
月日 進捗状況 キャンプシュワブゲート前 海上 備考

1月1日 松田ヌ浜・初日の出・２００人。稲嶺市長も

1月3日 ・政府→警察当局・反対運動の排除

・往来妨害罪、適用検討

1月5日 １５年初の抗議行動・２００人 ・翁長知事年頭あいさつ・辺野古断念

1月6日 防衛局作業船、監視船５～６隻 船３隻、カヌー１０艇 ・沖縄相・振興予算満額を困難視

・自民県連・翁長知事要請せず

1月7日 ＯＤＢ作業船１０隻、潜水調査船など 約５０人、韓国高校生 ・農相、知事面会拒否

・沖縄振興予算１割減

1月8日 ＯＤＢ作業船５隻 東京外大、韓国・中国の学生ら３０人 抗議船３隻 ・知事会議・翁長氏「全国で基地分担」「沖縄過重負担理不尽」

1月9日 ＯＤＢ作業船、警戒船１６隻 抗議船３隻、カヌー ・ＯＤＢ→県、工法の変更申請に関する５回目の質問の回答、ダンプトラッ
クの渋滞は進入制限をする

1月10日 ８：３０大型トラック７台資材搬入 山型鉄板上で抗議約５０人

１５：００浜辺トラックからプレハブを下ろす

２０：５５クレーン車、ミキサー車シュワブ内へ ２２時過ぎ市民集結、ごぼう抜き排除

１０台仮設桟橋資材？

1月11日 ～未明にかけ計１５台以上？ 男性逮捕　　　　２４時間体制開始 ・辺野古工事費１９００億円

潜水作業

1月12日 ７：３０ショベルカー積載大型トラック ←市民阻止、山型鉄板座り込み

ＯＤＢ警戒船３隻、調査船１２～３隻 島ぐるみバス含め２００人

1月13日 ＯＤＢ警戒船・潜水作業船約３０隻 山型鉄板座り込み、最大１５０人、韓国から 抗議船３隻、カヌーカヌー２３艇 ・ＯＤＢユビエダハマサンゴ損傷関与否定

・環境３団体、承認検証中の作業中止要請

1月14日 午前５時から座り込み、最大１３０人

午後１０時市民１００人、うち５０人蛇腹鉄
柵内、午後１１時県警１００人、１１：４０県警数
百人

1月15日 １：４３旧ゲートよりクレーン車、資材の工事
車両７台
オイルフェンス入れる。浮桟橋設置

午前０時過ぎ、市民をごぼう抜き
新ゲート前約１５０人、７：４０市民５０人道路中
央横たわる
７：４８県警強制排除、８０代女性転倒頭部強
打、島ぐるみバス含め３００人ゲート前

抗議船４隻、カヌー２５艇、カヌー拘束１９人 ・沖縄関係県警予算１６１億減額、辺野古工事費１７３６億決定
・県土木建築部→ＯＤＢ仮設桟橋の撤去方法質問
・県議会与党・東京外務、防衛省、米大使館訪問、報告集会
・ＯＤＢ工法変更申請のうち土砂運搬方法の申請を取り下げる。

1月16日 浮桟橋ＧＢ二十数艇、沖合巡視船１３隻
オイルフェンスシュワブ内ビーチで連結
浮桟橋近くにアンカー沈める

旧ゲート前封鎖→新ゲート前座り込み←県警
排除

抗議船１隻、カヌー１８艇フロート、オイル
フェ
ンス越え、２１人拘束、Ｋ君ろっ骨骨折全治３
週間

・米軍ヘリ部品落下２００ｋｇ

1月17日 フロート海上に設置、辺野古崎～長島 抗議のカヌーメンバー５人拘束、長長間航行
中２３人拘束

・県議会会派県民ネット県警の「過剰警備」是正の申し入れ
・マスコミ労協等工事再開の抗議声明

1月18日 海保巡視艇１２隻、ＯＤＢ警戒船、作業船１５
隻以上、フロート設置継続、別の資材準備

最大１５０人、一時旧ゲート前で機動隊ともみ
合う

辺野古埋め立て工事ドキュメント
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月日 進捗状況 キャンプシュワブゲート前 海上 備考

