
＜沖縄は復帰したのか～50年の現在地＞ 

「今も憲法の番外地」 県民の総意「直訴」前日、米軍基地固定化は強行採決された 
＜連載①1972年 5月 15日日本復帰＞ 

 

東京新聞 2022年 4月 28日 配信 

 

 「県民が復帰を願った心情には、平和憲法の下で基本的人権

の保障を願望していたからに外ならない」  本土復帰前年の

1971年 11月 17日、米軍統治下の沖縄で住民側トップだった琉

球政府行政主席の屋良朝苗やらちょうびょうは、パスポートを手に

羽田空港行きの便に飛び乗った。沖縄の総意としてまとめた 「復

帰措置に関する建議書」 を首相の佐藤栄作らに手渡すためだ。 

◆訴えたかったのは「人間らしい生活がしたい」  「平和の島」 は

沖縄戦で 「鉄の暴風」 と呼ばれた米軍の猛攻撃によって県民の

4 人に 1 人が命を落とし、戦後は米軍の銃剣とブルドーザーで 

「基地の島」 に変えられた。人々は米軍の事件や事故に苦しみ、

非民主的な圧政を強いられた。 当時は米軍人の高等弁務官が 

立法、司法、行政の三権を支配し、米軍統治への抵抗運動を主

導した政治家瀬長亀次郎せながかめじろうは投獄された。それで

も瀬長は那覇市長に選ばれたが、高等弁務官は市長職から追

放、被選挙権も剝奪。陸軍中将で第 3代高等弁務官のキャラウェ

イは 「沖縄の自治は神話にすぎない」 と切り捨てた。そんな不条

理の数々を本土の人たちに知ってもらおうと、屋良は住民の惨状

を建議書にしたためた。「屋良さんが伝えたかったのは、ヤマト（本

土）は輝かしい憲法の下で基本的人権が保障されているのに、沖

縄は米国のなすがまま。それを抜け出して人間らしい生活がした

いということ」。 建議書作成を支えた琉球政府の元職員の平良亀

之助たいらかめのすけ（85）はそう解説する。 

◆破れた草履のように民意は踏みにじられた  しかし、屋良が羽

田空港に降り立ったころ、基地の固定化を認めた沖縄返還協定

案は衆院特別委員会で強行採決され、可決された。「県民の気持

ちはへいり（破れた草履）のように踏みにじられるものだ」。 沖縄の

意に反して頭ごしに重要な問題を決められた悔しさをそう日記に

つづった屋良。首相の佐藤に直訴できたのは強行採決の翌日だ

った。復帰当日の 1972年 5月 15日の本紙夕刊 1面は沖縄関連

の記事で埋まった。新たな門出を祝う式典を取り上げると同時に 

「復帰のあり方を批判する複雑な感情が交錯した」 と各地で抗議

デモやストライキがあったことも報じた。地元紙の琉球新報は 「変

わらぬ基地 続く苦悩」 と将来への不安を大きく伝えた。 屋良が

「従来の沖縄はあまりにも国家権力や基地権力の犠牲となって利

用されすぎてきた」 と嘆いた状況は復帰後も続く。1995 年の米兵による少女暴行事件や 2004 年の沖縄

国際大への米軍ヘリコプター墜落など、本土でも報じられる事件や事故は沖縄の問題のほんの一部にす

１９７２年５月１５日の琉球新報朝刊１面
＝琉球新報提供 

沖縄の本土復帰を報じた１９７２年５月１５日の本紙
夕刊１面 



ぎない。 

◆50 年たっても在日米軍の 7 割が沖縄   「今も沖縄は憲法の番外地ですよ。 50 年たっても変わらない

どころか、辺野古へのこ新基地や普天間ふてんま飛行場へのオスプレイ常駐、自衛隊のミサイル基地建設

などが強行され、もっとひどくなっている」。平良は建議書を握り締めながら憤る。今も在日米軍専用施設の

約 70.3％が集中し、治外法権のような状態がまかり通る沖縄。 屋良が切望した日本国憲法への真の 「復

帰」 は、いまだ果たされていない。（敬称略） 

 沖縄返還 1969年の日米首脳会談で、当時の佐藤栄作首相とニクソン大統領が沖縄の返還で合意し、

1972 年 5 月 15 日に日本へ復帰。米軍基地は沖縄返還協定で継続使用を認められた。日米は沖縄への

