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凡 例 活動編
１．章立てについて
最初に第１章は現代の議会を語る座談会及びコラム、第２章を写真とマスコミでみ
る宜野湾の変遷と議会活動、第３章を前近代（琉球王朝時代）の宜野湾、第４章を明
治から第二次世界大戦まで、第５章を第二次世界大戦後から日本復帰まで、第６章を
日本復帰から昭和の時代、第７章を平成になってと分かりやすい区分にした。また、
それぞれの章の組み立ては個性的にし、必ずしも統一していない。

２．市議会史の主なテーマ
第二次世界大戦で多くの資料が消失したが、前近代、明治以降、戦中戦後、アメリ
カ統治下、復帰後から現在まで、現存するできる限りの資料を通して激しい揺れ動く
時代の流れの中で、宜野湾の人々はどう生きてきたか、また、行政と議会の活動を文
書、新聞、写真資料などから多角的、視覚的に分かるようにした。

３．引用資料について
引用資料は、出典を各章の末に記載してある。また、時間制約のため、宜野湾市史
を多く使用しているが、復帰以降は、新聞、議会事務局資料、市勢要覧などから引用
している。できる限り、事実確認は行ったが、その範囲を超えるものはそのまま使用
した。

４．用字・用語について
本文記述に関しては、できる限り平易となるよう、常用漢字・新聞用語を使用し、
議会用語も合わせて使用している。また、前近代に関しては、時代的なこともあり、
その限りではない。

５．年表について
年表は、『宜野湾市史一通史編』の年表、市勢要覧、新聞資料その他を使用して記
述した。
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飛 躍 の 都 市 序 章 発刊にあたって

"

・ 宜 野 湾



議会史発刊にあたって
市制施行40周年記念事業として取り組んで参りました「宜野
湾市議会史」が、このたび発刊の運びとなりましたことを関係
各位とともにお慶び申し上げます。
昭和37年に市昇格を果たして40年余、本市は、今や９万人の
人ロを擁する本島中部の中核都市として、着実な発展を遂げて
おり、今後は、日米両政府間で合意された普天間飛行場の全面
返還と、その後の跡地利用、西海岸地域を中心とした開発によ
り、さらなる発展の可能性を秘めたまちとして、新たな飛躍が
期待されております。
このような時期に、戦後の議会活動の歴史を振り返る責重な
行政資料として「宜野湾市議会史」をここに発刊できますこと
は、時宜を得たものであると自負しております。
「議会史」を見ますと、今日に至る宜野湾市の発展の基礎を
築いてこられました歴代議員各位の血のにじむようなご苦労、
ご尽力がうかがえるとともに、あらためて深い感慨を覚えるも
のであります。
この「宜野湾市議会史」は、昭和23年第１回村議会からの先
達の議会活動を、時代背景とともに、時系列でまとめた「活動
編」及び議決一覧、意見書等膨大な資料を集大成した「資料編」
の２巻から成り、宜野湾市議会の55年余にわたる活動の足跡を
記した後世に残る行政資料として、また、宜野湾市の戦後史を
振り返る一助になるものと確信致しております。
本書が、これからの宜野湾市及び市議会の発展に寄与するこ
とができればご幸甚に存じます。
発刊にあたりまして、「議会活動の思い出」を寄せて頂きま
した歴代議員各位をはじめ、議会活動にかかわる写真等貴重な
資料をご提供頂きました皆様、「宜野湾市史」の中から議会に
関連する資料のご提供を頂きました宜野湾市教育委員会に深く
感謝を申し上げ、発刊にあたってのことばといたします。
平成18年３月
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祝 辞
市政施行40周年の節目を迎え「宜野湾市議会史」が発刊され
るにあたり、心からお祝いを申し上げます。
宜野湾市議会並びに議会関係者の皆様におかれましては、市
民の代表として長年にわたり宜野湾市の発展にご尽力を賜り、
心から敬意を表するものであります。
さて、本市は戦後、約４割の地域が「銃剣とブルドーザー」
で強制的に米軍基地に占拠され、いびつな形状での街づくりを
余儀なくされてまいりましたが、1962年（昭和37年）７月、市
に昇格し、軍用地を除く行政区域全域が都市計画区域として設
定され、本格的に街づくりに着手した次第であります。しかし
ながら、現在でも市の総面積の約33％を占める米軍施設、とり
わけ市の中心にある普天間飛行場は本市の街づくり、また市民
の命と財産を守る上からも最大の阻害要因となっております。
1996年（平成８年）12月のSACO最終報告で、普天間飛行場の
返還とキャンプ瑞慶覧の一部返還が合意されましたが、跡地開
発にはまだまだ多くの課題がございます。さらに、急速な少子
高齢化の波、三位一体改革など地方行政を取り巻く状況は極め
て厳しいものと言わざるを得ません。
地方分権が進み、まさに真の地方の時代となった21世紀を迎
えた今、市民が主人公の市政運営を推進していくためには、地
域の課題を審議・決定する機関である市議会の果たす役割は、
今後益々重要なものとなってまいります。
このような中、議会の役割とその成果を後世に伝える本書を
刊行されますことは、誠に意義深くご同慶に堪えない限りであ
ります。本書が貴重な歴史的文献として、内外に広く活用され
ますことを念願してやみません。
終わりに、本書の発刊にあたられました関係各位のご労苦に
対し、深く敬意を表しますとともに、宜野湾市議会の更なるご
発展を祈念申し上げ、祝辞といたします。
平成18年３月
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（１）市発展のあゆみ
本市の母体である宜野湾間切は、1671年（康煕10年）に浦添間切から我如古、宜野
湾、神山、嘉数、謝名具志川（大山）、大謝名、内みな（宇地泊）、喜友名、新城、
伊佐の10カ村を裂き、中城間切から前普天間（野嵩）、寺普天間（普天間）、そして
北谷間切から安仁屋をそれぞれ裂き、大川（真志喜）を新設し、14カ村をもって設立
されました。1879年（明治12年）の廃藩置県後、沖縄県庁の支庁として中頭郡役所が
普天間に新設され、続いて郡教育部会事務所、県立農業試験場等の官公署が設立され
るなど本島中部の政治、経済、教育の中心地として活気を呈していました。
第二次世界大戦においては、本市も壊滅的な戦災を被ったが、野嵩地域が奇跡的に
焼失を免れて、以南の戦闘地域住民の収容所となり、他の市町村に先んじて戦後処理
作業が行われました。
その後、市域の主要な部分が米軍基地として接収され、基地のまちとしての性格を
強めました。同時に市内の普天間を中心に都市化が進展し、1962年（昭和37年）７月
１日に市制が施行され、新生「宜野湾市」が誕生しました。
昭和47年５月の本土復帰後、地域開発や市の基盤整備、住民福祉事業が着々と進み、
沖縄県の機能の一部を担う重要な地域となっています。しかし、今なお市の中央部に
は広大な米軍基地が存在し、まちづくりの大きな阻害要因となっています。それだけ
ではなく軍用飛行機事故をはじめ、電波障害、騒音等の基地公害が市民生活を脅かし
ています。
市では、新総合計画基本構想で基地の跡地利用を策定し、基地の全面返還を求めて
います。
市制施行後42年を迎えた今日、はごろも伝説の街宜野湾市は、昭和62年の沖縄コン
ベンションセンターの立地も大きな要因として、人、モノ、文化の交流地、情報の発
信地、スポーツ・リゾートゾーンとして大きな注目を集め、いま西海岸地域を拠点と
して大きく変わりつつあります。
沖縄県の人口の80％は中南部に集中しており、その中部と南部の接点に位置し、現
在、人口87,500余人を有する本市は、県下４番目の都市として、又、沖縄県の明日を
担う中核都市として市内外から大きく注目され、更なる発展が期待されています。

宜野湾市議会史 活動編

!



　

（２）宜野湾市の位置及び地勢
◎ 位 置
本市は､
沖 縄 本
島中部の
東シナ海に
面し、北には
北谷町、東には
中城村、北東には
北中城村、東南には
西原町、南に浦添市
と接しています。那覇
市より北に12㎞、沖縄市
より南に６㎞の地点にあり、
市内をドーナツ状に国道58号、
国道330号、県道宜野湾北中城
線、県道34号が通り、さらに沖
縄自動車道の北中城インターチェ
ンジ、西原インターチェンジへもつ
なぎが容易な沖縄本島の中部及び北部
を結ぶ交通上の重要な地点に位置してい
ます。

◎地勢
海岸線は、比較的に出入りが少なく、珊瑚礁が発達して遠浅をなしている。陸地は、
東西が6.1㎞、南北が5.3㎞のやや長方形で、海岸線は、おおむね平坦であるが、国道
58号以東は、台地となっています。市域の中央部と北部は、米軍基地となっており、
その面積は、全市域の約33％を占めています。また、河川は宇地泊川、浦添市境に牧
港川、北谷町境に普天間川があります。
気候は、亜熱帯性で、年平均気温は22.4℃と四季を通じて温暖で、春から夏にかけ
て雨量が多く、梅雨明けとともに長い夏が続きます。夏から秋にかけて熱帯性低気圧
の進路となり、台風の襲来が多くなります。

序 章 発刊にあたって
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市域の面積 19.59!



（３）市章・市木・市花木・市花
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（４）宜野湾市の宣言

健康都市宣言
（昭和39年７月１日制定）

宜野湾市は全市民が明るく、美しく、豊かな環境の中で身心ともに健やかな合理的
生活がいとなめる健康都市建設に市民の総力を結集し、その推進をはかるため、宜野
湾市を健康都市とすることを宣言する。

宜野湾市議会史 活動編
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推 進 目 標

１.丈夫な体に育てましょう。
１.りっぱな市民になりましょう。
１.交通道徳を高めましょう。
１.暮らしの向上をはかりましょう｡
１.明るく美しいまちにしましょう｡



宜野湾市反核、軍縮を求める平和都市宣言
昭和60年３月18日
制 定

米ソ両国間の軍縮会議で核兵器、宇宙兵器に関し、新たな交渉を行うことが合意さ
れ、各国が世界平和と東西間の緊張緩和の重要な礎になると、歓迎と期待をしている
ところである。
我々宜野湾市民は、第二次大戦の悲痛な教訓を生かし、反核、軍縮を求める平和都
市として次のとおり宣言する。

１. 我が国は、非核三原則を国是としており、今後ともその基本理念である反核を全
国民が連帯して推進しなければならない。

１. 宜野湾市民は、宜野湾市を永久に反核、軍縮を求める平和都市とすることを決意
し、人類の滅亡につながる核兵器の廃絶と軍備の縮小を核保有国に強く求める。

１. 我が宜野湾市民は、子孫の繁栄を願い、世界平和を希求する諸国民と連帯して、
米ソ両国に反核、軍縮を強く求め、恒久平和を築くため、全力を尽くすことを誓う。

序 章 発刊にあたって

!!



宜野湾市議会史 活動編

!"

はごろも伝説の都市
ま ち

宜野湾ベイサイド情報センター

宜野湾市民図書館

宜野湾市立博物館

沖縄コンベンションセンター
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開催日時：平成17年１月31日（月）午後２時
開催場所：宜野湾市議会第三常任委員会室
出 席 者：石川 仁一氏（第12・13代昭和57年９月30日～昭和63年12月26日）

伊佐 吉秀氏（第14代昭和63年12月26日～平成２年９月27日）
仲村 春信氏（第15代平成２年９月28日～平成６年９月27日）
伊佐 雅仁氏（第16代平成６年９月28日～平成10年９月27日）
天久 嘉栄氏（第18代平成11年５月18日～平成14年９月27日）
伊佐 敏男氏（第19代平成14年10月１日～現在）

司会進行：長嶺 健（議会事務局長）



＝歴代議長が議会を語る＝

司会 長嶺議会事務局長（以下 司会）皆さんこんにち
は。本日は、議会史編纂事業の一環として、座談会を開
催致しましたところ、公私ともにお忙しい中、ご足労い
ただきありがとうございました。お揃いになりましたの
で、早速、座談会を進めさせて頂きたいと思います。
はじめに伊佐敏男議長から開会のあいさつをいただき
たいと思います。

伊佐敏男現議長 本日は議会史編纂のための座談会を企
画し、ご案内致しましたところ、大変お忙しい中、歴代
の宜野湾市議会議長にご出席いただき、心より感謝申し
上げます。
議会史の編纂につきましては、戦後55年余の村議会、
市議会の歴史を後世に残す必要があるとの認識から、市
議会としても長年の懸案事項でありましたが、市当局を
はじめ、関係各位の皆様のご配慮、ご協力をいただきま
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して、市制施行40周年記念事業として、平成15年１月より手がけてまいっております。
議会史の編纂事業に当っては、本日ご出席の皆様、叙勲受章者及び議員代表９名の
方々の議会在職中における思い出をはじめ、議員名簿、表彰、選挙記録、マスコミ・
写真に見る議会活動、さらに昭和23年３月の第１回村議会からの議決一覧表、意見書・
決議一覧等々をまとめております。
55年余りの長い歴史があるだけに、その編纂資料も膨大なものとなりますが、平成
17年12月発刊を目指して、議会事務局を挙げて鋭意取り組んでいるところです。
本日は、歴代議長の皆様に、議員時代の思い出や今後の市議会・宜野湾市について、
ゆっくり語りあっていただくとともに、貴重なご意見を拝聴したいと思っております
ので、ご協力よろしくお願いいたします。

司会 これより座談会を進めてまいります。議長、議員時代の古きよき時代のいろい
ろな思い出話、当時の出来事などを忌憚無くお聞かせいただければと思っております。
時間の制約もございますのでまず、一人三分程度でお話をお願いします。
では、石川仁一さんにお願いいたします。石川仁一さんは昭和49年から平成２年９
月まで16年にわたり議会活動を通じて市勢発展に貢献されております。二期６年にわ
たり議長を務められました。歴任中に、全国を一巡する海邦国体の誘致や、運営等に
も深く関わっていただきました。長年の議会活動を通じましていろいろな思い出がた
くさんあると思いますが、三分程度にまとめて、議会時代の思い出話をよろしくお願
いします。

石川仁一氏 特に印象に残っているのは、市民体育館の
こけら落としとプロ野球・大洋ホエールズ（現・横浜ベ
イスターズ）のキャンプ誘致の件です。
体育館のこけら落としは、県体育協会から「こけら落
としのイベントとしてキューバ対全日本選手のバレーボー
ルの試合はどうか」という話があり、市長に話したとこ
ろ「いいのでは」ということになり、体協へも「やりた
い」との返事をしましたところ、外務省からクレームが
ついたんですね。理由は「キューバは共産国の旗手であ

り、米軍の基地をみせるのは都合が悪いので中止してくれ」という。私たちは「基地
があるために、国際試合ができないのは何たることだ。ぜひ、こけら落としにこの国
際試合を宜野湾でやってもらおう。」ということで議会で議決し、要請文をもって10
名で東京に出かけたんです。気運として「基地撤去を叫ぼう」という感じでしたので、
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国側は基地撤去でマスコミに騒がれては困ると判断したのか、試合は出来ることにな
り、白熱した試合で、こけら落としとしても盛況でうれしかったですね。
プロ野球・大洋ホエールズ（現・横浜ベイスターズ）のキャンプ地誘致の件は、ひょ
んなことから話があれよあれよと進みました。地元企業のジミーがありますが、当時、
コマーシャルに大洋ホエールズの古葉監督を起用されていた関係で、古葉監督が来沖
していました。普天間のとある飲み屋でジミーの社長と桃原正賢市長（当時）と私と
で話をしておりました。その席で古葉監督から「宜野湾の野球場でキャンプしたい」
との話があり、市長も一緒でしたので「いろんな波及効果が地域にあるはずだ、いい
ことじゃないか」というので大枠で話が進み、すぐに東京へ電話をしたといういきさ
つがありましたね。

司会 ありがとうございます。キューバ戦は本当にむし暑い中でやったという記憶が
私にもあります。キャンプは、現在も横浜ベイスターズとしてキャンプを行っており、
今年で19年目を迎えます。ホテルやその他、いろいろ施設などができ、波及効果もあ
りました。
続きまして、伊佐吉秀さんにお願いいたします。伊佐吉秀さんは、昭和53年から平
成２年９月まで12年にわたり議員職を全うし、第14代の議長も務められました。後に
県議会議員に転じられ、市勢ならびに県勢発展に尽力・寄与されております。当時を
振り返っていただき、思い出話の一端をお聞かせいただきたいと思います。

伊佐吉秀氏 こういう機会をつくってくれてありがとう
ございます。
14～15年前、私が在職中に宜野湾市は戦後歴代の議長
が健在なので座談会をしたいということもあったが実現
しなかったので、今回はこうして座談会をもってくれた
ことをうれしく思います。
市会議員に当選し、初議会のとき、本会議をして、休
憩。また、やって休憩でした。議会は非能率的なところ
だと思って先輩に聞いたところ「調整していくからだ、

あわてるな。議会は非能率だが、効率的だ」という話をしてくれたのが印象的でした
ね。
また、議長時代は公平・中立と思ってやっていましたが、対立派閥だけでなく、同
じ派閥からも意見されることもあり、公平・中立という立場に立つというのは難しい
ものだと思いました。議長在職中、保守・革新の激しいときがあり、ある意見を取り
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消して欲しいということから議論になり、議会がエキサイトして、議員総退場してし
まい、補正予算を流してしまったことがありました。思い出すだけでも冷や汗がでま
す。

司会 そうでしたか、本当にご苦労様でした、貴重なお話をありがとうございます。
次に仲村春信さんにお願いいたします。仲村春信さんは、役所勤務を経て、昭和45年
に初当選し、一期４年を務められ、自動車学校の経営に専念するために８年間のブラ
ンクがあります。昭和57年にふたたび、当選を果たし、平成２年９月まで16年にわた
り市勢発展に貢献され、その間に第15代の議長も務められました。平成15年４月には、
宜野湾地区防犯協会長に推挙され、現在に至っております。議会時代のエピソードや
思い出話をよろしくお願いいたします。

仲村春信氏 議員時代は印象深いですね。宜野湾市には
中学校が３校しかなく、中学校増設が検討されていて、
土地問題があちらこちらからありました。そのとき、市
長は中学校を中原地区にもっていきたいとの意向をもっ
ておりました。しかし、ブローカーに漏れると面倒にな
る。その前に君たちでどうにかしてくれというので、議
員だった私は不動産を手放さないようにと毎晩、地主の
ところをまわった覚えがあります。また、開校式の時に
も、教育委員会と校長が日の丸を掲揚するというので、

日の丸掲揚反対の人達が押しかけてきて大変でした。そのような経緯もあり、今は宜
野湾中学校を見るたびに感激しています。
また、老人福祉センター建設の件ですが、地主が造成して、宅地にしようとしてい
る土地に公共施設を造りたいとの相談があり、私が中を取り持ち、地主に相談し説得
して了解をもらったことがありました。その老人福祉センターが、大いに活用されて
いるのでとてもうれしく思っています。

司会 ありがとうございました。次に伊佐雅仁さんにお願いいたします。伊佐雅仁さ
んは、昭和45年から平成14年９月まで七期28年の長きにわたり市勢発展に貢献されて
おります。祖国復帰、庁舎移転、し尿処理場問題、公有水面埋め立て、基地問題等幾
多の事案と関わってこられ、第16代の議長も務められました。議員として、また議会
活動を通じて、楽しかったこと、苦労したこと沢山あると思いますので、お聞かせ願
いたいと思います。
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伊佐雅仁氏 思い出はありすぎて何を話そうか困ります
ね。議員に当選したのは、復帰の２年前でした。外から
見ていたより、いざ、議員になってみると難儀で、苦し
いものだと思いましたね。10時から12時まで着席してい
て、座ることの苦しさ。また、居眠りするわけにはいか
ず、家に帰っても大変でした。
当時、埋め立て事業が議論になっていました。埋め立
てるとペンペン草がはえてそのままになるというような
話でみんな逃げ腰でした。そこへ国場組さんが出てきて

埋め立てることへの前向きな提案がなされ、事業が進んでいったいきさつがあります。
埋め立てて本当によかったですよ。
ここ２、３年前もありましたが、当時も市町村合併について検討されていました。
宜野湾では議決され、後は、中城村、北中城村の議会の議決を待つのみということで、
議決に備えてパーティー会場も借りていましたが、午前中にも議決されず、とうとう、
夜の10時になっても決まらなかったのでキャンセルした覚えがあります。
それから、鰻の養殖場の件では、市政が変わると言うくらいの大失敗。多額の赤字
を出して大変なこともありました。
さらに、政党の垣根を越えて全会一致で普天間基地の返還要請、政府折衝したこと
が思い出に残りますね。
庁舎移転は、当選２期目のときでしたが、午前中の議会で先輩議員は発言しないん
ですよね、押し黙ってて。それで副議長に庁舎移転特別委員長を押しつけられて、た
いへんな目に遭いました。当時はみんなバスを利用するので旧庁舎はバスの便が良かっ
たんですね。それに比べて新庁舎（現在の庁舎）は、乗り換えの必要がでてくる地区
の方が多くなる。それで激励半分、脅迫の電話もかかったりと大騒ぎでした。結局、
１カ月半で新庁舎移転を決めました。

司会 ありがとうございました。続きまして、天久嘉栄さんにお願いします。天久嘉
栄さんは昭和61年から平成14年９月まで16年にわたり市勢発展に貢献されております。
佐喜眞博議長の突然の逝去により、副議長から議長に当選され、第18代の議長も務め
られました。議長在職中は、普天間飛行場返還問題で議会が二分され、まさに白熱し
た議会活動が展開された時期でもありました。では、議員として、また、議会活動を
通じて、心に残る、刻まれたことを振り返っていただきたいと思います。
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天久嘉栄氏 一番の思い出は、普天間飛行場返還問題で
す、大変な目に遭いましたよ。思い出について二つ、申
し上げます。一つは、ＳＡＣＯの合意から３年目の議会
でのことです。普天間飛行場の移設に関する決議で、賛
成多数になるよう調整したにもかかわらず、採決が15対
15の同数になり、議長裁決になりました。原則的には同
数だと否決しますが、宜野湾市の将来を考えますと、ど
うしても基地移設に賛成せねば未来はないと思い、決議
しました。それからの１カ月近くは、毎日抗議が殺到し、

それに明け暮れる日々を過ごしました。今考えると、ぞっとします。
二つ目は西海岸の開発の一端として、ショッピングモールの計画です。ＤＦＳ社を
誘致し、国も、県も協力するということでした。市議会も特別委員会をつくり、要請
をしましたが、那覇市の新都心の方へ行ってしまいました。それが返す返すも残念で
たまりません。

司会 ありがとうございました。最後に伊佐敏男議長にお願いいたします。伊佐敏男
議長は、平成２年に初当選され、四期10年を迎え、現在、19代議長として、奮闘中で
ございます。
先輩諸侯の前で多少緊張気味だとは思いますが、これまでの議員として、また議会
活動を通じて、印象に残っていることと近況をお話いただきたいと思います。

伊佐敏男氏 天久嘉栄さんや伊佐雅仁さんと重なります
が、ＳＡＣＯ合意の問題です。普天間が世界で一番危険
な飛行場であること、県内移設問題で市民の安全を考え
て議決したときの天久さんの胸中はいかばかりだっただ
ろうかと思います。あの時の傍聴席はいっぱいで、議員
もみな緊張していました。また、宜野湾市の西海岸の開
発の件では、ＤＦＳ社など視察をし、当時の市長もがん
ばっている最中に、9.11の米国での同時多発テロが起き、
それまでの傾向を二分しました。いろいろ進めましたが

うまくいかず、ＤＦＳ社は、今年３月より那覇市新都心にオープンしました。
また、去年の８月には、懸念していた事故が起こりました。国際大学にヘリが墜落、
不幸中の幸いで人的被害の惨事はまぬがれましたが、市議会議長としていろいろと、
手を尽くし抗議、市民集会、要請などを行ってきました。国の意識が変わってきてい
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ると感じています。市民のために普天間基地を早期に返還移設し、また、跡地利用に
関しては国が力を入れてもらわねばならないと思っているところです。

市昇格について

司会 ありがとうございました。これからは座談会項目に沿って進めてまいります。
私どもの宜野湾市は、今から42年前に仲村春勝村長の下で昭和37年7月1日に市制が施
行され、市内各地において提灯行列、芸能大会、児童生徒による旗行列、闘牛大会な
ど多彩な催し物が行われたようでありますが、市昇格にまつわるお話をお聞かせ願い
たいと思います。

石川仁一氏 その時は人口が３万人余になっていました。現在は８万人余。市に昇格
したおかげで、人口も増え、宜野湾市が栄えてきたのはよかったと思っていますよ。

伊佐吉秀氏 商業と農業のバランスが当時は良かったと思う。市昇格のお祝いは、予
算もたっぷりつけてあった。大山地区ではプラカードと提灯で区内を行列した覚えが
ありますね。

仲村春信氏 当時、私は役所にいて、市昇格のお祝いは普天間のグラウンドで行いま
した。市長が、かぎやで風を踊ったと思います。空手や棒術もあり、見応えのある式
典でした。あの当時は施設がなく、運動場の広場でやりました。

祖国復帰について

司会 ありがとうございました。昭和47年５月15日に27年間の米国の施政権下から解
放され、祖国復帰を果たしました。日本国憲法の下での諸制度に対応すべく行政サイ
ドにおいては、部設置による機構改革が実施されております。その中でも、通貨交換
においては、交換レートを変動相場制により行うとの米国大統領の表明により、県民
に大きな不安を与えました。本市議会においても１ドル対360円の交換実施と差損補
償を求める決議がなされております。日本復帰という大きな転換期における復帰会議
での出来事、祖国復帰にまつわる思い出話など、ございましたらお聞かせ下さい。
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伊佐雅仁氏 復帰についてはさきほど、保革の対立の話がありましたが、私が当選し
た復帰２年前には復帰賛成と反対とに二分されていましたね。「復帰すると経済が落
ち込み、いもを食べるよ、裸足にもどるよ」と言っている復帰反対派がいました。ま
た、復帰に伴ない日本国憲法になるわけですから条例の制定、改正があり、事前調整
がありました。当時の議会で古波藏議長が水を飲みながら、条例を読み上げるだけで、
質疑もなにもなかったと覚えています。本会議でも、読み上げただけで、たぶん
1,000件に近い読み上げの件数があったと思います。

仲村春信氏 あの時一番違ったのは、社会福祉事務所が沖縄にはなかったので、社会
福祉事務所を法律によって設置するというので、本土へいって法律の勉強をしたこと
だと思います。もう一つは農地法。復帰前とは、法律がまったく違うので本土に研修
を受けにいった覚えがあります。

伊佐雅仁氏 そういえば、市の職員も大量に採用したし、給食センターの運営管理も
市の方へ移ったんだったよね。

仲村春信氏 職員も保母も大量採用で、今はその人達が定年を迎える頃ですよ。

伊佐雅仁氏 退職手当組合にも那覇市と宜野湾市は自分達で対処できるということで
入っていない、当時というか、少し前まではよかったかもしれないが、今ごろから大
変なことになってきていますね。

石川仁一氏 昭和49年が初当選なので、議会の事はわからないが、社会一般的なもの
だと、ドルから円への切り替えが大変な問題でしたよ。急にアメリカの政策で305円
になり、55円の差額が出て、その差損金をもらうのに預金通帳を確認させる。そして、
家に隠してあるお金も差損金をとるために全部交換に出したりしてね。
後になるが、交通方式の変更、ななさんまる（730）。復帰によって交通方式が人
は右、車は左になった。議員も街頭に出てやったよ。７月29日の晩から出ていって、
30日の午前６時に一斉に変更。特に思い出が強いですね。

仲村春信氏 すぐにバスがひっくり返った事故が起きましたね。歩道橋から交通方式
の切り替えをみんな見にいきましたね。感覚がかわるので、事故が多発しました。慣
れ親しんだ制度を変えるということは大変なことでした。
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し尿処理場建設用地問題について

司会 ありがとうございました。昭和51年１月27日、し尿処理場建設用地が伊佐区に
予定され、これに反対する伊佐区民多数が市役所、市長宅につめかけたために機動隊
を導入するという騒ぎが起こりました。また、昭和54年12月定例会に提出された、期
末手当の支給率を改正する給与条例を審議する議会の開会を実力で阻止しようとした
市職労の幹部が逮捕されるという異例な事態が発生しております。警察官が導入され
るという混乱の中での議会運営がなされております。このような住民運動・組合活動
等とのかかわりで苦労話などをお聞かせ下さい。

石川仁一氏 し尿処理場建設にあたり、市長をはじめ、議員団で 長野県に見学に行
きました。し尿処理場を見学したところ、汚かった水が飲めるほどきれいになった。
とったかすは肥料に使うということでした。臭くもないので、大丈夫だと思いました
ね。
しかし、沖縄に戻り、議会を開こうとしたら、開かさないという、市民が入ってき
て、伏せて入ってきていた女性が足に噛みつくという珍事件も起こりました。
し尿処理場建設場所になっていた伊佐区の公民館で、長野県の処理場などのことも
あわせて説明したが納得せず、後に条件闘争になりました。公民館を造ること、環境
整備をするということで建設を承諾したといういきさつがありますね。

伊佐雅仁氏 し尿処理場は、ごみ処理場の問題と対になっていました。喜友名のごみ
処理場でだれかが燃やし、住民が怒った。当時もごみ処理場が満杯で、ごみの行き場
が無くなっていたときで、しかたなく、沖縄市の処理場にお願いをして処理できるよ
うになったんですね。一時はごみが宜野湾市役所の玄関に置かれたこともありました
ね。大変な問題でした。そういえば、伊佐区に呼ばれて、議員はひとりひとり立たさ
れ、話をしたこともあったな。背広も破られ、後から個人個人の誹謗中傷のビラがま
かれたりもしました。
し尿処理場問題の結審のとき、賛成討論をしようとしたら、引っ張られ「頭殴られ
るよー」といわれたこともありました。石川さんがおっしゃるとおり、後に条件闘争
になり、し尿処理場ができると、環境が悪いということで財産価値が低くなるとか。
また、勤労青少年センターなどの公共施設を建設をすることになりました。
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石川仁一氏 長野では処理した水は川に流せるもので、あまり、きれいだったので、
きれいにしすぎないようにと川下の人から陳情があったとも聞いていたんだけど・・・。
それ以前の環境の問題ですよね。近くに造った下水道施設がにおうんじゃ、ね。

伊佐吉秀氏 し尿処理場の建設は、市は苦渋の選択でしたね。私は地元が大山ですの
で、伊佐浜とはご近所なので反対側の応援として参加しました。当時の闘争員は中堅
の先生や組合員でした。前衛はその人達で、次に伊佐浜の人、それから大山と、大山
は３番目にいました。
ある時、穴を掘って突堤をつくって処理していたら、雨が降るとコーヒー水みたい
なのが流れ出てきて、市長をはじめ、幹部は、マスコミに知られてはいけないと「す
ぐ処理するので区長で情報をおさえてくれ」といわれたこともありましたね。本当に
宜野湾はさまざまな処理問題に困り果てていました。

石川仁一氏 し尿処理は、タンクローリーに集めて、いっぱいになるとあふれて、基
地に流れ出したりしていたこともあります。復帰前の法律では海上投棄してもよかっ
たのですが、その後、法律が変わり、海上投棄がダメになったんですね。

伊佐雅仁氏 伊佐浜には下水処理場があったが、それが臭くてにおったのが災いのも
とであった。し尿処理場もそうなると思われるのも無理はないですね。

伊佐吉秀氏 し尿処理は、北谷や沖縄市からも車がやってくるのでルートも決められ
た。チリは向こうに、し尿はここにと。

期末手当の支給率改正条例の件について

伊佐雅仁氏 期末手当の支給率の改正は復帰の後遺症で出てきたものでしたね。沖縄
県全体が労使の闘いになりました。復帰の前は保革の闘いだったのが期末手当の支給
率カットの闘いになってしまいました。
当局は、本土へ行くたびに、「給与を下げろ」と国からたたかれました。だれが悪
いということより、制度が違う日本に復帰してからの後遺症です。復帰の賛否がその
まま、違うことでいわれました。宜野湾は急に、給与を一気にカットしたのがいけな
かったのだと今考えれば思います。給与問題も急ぎすぎたのだと思いますね。市職員
が逮捕されることになってしまって残念ですよ。また、し尿問題では機動隊を動員す
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ることでしか騒ぎをおさえられなかったですね。

伊佐吉秀氏 議員になって２年目。期末手当のカットについて当局から、阻止される
ので、それに対する予行演習があったと覚えています。
先ほど、雅仁さんが復帰による制度変更、国、県から給与の額の是正を指導されて
いたので宜野湾市はまず、先に走りすぎ。市長は右よりで、組合は県内でも元気な者
ばかりでお互いが両極端だったんですね。逮捕者が出て、残念で仕方がありませんよ。
あまりに早急すぎた、ゆっくりやればよかったですね。

石川仁一氏 与党は市長を守らないといけなかったので、市長から夜に集合がかけら
れたりもしましたよ。復帰の時のイデオロギーが形を変えたんでしょうか。沖縄市は
期末手当の支給率カットを３年かけてゆっくりやったようです。宜野湾市は早急でし
たね。それで職員が３人も逮捕されたので、他の市町村は、それを見て慎重にゆっく
りでした。