1月19日 浮桟橋からアンカーでクレーンを運ぶ、シュ
ワ
ブのビーチから瀬嵩方面にオイルフェンスを
伸ばす、ブイ１６個設置

最大２３０人抗議 抗議船、女性ライフジャケット破られ、右手
首に怪我、１週間、マスコミのカメラ押さえ込
む
カヌー１３艇、２人拘束

・高江緊急集会５２０人

1月20日 オイルフェンス設置、フェンスのアンカー設
置

抗議船、カヌーチームの一斉確保
女性に馬乗り

1月21日 オイルフェンス、瀬嵩方面～汀馬漁港～安
部
沖～長島ー大浦湾を取り囲むように
工事車両数台シュワブ内に

１２０人座り込み、山城博治さん排除の際もみ
合い、６０代女性２名後頭部打撲・救急車

抗議船、カヌー、オイルフェンス設置に抗
議ー
昼食休憩１０分と合意しながら確保開始

・稲嶺名護市長→ＯＤＢ「過剰でひどい」

1月22日 オイルフェンスの一部流される←フェンス
の固定作業、フロートを出し、既に出て
いたフロートと連結（波荒し）

座り込み２００日
国会議員、県市町村議員座り込み１日目
約５０人

抗議船１隻、カヌー１５艇抗議活動 ・照屋寛徳議員海上保安庁警備救難部へ「暴力的警備をやめよ」
←「最小限の措置」
・「馬乗り」問題ー「通り抜けるため女性をかわした」

1月23日 オイルフェンス拡張作業
重機を積んだトラック等６台入る

国会議員等座り込み２日目８０人
機動隊ともみ合い、男性薬指怪我

抗議船２隻、カヌー１２艇 ・県民会議、第１１管区海上保安部本部前緊急集会３７０人
・県選出野党国会議員→第１１管区海上保安本部、影山さんの馬乗り
「最低限許される行為」
・福島瑞穂→海上保安庁担当者「現場からけが人がでたという報告は受
けていない
・海外識者１５人知事に手紙「行動を」

1月24日 辺野古崎近くの沿岸部からフロートを延ばす
海保巡視船１０隻以上海保ＧＢ十数隻、ＯＤ
Ｂ船舶１０隻

国会議員等座り込み３日目１００人
最大１６０人

抗議船３隻、カヌー１４艇、抗議行動 ・辺野古訴訟、那覇地裁、国の当事者参加認める
・ムーチー作り、“鬼払い”

1月25日 １００人抗議行動、人間の鎖 ・ヒューマンチェーン７０００人国会包囲

1月26日 シュワブ沿岸部、建物解体現場付近ショベ
ルカー動く
仮設桟橋設置予定場所、埋め立てに使用？
の資材確認

旧ゲート前で市民とにらみ合い。翌０時１０分
排除・騒然

船５隻、カヌー１２艇、フロート越えシュワブ
ビーチ前で抗議

・知事、検証委を設置、副知事→ＯＤＢ「検証終了まで作業中止を」←
菅官房長「既に承認」
・知事、県警、海保に抗議「県民の安心・安全を最優先に」←「必要最
低限の規制」
・二見以北住民の会、→ＯＤＢ「移設作業の中断を」
・「建白書」に賛同する著名人の署名１１４人

1月27日 大型クレーン船２隻、資材運搬用台船３隻等
７隻大浦湾へ、日の出前７時作業開始、トン
ブロック海中投下

昨晩～午前３時、県警とのにらみ合い、トレー
ラーの侵入阻止

台船の見えるゲート付近から抗議の声
稲嶺市長現場へ

抗議船３隻、カヌー１５艇、臨時制限区域に
進入、抗議

・防衛相「作業中止せず」
・知事、大変残念、稲嶺市長「県民の意思無視、差別」
・環境団体、海への影響懸念
・「馬乗り」問題ー「安全確保のため体使い転落防いだ」
・辺野古実→海保・市民の怪我関与否定
・衆院本会議、安倍・移設「着実に進める」

