団司令官、那覇防衛施設局長、特命全権大使、在沖米国総領事に対し、再
発防止等について要請

11.28 普天間及び嘉手納飛行場周辺において９月以降騒音等が激しくなっている問題で、在日
米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、特命全権大使、那覇防衛施設局長、航空自衛隊
那覇基地司令、那覇空港事務所長に対し、平成８年３月の日米合同委員会の「嘉手納飛
行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置」を遵守し、周辺における航空機騒
音を軽減するよう要請

12.28 外務大臣が表敬訪問した際、基地の整理縮小、普天間飛行場の移設、海兵隊の演習・訓
練の移転及び海兵隊を含む在沖米軍兵力の削減、並びに日米地位協定の見直しについて
要請

平成14年（2002年）
Ｈ14.１.11 2001年末から米軍人等による事件が多発していることを受けて、在日米軍沖縄地域調整

官、在沖米海兵隊基地司令官、在沖米国総領事、特命全権大使、那覇防衛施設局長に対
し、事件の再発防止、軍人・軍属及び家族に対する教育の徹底と綱紀粛正並びに深夜の
外出制限についても検討するよう要請

２.１ 北谷町においてタール状物質が米軍跡地から発見された問題について、那覇防衛施設局
長に対し、問題解決のために主体的に取り組むよう、また、米軍提供当時の資料や情報
を提供するよう要請（口頭）

２.26 米軍訓練等に伴う原野火災が頻発していることについて、在日米軍沖縄地域調整官、在
沖米海兵隊基地司令官、在沖米国総領事、那覇防施設局長、特命全権大使に対し、度重
なる火災に遺憾の意を表すとともに、再発防止等を要請。また、２月21日に行われた不
発弾処理について、決められた連絡体制に従って行うこと等も併せて要請（口頭）

３.16 外務大臣が知事と懇談。県からの基地問題等に関する７項目について要請
４.９ 第18航空団司令官に対し、Ｆ－15戦闘機による訓練用照明弾落下事故について、事故原

因の徹底究明、再発防止等を要請（口頭）
４.10 在沖米海兵隊基地司令官に対し、宜野座村松田の米軍車両の民間道侵入ついて、隊員教

育の徹底、適切な補償等を要請（口頭）
４.18 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事に対し、ＣＨ－53Ｅヘリコプターからの燃料

補助タンク落下事故及び多発する米軍人等による事件の再発防止について要請
４.19 那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、ＣＨ－53Ｅヘリコプターからの燃料補助タン

ク落下事故及び多発する米軍人等による事件の再発防止について要請
４.23 在沖米海兵隊基地司令官に対し、米軍機による下地島空港の使用及び今後の県管理空港

の使用自粛について要請
４.25 第18航空団司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、Ｆ－15

戦闘機からの風防ガラス落下事故について、事故原因の徹底究明、再発防止等を要請
４.26 在沖米艦隊活動司令部司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対

し、空母キティ・ホーク搭載機Ｃ－２からの燃料漏出事故について、事故原因の徹底究
明、再発防止等を要請

５.14 県、国、米軍の三者による緊急会合に出席（知事主催）。一連の米軍航空機関連事故等
について話し合う

７.19 那覇防衛施設局長に対し、楚辺通信所（象のオリ）の移設工事に伴う赤土流出について、
赤土流出の再発防止、適切な措置を講ずること等を要請

７.24 在沖米海兵隊基地司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
名護市数久田区における被弾事件について、事故原因の徹底究明、キャンプ・シュワブ
内でのＭ２重機関銃実弾射撃訓練の中止を要請

８.６ 在沖米海兵隊基地司令官、在沖米艦隊活動司令部司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施
設局長、特命全権大使に対し、ＣＨ－53Ｅヘリコプター機事故の再発防止等、米軍ヘリ
による漁業操業の妨害の再発防止等について要請

８.12 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
相次ぐ米軍航空機関連事故について、事故原因の徹底究明、再発防止等を要請

８.22 在日米軍沖縄地域調整官、第18航空団司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特
命全権大使に対し、Ｆ－15戦闘機墜落事故について、事故原因の徹底究明、原因究明が
なされるまでの同機の飛行停止を要請

８.26 内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、防衛庁長官、防
衛施設庁長官、自由民主党幹事長に対し、米軍基地問題の解決促進について要請

８.27 第18航空団司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、墜落事
故の原因究明がなされるまでのＦ－15戦闘機の飛行停止について要請
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９.３ 軍転協は、特命全権大使、那覇防衛施設局長、沖縄総合事務局長、在沖米国総領事、在
日米軍沖縄地域調整官に対し、基地から派生する諸問題の解決促進及び米軍の演習等に
伴う事件・事故の再発防止について要請

９.４ 軍転協は、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、防衛
庁長官、防衛施設庁長官、駐日米国大使、在日米軍司令官に対し、基地から派生する諸
問題の解決促進及び米軍の演習等に伴う事件・事故の再発防止について要請
（～９.５）

９.17 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、特命全権大使、那覇防衛施設局長に対し、
嘉手納及び普天間飛行場周辺における航空機騒音の軽減について要請

10.28 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
伊江島補助飛行場における嘉手納飛行場所属ＭＣ－130輸送機からの物資落下事故につ
いて、事故原因の徹底究明と公表、再発防止等を要請

11.12 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局長、特命全権大使に対し、
伊江島補助飛行場における物資投下訓練の廃止について要請

11.30 防衛庁長官が知事を表敬。基地問題に関する７項目について要請
12.４ 在日米軍沖縄地域調整官、在沖米海兵隊基地司令官、在沖米国総領事、那覇防衛施設局

長、特命全権大使に対し、在沖米海兵隊少佐による婦女暴行未遂事件について、再発防
止、拘禁前の被疑者の身柄の日本側への引渡し等を要請

12.19 特命全権大使に対し、在沖米海兵隊少佐による強姦未遂事件に関する日米合同委員会議
事録の公表について要請

12.26 特命全権大使に対し、外務省における在日米軍に対する研修会について、事件・事故の
効果的な再発防止策を講ずる観点から同研修会の内容を見直すよう要請（口頭）
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