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は し が き

沖縄県が ｢復帰｣してすでに12年の時間が経過 している｡ この10年余の

歳月は県民にとって政治的に も社会的に も､ さらには心理的に も急速な変

化 と対応の連続であった｡

本報告書は､施政権返還後に県民の意識や態度が どのよ うに変わったか

を把握するため､文部省科学研究費補助金 (一般研究B)によ り､復帰10

年 目の昭和57年 と翌58年の二年間にわたって実施 された調査 をまとめた も

のである｡

調査の計画か ら調査票の作成､調査結果の分析には研究代表者及び二人

の分担者があた り､調査の実施には30人余におよぶ琉球大学社会学科専攻

学生の協力をあおいだ｡ さらに､ コンピューターによるデーター処理には

短大部助教授 ･米盛徳市氏のお世話 にな りました｡記 して感謝の意 を表 し

ます｡
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調 査 概 要

(1) 調査日的

本報告書は､琉球大学法文学部社会学科広報学研究室が昭和57年12月に文部省の科学研究助成金に

より実施した ｢復帰後における沖縄県民の意識変容｣に関する調査の結果と､昭和41年の｢東大沖縄調

査｣を含む各種団体､新聞社による県民意識調査の結果を比較 ･分析したものであるO

本調査の当初の目的は前述の東大調査当時 (1966)と復帰10年後(1982)の県民意識の構造を比較

することであった｡従って後述するようにサンプリングの方法も東大調査のそれを踏襲 した｡ しか

し両調査は復帰前と後に実施 されているために調査の重点のおきかたが異っていること-たとえば

東大調査では ｢即時｣か ｢段階的復帰か｣ といった復帰方法についての質問に重点がおかれてい る

が､本調査では ｢復帰してよかったか､よくなかったか｣ といった評価を中心 に している-､

また質問の種類及び項目数においても差異があるので､比較のための共通項目の数はおのずと限定される

ことになった｡それでもできろだけ共通項目を多くするように努めた｡ さらに両調査には時間的に16年

のへだたりがあるため､二つの調査結果からだけでは意識の変容の過程が把握できないので､復帰

前､復帰後にNHKや新聞社及び各種団体によ り実施された調査結果等 も合せて分析 し､県民意識

の変容を時系列的に比較した｡

(2) 調査方法と萌査事項

本調査の主要･目的は東大調査との比較であったため､調査地点の選定にもほぼ同じ地点を選んだ｡

まず沖縄本島を ｢那覇｣､ ｢南部｣､ ｢中部｣､ ｢北部｣､に分け､それに八重山の ｢石垣｣ を加

えて5地区とし (東大調査でも宮古島は含まれていない)､各地区の人口に応 じて､23地点 (沖縄

本島19地点､石垣島で4地点)を無作為に抽出し､つぎに各地点ごとに選挙人名簿より20才以上70

才までの成年男女を母集団である有権者数に応じて40人ずつ､合計920人を無作為に抽出した (柿

縄本島760人､石垣160人)｡有効回答数は764人 (83.0%)0

調査実施にあたっては､調査員 (琉球大学社会学専攻学生約30人 )が 調査対象者の家を訪問して

おこなう面接法を採用 した｡質問項目はサンプルの属性に関する6間を含めて合計40の項目を設け

て､復帰評価を中心に国及び県の政策の評価､沖縄の将来像､郷土定住志向､天皇(刺)観､対米及

び対他府県人観､自己イメージ､基地問題､憲法改正､マスメディア接触状況等について質問した｡

東大調査にはなかったが､沖縄の土着信仰であるユタ信仰や頼母子講の一種の横合 (モアイ)につ

いても数項目の質問を加えた｡

調査は沖縄本島では 1982年12月11日よ り同17日まで､石垣島では同月23日よる㌘日までの期間

- 1-



に実施 した｡

回答者の地区別､年令別､学歴別､職業別の構成は下記の表 1-4に示 された通 りである｡

表-1 調査地点と有効回答音数

地 区 那 覇 中 部 南 部 北 部 石 垣 TOTAL
市町村 旧那覇市､首里 沖縄市､旧美里 糸満市､佐敷村 名護市､本部町 石 垣 市

地 点 6 5 4 4 4 23

% 24.6 20.9 17.2 17.6 19.5 100.0

義-2 性別 ･年令別構成

男 355人(46.5) 23.1% 19.8% 18.7% 18.6% 19.8%

女 409人(53.5)

表-3 学 歴

小 雪 節 旧字商* # 節 旧 校 旧 節 大 そ NA 短大 Column

学 吊佼 高'等 刺 1校中 '､学旧水 刺高 刺 (高 師等 範,LLJ-+しヽ 刺 刺 学 の

国 ′ト民 学学 校 中学 便利産'農学lElit校 等学 † 十校 佼a .i 大 大 荏学 他 Total

佼 佼 刺高工等業* 1 佼 ひふ専 く門 む学 ) 学 学 中

31.5% 17.1 3.7 27.6 4.8 0.3 9.0 1.3 2.4 1.7 0.5 100.0

義-4 礁 業

農 漁 自 販 サI煮 ビ 技 熱能 練 般 表 般 経 管や Ⅳ 公 (aI- 専門 芋 家 栂 そ NA C 1

8.9% 10.7 13.1 10.3 4.8 5.6 r 2.2 7.3 2.9 1.6 20.8 10.2 0.9 0.5 loo.0

- 2-



総 請

第 1節 住民意識の変容の背景

(1) ｢復帰｣10年目の沖縄の実情

後述する本研究の調査結果をよ りよく理解するためには､ ｢復帰｣後10年目の沖縄の実情につ

いて知っておく必要があろう｡

沖縄の日本復帰の やあ りかた'/については､当初から疑問が出されていたが､ ｢復帰｣10年目

の状況が､どうなっているか､幾っかの問題点に焦点をあてて指摘 しておきたい｡

まず復帰という言葉が括弧付 きでなければ使えないことか らも汲みとれるように､復帰は､政

治的には一応片がついたけれども､その本質的問題は､今 もって片がついたとはとうてい言えそ

うにない｡ というのは､沖縄住民の多 くが復帰に託 した期待は､たんなる施政権の返還を意味し

たのではなかったからである｡そのため､ ｢復帰｣10年目を経て､復帰に対するいろいろな批判

が噴出している｡

周知のとお り､琉球諸島は40有余の有人島と30余の無人島か ら成 り､昔から離島苦をかこって

きた｡それが今では､いくつかの島々に空港ができ､港湾や漁港などの整備が進んだはか､生活

環境施設なども目立って改善された｡ とりわけ国道に指定された基幹道路は見ちがえるほど拡大､

美化されている｡

県庁所在地の那覇市をはじめ､各都市地区には戦前には見られなかった高層 ビルが林立するよ

うになったはか､地方農村では土地改良による農業基盤の整備 も目立ち､一見して ｢本土化｣が

進んでいることが感得できる｡

むろんこうした変化は､ 日本政府が､時限立法の ｢沖縄振興開発特別措置法｣や ｢復帰に伴 う

特別措置に関する法律｣ を施行 して､特別の助成策を講 じた結果に他ならない｡復帰後10年間に

沖縄開発庁が一括計上 した公共事業費は､およそ1兆3000億円に達するといわれている｡ この巨

額な投資は､道路に約400/O､空港 ･港湾 ･漁港に200/O､下水道 ･環境衛生設備に200/O､農業基盤

整備に8%､治水 ･治山関係に5%､その他に7%という按分で消費 されたという｡

こうして､ ｢復帰｣後10年目にして､沖縄 も遅まきなが ら ｢経済大国日本｣の繁栄の傘の中に

｢仲間入 り｣ し､物質的豊かさの恩恵に浴しているかのようにみえるO しかし､ ｢復帰｣後10年

目の沖縄の ｢繁栄｣は､一見しただけでは判明しがたいが､予想以上に外面的な もので､生活の

質的内容からみると､ ｢復帰｣前 とほとんど変わってはいない｡

たとえば､県民所得一つ例にとってみて も､1979年度の一人当た り年間県民所得は､107万

6062円で､前年に100万円台を突破して以来､年々増 えつづけてお るo ところが､ これとて も同
年の一人当た り年間国民所得 (162万3550円)の66.3%でしかない｡沖縄県の一人当た り県民所