1月28日 瀬嵩沖に大型ブイ２基設置
足場のような四角い枠の準備
大型トラック２台シュワブ内へ

大型クレーンが見える地点で抗議
与党県議参加、夜大学生ら

抗議船５隻、臨時制限区域外で確保
カヌー１６艇抗議

・ろっ骨骨折男性、海上保安官告訴
・ＯＤＢ設置の環境監視等検討委員会・環境対策異論、第三者委員会を
要求、アンカー１２０個不明、大型ハマサンゴ損傷など＊

1月29日 大型クレーン船ブロック計４か所投入 約１５０人抗議行動・デモ行進・ダイイン 抗議船３隻、船長北上田さん関節捻挫全治
２週間、制限区域外、カヌー１６艇・拘束

・辺野古監視委疑義←市民団体「環境保全担保崩れた」
・ＯＤＢ：日の出１時間後～日没１時間前が作業時間という環境影響評
価書の記述ー作業船の移動や海上での準備は作業開始に含まれない
・名護市議会ー県警・海保に抗議の意見書採択
・ＯＤＢ本体工事初契約、４月着手？＊

1月30日 赤色浮のコンクリートブロック投入、大型ブイ
２基設置
海上保安庁巡視船十数隻→４隻

海保Ｔさんのパドル海に投げる ・「馬乗り」問題ー国交相「女性の体を保持するため」
・防衛相ーアンカー１２０個不明、藻場での移動痕跡認める
・日米合同委、高江着陸帯先行提供
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月日 進捗状況 キャンプシュワブゲート前 海上 備考

1月31日 資材運搬用台船トンブロック２０個、辺野古
崎付近の台船・ブルーシートで覆われた大
型のフロート積み荷？

最大１７５人抗議・海保の乗った車両阻止行
動ー
もみ合い、騒然
送迎車等への嫌がらせ

カヌー１８艇抗議活動

2月1日 大型クレーン船２隻、トンブロック海中投下６
か所

約６０人抗議行動 抗議船１隻

2月2日 大型クレーン船２隻、トンブロック新たに８か
所投入、大型ブイ１基

最大１７０人抗議行動 赤嶺議員乗る抗議船・確保拘束される
カヌー８艇、オイルフェンス越え、カヌー転
覆、８人拘束、岸より４ｋ離れた外洋で解放、
午後４時半

・ＯＤＢ→県、仮設桟橋はボーリング調査終了後撤去、代替施設建設
事業には使用しない、工期、撤去時期には回答なし
フロート固定のためのトンブロック、コンクリート製（１０～４５ｔ）鋼製（４８０
～８７０ｋ）を系７５か所設置
・読谷村民会議発足
・稲嶺市長→第１１管区海上保安本部・過剰警備批判

2月3日 大型クレーン船、トンブロック数個投入、大
型ブイ４基

最大１２０人、新ゲート前、もみ合い、６０代女性
転倒後頭部打撲・救急車・全治１週間

抗議船４隻カヌー１９艇、大型作業船へ抗議
行動、拘束大浦湾アウトリーフまで、午後も
外洋に置き去り

・辺野古沖、オスプレイを乗せたボノム・リシャール現る。
・日欧米識者→オバマ大統領、書簡「基地は人権侵害」

2月4日 大型クレーン船２隻、大型コンクリートブロッ
ク少なくとも６か所、大型浮動票２基

ダイイン、座り込み排除・もみ合い。市民７０人
瀬嵩の浜から海上にエール

船４隻、カヌー１５艇、のべ１５人拘束 ・相馬由里船長告訴（３件目）
・辺野古検証「第三者委」メンバー決定
・軍転協の要請、閣僚「会わぬ」、米総領事らへ県外移設を要請
・工事請負会社（大成建設）へ抗議・要請

2月5日 大型クレーン船２隻、コンクリートブロック２
か所、大型浮標灯１基設置

ゲート前抗議、検証委桜井氏挨拶 カヌー１４艇、９艇拘束長島沖周辺で解放、
抗議船１隻一時拘束

・５日防衛省交渉、仮設桟橋工法変更明らかに。
・軍転協、外務・防衛相面談なし、「県外移設」文書で要請
・名護市議会→県、埋め立て承認の疑問点指摘

2月6日 安部沖３か所コンクリートブロック投入 最大１００人、座り込み、機動隊強制排除・騒然 カヌー５艇・臨時制限区域外で拘束１時間拘
束後、まわりに船舶のいない海域に置き去
り

