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 になった。今年８月に開催されたシンポジウムを

 振り返ってみたいと思う。

  全国の保存運動に関わる人たちが、毎年真夏

 に集うシンポジウムの第 １ 回目は、長野県の松

 代で行われた。２回目は沖縄県のこの南風原町

 であっ た。各分科会の報告や、６月の暑い中を

 黄金森周辺をフィールドワーク、またバスに乗っ

 て戦跡巡り。 南風原高校の生徒たちの空手や

 琉球舞踊の披露などあり､充実した３日間だった｡

   県外や中国の戦跡の報告は非常に興味深く、

 その時から私は戦跡に強い関心をもつようにな

 った。そして、ふと気づいてみれば南風原大会

 に参加して以来、毎年参加している。

  今年は１３回目で長野県松本市で行われた。

  ８月は台風シーズンでもあり、その影響で最初

 飛行機が飛ぶかどうかで心配し､帰りも大丈夫か

 とひやひやしながらの日程だった。

  沖縄県から安仁屋眞孝さんの初参加もあり８人

 だった。

  私は第１分科会で「沖縄県内の指定戦争遺跡

 について」と題し発表した。その内容を簡単では

 あるが報告したい。

　そもそも､沖縄県内に一体どれだけの戦争遺跡

 があるだろうか。

  沖縄県埋蔵文化財センターの調査報告による    来年６月には、この南風原で再び戦跡シンポ

 と、９７９件である。  ジウムが開催される。

  この数字は決して多すぎるということはない｡   全国各地のさまざまな保存運動の現状を知り、

 ６４年前の沖縄は、慶良間諸島や沖縄本島に米  学ぶのにまたとない機会である。

 米軍が上陸し、非戦闘員であるお年寄りや子供   この機会を逃すことなく是非多くの方々が参加

 達も戦闘にまきこまれた。 食料や避難場所を失

 い追いつめられたあげく､「一億玉砕」 の当時の 

 スローガンのもと､投降することも許されずに死ぬ

 ことを強制され無念の思いで､死んでいった人々

 の流した血が、染みこんでいる沖縄県全体が戦

 争遺跡といえる。

   しかし､市町村で 「戦争遺跡」 として指定し､保

 存､公開､活用しているのは､現時点では､わずか

 １３件にすぎない。

  沖縄県内で  「戦争遺跡」  として指定されたの

 は次のとおりである。

　●沖縄陸軍病院南風原壕（南風原陸軍病院）

　　　　　　　　　　　　　（史跡・１９９０年・南風原町）

　●忠魂碑（史跡・１９９７年・沖縄市)