核兵器の再持ち込みなどを認める密約も交わしていた。 

   ◇            ◇ 

 サンフランシスコ講和条約が 1952 年 4 月 28 日に発効し、日本が独立を果たした一方で、切り離された

沖縄にとっての 「屈辱の日」 から 70 年。本土復帰まで米軍施政下に置かれ、今も過重な米軍基地負担

などに苦悩する沖縄は、本当の意味で「祖国」に戻ったと言えるのか。主な出来事を当時の記事でたどりな

がら 10 回の連載で考えます。（この連載は山口哲人、原昌志、村上一樹、小松田健一、後藤孝好が担当

します） 

 

 

＜沖縄は復帰したのか～50年の現在地＞ 

巨大イベントで変わった観光 それでも「県民所得につながっていない」 
＜連載②1975年 7月 20日 海洋博＞ 

 

東京新聞 2022年 4月 29日 配信 

 

  「異空間で別世界。それまで見たこともないような海上都市だっ 

た」 沖縄復帰から３年後の 1975 年 7月 20日に開幕した沖縄国

際海洋博覧会（海洋博）で、来場者の人気を集めたのは水上に

浮かぶ半潜水浮遊式施設 「アクアポリス」。 一般財団法人 「沖

縄観光コンベンションビューロー」 会長の下地芳郎（64）は当時、

高校生で会場を訪れ、真新しい建物に目を奪われた。 

◆観光飛躍のきっかけに  米軍統治下で本土の高度経済成長

の恩恵が届かなかった沖縄の経済振興を後押しするため、復帰

記念事業と位置付けられた一大イベント。 開幕翌日の本紙朝刊は 「海洋博へ 3万 5000人」 との見出し

で 「アクアポリスは終日、長い行列が続き１―２時間待ちの混雑ぶり」 と大きく伝えた。 だがオイルショック

による景気悪化の影響などもあり、入場者数は約 349 万人にとどまり、目標の 450 万人を下回った。 「興

行的には失敗」と批判され、下地は「期待に反して 『海洋博不況』 と言われる経済状況に陥った」 と振り

返るが、沖縄の大規模観光開発のきっかけとなったのは間違いない。 1972 年に約 44 万人だった県外か

らの観光者数は、海洋博のあった 1975 年は約 156 万人に急増した。 海洋博で設けられた水族館は、

2002年に 「沖縄ちゅら海水族館」 として建て替えられ、今も観光の目玉。 2018年度には、県外からの観

光客数は目標の 1000万人を突破した。 

◆子どもの貧困率、全国平均２倍  それでも、下地は 「観光は復帰 50 年で大きく成長したが、県民所得

につながっていない」 と指摘する。2018 年度の沖縄の１人当たりの県民所得は約 239 万円。 全国平均

（約 331 万円）の７割程度で、全国最下位に低迷する。 沖縄では付加価値の高い製造業の比率が上がら

沖縄海洋博の半潜水浮遊式施設「アクアポリス」 



ず、非正規雇用の多いサービス業など第３次産業が大きな割合を

占める。 失業率や非正規雇用の割合は全国と比べて高い状態

が続く。 厳しい経済状況は、子育て世帯の困窮につながり、子ど

もの相対的貧困率は約 30％（15 年）で全国平均の約２倍。 高校

や大学への進学率も全国最下位（20 年）に落ち込んでいる。 半

世紀で社会基盤は徐々に整ってきたが、地元経済を支える観光

産業は新型コロナウイルス禍で痛手を負ったまま。 今後、県民所

得の向上につながる産業をどう育てていくかが問われている。（敬

称略） 

 

沖縄国際海洋博覧会（海洋博）  「復帰３大事業」として、1972年

の記念植樹祭、1973年の国民体育大会に続いて、沖縄県本部町

で 1975年 7月 20日から 76年 1月 18日まで開催され、36カ国

が参加した。 国際博覧会で 「海洋」 がテーマとなったのは世界

初だった。 

 

 

 

＜沖縄は復帰したのか～50年の現在地＞ 

惨劇の記憶が「日の丸」に重なる いまなお「最前線」の島 
＜連載③1987年 10月 26日 日の丸焼き捨て事件＞ 

 