基地問題について

司会 ありがとうございました。今年は、戦後60年という節目の年に当たります。そ
の間、基地あるが故の事件、事故が数多く発生しております。その都度、議会を招集
し、対応策を協議し、国、県、米軍機関に要請行動をたゆまず展開してまいりました
が、未だ、抜本的な解決には至っておらず、大きな課題として残っております。市の
最重要課題でもあります基地問題についてをテーマといたします。本土要請行動、米
軍の対応、議会活動、住民運動などで痛感したこと、苦心・苦労したことをお聞かせ
下さい。

伊佐雅仁氏 議員になった1970年には、復帰への激論があり、二分され、それがずっ
と議会に持ち込まれていたのではないかと思います。当時、「抗議」という言葉を使
うのがタブーで「要請決議」になりました。それについて激論を交わしたこともあっ
た。これまで基地について、復帰についてのものでイデオロギーが常に入っていまし
た。
防衛施設庁の補助金についても、喜友名の公民館や宜野湾公民館に対して使うか、
伊佐の軍用基地からの鉄砲水が出ているのに充てることが先で、被害のない公民館が
先か？
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米須市長が施設局の補助金を４億円導入して被害箇所を整備して、それから沖縄の
市町村の補助金の流れが変わりましたね。他の市町村も補助金を利用するようになり
ました。

石川仁一氏 防衛施設庁のお金を使って施設を整備するなんてダメ、不浄のお金だと
する議員、当局者もいました。私は基地の迷惑料としてその補助金をとって市民に還
元するべきだと賛成した口です。最初は、他の革新の市町村はもらわなかったので、
もらいやすかったですが、今はみんなもらうので、もらいにくくなりました。そんな
時代もあったんだなと今は感慨深く思いますね。
基地問題で考えなくてはいけないのは、基地が宜野湾市の真ん中にあり、１メート
ルでも、２メートルでも宜野湾から遠のいて欲しい。どこにでも早く持って行って欲
しい。
跡地利用の重大な問題が山積していますが、那覇の新都心のように何十年も長くか
からないように新しい政策、法律をつくってもらいたい。

伊佐吉秀氏 宜野湾市にとって戦後最大の懸案事項である普天間基地問題。以前、議
員の研修が広島であり、広島に着いたとたん、ヘリが落ちたとの連絡があったときが
ありました。議長はそのまま、福岡へ向かい、沖縄へとんぼ返り。このとき、初めて
宜野湾市議会で保革一緒に抗議をしました。こうした危険な基地を抱えているので東
京への抗議行動も多く、財政への負担も大きいと思ったことがありますね。

天久嘉栄氏 先輩方もおっしゃるとおり、基地の中に宜野湾市があり、返還要請を続
けている中で、昨年民間地域にヘリが落ちたのは本当に残念でたまりません。早期に
基地の返還を要請し、跡地利用に費用をかけて欲しい。２年前の沖縄振興策で大規模
軍用地に関して国が補てんすることになっていますので、国が財政を支援して、りっ
ぱな街をつくってほしいと思います。

伊佐敏男氏 60億円といわれる軍用地料、現在は子供の時代にかわり、那覇のように
返還されて何十年ものロスがあってから再利用ということになっては大変です。戦後
60年の重さを考え、未来に託せるものでなくてはなりません。保革みんないっしょに
市民のためにがんばっていきたいと思います。
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宜野湾市及び市議会の活性化へ向けた提言について

司会 ありがとうございました。最後に、宜野湾市及び市議会の活性化に向けた提言、
もしくは、後輩議員に望むことなど指導、助言を賜りたいと思います。

石川仁一氏 今後の宜野湾を考えるに最大は基地問題。早めに基地の跡地利用、地主
の補償など対処してほしい。当局も、議会もいかに市の発展につながるかを考えて対
処してほしいと願います。

伊佐吉秀氏 地方議会は野党、保守などは論議を尽くして一致点を見いだすこと。今
はイデオロギーの時代は過ぎ、論議を尽くして、一致点を見いだし、当局に対しては、
チェック機能、さまざまなものを提案して欲しいと思います。市町村合併についても
議会は、長い目で見て宜野湾はこうあるべきと、言ってほしいですね。また、市民の
声を聞き、なおいっそう努力するよう期待し、市の発展をお祈りいたします。

伊佐雅仁氏 市民が安心して暮らせるもとをつくってほしい。行政当局は安全で安心
できる街づくり、経済、雇用、そして福祉の順で考えてくれたらと思います。特色あ
る宜野湾市づくりをしてもらいたいです。
議会は分権の時代。特色ある宜野湾市をつくるためにチェック機能をするだけでは
物足りない。最初から提案もやっていけるような、そういう発想もなくてはならない
と思います。地方議会であるにもかかわらず、高度なイデオロギーで対立していては
いけない。政治は妥協の産物だと思って市民のために議会活動をやってほしい。要請
行動もしかりであります。
やはり、重要なのは基地の跡地開発。行政当局と地主会と議会が協力してやってい
かないといけないと思いますよ。議会はもっと行動すべき。私も行動する市議会をやっ
た、みんなと意見交換してやってほしい。今の議会は対立でなく、統一行動ができる。
基地に始まり、基地に終わるという思いで、最大の課題である宜野湾市の基地の跡地
利用に取り組んで頂きたいです。

天久嘉栄氏 基地に始まり、基地に終わるということです。地方分権や三位一体改革、
基地問題、行政改革、健全化運営を確実にしてもらいたい。市勢の発展を祈念いたし
ます。
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伊佐敏男氏 基地問題、西海岸問題、財政などいろいろな問題があります。西海岸の
発展なくしては宜野湾市の発展はない。市長がホテルの誘致で動いてきましたが、バッ
クアップしていきたい。税収の確保等、保革一致でやっていきたいと思っています。

終わりに

司会 話は、尽きないと思いますが、時間も経過しておりますので、そろそろ座談会
を閉めていきたいと思います。歴代議長の皆様には、大変貴重なご意見、当時の議会
の模様などをお話いただきまして厚く御礼申し上げます。拝聴いたしました貴重なお
話しは今後に活かしながら、後世に継げる議会史を作り上げたいと思います。本日は、
長時間にわたり大変ありがとうございました。
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議員時代の思い出

第７､８､９代議長
古波蔵 清次郎

1962年（昭和37年）７月１日は、永代忘れることができない宜野湾村から市への昇
格、記念すべき祝日となった。
それにともない市議会議員選挙が行われた。定数21人中、再選４人、残り17人は新
人が選出された。私もその中にあって初めての議席であったが、議長に推挙され、浅
学非才で職責に不安はあったが３ヵ年間村監査委員としての実績を生かし精一杯努力
しようと就任した。その後、私は議長職を３期１２年、また、議員としては16年の長
きにわたり、宜野湾市議会議員として務めることができた。
その当時、議員の方々は新しい都市像の構築に勇気と可能性を持った熱血集団とな
り、議場は活気に満ちていた。
まず、村制時代は、執行部の総務課長が議決機関の処理を兼務していたが、地方自
治法に基づき、市議会事務局設置条例及び、議会事務局処理規程を制定した。そして
議決機関として独立性の堅持と運営の近代化を図った。
また、役所職員の意識改革と刷新には市長の職責追及より、むしろ処遇を改善し、
積極的な渉外活動の展開により執行体制の活性化を促すことが得策であり、市長を行
政に専念させるのが議会の役割であるとの認識から、市長専用車の購入と専属運転手
の配置を全体協議会において満場一致の決定となったこともよく覚えている。
市に昇格し、発展途上にある半面、交通事故が増加の傾向にあった。市民も交通事
故に対する関心も高く、「交通安全母の会」から「交通安全都市宣言」などの要請も
あった。議会では要請決議が採択されたが、類似の施策が他市町村にもあるため、新
市にあうようなものにしようと、そのとき本土視察研修議員団の調査項目に加えるよ
う議員から申し出があり、追加処置がとられた。その後、先進地調査等の結果、交通
安全も含めた「市の健康を阻害する一切の除去」を目標とした「健康都市宣言」がふ
さわしいと判断し、議会で詳細に検討し、新生宜野湾市にふさわしいものとして、当
局に実現方の要請を行い、1964年７月１日、「健康都市宣言」、「健康都市建設市民
の誓い」の決議がなされた。
議会活動においては、さまざまな政党に所属する議員や区の代表としての議員など
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がいてなかなか意思統一ができなかった。喧々諤々意見を戦わせるのはいいが意見を
譲らず、白熱しすぎるきらいがあった。それでは議会運営がままならない。「みんな
で市政のことを考えよう」ということで議員クラブという組織をつくり、市政に反映
させようと考え、議会に限って活動を行った。また、費用などは自己負担、利用する
のは島内産業育成と島産品愛用を原則とするなど提言があり、議員の賛同を得て行わ
れた。全員参加の親睦会のようなものであり、議員クラブの活動のなかで白熱した議
論、珍プレーや面白いエピソードも生まれた。当時、キャラウェイ旋風が巻き起こり、
市民は生活の基盤づくりでやっとのときであり、われわれ議員は将来への大きなヴィ
ジョンを掲げて必死で取り組んだ時代であった。
現在、そして今後の市議会議員にも、議会活動においては十分なる調査、研究を行っ
た上、切磋琢磨して、宜野湾市発展のために精進していただくよう祈念するものであ
る。
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思い出すままに

第10代議長
武 島 行 男

昭和37年９月宜野湾市議会議員最初の議員として当選、市議会第一期議員となる。
大きな市の歴史転換期である戦後17年続く米軍支配下で色々制約はあったものの日政
援助が漸く動き出し、戦後復興の槌音が賑やかになり始めた頃である。
流れは急で緊張の連続であったと記憶している。将来に向かっての諸々の計画の策
定、当面の問題処理と多忙を極めた時代でもあった。議会委員会構成で経工委員とな
り、委員長拝命、最初の仕事が都市計画マスタープランの草案策定の重責を負う、資
料集め情報収集、漸くプランに着手と言う時点で関係課長の交替、落ち着いて仕事が
できると思った矢先、三ヶ月程で課長が県へ転勤とゴタゴタが続き、どれ程時間のロ
スがあっただろうか。落ち着かない時期の長かった事、落ち着いて項目別の話に着い
たのは二年を経過しての事であった。都市計画で最初の議論は道路幅員の件、広過ぎ
る意見続出、旧県道との比較、将来の話に及ぶと夢の見すぎとなじられる始末、納得
合意迄の苦労は並のものでは無かった。
海洋埋立についてＫ課長が示した図上には僅かな面積なのに「夢は大きく持とうリー
フの上全体を計画する様に」と申し入れたら「貴方は物を思わない。一体どれ程の面
積になるか、その費用は」と言う。「一度に全体を埋めるのでは無い予定だから」と
強要したら不承無承でやっとOK、今現地の状況を見たら何と言うだろう。過日、娘の
車で牧港川を横断、伊佐浜迄の道路を快走し感無量。後を継いで呉れた皆様が斯様に
立派に仕上げつつある現況に未来を想像し、感謝すると同時に自分の夢が叶えられる
満足感に酔った一時だった。
物事すべて順調にいくものでは無い。伊佐浜し尿処理場の建設は地域住民の反対運
動の矢面に立たされ任期中の最大の思い出となった。事の発端は沖縄市・宜野湾市・
北谷村（当時）の二市一村による一部事務組合を設立し、ゴミ処理施設を沖縄市に、
し尿処理施設を宜野湾市に建設する内容で合意し、その実現は急を要するものであっ
た。従来海洋投棄で処理されたし尿が、海洋汚染防止法が強化され投棄処理が不可能
になる法施行前に施設を完成させねばならず、その実現に向けて当局と一体となり努
力したものである。ところで、かねて予測した住民の建設反対運動は予想を遥かに超
えた激しいものとなり、一時期失敗するのではと危惧する程に燃え上がったものだっ
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た。議員全員と住民との対話集会を開き、深夜に及ぶ熱気と怒号の中で行われ、一部
議員に動揺が見られ、事の成り行きに不安さえ覚えた程である。反対の理由は既に建
設運用されている県下水道公社の処理施設が周囲に臭気を放散、地域のイメージダウ
ンになっている。更に同様な施設が出来、し尿処理運搬車の通行が日中走り廻ったら
どうなるかと言うのが主な反対理由であった。執行当局、議会ともに頻繁に会合を開
き局面打開に努力したものの、燃え上がった住民運動は治まる気配も無く苦悩の日々
は続き、二市一村の議決期日は迫り、いよいよ決断せねばならぬ時は来た。早朝より
地域の人々は終結、議場入り口を人垣で封鎖し議員の入場は阻止される状況となり、
最後の手段として不本意ながら警察機動隊の導入となった。隊員の誘導で入場となっ
たのであるが、怒りに満ち群集の罵声と抵抗は激しく満面憎しみを込めて睨みつけ、
力一杯太股をねじった中年女性の顔は今思い出してもぞっとする。嵐の議会は曲折の
中に終了、其後処理施設の完成迄には多少の困難はあったものの当局の並々ならぬ努
力で無事完成を見、今日に及んでいます。
さて二十余年の議会の思い出の一端を述べたものの表現不足で要領を得ず心残りが
致します。
終りに臨んで老いたる者の夢と希望を申し上げ筆を置きたいと思います。
申す迄も無く、本市の今後の発展は市の中央を占める広大な基地の開放以外無く、
戦後五十余年も存在し、尚今後幾年存在するかもしれない現状を苦々しく思ってなり
ません。せめて存命中にその行途を見届け度い、市の未来像を思い描き度い、願わく
ば当局・議会一丸となって寸時も速く解決に向けて奮闘される様強く期待し、限りな
き市の発展を祈念し終わりにします。
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議員時代の思い出

第12、13代議長
石 川 仁 一

議長あるいは議員時代に一番に記憶に残っているのは、宜野湾市立体育館のこけら
落としのイベント問題である。宜野湾市立体育館完成でこけら落としでキューバ対全
日本のバレーボールの試合をやらないかと県体育協会から打診があった。それはいい
ということで、キューバ対全日本の試合を開催することに議会で可決したが、予想外
に外務省が許可しなかったのである。米軍基地があるので、敵対するキューバを招く
訳にはいかないというのが理由であった。基地があるゆえに親善試合もままならない
とは・・。
議会では「基地があるためにこういうことになったのだ、基地撤去を叫ぼうじゃな
いか」ということで総勢10人の議員で外務省に陳情に出かけた。県出身の議員のさま
ざまなコネクションを駆使し、直接大臣に面会することができた。当時は阿部外務大
臣であったが、意気盛んだった私達議員団の訴えを聞き入れ、あるいは基地早期撤去
の世論が大きくなるのを政治的に心配したのか、キューバ対日本のバレーボール親善
試合は、当初の計画通り宜野湾市立体育館のこけら落としのイベントとして無事開催
された。基地がない市町村なら何の問題もないことである。こんなところにまで基地
被害ともいえることが常に背中合わせで起こっていた。
基地被害といえば、こんなことがあった。真栄原十字路からかつてのキングスクー
ルには、雨が降るとすごい水が溜まった。地形的なこともあるが、基地からの水が流
れてきた。雨が降るたびに防衛施設庁は基地被害として補償金を払っていた。少しづ
つ払ってもらうお金では根本的な改善は望めなかった。それをまとめて根本的な改修
ができるよう議会で決め、その資金をだし、工事に取り掛かるよう陳情にいった。３
億９千万円というお金で真栄原排水幹線の工事を行うことができるようになった。地
域の切なる願いであった環境整備が叶い喜んでもらえたことはうれしかったことであ
る。
また、議長在職中に特に力を注いだのは海邦国体である。国体開催の７年前に話が
あった。当時、そこは海であった。海に向かってここでやりますといった記憶がある。
国体主会場は泡瀬に決まってしまったが、後にコンベンションセンターができた。余
談であるが当時、ジミーのコマーシャルに大洋ホエールズ（現横浜ベイスターズ）の
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古葉監督が出演していた。ある料理屋でジミー社長の稲嶺さんが宜野湾をキャンプ地
としてどうかという話を持ち出し、宜野湾市長、議長の私も同席しており、「それは
いい」ということで稲嶺氏が古葉監督などへ話をつないでくれ、話がまとまった。そ
れから雨天練習場、ホテルなどがあればなおさら、地元への波及効果があるだろうと
造られていった。現在のコンベンションエリアとして発展した西海岸埋め立て地の礎
のときであったと思う。それにしても、酒宴のときであったがあの宜野湾の発展を願っ
ての一言がここまで動き、実ったことは思い出すたびに感慨深いものがある。
海邦国体当時は、成功に向けて、当局、議員、事務局員が一致協力して取り組んで
くれた。議長として大変うれしく感謝している。また、議長任期も県や国とのつなが
りがあるのでと海邦国体終了までと、異例だが２期半に渡って私を推挙してくれた。
そのおかげで悔いなく、議長職の責務を無事に果たし、終えることが出来た。現在は、
現役を引退したが老人会で活動をしている。私達の宜野湾市の発展を若い力で作りあ
げていって欲しいと切に願うばかりである。

第１章 座談会及びコラム

!"



在職中の思い出

第14代議長
伊 佐 吉 秀

私が議員在職中、一番に印象に残っているのは平成元年の６月定例会でのことです。
当時、私は第14代議長をおおせつかり、議会運営に当たっていましたが、その事件は、
ある議員の質問を機に、発言の内容を撤回してほしいなどのやり取りから始まりまし
た。だんだんと与野党議員の間で互いに不信感がつのり、あろうことか、議決の時に
総員退場という事態になり、おかげで補正予算案が廃案になってしまいました。予算
が議決されず、執行できないとなると、最終的なしわ寄せは市民生活に響きます。予
算案に問題があったわけではなかったのです。私は議長として、いろいろと手をつく
しましたが、このような事態になり、議長席から宜野湾市民にお詫びをするというこ
とにまでなってしまいました。
それから急いで、当局は、臨時議会を開催し、補正予算を通したという経緯があり
ます。夜12時まで各会派の会長会議まで行たりと、議長としては四苦八苦でした。
長年、宜野湾市議会議員は議場においてはまさに泡を飛ばし、侃侃諤諤と議論を戦
わす仲ですが、いったん、議会を離れると、党派を超えて、新年会・忘年会など仲良
く酒などを酌み交わし、市民のために働く同僚といった感じでした。しかし、そのと
きばかりは違っていました。前代未聞のできごとでしたね。主義主張や理屈でなく、
意見の食い違い、心のすれ違いが起こしたものでした。私をはじめ、議員や運営にあ
たった議会事務局、当局など、理想的な民主主義とは違う稚拙のような事態を目の当
たりして、現実の議会運営の難しさをその時ほど痛感したことはありませんでした。
普天間基地を抱える宜野湾市議会にとって基地のことについてもいろいろありまし
た。昭和57年広島県に研修中、米軍ヘリが墜落し、当時の又吉正弘議長が大急ぎで帰
沖するということもありました。この時に、普天間基地の撤去を持ち出したと思いま
す。保守と革新が初めて柔軟なかたちになり、意見が一致したのではないかと思いま
す。その当時（昭和55年ごろ）は普天間基地撤去など、なかなか打ち出せない世界情
勢でした。その後、平成２年６月に、普天間基地早期返還に関する要請決議を行い、
国と県に対しても早期返還を要請しました。表題に初めて「普天間基地早期返還」と
出たと思います。
私が議長に就任したのは、昭和63年でした。就任にあたり、公平な議会運営、中立
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を期したいということ。また、当局に対してチェック機関としての機能を高めていき
たいと思っていましたので、すでに公的な勉強会などもありましたが、各会派の勉強
会や研修を奨励しました。さまざまな出来事がありましたが、そうした姿勢で臨んだ
ことにより、みんなよく勉強し、議員としてますます磨きがかかったような気がしま
した。
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議員在職中の思い出

第15代議長
仲 村 春 信

私は1970年、地域の方々からの強い推薦があり、議員に立候補し、当選いたしまし
たが、議員に立候補したとき、議員の一番の仕事は市民への奉仕であることを心に刻
んだ思いがあります。当然といえば当然ですが忘れがちですからね。当時沖縄には社
会福祉事務所などはなく、日本復帰を控え、行政を含めた過渡期に当たり、そのため
東京へ研修に出かけた記憶があります。
議会議長になったときに議会の運営は大切であることはもちろんのこと、議長とし
て市の提案する議案を正当に評価できるような議会、議員の環境づくりを心がけまし
た。そして議長の職務に関するいっさいの勉強をしたつもりであります。当時は議会
事務局長が議会に対して未経験の方とのスタートでしたので、事務局も苦労が多かっ
たと思いますが、よくやっていただきました。また、議長である私は議会に対しての
全責任を負っていますので、議会運営に関して議場が紛糾したら休憩し、中立を堅持
しました。議員の対立した意見へは口をはさまず、思う存分議論していただきました。
しかし、言うべきときにはしっかりと言い、意見をまとめていました。なかなかまと
まらないときには、各会派の長と調整を行うのもしばしばでした。
特に記憶に残るのは、平成６年４月に普天間基地内でヘリコプターが墜落した事故
でした。一歩間違えば、隣接している民間を巻き添えにする大惨事になる可能性があ
りました。それですぐに議会で抗議を議決し、東京のアメリカ大使館などに５人で出
かけました。緊急でしたが仲村正治議員に労をとっていただき、羽田外務大臣に直接
意見書を持って要請し、アメリカ大使館では抗議を行いました。わりと平身低頭でこ
ちらの抗議をちゃんと聞いてくれたことが意外でした。
また、市議会で宜野湾市の県議会議員の定数を２人から３人にするという要請決議
を行いました。そのことで議長職にあった私は、県議会に参考人として呼ばれたこと
があります。定数を増やしたい理由を聞きたいとのことでしたので、「人口に比例し
て議員人数も割り当てされるはずじゃないか」ということを述べました。県議会での
一票の重さは大切なものです。もちろん、その後定数は２人から３人となりました。
さらに、現在の宜野湾中学校の設置に向けては、予定用地の地権者に対して了解を
もらうべく、何度となく訪問し話し合いをいたしました。学校が完成したときは、地
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域の方々とともに非常に喜びました。
中国の厦門市との姉妹都市提携に際しての厦門での歓迎、ハワイ移民事業90周年に
おけるハワイ訪問など思い起こせば、いろいろなことがありました。議長職４年、副
議長４年、議員８年の計16年の議員在職でした。いたらないところもあったかもしれ
ませんが、議長職時代の議会運営はみんなが党派を超えて協力してくれたので、おお
むねうまくいったのではないかと、自負しています。
行政・議会は市民のためにあるものだとつねづね思っていますが、現在の議員は質
が高く、高学歴で教養もあると見受けられます。それぞれに一生懸命にやっているも
のだと思いますが、これからも常に市政は市民のためにあるものだと肝に銘じて、市
民のためにやってもらいたいと思っています。

第１章 座談会及びコラム

!"



私 の 思 い 出

第16代議長
伊 佐 雅 仁

思えば祖国復帰を間近に控えて、世相は混沌として、政治的には日米安保条約に象
徴される国策の下で、常に米軍基地問題に煩されて来たさまざまな事が、走馬灯のよ
うに去来するのを覚えます。私は1970年に初当選以来、７期28年間市議会議員を務め
させて頂きました。その間に種々の役職を経験しましたが、中でも特に忘れられない
思い出は、市庁舎建設特別委員長と議長の職務であります。
まず、昭和52年３月庁舎建設の議案が提案されました。内容は市の将来人口を十万
人と想定した面積の確保と、建設場所の移転を前提にした計画でありました。議会は
特別委員会を設置して審議することになりましたが、建設場所の移転は、市民の利害
が絡み審議は難航するであろうとの思惑から、委員長のなり手がなく、責任与党の立
場上やむを得ずその役目を受けることになりました。私はそのとき、この審議は長引
けば雑音が入り難航必至と想定して、集中審議で短期間に結審しようと、腹を決めて
臨むことにしました。案の定審議が始まると議論は入口から建設場所に集中し、移転
反対の意見が続出しました。内容は①現在地で面積の確保は可能である。②役所の移
転は周辺の経済が衰退する③58号線沿いは交通が不便になる、従って新庁舎建設は、
現在地か普天間神宮裏若しくは市民駐車場にすべきと主張しました。私はこの問題の
解決策は、消去法で行くしかないと判断して、当局に対し、問題ごとに解明して早急
に答えを出すよう進言しました。この件に対して当局は①現在地は狭隘で十分な市民
サービスを行う面積の確保は不可能②跡地は公共施設等配置した開発を行って活性化
を図る③市内一周バスの運行を確約する、普天間神宮と市民駐車場については、米軍
と折衝の結果、両方とも基地機能に支障をきたすとの理由で、不可能であることが明
確にされました。このように問題は整理され、審議はようやく具体的内容に入り進展
しました。そのとき周辺から移転に反対する署名活動の動きがあるとの情報が寄せら
れ、緊張した場面もありましたが、委員各位のご協力により慎重に審議されて、付託
から46日間の短期間で、無事結審できたことは忘れられない思い出の一つです。
それから普天間飛行場返還要請行動があります。私は1995年９月議長就任と同時に
「行動する市議会」を宣言し、市政にとって長年の懸案事項であった、普天間飛行場
の返還要請行動を議会に提案したところ、全会一致で承認され、早速行動することに
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なりました。市民の意見を聴取するため、軍用土地等地主会、市商工会、自治会長会、
市婦団協等と意見交換を行い、これを踏まえて、飛行場の早期返還、跡地開発の財政
支援、地主保障、雇用の確保を内容とした要請決議を行い、決議文は衆参全国会議員
に送付しました。同時に県当局はじめ、県内に所在する政府関係機関への要請を経て、
更に中央の要請行動に移りました。1995年10月首相官邸はじめ、外務省、防衛施設庁
長官、大蔵大臣、沖縄開発庁長官及び県選出の全議員に要請を行い、所期の目的は終
了しました。当初はこのような要請には、国会議員の同伴がなければ、首相官邸や大
臣との面談はできない、人数も７人に限定すると連絡を受け内心苦悩しましたが、故
人となられた宮里松正先生の特段のご配慮によって、基地関係特別委員17人全員がテー
ブルに付き、要請の効果を発揮することができました。特に今回の要請行動は、県下
の自治体議会で初めての取り組みで、しかも大型の要請団とあって、政府は真剣に耳
を傾け、マスコミは注目して全国発信した効果は、大きいものがあったと思います。
その後６カ月経過した1996年４月12日、橋本首相とモンデール駐日大使によって、５
年～７年以内に普天間飛行場を返還する合意が発表されました。議会は直ちに対応し、
返還合意のお礼と財政支援、地主保障、雇用の確保等を内容とした決議も行い、再度
の要請を行うことになりました。1995年５月故宮里松正先生と上原康助先生のお力添
えを頂いて、前回同様首相官邸はじめ、関係各大臣に要請を行いました。以来７年経
過した今日、事態の進展は見られず、危惧の念を抱きつつ、返還要請行動に情熱を燃
やした、当時のことを思い出しているところです。
その他紙面の都合で詳しく記すことはできませんが、復帰前の三市村合併と養鰻事
業の失敗や、し尿処理施設建設と職員給与改定を審議する議会に、二度も警察機動隊
が導入され、三人の市職員が逮捕された混乱もありました。一方沖縄国際大学はじめ、
沖縄コンベンションセンター等多くの企業誘致を図り、市勢発展の基礎を築いた時代
でもありました。今振り返って見れば、特に米軍基地にかかわる問題が続発し、その
対応に奔走させられた、まさに激動する時代の議会だった数々の思い出が残っており
ます。
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議会活動を振り返って

第18代議長
天 久 嘉 栄

この度、長年の懸案事項でありました「宜野湾市議会史」が発刊の運びとなりまし
たことを心よりお祝い申し上げます。
さて、「議会活動を振り返って」とのことでありますが、まず初めに脳裏に浮かぶ
のが第17代議長の佐喜眞博氏のことである。彼は、公務先で急に気分が悪くなり入院
し、快気の願いもむなしく、平成11年３月定例会の最終日に急逝されたとの連絡があ
り、私も副議長、また同僚として断腸の思いでありました。
なお、市議会としては、御冥福をお祈りし、黙祷を捧げ、49日の法要を済ませるま
では喪に服した上、後日、正副議長の選挙を行いました。その結果、私が第18代議長
に当選いたしました。就任に当たっては、西海岸地域の開発、普天間基地の移設に取
り組むと心を新たにしました。
一番の思い出は、４カ月後の臨時議会（平成11年８月21日）において、普天間飛行
場移設先早期決定に関する要請決議をしたことです。各会派調整を行ってもなかなか
まとまらず、一番の問題は日米特別行動委員会の合意事項を入れるかどうかでしたが、
私としては「早急に基地を撤去し、跡地開発しないと宜野湾の未来はない」と思って
おりましたので、絶対に決議をしないといけないという信念を深めていました。
午前10時から夜の11時まで調整をしましたが、議会はなかなか前に進まず、とうと
う午前０時前になり、延会手続きをとらなければ決議案が流れてしまうというところ
まできてしまいました。そこで、議会の会期を１日間延長し、延会手続きをとった上
で、午前0時30分から深夜議会を開いて採決を行うことにしました。実は各会派間で
事前に話し合い、賛成過半数以上で議決できるはずでした。ところがいざ、ふたを開
けて採決すると、15対15の可否同数になり、議長判断になったのです。通常ですと、
意見がまっぷたつに分かれている場合は、決議を通さないのが慣例でした。しかし、
私は宜野湾市の未来を考えると、どうしても決議しなければいけなかったのです。基
地の移設決議をしないということは、いつ何時、基地があるために宜野湾市民が犠牲
になるか、基地を撤去し、開発することが、宜野湾市民にとって大きな利益になるの
だという思いひとつでした。
議長裁決に当たり、賛成として決議いたしましたが、背広を引っ張られたり、乱闘
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騒ぎになりかねない状態で、「苦渋の決断」をした日でありました。議長である私が
賛成にまわったので、多くのマスコミに囲まれてものすごい質問攻めにあいました。
また、この８月議会は、宜野湾市議会はじまって以来の傍聴希望者が列をなし、整理
券を発行するほどで、傍聴者の30名は抽選で決めたものです。マスコミは、本土各社
も駆けつけ、しかも傍聴席からは、議長に対するヤジもすごいものがありました。そ
れから毎日のように、議長室においてはもちろんのこと、自宅でも抗議されることで
明け暮れました。ちょうど普天間飛行場移設が、平成８年４月に５～７年で返還する
ということで合意されてから３年目、大きな節目の議会になりました。
当時はいろいろ非難も浴びましたが、このことは、「これからの世論あるいは時代
が判断するのだ」と、強く思っていました。
それからもう一点は、宜野湾市の西海岸開発の一環として、沖縄国際ショッピング
モール建設計画がありました。沖縄振興特別措置法において、空港域外免税店を宜野
湾市と指定され、国も県も協力するというので、ＤＦＳ社という免税店をメインにさ
まざまな企業を誘致し、開発するはずでした。議会でも誘致決議し、代表で政府と県
に要請行動も行い、感触はかなりよかったのですが、結果的にＤＦＳ社は那覇市の新
都心に進出することになってしまいました。それは、他の企業誘致がうまくいかなかっ
たことなど、さまざまな問題点があり、本当に宜野湾市にとっては残念なことでした。
終わりに当たり、今後の市議会及び本市の発展はもちろん、普天間基地の返還、跡
地開発をはじめ、西海岸地域の開発等により、ますます市民の皆様が幸せとなること
を願ってやみません。
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議員在職中の思い出

叙勲受賞者
宮 里 敏 行

私は戦後、1957年から一年間、大山区長を務め、その翌年の村議会議員選挙には自
治会の推薦により立候補して議員になりました。二期目には、副議長に就任しました。
その当時の社会状況というと、通貨はＢ円からドルへの切り替えがあり、戦前を踏襲
した戸主制度から、新しい住民登録制度が施行されました。
議員になってびっくりしたのは、執行部の職員が議会の事務局はもちろん、諸業務
を兼ねていたことです。たとえば、議案の起案の仕方など昭和32年頃までは議員側で
起案しその後、相談、調整して執行部が提案するようにしたいきさつがあります。
その頃はまだまだ、基盤整備が整わず、宜野湾村（当時）内を開墾したからという
ことで、補助金をあげていました。また、ねずみが作物を食い荒らすので、ねずみの
尻尾を多く集めた人は表彰されるという時代でした。こういうことを目の当たりにし、
基盤整備の不備をどうにかしなければならないと強く感じました。
その後、本土へ研修に出かけ、規則、規定などを学び、その制定などを行ったこと
は強く脳裏に焼きついています。それまでは、法律による規則、規定ではなく、前例
のみに重きをおくようなものであったのです。この頃、稚拙であった議会の骨子を一
つひとつ、骨のあるものにしていった感があります。
当時の議員というのは、本当に名誉職で、一家の長である私の給料は微々たるもの
でした。私事でいうならば、教職をする妻の働きがないことにはなりたたないばかり
か、終戦からの生活基盤整備など仕事は山積し、付き合いも多く、持ち出しというこ
とも多くありました。ですから、議員はもちろん、公務員もなり手がなく、不足して
いました。米軍は基地を拡大し、居住する米軍関係者やその家族にかかる仕事が多く
あり、給料や待遇も良く、基地関係の職場で働く人の方が実入りもよかったのです。
給料以外に、戦果といって、基地内からわずかづつながら勝手に物資をもらってくる
のが黙認されていました。それで家族の生活を幾分か潤せたのです。
生活もままならない時代、のちに、議員や公務員の給料も、生活できる程度の額に
改善するように働きかけました。その後、改善されていきましたが、それは、私が議
員を退いて後からのことだったと思います。
こうしたことをつづっていますと、私が在職した当時は、戦後まもなくのことで、
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生活もゼロからのスタート、もちろん、議会も基盤固めのときで民主議会の草創期
であったのだと、今、つくづく思うところです。
私は市議会議員として、昭和33年から４期16年間、その間３期12年は、副議長の要
職を務めさせていただきました。
この度、平成16年の春の叙勲において、旭日双光章を受章することができましたが、
これもひとえに、当時の同僚議員や関係各位の御指導、御協力があってのたまものと、
改めて衷心より感謝申し上げます。
結びに当たり、宜野湾市のさらなる発展のため、市当局及び市議会議員並びに関係
各位のますますの御尽力をお願い致します。
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宜野湾市議会 在職中の思い出