・第１１管区海保・拘束説明拒否
・検証委・初会合・５分のみ公開・委員長「撤回権限は行政に」・月２回会
合・報告は７月
・軍転協（会長・翁長）→官房副長官・県外移設要請
・翁長氏・上京、沖縄相「面会必要なし」

2月7日 海上作業はなし ゲート前約２００人、稲嶺名護市長来訪
ゲート入り口座り込み・強制排除、８０人瀬嵩の
浜から激励

抗議船３隻、カヌー１２艇・オイルフェンス、フ
ロート乗り越えクレーン船に接近し抗議

・環境市民団体→防衛省・環境省、埋め立て用岩ずり採取中止の要請
・県農林水産部→沖縄防衛局コンクリートブロックの設置場所、岩礁破砕
行為の有無を質問

2月8日

2月9日 大型浮具（フロート）設置開始 ゲート前約１５０人抗議。 ・シュワブ米兵、抗議活動面前拳銃抜き歩く
・辺野古「アセスに違法性」識者シンポ
・琉球新報、ヘリ基地反対協レンボーチームの写真掲載・トンブロックによ
るサンゴ破壊
・高江、Ｎ４提供前の着陸帯、米軍野営訓練？米軍車両３０台

2月10日 大型浮具（フロート）設置 抗議船、定員６名、海保乗りこみ定員オー
バー、転覆寸前、４人海中へ転落
抗議船５隻拘束

・政府答弁、海保警備は「適切」
・国防総省施設担当、辺野古進捗を視察、抗議行動も意見交換
・海兵隊幹部メール、怪我主張は「ばかばかしい」

2月11日 仮設桟橋土台資材搬入か、台船→シュワブ
内
大型浮具（フロート）設置

名護市議会議員海上視察船、海保拘束、
船長の胸ぐらつかむ
カヌーメンバー３人一時拘束

・市民有志、署名２６６２人→知事「アンカー中止を」
・米識者ら（ピーター・カズニック）よびかけ、辺野古反対署名→日本大使
館１万７千人
・県、作業停止へ調整、岩礁破砕許可を出した区域外
・与党関係者、知事と意見交換「環境保全を」

2月12日 大型フロート積載台船移動北上ー撤収？ 金秀グループ会長抗議行動激励 ・船の転覆寸前行為、海保を刑事告発の方針
・北部訓練場司令官、高江住民「反対運動、金もらってる」
・首相施政方針演説「辺野古推進を強調」
・許可内容巡り対立、国「不要と言われた」県「聞いていない」
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月日 進捗状況 キャンプシュワブゲート前 海上 備考

2月13日 オイルフェンスと固定用鉄製アンカー撤去・
理由明らかにせず

午前７時・公務執行妨害、男性逮捕
名護署前抗議行動

・知事、作業停止指示を検討
・県・部局横断的な組織設置方針
・知事・米幹部発言に不快感
・国・護岸新設など契約、
・政府ーブロック設置「適切」、菅氏ーブロック投下「問題ない」
・国交相ー海保の警備「適切に対応」
・県土木建築部→国、仮設桟橋について再質問

2月14日 逮捕男性釈放 ・米ジュゴン訴訟棄却、原告上訴の方針

2月15日 約５０人抗議行動 帆かけサバニ2隻「新基地建設ノー」 ・自民・野中、古賀ー知事冷遇政権を批判
・超党派野党国会議員「沖縄等米軍基地問題議員懇談会」大浦湾視察

2月16日 大型クレーン船1隻撤去 約５０人抗議行動 抗議船、カヌー、13艇のカヌー一時拘束 ・知事ーブロック設置停止指示、初の知事権限行使
←中谷防衛相「粛々と作業」

・名護市・遺跡調査立ち入り確認作業、１０日間

・名護市長「取り消しも当然」

・沖縄防衛局→県、アンカー（大型コンクリート、鋼製）計37個（区域外）
区域内ー鋼製３８個設置予定、　約２０このコンクリートブロックは確認
・民主３参院議員、辺野古反対の議論の喚起を（相原、徳永、石橋）

・高江住民の会→ＯＤＢ、県「先行提供は基地負担増」
・ＮＤ声明・米軍幹部発言「非民主的」ロバート・エルドリッジ
・ジュゴン保護キャンペーンセンター→ＯＤＢ「トンブロックは国監視委議論
を受け設置・台風対策」