東京新聞 2022年 4月 30日 配信 

 

 １９８７年１０月２６日、沖縄県で初めて開催された国民体育大会

のソフトボール競技の開会式で、「日の丸」が燃やされた。日本社

会にあらためて戦争で負った沖縄の傷の深さを知らしめた出来事

だった。 

◆「口笛とか指笛とか、拍手が起きた」  沖縄本島中部に位置す

る読谷村。青空の下、３９歳だった村商工会副会長でスーパー経

営の知花昌一（７３）が掲揚台によじ登る。ポールにはためく日の丸

を引きずり降ろし、ライターで火を付けた。 「燃やしたらね、口笛と

か指笛とか、拍手が起こっていた」。 知花はそう振り返る。同日の

本紙夕刊は 「住民 日の丸降ろし燃やす」 と伝えた。翌日、那覇

地検に出頭する前に会見した知花は 「日の丸、君が代は血塗ら

れた歴史を持ち、罪がある」 と訴えた。背景には、村民の願いを

踏みにじられたとの思いがあった。 話は２年前にさかのぼる。文部

省（当時）は８５年８月、全国の教育委員会に卒業式や入学式での

日の丸掲揚・君が代斉唱の 「適切な取り扱いの徹底」 を通知し

た。 国体を前に、全国で飛び抜けて実施率が低かった沖縄を念頭に置いていたとされる。 国体に合わ

せた昭和天皇の沖縄初訪問も取りざたされていた。 「押しつけに反対する」―。 19８６年１２月に読谷村議

会は決議し、県などに強制しないように要請した。 村民の３分の１にあたる約８０００人の反対署名もあった。

海洋博の開
幕を伝える１９
７５年７月２０日
の本紙朝刊
社会面 

日の丸焼き捨て事件を報じる本紙夕刊＝１９８７年
１０月２６日 



村は沖縄戦で米軍が初上陸した地であり、日の丸と君が代の下で

集団自決を強いられたチビチリガマの歴史を抱えていた。 ガマの

調査に携わった知花は、惨劇は 「徹底した皇民化教育の結果」 と

とらえていた。 沖縄の反発をよそに大会開幕直前、当時の日本ソ

フトボール協会長が 「日の丸掲揚がなければ会場変更もありうる」

と発言。 知花は 「自分たちの意思を押しつぶすようなものだと思っ

た」 と当時の心境を語る。 

◆平和国家の変質「本土復帰は良かったのか」  19９３年３月、那

覇地裁は知花に有罪判決を下しつつ、「日の丸旗に否定的感情を

持つようになったことは理解しえないわけではない」 とした。 いま、日の丸は学校現場などで当然のように

はためく。「政治的焦点にならなくなった。僕だって五輪で日本が優勝して掲げるのを見ると、まあ嬉しいで

すよ」 と知花。 ただ本土復帰が良かったのか、疑問は膨らみ続ける。 「集団的自衛権行使も認められ、

戦争ができるようになってきた。沖縄は防衛の最前線。島だから逃げ場はない」（敬称略） 

 

 

 

＜沖縄は復帰したのか～50年の現在地＞ 

12歳少女が 3人の米兵に暴行され…それでもアメリカに物言えない政府 
＜連載④1995年 9月 9日 少女暴行事件＞ 

 

東京新聞 2022年 5月 1日 配信 

 