得は､明治以来ずっと一人当た り年間国民所得の600/Oから700/0台を占めてきたにすぎない.その

ため戦前からの所得格差は､ほとんど構造化していて､県当局の ｢格差是正｣の掛け声 も空しく､

今もって解消されないままである｡

所得格差といえば､沖縄県企画調整部統計課が1982年 3月㌘ 日に発表したものによると､1981

年度における沖縄 と全国のサラリーマンの賃金格差は､月額で 3万8000円あま りも開いている｡

- 3-



一人当た りの月額平均現金給与総額をみると､全国平均が27万9088円なのに対し､沖縄県は24万

802円となっている勺 しか も､対前年増加率 も全国平均よ り1.50/o下回ってい るので､賃金格差

は13.7%になる｡ ところが月間の労働時間についてみると､逆に沖縄県の方が一人平均180.9時

間なのにくらべ､全国平均は175.1時間である｡ したがって沖縄の方が5.8時間 も多い｡

復帰後､日本政府が特別措置によって大幅な財政援助を講 じて きたにもかかわらず､その恩恵

が一般庶民のレベルに行 きわたらないのは､海洋博工事のさいの事例からも明 らかだ｡それとい

うのも公共工事の主な受注者がほとんど本土の大手企業に占められたため､せっかくの巨額の援

助金 もそのまま本土に還流し沖縄には残 らなかったか らだといわれている｡ それとは別に､短期

間に巨額の財政投融資がなされて きたので､沖縄の経済は､県内の生産活動に基盤をおくより県

外からの投融資に依存するようにな り､年一年 と虚弱体質の度合を深めるに至った｡その結果､

沖縄経済の自立化が著しく停滞している面 も指摘 されている｡一般に地方自治体は､三割自治な

どといわれるが､沖縄県の場合は､三割 自治どころか二割自治 さえおぼつかない実情である｡ ち

なみに､県の歳入予算額に占める県税などの自主財源の比率は､16-17%程度でしかない｡ しか

も県の歳入規模は､ ｢復帰｣時点とくらべ ると約4倍に増大 しているが､一方､地方債の発行高

は､17倍にも連している｡｢復帰｣後 8年目に､県下の53市町村が発行 した地方債は1319億9200

万円で､県民-人当た り10万2αX)円の借金をかかえている計算 となる｡ しかもその後 も県民の借

金は毎年ふえっづけているあ りさまであ空

一方､県内の失業率 をみると､ ｢復帰｣前は､約 1%前後で､ほほ全国平均並みであった｡ そ

れが ｢復帰｣後は急上昇をつづけ､1981年 3月現在､全国平均 (2.5%)の 2倍か ら約 3倍に近

い6.6%の高率を示している｡基地関係従業員が大量に解雇 され､それが高い失業率の主要因の

一つとなっている｡すなわち､ ｢復帰｣前､ 2万人あま りもいた基地関係従業員は､現在では約

沖縄県における駐留軍従*員数の推移

蒜 丁 - ＼ 禦 MLC 輸 入 契 約M C ⅠHA 汁 減少累積放
1972年 5月31日 15.412人 】68人 4.400̂ 19,980人 人
72.12ー31 14.991 95 3.968 19.054 926
73-12-31 13.756 68 2.503 16.327 3.653
74.12.31 ll.403 48 1.680 13.131 6.849
75.12-31 9.605 12 i.509 ll,126 8.854
76.12.31 7.174 4 1.407 8,585 ll.395
77.12.31 6.887 4 1.372 8,263 ll.717
78.12.31 6.294 4 I-301 7.599 12.381
79.12.31 5.891 4 1.324 7.219 12.761

実科 :nl用対策室r労働経所持措く1980年)JEl本社全党沖縄県本部･上原康助事務所発行
1k考 :渉外如渉外労務P澄殊 r数字でみろ裸帰後の沖縄Jよリ

沖縄の米軍基地面積と基地労働者の推移
(1972.5.15を100としたはあい)

＼

＼ ･＼.

＼･､噂 独 一一･-I_.I __._

197272 73 74 75 76 7 7 78
1f-咋 午 年 ff-･ 午 年 咋
5 未 来 米 未 来 未 来
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7,000人 ほどに激減 しているが､沖縄には

これらの解雇 された人びとを吸収しうる産

業施設がないからである｡

1980年 3月末の沖縄県の人口は109万人

あま りだが､労働人口は､44万7000人 (男

が29万1000人､女が15万6000人)である｡

そのうち失業者は､2万4000人､失業率は

4.3%｡ と りわけ完全失業者の約60%まで

が30歳代未満の若年層であ り､ これは､全

国平均の38%に比べて きわだっている｡

しか も ｢復帰｣前の予想を裏切って､人

口は大幅にふえっづけ､ ｢復帰｣時の約95

万5000人の人口が､1982年現在は110万35

97人になっている｡今から10年後には､120

万人に増大すると想定 されている｡沖縄で

は出生率は全国一なのに死亡率は全国で下



から3番目にあることが増大の理由としてあげられている｡いきおい､経済面での立遅れが改善

されないまま､近年のような急激な人口増加がすすめば､将来､深刻な社会問題にな りかねない

と危倶 されている｡

ところで､ ｢復帰｣後の環境問題について一言すると､革新県政時代は､地元の石油備蓄の許

容基準は上限が最高500万kEに制限 されていた｡ ところが､1978年に保守県政が誕生 したのに伴

い､その枠が取 り払われ､80年末にはCTSの既設分だけでも631万kZを越 えた｡ それに､すで

に許可ずみの第二期工事増設分の355万kEを合わせ ると､986万kZに達 し､世界最大の規模 とい

ゎれる鹿児島県の喜入基地をも上回る石油基地が出現することになるとい 更

こうして増設 ･新設工事が完成すると､沖縄本島東海岸の中城湾 と金武湾一帯には､外資系の

会社を含め､製油会社 3社､石油備蓄会社 2杜が設置する120余基の石油タンクが林立すること

になるが､事故などによる漁業への影響や環境汚染面で深刻な問題 とな りかねないo

金武湾は東京湾のおよそ5分の 1の面積にしかす ぎないが､この狭小な沿岸一帯には､石油タ

ンクが林立している｡ しかも隣接する勝連町のホワイトビーチや具志川市のキャンプ･コー トニー

などには､米軍の燃料タンクや軍用桟橋などの軍事施設が設置 されている｡その上､沿岸には米

軍用のレッドビーチやプル-ビーチがあるほか一辺野古には巨大なキャンプ ･シュワープ基地が

あり､そこには核兵器が貯蔵 されているおそれがあると不安が られている｡ このように､自然環

墳面からみても沖縄本島の東

海岸一帯が象徴的に示してい

るように､ ｢復帰｣10年目の

沖縄の実状は､問題含みであ

る｡

(2) 基地機能の拡充 ･強化

ところで､ ｢復帰｣10年目

の沖縄で､多くの住民の心を

暗皆にしているのは､巨大な

｢米軍基地｣が､ ｢復帰｣後

も目立つほどの縮小 もされな

いままでいることである｡

地元住民の多くは､沖縄戦

での苦い体験から､戦後は戦

争を憎悪し､戦争 と結びつ く

一切のものを拒否しつづけて

きた｡それだけに､ 日本復帰

によって､日本国憲法が適用

されることを契機に､基地の

大幅な整理 ･縮小をはか りた

沖yL井内米T益4書分布図 f一一1十ミ■一PllL,X一七ン′圏 『 竿 q†批lf J. ■一事JL* 巧■r1--日 ,.料丸もヽ1,十 へ →>,5

･A.,.r7- Ilfキナン7..,､./七ン ホ1市 耶柵 ∴申
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出所 沖縄県渉外部 r沖縄の米軍基地J 1975年
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いと切実に望んでいたO復帰前に､人々が ｢平和憲法下への復帰｣ を最大の目標にかかげたのも､

…にそのためであったoまた沖縄だけに過重に負担 させ られている軍事基地を整理 ･縮小するこ

とは､日本政府の公約でもあった｡ しかし､その公約は果たされていないだけでなく､基地の機

能は ｢復帰｣時に比べてさえ､かえって拡充 ･強化 されている実情である｡

大まかにいって､在沖米軍基地は､1981年 6月 1日現

在､49施設､総面積255.87klh)に及んでお り､これは沖縄

県の県土 (2,249.91kht)の11.370/Oにあたる｡

沖縄の県土は､国土面積のわずか0.6%にしかす ぎな

い｡その小さな土地に全国にある米軍基地の約53%が集

中している｡

沖縄本島に限っていえば､滋賀県の琵琶湖にすっぽ り

とはま りこんでしまう大 きさしかないといわれなが ら､

その約18%が軍事基地に使用 されているのである｡

本土の米軍基地は68施設､面積にして226.76km'でしか

ないので､在日米軍基地の53%を負担 させ られている沖

縄の現状は差別的処遇だとして不満を買っている｡

ところで1972年 5月15日の ｢復帰｣時点では､在沖米

軍基地は87施設､面積では286.6h'であった｡ この10年

間に約30.8km'(約10.780/o)が返還 されたことにな

しか し､返還 された地域は､軍事機能の面か ら不用に

全国の釆軍基地面積の比率
(1981年3月)

地方自治センター発行r地方自治i削言J1982年2月号よI)

防衛推蚊の面積(1981･&･1現在) J8位:h?

