
「沖縄平和運動センター議長 山城博治さんの即時釈放を求める」

宗教者共同声明 
 
 ２０１６年１０月１７日、東村高江や名護市辺野古での米軍基地建設に反対する抗

議活動で、公務執行妨害や傷害などの罪で逮捕された山城博治さんの勾留が３ヶ月以

上に及んでいる。通常大きな事件でない限り、起訴後は釈放されているのに、「有刺鉄

線を切った」「腕を握った」というような微罪で、未だに弁護士以外の接見も認められ

ないような長期拘留は違法で不当ある。 

 すでに多くの刑法学者も法律上問題があると声明を発表し、国際人権擁護団体アム

ネスティも、国際的人権基準からはずれていると、釈放を要求する声明を沖縄地裁に

提出している。米紙ワシントンポストでさえも、「市民的および政治的権利に関する国

際規約」が定める未決勾留の例外化原則に反すると指摘（１月２０日付 電子版）し、

沈黙を強いる狙いだと伝えている。 

 明らかに基地に対する抗議活動に圧力をかける意図があり、法律上ではなく政治的

思惑が読み取れる。山城さんは悪性リンパ腫の持病があって、体調を崩しているとの

報告があり、このまま勾留が続けば重大な事態に陥る恐れが出てきた。民主主義国家

としてはあるまじき行為で、勾留を認め続ける裁判所の対応は、思想・信条・集会の

自由を保障した憲法に違反する。 

 私たち宗教者は、人権と生命を尊重し、平和を希求する立場から、山城博治さんの

即時釈放を求め、国の内外に祈り訴えるものである。 
 

２０１７年２月１６日 
 
◎呼びかけ人（順不同） 
 山崎 龍明（浄土真宗本願寺派僧侶） 

 小橋 孝一（日本キリスト教協議会議長） 

 勝谷 太治（日本カトリック正義と平和協議会会長） 

 谷  大二（カトリック司教） 

 大倉 一美（東京カトリック正義と平和委員会担当司祭） 

 平良 愛香（平和を実現するキリスト者ネット事務局代表） 

 内藤 新吾（日本福音ルーテル稔台教会牧師） 

 岡田  仁（富坂キリスト教センター総主事） 

 鈴木 伶子（元日本キリスト教協議会議長） 

 島田 善次（日本キリスト教会宜野湾教会牧師） 
 川越  弘（日本キリスト教会沖縄西原教会牧師） 
 岡田 弘隆（沖縄・長谷寺住職） 
 小武 正教（念仏者九条の会 共同代表） 
 郡島 恒昭（浄土真宗本願寺派僧侶） 

 坂田 秀麿（浄土真宗本願寺派僧侶） 

 城山 大賢（浄土真宗本願寺派僧侶） 

 忍関  崇（浄土真宗本願寺派僧侶） 



 鈴木  磐（真宗大谷派・九条の会） 
 古塚  響（真宗大谷派僧侶） 
 河崎 俊栄（日本宗教者平和協議会代表委員） 
 藤谷 佐斗子（日本ＹＷＣＡ会長） 
 尾﨑 裕美子（日本ＹＷＣＡ総幹事） 
 吉澤 道子（名古屋ＹＷＣＡ会長） 
 小宮 一子（名古屋ＹＷＣＡ総幹事） 
 中木 風子（広島ＹＷＣＡ会長） 
 平城 智恵子（広島ＹＷＣＡ総幹事） 
 藤井 初子（松山ＹＷＣＡ会長） 
 石川 勇吉（真宗大谷派 報恩寺住職） 
 小野 文珖（日蓮宗僧侶） 
 石黒 友大（お題目九条の会会長） 
 吉田 行典（日本山妙法寺大僧伽首座） 
 木津 博充（日本山妙法寺僧侶） 
 宮本 眞樹子（日本キューバ友好協会常任理事・キューバ在住） 
 知花 一昌（真宗大谷派 何我寺道場主） 
 田中 徳雲（曹洞宗 同慶寺住職） 
 中嶌 哲演（真言宗御室派 明通寺住職） 
 黒柳 堯憲（日蓮宗辺野古法華道場主） 
 鴨下 祐一（日本山妙法寺沖縄・辺野古道場） 
 平良  修（日本キリスト教団沖縄教区牧師） 
 海勢頭 豊（平安座島神人） 
 渡嘉敷 ヨシ（辺野古神人） 
 太田 明夫（念仏者） 
 鈴木  孝（真宗大谷派門徒） 
  芳賀 法子（ＮＫＭ＆ピース９じゅとに） 
◎呼びかけ団体（順不同） 
 日本カトリック正義と平和協議会 