　●奉安殿（史跡・１９９７年・沖縄市）

　●沖縄戦関連宜野座村資料（有形文化財　歴   第二部では、南風原町長、文化財保護委員長

　　　史資料・２００１年・宜野座村）

　●新川・クボウグスク周辺の陣地壕群（史跡・

　　２００４年・旧勝連町・現うるま市）

　●海軍特攻艇格納秘匿壕（史跡・２００４年・

　　　旧平良市・現宮古島市）

　●旧日本軍特攻艇秘匿壕（史跡・２００５年・

　　　　　　　　　　　　行われた。

                　　　　 第一部は 『対馬丸』 生存者

　　　　　　　　　　　  いて考えよう。 との演題でお

 　去る１０月９日午後６時より文化センターにお

 いて､NPO法人設立認証祝賀会が開催された。

　　　　　　　　　　　 ３２名の会員と多数の来賓の

　　　　　　　　　　　　ご参加を得て、盛大に執り

 国民をつくるためのものであった。 当時の国民

 理由は全国的にも保存されているのが少なく、

 の徹底を図り､忠魂碑は戦前の軍国思想のシン

 惧がある。　沖縄市の忠魂碑、奉安殿の指定の

 ことによって､戦争賛美に利用されないかとの危

 またセットの形で保存されているのは､他にない

   歴史を知る上で大切な 「モノ」 だが､逆に残す

NPO法人設立認証祝賀会

 る予定だ。期待されるところである。

 て地域の歴史を調査してきた。　また南風原町

　　　　　　　　　　　　　　(安仁屋眞孝編集員）

 されることを願っている。

　　　　　　　　　　に参加して

 　なお  「戦争遺跡」 としての指定ではないが、

 と、全てが揃っているといえる。現在、新南風原

 渡嘉敷村）  かすための戦跡の活用の状況を、上記の市町

  南風原町は、地域住民や生徒達が主体となっ

 伊江島の公益質屋跡は伊江村の文化財として

　　石垣市）

 ければ閉鎖という結果が待っている。

 になる。工事の費用をどうするか。工面ができな

 現在は入壕できず、外から見るだけ。

 ●忠魂碑（史跡・２００９年・読谷村）

 何年も行政に指定するよう要請しているが､難し

 る建造物である。

 定している。 同様に沖縄戦の砲曝撃の跡が残

 りには欠かせない場所になっている。

 また､１９８３年に石垣市は電信屋跡を史跡指定

 １９７７年史跡指定され､現在も伊江島の戦跡巡

 ら、すでに２０年近くたった。わずか１３件とはい

 跡」 として、陸軍病院壕を文化財指定をしてか

　第１９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸軍病院壕　平和ガイド通信

 校また市町村が養成したガイドが案内し､きちん

平成21年10月10日

 　分かったことは、市町村の教育委員会や、学

NPO法人　南風原平和ガイドの会

 南風原平和ガイドちゅ～しん
第１９号

 ●チビチリガマ　（史跡・２００８年・読谷村）

 ●集団自決跡地（史跡・２００５年・渡嘉敷村）
南風原平和ガイドの会　　大田　玲子

 定の理由である。

  また､石垣市の奉安殿は学校敷地内に現存し、

 ので戦争遺跡としての価値がある。奉安化教育

 村に聞いてみた。

 と活用され 学びの場所になっているところが殆

 ●掩体壕（史跡・２００９年・読谷村）

 ●旧登野城尋常高等小学校の奉安殿

    （有形文化財　歴史資料・２００８年・石垣市）

 　また､戦跡の活用にあたっては、案内できるガ

 イドがいて、学びの場である資料館等が必要で

 ターは南風原町の文化の発信地になって､さま

 したが、 その中には御真影奉護壕も含まれ、文

 戦前の社会思想や教育史を、理解する上で貴

 て､天皇を神と崇め国の為に死ぬことのできる小

 の建造物であり､奉安殿は学校教育の場におい

 ボルとして思想形成に利用されたとある。

 重であり、平和教育の生きた教材になるとの指

  さらに石垣市は名蔵白水の戦争遺跡群を指定

   宮古島市の海軍特攻艇秘匿壕である。

 構築壕を保存して公開する場合は工事が必要

 ●名蔵白水の戦争遺跡群（史跡・２００９年・

  シンポジウムで毎年のように忠魂碑、奉安殿を

  実際、分科会で参加者から、自分のところでは

 いとの声があった。

 理解協力があってのことである。

 え指定する為には、調査研究はもとより地域の

  南風原町が 、１９９０年全国で初めて 「戦争遺

 ある。

 が戦時中の風潮を今に伝える証人であり､今後

 平和教育のためと､はっきりしている指定理由で