原 水 爆 禁 止沖 縄 淋協 iJE全
沖縄県マスコミ労働組合協議会

(山)

r沖縄の軍事基地Jより

なったところだけで､肝要な地域は､まるで手つかずの

状態にあるのが実情である｡ ここでくわしく論及するゆとりはないが､一言指摘しておきたいこ

とがある｡それは､ 日本本土では､米軍基地は漸次縮小 されて､物資補給などの後方支援基地の

性格を帯びるようになった点である｡ ところが､それに反 して､在沖米軍基地は､対空 ミサイル

や大口径火砲などが配備 されて装備の近代化がはか られているだけでなく､在日米軍最大の緊急

出動部隊である米海兵隊と西太平洋で最大の航空戦隊 (第313航空師団)を擁していることもあっ

て､むしろ作戦支援基地 としての機能 を強めている事である｡

沖縄基地の作戦支援基地としての機能が強化 されるにつれて､米軍の演習の頻度 も従来以上に

増えてきている｡沖縄本島北部の原生林地帯での155ミリ砲や203ミリ砲 を使 った実射訓練や､

対戦車 ミサイルの実射演習など､過去にはなかった新しい演習の実施計画もあるといわれてい栗

沖縄に常駐する米軍兵員の数は､1981年 4月現在､ベ トナム戦争最盛期の半分の約 3万人 (海

兵隊 1万6658人､空軍8,922人､海軍3.029人､陸軍1.173人)に減っている｡ しかし､最新型

の兵器を装備することによって､実際の戦力は､ ｢復帰｣時の数倍にも達していると見られ､ レー

ガン政権の ｢強いアメ リカ｣構想に基づき､沖縄基地は､新たな戦略 ･戦術基地として位置づけ

られているようである｡

一方､沖縄駐留の自衛隊は､ ｢復帰｣時に4.300人だったのが､81年末現在､5.837人 (陸上自衛

隊1,791人､海上自衛隊803人､航空自衛隊3,243人)に増 えている｡在沖自衛隊の増強でもとくに
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駐留軍､自衛鞍別施設及び両横推移表

駐 留 軍 自 衛 隊 計

1972.5.15 286.6(87) 1.6(3) 288.2(90)

1973.3,31 283.9(83) 1.9(18) 285.8(101)

1974.3.31 276.7(72) 3.4(25) 280.1(97)

1975.3.31 270.5(61) 3.4(26) 273.9(87)

1976.3.31 266.5(57) 3.6(29) 270.1(86)

1977.3.31 263.0(54) 3.4(29) 266.4(83)

1978.3.31 259.2(51) 3.4(29) 262.6(80)

1979.3.31 258.5(51) 3.7(31) 262.2(82)

軽 単偉 :~b 2 ( )内施設数

原水爆禁止沖縄県協議会
沖縄県マスコミ労働組合協議会 (梶)

r沖縄の軍事基地Jより

沖 縄 県 に お け 各 自術 官 の 推 移

軍別年度 陸上自衛隊 浄上自衛隊 航空自衛隊 計

1972年 I,800 500 2,000 4,300

1973年 1,800 600 2,800 5,200

1974年 1,800 600 2,800 5,200

1975年 1,800 700 2,800 5,300

1976年 1,800 700 2,900 5,400

1977年 1,800 800 2,900 5,500

1978年 1,800 800 2,900 5,500

1979年 1,800 800 2,900 5,500

1980年 1,800 800 2,900 5,500

1981年 1,791 803 3,243 5,837

(注)人数は年度末における定数｡陸上自衛官数には沖縄地方連結
(ただし81年は別)所勤務も含む｡

資料:防衛庁防衛局防衛課

日本社会党沖縄県本部･上原康助事務所発行
r数字でみる復帰後の沖縄Jより

航空自衛隊の強化が目立っているが､

ちなみに､ さる1981年 7月には､那

覇の航空 自衛隊基地に配備 されてい

る海上 自衛隊の対潜哨戒機隊が改編

され､沖縄航空隊か ら第 5航空群に

格上 げされた｡航空群 といえば､部

隊編成の作戦単位 として最大級の も

ので､幕僚機能がアップされ､独 自

に作戦が遂行できるようになるとい
.L61)
つ○

周知のとお り､日本の防衛構想は､

日本周辺だけに限定 されていた従釆

のいわゆる "点防衛〃 か らアメ リカ

の要請 を受けてグアム以西､フィリ

ピン以北の北太平洋海域にまで拡大

された｡言いかえると ≠点の防衛〃

か ら輸送船団 を護衛す る th線 の防

衛ク に拡大 されたのにとどまらず､

さらに広域の防衛 を分担する "面の

防衛〝 をも引 き受けさせ られている

わけである｡

かつて大平 ･カーター会談で明確

になった日米両国の ｢防衛分担｣が､

鈴木 ･レーガン会談で両国の ｢同盟

関係｣ を確認 し合ったことによって

急速に具体化 されるとともに､在沖

米軍 と在沖 自衛隊 とのよ り積極的な

緊密化が進んでいる｡ その結果､両者の合同演習の実施回数 も増大す る一方である｡

日米双方の実戦部隊が､具体的にどのような軍事戦略に基づいて作戦 プランをたてているか､

その実態は明らかではない｡ しかしこれまでに公表 された資料によると､陸 ･海 ･空 3自衛隊の

年次総合演習での共同作戦があるほか､いくつかの具体的な戦闘状況 を想定 して､共同作戦演習

が実施 されているとい う｡

たとえば､海上 自衛隊は､1981年 9月23日から一週間にわたって､ や56海演〃 を実施している.

これは､南西航路帯 を北上する日本のオイルタンカー船団が宮古島南方海上で国籍不明の潜水艦

と長距離大型爆撃機か ら攻撃 されるとい う事態 を想定 し､ さらに日本海沿岸や四国 ･九州の海浜

が海 ･空から奇襲をうけ､それを嘉手納飛行場配備の米第7艦隊沖縄航空哨戒群から､P3Cオ

ライオン機隊 と米第 7艦隊の ミサイル水上艦艇および潜水艦が救援にかけつけるという想定で実
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⑦
施されたといわれている｡ この作戦演習では､沖縄のホワイ トビーチが海上自衛隊と米軍の一大

前線の支援拠点として位置づけられているという｡

一方､航空自衛隊でも同81年10月の ≠56総合演習/̂において､同じように在沖米軍の参加をス

ケジュールに組みこんだ演習を行っている｡ こうして沖縄は､米軍の中東 ･東南アジア戦略の拠

点となっているだけでなく､自衛隊にとっても必要不可欠な ≠要の基地クの役割をになうにいたっ

ていろといわれている｡

(3) 基地と地域住民の不満

以上大まかに見て きたことか ら明らかなとお り､ ｢復帰｣10年後の沖縄の事態は､地域住民が

復帰に託した悲願 を裏切 る形 となっている.いきおい､住民の不満 も高まっているのだが､ これ

にたいし､本土政府は､軍用地代を10

倍近くにも引きあげ､土地使用を容認

する地主たちには契約謝礼金を支出し

たり､基地周辺の市町村に ｢基地周辺

整備資金｣を交付するなどして､地主

たちの不満を抑えてきた｡

ちなみに､1980年現在､軍用地主の

数は､約 2万7000人 で､地代の総額

は､およそ322億8000万円にのぼって

いる｡ これは同年の県の基幹作物であ

る砂糖キビの代金にほぼ匹敵するとい

沖 縄 の 防衛 北 枕周 辺 対 策 捷 責

邪欝市防衛線投局の工事実線状況

年 度 72 73 74 75 76 77 78

自 1,206 474 I,155 1,006 1,021 1,151 3,327

米 軍 7 3,74818,53716.652 8,89612,69223,021

汁 1,213 4,22219,69217,658 9,91713,84326,348

単位 :100万円

漂ぷ 誓 黒 諾 芸競 芸佃 ),沖縄の軍和 也 ｡三基づく

われている｡ これに加 えて政府は､基地から派生する騒音対策 として防音工事や住宅移転に対し

て補助をするほか､基地周辺の民生を安定 させるため､ゴミ処理施設や公民館 ･公園建設などに

も巨額の金を支出している｡また基地をかかえている市町村には､基地交付金や調整交付金とい

う使用目的に枠をはめない資金を交付 した りもしているという｡1975年度には､ これ らの交付金

が152億2000万円も支出され､ これによって一般民衆の基地不安や基地公害にたいする不満は､

押さえこまれた形 となっている0

-万､基地関係補助金が市町村の歳入に占める割合は､年々高まる傾向にあ り76年を例にとる

と､ これらの補助金が地方税収入の 2倍をこえる市町村自治体が7つ もある｡基地が集中する嘉

手納町の場合だと､復帰時に基地関係補助金が町の歳入に占める比率は約14.07%だったのが､

79年には､24.54%に上昇 しているあ ｡さまであbe)しかし､このように人 びとの心をカネで釣

る一種の懐柔策は､一時的には成功 したとして も､長期的にはその効果は保障 されないにらがい

ない｡ というのは､たとえ金銭的に若干のうるおいを得たところで､基地が軍事的に使用 される

かぎり演習等によって日常的に事故は避けがたいし､ とくに有事にでもなれば基地周辺の人びと

は真先に生命の危険にさらされかねず､ ｢命あっての物種｣ と思 う者が増えるだろうからだ｡

現に､1978年に沖縄本島北部金武町の伊芸地区では､地域住民が ｢演習場をなくし､やすらぎ

のあるふるさとをつくろう｣｢爆音のない平和で明るい教育環境を取 り戻そう｣ といったスロー
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ガンをかかげ､ ｢伊芸地域の演習場即時全面撤去区民総決起大会｣ を開いている｡