知 念 忠 二
(1973～2002年)

いつの時代もごみの問題は、市民にとって切実であり避けてとおれない大事なこと
柄です。私が1973（昭和48）年７月市議補欠選挙で初当選したときの目玉政策の一つ
は「ごみ回収料を無料にします」でしたが、有権者の反応にびっくりしたものです。
「物価値上がりの激しい時勢にチリ代くらい無料にしてほしい」というのが市民共
通の願いだったからです。
直後の12月市議会定例会は、私を含む各議員から提起されたごみ回収無料化問題で
大論議になりました。市当局も「ごみ回収は、地方自治体固有の業務であり、無料に
してこそ責任が果たせる」と部長はじめ事務段階が意欲的な態度で臨み、「この方向
に進めていきたい」と市長が答弁、無料化が確定的になったのでした。
市当局は、翌年の３月定例会に米須清与市長自ら「健康都市宣言をしているたて前
から無料化に踏みきった」と説明、条例改正案を提案したのです。
議会では、白熱した議論の末、全会一致で条例改正と関連経費を計上した一般会計
予算を可決、ごみ回収無料化実現の運びとなったのでした。
まず私は、この問題で発揮した市当局の熱意及び議会の立場を超えた対応と理解に
感激したものです。
次の試練は、ごみ処理場の確保問題でした。喜友名区東側の露天焼き処理場は、区
民との約束で1974年６月30日閉鎖、一般家庭ごみが二週間もストップする事態に…。
沖縄、宜野湾両市長の合意による沖縄市内処理場の暫定使用も市民の阻止にあい、
75年６月30日で終結。市当局は、やむなく不法処理を承知のうえで処理場を沖縄本島
南部に確保、ごみを10トン車に積み替え上からほろをかぶせ、人目を避けて搬入した
のでした。
この手段も先方住民に見破られ、６か月間で終わりになったのです。
そこで「ごみ処理に困る宜野湾市」「し尿処理に困る沖縄市」という困ったものど
うしの両首脳が話し合い、「沖縄市が計画するし尿処理施設を宜野湾市で建設するこ
とを条件に、宜野湾市のごみを将来永久に沖縄市の処理場で処理する」との合意に達
したのです。
つまり現在の伊佐伊利原のし尿処理場、沖縄市倉敷のごみ焼却施設を管理する沖縄、
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宜野湾、北谷の三市町が運営する倉浜衛生施設組合の原型となるものです。
しかしこれを実現する過程は、容易ではなく困難そのものでした。地元伊佐区の合
意が得られないまま、市当局は、1975年９月26日「ごみ、し尿問題を解決する千載一
遇の好機」ととらえ、施設建設費補助金申請との関連もあり「これ以上待てない」と
して議会に「し尿処理場の設置について」の諮問を提出したのでした。
議会では、反対する住民に包囲された状況のもと連日賛否双方の激論がくり広げら
れました。その結果９月30日圧倒的多数で諮問を可決、答申したのです。私が一貫し
て賛成の立場に立って質問、採決に際しても唯一賛成討論を行なったことにより、反
対側住民から激しい抗議の電話と百通を越す抗議書を送りつけられたことはいまだ記
憶に新しい。
でも最終的には、市当局と地元住民がねばり強い交渉を重ね、どっちの立場も損な
うことなく問題を円満に解決したことを非常に嬉しく思いました。
またごみ、し尿処理問題の一挙解決の好機に際し発揮された議会の良識にも感慨深
いものがあります。
復帰直前直後に展開された市当局、市議会、各種団体等市民あげての米海軍Ｐ３Ｃ
対潜哨戒機の普天間基地移駐・飛来反対闘争も印象深いものです。議会は、1972年３
月、73年10月、同12月の三回に及ぶ反対・抗議決議を採択。議会も加盟する「命を守
る会」〈会長は市長〉では、73年12月大山小学校校庭で抗議大会を開催しましたが、
議会の弁士は「一番新しい議員」として古波蔵清次郎議長の指名で私が意見発表、身
の引き締まる思いをしたものです。
75年２月25日白昼、下校中の女子中学生が野嵩、新城間の「黙認耕作地」内通路で
米兵に襲われるという婦女暴行未遂事件が発生。前年11月には、普天間第二小の女生
徒が米兵により付近の路上でセクハラ。その二年前には、若い女性が「黙認耕作地」
で米兵に婦女暴行されるという凶悪事件が相次いで発生していました。
私は、こうした事件を質問で明らかにしたものとして議会に抗議決議案を提出しま
したが、75年３月31日定例会本会議は、全会一致「米兵による女子中学生婦女暴行未
遂事件に対する抗議決議」を採択、犯人の厳罰、綱紀の粛清と併せて「諸悪の根源と
なっている普天間基地の撤去」を強く要求しました。
以来普天間基地に関する事件、事故（飛行機墜落等）が何十回となく発生、そのた
びごとに議会では抗議決議し、撤去を要求。特に95年９月18日採択の「米軍基地普天
間飛行場の早期返還等に関する要請決議」は、画期的ですが、返還がいまだ実現して
いないのは残念です。早期返還を強く願わずにはいられません。
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・宜野湾行政庁舎の変遷
・議場等の変遷
・戦後（1945年）から祖国復帰前まで（1971年）
・祖国復帰後 昭和47年（1972年）から平成16年（2004年）まで
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1948年（昭和23年）７月31日(土)
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1948年（昭和23年）９月３日(金)
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1948年（昭和23年）９月10日(金)
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1948年（昭和23年）10月１日(金)
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1948年（昭和23年）12月８日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1949年（昭和24年）１月19日(水)
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1949年（昭和24年）２月９日(水)
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1949年（昭和24年）４月６日(水)
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1949年（昭和24年）８月21日(日)
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1949年（昭和24年）10月25日(火)

1949年（昭和24年）11月30日(水)
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1950年（昭和25年）２月２日(木)
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1950年（昭和25年）３月11日(土)
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1950年（昭和25年）４月６日(木)
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1950年（昭和25年）７月23日(日)
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1950年（昭和25年）７月25日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!!"

1950年（昭和25年）９月５日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!!"

1950年（昭和25年）11月26日(日)



宜野湾市議会史 活動編

!!"

1951年（昭和26年）４月26日(木)

1951年（昭和26年）６月17日(日)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!!"

1951年（昭和26年）７月７日(土)

1951年（昭和26年）８月７日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!!"

1951年（昭和26年）８月22日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!!"

1952年（昭和27年）１月６日(日)

1952年（昭和27年）１月14日(月)



宜野湾市議会史 活動編

!!"

1952年（昭和27年）２月１日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!!"

1952年（昭和27年）２月29日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1952年（昭和27年）３月４日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"!

1952年（昭和27年）５月９日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!""

1952年（昭和27年）７月２日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1953年（昭和28年）１月７日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1953年（昭和28年）１月12日(月)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1953年（昭和28年）１月23日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1953年（昭和28年）２月15日(日)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1953年（昭和28年）５月31日(日)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1953年（昭和28年）６月17日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1953年（昭和28年）７月１日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1953年（昭和28年）７月１日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"!

1954年（昭和29年）２月２日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1954年（昭和29年）４月３日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!""

1954年（昭和29年）４月29日(木)



1954年（昭和29年）５月13日(木)

宜野湾市議会史 活動編

!"#



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1954年（昭和29年）９月17日(金)

1954年（昭和29年）９月19日(日)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1955年（昭和30年）１月18日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1955年（昭和30年）３月13日(日)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1955年（昭和30年）７月15日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1955年（昭和30年）７月15日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1955年（昭和30年）９月10日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"!

1956年（昭和31年）５月25日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1956年（昭和31年）６月４日(月)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1956年（昭和31年）10月５日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!""

1956年（昭和31年）10月６日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1956年（昭和31年）11月29日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1957年（昭和32年）２月16日(土)

1957年（昭和32年）５月８日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1957年（昭和32年）７月10日(水)

1957年（昭和32年）８月18日(日)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1958年（昭和33年）１月17日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1959年（昭和34年）１月６日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1960年（昭和35年）１月４日(月)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"!

1960年（昭和35年）１月11日(月)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1960年（昭和35年）１月22日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1961年（昭和36年）11月５日(日)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1961年（昭和36年）11月９日(木) 1961年（昭和36年）11月23日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!""

1962年（昭和37年）４月５日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1962年（昭和37年）４月６日(金)

1962年（昭和37年）４月８日(日)

1962年（昭和37年）７月１日(日)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1963年（昭和38年）４月18日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1963年（昭和38年）４月21日(日)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1964年（昭和39年）２月７日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1964年（昭和39年）７月１日(水)

1964年（昭和39年）７月８日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"!

1965年（昭和40年）１月14日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1966年（昭和41年）１月17日(月)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1968年（昭和43年）１月５日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1968年（昭和43年）１月７日(日)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1969年（昭和44年）７月９日(水)

1969年（昭和44年）７月15日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!""

1970年（昭和45年）１月６日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1970年（昭和45年）１月８日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1970年（昭和45年）１月10日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1971年（昭和46年）２月10日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1971年（昭和46年）２月11日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"!

1971年（昭和46年）２月26日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1971年（昭和46年）６月４日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1972年（昭和47年）５月２日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1972年（昭和47年）５月２日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1972年（昭和47年）５月15日(月)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1972年（昭和47年）５月15日(月)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!""

1972年（昭和47年）５月23日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1973年（昭和48年）５月14日(月)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1973年（昭和48年）５月14日(月)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1973年（昭和48年）５月15日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"!

1974年（昭和49年）９月30日(月)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1975年（昭和50年）11月19日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1975年（昭和50年）11月20日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1975年（昭和50年）11月20日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1975年（昭和50年）11月28日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1975年（昭和50年）11月28日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1975年（昭和50年）12月10日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!""

1975年（昭和50年）12月20日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1976年（昭和51年）１月14日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1976年（昭和51年）１月16日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"!

1976年（昭和51年）４月15日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1976年（昭和51年）４月23日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1976年（昭和51年）６月26日(土)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1976年（昭和51年）７月１日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1976年（昭和51年）７月17日(土)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1976年（昭和51年）８月20日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1976年（昭和51年）９月９日(木)

1976年（昭和51年）10月８日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1977年（昭和52年）３月10日(木)

1977年（昭和52年）３月16日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!""

1977年（昭和52年）３月31日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!""

1977年（昭和52年）４月10日(日)

1977年（昭和52年）４月14日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1977年（昭和52年）６月14日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!"!

1978年（昭和53年）７月１日(土)

1978年（昭和53年）７月７日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1978年（昭和53年）７月19日(水)

1978年（昭和53年）７月22日(土)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1978年（昭和53年）７月22日(土)

1978年（昭和53年）８月１日(火) 1978年（昭和53年）８月10日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1978年（昭和53年）９月５日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1978年（昭和53年）９月５日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1978年（昭和53年）９月６日(水)

1978年（昭和53年）９月13日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1978年（昭和53年）10月12日(木)

1978年（昭和53年）10月14日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1978年（昭和53年）11月27日(月) 1978年（昭和53年）12月26日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1979年（昭和54年）２月６日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!""

1979年（昭和54年）２月17日(土)

1979年（昭和54年）２月21日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!"!

1979年（昭和54年）３月16日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1979年（昭和54年）５月14日(月)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1979年（昭和54年）６月19日(火)

1979年（昭和54年）６月29日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1979年（昭和54年）８月12日(日)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1979年（昭和54年）８月25日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1979年（昭和54年）８月25日(土)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1979年（昭和54年）９月27日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1979年（昭和54年）11月14日(水)

1979年（昭和54年）11月30日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!!"

1979年（昭和54年）12月16日(日)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!!"

1979年（昭和54年）12月19日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!!!

1979年（昭和54年）12月20日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!!"

1979年（昭和54年）12月26日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!!"

1979年（昭和54年）12月27日(木)

1979年（昭和54年）12月28日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!!"

1980年（昭和55年）１月５日(土)



宜野湾市議会史 活動編

!!"

1980年（昭和55年）２月27日(水)

1980年（昭和55年）３月10日(月)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!!"

1980年（昭和55年）３月17日(月) 1980年（昭和55年）３月29日(土)



宜野湾市議会史 活動編

!!"

1980年（昭和55年）９月12日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!!"

1980年（昭和55年）10月３日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1980年（昭和55年）10月３日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1980年（昭和55年）10月３日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"!

1980年（昭和55年）11月21日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!""

1981年（昭和56年）３月４日(水)

1981年（昭和56年）10月２日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1981年（昭和56年）10月６日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1982年（昭和57年）３月15日(月)

1982年（昭和57年）６月23日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1982年（昭和57年）７月23日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1982年（昭和57年）８月20日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1982年（昭和57年）８月20日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1982年（昭和57年）９月19日(日)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1982年（昭和57年）９月20日(月)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1982年（昭和57年）９月21日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!"!

1982年（昭和57年）９月21日(火)

1982年（昭和57年）９月23日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1983年（昭和58年）２月27日(日)

1983年（昭和58年）５月19日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!""

1983年（昭和58年）５月28日(土)

1983年（昭和58年）７月21日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1983年（昭和58年）８月５日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1983年（昭和58年）８月９日(火)

1983年（昭和58年）８月16日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1984年（昭和59年）２月22日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1984年（昭和59年）５月22日(火)

1984年（昭和59年）５月22日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1985年（昭和60年）１月15日(火)

1985年（昭和60年）２月１日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1985年（昭和60年）２月２日(土)

1985年（昭和60年）３月19日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1985年（昭和60年）７月13日(土)



宜野湾市議会史 活動編

!"!

1985年（昭和60年）７月13日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1985年（昭和60年）７月14日(日)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1985年（昭和60年）10月２日(水)

1985年（昭和60年）11月６日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!""

1986年（昭和61年）３月28日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1986年（昭和61年）７月12日(土)

1986年（昭和61年）７月30日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1986年（昭和61年）９月８日(月)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1986年（昭和61年）９月９日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1986年（昭和61年）12月26日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1987年（昭和62年）１月11日(日)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1987年（昭和62年）４月９日(木)

1987年（昭和62年）４月17日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"!

1987年（昭和62年）８月８日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1987年（昭和62年）８月10日(月)

1987年（昭和62年）８月11日(火)



1988年（昭和63年）３月８日(火)

1988年（昭和63年）３月29日(火)

宜野湾市議会史 活動編

!"#



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1988年（昭和63年）４月１日(金)

1988年（昭和63年）４月15日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!""

1988年（昭和63年）４月16日(土)

1988年（昭和63年）６月28日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1989年（平成元年）６月２日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1989年（平成元年）６月３日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1989年（平成元年）６月４日(日)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1989年（平成元年）６月６日(火)

1989年（平成元年）６月７日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1989年（平成元年）６月９日(金)

1989年（平成元年）６月25日(日)



宜野湾市議会史 活動編

!"!

1990年（平成２年）３月30日(金)

1990年（平成２年）４月６日(金) 1990年（平成２年）４月１日(日)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1990年（平成２年）９月６日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1990年（平成２年）９月11日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1990年（平成２年）９月11日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1990年（平成２年）９月29日(土)

1990年（平成２年）10月10日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!""

1990年（平成２年）10月16日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1990年（平成２年）10月18日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1990年（平成２年）10月25日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1990年（平成２年）10月25日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1991年（平成３年）１月17日(木)

1991年（平成３年）１月31日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!"!

1991年（平成３年）２月３日(日)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1991年（平成３年）２月19日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1991年（平成３年）７月17日(水)

1991年（平成３年）９月12日(木) 1991年（平成３年）９月10日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1991年（平成３年）９月13日(金)

1991年（平成３年）９月20日(金)

1991年（平成３年）９月21日(土)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1991年（平成３年）11月12日(火)



1992年（平成４年）３月31日(火)

1992年（平成４年）７月２日(木)

第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#



宜野湾市議会史 活動編

!""

1992年（平成４年）10月21日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1992年（平成４年）10月22日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1992年（平成４年）10月23日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1992年（平成４年）10月28日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!"!

1992年（平成４年）10月29日(木)

1992年（平成４年）11月24日(火)



1993年（平成５年）12月９日(木)

1993年（平成５年）12月28日(火)

第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#



1994年（平成６年）４月９日(土)

1994年（平成６年）９月５日(月)

宜野湾市議会史 活動編

!"#



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1994年（平成６年）９月12日(月)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1994年（平成６年）９月12日(月)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1994年（平成６年）12月16日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1994年（平成６年）12月21日(水)

1994年（平成６年）12月24日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!""

1995年（平成７年）２月12日(日)



宜野湾市議会史 活動編

!""

1995年（平成７年）５月13日(土)

1995年（平成７年）７月１日(土)

1995年（平成７年）８月16日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1995年（平成７年）10月18日(水)

1995年（平成７年）11月１日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1996年（平成８年）４月15日(月)

1996年（平成８年）４月18日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"!

1996年（平成８年）４月23日(火)

1996年（平成８年）４月25日(木)

1996年（平成８年）５月１日(水)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1996年（平成８年）５月15日(水)

1996年（平成８年）５月15日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1996年（平成８年）５月16日(木)



1996年（平成８年）10月４日(金)

1996年（平成８年）10月12日(土)

1996年（平成８年）10月13日(日)

宜野湾市議会史 活動編

!"#



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1996年（平成８年）12月３日(火)

1996年（平成８年）12月16日(月)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1997年（平成９年）12月11日(木)

1997年（平成９年）12月24日(水)



1998年（平成10年）８月３日(月)

1998年（平成10年）10月13日(火)

1998年（平成10年）12月15日(火)

第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1998年（平成10年）９月14日(月)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!""

1999年（平成11年）７月22日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1999年（平成11年）７月23日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"!

1999年（平成11年）８月20日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1999年（平成11年）８月21日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1999年（平成11年）８月21日(土)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1999年（平成11年）８月21日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1999年（平成11年）８月21日(土)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1999年（平成11年）８月21日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1999年（平成11年）８月22日(日)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1999年（平成11年）８月23日(月)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1999年（平成11年）８月24日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!""

1999年（平成11年）８月24日(火)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"!

1999年（平成11年）９月15日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

1999年（平成11年）９月17日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

1999年（平成11年）10月１日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

2000年（平成12年）７月６日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

2000年（平成12年）７月27日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

2000年（平成12年）９月19日(火)

2000年（平成12年）12月16日(土)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

2000年（平成12年）10月５日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!!"

2000年（平成12年）12月29日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!!"

2001年（平成13年）３月14日(水)

2001年（平成13年）６月19日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!!"

2001年（平成13年）７月１日(日)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!!!

2001年（平成13年）７月16日(月)

2001年（平成13年）８月７日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!!"

2001年（平成13年）８月10日(金)

2001年（平成13年）12月13日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!!"

2002年（平成14年）３月25日(月)



宜野湾市議会史 活動編

!!"

2002年（平成14年）４月19日(金)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!!"

2002年（平成14年）４月22日(月)



宜野湾市議会史 活動編

!!"

2002年（平成14年）７月24日(水)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!!"

2002年（平成14年）８月９日(金)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

2002年（平成14年）９月９日(月)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

2003年（平成15年）１月14日(火)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

2003年（平成15年）３月６日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"!

2003年（平成15年）３月６日(木)



宜野湾市議会史 活動編

!""

2003年（平成15年）３月６日(木)



第２章 写真とマスコミでみる宜野湾と議会活動

!"#

2003年（平成15年）３月８日(土)



宜野湾市議会史 活動編

!"#

2003年（平成15年）５月14日(水)



!"#

!"# $%&'()*

第
三
章



!"#$

ここでは､ 現在の宜野湾市域に相当する地域が､ 1879年に明治政府が琉球を併合し
て沖縄県を設置する ｢廃琉置県｣ 以前にたどった歴史の一部を紹介する｡
現在も刊行が進む 『宜野湾市史』 のなかには､ 宜野湾の前近代の歴史を扱った巻が

存在する｡ 『宜野湾市史』 第４巻資料編３ (1986年) は､ 古琉球から近代初期にいた
る期間の宜野湾に関連する基本的な文字資料を網羅的に収録した文献資料集である｡
史料本文だけでなく､ 読み下し文､ 語注､ 解説などを設けて読みやすい工夫がなされ
ている｡ また､ 『宜野湾市史』 第４巻も含めた資料編などの成果が反映された宜野湾
の通史として 『宜野湾市史』 第１巻通史編 (1994年) が存在する｡ 両者には1980年代
から1990年代にいたるあいだの研究水準が反映されており､ 現在でもその内容は決し
て色あせるものではない｡ 前近代の宜野湾の歴史を考えるうえでまず参照すべき参考
文献といえる｡
ところで､ 『宜野湾市史』 第４巻の刊行直後の1988年から､ 近世琉球の基本史料と

もいうべき 『琉球王国評定所文書』 (浦添市教育委員会発行) の刊行が開始された
(注１)｡ そのなかには宜野湾に関連する史料を少なからず見いだすことができる｡
そこで本稿では､ 『宜野湾市史』 の内容を一部補足するため､ 『琉球王国評定所文書』
に見える宜野湾関係史料を中心に近世琉球の宜野湾の歴史を紹介することにしたい｡
したがって､ 本稿は前近代の宜野湾の通史でないこととともに､ 扱う史料の性格から､
近世琉球でも19世紀中頃の内容に偏ることをあらかじめお断りしておきたい｡

宜野湾市議会史 活動編

!"#



図１ 1939 (昭和14) 年以前の
宜野湾村

!"#$%&'()*+,-./

(１) 宜野湾間切成立の概要
現在の宜野湾市域に相当する宜野湾間切が成立したのは､ 康煕10年 (1671年) であ
る｡ 琉球史の時代区分でいえば､ 島津氏が琉球を侵攻した1609年以降の近世琉球と称
されている時期であり､ 古琉球には宜野湾間切という行政区画は存在しなかったこと
になる｡ それでは､ どのようにして宜野湾間切は成立したのであろうか｡
『球陽』 によれば､ 17世紀後半に当時すでに設置されていた沖縄島の13間切から宜

野湾間切を含む８つの間切が新設された｡ 宜野湾間切のほかには､ 1666年の本部間切
と美里間切､ 1673年の恩納間切､ 大宜味間切､ 小禄間切､ 久志間切､ 1676年の与那城
間切である｡ これらの成り立ちについては､ 本部間切のようにそれまでの今帰仁間切
が二分されて成立したものと､ ２つないしは３つの間切からいくつかの村を分割して
新設されたものに区分される｡ 前者には､ 本部間切のほか､ 越来間切が二分された美
里間切､ 勝連間切が二分された与那城間切がある｡ 一方､ 後者には宜野湾間切､ 恩納
間切､ 大宜味間切､ 小禄間切､ 久志間切がある｡ 宜野湾間切は後者に属することにな
るが､ この方法でははじめて設置された間切であり､ ５つの間切のなかでは唯一､ ３
つの間切の村々を分割して新設された間切でもある｡
宜野湾間切が新設された理由は､ 尚質の第七王子である尚弘善に間切をあてがうこ
と､ 大規模間切であった浦添間切を分割することによって同間切をあてがわれていた
両総地頭の勢力を削減することにあったと考えられている (注２)｡ しかしながら､
これによって３つの間切の村々で生活していた人々の環境が急変したわけではない｡
間切とは複数の村 (＝行政村) の集合体であり､ 民衆の生活の単位はあくまでもそれ
ぞれが帰属するシマ世界である村 (≦行政村) やそれに隣接する村であった (注３)｡

第３章 前近代の宜野湾

!"#



このように新設された宜野湾間切は14の村から構成されるが､ 近世期を通じてこの
数に変化はない｡ 14の村のうち13の村は浦添間切・中城間切・北谷間切の３つの間切
から分割されたが､ そのうち10ヶ村は浦添間切から分割されたところに特徴がある｡
３つの間切から村が平均して分割されたわけではなかったのである｡ 浦添間切から分
割されたのは我如古村､ 宜野湾村､ 神山村､ 嘉数村､ 謝名具志川村 (大山村)､ 大謝
名村､ 宇地泊村､ 喜友名村､ 新城村､ 伊佐村の10ヶ村である｡ もともとは浦添間切を
構成していた村が多かったことがわかる｡ 中城間切からは前普天間村 (野嵩村) と寺
普天間村 (普天間村) の２ヶ村､ 北谷間切からは安仁屋村が分割された｡ これに対し
て真志喜村は新設されている｡

(２) ｢琉球国惣絵図｣ (｢間切集成図｣) に見える宜野湾間切の村々
18世紀後半の沖縄島の絵図である ｢琉球国惣絵図｣ (沖縄県立博物館蔵) は６枚が

現存するが､ そのなかの１枚に中城間切､ 宜野湾間切､ 浦添間切､ 西原間切が描かれ
たものが含まれている｡ ｢琉球国惣絵図｣ に見える宜野湾間切の村々の様子などを見
ていくことにしたい｡

｢琉球国惣絵図｣ の宜野湾間切は赤く彩色され､ 中央部には ｢宜野湾間切｣ の文字
とともに記された ｢廻五里十三町八分三リ｣ の文字は総延長の距離である｡ 南北に並
行して縦断する２本の道路に沿って14の村が点在しているのがよくわかる｡
内陸部の道路は首里と国頭間切のあいだを越来間切・金武間切・久志間切・羽地間

切などを経由して結ぶ ｢東筋道｣ (＝ ｢東海道｣) の一部である｡ 宜野湾間切を通過す
るこの区間は､ 戦前には宜野湾 (並松) 街道､ 中頭街道､ 普天間街道､ 中頭郡道など
と称された (注４)｡ 道路沿いには７つの村が描かれている｡ 南から順に嘉数村 (西
側)､ 我如古村 (東側)､ 宜野湾村 (東側)､ 神山村 (東側)､ 新城村 (西側) とあり､
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新城村の北側で二股に分かれた東側の道路にまたがって野嵩村が位置する｡ 西側の道
路には朱色に彩色された普天間宮の鳥居が描かれ､ その先には道路の西側に普天間村
が位置している｡
嘉数村の北側では青く塗られた ｢ひや川原｣ (＝比屋良川) と道路が東西に交差し､
石橋 (＝比屋川田橋) が架けられている｡ 宜野湾村には屋根を赤く塗られた番所の建
物が描かれ､ ｢番所｣ の文字も見える｡ 道路をはさんだ西側には長方形の馬場と ｢馬
場｣ の文字が見える｡ 古老によれば､ 宜野湾馬場は中頭地域でも有名で､ 長さは300
メートル以上にも及んだそうである (注５)｡ 宜野湾馬場については後述する｡ また､
普天間村の東側には ｢神宮寺｣ と ｢権現山｣ (＝普天間宮) の文字と屋根を赤く塗ら
れた３つの建物も描かれている｡
海側の道路は首里と今帰仁間切のあいだを北谷間切・読谷山間切・名護間切などを
経由して結ぶ ｢西筋道｣ (＝ ｢西海道｣) の一部である｡ 道路沿いには､ 南から順に内
湊 (＝宇地泊) 村 (西側)､ 大謝名村 (東側)､ 真志喜村 (東側)､ 謝名具志川村 (東
側)､ 伊佐村 (東側)､ 喜友名村 (東側)､ 安仁屋村 (東側) の７つの村が描かれてい
る｡ 安仁屋村の一部は道路をまたいでいるものの､ 内湊村を除く６つの村はすべて道
路の東側に位置することがわかる｡ なお､ 伊佐村は喜友名村と､ 安仁屋村は ｢東筋道｣
沿いに位置する普天間村と連続して描かれている｡ しかしながら､ 1945年２月28日に
米軍が撮影した空中写真 (注６) などによれば､ それぞれの集落が接しているわけで
はないことがわかる｡ あるいは､ ｢琉球国惣絵図｣ が作成された当時の当該地域をめ
ぐる認識が反映されたものであろうか｡
また､ 海側の道路は謝名具志川村でさらに西側の海岸線を通る道路 (＝ ｢クンジャ
ンアブシ｣) に分かれている｡ 伊佐村に並行するあたりからは砂浜の上を通過してい
るように描かれている｡ ｢クンジャン｣ とは国頭のことであり､ ｢アブシ｣ は畦道であ
る (注７)｡
海岸線には､ 南から ｢いれ浜｣ ｢あさま浜｣ ｢ひ川浜｣ ｢うすのはれ｣ ｢なす浜｣ ｢い

さ浜｣ ｢いちや川瀬｣ の７つの海岸地名が記されている｡ ｢いちや川瀬｣ は岩礁である
が､ これは文字だけでなく岩礁そのものも海中に描かれている｡ また､ 浦添間切との
境界線には海上に直線が伸び､ ｢海方切戌下小間当｣ と記されている｡ 安里進氏によ
れば､ これは海上の間切境界線である ｢海方切｣ が ｢戌｣ の方角から ｢下小間｣ (＝
７.５度) だけ子の方角に振った方向にあることを意味するとのことである (注８)｡
北谷間切との境界線には同様に ｢海方切戌上小間当｣ と記されている｡ 北谷間切との
｢海方切｣ は ｢戌｣ の方角から ｢上小間｣ (＝７.５度) だけ午の方角に振った方向に
あることになる｡
なお､ ｢琉球国惣絵図｣ が作成されてから約100年後の資料ではあるが､ 1880年に作
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1880年段階の戸数と人口
村 名 戸 数 人 口 (男・女)
安仁屋村 50 212 (114・ 98)
伊 佐 村 52 234 (116・118)
大 山 村 218 1,010 (475・535)
喜友名村 167 734 (360・374)
真志喜村 91 462 (226・236)
神 山 村 100 441 (223・218)
大謝名村 90 465 (221・244)
宜野湾村 257 1,082 (513・569)
宇地泊村 75 417 (200・217)
我如古村 174 809 (416・393)
嘉 数 村 255 835 (508・327)
野 嵩 村 184 818 (426・392)
普天間村 99 443 (210・233)
新 城 村 87 367 (183・184)
合 計 1,899 8,329 (4,091・4,238)

成された ｢沖縄県統計概表｣ (『沖縄県史』 第20巻資料編10) の ｢間切村 (戸数及人口)｣
に見える宜野湾間切の各村の戸数と人口をあげておく｡ このなかには都市部である町
方からそれぞれの村に移住した寄留士族も含まれているものと思われる (注９)｡

(３) 黒砂糖を割り当てられた宜野湾間切
１) 割り振られた特産物
近世期､ 首里王府は黒砂糖・ウコン・紬・上布などの ｢特産物｣ を琉球社会に間切

単位で割り当てた｡ それぞれの間切は割り振られた ｢特産物｣ を生産・製造した｡ 沖
縄島の黒砂糖とウコン､ 久米島の紬や棉子､ 宮古島や八重山島の上布などである｡
ところで､ 首里王府が民衆から徴収した年貢には物納と労働力を徴発する労役 (＝

夫役) があった｡ ｢特産物｣ のなかでも､ 久米島の紬や宮古島と八重山島の上布はい
わゆる ｢貢布｣ であった｡ 琉球侵攻直後の1610年に薩摩側が実施した検地によって琉
球社会にも近世日本の基本原理である石高制が導入された｡ それぞれの地域に課せら
れた年貢は米の単位である石高で表示されていたが､ ｢貢布｣ とは紬や上布を課せら
れた年貢高に相当する分量に換算したものである｡
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これに対して､ 沖縄島の ｢特産物｣ である黒砂糖とウコンは ｢貢糖｣ ｢貢ウコン｣
の時期もあったものの､ 首里王府が民衆を徴用 (＝夫遣) することによって生産・製
造されていたことが指摘されている (注10)｡ 黒砂糖やウコンは近世期における琉球
の国産品ではあったものの､ それはあくまで首里城が管理栽培した商品作物であり､
薩摩藩を通じて日本市場に売却され消費された｡ 黒砂糖やウコンは首里王府が夫遣に
よって民衆に生産・製造させていた商品作物であったのである｡ 生産・製造量が定額
を超えた場合 (黒砂糖の場合は ｢焼過｣) には､ 定額を超えた分量のみに限定された
利益が民衆に還元されることもあったものの､ 民衆は労働に見合った利益を手にする
ことはできない構造となっていた｡ 民衆にとって黒砂糖やウコンを製品化するまでの
労働は明らかに利益に直結しない負担であったのである｡
沖縄島にはふたつの ｢特産物｣ が存在したが､ 中南部に位置する間切に割り振られ
たのは黒砂糖であった｡ したがって､ 宜野湾間切を構成した14の村の民衆は､ 物納す
る米などの年貢のほかにも､ 夫役によって商品作物である黒砂糖を製造することが課
せられていたのである｡
それでは宜野湾間切にはどれだけの年貢や黒砂糖が課せられていたのだろうか｡ 18
世紀中頃に成立したと思われる 『事々抜書』 (沖縄県立図書館東恩納寛惇文庫蔵) の
｢戸数人員諸上納物杣山牛馬取立并仕分之事｣ のなかから宜野湾間切の部分を抜き出
してみたい｡