 ある。 そして、指定した後がさらに重要である。

　　　　　　　　　　　  の平良啓子さんより、 『対馬

　　　　　　　　　　　  丸とわたし』 戦争と平和につ

　　　　　　　　　　 　 話をしていただいた。

 の戒めとして指定したと書いてある。 このように､

 化課長はしっかり保存して平和教育に役立てた

 いと述べている。

 板には､はっきりと､日本の侵略戦争を美化する

 象徴として使われ､日本の歴史の負の遺産です

 を精神的に支配し､戦争へ導いた装置である。

 風原町には､戦跡がきちんと保存され案内する

 るガイドがいて文化センターもあり学芸員も２人

 文化センターは工事中である。しかし､１１月３日

  忠魂碑は、日露戦争後の戦死者を讃えるため

 文化財指定することの是非が問題になる。

 には規模も内容もさらにアップして､オープンす

  過去の歴史を学び､現在、そして未来に活かす

戦争遺跡保存全国シンポジウム

　から会員に対して激励の祝辞があった。

 を案内し活動している。 そして南風原文化セン

  最近黄金森もやっと秋の気配が感じられるよう

 が養成したガイドは、全国から訪れる壕見学者

 んどだった。

   しかし、残念なことに構築壕の見学ができなく

 なったところがあった。

  読谷村も忠魂碑を文化財に指定したが、 説明

 ざまな企画展をしてきた。　こうしてみてくると南



第１９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄陸軍病院壕　平和ガイド通信　　 ②

 ９月２７日、沖縄陸軍病院壕入口横の憲法９条

 広場に、長田紀春先生が詠んだ歌の碑が除幕

 され、当時の看護婦さんや遺族のみなさん、南

 風原町長が参加して執り行われた。

 ガイドのみなさんも今後、憲法９条の碑とともに

 お客様に御案内する事ができます。

 除幕式に参列した当事者　　挨拶をする長田先生　

平成21年10月10日
前号に引き続き、豊見城市立長嶺小学校６年生の皆さんの質問にお答えします。ご質問、ありがとうございました。

 Q４ 壕の中のまわりはなぜぬれているのですか 　　 明かりを用いて手術をしたそうです。しかし、 　 　けて火炎放射攻撃をしているものを見ること

　 　設備がない壕では、ランプもないため、昼間 　 　があります。 A　前号のQ３の質問と同じですが、付け加える

 Q22　あんな狭いのに、ひめゆり学徒は歩いて

　  　と、梅雨時期など、雨が多くなる頃には、大 　　 に危険を承知で、外の明かりが入ってくる壕 　　 　壕内にいる敵から身を守るために、離れた

　　 雨後、黄金森に染み込んだ雨は、２～３週間 　　 入口近くで手術をしたそうです。 　　場所から攻撃していると思います。

　　 後に壕内にしみ出してきます。

 Q５ 負傷した人をどのように運んだのですか？  A　最前列には、３人の人がいて、ツルハシで土 　　　　いたのですか？

 A　前線で負傷した兵士は、タンカにのせて運 　　 を掘る人と､その土を容器に入れる人､そして  A　幅１８０㎝の壕内は、その半分の９０㎝が通

　　 びこまれたりしました。 　　その容器にいれた土を外に運び出す人とい 　　 路ですから、とても狭いのですが、体を横に

　　う、役割があったようです。 　　 すれば、行き交うことも出来るスペースがあ

 Q６　なぜ、壕と壕をつなごうとしたのですか？ 　　　しかし、壕が長くなればなるほど、手渡しで 　　 ります。

 A  壕の出入り口が一カ所だけだと、そこが爆弾 　　バケツリレーのように土を外に出したり、トロッ

　　 などで崩れたら、中にいる人たちは、生き埋 　　コを使ったりしたようです。  Q23　艦砲射撃はどこまで届くのですか？

　 　めになるので、多くの出口を確保することによ  A　黄金森に撃ち込まれた艦砲弾は、与那原

　 　って、その危険性を少なくするためです。  Q15　天井に刻み込まれた『姜』の文字はどのよ 　　 湾からだと、５㎞、那覇港だと１０㎞も飛んで

　　　　うな意味がこめられていますか？ 　　きたことになります。

 Q７　どうして重傷の人が二段ベットの上の方だ  A　２０号に勤務していた方によると、文字のあ

　　　ったんですか？ 　 　る場所あたりには、朝鮮半島出身の兵士が  Q24　なぜまだ黄金森には骨（遺骨）が残って

 A　重傷の人は歩くこともできないほどの傷を負 　  入院していたといいます。 　　　　いるのですか？