2月17日 未明、ボーリング調査、仮設桟橋用資材大
型車両3台以上搬入
フロートに作業船6隻で俵状浮設置「許可な
く立ち入ることは禁止」

座り込み市民と激しくもみ合い、山城博治
一時拘束
最大１５０人

抗議船3隻、カヌー１８艇、拘束5時間 ・高江着陸帯本格運用へ、先行提供を閣議決定
・県・辺野古問題連絡調整会議ー移設阻止へ初会合
・名護市長ー作業強行の政府牽制
・県議会・与党５会派ー移設問題対応で政策会議
・辺野古新基地ー首相「運搬船の接岸で」「軍港機能否定」
・高江先行提供、「ゆんたく高江」→防衛省へ抗議
・在沖米軍幹部の相次ぐ暴言「ばかばかしい」「メディアはウソ」
・北上田船長、保安官を告訴

2月18日 座り込み市民、県警ともみ合い、Ｉさん顔面
裂傷
約１００人
石垣市議有志の会4人海上保安庁激励ｖｓ
市民、岸本名護市議ゲート内逃げ込み、別
ゲート
から出る

抗議船４隻、カヌー14艇、台船近くで抗議 ・二見以北の会→県「埋め立て承認早期撤回」要請
・座り込みテント撤去検討、道交法７６条

2月19日 ＯＤＢ、沖縄総合事務局北部国道事務所→テ
ン
ト撤去要求文書、期限26日・受け取り拒否
ＯＤＢ・米海兵隊太平洋基地からの要請←受け
取り拒否←文書を掲示
稲嶺市長激励訪問

抗議船、カヌー抗議 ・県政運営方針「新基地承認撤回を検討」翁長知事
・北谷町議会・県警、海保の過剰警備への意見書可決
・米国防省元分析官・辺野古移設を批判
・県←ＯＤＢ（作業停止に関しての意見）
・県→ＯＤＢ、再質問・サンゴなどの環境保全策

2月20日 第３ゲート、沖縄総合事務局北部国道事務
所ー
米軍提供施設協会のくいを撤去←市民阻止
米軍、新たな境界線引く←市民が消す

抗議船、カヌー抗議 ・高江Ｎ４抗議テント撤去される
・県←ＯＤＢ「トンブロック新設せず」
・名護市議会・ブロック設置、爆発音に抗議
・菅氏「テント撤去要求は当然」
・キャンプ・シュワブ、実弾演習で火災

2月21日 車両約１０台進入←約１５０人抗議 ・グリーンピース「辺野古基地阻止」駐日米大使あて、世界署名開始
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月日 進捗状況 キャンプシュワブゲート前 海上 備考

2月22日 9時頃山城博治他1名米軍に拘束→逮捕
ゲート前県民集会２８００人
名護署前集会500人4時～7時

悪天候のため海上パレード中止 ・漁業関係者、辺野古漁港から船3隻、抗議
・与那国住民投票・陸自配備を容認

ゲート前県民集会２８００人

2月23日 小型ボートの作業・海兵隊のトライアスロン
大会のオイルフェンスの撤去作業

9時～名護署前抗議、19時３０～20時2人釈放 抗議船４隻監視活動 ・山城氏逮捕、米紙も報道
・菅官房長官「工事推進、判例ある」
・県議会与党山城氏の釈放を要求
・参院沖縄北方問題特別委員会ー普天間飛行場等視察、北部市町村長
と会談
・那覇市議会ー「辺野古移設中止」「過剰警備中止」意見書可決３３－４
・東村議会ーＮ４地区の着陸帯の使用禁止決議

2月24日 潜水調査船数隻大型クレーン船周囲で作業 約200人抗議活動
ＯＤＢ関係車両ゲート入り阻止
宜野湾、那覇島ぐるみバス

抗議船4隻 ・ダイビングチームレインボー、日本自然保護協会安部真理子ーサンゴ
破壊「悲惨」
・全駐労沖縄知本→ＯＤＢ、逮捕指示の経緯確認
・中谷防衛相「逮捕は適切、くれぐれも自重を」
（ブロック設置作業の停止）「不当であり、遺憾」
・「仮設桟橋2月以降着手」答弁書閣議決定
・ＯＤＢの回答23日までになし←不誠実・遺憾、許可取り消し「可能性大」
・高江Ｎ４地区ＣＨ５３訓練・本格運用