宜野湾間切
一､ 戸数四百軒
一､ 人口千六百九十六人〈男八百四十四人､ 女八百五十二人〉

(三百九石八斗二升七合七勺三才)
一､ 高三千二百九十五石七斗一升六勺五才

(七石六斗五升八合二勺)
納米六百七十石九斗九合三勺三才

(一斗七升二勺四才)
納雑石三百六十四石六升二合八勺六才

(七斗三升三勺九才)
諸出米百四十五石八斗六勺四才

一､ 砂糖二十万六千四十二斤
内
出物引替并御蔵納
十七万五千八百四十八斤三合三勺
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差付
三万斤
外
焼過
八万二千四百十六斤八合

一､ 牛馬八百五十七疋

宜野湾間切には合計400軒の住居があり､ 総人口は男844人､ 女852人の合計1696人
であった｡ このなかの ｢正頭｣ と称される15才から50才まで課税対象者である男女に
物納と夫役からなる年貢が課せられていたのである (注11)｡
宜野湾間切の生産予想高は3295石７斗1升６勺５才であり､ 物納では米が670石９斗

９合３勺３才､ ｢雑石｣ (＝雑穀) は364石６升２合８勺６才､ ｢諸出米｣ が145石８斗
６勺４才であった｡ これがさらに間切から14の村に割り振られていたのである｡ 括弧
のなかの数字は19世紀後半に訂正されたものであると思われる｡
さらには､ 宜野湾間切の14の村の民衆が夫役によって負担した黒砂糖は20万6420斤

であった｡ 当史料が作成されたと思われる18世紀中頃の段階では､ 定額の約20万斤と
は別に ｢焼過｣ 分が８万2416斤８合存在したようである｡ もちろんこの数量は原料で
あるサトウキビの年ごとの生産高の増減などによって変化することになる｡
『事々抜書』 によれば､ 沖縄島全体の民衆が負担していた黒砂糖は全体で356万1932

斤３合３才であり､ そのうちの約20万斤が宜野湾間切で製造されていたのである｡ こ
の数量は中頭方11間切のなかでは読谷山間切の27万424斤９合２勺５才に次ぐもので
あり､ 黒砂糖の製造量が多い間切であったといえる｡ ちなみに20万斤を超えるのは読
谷山間切と宜野湾間切の２つのみであるのに対し､ 10万斤を割り込む間切は４つ存在
する｡ 最少は勝連間切の４万6055斤３合１勺３才である｡ 宜野湾間切の約５分の１に
当たることになるが､ 勝連間切の人口は880人であり､ 宜野湾間切の半分ということ
になる｡

２) 村の空間と耕地
18世紀前半に首里王府によって王府の用材の供給地である杣山 (注12) が確定され

てからあとの村の空間は基本的に以下のようになった｡ 一番内側には集落と耕地から
なる百姓地が存在する｡ 集落のなかには民衆の住まいはもちろん村屋なども置かれて
いた｡ 百姓地の外側にあるのが村山野である｡ 民衆の食糧である唐芋を生産する畠が
あったり､ 燃料である薪木を集める場であった｡ そして村の一番外側には首里王府が
使用する木材を供給する杣山が確保されるようになったのである｡ しかしながら､
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｢琉球国惣絵図｣ を見てみると､ 沖縄島中部でも南部に位置する宜野湾間切の場合は､
東南部分で西原間切棚原村の杣山である ｢棚原山 (カナイタ山)｣ と境を接している
ものの､ 宜野湾間切を構成するそれぞれの村には杣山は存在しなかったことがわか
る｡
百姓地の耕地は大きくは次のように区分される｡ ア) 地割りされた耕地 (注13)､

イ) おゑか地､ ウ) 地頭地､ エ) 仕明地である｡
ア) は家族単位に配分され､ ここで首里王府への年貢である米や粟・大豆などの穀
物､ 黒砂糖の原料であるサトウキビやウコンなどの商品作物が栽培された｡ 商品作物
が栽培される土地については固定され､ その年ごとに土地が変更されるというような
ことはなかったようである (注14)｡ イ) は地域社会の支配層である地方役人 (注15)
の役地であり､ ノロ地もここに含まれる｡ この耕地の耕作はその村の民衆の夫役となっ
ていた｡
宜野湾市教育委員会による旧大山村をめぐる聞き取り調査の資料 (注16) によれば､
宜野湾間切の地頭代である知念親雲上の役地は ｢知念地 (チニンジー)｣ と称され各
所に存在したようである｡ 真志喜との境界線にあたる ｢メージョバル｣ の県道から上
の部分などに合計2000坪ほどあったという｡ 夫地頭の１人である佐喜真親雲上の役地
は ｢佐喜真地 (サキマジー)｣ と称されやはり各地に存在したようである｡ ｢石川のブ
ロック工場｣ の敷地などを含め､ １ヶ所で300坪ほどのところもあったという｡
ウ) は宜野湾間切やそれを構成する村をあてがわれた両惣地頭と脇地頭 (注17) の
役地である｡ この耕地の耕作も地頭地が存在する村の民衆の夫役となっていた｡ 両惣
地頭の地頭地は間切によって差異があるものの､ 必ずしもすべての村に存在するわけ
ではなかったようである｡
エ) は ｢竿外れ｣ の土地に開墾された耕地であり､ 売買が可能な私有地であった｡
大山の地名には仕明地を意味する ｢シェーキ｣､ 崩れた仕明地を指す ｢クーリゼーキ｣
がある｡ 後者は真境名原に位置し､ 現在の県営大山高層住宅の近くである｡ 真志喜の
地名にも仕明地を指す ｢ミージェーキ｣ ｢ナカジェーキ｣ ｢ニシジェーキ｣ がある｡ い
ずれも ｢ンチャチヤー｣ から土を切り出して耕地を造成したようである｡ ｢ナカジェー
キ｣ は現在の県立宜野湾高校一帯である (注18)｡ また､ 前出の宜野湾市教育委員会
による旧大山村をめぐる聞き取り調査の資料によると､ 大山の下の田圃でも ｢ナカミ
チグヮー｣ から下の海岸縁が仕明地であり､ 上の方が百姓地 (ここではア) に相当)
であったとされる｡

(４) 宜野湾馬場での ｢初馬揃え｣
近世期において､ 例年､ 泊の潟原で飾り馬と競馬である ｢初馬揃え｣ や ｢御用馬見
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立て｣ が催されていた｡ その様子は､ たとえば19世紀前半に製作された ｢琉球貿易図
屏風｣ (滋賀大学経済学部付属史料館蔵) にも描かれている｡ そこでは､ 潟原に並ん
だ5頭の馬を見物する多くの人々が見える｡ ｢道光七年 唐物方日記｣ (法政大学沖縄
文化研究所蔵) では､ 道光７年 (1827年) 正月21日に薩摩藩から派遣された唐物方の
役人も見物に訪れていたことが知られる｡
ところが､ 1840年代から1850年代には琉球に来航する異国船 (＝西洋船) が急増し､
那覇四町の若狭町村にある護国寺や真和志間切天久村の聖現寺などにはイギリスやフ
ランスの宣教師が滞在するようになった｡ 泊の潟原は異国人が滞在している場所から
近いため､ 催しそのものを中止としたり､ 異国人の目を避けるため会場を変更するな
どの措置が取られた｡ ｢琉球国惣絵図｣ にも描かれていた宜野湾馬場は変更された会
場のひとつであった｡ 首里王府がアメリカ・フランス・オランダと条約を締結した18
50年代の後半には3年連続して ｢初馬揃え｣ が宜野湾馬場で開催されている｡
｢年中各月日記 (咸豊七年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第14巻) の正月の目録の末尾

には､ ｢初馬揃え｣ は今回は会場が宜野湾馬場となったので関係する機関に通達した
とある｡ ｢初馬揃え｣ が宜野湾馬場で開催されたことをはじめて確認できるのは咸豊
７年 (1857年) である｡
｢日記総目録 (咸豊元年～十一年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第15巻) の咸豊８年

(1858年) 正月の後半では､ 識名馬場や平良馬場あたりは那覇に ｢逗留｣ しているフ
ランスの宣教師 (注19) が通行する可能性があるので､ ｢初馬揃え｣ は宜野湾馬場で
開催する決定があったことを関係機関に通達したとある｡ 前年に宜野湾馬場で開催さ
れたのも同様の理由によるものであろう｡ 理由は不明であるが､ 同目録の同年２月の
後半でも､ ｢初馬揃え｣ は今回は宜野湾馬場で開催する決定があったことを関係機関
に通達したとある｡ あるいは延期されていたのであろうか｡
ちなみに､ 同目録の咸豊３年 (1853年) 正月の後半の部分によると､ ｢初馬揃え｣

の会場が平良馬場となっている｡ 識名馬場が会場となった年は不明であるが､ 宜野湾
馬場ではじめて ｢初馬揃え｣ が開催される４年前に平良馬場が会場となっていたので
ある｡ 咸豊３年はアメリカのペリー艦隊がはじめて琉球に来航した年である｡
さらには､ 同目録の咸豊９年 (1859年) 正月の後半では､ やはりフランス人が逗留

しているので､ ｢初馬揃え｣ は宜野湾馬場で開催する決定があったことを関係機関に
通達したとある｡ また､ ｢附｣ からは､ 結局当日は雨天であったため延期されたこと
がわかる｡
このように1850年代後半には､ 逗留するフランス人の目を避けるという理由で､ 泊

の潟原はもちろん､ 平良馬場や識名馬場からさらには宜野湾馬場に会場を移して ｢初
馬揃え｣ が開催されていたのである｡ 琉球をとりまく国際環境の変化によって ｢初馬
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揃え｣ の会場が変更されたわけであるが､ 宜野湾間切が受けた異国船来航の影響はこ
れだけだったのだろうか｡ ほかに影響はなかったのだろうか｡ また､ フランス人の目
を避けるために会場が変更されたわけであるが､ フランス人が宜野湾間切を訪れるよ
うなことはなかったのだろうか｡
なお､ ｢初馬揃え｣ が開催されるにあたり､ これを運営する首里王府の役人が宜野

湾村に移動するとともに､ 首里や那覇から多くの見物人が訪れたものと思われる｡ 宜
野湾村や宜野湾間切のほかの村々の民衆も ｢初馬揃え｣ を楽しむことはできたのだろ
うか｡

!"#$%&'()*+,-.

(１) 地域社会の疲弊と民衆の抵抗
18世紀後半以降の琉球社会では､ 商品作物の生産や製造が年貢米や雑穀の生産を圧
迫し､ 年貢を期限内に完納することができなかったり､ 年貢を納めることができない
｢村倒れ｣ とされる状態の寸前まで疲弊した村が立ち現れるようになる｡ それに加え
て1840年代後半から1850年代には､ 尚泰の即位やそれに連続する徳川政権への謝恩使
の派遣 (＝江戸上り)､ さらには冊封のため ｢特産物｣ などが臨時徴収されることに
なる｡ また､ この時期には相次いで来航する異国船へ提供する食糧なども民衆から臨
時徴収された｡
つまり､ 通常時の年貢 (物納と労役) に加えて２つの臨時徴収が重なる事態となり､
地域社会の疲弊は急速に加速度を増すことになる｡ 民衆はこの状況とどのように向き
合ったのだろうか｡ 1850年代の史料に見える宜野湾の地域社会の様相を見てみたい｡
そのなかには､ 民衆の抵抗のかたちを見て取ることができるものもある｡

１) 大謝名村・安仁屋村・普天間村の疲弊
｢年中各月日記 (帳当座､ 咸豊六年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第12巻) には､ 卯

(咸豊5､ 1855年) 12月付けで宜野湾間切の地方役人である西掟の玉那覇にや・南風掟
の城間にや・大掟の宮城にや・首里大屋子の又吉筑登之・惣耕作当の宇地泊親雲上と
桃原親雲上・地頭代の知念親雲上の7名が作成し､ 同月付けで検者の山里筑登之親雲
上､ 仮惣地頭の与世川里之子親雲上と聞得大君御殿大親の池原親雲上が次書きした
｢口上覚｣ (256－１・２・３号文書) が収録されている｡
ここでは1850年代の宜野湾間切のなかでも､ 大謝名村・安仁屋村・普天間村が疲弊
していたことを知ることができる｡ まず､ 首里王府から宜野湾間切に対して､ 田であっ
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た耕地を畠に変更した ｢田倒畠｣ を ｢当年｣ (＝1855年) から毎年2800坪ずつ掘り起
こして田に回復するようにとの通達があった｡ これを受けて宜野湾間切側ではそれぞ
れの村の状態を勘案して面積を割り当てたところ､ 大謝名村は454坪､ 安仁屋村は66
坪､ 普天間村は191坪ずつとなった｡ 安仁屋村への割り当てが少ないことが目に付く｡
３ヶ村はなんとか ｢当年｣ 分のノルマはクリアできたものの､ ここ数年来大謝名村と
安仁屋村は疲弊して人口が減少し､ ｢御授之地方｣ (＝地割りされた耕地) も民衆に割
り当てられていない状態であった｡ 宜野湾間切側は首里王府の許可を得て､ ２つの村
の耕地を臨時的に周辺の村に配分したり､ 民衆の ｢口畠｣ にしたり､ ほかの村の民衆
や ｢住居人｣ (＝寄留士族) に耕作させ､ その小作料を年貢や上納物に振り当ててい
た｡ 一方､ 安仁屋村に近接する普天間村も近年は疲弊して上納物を納入できない状態
となり､ 同様の方法で諸上納物を納めていた｡
宜野湾間切の地方役人たちは､ これから首里王府の通達の通りに ｢掘田｣ (＝田へ

の回復) すると小作料による上納物の納入計画に誤差が生じるとともに､ 民衆への負
担が一層増加するのではないかと懸念している｡ その上で､ 宜野湾間切の村々のうち
3ヶ村に限って ｢来年｣ (＝1856年) から向こう10年間は掘り起こし作業の停止を認め
てほしいと請願している｡ この請願を検者や両惣地頭などは次書きをすることによっ
て保証している｡
これに対して､ 首里王府からこの件について諮問されたと思われる田地奉行の読谷

山里之子親雲上は宜野湾間切側の申請を辰 (咸豊６年､ 1856年) ７月付けで支持して
いる｡ ３ヶ村では身売りや ｢志ち入地｣ (＝質入れ地) が多いことを指摘している｡
これを受けた奥武親雲上と与那原親方は首里王府の最終決定を辰８月付けで回答して
いる｡ それは､ 本来であれば却下するところ､ ３ヶ村の状態を鑑みて10年間の申請を
５年間に限って認めるというものであった｡
割り当てられた面積は不明であるが､ 残りの11の村々にも通常の年貢 (物納と労役)､
商品作物である黒砂糖の製造､ 前述した２つの臨時徴収に加えて ｢田倒畠｣ の田への
回復という作業がさらに追加されたのである｡ この作業は労役の臨時徴収という形態
を取っていたものと思われる｡ 疲弊していた３ヶ村の民衆にとっては一層の負担であっ
たのだろう｡ はたして､ 掘り起こし作業は暫定的に停止されたものの､ これと前後し
て安仁屋村ではある事件が発生している｡

２) 安仁屋村民衆の久米島への ｢逃走｣
同日記には､ 辰 (咸豊６年､ 1856年) ８月付けで宜野湾間切の地方役人である西掟

の玉那覇にや・南風掟の城間にや・大掟の宮城にや・首里大屋子の又吉筑登之・地頭
代の知念親雲上の5名が作成し､ 同月付けで検者の佐久川筑登之親雲上が次書きした

宜野湾市議会史 活動編

!"#



｢口上覚｣ (316－１・２号文書) が収録されている｡ そこからは安仁屋村の民衆が久
米島に ｢逃走｣ し､ いまだに帰還していないことが知られる｡
安仁屋村の男女16人が ｢逃走｣ したのは､ ｢去々年寅｣ (＝咸豊４年､ 1854年) 閏７
月８日の夜であった｡ この事態に対して､ 宜野湾間切側からは首里王府を通じて早々
に帰島するよう通達してほしい旨を以前に申請していた｡ ところが､ いまだに帰還し
ないため､ 今回2回目の要請をしたものである｡ １回目の申請をする段階で久米島に
｢逃走｣ したという情報を宜野湾間切側で押さえていたようである｡ 安仁屋村は以前
から疲弊しており､ 当時の人口は19世帯60人余まで減少していた｡ 人口は以前から段
階的に減少していたのであろう｡ 年貢の上納が滞るとともに ｢内負荷｣ (＝負債) が
増大し､ このままでは ｢村倒｣ に至る危険があるため､ 首里王府を通じて至急帰島す
るよう通達してほしい旨を申請している｡ ここで挙げられている人数はいわゆる地人
に限ったもので､ 寄留士族は含まれないものと思われる｡
検者の佐久川筑登之親雲上による次書きでも､ これ以上の人口減少は ｢御授之地方｣
(＝地割りされた耕地) の耕作に支障が生じると述べている｡ 約60人の人口から16人
が ｢逃走｣ したのか､ 約80人から16人が ｢逃走｣ して60人余となったのかは定かでな
いが､ 村に割り振られた年貢や負債は､ 村に残された人々がすべて負担することにな
る｡ そのうえで ｢逃走｣ することは､ 豊見山和行氏が述べるように母村との関係を一
切断ち切ってのものであることを意味しよう (注20)｡ 前述したように､ 安仁屋村で
は ｢田倒畠｣ の田への回復作業が暫定的に停止される措置が取られた｡ その背景には
直前に発生した ｢逃走｣ 事件によって人口が減少し､ もはや村に残された人々だけで
は新たな負担に応えられないという抜き差しならない状況が存在したのである｡
ほかにも､ なぜ16人は首里や那覇などの町方でなく久米島に ｢逃走｣ したのかとい
う疑問が残る｡ 安仁屋村を ｢逃走｣ した当初から目的地が久米島であったとすれば､
久米島における受け皿の存在や ｢逃走｣ を手引きした仲介者の存在などが見え隠れす
る｡
なお､ ｢沖縄県統計概表｣ (『沖縄県史』 第20巻資料編10) によれば､ 1880年の時点

で安仁屋村は戸数50､ 人口は212人であった｡ 25年のあいだに人口は３倍以上となり
約160人ほどの差異が見られるが､ 212人のなかには寄留士族も含まれると思われ､ 必
ずしも人口が急増したわけではないと考える｡

(２) 宜野湾間切に派遣された検者
18世紀前半､ 首里王府は間切役人を指導監督するため沖縄島や周辺島嶼部の各間切
に検者を派遣する｡ 18世紀中頃以降､ 地域社会の構造的な疲弊が進行すると､ 検者と
ともに間切再建のための臨時職である下知役が各間切に併置されるようになる (注21)｡
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ところで､ これまで見てきた史料のなかには､ 検者が次書きをしているものがいく
つか存在した｡ ここでは､ 家譜資料に見える宜野湾間切に派遣された検者の経歴とと
もに､ 検者が宜野湾間切の文書行政にどのように関与していたのかを紹介してみたい｡
関連史料のなかには､ 宜野湾の地域社会の様相をうかがうことができるものも存在す
る｡ 現在のところ1840年代から1860年代にかけて６名の検者を確認することができ
る｡

１) 1840年代に派遣された検者
1840年代初期に１名を確認することができる｡ ｢栢姓家譜 (国吉家)｣ (『那覇市史』

資料篇第１巻８家譜資料四) 十世良房の項目によると､ 道光19年 (1839年) 12月５日
に宜野湾間切検者となり､ 在職期間は比較的短く10ヶ月であった｡ 翌年９月12日には
大和横目となり､ 38ヶ月にわたって勤務している｡ 宜野湾間切検者に任命される前年
には御船手筆者に任命されている｡ また､ 道光10年 (1830年) と道光16年 (1836年)
にはそれぞれ進貢副使の秘書役である大夫儀者を務め､ 進貢副使に随行して北京に上
京している｡ 宜野湾間切での具体的な活動については不明である｡

２) 1850年代に派遣された検者
一方､ 関係史料が比較的多く伝存する1850年代には3名の検者を確認することがで

きる｡ 宜野湾馬場で ｢初馬揃え｣ が開催されていた時期であるとともに､ 後述するよ
うに､ 我如古村において硫黄が精製されていた時期に宜野湾間切に派遣された検者と
いうことになる｡
｢容姓家譜 (山田家)｣ (『那覇市史』 資料篇第１巻８家譜資料四) 十一世義武の項に

よると､ 咸豊２年 (1852年) 12月朔日に宜野湾間切検者となり､ 37ヶ月にわたって在
職している｡ このあと､ 大宜味間切検者 (咸豊５年､ 咸豊11年再任)､ 具志頭間切検
者 (咸豊８年) を経て､ 同治４年 (1865年) ２月13日には八重山島在番筆者となって
いる｡ 1850年代に各間切の検者を歴任していたことがわかる｡
前項で取り上げた ｢年中各月日記 (帳当座､ 咸豊六年)｣ (『琉球王国評定所文書』

第12巻) 256－１・２号文書では､ 検者である山里筑登之親雲上が卯12月付けで次書
きをしていた｡ これに対して､ ｢年中各月日記 (咸豊六年)｣ (『琉球王国評定所文書』
第11巻) ２月21日条には､ 宜野湾間切の地方役人である小横目の呉屋筑登之・南風掟
の城間にや・首里大屋子の又吉筑登之・地頭代の知念親雲上が２月21日付けで作成し
た文書が収録されている (65－１・２号文書)｡ これは真志喜村 ｢帳内｣の大川原 (注
22) への落雷によって２名の死者が出た旨の報告であるが､ ここでは検者である佐久
川筑登之親雲上が次書きしている｡ 咸豊６年 (1856年) ２月の段階では検者が山里筑
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登之親雲上から佐久川筑登之親雲上に交代していることがわかる｡
佐久川筑登之親雲上の次書きは ｢年中各月日記 (帳当座､ 咸豊六年)｣ 316－１・２
号文書 (８月付け) や348－１号文書 (９月付け) にも見いだすことができる｡ 後者
は沖縄島の26間切の地頭代が連名で作成し､ それぞれの間切に派遣されていた検者も
しくは下知役が次書きをしている｡ 1856年９月の時点で派遣されていた26名の検者と
下知役を知ることができるが､ 佐久川筑登之親雲上は検者の筆頭に見える (注23)｡
ほかにも年代は不明であるものの､ 『那覇市史』 資料篇第１巻10に ｢位階昇進願他

諸上申書等例寄｣ として収録された ｢琉球資料｣ 巻129の文書群のなかには､ 両惣地
頭が宜野湾間切検者の玉城筑登之親雲上の ｢詰越｣ (＝任期更新) を首里王府に申請
した ｢覚｣ が含まれている｡ 本文末尾近くの記述によって､ 各村の頭や ｢さはくり中｣
(＝間切役人) が別紙で ｢詰越｣ を両惣地頭に請願してきたことを受けて作成された
ものであることがわかる (注24)｡
このなかで､ 以前から疲弊していた大謝名村の状態が改善しているとある｡ また､
玉城筑登之親雲上が宜野湾間切検者に任命されたのは ｢未年｣ とある｡ 当史料は 『宜
野湾市史』 第４巻資料編3にも収録されているが､ 『球陽』 巻22尚泰王12年 (1859年)
条 (読み下し編2067) に指揮司 (＝検者) を設置する記述があることから ｢未年｣ を
1859年に比定している｡

３) 1860年代に派遣された検者
1860年代の検者に関連する史料としては､ 『宜野湾市史』 第４巻資料編３第３章

｢家譜史料に見る宜野湾｣ に収録された ｢向氏仲里家家譜｣ (一世野国王子朝直) の六
世朝置 (向廷建) の項から抜粋された ｢褒書｣ (＝褒美状) がある｡ 兼島里之子親雲
上朝置は1860年代から70年代にかけて､ 宜野湾間切のほかにも本部間切検者､ 喜屋武
間切検者､ 羽地間切検者を歴任していたようである｡ 宜野湾間切の検者に任命された
のは同治６年 (1867年) 12月朔日であった｡ 尚泰が冊封された翌年に当たる｡
｢褒書｣ は未 (同治10年､ 1871年) ６月付けで発給されている｡ それによると､ 宜

野湾村が ｢多年｣ 疲弊していたこととともに､ 大謝名村は村の借銭６万3700貫文の利
息分として７石７升５合５勺の収穫のある田畠を､ 我如古村も村の借銭の利息分とし
て９石４斗３升１合８勺８才の収穫のある田畠を借主に抵当として差し出していたこ
とが知られる｡ 差し出した土地の分の上納物を納入することが困難となったとあるこ
とから､ 『宜野湾市史』 の [訳および解釈] にもあるように､ この土地は百姓地の耕
地と考えられる｡ 百姓地が借銭 (の利息分) のカタとして差し押さえられていたので
ある｡ 借銭の額は不明であるが､ 差し出した田畠の収穫高からすると､ 我如古村の負
債の方が大謝名村よりも多かったようである｡ 兼島里之子親雲上はこれらの土地を請
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け出すことに尽力している｡
前述したように､ 1855年段階では大謝名村・安仁屋村・普天間村が疲弊していた｡

ここでは安仁屋村と普天間村が見えないのに対して新たに宜野湾村と我如古村が見え
る｡ 大謝名村の疲弊は1850年代から連続するものだったのであろうか｡ また､ この段
階で我如古村が多額の負債を抱えていたのは後述する硫黄の精製と関係するのだろう
か｡ ２つの村に多額の銭を貸していた者の存在も気になるところである｡ 大謝名村や
我如古村はどこの誰から多額の借銭をしていたのだろうか (注25)｡

!"#$%&'()*+,-.

(１) 国産の朝貢品
琉球の王権・国家は三山時代と区分されている14世紀後半の小国家の段階から中国

と通交関係を結んでいた｡ 首里王府は明清両朝 (明朝と清朝) に進貢使などの朝貢使
節を福州を経由して派遣した｡ 南京や北京に派遣された朝貢使節は､ 中国皇帝などに
宛てられた琉球国王の外交文書 (注26) を提出するとともに朝貢品を貢納した｡ 琉球
の朝貢品のなかでも､ 明清時代を通じた唯一の琉球国産の朝貢品が硫黄であった (注
27)｡
『歴代宝案』 によれば､ 明朝へは17世紀前半まで生硫黄2000斤から２万斤を貢納し

ていたが､ 崇禎11年 (1638年) 以降はそれまでの生硫黄から不純物を取り除いて餅状
に加工した ｢煎熟硫黄｣ １万2600斤を貢納している｡ ｢煎熟硫黄｣ １万2600斤は生硫
黄２万斤に相当するようである (注28)｡ 清朝には17世紀後半の康煕５年 (1666年)
以降､ 中国側が設定した ｢貢期｣ (＝朝貢の時期) に遵って基本的に２年に１回､ 合
計99回の進貢使を派遣した (注29)｡ 明治政府によって朝貢が停止される明治８年 (1
875年) 年までのあいだに合計約120万斤の ｢煎熟硫黄｣ を貢納していることになる｡
また､ 琉球の王権・国家は15・16世紀に東南アジア大陸部や島嶼部の国家にも貿易

船を派遣したが､ 貿易を円滑に成功させるための進物や礼物に硫黄が含まれる場合が
あった｡ 琉球が通交関係を成立させていた東南アジア大陸部の国家はシャム､ マラッ
カ､ パタニ､ 安南の４ヶ国､ 東南アジア島嶼部ではパレンバン､ ジャワ､ スマトラ､
スンダの４ヶ国である｡ このうち通交回数がもっとも多いのはシャムであった｡ 進物
や礼物として硫黄を確認できるのは､ シャムと安南の２ヶ国のみである｡ 『歴代宝案』
訳注本第１冊１－40－01号文書などによればシャムへの礼物としての硫黄は2500斤で
あることが定例であったようである (注30)｡
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(２) 硫黄鳥島の年貢
琉球社会で硫黄が産出するのは､ 徳之島の西方約63㎞の海上に位置する硫黄鳥島

(以下鳥島とする) のみである｡ 鳥島には ｢正保国絵図｣ が作成された17世紀前半の
段階で住民が存在したことが知られる｡ 近世期､ 首里王府が鳥島の民衆に年貢として
割り当てた特産物が硫黄であったのである (注31)｡ 硫黄は鳥島に割り当てられた年
貢であり､ なおかつ琉球国王が中国皇帝へ貢納する朝貢品でもあったのである｡ 鳥島
は朝貢品の供給地であり､ 琉球国王による中国への朝貢を支えていた島ともいえる｡
『事々抜書』 (沖縄県立図書館東恩納寛惇文庫蔵) の ｢戸数人員諸上納物杣山牛馬取
立并仕分之事｣ を見ると､ 鳥島が負担する硫黄の量は１万5000斤とある｡ ｢鳥島公事
帳｣ (『近世地方経済史料』 第10巻) では ｢生硫黄｣ １万斤､ ｢職制秘覧｣ (法政大学沖
縄文化研究所蔵) では１万5000斤､ ｢御当国御高並諸上納里積記｣ (『那覇市史資料篇』
第１巻２) では２万斤とある｡ 首里王府が鳥島に割り当てた硫黄は１万5000斤もしく
は２万斤であったようである (注32)｡ それでは硫黄を割り当てられた鳥島の人口は
どのくらいだったのだろうか｡ 最後の朝貢使節が清朝に派遣されたのは1874年である
が､ 1873年に成立した ｢琉球藩雑記｣ 一の ｢琉球藩戸籍総計｣ (『沖縄県史』 第14巻資
料編４) によると､ 鳥島の人口は男120人､ 女119人の合計239名であり､ 戸数は24軒
であった (注33)｡
鳥島で採掘された硫黄は沖縄島の泊湊に搬送され､ 荷揚げされて精製される｡ 搬送
時期に関連する史料が ｢稽古案文集｣ (沖縄県公文書館岸秋正文庫蔵) に収録されて
いる (注34)｡ 硫黄を搬送する ｢鳥島船｣ (那覇や泊の船舶) は､ 通常であれば３・４
月に ｢渡海｣ し､ ５・６月には帰島すると記されている｡ 鳥島船が泊湊に停泊してい
た期間は２・３ヶ月であったことになる｡ これに対して､ ｢年中各月日記 (帳当座､
咸豊六年)｣ (『評定所文書』 第12巻) 215－１号文書によれば､ ｢年貢硫黄積船｣ は毎
年５・６月に帰帆し､ ９・10月に ｢上着｣ するのが ｢御模｣ (＝王府による規定) で
あると見える｡ 1850年代においては､ ９・10月に到着し､ 越年して５・６月に帰島す
る規定が存在したようである｡ 硫黄を搬送する時期には時期差が存在したようである｡
あるいは､ 北京に上京する進貢使が進貢船で派遣される年とそうでない年との差異で
あろうか｡
また､ 硫黄は琉球国王から中国皇帝への朝貢品であるばかりでなく､ その一部は19
世紀中頃においては琉球社会で消費されていた｡ たとえば､ ｢渡地村関係史料｣ (沖縄
県公文書館岸秋正文庫蔵) のなかには､ 薩摩で疱瘡 (＝天然痘) が流行した際の琉球
側の対応として､ 那覇湊に到着した大和船の ｢下荷物｣ (＝日本商品) に硫黄を当て
疱瘡の ｢風気｣ が伝染することを防ぐというものがある｡ また､ 仲島の石嶺筑登之者
なる者の男子が疱瘡に感染した場合の対応では､ 感染者の家やその周辺区域に硫黄を
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｢焚く｣ ようにという指示が出されている (注35)｡ 硫黄を ｢焚いた｣ 煙には疱瘡の
伝染を抑止する効力があると考えられていたのであろう｡ さらには､ 硫黄が消費され
ていたのは那覇湊の周辺だけではなかった｡ ｢廻文 (咸豊五～六年)｣ (『琉球王国評定
所文書』 第17巻) では､ 飼育している豚が ｢風邪｣ に感染した場合は､ 町方のみなら
ず諸間切においても硫黄を ｢焚く｣ ようにという辰 (咸豊６年､ 1856年) 12月２日付
けの指示を見いだすことができる (97号文書)｡ 宜野湾でも硫黄は使用されていたの
であろうか｡
鳥島の年貢である硫黄は基本的には毎年泊湊へ搬送されたものと思われる｡ 朝貢品

の ｢煎熟硫黄｣ １万2600斤は生硫黄２万斤に相当し､ 鳥島に年貢として割り当てられ
た硫黄は１万5000斤から２万斤であった｡ 朝貢品の ｢煎熟硫黄｣ はだいたい年貢１年
分で精製できることがわかる｡ 進貢船が派遣されない年にも鳥島から年貢が搬送され
ていたとすれば､ その分をほぼまるごと備蓄できることになる｡ その一部は琉球社会
で防疫のために使用されていたのである｡ どのような経路で那覇四町や諸間切にわたっ
たのだろうか｡
ところで､ 19世紀中頃には生硫黄から ｢煎熟硫黄｣ への精製が宜野湾間切我如古村