 平和を実現するキリスト者ネット 

 平和をつくり出す宗教者ネット 

 基地のない沖縄をめざす宗教者の集い  

 カトリック那覇教区平和委員会 

 カトリック大阪大司教区 社会活動センター・シナピス 

 東京カトリック正義と平和委員会 

 日本キリスト教会人権委員会 

 日本キリスト教協議会「平和・核委員会」 

 ユニテリアン・ユニヴァーサリスト平和行動（ＵＵＰＡ） 

 念仏者九条の会 

 愛知宗教者平和の会 

 お題目九条の会 

 宗教者九条の会・大分 

 さようなら原発みよし 

 日本山妙法寺                     （２０１７年２月１６日現在） 



Joint Declaration of Advocates of Interfaith  

Demand of Immediate release of Hiroji Yamashiro,  

February 16, 2017 

 

Prolonged detention of Hiroji Yamashiro, chairperson of Okinawa Peace Movement Center, 

has reached over three months since his arrest on October 17th, 2016. He was arrested, due 

to his protest against the U.S. military base construction in Okinawa.  

The government of the United States, strongly pressures Japanese government to construct 

new military bases at Henoko and Takae in Okinawa. Okinawan people, regardless of their 

political parties, all agree to stand against the construction, chiefly because the presence of 

bases endangers citizens lives, but also makes them become assailant, as attacking base for 

conflict areas. Yamashiro has been admired as a leader of this movement, with his thoroughly 

nonviolent resistance. Therefore, all that police could do was to accuse him of minor charges 

of “cutting wire fence” and “grabbing the arm of a policeman”   

  It is usual, that detainees with these minor charges are released after a few days. 

It is also unusual, in this case, that audience is not allowed, except his attorney.  

Many criminal law experts, as well as diet members, have publicized statements that the 

detention has serious legal problems.  Amnesty International presented a statement to 

Okinawa District Court, mentioning its obvious violation of international human rights. 

Washington Post pointed out, in its web-based article dated January 20th 2017, that 

Yamashiro’s continued incarceration contravenes the “exception of the principle of pending 

detention” under of the International Covenant on Civil and Political Rights. The article 

concludes that this prolonged incarceration aims to prevent Yamashiro speak out his protest.  

We, interfaith peace-makers believe that this long incarceration has a political intention 

aiming to suppress the protesting movement against U.S. military bases. Yamashiro suffers 

from chronic lymphoma and currently is not in good condition. We are afraid the further 

incarceration causes serious health deterioration. Any democratic nation should not approve 

this type of detention, and a court which admits this incarceration is violating the Constitution 

of Japan, which secures the freedom of thought, belief, and assembly. 

 We, demanding Yamashiro’s immediate release, pray and ask for support from the 

international society. We also request of your approval. 

 

   RyumeiYamazaki  (Buddist priest  Jodoshinsyu Honganjiha ) 

    Kouichi Kobashi   (Moderator   National Christian Council in Japan) 

Taiji Katsuya      (President   Catholic Justice and Peace Council) 

     

Catholic Justice and Peace Council in Japan, Christian Network for Peace of Japan, Interfaith 

Network for Peace of Japan,  Nenbutsu-sya Article 9,  Odaimoku Article 9 