伊芸地区は､本島北部の4市町村にまたが る､県内の基地で も最大の機能 をもつ海兵隊基地

キャンプ･ハンセンに隣接する集落で､住民地域か ら危険区域までの距離は750m､実弾射撃場の

着弾地まで約1,800mでしかない｡そのため爆音や実射訓練によって家屋が振動した り､砲弾の破

片が住居地域に落下す るなどの事故は日常茶飯事 といわれ､いわば ｢戦場の村｣ にもひとしいと

ころから､たまりかねた同区民がついに演習場の撤去を打ち出したというわけである｡

伊芸区民が要求 した演習場撤去問題は､金武町議会では ｢演習場が返 されては生活に困る｣ と

いう理由で否決されていた日くつ きの ものであった｡金武町は､町面積の約65%も軍用地に接収

され､1.400人あま りの軍用地主がいて基地収入は地料だけで年間12億円､基地周辺整備資金な

どを含めると優に20億円を越すという｡それでも度重なる演習の被害で､ ｢基地収入があって も､

それは子 どもたちのためにはならない｣

と､伊芸区民たちは､町議会の反対を押

し切って基地撤去を要求することに踏み

切ったのだという｡だがこの要求は､同

区の財政 ･経済問題 とも深くか らんでい

るので､その実現は危ぶまれている｡

伊芸区民の撤去要求 とは別に､1982年

2月には､嘉手納飛行場周辺 6市町村の

住民601人が国を相手 どって嘉手納基地

爆音訴訟を提起している｡地域住民の要

求は､(1)年後7時から翌午前7時までの

間の飛行差し止めと爆音を65ホン以下に

沖縄の米丁基地に起因する主な被害 (1980年 5月現在)

＼＼-讐 197219731974197519761977197819791980 計

航 空戦 の墜落事故等 I 10 6 2 1 8 7 08 43

砲 弾 の 落 下 事 故 等 1 1 2 3 5 2 1 15

束油 .事物 .し尿寺に よる公共水土一汚娘 1 4 5 9 13 4 4 4 3 47

基地内工 兼や 練 習守に よる自然破4 事 1 1 2 3 1 8

各 托 軍 事 淑 習に よる被害等 4 3 1 3 4 1 6 4 0 26

そ の 他 の 板 書 3 4 2 2 2 4 5 3 6 31

(壬生) I.1972年 は 5月15日以 降 であ る｡
2.扱者仲召政は. 県 ･市町村事に よっ

て稚 披 きrした tJの｡
3.暮手1巾､甘 天rLJI､伊江島革に おけ る

憧 久的 1■音 牧 舎 は 含 まれ てい ない｡
4.砲 弓■落下 事故 は 7AyI点者 であ るかす虫

正 して ま とめ てあ る.
5.その他 の 披 書 とは . ガ ス71九 ,城 】■

再三再 考 ､gt習以外 の事 故 であ る.

地方自治センター

r地方自治通信J
1982年 2月号より

押 さえる (2)住民地域上空での飛行停止 (3)住民地域に近接 した場所での米軍用機のエンジン調

整の禁止 (4)過去から未来に及ぶ爆音被害に対す る損害賠償､を骨子 とした ものである｡

嘉手納飛行場は､オーバーラン用をふくめ延長約4,00Omの滑走路が 2本あ り米太平洋戦術空軍

の50%を保持する太平洋地域最大のものといわれている｡同飛行場での軍用機の離着陸は､月間

一万回を越すというが､ とくに最近では､各種の最新鋭機が配備 されたのと演習量の増加で､爆

音 も100ホンを越すことが多くな り､付近の住民はろくに睡眠 もとれない生活を強いられている｡

ちなみに爆音のひどさは､鶏が卵を産めなくなるほどといわれ､その結果､ 日頃は温噸な住民 も

立ち上がって裁判に訴 えたというわけである｡

戦後沖縄の最大の問題は､一 口でいえば ｢軍用地問題｣だといって も過言ではないが､ もとも

と沖縄の軍用地は､そのほとんどの部分が沖縄戦の過程で､米軍が作戦遂行の目的で巨大な領域

を囲いこんで使用したのが始まりであった｡それが戦後になって部分的に返 されたところもある

が､半面､沖縄の軍事的重要性が認識 され､本格的基地建設が始まると､米占領軍の軍事 目的の

ために米軍政府は布告 ･布令を発し､時には銃剣 とブル ドーザーを用いて住民の土地を強制的に

接収､使用してきたのである｡戦勝国の軍政下では､ こうした強権による土地接収にたいして も

住民の側には何 らの法的保蕃措置 もなく､したがって地主たちは否応なしに権力者による一方的
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な ｢契約｣要求に応 じるよ り他なかった｡ しか も､戦後初期 (平和条約発効頃まで)の地代は今

日では信 じかねるほどの低 さであった｡

ところが､日本政府は､ 日米安保体制の堅持を至上命令 とする立場か ら国際法上からみても問

題含みの米軍の強制的土地接収を事実上合法化する措置をとっただけでなく､｢復帰｣後 も土地の

継続的な使用に対して も合意して きたのである｡ その基をなすのが､ ｢沖縄における公用地等の

暫定使用に関する法律｣､いわゆる ｢公用地法｣ といわれる法律である｡ この ｢公用地法｣は､

当初は1972年から5年間､つま り1977年までの時限立法として制定 されたものだが､政府はその

期限が切れた同77年に､地元の反対を押 し切ってさらに5年間の延長をした｡

しかし､公用地法が82年 5月14日に期限切れとなるので､本土政府は今度は ｢地位協定の実施

に伴う土地等使用特別措置法｣すなわち､一般に｢米軍用地収用特別措置法｣ といわれる法律を

適用して､ひきつづき米軍に土地を提供､使用せしめる処置をとったわけである｡｢米軍用地収用

特別措置法｣ というのは､ 日本本土で講和後に米軍基地の継続使用を保障するためにできた ｢土

地使用米軍特別措置法｣ といわれるものだという｡ しかし､本土の場合､継続使用に供すべ き期

間は､6か月をこえない範囲での一時使用であったのにくらべ､沖縄の ｢公用地法｣の場合には､

その期間が本土のそれの10倍の5か年とされた｡この間は土地所有者の同意を要することもなく､

収用手続 きさえ取 らずに ｢復帰｣前の地主たちの苦痛をそのまま忍受させることになる点で､不

平等な措置といわれ､ しか も自衛隊用地の確保 と抱 き合わせになっていて法の下の平等を定めた

憲法14条に違反する疑いさえあるといわれナ=e)

ちなみに日本弁護士連合会編の 『復帰後の沖縄自書』は､その点についてつ ぎのように述べて

いる｡

｢本土では､防衛出動の場合の強制使用 (自衛隊法103条)を除 き､自衛隊のための平時にお

ける土地等の強制的収用や使用を根拠づける法令は存在しない｡土地収用法にいう 『公共の利益

となる事業』 にも自衛隊は含まれないから､現行制度の下では自衛隊のための土地収用は許 され

ていないのである｡公用地法は､沖縄県民にのみ､新たに自衛隊のための土地収用 ･強制使用権

を認めたもので､ こ こにも憲法14条の平等原則違反の疑いが顕著に認められる｡ しかもこのよう

にしてまで自衛隊のために用地を確保 しようということは､現行土地収用法制定にさいし (1951

年)､旧法に規定されていた 『国防其ノ他軍事二関スル事業』が､新憲法に適合しないものとし
⑲

て削除されたという経過から､憲法 9条の平和主義の精神と矛盾するものと思われる｣0

以上のような観点か ら前引の 『沖縄自書』 は､ ｢公用地法｣ は ｢防衛上の必要性｣ を前面に出

して県民の基本権を無視したものとなってお り､憲法違反の疑いの極めて強い､新たな "土地接

収法〝の性格をもっているということができる､ と指摘している｡

この問題含みの ｢公用地法｣ も､1982年の5月に期限が切れたので､やむなく自衛隊は､土地

の契約に応じない地主には土地を返さざるをえなくな り､すでに一部の土地は返されている｡が､

道路問題などいろいろと地主に不利な問題 も残っていて､地主たちは不満を訴 えつづけている実

情である｡

一方､政府は､米軍用地については､前述の ｢米軍用地収用特別措置法｣ を適用して､引 きつ

づき土地の提供をはかるべ く手続 きをすすめてきたわけだが､ ｢財産を守 る軍用地主会｣ (反戦
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地主会)の人びとが軍用基地に土地を提供することを頑強に拒否しているところから､契約に応