2月25日 クレーン船、2個のアンカーらしきもの移動 午前、北部国道事務所ーテント撤去要請
夕、国道反対側の新設テントの撤去要請、柵
の設置→新設テント、柵とも撤去

抗議行動 ・高江、新着陸帯にオスプレイ←「次の着陸帯は阻止」
・県、現地調査のための資料、ＯＤＢは23日提出の回答を25日に持参
・県警本部長ー市民の抗議活動「違法な状態」
・平和運動センターー米軍の弾圧糾弾、新基地断念要求
・高江、新着陸帯にオスプレイー運用後初の訓練
・安波（Ｇ地区）の工事契約
・米国防総省ーテント撤去、高官が要求。市民拘束は「地元が判断」→在
沖米海兵隊幹部は「上からの指示」
・県議会代表質問ー知事「あらゆる手段で阻止」
・名護市議会→ＯＤＢ、サンゴ破壊抗議、→海兵隊、シュワブ爆発音訓練
中止
・自民・国防部会ー運動は「過激」

2月26日 6時半ごろ、新たなクレーン船（起重機船1
隻、
ボーリング調査資材積んだ台船1隻、えい航
の船1隻）作業開始

ゲート前テント一部回収、向かいにテント設置

作業←北部国道事務所作業員４０人「テント設
置禁止」立て看設置
交渉決裂、北部国道事務局24時間15分おきに
１０名で巡回

抗議船3隻、カヌー12艇 ・「わんからの会」→米総領事、抗議行動
・県ー大浦湾潜水調査、サンゴ礁破壊確認←菅、「一方的に現況調査遺
憾」
←知事「一方的ではない」、名護市長「真実を明らかに」
・ＯＤＢ→県「仮桟橋の撤去、問題なし」（２４日に回答）
・米高官のテント撤去要求、国防総省当局否定

2月27日 大型クレーン船、資機材の移動、夕ーボーリ
ング資材の組み立て

首相官邸→国土交通省→北部国道事務所・テ
ント撤去要求、24時間監視
海上保安庁職員の車両進入阻止
約１５０人座り込み

抗議船4隻、カヌー11艇、一部一時確保 ・総合事務局労組ー24時間監視、解除要求
・菅ーテント撤去指示否定「違法状態解消は当然」
・県サンゴ調査ー防衛相「遺憾」サンゴ破壊問題視せず
・辺野古抗議テント、維持と撤去双方が要請
・全国革新懇、行動呼びかけ｛オールジャパンで」
・ＯＤＢの環境監視等委員会ーサンゴ破壊説明を

2月28日 作業なし １００人以上座り込み、今帰仁村長ら４７名

3月1日 スパット台船の再設置、オイルフェンス、
フロート設置

・辺野古新基地護岸、揚陸艦接岸基準と一致、アセス→延長、２７１，８ｍ
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月日 進捗状況 キャンプシュワブゲート前 海上 備考

3月2日 オイルフェンス撤去作業、
スパット台船用資材クレーンで移動
フロート設置

抗議船、カヌーに５０名を超える海上保安
官、2名を一時拘束

・県議会ー県警本部長「排除」ではなく「移動」
・高江Ｎ４ゲート前、抗議集会ー先行提供、着陸帯これ以上作らせない、
約１００人
・県議会ー農水部長、防衛局の申請不備ー自民の対決姿勢鮮明

3月3日 スパット台船に掘削で使う資材の取りつけ
フロート引っ張る
港湾築堤マットらしきもの確認

約１２０人抗議
ブルーシート撤去、向かいの緑地帯にテント張
る
フェンスにブルーシートを張る

抗議船４隻、カヌー８艇 ・衆院予算委、菅「遠くない時期に会いたい」ー翁長知事、全く打診ない
・辺野古に陸自常駐、恒常的に共同使用防衛省資料で判明ー米側は常
駐に否定的
・防衛相明言、夏にも埋め立て
・山城氏不当逮捕で３０の市民団体声明、