で行われていたことがあった｡ 関連する史料をいくつか見てみよう｡

(３) 1850年における硫黄精製
我如古村における硫黄の精製に関連する史料のひとつとして､ ｢田里筑登之親雲上

渡唐準備日記｣ (沖縄県立博物館蔵) がある (注36)｡ 道光30年 (1850年) に派遣され
た北京大筆者の公務日記である｡ 我如古村での硫黄精製をめぐって中国に派遣される
渡唐役人側で残された記録ややりとりされた文書が収録されている｡ 同日記のなかの
関連史料は 『宜野湾市史』 第４巻資料編３でも紹介されている｡
同日記６月14日条には､ 同日付けで作成された硫黄焼方から北京へ上京する渡唐役

人である ｢北京役者｣ への連絡が収録されている｡ 硫黄焼方とは硫黄の精製を管理監
督する ｢臨時｣ 組織である｡ そこには ｢進貢御物｣ である硫黄については､ 宜野湾間
切我如古村で ｢焼調｣ (＝精製) するようにとの通達があったので ｢明日｣ (＝15日)
から開始する旨が記されている｡ 硫黄の精製は首里王府から硫黄焼方への通達があっ
てはじめて開始されたことがわかる｡ さらには､ ｢北京役者｣ へ前例通りに勤めるよ
うにと連絡している｡ この時点で ｢北京役者｣ を含む渡唐役人は合宿体制で那覇に滞
在していた｡
はたして､ 同日記６月15日条では､ 硫黄焼方からの連絡を受け､ 進貢正副使である

勢頭と大夫が北京宰領2名を連れて早朝に我如古村へ向かい､ 日暮れに那覇に帰着し
たことが記されている｡ 硫黄の精製が開始されると ｢北京役者｣ がその現場に出向く
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のが慣例となっていたのであろう｡
さらには､ 同日条の ｢附｣ の部分から以下のことが知られる｡ ア) 北京大通事が体
調不良によって欠席したこと､ イ) これまで硫黄を精製するのは泊村であったところ､
異国人 (＝西洋人) が護国寺 (若狭町村) に逗留していることを理由に我如古村に変
更されたこと､ 精製している期間には北京大通事・北京大筆者・北京宰領がローテー
ションで我如古村に出向くこと､ 硫黄が精製され次第､ ｢取懸｣ (サンプルか) として
時々砂糖座へ提出するのが先例となっていること､ ウ) 我如古村に出向いた勢頭・大
夫は硫黄焼方の役人や職能集団である ｢焼人｣ へ差し入れと思われる ｢馳走用持参物｣
を用意していたこと､ エ) ｢硫黄焼方定手形｣ によれば､ 精製される予定の硫黄は1万
3681斤であり､ 容器の桶に換算すると181丁であったことなどである｡
イ) によってなぜ我如古村で硫黄が精製されていたのかがわかる｡ 首里王府が硫黄
を精製する場を我如古村に決定した理由には､ この時期護国寺に滞在していたベッテ
ルハイムなどの異国人の目に触れぬ場所という側面があったようである｡ ｢初馬揃え｣
が宜野湾馬場で開催されるよりも前に宜野湾間切は異国船来航の影響を受けていたの
である｡ ウ) では実際に硫黄を精製していたのは ｢焼人｣ という職能集団であったこ
とがわかる｡ エ) からは琉球国王が発給した渡航証明書である符文や執照に明記され
ている ｢煎熟硫黄｣ の分量 (１万2600斤) よりも1081斤ほど多い１万3681斤が精製さ
れようとしていたことが知られる｡ また､ 精製した硫黄は桶に梱包されて搬送されて
いたことがわかるが､ この桶はどこでどのように製作されたのであろうか｡ 用材はど
のように調達されていたのであろうか｡ 我如古村の民衆は関わっていたのだろうか｡
同日記６月16日条には､ 硫黄焼方検者が同日付けで首里王府へ提出した文書が収録
されている｡ そこでは､ ｢製硫黄｣ (＝ ｢煎熟硫黄｣) が精製され次第､ ｢北京役者｣ に
すぐに受け取るよう連絡してほしい旨が記されている｡ すでにこの件は上部機関の指
示である ｢御差図｣ を得ているともある｡ 精製された硫黄は硫黄焼方や我如古村ある
いは宜野湾間切が那覇に滞在する渡唐使節側に納入するのではなく､ 渡唐使節側が我
如古村に受け取りに来ることになっていたことがわかる｡
精製された硫黄の受け取りは８月に３回に分けて行われた｡ 同日記８月５日条によ
れば､ 精製が開始された約２ヶ月後の８月５日に硫黄焼方から硫黄を渡す旨の連絡が
あり､ 北京大筆者は ｢北京役者｣ である北京宰領を連れて我如古村まで硫黄の受け取
りに向かっている｡ 前日の８月４日条に収録された我如古村に滞在する申口方の役人
からの通達によって､ １回目に受け取った分量は60丁であったことがわかる｡ 我如古
村における硫黄の ｢荷作り｣ は ｢両唐船｣ の佐事と水主によって行われている｡ 我如
古村から那覇への運搬も佐事と水主が担ったのだろうか｡ 那覇における硫黄の保管場
所は砂糖座であり､ 敷地のなかに保管場所が設けられていた｡ まず北京大通事と北京
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大筆者が封をした上で､ 勢頭と大夫が ｢御印｣ を捺して二重に封をしている｡
同日記８月21日条によると､ 硫黄焼方から連絡があり､ 北京宰領を連れ２回目の受

け取りに向かっている｡ 前回同様 ｢両唐船｣ の佐事と水主が動員されている｡ この時
は120丁を受け取っている｡ 砂糖座の保管場所に搬入する際には北京大筆者が封印を
して王舅と大夫が ｢御印｣ を捺してやはり二重に封をしている｡
さらに､ 翌日の８月22日条によれば､ ｢北京役者｣ は首里城正殿前の広場における

｢上表渡｣ の儀礼に参加するため受け取りに向かえず､ ３回目の受け取りは ｢両唐船｣
の佐事と水主のみで行われている｡ 那覇へ運搬するにあたっては硫黄方の検者と筆者
が砂糖座まで同行している｡ ｢上表渡｣ が終了すると､ ｢北京役者｣ や硫黄方役人のほ
かにも首里王府の泊地頭と申口方筆者が砂糖座に出向き､ すべての硫黄が納入された
ことを確認した上で保管場所に搬入している｡ なお､ 同日条には北京大筆者と北京大
通事が連名で作成した硫黄焼方宛ての ｢請取 (書)｣ の写しが収録されている｡ それ
によると､ ３回に分けて受け取った硫黄は合計１万3681斤で､ ｢雑樽｣ にして181丁で
あった｡ ６月15日条に見える分量と一致するが､ ここでは桶では容器が桶でなく樽と
ある｡ また､ 同日条によると､ 先例に則って渡唐使節側から我如古村の ｢硫黄焼所｣
へ ｢弁当壱組｣ を届けている｡ 硫黄の精製が完了した際の慣例であったと思われる｡
本来は北京大筆者が直接持参すべきところ､ 今回は ｢上表渡｣ に参加していたため
｢両唐船｣ の佐事と水主に届けさせたようである｡
翌８月23日には朝貢品である硫黄､ 銅､ 錫が ｢両唐船｣ に積み込まれている｡ 硫黄

が砂糖座に保管されていたのに対し､ 銅と錫の保管場所は仕上世座の敷地に設けられ
ていた｡ 大唐船には91丁､ 小唐船には90丁の硫黄が積み込まれた (同日記８月23日条)｡
我如古村で精製された181丁の硫黄はすべて ｢両唐船｣ に積載されたのである (注37)｡
『清代中琉関係档案選編』 道光朝258号文書によれば､ このときの進貢両号船は10月６
日に福州に到着している｡
ここで硫黄の精製と我如古村の関係を確認しておきたい｡ 1850年には朝貢品である

硫黄は首里王府の決定によって我如古村で精製されていたが､ ｢田里筑登之親雲上渡
唐準備日記｣ を見る限りではその工程に我如古村の民衆が直接的に関わることはなかっ
たようである｡ あくまでも首里王府機構下の ｢臨時｣ 組織である硫黄焼方や職能集団
である ｢焼人｣ によって担われたものであった｡ 全員でどのくらいの人数だったのだ
ろうか｡ また､ 精製された ｢煎熟硫黄｣ は北京大筆者などが我如古村まで受け取りに
出向き､ 那覇まで運搬したのは ｢両唐船｣ の佐事と水主であった｡ 受け取りをめぐる
文書も硫黄焼方や首里王府と渡唐使節とのあいだでやりとりされており､ 渡唐使節と
我如古村とのあいだで文書がやりとりされたことはない｡
それでは､ 我如古村や宜野湾間切のほかの村の民衆は硫黄の精製にまったく関与し
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ていなかったのだろうか｡ さらには､ いったいいつから我如古村で硫黄が精製される
ようになったのだろうか｡ ｢生硫黄｣ はどのような経路で鳥島から我如古村に搬送さ
れたのだろうか｡

(４) 1856年における硫黄精製
１) 鳥島からの硫黄搬送
1850年から６年後の1856年の時点でも硫黄は我如古村で精製されていた｡ ｢年中各

月日記 (帳当座､ 咸豊六年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第12巻) に収録された辰 (185
6) ３月22日付けの112－３・４号文書からは､ ｢生硫黄｣ が我如古村で精製されるま
でどのようなルートで搬送されたのかがわかる｡
当文書では､ 鳥島から硫黄が搬送されてくるので､ ｢以前通｣ に牧湊矼の南側 (浦

添間切牧湊村側) で受け取り､ ｢同所洞｣ (＝いわゆる硫黄洞) に保管せよとの指示が
見える｡ ｢明日｣ (25日に変更) の未明に浦添間切の間切役人と牧港掟が担当者となっ
て現地に向かい､ 首里王府から派遣される申口方筆者と合流して処理せよとの旨を浦
添間切へ通達せよとある (注38)｡ 浦添間切の地方役人のほかにも､ 洞穴に硫黄を搬
入する作業で必要な労働力として､ ｢石細工｣ の技術に秀でた者など合わせて ｢夫十
五人｣ が動員されている｡
｢生硫黄｣ は鳥島から泊湊を経由して陸路で牧港に移送されたのではなく､ 鳥島か

ら直接牧港に搬送され､ すぐには我如古村に運ばれず､ ｢以前通｣ に洞穴で保管され
ていたことがわかる｡ 当文書は浦添間切への通達であることから､ 洞穴に硫黄を搬入
する際に動員された ｢夫十五人｣ は浦添間切の民衆であろう｡ 牧港村の対岸の宜野湾
間切宇地泊村の民衆が動員されることはなく､ 我如古村や宜野湾間切が関与していな
いことも確認しておきたい｡
首里王府が硫黄を精製する場に我如古村を選んだ理由には､ 前述したように異国人
の目に触れにくいという理由とともに､ 琉球域内や域外への海上交通で使用されるこ
ともある牧港 (注39) から近かったこともあるのだろう｡ それでは､ ｢生硫黄｣ はい
つ牧港から我如古村に運ばれたのだろうか｡

２) 我如古村への硫黄運搬
同日記に収録された辰６月16日付けの186－１・２号文書によると､ ｢明十七日｣ に
牧湊矼の南側の洞穴から我如古村に硫黄を運ぶよう指示があったことがわかる｡ 洞穴
に硫黄が搬入されてから約３ヶ月後のことである｡ 1856年の硫黄の精製は６月17日以
降に開始されたのであろう｡ 1850年の場合も６月15日であり同じ時期である｡ 同日付
けの186－３・４号文書によれば､ ここでも浦添間切の間切役人と牧港掟などが担当
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者となって現地に向かい､ 首里王府から派遣される申口方筆者と合流して処理せよと
の旨が浦添間切に通達されている｡ 地方役人のほかにも､ 洞穴から硫黄を搬出する作
業などで必要な労働力として､ 浦添間切から ｢夫五人｣ が動員されている｡ また､
｢生硫黄｣ を受け渡す相手はこの時点ですでに我如古村に滞在していたと思われる硫
黄焼方の役人であり､ 我如古村ではない点を確認しておきたい｡ 我如古村に硫黄を運
送する過程においても我如古村や宜野湾間切のほかの村の民衆が動員されることはな
かったようである｡
なお､ 同日記に収録された辰７月22日付けの221－１・２号文書と同日付けの222－

１・２号文書は６月16日付けの通達と全く同じ様式のものである｡ ｢明廿三日｣ に硫
黄を洞穴から我如古村に運ぶように指示されている｡ 前回の通達から約１ヶ月後のこ
とである｡ ３月に鳥島から搬送され保管されていた ｢生硫黄｣ は､ ６月の段階ですべ
て我如古村に運搬され一度に精製されたわけではなく､ ２回にわけて精製されていた
ことがわかる｡ 我如古村に設けられた ｢精製所｣ の規模などに起因するものであろう
か｡ そうであるとすれば､ ２回にわけての精製はほかの年にも行われていた可能性が
あろう｡

３) 硫黄精製に伴う諸問題
それでは､ 我如古村や宜野湾間切はどのように硫黄精製に関わっていたのであろう

か｡
｢年中各月日記 (帳当座､ 咸豊六年)｣ に収録された辰３月付けの299－１・２号文

書は､ 宜野湾間切の役人が作成し､ 検者である佐久川筑登之親雲上が次書きをした首
里王府への ｢口上覚｣ (＝申請書) の写しである｡ 行間には首里王府からの回答も書
き写されている｡ 申請書の内容からは､ 硫黄焼方の役人や ｢焼人｣ が我如古村に滞在
するようになってからの諸問題が記されている｡
まず当文書からは､ 我如古村における ｢進貢硫黄｣ の精製は､ 那覇に異国人が滞留

していたため､ 首里王府が ｢去午年｣ (＝道光26年〈1846年〉) から指示していたも
ことがわかる｡ はたして､ 『大日本維新史料』 一編之一には､ 御物奉行を経由して取
納奉行に通達された午 (1846) ４月19日付けの文書が収録されている｡ そこでは､ 鳥
島から搬送された (される予定の) 硫黄については､ 異国人が滞留しているため ｢牧
港矼南表之洞｣ で保管するよう決定があったので､ 昼夜にわたって番人を置き､ 洞穴
近辺では ｢火用心｣ を入念にするよう浦添間切へ通達せよとある｡ この場合も､ 泊か
ら陸路で搬送されたのではなく､ 鳥島から直接牧港に搬送されたようであるが､ 我如
古村での硫黄の精製が開始された1846年当初から牧港の洞穴に硫黄が保管されていた
ことがわかる｡
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我如古村で硫黄が精製されるようになったことは民衆の生活に影響を与えた｡ ｢年
中各月日記 (帳当座､ 咸豊六年)｣ 299－１・２号文書によれば､ ｢携御役々衆｣ (＝硫
黄焼方の役人) や ｢焼人｣ が集団で我如古村に移動し､ 宿舎である ｢御宿｣ が造営さ
れ (注40)､ 役人などが所望する野菜や薪木などを負担するようになったのである｡
その上､ 硫黄を精製する際には我如古村の ｢用水｣ に支障が生じたり､ 硫黄を洗った
水が田畠へ流れ込み農作物に被害が出るようになった｡ 我如古村はこのことを宜野湾
間切へ報告し､ これを受けた宜野湾間切は ｢去子年｣ (＝咸豊２年〈1852年〉) に
｢御断之願｣ を首里王府に提出したものの却下されたと見える｡ 我如古村および宜野
湾間切は､ 我如古村が硫黄精製の場となることを4年前に一旦は拒否する意思を示し
ていたことに注目したい｡
『宜野湾市史』 ５巻資料編4民俗の第１章第１節 ｢各部落概況｣ の我如古部落の項目
によれば､ 我如古の旧集落東南側には ｢ユワーガー｣ (｢ユワー｣ とは硫黄) があり､
｢ユワーガマ｣ という場所があったことも確認されている｡ 前者によって硫黄を洗う
ための水を確保していたのかもしれない｡ 後者は､ あるいは牧港村から搬送された生
硫黄を一時保管した場所であろうか｡ いずれも硫黄の精製に関わるものであろう｡ 具
体的な ｢宿｣ の所在地などは不明であるが､ 硫黄の精製は我如古村の百姓地の集落近
くの東南側で行われていたものと考えられる｡
役人らが所望する野菜や薪木については､ 浦添間切・西原間切・宜野湾間切・中城
間切の４つの間切が負担していた｡ 宜野湾間切のみならず近隣の間切の民衆は､ 役人
や ｢焼人｣ が消費する野菜や薪木を ｢臨時｣ に徴収されるようになったのである｡ 一
方､ 宿舎の設置や生活するうえで必要な物品については､ 当初は宜野湾間切が用意し
ていたようである｡ これらは野菜などの徴収されるものとは別に代価が支払われるも
のである｡ ところがここで問題が生じた｡ 設置した宿舎を使用する代価である ｢御宿
賃｣ の受け取りや宿舎で使用する ｢敷物｣ ｢御休式椀具｣ の調達などは ｢所役｣ (＝我
如古村の担当) にするようにとの ｢御証拠書｣ を硫黄焼方の役人が作成し､ 我如古村
からそれを添付した書類が宜野湾間切に提出されたのである｡ これは首里王府に受理
されるところとなったようで､ 宜野湾間切側に不利益が生じることになったと主張し
ている｡
すなわち､ ｢午年｣ (＝道光26年〈1846年〉) と ｢申年｣ (＝道光28年〈1848年〉)

には､ 役人らは ｢敷物賃｣ を我如古村に支払い､ それ以来､ ｢宿賃｣ ｢敷物賃｣ などは
我如古村が受け取ることになり､ 間切側が平均して調達する ｢統並方｣ からは除外さ
れるようになったのである｡ 午・申・戌 (＝道光30年〈1850年〉)・子・寅 (＝咸豊
４年〈1854年〉) の５年分の代価の合計は2450貫515文であり､ 本来であれば間切側
が調達して代価を受け取るべきところ､ 我如古村に支払われることは心外であること
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を強調している｡ そして ｢当年｣ (＝1856年) から ｢別紙帳｣ で見積もった通りに
｢諸間切｣ (＝前出の４間切か) の ｢統並｣ へ変更することを申請している｡ これに対
する辰10月付けの首里王府の回答は､ 宜野湾間切側が申請した大部分の項目を ｢統並｣
とすることを認めるものであった｡
なお､ 1846年から1854年までのあいだに､ 我如古村では進貢使が派遣される年と同

じ年に５回にわたって硫黄が精製されていたことがわかる｡ 毎年精製されていたわけ
ではないようである｡ この間､ 牧港に何回硫黄が搬送されたのかは不明であるが､ 精
製されたのは５回であることを確認しておきたい｡ 硫黄焼方の役人や ｢焼人｣ のスタッ
フもその都度編成され､ 我如古村に移動していたのであろうか｡ 1860年代以降につい
ては不明であるが､ 我如古村では1840年代から50年代にかけて少なくとも６万3000斤
(１万2600斤×５回) 以上の硫黄が精製されていたのである｡
同日記に収録された299－３～５号文書 (辰３月付けの ｢覚｣) は先に触れた ｢別紙

帳｣ に相当すると思われる｡ 宜野湾間切の地方役人が ｢統並｣ に変更することを認め
てもらうよう諸物品の賃銭の見積もりを書き連ねたものである｡ 諸物品のなかに民衆
が徴収された野菜や薪木は含まれていない｡ やはりこれらに代価は支払われなかった
のである｡ 作成した地方役人は西掟の玉那覇にや､ 南風掟の城間にや､ 大掟の宮城に
や､ 首里大屋子の又吉筑登之､ 地頭代の知念親雲上の５名である｡ これに検者である
佐久川筑登之親雲上が辰３月付けで次書きをし､ さらには硫黄焼方筆者の山里筑登之
と外間筑登之親雲上の両名と硫黄焼方主取である外間筑登之が３ヶ月後の辰６月に次
書きをしている｡ ｢統並｣ とすることには硫黄焼方の役人も同意していたことがわか
る｡ ６月は硫黄の精製が開始された時期と一致する｡ 次書きに３ヶ月のズレがあるの
は､ 硫黄焼方の役人が ｢統並｣ への変更を渋っていたというよりも､ 役人らは精製が
開始される６月の段階で我如古村に移動してきたとは考えられないだろうか｡ 硫黄焼
方の役人が次書きをするのを待って首里王府に提出したものと思われる｡
宜野湾間切の役人が作成した ｢宿賃｣ や調達した諸物品の見積もりの部分は､ 硫黄

焼検者１名と筆者２名､ 硫黄焼主取１名と筆者２名､ ｢焼人｣ 20名の３グループに分
けて記されている｡ 我如古村に滞在したのは総勢26名であり､ 硫黄焼方の役人は６名､
硫黄を精製していた ｢焼人｣ は20名の集団であったことがわかる｡ ３つのグループは
３つの宿舎に分宿していた｡
硫黄焼検者１名と筆者２名の宿舎は５坪 (１軒) で､ ｢中畳｣ から菜種子油などの

物品や掃除のために民衆から動員される ｢夫｣､ 身の回りの世話をするため動員され
る ｢水夫｣､ 公務で首里や那覇を往還する際に動員される人や馬も含め､ 28項目にわ
たる１日ごとの賃銭が見積もられている｡ このうち ｢ねくふく一枚｣ ｢夜喰せん半束｣
｢四ツ入わん半束｣ ｢小平三枚ふた共｣ ｢菜皿三枚｣ ｢枕半束｣ の６項目は却下されてい
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る｡ これらはこれまで通り我如古村への支払いとなったのであろう｡ 硫黄焼主取１名
と筆者２名の宿舎も同様に５坪 (１軒) で､ やはり ｢中畳｣ から菜種子油などの物品
や掃除のための ｢夫｣ や ｢水夫｣､ 公務で動員される人や馬も含め28項目にわたる賃
銭が見積もられている｡ 却下されたのも同様の６項目である｡ ｢焼人｣ 20名の宿舎は
９坪 (１軒) で､ ｢九尺筵十二枚｣ から菜種子油などの16項目の物品の賃銭が見積も
られている｡ 却下されたのは､ ｢ねくふく一枚｣ ｢枕二束｣ ｢丸せん一束｣ の3項目であっ
た｡ ｢焼人｣ の場合は ｢夫｣ や ｢水夫｣ などは見積もられていない｡

!"#$%&'()*+,-

(１) 近世琉球における航海守護神
近世期､ 那覇・福州間を航行する渡唐船や那覇・鹿児島間を航行する楷船などの琉
球船 (＝中国船タイプのジャンク船) には､ 航海守護神である媽祖像 (＝ ｢船菩薩｣)
が安置されていた (注41)｡ しかしながら､ 航海守護神として信仰されていたのは媽
祖だけではなかった｡
豊見山和行氏は海上で遭難の危機に直面した時､ 人々が祈願した対象を具体的に明
らかにしている (注42)｡ 1819年に大和船に便乗するかたちで鹿児島に派遣された上
国使者が海上で暴風雨に遭遇する｡ このとき祈願の対象となったのは､ 聞得大君､ 普
天間権現､ 弁才天､ 天尊であった｡ さらには､ 1894年に蒸気船 (寧静丸) で石垣島か
ら沖縄島に向かっていた八重山島頭職の宮良親雲上が大時化で漂流する｡ このときは
普天間権現､ 首里観音堂､ 沖寺 (＝臨海寺)､ 波の上 (＝波上宮) などであった｡ 双
方に普天間権現が含まれていることに気づく｡ 普天間権現は航海守護神のひとつとし
て人々から信仰されていたのである｡
真栄平房昭氏は､ 1800年前後には普天間権現の洞中に安置された ｢観音像｣ の霊験
譚が一般に広まり､ 普天間参詣が流行したことを指摘している (注43)｡ 普天間権現
は海上の極限状態で祈願の対象となったこととともに､ 航海安全を祈願するために多
くの人々が参詣していたのである｡ それでは､ どのような人々が参詣したのであろう
か｡

(２) 琉球国王の普天間宮参詣
１) 国家行事としての国王の普天間参詣
近世期､ 琉球国王は渡唐船の航海安全を祈願するため､ 国家行事として寺社や聖域
に参詣した｡ 対象となる寺社のなかには普天間宮も含まれ､ 参詣する国王には首里王
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府の役人など大勢の人々が随行した (注44)｡
｢年中各月日記 (帳当座､ 咸豊六年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第12巻) には９月朔

日付けで作成された ｢言上写｣ が収録されている (258－１号文書)｡ 咸豊６年 (1856
年) における琉球国王 (＝尚泰) の寺社や聖域への参詣などの日程を国王へ上申した
ものである｡ 評定所筆者と思われる仲尾次筑登之親雲上と渡慶次筑登之親雲上が ｢右
之通言上相済候間｣ と次書きし､ 御物奉行に連絡していることから許可されたことが
わかる｡ その日程とは､ ９月５日が弁之嶽と末吉宮､ ７日が弁財天堂と識名観音堂､
15日が普天間宮というものであった｡
尚泰が即位したのは道光28年 (1848年) であるが､ はじめて普天間宮に参詣したの

は咸豊５年 (1855年) のことであったようである｡ ｢仏人来着并仏人逗留付而之日記
(咸豊五年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第11巻) には､ ９月13日付けで作成された参詣
で徴発される騎馬をめぐる連絡が収録されている (186号文書)｡ 参詣は ｢明後十五日｣
に予定されていることが知られる｡
｢年中各月日記 (咸豊五年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第９巻) ９月11日条には251

号文書として ｢普天間御参詣之御次第｣ が収録されている｡ 250号文書によれば､ 尚
泰にとってはじめての参詣であるため､ ｢御書院日記｣ に記載されていた前例を書き
写し参考にしたもののようである｡ 首里城出発から ｢御帰城｣ までの詳細が記された､
いわば琉球国王の普天間宮参詣マニュアルとでもいうべきものである｡ 15日の当日も
この前例に則って参詣されたものと思われる｡ 長くなるが宜野湾間切に直接関連する
箇所を抜き出し、現代語訳をして紹介してみたい｡

【宜野湾間切番所にて】
一､ 宜野湾番所着､ 御王子以下申口迄着座､ 御多葉粉盆・御煎茶上､ 着座人数江茂出｡
(国王が宜野湾間切の番所に到着すると､ お供として随行した王子から申口の面々
も番所に設けられたスペースに着座します｡ 国王に多葉粉盆と煎茶を出します｡ 着
座した面々にも同様に出します｡)
【普天間宮への移動】
一､ 御時分拝合､ 下庫理当より三司官案内勢頭江申渡御轎居させ､ 御書院当より言上
被遊御発駕､ 普天間鳥居之外ニ而供奉人数八巻仕｡
(時間を見計らって下庫理当が三司官に報告し､ 三司官は勢頭に命令して国王が乗
る轎を準備させ､ 御書院当から国王に出発準備が整った旨を上申して､ 許可されれ
ば出発します｡ 普天間宮の鳥居の外側で随行した面々は正装します｡)
一､ 神宮寺住持・惣地頭・普天間地頭・地頭代､ 鳥居之前美御迎立御拝仕｡
(神宮寺住持・惣地頭・普天間地頭 (＝脇地頭)・地頭代が鳥居の前で国王を迎え､
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立礼します｡)
一､ 還御之時同断｡ (還御するときも同様に行います｡)
一､ 王子以下鳥居之本二而下乗 (輿カ) 下馬｡
(随行した王子以下は鳥居の前で輿から降るなり下馬します｡)
還御之砌同所二而乗輿騎馬｡
(還御するときは同じ場所で輿に乗るなり馬に乗ります｡)
一､ 御座構ニ罷越候当・勢頭・里之子た・筑登之た､ 拝殿前道東表二而美御迎仕｡
(参詣の担当者として普天間宮に出張った当・勢頭・里之子・筑登之は拝殿前の道
の東側で国王を迎えます｡)
【普天間宮での ｢御焼香｣ など】
一､ 拝殿御着､ 王子以下申口迄着座､ 御多葉粉盆上､ 三司官より御焼香之言上仕､ 当
江申渡当より住持江相達候得者､ 御書院当二而御案内申上､ 洞之口立御､ 住持二
而御焼香相済拝殿着御､ 王子以下申口着座有之｡
(国王が拝殿に到着すると､ 随行した王子から申口の面々も拝殿近くに設けられた
スペースに着座します｡ 国王に多葉粉盆を出します｡ 三司官から ｢御焼香｣ を行う
旨の上申をし､ 許可されれば当を介して住持へ通達します｡ 御書院当が ｢御焼香｣
を始める旨を報告し､ 国王が ｢洞之口｣ に立つと､ 住持が代行して ｢御焼香｣ を執
り行います｡ それが済むと国王は拝殿近くに設けられたスペースに座ります｡ 王子
から申口面々も着座します｡)
一､ 洞之口御越被遊候刻､ 三司官・親方・申口・当・御近習御側仕供奉､ 御腰物・御
扇子箱・手御団羽・御涼傘・大御団羽御備有之｡
(国王が ｢洞之口｣ に移動したときには､ 三司官・親方・申口・当・御近習・御側
仕が付き従います｡ そのときには ｢御腰物｣ ｢御扇子箱｣ ｢手御団羽｣ ｢御涼傘｣ ｢大
御団羽｣ を準備しておきます｡)
一､ 御多葉粉盆上｡ (国王に多葉粉盆を出します｡)
一､ 住持観音御前江御焼香仕､ 済而住持出仕二而着座｡
(住持は ｢観音御前｣ への ｢御焼香｣ を済ますと､ 住持も拝殿近くに設けられたス
ペースに来て着座します｡)
一､ 着座人数江多葉粉盆出｡ (着座している面々へ多葉粉盆を出します｡)
一､ 薄御茶上､ 着座人数江茂出｡
(国王へ薄茶を出します｡ 着座している面々へも出します｡)
一､ 太夫 (ママ) 宮江祭礼､ 祝部・内侍神楽有之､ 相済候得者王子・三司官・申口迄
一同御拝有之｡
(大夫は祭礼を執り行い､ 祝部と内侍は神楽を奏でます｡ それが済むと王子・三司
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官・申口までの一同は拝礼を行います｡)
一､ 住持江拝領物里主た持出､ 申口差寄拝領之段相達､ 住持頂戴引之｡
(国王から住持への拝領物を里主が持ち出すと申口が受け取り､ 国王からの拝領物
であることを伝えて住持はこれを頂戴します｡)
一､ 大夫・祝部・宮童拝殿之庭二而御拝仕､ 相済候得者大夫・祝部・内侍・宮童迄一
番目階二而御酒被下｡
(大夫・祝部・宮童が拝殿の庭で国王へ拝礼すると､ 大夫・祝部・内侍・宮童まで
｢一番目階｣ で酒をつがれます｡)
一､ 供奉之家来赤頭江御酒可被下段､ 当より三司官江致案内､ 御庭二而提子之御酒被
下｡
(国王に随行してきた家来赤頭へも酒を飲ませてやってはと当が三司官に申請する
と､ 庭で ｢提子之御酒｣ をつぎます｡)
【神宮寺にて】
一､ 右相済､ 当より三司官江案内､ 勢頭江申達御轎居させ､ 御書院当江相達候得者､
同当より寺江御発駕之言上有之､ 寺江着御､ 王子・三司官・御書院奉行・申口着
座､ 御見舞之奉行・当・吟味役・下庫理当・宜野湾惣地頭・普天間地頭出仕退座､
供奉人数末々迄八巻御免｡
(これらのことが終わると当は三司官に報告し､ 三司官は勢頭に命令して国王が乗
る轎を準備させます｡ 準備が整った旨を御書院当に知らせると､ 御書院当から国王
に神宮寺へ出発する旨を上申して､ 許可されれば出発します｡ 国王が神宮寺に到着
すると､ 王子・三司官・御書院奉行・申口も着座します｡ ｢御見舞｣ のため移動し
てきた奉行・当・吟味役・下庫理当・宜野湾惣地頭・普天間地頭は持ち場に着きま
す｡ ここでは随行した面々は末々の者まで八巻を着けることは免除されます｡)
一､ 寺江御光駕之砌､ 御見舞差越候御書院奉行・当・御物奉行・吟味役､ 寺庭西表二
而美御迎迎立御拝仕｡
(国王が神宮寺に到着するときには､ ｢御見舞｣ に移動してきた御書院奉行・当・御
物奉行・吟味役は､ 寺の庭の西側で国王を迎え立礼します｡)
附､ 還御之時同断｡ (附､ 還御するときも同様に行います｡)
一､ 惣地頭より御神酒進上ニ付､ 目録申口取次差出候得者､ 三司官より御書院奉行御
取次､ 備上覧｡
(惣地頭から御神酒が進上されると､ 目録を申口が受け取って三司官に差し出しま
す｡ 御書院奉行から取り次がれると国王は目録を見ます｡)
一､ 王子・三司官・御書院奉行・申口・住持御相伴被仰付｡
(王子・三司官・御書院奉行・申口・住持は御神酒のご相伴を仰せつけられます｡)
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一､ 惣地頭・普天間地頭・申口以上二而候ハヽ､ 御書院奉行より御案内申上､ 御相伴
被仰付｡
(惣地頭・普天間地頭は位階が申口以上であれば､ 御書院奉行より申請し､ 同様に
ご相伴を仰せつけられます｡)
一､ 御多葉粉盆上､ 着座人数江茂出｡
(国王に多葉粉盆を出します｡ 着座した面々にも同様に出します｡)
一､ 御煎茶上｡ (国王に煎茶を出します｡)
一､ 御料理上､ 着座人数并供奉人数末々迄被下｡
(国王に料理を出します｡ 着座した面々やほかに随行した末々の者まで料理は出さ
れます｡)
一､ 御菓子上｡ (国王にお菓子を出します｡)
一､ 薄御茶上｡ (国王に薄茶を出します｡)
一､ 御神酒上､ 着座人数并供奉人数末々迄被下｡
(国王に御神酒を出します｡ 着座した面々やほかに随行した末々の者まで御神酒は
出されます｡)
一､ 右旁相済候得者､ 当より三司官江致案内､ 世持富勢頭江申達御轎居させ､ 御書院
当江相達候得者､ 同当より言上有之被遊御発駕｡
(これらのことが終わると､ 当から三司官に報告し､ 三司官は世持富勢に命令して
国王が乗る轎を準備させます｡ 準備が整った旨を御書院当に知らせると､ 御書院当
から国王に還御する旨を上申して､ 許可されれば出発します｡)