じない地主の土地を強制収用するため､沖縄県土地収用委員会に裁決を持 ちこんだ｡一方､反戦

地主会に属する108人の地主は､強制使用認定処分の取 り消しを求める訴訟 を起 こしている｡

ところで､沖縄県土地収用委員会での審理は十分でなく､ したがって地主側の意見が反映 させ

られていないとか､土地収用法は､収用委員会が公正 ･中立の立場をとることを義務づけている

にもかかわらず､同収用委員会のや り方には疑問があるなどの理由をあげて､反戦地主会とそれ

を支援する ｢沖縄公用地法違憲訴訟を支援する県

民共闘会乳 のメンバーが､ハンガース トライキ
30

までして土地の強制収用に反対したこともある｡ 20

しかし､裁判では土地使用を認める裁決が出され
10

た｡ %

こ こでついでに一言指摘しておくと沖縄基地の

機能は､拡充 ･強化される一方で､基地関連収入

端居所得に占める基地収入の割合(%)

79
年 1981年6月10H付r戯 画軌'より

の比重は､むしろ低下 している事実である｡ ｢復帰｣後､政府は軍用地料を大幅に値上げした

たとえば､ ｢復帰｣前年の土地料は32億円だったのが､78年には287倍円に急上昇 してい空 し

かし一般に｢基地関連収入｣ といわれるものの比重は､72年に約845億8100万円で県民所得に占

める比率は､21.490/oTごったのが､79年には金額では約1394億3100万円に増加 しT=ものの､県民

所得に占める比率では､12.050/Oにはほ半減してい,:p-̂3 こんな事情 もあって､ ｢復帰｣前までは､

基地こそ最大の収入源などをいって公然と ｢基地産業論｣ を唱えていた地元経済界の人たちでさ

え､今では､基地が沖縄経済発展の阻害要因になっていると公言 しているしまつである｡

ところが､沖縄の保守県政は､政府の財政資金で金縛 りになっていることもあってか､沖縄の

未来に'重大なかかわ りのある第 2次沖縄振興開発計画 (2次振計)において､基地問題の解決に

ついては､多くの住民の要望にほとんど応 じていない｡県の 2次振計案は､たんに｢土地利用上

大きな制約となっている米軍施設 ･区域をできるだけ早期に整理縮小し､産業の振興､生活環境

の整備に資するよう跡地の有効利用を図るための施策 を推進する｣ と述べているにす ぎないから

である｡

こうした実情から､ ｢基地は､諸悪の根源｣ という声は､ ｢復帰｣後10年目もす ぎて も高まる

一方であるO

第2節 復帰後の住民意識の変容

(1) ｢復帰｣評価について

では､調査結果をふまえ沖縄住民が過去10年間の ｢日本｣統治の体験 を通して､ どのように物

の見方 ･考え方を変 えて きたか､具体的にいくつかの目立つ事項を取 り上げてみたい｡ まず ｢復

帰｣ についての評価か らみていくと､ ｢復帰 してたい-んよかった｣ と高 く評価す る者は､764

人の有効回答者のうち97人 (12.70/a)で､ ｢まあよかっ1=｣ とする者が345人 (45.20/a)である｡

結局､復帰 を評価する者は､442人 (57.9%)とい う計算になる｡

これに対 し､復帰 したのは ｢全然よくなかった｣ と頭から否定する者が30人 (3.9%)で､
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｢あま りよくなかった｣ とみる者が107人 (14%)である｡なお､ ｢どちらともいえない｣ と評

価しかねている者が161人 (21.10/a) もいる. そのほか ｢回答なし｣が24人 (3.10/a)いる｡

これからみると､復帰を評価する者が､評価しない者の 3倍以上 もいることになる｡しかし､

こ こで想起しなければな らないのは､復帰前に住民が抱いていた復帰に寄せる期待の大 きさと願

望の強 さである｡ ちなみに1966年 (昭和41)の東大調査の結果では､ ｢即時全面復帰｣ を志向し

た者が359人 (41.3%)､ ｢段階的復帰｣ の志向者が410人 (47.1%)で､ じつに88.4%もの人

が復帰を望み､復帰に反対する者は､いわゆる独立論者 も含めわずか20人 (2.3%)でしかなかっ

た｡それからすると､前引の復帰 を評価する者の比率57.9%というのは､必ずしも高 くはない､

という見方 さえ成 り立つ｡おそらく ｢復帰｣の当否や功罪についてのよ り客観的な評価が確立 さ

れるまでには､今少し時間を要することになろう｡

｢復帰してよかった｣ と評価する人'たちに､その理由を聞くと､ ｢道路 ･港湾その他公共施設

がよくなった｣ (26.6%)､ ｢本土 との往来が自由になった｣ (21.7%)､ ｢医療 ･福祉面がよ

くなった｣(17.7%)という順で上位 3位を占めている｡つま り､いずれも外形的ないしは物理

的側面の改善が､復帰を評価 し､肯定する根拠 となっている｡ この事実は､注目に値しよう｡な

ぜなら､こうした外面的整備は復帰 さえすれば､それまでの経緯からして特別措置が講じられ､

改善整備されることは､当然視 されていたか らである｡

したがって､復帰評価についていえば､ こうした列面上の整備にたいする見方よ り､むしろ住

民が復帰に託した願望が叶 えられたと見ているか､否かが焦点となろう｡その視点でみると､復

帰を評価する者の比率57,9%の中身はよ り一層軽 くなるといわざるをえない｡ とい うのは､住

民の多くは､復帰 していわゆる平和憲法と称 される日本国窟法の適用を受けることによって､在

日米軍基地の53%もの過重な負担を強いられている基地公害から脱却できるだけでなく､本土と

沖縄の経済的格差を是正す るための各種の特別財政措置が講 じられる結果､物価 も安 くな り､暮

らしも楽になるだろうと期待していたか らである｡少なくとも復帰後は､失業に脅かされること

もなく､憲法が保障する ｢健康で文化的な最小限の生活｣ は､保障されるにちがいないと考えて

いた｡

ところが､現実には復帰に託したそれ らの期待が､いずれ も叶 えられていないことを､今回の

調査結果は､如実に示 しているのである｡

ちなみに､復帰前の調査 (1970年11月のNHK調査)では､基地の全面撤去を要求する者は､

19%だったのが､今回の調査では､基地の撤去を求める者が47.7%もいる｡また ｢本土並みに縮

小すべ きだ｣ とする者が､NHK調査の240/Oにたいし32.50/Oにふえ､ ｢現状のままでよい｣はN

HK調査の場合12%だったのが10.2%､ ｢もっと増強すべ きだ｣ とす る者は､前者の 2%か ら

0.8%に減っている｡ これからも明 らかなとお り､基地についての復帰前の住民の要望はほとん

ど叶えられていないとみてよい｡

一方､復帰10年後の一般民衆の経済状態はどうかといえば､この点でも事は期待通 りには運ん

でいないことがわかる｡まず､ ｢復帰してよかった｣ と評価する者でも､ ｢収入がふえ生活が楽

になった｣ ことを理由にあげているのは3.3%にす ぎない｡半面､復帰を評価 しない者の理由づ

けのうち上位三つをあげると次頁上の表のとお り｢物価が高 くなった｣29%､ ｢生活が苦しくなっ
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た｣15%､ ｢失業者がふえた｣12.1%､ と

い う順になっている｡ これか らみると､

｢復帰｣時からの民衆レベルでの不如意な

経済状態は､いせんとして改善 されていな

いことが判明する｡ ちなみにその事実は､

有効調査回答者の年間収入にも端的に示 さ

れている｡後述 (第-章)するとお り年間

収入の低 さは100万円以下が35.9%､200

万円以下が60.1%もいて､われわれの予想

以上の低 さである｡

ところで､あらためて指摘するまで もな

く復帰には､施政権の返還 というたんに政
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治的処理の問題以上に復帰の本質にかかわ