3月4日 スパット台船２基目組み立て、台船に三角錐
のやぐら

工事車両の進入めぐりもみ合い、山城博治指
捻挫
さんしんの日、約２０人で演奏
抗議１００人以上、歌、踊り

抗議船４隻、カヌー７艇
抗議船に乗り込み男性押し倒し確保
抗議船船長に海保「腐れナイチャー」
カヌー６人確保、女性１名体調不良救急搬
送

・沖縄国交労→沖縄総合事務局長「テント撤去業務は心身に苦痛、中止
を」
・知事、県議会で「本体工事着手前の事前協議必要」
・県議会答弁普天間代替基地「耐用年数は２００年」
・読谷村議会、「辺野古過剰警備抗議」「新基地建設即時中止」決議

3月5日 トンブロック２個再投下（作業停止指示以降
初）
岩礁破砕許可区域の境界付近
フロート、オイルフェンス設置

約１００人、第３ゲート前でブロック投下抗議
ゲート前ブルーシート強制撤去（黄色線の内側
に置き、取りに来い）

ブロック投下←海上にらみ合い、一時拘束 ・知事の事前協議について←菅、「工事中止応じず」「（工事中止の知事
権限は）あり得ない」
・国→県、提訴、米軍北部訓練場、高江等の県道７０号線の共同使用に
ついて「文書開示中止を要求」「米との信頼関係損なう」
・県議会、県環境部長、辺野古埋め立て土砂、外来種混入「生態系に影
響」

サンゴの日 ・シアー米国防次官補「（安全保障は）日本政府と話し合う問題」「県側と
の対話には応じる」在沖海兵隊大半フィリピンへ巡回配備検討
・高江、宮城秋乃、県内初記録のガ撮影
・高江オスプレイ訓練

3月6日 スパット台船掘削用機材に滑車の取りつけ
等

約１４０人
沖縄総合事務局の職員？→掲示物の撤去を
求める

抗議船３隻 ・高江Ｎ４仮設柵撤去、イエロライン引く。ＯＤＢ
・ＯＤＢ、辺野古調査再延期へ
・ＯＤＢ、ブロック設置作業再開「許可区域内」
・菅、本体工事着手前の事前協議「対応は当然」
・中谷防衛相：県の開示決定「誠に遺憾だ」
・県議会、水産課長、サンゴは「岩礁」

3月7日 海上作業はなし 約200人抗議活動、ブルーシート返還 抗議船５隻、カヌー１１艇、海保の動きはなし ・ＯＤＢ環境監視委員会議事録→県
・自民幹事長会議「埋め立て承認の検証委の調査を」
・伊江島、オスプレイ、Ｆ３５戦闘機配備抗議集会

3月8日 クレーン船１隻長島付近へ移動、フロート、
オイルフェンスで囲う

・高江住民の会→ＯＤＢ、県議会、陳情書、オスプレイ使用禁止要請

3月9日 オイルフェンスの移動 名護署の警告にハンドマイク５台並べ抵抗
沖縄総合事務局職員、横断幕の撤去注意

抗議船３隻、１人クレーン船乗り込み抗議 ・辺野古監視委の議事公開ーアンカー流失、海底損傷を把握
・南風原町議会、新基地建設中止、普天間閉鎖を決議
・「辺野古移設問題連絡調整会議」職員を現地に常時派遣決定

3月10日 オイルフェンス延長 沖縄総合事務局職員退出時、市民と機動隊
もみ合い

海保艇「あるたいる」抗議ゴムボートに追突
海に飛び込んだ女性を海中に沈める
カヌー２艇確保ー全ての抗議船、カヌー確保

・環境監視委員会副委員長「環境保全できない」
・環境監視委資料、防衛局書き換え、仮設桟橋・岸壁３本→１本
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月日 進捗状況 キャンプシュワブゲート前 海上 備考

3月11日 大型スパット台船１基、大浦湾調査地点へ
移動、台船周囲をフロート、オイルフェンスで
囲む

約１００人抗議活動 抗議船、カヌー、拘束の女性１名救急車で ・環境監視委東氏の辞意←ＯＤＢ遺留ー固辞
・県調査米軍が拒否、（１９９６年立ち入りに関する日米合同委員会合意）
←県も対抗措置を、関係者指摘
・米海兵隊司令官「グアム移転は辺野古後」（２０１２年には切り離し発
言）