 「米兵が女児乱暴沖縄、3人逮捕へ」 1995年 9月 9日の本紙の一報

は社会面のベタ（1段見出し）記事だった。 12歳の女子小学生が帰宅途

中、米海軍と海兵隊の米兵に暴行された事件。 被害少女に配慮し、地

元紙の琉球新報と沖縄タイムスも当初、慎重な報道だった。 だが、県民

の衝撃は大きかった。 基地・軍隊を許さない行動する女たちの会共同代

表の高里鈴代（82）は 「ハンマーでたたかれたようなショックを受けた」 と

いまも声を震わせる。 直ちに在沖米軍や日本政府宛てに抗議文を送り、

記者会見を開いて怒りを訴えた。 

◆被害者守ろうとするあまり加害が曖昧に  高里は 「被害少女を思え

ば大きな問題にはしにくい。でも加害を明らかにしなければならない。 守

ろうとするあまりに加害があいまいになりかねなかった」 と苦しい心情を

振り返る。 この 2 年前にも、県内で女性（19）が暴行された。 基地被害

の救済に取り組んできた高里は、被害女性を支援するつもりだったが、加

害者の米兵は米本国まで逃亡。 連れ戻すまで 4カ月かかり、女性は訴え

を取り下げた。 「あの時の後悔を思い出した」 という。 沖縄県警は、基地内で米側が拘束した 3 人の身

柄引き渡しを要求、だが日米地位協定を盾に拒否された。 地位協定は、公務外で犯罪を起こした米軍

人・軍属が基地内にいる場合、日本側が起訴するまで米側が身柄を持ち続けると定める。 口裏合わせや

証拠隠滅の恐れなど捜査への支障があるが、米側は現在に至るまで、一貫して改定を否定。 県民の怒り

はこの理不尽な協定にもぶつけられていった。 

◆対等でないと政府が受け入れている…それが差別  10 月 21 日、8 万 5000 人が参加した県民大会。

復帰前、１９６４年の東京五輪聖火リレーの際に沿
道で振ったという日の丸旗を手に語る知花さん。仏
壇に畳んで保管していたという＝沖縄県読谷村で 

事件の一報は社会面一段の小さな扱い
だった＝1995年 9月 9日朝刊社会面 



翌 22 日の本紙朝刊はこの

「怒りの集会」 を 1 面トップを

はじめ大きく展開した。事件

は日米安保体制を揺るがす

事態に発展した。 そんな中、

日米政府は地位協定の運用

改善に動き、重大犯罪では米

側が身柄引き渡しに 「好意

的な考慮を払う」 ことになっ

た。 ただし、米側の態度に委

ねられていることには変わりは

ない。 2016 年に元海兵隊員

の軍属が女性（20）を暴行し

殺害した事件後も、地位協定

の対象となる軍属の範囲を縮

小する補足協定が結ばれた

が、協定本体は手付かずのま

まだ。 高里は  「改善という

が、小手先ですよ」 と切り捨

てる。「米軍と沖縄は対等で

はないと政府が受け入れ、沖

縄の状況をそのまま認めてい

る。それは政府による沖縄差

別でもあるのです」 （敬称略） 

 

 

 

＜沖縄は復帰したのか～50年の現在地＞ 

普天間の苦しみは今も 「5～7年内の返還」はかなわず 
＜連載⑤1996年 4月 12日 普天間返還合意＞ 

 

東京新聞 2022年 5月 3日 配信 

 