　　　っているために上段に収容し、自分で歩くこ  　　　「姜」とは、朝鮮半島出身者の名前に多く  A　戦後、地表面に露出したり、埋葬地だった

 Q８　切断した腕や足はどこに捨てられたので 　　 っている可能性が高いです。

　　　とのできる比較的軽傷の人は、壕内を移動  　　使われる字であることから、自分がそこで生 　　 場所の遺骨は取り上げられましたが、沖縄

　　　しやすいように下段に収容したようです。 　　 きていたという証しを込めて刻んだものかも 　　 戦が激しくなる以前に亡くなって、個別に埋

　　　すか？  Q16　手術をした兵隊はどういうふうな生活をし

 A　壕の周辺に落ちた爆弾によってできたの穴 　　　　たのですか？  Q25　電気がないと真っ暗なのに、頭などを打

　　 の中に捨てたようです。  A　自分で食事や排便ができないような人たち 　　　　たなかったのですか？

　　 は、看護婦さんや衛生兵、ひめゆり学徒な  A　暗い壕の中では、周りがよく見えないので

 Q９　何でベットが９０㎝なのですか？ 　　 どが、その世話をしたようです。 　 　頭も体もぶつけたと思います。

 A　壕の幅は１８０㎝です。そこに寝台（ベット）と

　　 通路を確保しなければなりません。それぞ  Q17 どのような手術や手当をしていたのですか  Q26　なんで死ぬ時に、天皇陛下ばんざいと言

　　 れ最大限確保するとなると、半分、半分のス  A　戦争が激しくなると病院でありながら、治療 　　　　わなかったのか？

　　 ペースということで９０㎝になります。 　　らしいことは出来ずに、前線から運ばれて来  A　「天皇陛下バンザイ」と言って死んだ兵士も

　 る負傷兵の患部切断手術が主な手術だった 　　　いたそうです。しかし、死を前にした兵士た

 Q10 おにぎりがジューシーごはんなのですか?    といいます。 　　　ちの多くは、愛情をいっぱいそそいで育て

 A　ごはんといっても、白米ではなく、玄米の七 　　また、薬も少ないため手当も十分には行き 　　　てくれたお母さんや家族のことを想い浮か

　　分づきだったようです。ですが、玄米の量も 　 届かず、ウジ虫を取り除く程度だったといい 　　　べていたのではないでしょうか？

　　少なくなってきたので、イモやカボチャなどを 　 ます。

　　混ぜたものを、おにぎりにして患者さんに配  Q27　死ぬ時に、患者はどんな話をしていたの

　　ったようです。  Q18 どんなケガをする人が多かったのですか 　　　　か、母の話が多かったと言うけど、どんな

 A　鋭くとがった爆弾の破片で肉がえぐられた 　　　　内容だったのか？

 Q11　患者さんが多くて治療する事が出来ない 　　 り、体にささったりしたケガが多かったようで  A　不明ですが、やはりそういう状況になった時

　　　　ときは、どうしていましたか？ 　　す。 　　　には、幸せだった頃、楽しかった頃を想い

 A　数日間もそのまま放っておかれる事もあった 　　 だしていたのかもしれません。

     ようです。だから患部はどんどん悪化していっ  Q19　壕の中の食事は、兵隊はおにぎりで、少

　　 たはずです。  　　 　しえらい人の食事はどのような食事だった

　　　　のですか？

 Q12　あんな狭いベットで２人も寝かされて、広く  A　おにぎりの他に缶詰の牛肉などがあったよ

　　　　しようと考えなかったのですか？ 　　 うです。

 A　広くしたくても、本人たちはケガをしているの

　　 で、そういう気力さえ無かったかもしてません｡ Q20　24号は何か出土したのですか？

　　 また、当時は国民全てが「ぜいたくやわがま  A　24号は入口部分だけの発掘調査をしたの

　　　　ってきて放射したのですか？

　　 まは敵だ」と教え込まれていたので、がまん 　 　ですが、そこから地下足袋やお椀､洗面器､

　 　するしかなかったのかもしれません。  　　石けん箱などが出てきました。

 A　いくつかの壕で手術をしていますが、手術設  A　米軍が撮影した沖縄戦の映像などを見ると

　　 備が比較的整っている壕では、ランプなどの 　　 壕の入口からは離れた場所から、壕内に向

 Q13　あんなに真っ暗なのに手術はできたので  Q21　火炎放射器は、焼けた木のある所まで入

　　　　すか？

戦の悲惨さ刻む歌碑

　　 しれません。 　　 葬された遺骨などが、現在でも黄金森に残

 Q14　壕掘りは何人で行ったのですか？