る重要な意味､ないし課題があった｡それは､戦後､本土の日本人 と沖縄の日本人が分離 され､

別々の歴史過程をたどらされた結果､両者のあいだに疎隔感が生 じた｡ そこで復帰によってそれ

を克服し､双方がそれぞれの歴史を踏まえた上で自立的に､かつ精神的に融合することによって､

より望ましい日本を形成することに寄与することが期待 されたのであった｡復帰は､たんなる政

治問題というよりむしろ文化的問題だといわれたの もそのためであった｡だが､調査結果が示す

かぎりでは､ この面でも期待はほとんど裏切 られる結果 となっている0

すなわち､復帰を評価する者でも､その理由に｢本土との往来が自由になった｣ ことをあげた

のが21.7%もいる半面､復帰後 ｢他県の人 と親密になった｣ という者は､4%にすぎない｡ しか

も､本土の日本人に｢違和感を感 じる｣者がいまだ40.3%の高率 を占めている (｢違和感を感 じ

ない｣者は53.7%)｡ これを別の面か らみると､肉親や友人が他府県人 と結婚す るのを ｢好まし

い｣ とする者が15.3%なのに対し､ ｢好ましくない｣ とする者は20.2%もいるほか､ ｢許せない｣

とするのが1.7%いる｡復帰前の東大調査では､ ｢好ましい｣ と答 えた者が73.9%で､ ｢好まし

くない｣は11.9%だったので､激しい変わ りようである｡つま り､社会的距離はちぢまるどころ

か拡大しているのだ｡ついでにいえば､結婚相手としてアメ リカ人 をえらぶ ことについて､東大

調査では ｢好ましい｣が9.5%､ ｢好ましくない｣が79.9%だったのが､今回の調査結果では､

｢好ましい｣ は5.9%､ ｢好ましくない｣は39.8%に減っているほか､ ｢べつにどうとも感 じな

い｣が38.2%となっている｡つま り､アメ リカ人に対する社会的距離が､復帰前よ りちぢまって

いる｡相対的にいって本土の人たちに対してよ りアメ リカ人-の親密感が増している点が注目さ

れるのである｡

ところで､沖縄住民が復帰に託した願望が､基本的な面で叶えられていないとすれば､本土政

府や県当局の施策になん らかの問題があることが想定 される｡

では､つぎに本土政府の対沖縄政策についてー地元住民はどのように評価 しているか｡また県

当局の施策についてはどうかをみてみたい｡

まず､政府の対沖縄政策は､住民の気持 ち (願望) をどの程度反映していると思いますか､ と
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いう質問にたいし､ ｢十分に反映している｣ と答 えた者は764人の中､13人 (1.7%)で､ ｢あ

る程度反映している｣ という者が29.8%という結果になっている｡ これに対 し､ ｢まったく反映

していない｣ と答えた者は36人 (4.7%)､ ｢あま り反映していない｣ という者が28.8%である｡

つまり本土政府の対沖縄政策には住民の気持ちが ｢反映している｣ と評価する者が31.5%なのに

比べ､ ｢反映していない｣ と見る者は33.5%と多 くなっている｡なお､ ｢どちらともいえない｣

と評価しあぐねている者が23.2%もいるの も目立つ｡

一方､県当局の施策についてはどうかをみると､結果はつ ぎのとお りである.すなわち県民の

気持 ちを ｢十分に反映している｣ と見 る者は764人中の34人 (4.5%)､ ｢ある程度反映 してい

る｣ という者が16%で､結局､肯定的に見ている者は40.5%を占めている｡ これに対 し ｢まった

く反映していない｣ と答えた者は18人 (2.4%)､ ｢あまり反映していない｣ とい う者が19.6%

である｡ したがって県政を否定的に見る者は23%で､肯定派の半数程度である｡その意味では､

前述の本土政府に対する評価よ り率は高いわけだが､ ここでも ｢どちらともいえない｣ と積極的

に評価しえないでいる者が25.8%もいるのが目を引く｡

ちなみに本土政府の対沖縄政策に地元側の意思が反映していない､と見る具体的裏付は､おそ

らく前述した基地問題に象徴的に示 されているとみてよい｡では別の面で県当局の施策と住民意

思との離反は､ どういう点に示 されているかを調査結果か らみると､ どうなるか｡

(2) 教科書及び平和教育間嶺について

その最 も端的な例は､かつて県議会で も問題になった教科書問題に関するものである｡教科書

問題については､有効回答者764人の中､658人 (86.10/a)が知っていて､ ｢知 らない｣ と答え

た者はわずかに11.4%である｡ ところで､教科書から沖縄戦における旧日本軍による住民殺害の

記述が削除される件については､ ｢沖縄戦の真相はぜひ教科書に ものせ るべ きだ｣ とする者が

55.6%､ ｢どちらかといえばのせる方がよい｣ という者が18.1%､合わせて73.7%もの県民が住

民殺害の真相を教科書に記述することを求めているか､望んでいる0

一方､ ｢絶対にのせるべ きでない｣ と答 えた者は､764人の中の17人 (2.20/o)､ ｢どちらか

といえばのせない万がよい｣ とする者は7.7%でしかない｡ しか もこの間超については､ ｢どち

らでもよい｣ と態度 をあいまいにしている者の比率は､6.2%で目立って低い｡ したがって事､

教科書問題に関するかぎり､教科書に沖縄戦の実態についてのせる必要はないとの県当局者の発

言と住民の意思との間にはきわだって食い違いがあることを今回の調査結果は明示している｡

ついでにいうと､教科書に沖縄戦の真相をのせるべ きだと答 えた者は､男女の別なく､職業の

いかんを問わず､また世代の違いにかかわ りなく満遍なくいるが､ とくに ｢のせるべ きだ｣ とい

う者が20代に80%､30代に83%を占めているのが目立つ｡ ところで､政党別にみると､共産党

83.30/O､社大党750/O､社会党720/O､公明党62.10/Oが ｢ぜひのせ るべ きだ｣に賛成し､一方､自民

党支持者の場合､消極的賛成 も含め､640/Oが ｢のせ る方｣ に賛成しているのに対 し､反対する者

は18%である｡ したがってこの件については､政党所属の問題 を超えている｡

なお､ この問題と関連 して､日米安全保障をめぐる政策についての質問結果 をみよう｡

日米安全保障条約については､ ｢日米安保条約を堅持 しなが らー 日本の国力に応 じて自衛力を
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増やしていく｣ ことを望む者は21.7%､ ｢日米安保条約を廃棄して､ 日本の中立 自衛をはか る｣

が16.5%､ ｢日米安保条約 を廃雫して､ 日本の非武装中立 を実現する｣ という者が20.3%を占め

ている｡ これから見ると､安保条約の堅持を志向する者に比べ､廃棄を志向する者は､ 2倍近 く

もいることが分る｡ この点と関連して目立つのは､前者は那覇地区に一番多 く26.10/Oを占めてい

るが､激戦地の南部で最 も低 く12.90/oとなっていること｡一方､安保廃棄派は､石垣市と南部に

多く､それぞれ24.20/0､22.70/oとなってお り､那覇は最 も少なく16.00/Oである｡

また､軍備増強問題についての設問では､ ｢軍備増強に賛成｣する者は7.6%､ ｢反対｣ とい

う者は67.8%で圧倒的に多い｡軍備増強に賛成 という者は､男性の11.6%に比べ､女性はわずか

に半数以下の4.4%だが､女性の場合､ ｢わからない｣｢答えない｣が29.5%で男性よ り10%以

上 も上回っているのが目立つ｡

ところで愛国心問題 と関連 して､ ｢愛国心は国民 として大切な条件だと思 うか｣ と聞いたとこ

ろ､ ｢そう思 う｣ と答 えた者は37.60/O､ ｢どちらかといえばそう思 う｣ と答 えた者が26.80/O､合

わせて64.40/Oが肯定している｡一方､ ｢そうは思わない｣ という者は12.30/O､ ｢どちらかといえ

ばそうは思わない｣が10.9%で､結局､苗定的な者は23.2%で､肯定派の半数以下となっている｡

その意味では､沖縄でも愛国心の芽生えが漸次､勢いを増しつつあるといえる｡

その半面､ ｢あなたは学校や社会で平和教育をすすめることについて､ どう思いますか｣ とい

う設問に対する回答は､つ ぎのとお りである｡

｢社会でも学校でもぜひ必要である｣ が87.20/O､ ｢社会では必要だが､学校では必要ない｣

4.7%､ ｢社会でも学校でも全くその必要はない｣0.5%､ ｢わか らない｣｢回答なし｣7.6%｡

この結果からみると､愛国心の高揚 と平和教育の必要性がほとんど矛盾せずにとらえられてい

ることが分かる｡ したがって､平和教育の中身は状況の変動いかんによっては､急激な変容をみ

せることも予想される｡

平和教育とのかかわ りで､注目に値するのは､沖縄住民が沖縄戦の体験を継承す る上で､実際

にどのようにかかわっているか､ という点である｡ まず､6月23日の ｢慰霊の日｣ の行事に参加

しているかどうかを問うたところ､参加したことが ｢ある｣ と答えた者は㌘.0%に対し､ ｢ない｣

と答えた者が72.4%もいる｡つま り行政当局が主催する行事に住民の多 くは参加 していない実情

がうかがわれる｡ ところが､行政当局が主催する行事への参加者が少ない割に､ 自主的に ｢沖縄

戦の映画や写真展をみた｣者は76.20/Oもいて､ ｢みたことがない｣者23.70/Oをはるかに上回って

いる｡ついでにいうと､本島南部の戦跡地にある平和祈念資料館に行ったことの ｢ある｣者は

55.00/O､ ｢ない｣ とする者は44.80/Oである｡ この事天か らも行政主導型の慰霊行事が兵に一般民

衆の賛同をえていないのか､それとも他の理由があるのか､よ り突っこんで検証する必要があろ

う｡

ところで､沖縄戦について書かれT=本を読んだことが ｢ある｣者は54.50/O､ ｢ない｣ とする者

は44.6%なので､平和教育についての一般住民の関心は､実際には高いとはいえない｡

沖縄戦毛の体験者が年を経 る毎に少なくな りつつある実情下で､いかに沖縄戦の体験を正しく継

承しうるか､また､戦争休験の有無を問わず一般民衆の平和-の希求の強 さと持続力が､将来ど

のような推移をたどるか､注目される点である｡なぜなら平和志向の念が強い反面､窟法改正に
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ついては､ ｢改正に賛成｣が28.8%に対 し ｢反対｣ は33,5%で､その差は小差にす ぎない｡つま