 １９９６年４月１２日午後７時ごろ。９５年の米兵の少女暴行事件

で沖縄県民の反基地感情が高まる中、首相の橋本龍太郎は、

基地問題で米駐日大使のモンデールとの会談直後、首相官邸

の執務室から知事の大田昌秀に電話して 「普天間基地は全面

返還をする」 と合意の内容を伝えた。 

◆日米合意から 26年、今も飛び交う米軍機  翌日の本紙朝刊

は１面で「普天間 5～7 年内に返還」と、宜野湾市の中心街に

位置して 「世界一危険」 とされる米軍基地の閉鎖決定を大々

的に報道。モンデールと共同記者会見した橋本が笑顔でジョー

少女暴行事件を受け 8万 5000人が参加した県民大会を伝える紙面＝1995年 10月 22日朝刊一面 

普天間返還合意を伝える１９９６年４月１２日の本紙朝刊１面 



クを飛ばす様子を捉えた写真からは高揚感がうかがえる。 そんな日米両政府の歴史的な合意から２６年。

普天間飛行場では今日も昼夜を問わず米軍機が飛び交い、住民は騒音被害に苦しみ、事故の危険にさら

されている。 垂直離着陸輸送機オスプレイが新たに配備されるなど、基地機能は逆に強化されている。 

 いまだに返還が進まないのは 「沖縄県内の既存の米軍基

地に新たにヘリポートを新設する」 などの条件が付けられた

からだ。 政府は 19９７年１１月、名護市辺野古の米軍基地 

「キャンプ・シュワブ」 沖への 「海上ヘリポート案」 を提示。市

では１２月、建設の是非を問う市民投票が実施され、投票率

は８２.４５％で 「条件付き反対」 を含め 「反対」 の総計が投

票者総数の約５３％を占めた。 

◆政府のたらい回し方針に県民は反対  政府方針と市民投

票で板挟みとなった名護市長の比嘉鉄也は投票の３日後に上

京。 普天間の危険性除去の必要性を重視し、地元の振興策を条件に受け入れる意向を橋本に示した。

自らの辞任と引き換えに、市民投票とは逆の結論を出す苦渋の決断だった。 橋本の政務秘書官だった立

憲民主党衆院議員の江田憲司（６６）によると、比嘉は 「私は移設を容認する。普天間の苦しみに応えたい。

その代わり、私は腹を切る。遺言状は県北部やんばるの末広がりの発展だ」 と訴え、橋本はすっと立ち上

がって最敬礼したという。 だが、基地負担を沖縄でたらい回しにする政府方針に県民が反対するのは当

然で、普天間の早期返還という期待は裏切られた。 宜野湾市長の松川正則は今年４月１９日、首相官邸

で官房長官の松野博一に返還期日を確定するよう求めたが、回答は得られなかった。 本土復帰後、米軍

基地が固定化されてしまった沖縄。 事件や事故と隣り合わせの生活をいつまで強いられるのだろうか。

（敬称略） 

 

 

 

＜沖縄は復帰したのか～50年の現在地＞ 

「償い」の沖縄サミットから 15年…「私は戦後生まれ」と突き放した菅官房長官 
＜連載⑥2000年 7月 21日 沖縄サミット＞ 
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 2000年 7月 21日に開幕した沖縄サミット。開催地を決定した