２) 三司官などによる個人的な参詣
琉球国王の普天間参詣は国家行事に組み込まれたものであったが､ ほかにも三司官
による個人的な参詣が存在した｡ ｢嘉慶拾五年より拾六年迄 御三代伊江親方日日記｣
(『沖縄県史』 資料編７) 嘉慶16年 (1811年) ９月４日条によれば､ 伊江親方は玉城親
方や宜寿次親方を誘い普天間宮参詣に出かけている｡ 両名のほかにも ｢旅人数｣ の親
族を伴ったものであった｡ 普天間宮では ｢例年之御願｣ とともに ｢旅御願｣ を行って
いる｡ 真栄平房昭氏が指摘するように､ このとき伊江親方の息子 (｢倅親方｣) は年頭
使者として薩摩に上国していた (注45)｡ ｢例年之御願｣ は具体的には不明であるが､
伊江親方や ｢旅人数｣ の親族はそれぞれの関係者の ｢旅御願｣ (＝航海安全の祈願)
をしたのであろう｡ 但書きからは､ 弁之嶽への ｢願書｣ も ｢例之通｣ に準備されてい
ることが知られる｡
普天間宮や弁之嶽は､ 海上で危機にさらされた本人のみならず親族からも信仰の対
象となっていたことがわかる｡ 伊江親方のほかにも､ 毎年派遣される渡唐役人や上国
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使者の親族などは普天間宮や弁之嶽で航海安全を祈願していたものと思われる｡
ほかにも､ 普天間宮には沖縄戦で破損したものの､ 戦前は境内洞穴入り口に建てら

れていた ｢普天満｣ と銘記された石額が現存している｡ ｢西村平民｣ の大城筑登之が
嘉慶18年 (1804年) に奉納したもののようである｡ 大城筑登之は水主などの船舶関係
者であった可能性がある (注46)｡
それでは､ 普天間宮や弁之嶽を航海守護神として信仰していたのは琉球の人々だけ

であったのだろうか｡

(３) 薩摩藩派遣役人と大和船船頭の普天間参詣
普天間宮には琉球の人々のみならず､ 薩摩藩の派遣役人が参詣した｡ それは慣例と

なっていたようである｡ 『琉球王国評定所文書』 には参詣の記録や､ 参詣に関連して
琉球側でやりとりされた文書が収録されている｡
1840年代から1860年代にかけて12件の参詣を確認できる｡ 道光27年 (1847年) ､ 道

光29年 (1849年)〈２件〉､ 道光30年 (1850年)､ 咸豊元年 (1851年)､ 咸豊３年 (185
3年)､ 咸豊５年 (1855年)〈２件〉､ 咸豊６ (1856年)､ 咸豊８年 (1858年)､ 咸豊９
年 (1859年)､ 咸豊11年 (1861年) である｡ 琉球に来航する異国船が急増し､ 異国人
が護国寺や聖現寺などに滞在していた時期と重複する｡

１) 1840年代における派遣役人の参詣
｢年中各月日記 (道光二十七年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第２巻) の ｢丁未九月中

日記｣ の目録からは､ 同年９月に在番奉行が新納四郎右衛門とともに参詣しているこ
とが見える｡
｢年中各月日記 (道光二十九年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第５巻) 11月９日条には､
潮平親雲上と小禄親雲上が11月９日付けで御鎖之側へ宛てた文書が収録されている
(36号文書)｡ そこでは11月11日に予定されていた島津登の参詣が､ 異国船来着のため
延期されたことが報告されている｡ 恩河親雲上から御物奉行に宛てられた次書きの部
分では､ 参詣の際に通過することになる真和志間切・浦添間切・宜野湾間切へこの旨
を通達することを要請している｡ 同日記の ｢己酉十二月中日記｣ の目録によれば､ 島
津登の参詣は12月になってから実施されたことが知られる｡ ほかにも､ ｢年中各月日
記 (道光二十九年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第５巻) の目録には､ 同年９月にも在
番奉行と役々衆が参詣していることが見える｡
｢年中各月日記 (帳当座､ 道光三十年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第５巻) の目録に

よれば､ 同年に古在番奉行が内々に普天間宮を参詣したことが知られる｡ 古在番奉行
とは､ 新たに着任した在番奉行 (＝新在番奉行) と入れ替わりで帰藩する前任の在番
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奉行である｡ 両名の那覇滞在期間は一部重複することになる｡ 古在番奉行は那覇を出
発する前に航海安全を祈願したのだろう｡

２) 1850・60年代における派遣役人の参詣
｢年中各月日記 (咸豊元年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第５巻) の ｢辛亥閏八月中日
記｣ の目録によれば､ 同年閏８月に在番奉行と役々衆が参詣したことが見える｡ ｢年
中各月日記 (帳当座､ 咸豊元年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第５巻) の目録によれば､
在番奉行と役々衆が参詣するため､ ｢御通筋払除并諸事手組申渡之事｣ とある｡ 参詣
に向かう道沿いの掃除や参詣への対応をめぐる通達が発せられていたことがわかる｡
当然宜野湾間切にも通達があったものと思われる｡ このような通達はこの年に限った
ことではなく､ 薩摩藩派遣役人が参詣するたびに発せられていたのだろう｡
｢亜船来着并天久寺止宿之亜人唐人等日記 (咸豊三年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第
７巻) には､ 高里親雲上と兼城親雲上が９月19日付けで喜屋武親雲上に宛てた文書が
収録されている (71号文書)｡ そこでは ｢明日｣ (＝20日)､ 川上式部・田中源五左衛
門・蓑田伝兵衛門・田中治右衛門・産物方横目の野元一納右衛門が普天間に参詣する
旨を報告している｡ 川上式部は馬に乗って移動する予定なので､ ｢天久寺｣ (＝聖現寺)
に滞在するアメリカ人が外出する場合には鉢合わせになることがないように配慮して
ほしいともある｡ 咸豊３年はペリー艦隊がはじめて琉球へ来航した年である｡
｢年中各月日記 (咸豊五年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第９巻) ８月21日条には､ 糸
洲親雲上と川平親雲上が同日付けで御鎖之側に宛てた文書が収録されている (233－
１号文書)｡ ９月12日に在番奉行と役々衆が参詣予定であることが見える｡ ｢附｣ によ
れば､ 往路・復路ともに真壁道から浦添と宜野湾を通過し､ 両間切の番所で休息する
予定であることも在番奉行側から伝えられていることがわかる｡ 同日記８月22日条に
は､ 国吉親雲上が８月22日付けで御物奉行に宛てた文書が収録されている (233－３
号文書)｡ 咸豊元年であったように ｢御通路筋払除其外諸事｣ を先例通りに勤めるよ
う､ 真和志間切・西原間切・浦添間切・宜野湾間切に通達せよとある｡ 同日記10月29
日条には兼城雲上が同日付けで寺社座に宛てた文書が収録されている (282－３号文
書)｡ 在番奉行とは別に､ 帰藩する折田平八が海上の安全を祈願するため11月２日に
普天間宮を参詣する予定であることが見える｡
｢年中各月日記 (咸豊六年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第11巻) ４月８日条には､ 鉢
嶺筑登之親雲上と我那覇里之子親雲上が４月８日付けで御鎖之側に宛てた文書が収録
されている (118号文書)｡ 発信された場所は北谷間切番所である｡ そこでは４月６日
に ｢本部間切瀬底之浦｣ に到着した諏訪数馬が､ ｢明日｣ (＝９日)､ 北谷間切から直
接普天間宮に参詣する予定であることが報告されている｡ 宜野湾間切番所での対応を
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めぐる調整のため､ 取納座の金城筑登之が北谷間切から宜野湾間切へ向かったともあ
る｡ 前年の折田平八のように帰藩する直前に参詣する者がいる一方､ 沖縄島北部から
那覇へ移動するその足で直接参詣する者もいたことがわかる｡
｢日記総目録 (咸豊元年～十一年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第15巻) に収録された

｢咸豊八年戊午五月大目録｣ によれば､ 同年５月に古在番奉行が普天間宮に参詣して
いることがわかる｡ 古在番奉行の参詣とはっきりわかる事例では２件目である｡
同目録に収録された ｢咸豊九年己未九月中目録｣ によれば､ 同年９月に在番奉行と

役々衆が参詣していることが見える｡
同目録に収録された ｢咸豊十一年辛酉九月目録｣ によれば､ 同年９月に在番奉行と

役々衆が参詣していることが知られる｡

３) 大和船船頭による灯籠の奉納
『球陽』 附巻３､ 尚穆王27年 (1778年) 条 (読み下し編136) によれば､ 同年３月に

種子島の船頭である伝平が弁之嶽に鳥居を奉建したことが見える｡ 大和船の船頭が航
海の加護を祈願したものであろう (注47)｡
一方､ 普天間宮には鹿児島と那覇を行き来し､ 薩摩藩の派遣役人や琉球の上国使者

も便乗した大和船の船頭によって奉納されたふたつの灯籠が現存している｡
『沖縄県文化財調査報告書第六十九集 金石文－歴史資料調査報告Ⅴ－』 によれば､

灯籠のひとつには正面左側に ｢文化元甲子年十二月吉日｣､ 正面中央には ｢奉寄進
亀喜丸海上安全｣､ 正面右側に ｢山川之肥後平助､ 鹿児島之岸尾吉左衛門｣ の銘記さ
れている｡ 文化元 (嘉慶９年､ 1804年) 12月に亀喜丸の ｢海上安全｣ を祈願するため､
山川の肥後平助と鹿児島の岸尾吉左衛門が奉納したことものと思われる｡ 両名は亀喜
丸の船頭であったと思われる｡ もうひとつの灯籠には､ 正面に ｢奉寄進 船頭濱崎弥
七｣､ 右面には ｢御船松保丸｣ と銘記されている｡ 奉納した時期は不明であるが､ 亀
喜丸と同様に､ 松保丸の ｢海上安全｣ を祈願するため､ 船頭の浜崎弥七が奉納したも
のであろう｡
このように現存する灯籠の銘文から大和船の船頭によって灯籠が奉納されていたこ

とが知られる｡ 灯籠を奉納するほかにも普天間宮には多くの大和船の船頭が参詣して
いたのであろう｡ 琉球の航海守護神である普天間権現や弁之嶽は琉球の人々のみなら
ず､ 薩摩藩の派遣役人や大和船の船頭からも航海守護神として厚く信仰されていたの
である｡

(４) 普天間宮を訪れたフランス人宣教師
1840年代から1850年代にかけて護国寺や聖現寺などに滞在した異国人のなかには､
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滞在している那覇や天久村を離れ出かける者がいた｡ 途中で宜野湾間切を通過したり､
宜野湾間切番所で休憩するようなこともあった｡ そのなかに咸豊７年 (1857年) 正月
に神宮寺と普天間宮を訪れたフランス人の宣教師がいた｡
｢仏人逗留ニ付那覇二而之日記 (咸豊七年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第14巻) には
正月５日付けで仲田里之子親雲上と安村親方が喜舎場親雲上に宛てた文書が収録され
ている (３号文書)｡ そこには ｢昨日｣ (＝４日) の宣教師3名の行動が記されている｡
3名とはジラール・フュレ・ムクニーである｡
３名は ｢住家｣ (＝松尾山に位置) を出発し､ 新矼と安里矼を渡り､ 泊村後方の原

道から真和志間切安謝村・浦添間切沢岻村・安波茶村に向かった｡ 浦添間切番所前を
通ると龍福寺の境内に入って休憩している｡ 浦添グスクの南側から西原村を通過して
宜野湾間切嘉数村前に出ると､ そこからは ｢本道｣ (＝ ｢東海道｣) を通って普天間に
向かっている｡ 神宮寺の境内に入るとしばらく休息し､ 出された茶と多葉粉 (タバコ)
を呑んでいる｡ 神宮寺から普天間宮に移動すると ｢洞口｣ (＝洞穴) まで近づいて見
学するなどしている｡
このときの目的地は普天間宮と神宮寺であったようで､ ここから ｢本道｣ を通って
引き返し､ 浦添間切の仲間村からは往路と同じルートを通過し､ 途中から天久村に出
て､ 泊矼と潟原を通って帰着している｡ なお､ ｢附｣ によれば､ 神宮寺の庭では桜が
満開であり､ 住持の許可を得て桜を２枝ばかりもらったり､ 柘榴の小木一本を所望し
て持ち帰るなどしている｡ これらの詳細な情報は宣教師を尾行した ｢追行人｣ の調査
活動によるものであり､ 在番奉行にも報告されている｡
1840年代以降の宜野湾間切では､ 我如古村で硫黄が精製されたり､ 宜野湾馬場で

｢初馬揃え｣ が開催されるなどこれまでになかった変化が見られた｡ それは那覇など
に滞在する異国人の目を避けるため､ 彼らの目に触れない場所に変更したものであっ
た｡ しかしながら､ このように異国人が宜野湾間切にやってくることもあったのであ
る｡ フランスの宣教師3名が神宮寺と普天間宮に立ち寄った1857年は､ ｢初馬揃え｣ が
はじめて宜野湾馬場で開催されたことを確認できる年でもある｡

注
(１) 1988年から2002年のあいだに 『琉球王国評定所文書』 全18巻と補遺別巻､ 2003年には 『琉球王国評
定所文書 総索引』 が刊行されている｡
(２) 17世紀後半における間切新設の背景については､ 『宜野湾市史』 第１巻の第３章第１節 ｢近世への転
換｣ のなかで詳細に論じられている｡
(３) 間切と村の関係については､ 『宜野湾市史』 第１巻の第３章第２節 ｢宜野湾間切の設立と行政機構｣
のなかで論じられている｡
(４) 『宜野湾市史』 第５巻資料編 (1985年) の第４章第１節 ｢交通｣ １ ｢陸上交通｣､ 同書第９巻資料編8
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自然・追録編〈自然とヒト〉(2003年) の ｢宜野湾並松 宜野湾並松の変遷と利用｣ 参照｡
(５) 『宜野湾市史』 第５巻の第９章第２節 ｢競技・娯楽｣ ３ ｢動物を闘わせたり鑑賞する競技・娯楽｣ の
なかの ｢ウマスーブ (競馬)｣ 参照｡
(６) 『沖縄県史ビジュアル版10 空から見た昔の沖縄 沖縄県中部・南部域の空中写真』 (2002年) 参照｡
(７) 『宜野湾市史』 第５巻の第４章第１節 ｢交通｣ に収録された ｢図４－７大山の道｣ 参照｡ 『宜野湾市
史』 第９巻資料編８自然・解説編〈ぎのわん自然ガイド〉(2003年) の ｢自然・散歩コース｣ の大山タイモ
畑の項に1956年に撮影された付近の写真が掲載されている｡
(８) 安里進 ｢帰ってきた絵地図情報を読み解く (下)｣ (沖縄タイムス2001年６月14日付け朝刊文化面)｡
(９) 17世紀前半から19世紀後半の史料に見える琉球の人口については､ 『沖縄市史』 第７巻資料編６・下
〈近代統計書にみる歴史〉 (1997年) Ⅰの第２章第１節 ｢近世期の人口｣ で論じられている｡
(10) 里井洋一 ｢近世琉球におけるウコン専売制の起源と展開－夫役がささえるウコン経営－｣ (『琉球王
国評定所文書』 第18巻､ 2001年)｡
(11) この人数は 『沖縄県史』 第10巻資料編４に収録された ｢琉球藩雑記｣ １の ｢琉球藩戸籍総計｣ と一
致する｡ 男性844人のうち60才以上は計132人､ 女性852人のうち80才以上は５人 (40才以上は計341人) で
ある｡ 前掲した ｢沖縄県統計概表｣ の人口とは大きな開きがあり､ 1696人のなかに寄留士族は含まれてい
ないものと思われる｡
(12) 杣山が確定されるまでの経緯や人々の山での生活については､ 『名護市史・本編９民俗Ⅱ－自然の文
化誌』 (2001年) の ｢山｣ で論じられている｡
(13) 宜野湾間切の百姓地のなかでも地割りされた耕地の状況については､ 『宜野湾市史』 第１巻の第３章
第３節 ｢宜野湾間切の社会生活｣ ２ ｢農業と住民生活｣ で論じられている｡
(14) 前掲注 (10) の里井論考｡
(15) 宜野湾間切の地方役人 (＝おゑか人) については､ 『宜野湾市史』 第１巻の第３章第２節 ｢宜野湾間
切の設立と行政機構｣ １ ｢間切の行政機構と役人たち｣ 参照｡
(16) 呉屋義勝 ｢宜野湾市の埋蔵文化財｣ に添付された資料10 ｢古老の伝承にみる村の歩み：旧大山村の
事例｣ (『第24回南島文化市民講座 宜野湾市域の基層文化と自然環境』 2002年)｡
(17) 宜野湾間切の両惣地頭と脇地頭については､ 『宜野湾市史』 第１巻の第３章第２節 ｢宜野湾間切の設
立と行政機構｣ ２ ｢間切と地頭｣､ 同書第４巻の第３章２ ｢宜野湾間切の地頭｣ で詳しく論じられている｡
(18) 沖縄県宜野湾市教育委員会文化課編 『口承民俗文化財記録保存調査報告書 ｢ぎのわんの西海岸｣ －
土地利用・地名・海 (イノー) ・自然－』 (沖縄県宜野湾市教育委員会文化課､ 1996年) 参照｡
(19) フランスの宣教師は琉仏条約を締結した翌年の咸豊６年 (1856年) に松尾 (久米村・若狭町村) に
住居を新築し聖現寺から移転している｡ 1858年の時点で ｢逗留｣ していたのは､ ジラール､ フュレ､ ムク
ニーの３名であった｡ 島尻克美 ｢仏人逗留ニ付那覇ニ而之日記 (咸豊七年) 解題｣ (『琉球王国評定所文書』
第14巻) 参照｡ 同書の巻頭グラビアには松尾に新築したフランス人の住居周辺の絵図である ｢仏朗西人住
家敷場之図｣ (東京大学史料編纂所蔵島津家文書のなかの ｢琉球一条｣ に収録) などが掲載されている｡
(20) 豊見山和行 ｢近世琉球民衆の 『抵抗』 の諸相｣ (『民衆運動史1 一揆と周縁』 青木書店､ 2000年)｡
(21) 『宜野湾市史』 第１巻の第３章第４節 ｢近世末期の宜野湾｣ ２ ｢検者・下知役の地域振興｣ では､ 検
者と下知役の役割について述べている｡
(22) 大川原の位置については､ 『宜野湾市史』 第５巻の第１章第１節 ｢各部落概況｣ に収録された ｢図１－
１宜野湾市大字・小字区分図｣ 参照｡
(23) 検者が次書きをしているのは宜野湾間切､ 中城間切､ 真和志間切､ 具志頭間切､ 南風原間切､ 東風
平間切､ 兼城間切､ 佐敷間切､ 浦添間切､ 小禄間切の10間切である｡ 一方､ 下知役が次書きをしているの
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は高嶺間切､ 真壁間切､ 知念間切､ 美里間切､ 玉城間切､ 摩文仁間切､ 与那城間切､ 読谷山間切､ 北谷間
切､ 具志川間切､ 西原間切､ 大里間切､ 越来間切､ 豊見城間切､ 喜屋武間切､ 勝連間切の16間切である｡
(24) 『球陽』 巻20尚!王26年 (1829年) 条 (読み下し編1673) によれば両惣地頭の首里王府への申請によっ
て宜野湾間切に下知役が置かれたことがわかる｡ また､ 同書巻21尚育王10年 (1844年)条 (読み下し編1842)
では､ やはり両惣地頭が宜野湾間切の下知役を廃止することを王府へ申請し許可されている｡ ｢詰越｣ に限
らず､ 検者が任命される場合も両惣地頭が王府へ申請していたものと思われる｡
(25) 宜野湾の地域社会における借金の状況については､ 『宜野湾市史』 第１巻の第３章第４節 ｢近世末期
の宜野湾｣ ３ ｢借金証文と宜野湾｣ で詳しく論じられている｡
(26) 琉球国王から中国皇帝へ宛てられた表文や奏文､ 北京の礼部や福建の福建等処承宣布政使司 (福建
布政司) に宛てられた咨文などがある｡ これらの写しは琉球国の外交文書の前例集である 『歴代宝案』 に
収録されていた｡ 現在､ 沖縄県教育委員会によって 『歴代宝案』 校訂本・訳注本の刊行が進められている｡
(27) 朝貢品は進貢使が搭乗する進貢頭号船 (大唐船) と進貢二号船 (小唐船) の２隻に分載されて福州
に搬送された｡ 清代の場合､ 硫黄は北京まで搬送されずに ｢藩庫｣ (＝福建布政司の管轄する倉庫) に保管
され消費されていた｡ 『歴代宝案』 訳注本第1冊１－09－10号文書 (康煕６年〈1667年〉付け) によれば､
福建布政司の倉庫から都司 (＝福建都指揮使司) の倉庫に移送されている｡
(28) 『歴代宝案』 訳注本第1冊１－20－06号文書｡
(29) 単独で派遣された進貢使は91件､ 謝恩使や慶賀使などの特使と兼任した進貢使が８件である｡
(30) 『歴代宝案』 訳注本第１冊１－42－05号文書など｡
(31) 火山島である鳥島は農耕に適さず民衆の食糧の生産もおぼつかなかった｡ 首里王府は硫黄の供給地
を維持するため毎年食糧を支給していた｡ 豊見山和行 ｢琉球王国時代における硫黄鳥島史の諸相｣ (『沖縄
県史』 資料編13､ 硫黄鳥島､ 2002年) 参照｡
(32) 前掲注 (31) の豊見山論考｡
(33) ｢沖縄県統計書｣ (『沖縄県史』 第20巻資料編10) によれば､ 明治16年 (1883年) 段階では､ 鳥島の人
口は554人 (男286人・女268人)､ 戸数75戸である｡ 10年のあいだに300人以上の人口増加があるが､ ｢琉球
藩雑記｣ には寄留士族はカウントされていないものと考えられる｡
(34) 小野まさ子・深澤秋人 ｢岸秋正文庫 『稽古案文集』 (一) －解説および翻刻｣ (『史料編集室紀要』 第
25号､ 2000年) 所収18号文書｡
(35) 小野まさ子・上江洲安亨・深澤秋人 ｢渡地村関係史料 (二)｣ (『史料編集室紀要』 第24号､ 1999年)
所収 ｢渡地村参文書扣二｣ ３号文書､ ｢渡地村参文書扣一｣ ５号文書｡
(36) 渡名喜明 ｢資料紹介 田里筑登之親雲上渡唐準備日記 (一)｣ (『沖縄県教育委員会文化課 紀要』 第
１号､ 1984年)､ 同氏 ｢資料紹介 田里筑登之親雲上渡唐準備日記 (二)｣ (『沖縄県教育委員会文化課 紀
要』 第２号､ 1985年)｡
(37) ｢廻文 (咸豊五～六年)｣ (『琉球王国評定所文書』 第17巻) 40号文書によれば､ 那覇から福州へ搬送
された硫黄樽は､ 福州での搬入作業で樽板が破損したり､ ｢持緒｣ が切れるなどの不具合があったようであ
る｡ ここでは硫黄を収納した容器が桶ではなく樽と見える｡ 後述するようにこの時期の硫黄も我如古村で
精製されている｡
(38) ３月25日という日付は前掲注 (34) 18号文書の内容と合致する｡
(39) たとえば､ 康煕40年 (1701年) には中国人漂着民を送還する護送船が牧港から出発している｡ ｢日記
総目録 (道光二十九～三十年)｣ (『琉球王国評定所文書』第５巻)によると､ 道光29年 (1849年) ７月に ｢与
論島船｣ が浦添間切牧港浦に ｢汐懸｣ したことが知られる｡ ｢元治元年支那冊封使来琉諸記｣ 下巻 (鹿児島
県立図書館蔵) に収録された寅 (1866年) 正月７日付けの文書によれば､ 前回の冊封 (1838年) の折に琉
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球側が在番奉行と協議し､ 通常中頭と島尻で生産され薩摩藩へ上納される米は那覇へ搬送されるが､ この
時から陸路で牧港へ搬送し､ 牧港湊から馬艦船で今帰仁間切の運天港や羽地間切の勘手納港へ搬送し､ そ
こで ｢御国船｣ (＝大和船) に積み込むようになったとある｡ ヒトやモノの出入りが活発な湊であった｡
(40) ｢宿｣ は我如古村の村屋などに設置されたのではなく造営されたようである｡ あるいは硫黄を精製す
る場の近くに造営されたのかもしれない｡
(41) 媽祖は天妃や天后とも称される｡ 進貢船に安置された媽祖像については､ 小野まさ子 ｢評定所文書
覚書 (１) －進貢船と媽祖像｣ (『浦添市立図書館紀要』 第１号､ 1989年)｡
(42) 豊見山和行 ｢航海守護神と海域－媽祖・観音・聞得大君｣ (『海のアジア５ 越境するネットワーク』
岩波書店､ 2001年)｡
(43) 真栄平房昭 ｢近世琉球における航海と信仰－ 『旅』 の儀礼を中心に－｣ (『沖縄文化』 第28巻１号､ 1
993年)｡
(44) 宜野湾市立博物館には琉球国王が普天間宮を参詣する際の行列の様子が模型に復元され展示されて
いる｡ 普天間宮や普天間宮への参詣については､ 『宜野湾市史』 第５巻の第５章第３節 ｢神仏の習俗｣ １
｢普天間宮｣､ 同第１巻の第３章第３節 ｢宜野湾間切の社会生活｣ ３ ｢普天間参詣｣ で論じられている｡
(45) 前掲注 (43) の真栄平論考｡
(46) 『沖縄県文化財調査報告書第六十九集 金石文－歴史資料調査報告Ⅴ－』 (沖縄県教育委員会､ 1985
年) 参照｡
(47) 真栄平房昭 ｢近世の航海信仰と種子島船｣ (『がじゅまる通信』 33号､ 2003年)｡
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１) 幕末維新期の琉球
1840年代の琉球は､ フランス・イギリスの軍艦が相次ぐ来航によって､ 根底から揺

さぶられていた｡ 首里王府は外交交渉に明け暮れ､ 財政は底をつき､ 百姓は重い負担
に苦しんでいた｡ しかし､ 当時の宜野湾間切では､ 緊迫感はほとんどなかった｡ 百姓
は琉球の立場を憂える立場になかったし､ どういう事態になっているかも知らされて
いなかった｡ 1846年の旧暦10月下旬に ｢波の上の眼鏡 (ナンミンヌガンチョー)｣ と
呼ばれていたベッテルハイムが､ 浦添を経て宜野湾間切番所を訪れたことがあった｡
この時初めて百姓らは､ 首里や那覇で何が起こっているかを実感することができた｡
1853年にはアメリカのペリー提督率いる艦隊が琉球を経て江戸に向かった｡ その翌

年､ 日米和親条約を結んで開国した｡ 日本は二世紀余も続いた鎖国制が崩れ､ 間もな
く西欧諸国と貿易が行われるようになった｡ 琉球では､ この時期に島津齊彬の貿易政
策に端を発する牧志・恩河事件が起きるなど､ 幕末の混乱が続いた｡
1860年代の後半に徳川幕府が崩壊し､ 維新政府が成立した｡ 明治政府は富国強兵の

スローガンを掲げ､ 矢継ぎ早に廃藩置県・徴兵制・学制・地租改正などの一連の政策
を遂行した｡ しかし､ 琉球には維新後も首里王府が残っており､ 各間切には従来通り
地頭代 (ジトゥデー) 以下の役人がいた｡ 琉球の人々は､ 維新変革の過程をともにす
ることができなかったし､ 世替わりの意味を知らずにいた｡

２) ｢琉球処分｣ とは何であったか
1860年代に西南雄藩が中心になって江戸幕府を倒し､ 天皇中心の中央集権国家をつ

くった｡ しかし､ ｢琉球王国｣ の人々は維新変革の過程をともにすることができなかっ
た｡ 明治政府にとって､ 中国の皇帝と臣従関係のある ｢琉球王国｣ が存在するのは､
｢不体裁｣ きわまりないことであった｡ 日本の中に ｢もう一つの国｣ があるような印
象を与えるというのがその理由であった｡
ちょうどそのころ､ 1871年 (明治４年) 11月に､ 宮古島の年貢船が台湾に漂着し､

生蕃 (せいばん) によって50数人が殺された｡ 政府は､ この事件を好機とし､ 軍隊を
派遣して台湾を占領するとともに､ 北京に使節を送って中国政府に厳重に抗議した｡
交渉の結果､ 明治政府は中国側から､ ｢日本の台湾出兵は､ 自国の民を保護するため
の義拳であった｣ という言質を得ることに成功した｡
この間に明治政府は､ 首里王府の代表を上京させた｡ そして､ 1872年 (明治５年)

９月に ｢琉球藩｣ を設置し､ ｢琉球王国｣ の名称を ｢琉球藩王｣ と改めた｡
廃藩置県の翌年にあえて ｢琉球藩｣ を設置したのは､ ｢琉球王国｣ を廃絶していき
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なり ｢沖縄県｣ を設置するのは得策ではないと考えたからであろう｡ 暫定的な措置と
して､ とりあえず ｢琉球藩｣ を設置し､ リーダーたちを懐柔しようと考えていたので
はなかろうか｡
政府は1875年 (明治８年) の春に ｢琉球藩｣ の代表を上京させ､ 交渉を開始した｡
琉球側は事情の急変を知って驚き､ 中国との関係や ｢藩政改革｣ など重要な問題につ
いては､ 政府に同意せずにいた｡
｢琉球藩｣ の反応をみた政府は､ 内務大丞松田道之を琉球へ派遣した｡ 同年７月､

松田は現地で琉球側と交渉を始めた｡ しかし､ ｢日本は天皇中心の近代国家になった
のだから琉球藩も内地と同様に廃藩置県を実施すべきだ｣ という言い分が､ ｢琉球藩｣
ではまったく通用しないことを知った｡
松田は､ 近代国家の日本のなかに ｢琉球藩｣ が存続しているのは､ ｢日本政府の体

面を欠損する｣ ものであるとか､ ｢一君万民の日本｣ に ｢もう一人の国王｣ がいるの
は ｢体裁が悪い｣ などと主張した｡
松田は､ 琉球人について､ ｢尚泰という藩主がいるのは知っているが､ 日本に天皇

陛下がいるのを知らない｣､ ｢尚泰のためなら生命を断ち財産を棄ててもかまわないと
いうほどの忠義の心がある｣ と述べている｡ 琉球人は天皇の存在さえ知らず､ ｢藩主｣
に対する忠誠心の方がはるかに強かったというのである｡
松田は､ ｢琉球藩｣ の反対運動に手を焼き､ 強硬手段に訴えなくてはならないと考

えるに至った｡ 那覇での交渉を打ち切って上京した彼は､ ｢琉球処分｣ 準備を急いだ｡
しかし､ 1877年 (明治10年) に西南戦争が起こり､ 翌年には内務卿 (ないむきょう)
大久保利通が暗殺されたので､ ｢琉球問題｣ は３､ ４年間棚上げにされた｡
1879年 (明治12年) ３月下旬､ 松田は ｢処分官｣ として来琉し､ 警察と軍隊の力を
誇示しつつ ｢処分｣ を強行した｡ その結果､ 数世紀も続いた中国との関係が廃絶し､
｢琉球王国｣ は解体した｡ 日本の一県としての沖縄県がその一歩を踏み出すことになっ
たのである｡

３) 分島問題と ｢旧慣温存｣ 政策
｢琉球処分｣ には実はもう一つ重要な問題があった｡ すでに述べたように､ 政府は､
｢琉球は日本の領土であり､ 琉球人は日本人である｣ ということを繰り返し強調しな
がら ｢琉球処分｣ を強行した｡ しかし､ その舌の根も乾かぬうちに､ 宮古・八重山の
両諸島を中国に割譲しようとしていた｡ 宮古・八重山と引き換えに､ 中国の国内での
通商権を獲得しようとしたのである｡
一方､ 中国としても､ ロシアとの間に国境問題を抱えていたので､ 日本とロシアが
接近することを警戒して､ 日本の提案を受け入れることが得策だと考えていたようだ｡
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1880年 (明治13年) 10月には､ 両国の間に交渉が妥協し調印を待つばかりであった｡
宮古・八重山の両諸島は､ 中国に売り渡されようとしていたわけである｡ ところが､
その後中国側は､ 国境問題で事情が好転したので調印を拒否した｡ 分島案は実現せず､
宮古・八重山諸島は売り渡さずにすんだのである｡
この問題は､ ｢琉球処分｣ の際の国家統一の論理が､ ｢琉球藩｣ のリーダーおよび士