り復帰前のスローガンであった ｢平和憲法下への復帰｣に矛盾する態度を示しているからである｡

(3) 沖縄の未来像について

次に､調査結果か ら住民が沖縄の未来につ

いて､いかなる像を描 き､県当局の施策に何

を求めているかをみてみたい｡

まず右の表が示すとお り､住民の多 くは､

｢人情こまやかで住みよい沖縄｣の形成 を目

指していることが分かるO もっとも､具休的

なその中身については明らかではないが､他

の質問項目と関連 させてみると､少なくとも

何を望んでいるかは判明す る｡すなわち､住

民の多くは､度をこした競争原理に基づく悪

しき近代化を排し､古来の農耕社会に伝統的

芸
能
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に生 き続けてきた "思いや りと助け合い〃 の生活様式を志向しているとみてよかろう｡そのこと

は､沖縄振興開発の中身をめぐって､一部の経済専門家たちが声高に鼓吹した石油基地化をふく

む ｢工業中心の沖縄｣ の形成にそっぽを向き､観光や農業中心の沖縄 を志向していることにも現

われているようにお もう｡

ところで､ ｢住みよい沖縄にするため､県当局は何を重点的にやっていくべ きと思 うか｣ とい

う問いに対し､ ｢医療 ･福祉施設の充実｣ と答 えた者が13.6%で最 も多 く､ついで ｢自然環境の

保護｣ という者が11.7%､ ｢地場産業の育成｣ というのが同じく11.7%で上位 3位を占めていて､

｢本土企業を誘致し､工業化をすすめる｣ と答えた者は5.5%にとどまっている｡おまけに現在､

県当局が力を入れて推進 している ｢国際交流を活発にす る｣ ことを望んでいる者は1.9%でしか

ない｡つまり､県治当局の施策 と住民の意思 ･願望との間には少なからず希離が生 じていること

を今次の調査結果は示 している｡

ところで､復帰前の東大調査では､住民の土着性 と関連して ｢永住意志｣について聞いた結果､

｢沖縄に永住したい｣者は63.2%､ ｢本土に移住 したい｣者が28.2%､ ｢外国-の移住｣ を希望

する者が2.7%いた｡それに比べ､今回の調査結果では､ ｢沖縄に永任したい｣ とす る者は91.9

% もいる半面､他県をふくめ ｢ほかの土地に移 りたい｣ とする者は4.7%に激減 している｡

失業率が全国平均の 3倍近 くもあ り､年間収入 もけっして多 くはない沖縄に､なぜこれほど多

くの人が執着するのだろうか｡その理由を尋ねると､ ｢住みなれているから｣ と答えた者が34.50/O､

｢親兄弟が住んでいるから｣という者が29_lo/O､ ｢何となく暮 らしやすいから｣が11.40/O､ ｢自然環

境がすぼらしいから｣が10.5%､という順 に上位を占めている｡先にみた沖縄の未来像についての設

問に対する回答の一位ー ｢人情こまやかで住みよい沖縄｣の内容は､この面からも裏付けられている

ように思う｡つまり､沖縄の人々は､近年流行の核家族を推進するような近代化､合理化された生 き

方より､親兄弟がそろって助け合って生きる伝統的な生 き方にこそ執着をもっているとみてよかろう｡
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そのことは､ ｢よその土地へ移住したい｣ と答えた人たちの理由付けが､ ｢身内や親しい人た

ちがいるから｣ を一位にあげ (250/a)ていることか らもわかるo ちなみに｢軍事基地があ り危険

だから｣ という理由が二位 (13.9%)で､ ｢自分の能力をためしてみたい｣ と積極的な理由をあ

げた者は11.1%で5位にとどまっている｡ ｢就職難だから｣ を理由にしている者 も5.8%でしか

な い｡

さて､つぎに沖縄の土着性 との関連で､方言について調べてみると､ ｢方言で自由に話ができ

る｣ と答えた者は72%､ ｢話すことも聞くこともできない｣者は2%である｡その他 ｢聞くこと

はできるが話せない｣者が12.3%､ ｢少しは聞くことも話すこともできる｣ という者が13.4%い

る｡だが､当然といえば当然かも知れないが､ ｢自由に話せる｣者は､60代以上に最 も多く (94

0/a)､20代が一番少ない (37.90/a)｡一方､ ｢方言は文化的遺産だからその使用を誇 りに思 う｣

者は66.4%に対し､ ｢万言はなくした万がよい｣ とする者は0.8%である｡ この点で も60代が最

高率 (72.8%)で､最低は30代である (59.6%)｡なお､ ｢誇 りに思 う｣者は男性 (62.5%)よ

り女性の万が数パーセントはど多い (69.70/a)0

ところで､ ｢方言はなくした方がよい｣ という者や方言の使用を恥ずかしいと思 う者は､いず

れも1%以下で､予想以上に少ない ものの､ ｢方言の使用に反対ではないが共通語を優先した万

がよい｣ とする者が28.5%､ ｢子供たちの負担が大 きくなるからなるべ く使わない万がよい｣ と

考える者が1.2%いる｡ したがって､方言の保存については､なんらかの積極的な施策 を講 じな

い限 り､その未来については楽観を許 さないものがある｡

(4) ｢横合｣と ｢ユタ｣について

では､沖縄が ｢何となく暮 らしやすい｣ というその中身は､一体何であろうか｡

一般に沖縄が ｢暮 らしやすい｣ といわれている秘密を解 き明かす-つのカギとして､庶民同志

の互助活動に着目し､その一環としての横合について問 うてみた｡

｢あなたは現在､横合に入っていますか､それとも入っていませんか｣ との設問に対し､ ｢入っ

ている｣が過半数の55.8%､ ｢入っていない｣が43.1%､ ｢答えなし｣が1.2%という結果になっ

ている｡

これを男女別にみると ｢入っている｣者は､男性が54.60/Oなのに比べ､女性は56.70/Oで､2.1

0/oほど多い｡また世代的にみるとー働 き盛 りの50代が一番多 く67.60/O､ついで30代が62.90/Oで､

就職難にある20代が最低位の45.20/Oである.一方､地域別には八重山の石垣市が最高で600/O､最

低は北部で48.9%となっている｡

ところで横合加入の実態を年収 と関連 させてみると､年間収入100万円以下に最 も多 く (35.9

%)､つ ぎに101万円以上200万円以下の階層が24.2%､ ｢収入なし｣層が 3位で10.3%､4位

が201万円以上300万円以下の層で9.9%という噸になっている｡言いかえると､横合は事実上､

年収が300万円以下の低所得層や失業者に集中していることが判明する｡ さらに横合加入状態 を

職業との関連でみると､家庭の主婦､つま り家事をしている者に最 も多く (20.8%)､ついで販

売職 ･サー ビス業が13.10/O､そして自営業が10.70/O､無職が10.20/Oの順で続いているO

なお､横合加入 を沖縄の人たちのアイデンティティ (自己同一性)､つま り､いわゆる ｢県民
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牲｣ といわれる県民に共有の基本的な性格とかか

わらせてみると興味深い ものがある｡すなわち､

自ら ｢お互いに助け合 う気持 ちが強い｣ とみてい

る人 た ちに模合- 加入 してい る者が最 も多 く

(20.00/a)､ついで ｢人間性が豊かでやさしい｣

と考えている人たちが 2番目に多い (19.8%)0

そして沖縄の人たちは ｢郷土意識が強い｣ という

者が 3位 (19.7%)を占めているのである｡

これらの結果を総合的にみると､横合は､時に

よっては､行 きす ぎから社会問題を起こすことが

あるとして も､沖縄では文字 どお り庶民金融の役

割を果たすとともに､人びとが助け合い､円滑な

社会生活を維持していく上でのいわば潤滑油の機

横合加 入の理由

調査結果項目 合 計 男 女

親 睦 の T= め 57.2 60.6 543
(310)(152)(158)

一時的にまとまった 273 25.1 a).2
金が必要になった{=め (148)( 63)( 85)

商売 の運営 資 金 6.3 6.8 5B
を つ く る た め (34)(17)(17)

配 当な どで利 息 35 2.0 4.8
を か せ ぐ T=砂 (19)( 5)(14)

銀 行 が金 を貸 し OB 1.2 0.7
て くれ ない か ら ( 5)( 3)( 2)

そ の 他 3.3 2.8 3.8(18)( 7)( ll)