首相の小渕恵三が 4月に脳梗塞で倒れ、沖縄本島北部の名護

市の岬に立つ 「万国津梁しんりょう館」 で主要 8 カ国（G8）の

首脳を出迎えたのは、後任の森喜朗だった。  

沖縄サミット 感染症対策や紛争予防、IT 革命などを主要議題

として開催。初参加となったロシアのプーチン大統領も含めた主

要8カ国（G8）首脳が 「国際社会の全ての構成員は、国連憲章

に従って平和的手段により紛争を解決するよう努めなければな

らない」 とする共同宣言を採択した。サミットに合わせ、首里城

（那覇市）の守礼門を描いた 2000 円札が発行され、各国首脳

に贈られた。 

 翌日の本紙朝刊では夕食会で円卓を囲む G8 首脳らの写真

沖縄県宜野湾市の中心街にある米軍普天間飛行場 
＝沖縄県宜野湾市の嘉数高台で 

沖縄サミット開幕を報じた 2000年 7月 22日本紙朝刊 1面 



を掲載。森と米大統領クリントンが笑顔で握手する場面を押さえている。 サミットには横浜など 8 都市が招

致に手を挙げる中、沖縄は政府の事前調査で最下位。それでも、小渕の 「大田中将の電文に応える」 と

の一存で、日本で初の地方開催地に選ばれた。 大田中将こと大田実は 1945 年、沖縄の壕ごう内で自決

した海軍司令官。千葉県出身の大田は無慈悲な沖縄戦に巻き込まれた県民の惨劇に心を痛め、本土の

上官に打電した電報を 「沖縄県民かく戦えり県民に対し後世特別の御高配を賜らんことを」 と結んでい

た。本土決戦の防波堤にされた沖縄戦や戦後の日本からの切り離しなどへの償いから、かつては沖縄に

特別な思いを寄せる国会議員が少なくなかった。初代の沖縄開発庁長官の山中貞則や元官房長官の野

中広務らは生前、痛みに寄り添い、本土との格差是正に尽くした。 「沖縄は第二の故郷」 と言ってはばか

らなかった小渕もその 1 人。 大学生の頃からパスポートを手に米軍統治下の沖縄へ通い、本土復帰運動

にのめり込んだ。 そんな小渕の人柄をしのんで万国津梁館に銅像が建立され、礎には 「使命に燃える」 

と在りし日の決意が刻まれた。 像を手がけた琉球大名誉教授の西村貞雄（79）は 「沖縄の発展に非常に

大きな意味があった」 と今も功績をたたえる。 積極的な振興策の波及効果もあり、復帰当時に約 5000億

円だった県民総所得は 50年間で約 10倍に増えた。 以前は基地関連収入が経済の基軸だった。 ただ、

近年は本島面積の 15％を占める米軍基地がさらなる発展を妨げる。 そのため、基地負担の軽減を求め

る声が高まっているが、政府は基地を容認するかど

うかで振興予算を増減させるなど、露骨な 「アメと

ムチ」で圧力をかけるようになった。官房長官時代

の菅義偉は 2015年、基地問題を巡る知事との協議

で 「私は戦後生まれで、歴史を持ち出されても困

る」 と話した。苦難の歴史を理解しようと腐心した小

渕らとは対照的な言葉が最近の政府の姿勢を象徴

している。（敬称略） 

 

 

 

＜沖縄は復帰したのか～50年の現在地＞ 

本土メディアの温度差にがく然 「沖縄の問題で片付けられてしまう」 
＜連載⑦2004年 8月 13日 沖縄国際大ヘリ墜落事故＞ 
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 「基地が近いので日常的にヘリのローター音は聞いていたが、その時は聞いたことがないような大きな音

が近づいてきた」 。直後に 「ガシーン」 という衝撃音がとどろく。 

◆市街地の真ん中で燃えた機体  2004 年 8 月 13 日午後 2 時

過ぎ、当時、沖縄国際大 2年の自営業新膳裕治（38）は夏休み中

だったが、ゼミの事前学習で学内にいた。 見上げるように黒煙が

上がっていた光景をよく覚えている。 沖縄国際大キャンパス（宜

野湾ぎのわん市）に、米海兵隊普天間ふてんま飛行場所属の大

型輸送ヘリ CH53D が落下した事故だった。 ブレード（翼）などの

部品が周囲に吹き飛び、機体は燃え上がり、噴煙が周囲を覆っ

た。 キャンパスは普天間飛行場の南東側に隣接し、周囲には民

家やマンションが立ち並ぶ。事故は市街地の真ん中にある同飛行

岸田外相（左端）、菅官房長官（同２人目）ら関係閣僚との協議に臨む沖
縄県の翁長知事（右端）と安慶田副知事（同２人目）。肩書は当時のもの
＝2015年 8月 18日、首相官邸で 

ヘリが墜落直後、沖縄国際大に黒煙が立ち上った
＝宜野湾市提供 



場の異常性をあらためて示した。ヘリの乗員 3 人が負傷しただけで、学生や住民が 1 人もけがをしなかっ

たのは「奇跡」といえる。 

◆ナベツネ辞任より下、という本土の扱い ただ、翌 14 日の在京の新聞各紙の記事の扱いは決して大きく

はなかった。 本紙は事故を 1面で報じたが、3番手の扱い。 トップはアテネ五輪開幕で、2番手はプロ野

球巨人がドラフト注目選手に金銭を提供していた責任を取ってオーナーの渡辺恒雄が辞任した問題だっ

た。 「このくらいにしか取り上げられないのだな」 新膳は事故当日の夕方、テレビの全国ニュースも番組開

始から 3番目だったと記憶している。 その後、9月 12日に大学で開かれた抗議の市民大会で、新膳は市

民代表の 1 人として登壇し訴えた。 「地元と本土のメデ

ィアの温度差にがくぜんとし、問題が沖縄のものとして片

付けられてしまう危険性を感じた」 

◆治外法権が浮き彫りに  事故が浮き彫りにしたのは、

事故の怖さだけではない。 沖縄県警は現場検証をしよ

うにも、米軍に阻まれて機体に全く近づけなかった。米軍

の優越的権利を定める日米地位協定があるからだ。 

「県警は米軍が設けた規制線の外で、遠巻きに見ている

だけだった。本当に治外法権なのだと怒り、屈辱を感じ

た」 同飛行場所属の米軍機の事故はその後も繰り返さ

れている。2016年 12月には垂直離着陸輸送機オスプレ

イが名護市沖浅瀬に着水して大破。 2017 年には 10 月

に大型輸送ヘリが東村高江に不時着して炎上、12 月に

同系統ヘリの窓が宜野湾市立小学校の校庭に落下し

た。（敬称略） 
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