族層を論破するための方便にすぎなかったことを示している｡
研究者の間では､ 分島問題は ｢琉球処分｣ と不可分の問題として位置づけられてい

る｡ 両者をワンセットの問題としてとらえることによって ｢琉球処分｣ の歴史的な意
味をより明確に知ることができる｡
また､ 政府の沖縄県に対する基本方針は､ 急激な改革を避け､ ｢旧慣｣ を ｢温存｣

するというものであった｡ ｢旧慣｣ とは､ 島津支配以来の土地制度 (＝地割制度)・租
税制度および地方制度 (＝間切制度) のことである｡
なぜ政府は ｢旧慣｣ を温存したのであろうか｡ 第一の理由は､ 急激な改革を実施す

ると､ 旧支配者層がこれに反発して県政に背を向けるであろうと考えたからである｡
すなわち､ ｢旧慣｣ を改革すると､ 反政府的な気分が高まり､ 県政への非協力運動の
強化につながると考えていたわけである｡
第二の理由は､ 当時全国的に高揚しつつあった自由民権運動への影響を恐れたから

である｡ 明治政府が沖縄で県民の意志を無視して ｢琉球処分｣ を強行し､ 猛烈な反対
運動が展開しているということが全国に知れると､ 自由民権運動の高揚に油を注ぐこ
とになるであろうと危惧していたのである｡
目を外に向けると､ 沖縄の所属をめぐる問題は日本と中国との間で必ずしも決着が

ついたわけではなかったので､ 政府は､ 沖縄で騒動が持ち上がって､ それが紛争の火
種になっては困ると考えていたようだ｡
｢旧慣温存｣ 政策は､ 旧支配者層に対する懐柔政策と不可分のものであったが､ 結

局､ これが沖縄県に対する制度的な ｢差別｣ の出発点となった｡
当時は人口の約８割は農民であった｡ ｢琉球処分｣ の直後にいくつかの村で村役人

の不正を糾弾したり､ 小作地の開放を要求する ｢騒動｣ が発生したが､ そのような事
例はきわめてまれであった｡ 旧支配者層を批判し､ 県政にも反対するなどということ
は､ 当時の農民にとっては思いもよらぬことであった｡
周知のように､ ｢旧慣｣ の改革運動は､ 1890年代の宮古島における人頭税撤廃運動

および謝花昇らのいわゆる ｢民権運動｣ として展開する｡

４) 地方制度の改革
それでは､ ｢土地整理｣ に先立ち､ なぜ ｢地方制度の改革｣ が先行されたのであろ
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うか｡
確かなことは分からないが､ 宮古島民の島政改革・人頭税廃止運動に代表されるよ
う地域住民の改革要求は､ やがて政府や県を動かし､ 1893年 (明治26年) には ｢琉球
王｣ と称された当時の奈良原県知事が内務省に対して､ ｢地方制度の改正｣ について
上申する｡ さらに政府も内務省や大蔵省から調査官を派遣して､ 沖縄の諸制度を調査
するようになるが､ その中に当時の内務書記官・一木喜徳郎 (いちききとくろう) が
いた｡ 彼の報告には興味深い記述があった｡ (原文引用略)

土地制度の改正は地租改正と連動して行うべきで､ またこの一大事業はその執行機
関である官吏吏員が確保されなければ実施できないことは言うまでもない｡ ところが､
今日の状況は彼らの背徳私曲 (役人として規律を守らず､ よこしまで不正なこと) の
うわさを耳にし､ さらに彼ら自身､ (近代諸改革にともなって) その吏員としての寿
命が長くないことをよく認識しており､ そうした状況にある彼らに一大事業の執行機
関としての役目を期待するのは危険であり､ したがって地方制度の改正をまずは実施
すべきであるということを書いてある｡
一木の意見が取り入れられたのかどうか分からないが､ いずれにせよ､ 以後､ 沖縄
県は矢継ぎ早に地方制度を改革していく｡
まず､ 1896年 (明治29年) ３月､ 沖縄県の行政区を２区・５郡とする ｢沖縄県区制｣
と ｢沖縄県郡編成｣ の勅令が公布され､ ４月１日から施行される｡
これによって､ 沖縄県は首里区と那覇区の２区､ そして国頭・中頭・島尻・宮古・
八重山郡の５郡に分けられることになる｡
まず区制についてみてみると､ 首里と那覇の両区には区役所が設置され､ 区長・区
書記が任命された｡ また､ 区民には選挙権が与えられ､ 議決機関である区会も設置さ
れるようになる｡
次に郡制をみると､ 国頭・中頭・島尻の３郡には郡役所が置かれ (宮古・八重山に
は島庁を設置)､ 郡長と数名の郡書記官を配したが､ 島尻郡長は那覇区長を､ 中頭郡
長は首里区長を兼任するといった具合に､ 今からみると､ まだ変則的なシステムであっ
た｡
この ｢中頭郡役所｣ の前身である ｢中頭役所｣ は一時期､ 宜野湾にあった｡
1879年 (明治12年) の沖縄における廃藩置県､ つまり琉球処分にともない､ 沖縄県
は各地方に27人の ｢在勤官｣ と称する役人を設置し､ 間切行政を監督させた｡ しかし､
翌80年６月23日にはこの ｢在勤官｣ を廃止し､ 新たに行政区間を整理して那覇・首里・
島尻・中頭・国頭・伊平屋・久米島・宮古島・八重山島の９行政区に分けて ｢役所｣
を設置､ その内､ 中頭一帯を管轄する ｢中頭役所｣ は美里間切番所内に置かれていた｡
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この美里の ｢中頭役所｣ が１年後の81年６月22日付で宜野湾間切番所内に移転したの
であった (『宜野湾市史』 第四巻)｡ 折しも､ 県内巡視の途次､ 宜野湾間切に立ち寄っ
た第２代県令・上杉茂憲は､ 美里から移転して間もない中頭役所を訪れている｡ (同・
四巻)
この宜野湾間切の中頭役所も５年ほど続いたのみで､ 1886年 (明治19年) には首里

当蔵の区役所隣に移転し､ (｢中頭郡誌｣) やがて96年の郡区制の施行とともに､ 島尻・
中頭・国頭・宮古・八重山の各地に郡制が､ 首里と那覇には区制がそれぞれ施行され
る｡ 中頭郡の誕生であるが､ その際､ 中頭役所は郡役所と改称され､ 首里区長が中頭
郡長を兼任した｡ (『沖縄県史』 第13巻・ ｢沖縄県関係各省公文書２｣)｡
その後､ 1908年 (明治41年) の ｢沖縄県及島嶼町村制｣ の施行にともなって首里区

役所と中頭郡役所が分離されたことにより､ 交通の不便さなどを主な理由として中頭
への移転問題が話題となる｡ 泡瀬､ 普天間､ 嘉手納､ そして越来など､ いくつかの候
補地が挙げられ､ 新聞紙上も賑わすが (『宜野湾市史』 第二巻､ 以下 『二巻』 と略)､
実現しないまま1923年 (大正12年) の郡制廃止を迎え､ 郡長・郡役所も消滅してしまっ
た｡
以後､ 広域行政単位として中頭郡はなくなってしまったが､ 1942年 (昭和17年) に

は､ 戦時下の末端行政事務を強化するため､ 国頭・中頭・島尻の三郡に ｢地方事務所｣
が設置され､ 中頭地方事務所は宜野湾村の普天間､ 現在の普天間高校敷地に置かれて
いたようだ (『宜野湾市史』 第５巻､)｡

５) 郡を構成する各間切や島の改革
1897年 (明治30年)､ ｢間切島吏員規定｣ が公布され､ 旧来の間切島吏員の冗員と組

織の簡略化がはかられた｡ そこでは従来の ｢番所｣ が ｢役場｣ と改称され､ そこに勤
める地頭代以下の地方役人は廃されて､ 間切長・書記・収入役が代りに置かれるよう
になった｡
また､ 間切内の村には ｢間切島規定｣ が施行されて､ 間切や島は法人となり､ また

郡役所で作成された予算を形式的に議決するといった具合に不十分ながらも､ いわば
今日の ｢議会｣ に相当する ｢間切会｣ や ｢島会｣ も設置されるようになる (｢沖縄県
関係各省公文書２｣)｡
こうして間切や島に一定程度の自治機関が設置され､ 行政権も認められるようにな

るが､ 現実には間切長は地域住民ではなく県知事の任命であり､ 議決機関たる間切会
もその職権や権利・義務などが県知事によって定められるようなありさまであった｡
この ｢間切島吏員規定｣ と ｢間切島規定｣ は､ 当初､ ｢土地整理事業｣ の終了後､

新制度に変更される予定であったようだが､ 実際には ｢日露戦争｣ の勃発によって延
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期となり､ 1908年 (明治41年) ｢沖縄県及島嶼町村制｣ の施行にともない､ 改廃され
ることになる｡
｢沖縄県及島嶼町村制｣ は､ 沖縄県と小笠原島など一部地域に適用された自治制度

で ｢特別町村制｣ と称される｡ そこでは､ 従来の間切や島が町村に､ 村が字に改称さ
れた｡ 同時に間切長・島長は町村長に､ 村頭が区長に改称され､ 間切会・島会は町村
会となった (｢沖縄県関係各省公文書２｣)｡
簡単にいうと､ 例えば旧来の宜野湾間切野嵩村は､ 宜野湾村野嵩になったわけであ
る｡ 1671年の間切創設以来､ 237年にわたって用いられてきた宜野湾間切の名称にピ
リオドが打たれたのである｡ ちなみに ｢中頭郡間切長名改称｣ と題する新聞記事では､
勝連村長が新任したのみで､ 残りは間切長から村長へと､ たんに名称が変更しただけ
である､ と意外に淡泊に扱っている (『二巻､ 248ページ』｡ が､ 宜野湾村 (現・宜野
湾市) では同年５月20日に ｢町村制施行紀年会｣ と称して､ 一般住民を初め､ 駐在巡
査､ 村雇医､ 学校職員など120人余が参加して､ 村制への移行を祝している (『二巻』)｡
ようやく地方自治制度に一定程度の前進がみられたようであるが､ しかし､ この制
度は ｢特別町村制｣ という名称からも伺えるように､ 例えば町村の吏員が知事の任命
制であったこと､ 町村会議員の選挙は直接国税納入者に限定されたことなど､ 制限さ
れた ｢特別制度｣ であった｡ ちなみに､ 少し時期はずれるが､ 1912年 (大正元年) 12
月末現在､ 宜野湾村の有権者の数は1,791人で本籍人口11,754人のおよそ15％にしか
すぎない (『沖縄県統計書』)｡

６) 土地整理と宜野湾
明治維新後の日本は､ 明治政府によって1873年 (明治６年) から79年ごろにかけて
｢地租改正事業｣ という近代的な土地の私有制度や､ 租税制度が全国的に確立される
が､ 沖縄県はそれより､ かなり遅れて1899年 (明治32年) から着手された｡
当初､ 明治政府は ｢沖縄県ノ諸制度ヲ改善シテ漸次内地一般ノ制度二帰セシムルニ
ハ地租ノ改正ヲ行フヲ以テ第一要義トス依テ其ノ土地ヲ整理シ所有区分ヲ明確ナラシ
メ之ト同時ニ地租条例ヲ施行シ旧慣ニ依ル土地ニ関スル国税ハ断然之ヲ廃止スルヲ必
要トス是レ本案ヲ提出スル所以ナリ｣ (｢沖縄県土地整理法案｣) という具合に､ つま
り ｢沖縄県の諸制度の改善は､ 地租の改正を優先し､ そのためには土地整理を行わな
ければならない｣ との方針を立てるのだが､ 地方制度の改革を先にして､ その間､ 土
地や租税制度の改革の準備にとりかかったようである｡
まず､ 1898年 (明治31年) ７月､ ｢臨時沖縄県土地整理事務局｣ は県知事 (奈良原

繁) を長官として設置されるが､ これは実地視察､ 模範地の調査､ 測量手の養成など
諸準備のためであった (『臨時沖縄県土地整理事務局設置の件』)｡
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そして翌99年 (明治32年) ３月には ｢沖縄県土地整理法｣ が公布されて､ ４月から
施行された｡
これで４年７カ月におよぶ土地整理事業が実施されるのであるが､ 事業の完了は19

03年 (明治36年) 10月であった｡
それでは､ この土地整事業の目的は､ いったい､ どういう点にあったのだろうか｡

｢沖縄県土地整理紀要｣ には以下のように謳われている｡
｢即チ本法法規定スル所ハ土地所有権ノ処分及所有ノ確定シタル民有地ニ対シ地価

ヲ査定シテ地租条例及国税徴収法ヲ布キ同時ニ旧慣ニ依レル国税ノ徴収ヲ廃止スルノ
二項ニ外ナラス｣ (『沖縄県史』 第21巻) と｡
つまり､ まず一点目には､ 土地所有権を確定して地価を査定し､ 地租条例や国税徴

収法を ｢沖縄｣ にも適用すること｡ 今ひとつは旧慣にもとづく国税の徴収を廃止する
こと､ の二点にあったようであるが､ つまるところ ｢定刻同一制度ノ下二統属スル｣
(同書) ことにあった｡
土地整理事業は簡単にいうと､ まず土地の所有者を決定し､ その土地を測量して面

積を定めた｡ そして地価 (課税の基準となる土地の価格) を決定し､ 地租 (土地税)
を徴収できるようにすることであった｡
所有権は､ 第一に土地を占有､ つまり実際に地割配当をうけ､ 耕作している者に与

えた｡ 第三に､ 山林の大半を占めていた杣山については､ とりあえず官有とした､ な
どを骨子としている (｢沖縄県土地整理紀要｣)｡
さて問題は地租であるが､ 地価の総額が845万円余でその地租額が21万円余 (およ

そ地価の２.５％パーセント) となっている｡ これは旧地租額50万円余に比べて29万
円余の減となっている｡ だが ｢改正前には､ 県市町村費の住民負担が少なかったのに､
改正後はそれが激増して､ 結局県民の負担は､ 地方費も合わせて旧制の79万円余が新
制では75万円余となり､ その差わずかに40,292円しかない｣ という (井上清､ 岩波講
座 『日本歴史』 16・｢沖縄｣)｡
簡単には評価しえない新地租の問題であるが､ 最後に ｢土地整理事業｣ の意義や後

世への影響などについてまとめてみよう｡
西里喜行によれば､ ｢土地整理｣ は､

一 土地制度は旧慣の地割制度が廃止され､ 土地の私有権が確立された
ため､ 土地の売買や交換が自由となり､ 耕地が集中化され地主となるも
のが現れ､ 一方で土地を手放し､ 他の職業に転職するものや小作人へと
転落するものがでてきた｡
二 租税制度は､ 地租条例＝国税徴収法の実施にともない､ 首里や那覇
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の士族層の免税の特権が失われ､ 県民は地租・県税・市町村税を負担す
ることとなる｡ また､ 貢糖制・人頭税法が廃止され､ 金納制が採用され
たほか､ 作付け制限も撤廃されたため甘蔗・たばこなどの換金作物の栽
培が盛んになり､ 商品 (貨幣) 経済への移行が顕著になった｡ さらに土
地に緊縛されていた農民が解放されて都市地区に流入するようになり､
資本主義的都市問題､ 農村問題を生み出す条件も準備された
(『論集・沖縄近代史』) という｡

この時期の宜野湾間切や住民の生活の様子をみてみよう｡
まず､ 土地整理事業の件であるが､ ｢土地整理ニ関スル中頭郡協議日割｣ と題する

1899年 (明治32年) ５月７日付けの 『琉球新報』 の記事には､ おそらく土地整理に関
する部落説明会の日程であろう日割りが掲載されている｡ それによると､ ５月５日の
宜野湾を皮切りに､ 21日の安仁屋まで､ 14カ村の日程が見える (『二巻』)｡
また ｢県下地方雑記｣ と称する記事には､ 土地整理にともなう土地の売買や交換な
どによって得た利益を地方民が花街の遊興費に充てていると嘆いている記事がある
(『二巻』)｡ また､ 東風平間切では農民が土地の売買によって借り入れた借金が30万円
余に上り､ 村によっては地人所有する土地の三分の二が抵当に入り､ ひどい場合には
土地は全部抵当に入って､ おまけに共有の製糖場まで競売に付せられた村もある｡ さ
らに明治32年の最終地割で配当を受けた140戸の地人の内､ 12戸は３年後にはまった
く土地を失っている事例が紹介されている｡ (仲吉朝助 ｢琉球の地割制度｣ 第三回)｡
おそらく､ 宜野湾間切もこうした事例と大同小異であっただろう｡ 宜野湾といえば､
その事実を確認できないが､ 土地整理局員が宜野湾間切の村人を脅迫して土地整理を
強要したとの新聞記事もある (｢地割の脅迫に就き｣､ 『二巻』)｡
この記事は別の意味でも大変興味深い｡ というのは､ 当時の沖縄は土地整理や参政
権問題をめぐって､ 専制的な権力をふるっていた奈良原県知事らとそれに異を唱える
謝花昇らの民権派との間で激しい抗争が繰り広げられていたからである｡ その謝花ら
の機関紙が 『沖縄時論』 で､ 一方には首里・那覇の旧支配者層の利益を代弁する 『琉
球新報』 とで論陣が張られていたのである｡ 問題の新聞記事は､ この 『沖縄時論』 に
掲載された内容に 『琉球新報』 側が反論しているもので､ じつに当時の状況がよくく
み取れる記事である｡
話は少しずれるが､ 土地整理にあたって各村の地人は最終地割によって､ 配当を受
けた土地の所有権を獲得することになったようであるが (仲吉､ 前掲論文)､ ｢はがき
投書｣ と題する新聞記事には､ 宜野湾間切のある村頭が､ その地割の際に他人の持地
を分割して自分の親戚に割り入れた旨の記述がある (『二巻』)｡ これは､ 後日､ 宜野
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湾間切役場から否定されているが､ 後述するような土地整理にまつわる事件の頻繁さ
からすると､ 十分に起こり得る出来事である｡ また先に､ 小作に供された土地は一定
額の報償金を条件に､ 小作人に所有権が認められたことを述べたが､ ｢村と村との悶
着｣ と題する明治37年７月の記事 (『二巻』) には､ 喜友名村と伊佐村の住民が浮掛地
(小作人) の報償をめぐって一悶着を起こしたことが記されている｡ 幸いにも警察の
介入で事なきをえたが､ こうした問題は､ この一件のみではなかったようだ｡ という
のは､ ｢旧浮掛人の無法行為｣ という同年12月の記事には (『二巻』)､ 報償金の支払い
期限がまだ過ぎていないにもかかわらず､ 村や組という公の団体が土地所有者の家畜
や家具を強奪するといった事件を起こしているのである｡ さらに北谷間切では､ 保証
金の催促のため､ 所有者の住家へ押し入って衣装や家具類を差し押さえるといった事
態まで生じている (『二巻』)｡ この二つの事件は直接､ 宜野湾間切を扱ったものでは
ないが､ 先の喜友名村と伊佐村の騒動から類推しても､ わが宜野湾もおそらく大差は
なかったであろう｡ いずれにせよ､ ｢土地の私的所有｣ という沖縄歴史始まって以来
の､ 未曾有の事態に直面し､ その歴史の渦の中で､ 揺れ動く地域住民の動きが読み取
れる内容といえよう｡
土地整理の導入に伴い地租条例＝国税徴収法が沖縄にも適用されるようになったこ

とはすでに述べたが､ じつは宜野湾村は財政の改善､ 会計帳簿の整理､ 現金保管の的
確さ､ 伝染病などの予防や衛生管理､ そして国府県市町村税の皆納など､ 村治め全般
に関する功績が認められ､ 明治44年 (1911年) ２月には模範村として､ 地方功労者と
して内務大臣の選奨を受けているのである (『二巻』)｡ これに対し､ 新聞社は６回に
およぶ特集記事を掲載し､ その名誉をたたえている (『二巻』)｡ 特に､ 納税の分野で
はかなりの成績を上げ､ 明治43年度には､ 那覇税務署長の表彰も受けるほどであり､
こうした事例は大正以後も新聞紙上などで散見される｡

７) 政争と地方改良運動
1912年 (明治45年) ５月31日､ 宜野湾村では村会議員の選挙が行われた｡ その際､

桃原正裕村長が自派の候補者を当選させるべく､ 特に我如古と宜野湾で反対派に対し
て､ 村税の過重負担､ 信用組合からの資金融資の停止などを理由に選挙干渉をしたと
いうのが事件の発端である｡ 事件はこれをキャッチしたマスコミによって連日､ 新聞
紙上に掲載され､ やがて村長派の敗北によって治まったかにみえた｡ が､ 現実はそう
単純ではなかった｡ 実はこの事件の背後には､ 同年５月15日に行われた県内初めての
衆議院議員選挙が微妙にからんでいたようである｡ その選挙以来､ 村内有志の間には
感情のもつれが生じ､ 村長がその村会議員選挙において自派の勢力拡大をもくろんだ
がために選挙干渉となったようである｡ 以後､ この問題はしこりを残し､ 我如古の殴
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打事件､ 同暴漢の公判､ 県会議員選挙における村内の分裂､ そして桃原村長の排斥へ
と泥沼化していく (『二巻』)｡
｢模範村｣ と ｢政争の中心地｣ という近世宜野湾の横顔がかいま見れるできごとで

あった｡ ところでいわゆる ｢シルー・クルー政争｣ というのは､ 特に民政党系と政友
会系の対立に加えてさらに民政党の内紛もあって､ この抗争は北谷から宜野湾・越来・
美里・中城・西原など中頭郡を巻き込み､ 沖縄県全域に波及していく｡ これは政治的
な信条の違いや保革の対立といったものとは趣を異にし､ しかも県内の政治情勢だけ
で動いたのではなく､ 中央の政争と県内各派閥の争い､ さらには村落共同体のボス同
士の抗争を複雑に取り込んでいったという (『宜野湾市史』 第六巻)｡ 事実､ 宜野湾で
も村会議員選挙や村長選挙､ 村長襲撃事件､ はては県当局による両派の調停など､ 特
に大正末期を中心に目を覆うばかりに新聞紙上を賑わしている (同､ 『六巻』)｡
その他､ 議員による村長の給料の露骨な制限､ 歪んだ手段による党派への勧誘､ そ
して派閥間の抗争にともなう傷害事件などが生じているようであるが (｢沖縄の百年｣
第三巻)､ そうした ｢シルー・クルー政争｣ のプロローグは､ ことに宜野湾に関して
は､ 明治の後半､ すでに奏でられていたといえよう｡
この時期､ ｢地方改良運動｣ という言葉がよく新聞紙上で散見される｡ これは西原

文雄によれば､ 日露戦争後に内務省や各府県によって推進された地方社会の再編強化
のための政策をいい､ 沖縄では､ 納税組合の設立､ 耕地整理の実施､ 風俗改良運動
(標準語の奨励､ 入墨の禁止など)､ 郷土誌 『中頭郡誌』 『沖縄県国頭郡誌』) や偉人伝
(琉球の五偉人)) の刊行などの形をとって進められたという (『沖縄百科事典』 中・
｢地方改良運動｣)｡ 実際､ 宜野湾でも1899年１月ごろには､ 風俗改良会が設立され､
(『二巻』)､ 次のような活動を展開している｡ すなわち､ 新城村では毎晩10時ごろから
男女が打ち揃って ｢毛遊び (モーアシビ)｣ を行い､ 歌・三味線で乱痴気騒ぎして通
行人の妨げになっているので､ 改良会はこれに注意を促すべきである､ との新聞記事
である (『二巻』)｡ また､ ｢警察事項｣ という記事には宜野湾・喜友名村の住民たちが
身体に入墨を施しているとの理由で科料に処せられ (『二巻』)､ 伊佐村の人は一日､
拘留されている (『二巻』)｡ その他､ 教育勅語の捧読・君が代の合唱・標準語の励行・
新嘗祭の献穀・納税組合の活動・中頭郡誌の編纂など､ 地方改良運動あるいはそれに
関連する事柄は､ 例えば､ 新聞資料をひとつ取り上げても枚挙にいとまがない｡
ところでこの時期､ 本土並みのいろいろなことが導入されていったが､ その大きな
制度のひとつに徴兵制度があった｡

８) 徴兵制度と宜野湾
沖縄県に徴兵制度が施行されたのは､ 1898年 (明治31年) １月１日のことである｡
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その時､ 宮古・八重山の二郡は当時､ まだ人頭税下にあり､ その関係で除かれたが､
両域まで徴兵令が適用されるのは､ 1902年 (明治35年) であった (｢沖縄県関係各省
公文書２｣)｡
もちろん､ それ以前にも志願兵として､ 例えば日清戦争にも参加した者もいたよう

であるが､ 徴兵令が施行されて､ 20歳に達した青年すべてが徴兵検査を受けねばなら
なくなるのは､ 1898年以後のことである｡ ただ､ 1896年 (明治29年) からは ｢陸軍六
週間現役兵制｣ が適用され､ 師範学校を卒業した小学校教諭を対象に､ 軍隊の短期間
服務制度が実施されたようであるが (沖縄歴史研究会 『沖縄の歴史』 第二巻・近代編)､
宜野湾でも1898年４月にこの兵役に合格した神山村の出身者の名前が見いだせる｡
続いて､ これらが初の徴兵署の開署なのか確認できないが､ 同年 (1898年) ６月２

日には中頭郡徴兵署が中頭高等小学校 (普天間) 内に設置され､ 宜野湾と浦添間切を
皮切りに中頭郡の荘丁 (兵役にあたる壮年男子) の身体検査を実施している｡ ｢徴兵
令によると､ 満20歳の男子は徴兵検査を受け､ 体格によって甲・乙・丙のランクに分
けられ､ 甲種合格の一部が推薦により３年間の兵役に服することとなる｣ (『日本全史』)
ようであるが､ この時 (1898年) の中頭郡の荘丁総数は1,189人に及び､ その内､ 宜
野湾間切は91人であったが､ 推薦の結果､ 甲種歩兵12人､ 乙種歩兵11人が宜野湾から
選出されている｡
以後､ 毎年､ ５月あるいは６月ごろに徴兵検査が実施されているが､ 合格した現役

兵たちは､ 入営に際して県や郡役所などから金品が贈られており､ それに対する御礼
広告が新聞紙上に散見される｡ また､ 徴兵令の適用のみならず､ 中には志願して兵役
を望むといった事例も見いだせる｡
こうした現役兵に対し､ 各間切では新兵の送別会を催し､ 軍人優待会や兵事会は物

品の寄贈などを行って戦意を鼓舞するのであった｡ さらに､ 教育現場では日露戦争の
戦利品を児童に展示して戦時教育に役立て､ あるいは勅書の捧読､ 御真影 (ごしんえ
い) の奉戴など､ だんだんと軍事色に染まるようになっていく｡
そうした中で､ ついに戦死者も出るようになった｡ 1904 (明治37) 年６月の ｢戦死

者の葬儀｣ という記事には､ 地域住民を初め､ 県知事､ 中頭郡長､ 間切吏員､ 学校職
員や児童生徒､ 愛国婦人会ら関係者列席の下､ 日露戦争の犠牲となった嘉数村の住民
の葬式の様子が記されているが､ 以後､ 次々と戦死者の訃報､ あるいは葬儀の模様､
遺族への下賜金､ 勲章授与､ 招魂祭などに関する記事が誌面を覆うようになる｡
一方､ 前記したようなマスコミを初め県や間切､ 警察､ 諸団体､ そして地域をあげ

ての徴兵制への協力・推進体制に対し､ 次のような消極的な手段に訴えながらも徴兵
を忌避した事例もあった｡
中頭郡の徴兵適齢者20人余は草刈りの際に誤って自分の指を切断し､ 徴兵を逃れよ
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うとしたという｡ また､ 伊佐の出身者外２名は､ 同じく兵役を免れんがため､ 手指を
毀傷し､ 重禁錮や罰金刑に処せられた｡ さらに喜友名のある青年は､ 野砲兵として福
岡県小倉の連隊に入営していたが､ そこから脱走して各地を流浪しながら宜野湾まで
逃れてきて､ そこで自首したという｡ ある大山出身者は仲間とともに兵役を逃れるた
め､ 自らの眼球を傷つけ､ 軍法会議に廻されている｡ 以上が 『二巻』 から拾い出せる
主な徴兵忌避の事例であるが､ 驚くべきことに､ 中にもっと別な手段を駆使している
人がいた｡
というのは､ この時期たくさんの人々が移民として諸国へ渡っているが､ この ｢移
民｣ という合法的な手段を使って､ 徴兵を拒否した者もいたようだ (『沖縄戦と教育』)｡
『二巻』 にもたくさんの移民した方々の事例は見いだせるが､ その中には､ あるいは
徴兵忌避の方法として､ 移民という手段を用い､ 海外へ雄飛していった方々もいたに
違いない｡
沖縄の歩みは本土と比べて必ずしも早くはなかったが､ いわゆる ｢旧慣温存｣ 策の
撤廃により､ この時期の宜野湾は､ 地方制度の改革､ 土地整理､ 徴兵令の適用､ 衆議
院議員選挙を初め県会や村会議員の選挙､ そして村長選挙など､ 堰を切ったように次々
と展開されていく近代諸改革の渦の中で､ ややもすれば流され､ もまれながらも実に
たくましく､ 生き抜いてきた｡ この時代は､ 本土化が確実に推進されていった時代で
あった｡ その本土化の荒波の中で ｢優良村｣ と ｢政争の中心｣ という歴史の個性を我
が宜野湾は育んできたが､ それは次の時代にもっと強烈に刻印されていく｡

!"#$%&'()*+,

１) 国家主義・軍国主義の時代
1913年 (大正２年) 10月のある日､ 宜野湾高等小学校で在郷軍人会分会旗の ｢樹立
式｣ が挙行された｡ 出席者は150人余｡ 天久流水会長が ｢勅論捧読｣ のあと訓辞を述
べ､ 来賓を代表して宜野湾尋常小学校の宮平一朗校長や桃原正裕市長らが登壇し､
｢会旗を軍旗と同じ精神にて活動すべし｣､ ｢在郷軍人は村の規範となり､ その指導者
となられんことを切望す｣ などと演説した｡ 周知のように､ 1914年 (明治３年) に第
一次世界大戦が勃発し､ 日本は同年８月に参戦した｡ 同年11月11日付の 『沖縄毎日新
聞』 に ｢青島陥落｣ を祝う ｢提灯行列｣ に関する記事がある｡ それによると､ 字宜野
湾の人々は､ 在郷軍人を中心に ｢祝捷会 (しゅくしょうかい)｣ を開催し､ ｢万歳三唱
後､ 熱狂せる字民五百の群集は､ 各自に提灯を携帯して馬場に出て､ それより､ 字の
一周を試み申し候｣ と記されている｡ その翌日も馬場で ｢村民全体｣ の ｢祝捷会｣ が
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開催された｡ 午後１時､ 2,000人余の群集が参加して､ ｢国歌斉唱｣・｢万歳三唱｣ のあ
と､ 南北に分かれて ｢国旗行列｣ を繰り広げた｡
当時､ 宜野湾村は ｢優良村｣ として知られていた｡ 1913年 (大正３年) 年に鹿児島

税務監督局から､ 座間味村・渡嘉敷村・摩文仁村・渡名喜村とともに ｢国税納税成績
優良村｣ として表彰され､ 1914年 (大正４年) には､ 熊本税務監督局から ｢国税完納
村｣ として表彰された｡ また､ 翌1915年には桃原村長が ｢地方改良功績者｣ として表
彰され､ 同年５月に東京で開催された ｢自治制祝賀25周年祝賀会｣ において ｢優良村｣
として表彰された｡
宜野湾村は ｢優良村｣ として県下に知られていたが､ 村長選挙や議員選挙における

対立・抗争は他村以上に熾烈であった｡

２) 桃原村長の ｢選挙干渉事件｣
1912年 (明治45年) ５月末から６月上旬にかけて､ 新聞紙上に宜野湾村長の ｢選挙

干渉事件｣ に関する記事が掲載されている｡ この ｢事件｣ は､ 同年５月中旬に実施さ
れた､ 衆議院議員選挙において､ 桃原村長が新垣盛善を支持するよう強要したのに対
し､ 区長らが同意せず､ 岸本賀昌に投票したことと関係がある｡ 結局､ 新垣が大差で
敗れ､ 桃原村長は面目を失った｡ 『琉球新報』 は､ この問題について ｢桃原正裕氏が
自己腹心のものを出すに腐心し､ (中略) 各字に於て選挙干渉を企てておる事明白事
実｣ と報じている｡
我如古と宜野湾では､ 両派に分かれて激しい選挙戦が展開された｡ 我如古では､ 在