3月12日 スパット台船２基、掘削再開 約２００人、掘削再開に抗議、
座り込み・ごぼう抜き
テント撤去最終警告、Ｏ総合事務局北部国道
事務所

抗議船４隻、海保乗り込む
カヌーチーム女性１人左腕負傷救急搬送
全治２～３週間打撲

・ＯＤＢ、じゅごんの監視業務、いであＫＫと契約～’１６，３，３１
・米海兵隊当局「グアムと連動せず」
・沖縄弁護士会声明、政治表現の自由・十分な配慮要求

3月13日 スパット台船２基、クレーン船、計３か所で掘
削

座り込み２５０日 抗議船４隻、カヌー１４艇抗議、拘束、船へ
の
乗り込み

・防衛相、知事対話拒む「会っても意味ない」、制限区域内立ち入り・米
への調整応じず
・米上院軍事委来沖へ、近く現地視察
・地元監視職員を監視、国、東京から要員派遣←沖縄県国公、２４時間
体制の解除要請→沖縄総合事務局、開発建設部長
・「碇石」出土か、シュワブ海岸近く
・安次富氏ら１８人、→ＯＤＢ井上局長、県漁業調整規則違反、刑事告発

3月14日 ３基３か所でボーリング調査 船に乗り込み県議４名拘束２５分、
女性１人足首怪我

・山城ら逮捕、基地内映像動画流出
・キュー危機時、在沖米軍に誤命令、６２年、核発射寸前

3月15日

3月16日 掘削３か所継続 ゲ－ト前デモ、旧ゲートでもみ合い 抗議船５隻、カヌー辺野古浜より、抗議船拘
束

・東氏監視委辞意、支援広がる
・オスプレイ部品落下

3月17日 台船２基掘削継続
大型クレーン船２隻移動

抗議船、カヌーチームメンバー一時拘束 ・監視委は不全、１９団体が会見
・米軍機ＲＣ１３５Ｖ部品落下
・県選出野党国会議員→ＯＤＢボーリング調査中止、信じ制限区域への
立ち入り調査調整の要請

3月18日 ゲート前座り込み、機動隊ごぼう抜き約１００人
沖縄総合事務局北部国道事務所「テント等
設置禁止」の立て看

・社民党→首相、辺野古掘削調査即時中止

3月19日 １４０人抗議 カヌー１４艇辺野古浜より、一時拘束
瀬嵩浜より海保とにらみあい

・「わんからの会」→中城海上保安部前集会要請、過剰警備、中止、
１００人←要請拒否
・在沖海兵隊、エルドリッジ処分、動画流出

3月20日 スパット台船ボーリング調査 シュワブ前抗議、１人一時拘束
沖縄総合事務局による監視、規模縮小、
時折車両での点検、国の情報連絡員引き揚げ

・ＯＤＢ辺野古掘削３カ月延長の方針
・知事、外務省に再要求、臨時制限区域内への立ち入り許可
・伊江村、Ｆ１５訓練計画に抗議決議

3月21日 大浦湾航路、オイルフェンス設置確認
スパット台船２基ボーリング継続

抗議船７隻、カヌー１７艇抗議、一時拘束
県議団の乗る抗議船に乗り込み、市民押さ
えつけ

・瀬嵩県民集会３９００人

3月22日 ２基のスパット台船、ボーリング継続
フロート沿いにブイ数か所設置

約５０人抗議、県警市民排除 ・普天間の閉鎖計画・６８年国防総省策定「朝鮮有事の即応困難」→
首都圏基地縮小で白紙

3月23日 大きな作業は確認できず 約１１０人抗議集会 カヌー１１艇一時拘束 ・高江ヘリパット「影響大」日本鱗し学会
・知事、作業停止を指示、続行なら「取り消し」３０日期限←菅「中止理
由ない」防衛相「環境保全は万全」
・「辺野古の今」写真展、読谷村役場

3月24日 掘削作業続行 抗議活動 抗議船3隻、カヌー16艇抗議活動 ・国、停止指示従わず、不服・無効申し立て、防衛省→農林水産省「不服
　審査請求書」「執行停止申立書」
・知事「真摯に対応を」ー菅「違法性は明白」
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