N A 1.5 1.6 1.4
( 8)( 4)( 4)

合 計 leo.0 100.0 1∝).0

能をも担っていることがよく理解できる｡ ちなみに人びとは､一体いくつの模合へ加入してい

るか､その実態をみると､一つの模合だけに加入 している者が46.20/Oで一番多く､ついで2つの

横合-の加入者は31.2%､3つの横合へ加入している者は13.8%､4つ以上の横合-の加入者は

7.5%である｡では､横合加入の目的 (理由)は何かといえば､右上の表のとお りである｡

これから明らかなように横合-加入する理由は､ ｢親ぱくのため｣ という者が一番多いが､ こ

の点､地方出身者が多く集まっている那覇市に掛 まくのために横合に加入している者が最 も多いO

半面､ とくにその必要性の低い離島の石垣市に最 も少ないこと､また ｢まとまった金が必要なた

め｣横合に入っているとする者は､石垣市に最 も多く那覇が一番少ない｡ このことは金融機関の

多寡との関連でうなずける｡ ところで､ ｢親ぼくのため｣､また ｢まとまった金が必要なため｣

に横合へ加入している者は､失業率の高い20代に最 も多い (59.8%)｡ この事実は､金融制度の

あり方 との関連で､行政当局や関係機関の一考を要する問題といえよう｡

さて前述 したとお り､横合-の依存が､庶民の物質的問題の主要な解決策の一つとすれば､

｢ユタ｣-の依存は､好むと好まざるとにかかわらず庶民の日常生活におけるいわば精神面の救

済に結びついていることを､今回の調査結果は示 している｡

すなわち今回の調査では､ユタ依存の実態を知 るためいくつかの質問を試みてみた｡ まず ｢あ

なたの家族や親戚にユタがいますか｣ という質問に対 し､ ｢いる｣ と答えた者は9.7%､ ｢いな

い｣ と答えた者は89.7%という結果がでた｡

ちなみに ｢いる｣ と答 えた者の分布を地域別にみると､上位から石垣市が13.4%､南部地区が

12.9%､那覇が9.6%､北部が7.4%､中部が5.4%の傾 となっている｡

この結果から見るか ぎり､ユタの数はさして多いとは思えない｡だが､つづいて ｢あなたの家

族や親戚にユタを利用 している方がいますか｣ と聞いたところ､ ｢いる｣ と答 えた者が764人の

中､495人 (64.80/o)で､ ｢いない｣ と答 えた者は242人､つま り前者の半数に も足 りない｡ユ

タを利用している者は､南部に最 も多く (79.5%)､ついで北部が70.4%､石垣が61.1%､那覇

が59.6%で､中部が最 も少ない (57.5%)0

さらに ｢あなたはユタを信 じますか､それとも信 じませんか｣ との設問に対しては ｢信 じる｣

と答えた者は13.40/O､｢信 じない｣ と答えた者は41.50/Oである. ところが､ "信 じる〝 とも tl信 じな
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い〃 とも ｢何 ともいえない｣ という者がなんと43.6%もいろはか､問いに答 えない者が1.3%い

る｡したがって､ ｢信 じる｣ と明確に答えた者の数は､予想以上に少ないが､ じつは ｢何 ともい

えない｣ と答えた人たちの間に ≠信 じる者〝 がかな り入っているように思われる｡ というのは､

回答者たちは ｢信じない｣ と積極的に否定 もしてい

なければ､ ｢信じる｣ と明言 もしていないからだ｡

しかし､察するにそれは､庶民のユタへの依存が実

際には大きいにもかかわらず､そのことを公言する

のがはばかられる一種の社会的雰囲気があるからで

はないかと思われる｡

ちなみに､ ｢ユタを信 じる｣ と答えた者は､男女

間にほとんど差はない｡が､ ｢信じない｣ と積極的

に否定した者は､男性が46.2%なのに比べ､女性は

37.40/Oで数も少ない.それに反し､ ≠信じる〃 とも

"信 じないクとも｢何 ともいえない｣と答 えた者

は､男性が39.4%に対し､女性は47.2%もいて完全

に逆になっている｡ こうした点からユタ-の依存度

ユタの必要性について

項 目 合 計 男 女

ユタはぜひ必要 6.0 4.8 7.1
である (46)(17)(29)

どちらかといえ 17.7 18.6 16.9
ぱ必要であろ (135)( 66)く69)

どちらともいえ 41.4 35.5 46.5
ない (316)(128)(1Ⅸ))

できればなくし 21.2 25.6 17.4
たほうがよい (162)(91)( 71)

絶対になくすぺ 10.1 ll.0 9.3
きだ (77)(39)(38)

知らない､ 3.7 4.5 29
回答なし (28)(.16)(12)

合 計 1(泊.0 100.0 1(刀.0

は､男性よ り女性の万により多いことが推測できる

と同時に､一般的にいってユタとのかかわ り方は潜行的になされていることが うかがえる｡ な

おユタを ｢信 じる｣者は､南部に一番多く (19.70/o)､石垣がこれにつ ぎ (18.80/a)､中部が最

も少ない (9.4%)のが目立っている｡

ところで､改めてユタの必要性について聞いてみると､右表の示すとお りの結果 となっている｡

興味深いのは､ユタは ｢ぜひ必要である｣ と答えた者は00代以上に最 も多く (9.3%)､他方

｢どちらかといえば必要である｣ という者は､20代に最 も多い (23.2%)ことである｡ しか も､

この項目では30代 (20.50/o)､40代 (16.10/o)､50代 (14.10/a)､60代 (13.30/a)の順で少なく

なっている半面､ユタは ｢できればなくした方がよい｣｢絶対になくすべ きだ｣ という者はー20

代に一番少ない (それぞれ16.90/Oと5.60/o)｡ そして30代がこれについで少ないO したがって､

古くからの慣習に固執す る老齢者たちの死去とともにユタの依存の習俗は沖縄社会から消滅する

にらがいないとする通説は､ どうや ら根拠のない ものとな りそうである｡

ともあれユタを必要とする者は､南部に最 も多 く (32.0%)､つぎに石垣が多い (28.2%)0

一番少ないのは中部 (15.6%)であ り､逆に｢なくした方がよい｣ とする者は､中部が最 も多 く

(39.30/o)､北部が34.80/Oでこれについでいる｡なお那覇は ｢どちらともいえない｣ と答えた者

が一番多い (46.3%)0

ところで､どうしてこのような年代差や地域差が生 じているかについては､現在のところ､結

論はでていない｡ しかし､少なくとも今回の調査から沖縄社会におけるユタの機能や役割の実態

については､横合と同じくたんなる憶測でなく科学的な調査による厳密な検証の必要があること

は明らかとなった｡ というのはほかで もない｡ユタについての質問項目を相互に関連 させてみる

と､いくつかの疑問点が浮 き彫 りになってくるか らである｡ たとえば､身内や親戚にユタがいる
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人たちは､ユタを信 じる者が多くなっているのはうなずけるとして､ユタを ｢信 じない｣ と答え

た者317人のうち､利用している者が165人 (52.10/a) もいるので､ ≠信 じない〟 にもかかわらず､

実際には依存しているその理由は解明されなければならない｡また､年収100万円以下の人たちの間

にユタを信 じる者が高所得者に比べ ると圧倒的に多く (35.9%)､ついで101万円以上200万円以下

の人たちに多くなっている (24.20/a)ほか､職業では販売 ･サービス業に ｢信 じる｣者が一番多い

(13.1%)｡さらにいえば､学歴面では､小学校卒にユタを信 じる者が最 も多く (31.5%)､ついで

新制高校卒に多くなっている (節.6%)ので､その理由についてもいずれぜひ明らかにできたらと念

じている｡

さて､本調査結果の主な点は､次の諸点に要約することができよう｡

1. ｢復帰 して良かった｣ とする住民の肯定的評価が約10年前のNHK調査では38%であったも

のが､今回の調査では57.90/Oに上昇している｡ その理由をみると､公共施設の改善が第-位に

あげられている｡

2. 自衛隊の駐留に対 して復帰直後のNHK調査では22.9%が支持､60.1%が反対の態度をとっ

ていたが､今回の調査では支持が47.90/O､不支持が34.00/Oと支持層が増大しているのが目立つ｡

一万､1g72年7月の 『朝日新聞』調査によれば米軍基地の在 り方について ｢本土並み縮小｣が

19%､｢撤去｣が訂.5%という結果となっていたが､今回の調査では ｢本土並み｣が32.5%､｢撤去｣

カq7.70/oとなっており､10年前の調査と比べて ｢撤去｣｢本土並み｣ とも二倍近くに増大している.

3. 沖縄-の定住志向については､東大調査では63.2%であったのが､今回は91.2%という高い

割合を占めている｡

4. 本土の日本人にたいする沖縄住民の社会的距離が10年前に比べ増大 しているのに反し､相対

的にいってアメ リカ人に対する距離がちぢまっている点が目立つ0
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