郷軍人が桃原村長の手下として重要な役割を果たしていた｡ しかし､ 区長が村長の命
令に従わなかったので､ 手下の連中を使って脅迫され､ 選挙活動を妨害された｡ 選挙
の結果､ 18人中の10人は反村長派が占めた｡ ２人は中立で､ ６人が村長派であった｡
得票数1,360票のうち､ 村長派の得票はわずか412票 (約30・3％) であった｡
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１) ｢シルー・クルーの争い｣ の発端
1916年 (大正５年)ごろ､ 宜野湾村で ｢馬酒 (ンマザキ)｣ や ｢家捜し (ヤーザレー)｣
の是非をめぐって大いに紛糾したことがあった｡ 娘が他の字に嫁ぐ場合､ ｢馬酒｣ あ
るいは ｢馬手間 (ンマディマ)｣ と称して､ 娘の家から出身字に罰金を納める内法が
あったが､ この習俗の存廃をめぐって党派的な対立感情があったという｡ また､ 青年
の夜遊びを取り締まることを名目に､ 家々をまわって点検し､ 不在ならば罰金をとる
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｢家捜し｣ という内法があったが､ これについても両派の間で争いが続いていた｡
知念蒲戸 (1899年生) によると､ この問題が村会議員の選挙の争点になり､ 結局､
内法の存続を主張した側が選挙に勝ったが､ これが ｢シルー・クルーの争い｣ の引き
金になったという｡ 当局派を ｢シルー (白)｣ といい､ 反対派を ｢クルー (黒)｣ と呼
んで､ その後十数年間にわたって深刻な対立が続いた｡
｢シルー・クルーの争い｣ の始まりは､ 知念の話から1916年ごろであろうと推測す

ることができる｡ 選挙に負けた反対派は､ ｢二十銭模合｣ を起こして月に１回集まっ
ていたという｡ 反対派は､ 字宜野湾では72～73戸ぐらいであったというから､ 戸数に
して約四分の一ぐらいの少数であったことがわかる｡
その後､ 字宜野湾では綱引きも別々に実施し､ ｢シルー｣ と ｢クルー｣ の間では､

愛し合っていても結婚することもできなかった｡ また､ エイサーも両派で別々に実施
していた｡ 同年８月21日付の 『琉球新報』 に､ 字宜野湾のエイサーに関する記事が掲
載されている｡ 次にその記事の一部を紹介することにしよう｡
｢本村の盆祭は昨年までは極めて平凡に且つ何等音沙汰も無之候ひしが､ 今年より

字宜野湾にて男女混合の盆踊が一極端に或る感情に熱狂せる青年男女によりて､ 然か
も黒白両党反目の間に競争的に三日間演ぜられ候｣
この記事によって､ 字宜野湾ではエイサーは ｢黒白反目の間｣ に ｢競争的｣ に演じ
られたことがわかる｡ 青年男女も ｢シルー・クルーの争い｣ に巻き込まれ､ 互いに反
目しあっていたわけである｡
ところで､ そのころ､ 宜野湾村で ｢村長排斥運動｣ が起こっている｡ 桃原村長と上
席書記の個人的な感情のもつれから､ 一気に反村長運動が盛り上がった｡ 当時の 『琉
球新報』 は､ この問題を取り上げ､ 次のように紹介している｡
｢村会議員17名が署名捺印せる辞任勧告書の文面に曰く､ 桃原村長は明治45年５月

以来､ 各字の平和を破壊し党派を作り､ 本年５月選挙運動をなし､ 又選挙を行う毎に
干渉をなし常に村治を紊乱せしめしに付､ 此際勇退されたし云々｣
この問題は､ 村長が辞任して一応の決着がついたが､ これによって村内の対立感情
が払拭されたわけではなかった｡

２) ｢シルー・クルーの争い｣ 激化
1924年 (大正13年) の村議選挙で村内の政争が再燃した｡ 島袋盛春・仲村渠繁外10
人が沖縄タイムス社を訪問して語ったところによると､ 村議選挙は ｢当局側と在野党
の二派に分かれ頗 (すこぶ) る猛烈であった｣ が ｢山城村長は現在の地位を擁護する
ために他派の議員候補者を圧迫｣ した｡ 開票の際も ｢窓を閉ざして反対側に見られな
い様にし｣､ ｢開票立会人も自派の人のみ指定し頗る不公平であったのみならず､ 投票
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を偽造して有効な者を無効としたる事実がある｣ と世論に訴えている｡
翌年２月５日付の 『沖縄朝日新聞』 は､ この問題について解説し､ ｢宜野湾村の白

派黒派争ひが産み落とした醜い闘争｣ であり､ ｢純朴なる農民に猛悪なる闘争心理を
激発し､ 其の結果遂に闘牛場を挟んで物凄き武装の対峠戦まで演ずるに至れり｣ と､
｢シルー・クルーの争い｣ の激発を憂慮している｡
なお､ この選挙の結果については､ 異議申し立てが行われ､ ２年後に村当局が敗訴

している｡ すなわち､ 天久流水議員の当選が無効となり､ 反対派の山城正一が当選と
いうことになったのである｡
また､ 1925年 (大正14年) に村長選挙が実施された｡ 村長派14人と反対派10人が対

立し､ 結局､ 反村長派が退場して､ 村長派だけで山城五郎村長を選出した｡ 『琉球新
報』 は､ この選挙について､ 『議場は忽ち悪罵ど号の声に充ち満ち､ 会場周辺を取巻
いている村民の顔色も俄に緊張したが､ 村長派は自派の議員数の多いのを力に直ちに
選挙開始を宣すと､ 反対派は申し合わせた様に席を蹴って退場し､ 茲に於て投票の結
果､ 十四票の得票を以って山城現村長が当選した』 と報じている｡
ところで､ 玉那覇善信 (1915年生) は､ 尋常小学校４年の時､ 大人たちが手に手に

六尺棒などを持って役場に押しかけ､ 吏員を殴るのを目撃したことがあるという｡ 玉
那覇の話を紹介することにしよう｡

｢私が宜野湾尋常小学校四年の時のことであった｡ 始業時間を告げる
鐘が鳴って､ 仲間たちは教室へ駈けて行ったが､ 私は最後まで残って遊
んでいた｡
ちょうどその時､ 大勢の大人たちが手に手に先の尖った六尺棒などを

持って役場に押しかけて来た｡ 反村長派の人々であった｡ 百名以上の大
人たちが役場を取り囲み､ 緊迫した状況になった｡
外の騒ぎに気づいた吏員らは､ 我先に窓から飛び出して逃げた｡ 逃げ

遅れた者は､ 押しかけて来た群衆につかまって､ 殴る蹴るの暴行を受け
た｡ その時､ たしか村長も殴られて怪我をしたと思う｡ 巡査が来て制止
しようとしたが､ 群衆はなかなか言うことを聞かなかった｡
吏員から一部始終を聞いた字大山の人々が､ 味方を大勢引きつれて応

援にかけつけた｡ そして､ 両派がにらみ合い､ 一触即発の状態が夕方ま
で続いた｡ 首里署から応援の巡査が来て､ ようやく騒ぎがおさまった｣

この日の出来事を詳しく知りたくても､ 文献やその他の資料にほとんど何も記され
ていない｡ 1925年 (大正14年) ９月９日付の 『沖縄朝日新聞』 に､ ｢殴られた五郎村
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長遂に入院す｣ という見出しのついた簡単な記事があるだけである｡
｢シルー・クルーの争い｣ は､ 1920年 (大正９年) から23年の間を境に､ それ以前

と以後とに時期区分することができる｡ 宜野湾村の場合､ それ以前は､ 争いの範囲は
村内にとどまり､ それ以後は､ 全県的・全国的な政治の流れとの関連が密接になり､
それに村内の対立感情が加わって､ 複雑な様相を帯びるようになった｡
伊礼肇 (1893～1976) は､ 20年代における ｢シルー・クルー争い｣ の中心人物であっ
た｡ 彼は､ 1919年 (大正８年) に京都大学を卒業し､ 翌年､ 北谷村長に当選した｡ そ
して1923年に村長を辞し､ その翌年５月､ 憲政会の公認を受けて､ 衆議院議員選挙に
立候補して落選している｡
国吉真光 (1898年生) は､ ｢シルー・クルー争いは伊礼肇がもたらしたものである｡
北谷村は伊礼の出身地で強固な地盤であったし､ 西原村は伊礼派の宮平光晴ががっち
り押さえていた｡ 宜野湾村で政争が激しかったのは､ 北谷村や西原村に比べて勢力が
伯仲していたからだと思う｣ と述べている｡ この指摘は､ ｢シルー・クルーの争い｣
を周辺地域と比較して考える上で重要である｡
また､ 当時の字宜野湾の政治的対立の様相について､ 国吉は次のように述べている｡
｢当時､ 字宜野湾では伊礼派が多数を占めていた｡ 闘牛がある時は､ いつも伊礼派

がウシナー (闘牛場) を使用していた｡ そこへ反対派が､ ワラサージ (藁の鉢巻) を
しめて大挙して押しかけて来たことがある｡ 伊礼派も負けずに反対派の前に立ちふさ
がり､ 結局､ 乱闘になった｡ 喧嘩に備えて､ あらかじめ石や棒切れを隠し持っている
者もいた｡｣
農民たちは政争に巻き込まれ､ 互いに敵視しあって暮らしていたのである｡ 玉那覇
善信はこの問題について次のように述べている｡
｢山城村長の頃､ 政友会と民政党という二つの政党の勢力争いが始まった｡ 山城村

長は校長先生であったが､ 宜野湾村を良くしようと願って､ 村民が村長に担ぎ出した｡
しかし､ 伊礼派が割り込んで来て反村長派が出来た｡
大山と真志喜は村長派が圧倒的に多かったので､ 対立はそれほどでもなかったが､
その他の字では村長派と反対派に分かれていがみ合っていた｡
婚約をしたのに破談になったこともあったし､ 夫婦が離別させられた例もあった｡
また､ 夜道を歩いていて不意打ちを食らうこともあった｡ 選挙のたびに政争がエスカ
レートして､ ついに字宜野湾は真二つに割れてしまった｡ そして､ 綱引き・エイサー・
村踊り・闘牛などの行事も別々に実施するようになった｡ 行事や集会の際に､ 村屋
(ムラヤー) の優先権をめぐって争ったり､ 村屋の備品を勝手に自派だけで使用する
など､ 争いの種はいくらでもあった｡｣

第４章 明治から第二次大戦まで

!""



３) ｢融和｣ の時
当時の日本は ｢暗い谷間｣ の時代であった｡ 国策を批判したり戦争に反対したりす

ると､ 逮捕され牢獄にぶちこまれた｡ 本県でも､ 1927年 (昭和２年) に小学校の教員
を中心に社会科学研究会が組織され､ 師範学校にも研究会がつくられた｡ 安仁屋正昭
『沖縄の無産運動』 によれば､ 1929年 (昭和４年) ２月､ まず師範学校の生徒が逮捕
され､ 続いて関係者が芋づる式に検挙された｡ 師範学校生徒は､ 放校・退学・停学と
きびしい処分を受け､ 教員27人は､ 懲戒免職・譴責休職などの処分を受けた｡ 『大阪
朝日新聞』 によると､ そのうちの24人の人は中頭郡の出身であった｡ 翌年12月15日の
県会で､ この問題について島袋盛春は次のように述べている (『沖縄県議会史』 第四
巻)｡

｢昨年デアリマシタカ教員ニ左傾思想ガアルト云フノデ､ 免職ニナリ
休職ニナッタノガ沢山アリマシタ､ 其教員ハ本当ニ左傾思想ヲ有ッテ居ッ
タカドウカ､ 即チ我国ニ危ウキ精神ヲ有ッテ居ッタカドウカ､ (中略)
聞ク所ニヨルト公ニ発刊ヲサレタ所ノ書物ヲ読ンダノニ是ハイカヌト云
フノデ罷メサセタト云フ話モアル､ 余リヒドイジャナイカ､ (中略) 其
教員ノ中ニハ妻子アリ､ 父母モアリ今路傍ニ迷ッテ改俊ノ情顕著ナリト
認メマスケレドモ復職デキヌノデアリマス､ 可哀ソウジャアリマセヌカ
(後略)｣
右の島袋議員の発言は､ 治安維持法を問題にしているのではなく､ 政

府を批判しているのでもない｡ 教師たちは書物を読んでいただけであっ
て､ 社会主義の思想をどの程度理解しえていたか疑わしいと述べ､ ｢左
傾教員｣ として処分するのは気の毒だから復職させてほしいと要望して
いるのである｡ これに対して県当局は､ 『本人ガ前非ヲ悔イテ善人ニ立
チ返ル』 ならば､ 復職させる方針であると答えている｡
休職中の教員は､ 思想信条の自由を奪われただけでなく､ ｢転向せよ｣

とせまられた｡ 県当局はこのことについて､ ｢是ハ警察ノ方ヘモ御依頼
ヲ致シマシテ､ 本人ガドウ云フ状態デアルカ､ 益々感染シタカドウカ､
日常ノ動作ハドウ云フコトヲヤッテ居ルカト云フコトヲ能ク調ベマシテ
是モ又適当ノ時期ガアレバ復職サセテヤリタイト考エテ居リマス｣
と説明していた｡

宜野湾・北谷・西原の人々が ｢シルー・クルーの争い｣ に明け暮れている間に､ 時
代は悪い方向へ進み､ 日本は侵略戦争への道を進みつつあった｡ 当時､ 農村は天皇制
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国家の強固な支持基盤であったが､ ｢シルー・クルー争い｣ は､ ｢純朴な農村｣ の ｢美
風｣ を破壊するものとみなされていた｡ これを ｢融和｣ に導くことが重要な課題であっ
た｡
1931年 (昭和６年) ごろ､ 大阪から帰ってきた米須良慎は､ 馬車で荷物を運搬して
其の稼ぎで暮らしを立てていた｡ ｢シルー・クルー争い｣ を目のあたりにして､ この
問題を解決しなくてはならないと思い､ 有志を募って対策に乗り出した｡ 少し長くな
るが米須の話を紹介することにしよう｡
｢字宜野湾は政争がとくに激しく､ 部落が真二つに割れて､ 区長もシルー派・クルー
派で別々に立てているありさまであった｡ 私は､ この問題を解決しようと思って有志
を集め､ 当時､ 宜野湾尋常小学校の教頭であった渡嘉敷真睦先生に相談した｡ 私は夜
学校を開設して､ 両派の青年たちを同じ教室で勉強させたいと提案し､ 渡嘉敷先生に
は教鞭をとってもらうようお願いした｡
夜学校は､ 村屋に青年たちを集めて､ 週に３､ ４回開かれた｡ 最初は独身の青年が
30名ぐらい集まった｡ その後､ 年齢の枠を広げて15歳から40歳までとし､ できるだけ
多くの人々が参加するよう呼びかけた｡
また､ 青年団を引率して浦添城跡や今帰仁城跡の見学に出かけたり､ 他の地域へ農
業視察に出かけたりして､ 青年たちが話し合う機会を作るように努力した｡ その結果､
２､ ３年もすると青年たちは互いに打ちとけて話し合うようになった｣
米須は､ 1933年 (昭和８年) から字宜野湾の区長を二期務めた｡ それ以前は､ シルー
派とクルー派の区長がそれぞれ一人づついたが､ 彼が就任したときに初めて一人にま
とまったという｡
大里朝宏は首里の出身であるが､ 宜野湾の ｢シルー・クルー問題｣ の解決に重要な
役割を果たした｡ 彼は1931年 (昭和６年) に宜野湾尋常小学校に赴任したが､ 着任す
ると同時に､ ｢イャーヤヌーハーヤガ (おまえはどこの派か)｣ と尋ねられたという｡
人々は党派感情で凝り固まって､ 互いに相手を罵倒し､ ときには暴力沙汰になった｡
その亀裂の大きさに驚いた彼は､ 青年会に働きかけて両派の ｢融和｣ を図った｡ する
といがみ合っていた青年たちが仲良くなり､ 一緒に行動するようになったという｡
1931年 (昭和６年) の12月３日付の 『大阪朝日新聞』 に米須や大里の活動に関する
記事が掲載されている｡ 次にその記事を紹介しよう｡
｢白黒闘争克服の叫びが､ 今や純真な地方青年達によって叫ばれ､ 農村には政争の

愚かしきことがやや判明しだした｡ もろもろの闘争に戦ひ疲れた惨めな姿を見せつけ
られた各農村青年は､ いひ合わしたように決起した｡ 中頭郡の政争地として有名な宜
野湾村でも今回､ 青年たちによって粛清運動を続け
一､ 選挙に白黒闘争を打破せよ｡
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一､ 利己的政党屋を打倒せよ｡
一､ 我等の村を平和に返せ｡
等のスローガンを掲げて警鐘を村内に打出したが､ 同団体は県庁､ 尚伯爵家､ 刑務所
其の他の見学をなし､ 知識向上に供し､ 親和を以って村の粛清に邁進することになっ
ている｣ (『西原町史』 第二巻)
それから約２年後､ 宜野湾村にようやく ｢融和｣ の時期が訪れた｡ 1935年 (昭和10

年) １月19日付の 『大阪朝日新聞』 は､ ｢政争を解消平和郷に帰る｣ という見出しを
つけて､ 同月17日の村長選挙の結果､ ｢前県議天久流水氏が満場一致で当選した｣ と
報じている｡ ｢まる15カ年いろいろ不祥事件を惹起した醜い過去を水に流し｣､ 宜野湾
村はようやく ｢平和郷｣ になったというわけである (『宜野湾市史』 第六巻)｡
ちょうどそのころ､ 国吉真光は宜野湾役場に勤めていた｡ 政争の地から ｢融和｣ へ

の過程を見守っていた国吉は､ 当時を振り返って次のように述べた｡
｢1934年 (昭和９年) 頃､ 伊礼派 (民生派) の高江洲英吉氏が宜野湾村長で任期中

であったが､ 融和を図るために解任して､ 天久流水氏を村長にしようという話が持ち
上がった｡ 伊礼派としては､ 自派の勢力が弱くなるので正面から反対していた｡ しか
し､ 結局天久氏が村長になった｡ 伊礼派の間では､ 村長が替わっても役場吏員はその
まま残るということを確認していたが､ 天久氏が就任すると､ 伊礼派は辞めてしまっ
た｡ 伊礼氏から天久村長には協力するなという指示があったと聞いている｣
何もかも水に流すというわけにはいかなかったが､ これで一応の解決はついたので

ある｡ なお､ 1935年 (昭和10年) １月19日付の 『大阪朝日新聞』 の記事によって､ １
月17日午後１時から村会が開かれ､ 村長の改選の結果､ 前県議の天久が満場一致で当
選したことを確認することができる (『宜野湾市史』 第六巻)｡

!"#$%&'()*

１) 満州事変から支那事変
1931年 (昭和６年) ９月18日未明､ 満州南部の中心都市奉天 (現在の瀋陽) の東に

あたる柳条湖で､ 南満州鉄道 (満鉄) の線路が何者かによって爆破され､ この直後､
日中両軍が激突した｡ それをきっかけに日本の関東軍 (満州駐屯の陸軍) は戦線を拡
大､ 満鉄沿線､ 中国北東部の主要な都市を占領した｡ 翌年の春には満州全土占領した｡
これが ｢満州事変｣ である｡
1933年 (昭和８年) ２月24日､ 国際連盟の特別総会が開かれて､ 満州国の不承認の

対日勧告が採択された｡ それで､ ついに日本は同年３月27日､ 国際連盟を脱退し､ 国
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際舞台での孤立化を深めていった｡
昭和に入って国内では､ 軍部や民間右翼・超国家主義者らの主導のもと､ 戦時体制
が強められていった｡ 満州事変の起きた年には､ 参謀本部や陸軍省の中堅将校たちが
結成した桜会によって､ クーデターが企てられたが失敗に終わった (三月事件・十月
事件)｡ このメンバーの中に､ のちの沖縄戦における参謀長・長勇がいた｡ 青年将校
らによるクーデター事件が続けざまに起こり､ 日本の社会は次第に軍国主義の潮流に
のみ込まれていった｡
1937年 (昭和12年) ７月７日､ 中国・北京郊外の盧溝橋付近で日中両軍の衝突事件
をきっかけとして､ 全面的な戦争へ拡大していった｡ 戦争は中国全土に展開し長期戦
の様相を呈し､ 日中戦争となった｡
日中戦争が果てしなく広がる中で､ 政府は ｢国民精神総動員計画実施計画要綱｣ を
発表し､ ｢挙国一致｣・｢尽忠報国｣・｢堅忍不抜｣ のスローガンのもとに全国的な運動
を推進｡ 紀元節の家庭奉祝､ 愛国債購入､ 英霊の奉迎行事の励行､ ｢愛国行進曲｣ な
ど国民歌や軍歌の普及が行われた｡
沖縄県では､ 政府の支持に従い､ 知事を長とする ｢国民精神総動員実行委員会｣ を
つくった｡ 最初のころは ｢日本精神｣ および ｢敬神思想｣ を呼びかけた観念的な教化
運動が中心であったが､ 戦争が長期化と深刻化を帯びてくると､ 貯蓄奨励､ 金属・資
源回収､ 生活刷新というふうに､ だんだんと庶民生活の細部にまで干渉してきた｡
1938年 (昭和13年) ４月､ 国民の運命を決する ｢国家総動員法｣ が公布された｡ こ
の法律では､ 戦時・事変に際し､ 国防目的達成のため､ 国力を全面的に発揮できるよ
う､ 人的・物的資源を統制運用することになっていた｡ 動員と統制の対象は､ 人と物
と情報のすべてにわたり､ 教育と研究も戦争の目的に従属させられた｡ また､ 学校で
は学徒勤労動員が始った｡
日中戦争の長期化が深刻となり､ 日本は東南アジアへの進出によって事態を打開し
ようとしていた｡ 1940年 (昭和15年) ６月､ フランスがドイツに降伏すると､ 日本は
仏印 (現在のベトナム) への進出を要求した｡ ７月に､ 大本営政府連絡協議会議は
｢武力行使を含む南進政策｣ を決めていた｡ フランスは日本の要求を受け入れて北部
仏印への進駐が開始された｡
1939年 (昭和14年) ７月にアメリカから日米通商航海条約の破棄を通告され､ 石油
などの戦略物資をアメリカから輸入することが出来なくなっていた｡ それでそれを東
南アジア地域に求めようとして ｢南進論｣ が勢いづいたのであった｡

２) 第二次大戦
1941年春から日米交渉が行われてきたが､ 解決の糸口がなく､ 対立は深刻化した｡
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東南アジアの軍事行動を進めるためには､ 北方ソ連との友好関係が不可欠であったた
め､ 1941年４月､ 日本とソ連との間で ｢相互の領土および不可侵｣ をうたった ｢日ソ
中立条約｣ (有効期間５年) が調印された｡ 日米開戦は目前に迫っていた｡ 同年の11
月２日 ｢帝国国策遂行要領｣ が決定され､ それには ｢現下の危局ヲ打開シテ自存自営
ヲ完フシ､ 大東亜ノ新秩序ヲ建設スル為に此ノ際英蘭戦争ヲ決意シテ｣ と述べられて
いる｡
同年11月15日には陸軍の ｢南方要域攻略命令｣ が出され､ 海軍も ｢連合艦隊発起命

令｣ を発している｡
陸海部隊は行動を開始し､ ハワイ攻撃の第一航空艦隊は11月26日､ エトロフ島のヒ

トカップ湾をひそかに出港､ ハワイに向かった｡ 1941年12月８日､ 日本時間の午前２
時､ 山下奉文陸軍中将の率いる第25軍はマレー半島のタイ国境に近いコタバルに上陸､
午前３時には南雲忠一海軍中将に率いられた第一航空艦隊を主軸とする機動部隊はハ
ワイの真珠湾空襲を開始｡ ハワイ､ マレー半島､ フィリピンなど西太平洋各地と中国
大陸で英米の基地と艦船がいっせいに攻撃された｡
日本政府は真珠湾攻撃開始の30分前に､ ワシントン時間午後1時に日米交渉の打ち

切りを通告するつもりであったが予定通りの通告はされなかった｡ 野村・来栖大使ら
がハル国務長官に覚書 (最終通牒) を手交したのは真珠湾攻撃から１時間後のワシン
トン時間12月７日午後２時20分であった｡ しかもこの文書は､ 単に交渉打ち切りを宣
言したのみで開戦の意志は明示していなかった｡ イギリスに対しては､ まったく事前
の通告なしに攻撃を開始した｡
日本では12月８日午前７時に臨時ニュースで ｢大本営陸海軍発表､ 帝国陸海軍は本

日未明､ 西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れり｣ と報道した｡ 攻撃を開始して
から約８時間後の同日､ 午前11時40分に詔書がラジオから流れ､ 宣戦が公表された｡
詔書のなかで天皇は､ 自存自衛のため､ やむを得ず宣戦の布告をしたのであって､
｢大東亜の安定と開放のための正義の戦い｣ であると国民に強調し､ ｢億兆一心国家ノ
総力ヲ挙ゲテ征戦ノ目的ヲ達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ｣ と国民に命令した｡
1931年の ｢満州事変｣ から1937年の ｢支那事変｣ を経て､ ついに米・英を主たる相

手とするアジア太平洋戦争となったのである｡
アジア太平洋全域が戦場となり､ 日本に対する交戦国は世界55カ国におよんだ｡ こ

のアジア太平洋戦争で､ 日本軍は2,000万人のアジア太平洋の民衆を殺傷し､ 310万人
の国民を死の道づれにした｡
開戦から半年の間は､ 日本軍は破竹の勢いであったが､ 1942年の夏から戦局は逆転､
準備を整えた連合軍の反撃が始まり､ ミッドウェー海戦・ガダルカナル島の攻防にお
いて戦局の主導権はアメリカ・イギリスに移った｡
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1944年に入ると南洋群島のマーシャル諸島・トラック諸島が相次いで攻略された｡
｢帝国の絶対攻防線｣ と言われたマリアナ諸島も攻撃され､ ７月にはサイパン島が玉
砕した｡ 南進国策にのって南洋諸島に移住していた約７万人の沖縄出身者は軍と運命
をともにした｡ 特にサイパン玉砕においては6,000人以上の県出身者が死亡し､ 県民
に衝撃を与えた｡
アメリカの潜水艦によって輸送は遮断され､ 1944年秋からは､ 米軍機による都市の
無差別爆撃によって国内の生産設備や港湾や鉄道は破壊され､ 日本の戦闘能力は崩壊
した｡ 同じ1944年秋､ 連合軍はついに沖縄に迫った｡ アメリカ機動部隊は､ 10月10日､
南西諸島に大空襲を敢行した｡ 奄美大島・徳之島・沖縄諸島・宮古島・石垣島・大東
島などの飛行場と港湾施設を破壊した｡ しかも､ 那覇の被災は市街地の90％を焼き尽
くすほど大きく､ 死傷者は軍民あわせて約1,500人にのぼった｡

３) 疎 開
また､ 1944年７月､ 政府は閣議決定に基づいて､ 南西諸島から約10万人の老幼婦女
子と学童を県外へ疎開させる計画を立てた｡ 政府の疎開計画は､ 足手まといを戦闘地
域から移し食料を確保するのがねらいであった｡ 疎開は1944年 (昭和19年) ７月から
始まり､ 沖縄戦直前の1945年３月まで行われ､ 南九州 (鹿児島・宮崎・大分・熊本)
へ約６万5,000人､ 台湾へ１万人余が疎開した｡ このうち､ 疎開学童は国民学校の３
年生から６年生で､ 40人に１人の引率教員がついた｡ 南九州へ約5,500人､ 台湾へ約1,
000人の学童が疎開したことになっている｡
宜野湾からの学童疎開は､ 1944年 (昭和19年) ８月から始まった｡
宜野湾国民学校と普天間国民学校の児童は､ 普天間国民学校の大里朝宏教諭と宜野
湾国民学校の大里和子教諭が引率､ 寮母として前田明子さん (宜野湾国民学校校長・
前田英吉氏の奥さん)､ 炊事係として花城春さんと我如古キヨさんが付き添い､ 52人
の児童が宮崎県東郷村坪谷国民学校に疎開した｡ 嘉数国民学校の児童32名は今帰仁朝
教教諭の引率で､ 東郷村の福瀬国民学校へ疎開した (宜野湾がじゅまる会編 『戦禍と
飢え』)｡
沖縄戦の直前から戦中にかけて､ 沖縄本島北部地域は重要な避難地となった｡ 第32
軍は､ 疎開の実施計画を県と協議した｡ 60歳以上の高齢者と国民学校以下の児童を３
月下旬までに疎開させ､ その他の非戦闘員は､ 戦闘開始必至と判断する時期に､ 軍の
指示により一挙に北部へ移すことにしていた｡ 北部疎開を予定された中南部の住民は､
10万人であった｡
県は北部の町村に次のように疎開民の受け入れを割り当てた (カッコ内は疎開者・
避難民の市町村名)｡
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国 頭 村 (那覇市・真和志村・浦添村・読谷山村)
大宜味村 (那覇市・真和志村など)
羽 地 村 (美里村・越来村・北谷村・首里市など)
名 護 町 (小禄村・その他)
今帰仁村 (宜野湾村・伊江村)
久 志 村 (中城村・西原村・佐敷村)
金 武 村 (大里村・南風原村・東風平村・玉城村他)

このような疎開業務を沖縄県人口課が始めたのは､ 1945年２月中旬からであったか
ら､ ３月下旬の沖縄戦開始までの約１カ月間で疎開できたのは約３万人であった｡ 多
くの住民が疎開途上で沖縄戦に巻き込まれ､ あるいは中南部戦線へ追い詰められていっ
た｡
当時助役だった桃原亀郎氏の日記によると､ 宜野湾村の北部疎開割り当先は､ 今帰

仁村の字平敷､ 謝名､ 崎山などであった｡ 1945年２月16日､ 宜野湾村助役・桃原亀郎
は､ 職員・宮城正雄､ 我如古永祐他､ 数名を連れて割当先の今帰仁村当局や各部落に
連絡調整に出た｡
帰任後､ 早速､ 役場職員や大政翼賛会傘下の有志に呼びかけ､ 各部落ごとに分かれ

て今帰仁疎開を促した｡ ところが疎開に応ずる村民は少なかった｡ その理由は ｢どう
せ死ぬならふるさとで死んだほうがよい｣ ｢今帰仁村は､ 運天港をひかえているので
上陸の時に危険である｣ ｢国頭は日本軍の施設がないから米軍は国頭から上陸する｣
ということであった｡ また､ 上陸戦についての情報が乏しく､ 日本軍についているこ
とが最も安全であるという考えが多かったようだ｡ そのため役場職員や村の指導幹部
は大変困ったという｡ 亀郎は､ 日記の中で ｢村常会数回､ 部落常会３回に及んでも３
千人の予定者から1,300人しか疎開できないことは､ 誠に情けない｣ と記している｡
当時､ 宜野湾青年学校の校長職にあった知念清一は､ ｢字常会で疎開説得にあたっ

たが誰一人聞き入れず､ とどのつまりは自分の家族を先に行かせることにした｡｣ と
語る｡
一方､ 今帰仁村では､ 宜野湾村や伊江村からの村民疎開者､ 7,700人を受け入れる

ために空襲の中を突貫工事で避難小屋 (山小屋) を作ったようだ｡ (『今帰仁村史』)
宜野湾村民の第一陣が今帰仁疎開に発ったのは､ 1945年２月20日前後､ 日本軍の陣

地構築用資材を運搬する北部行き空トラックに便乗した桃原助役は､ 第一陣の疎開引
率に役場職員から知念賀真､ 花城清秀､ 松門勇雄､ 農会職員から渡名喜庸政を派遣し
た｡
助役他数名の役場職員や農会職員､ 村民疎開の世話をみるために数回にわたって今

帰仁村を往復したようである｡ 花城清秀の証言によると､ 数少ない職員で､ 農会職員
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を含めて延26人が往復したという｡ 桃原亀郎助役は２月23日､ 自分の家族を今帰仁村
字謝名に移し執務したという｡ (知念清一の証言)
役場職員や村有志の強力な説得にも応じなかった村民も､ 戦況が日々激しくなると
自ら思い立つようになり､ 同年３月20日前後には､ 親戚や隣近所で集団になり､ 荷馬
車に荷物を積み部落を発つ者も出た｡ したがって宜野湾村の計画疎開は最終的には収
拾のつかない状況となった｡ 部落ごとの疎開で遅れをとったのが､ およそ３月23日ご
ろである｡ 宜野湾村字佐真下の住民が村を離れたのは３月23日であった｡ 約15世帯
(70人) が部落の個人所有の数台の馬車に荷物や食糧を詰め､ 今帰仁村に出発したの
であるが石川方面に差しかかった時には伊波部落はすでに炎を上げていた｡ (当時佐
真下区長､ 比嘉定亮の証言)
ちょうどその頃､ 今帰仁から舞い戻っていた桃原助役は､ 役場の兵事係の仲村渠春
興と配給主任の比嘉盛栄を伴って､ 石部隊 (第62師団) の隊長のところへ情報収集に
出た｡ 隊長は ｢あと１週間もすれば完全に上陸するので､ 北部は橋も破壊され通れな
いから南部に逃げなさい｣ と指示したようだ｡ しかし､ 村の責任者としてその指示に
従うわけにもいかず今帰仁に戻ることにしたのである｡
当時の宜野湾村役場は､ 村長の仲村渠春寿 (当時61歳) が胃潰瘍を患っていたので､
助役の桃原亀郎が主として軍との折衝や外交の中心になり､ 庶務主任の国吉真光が現
地の統括をみていたようだ｡ 現地に残る役場職員は３月25日頃までは､ 日没後に役場
に出かけ､ 執務に応じていたが､ 翌26日頃からは空襲や艦砲射撃が激しくなり役場と
しての機能を失い､ 職員も自由行動をとったようである｡ (『地方自治７周年記念誌』)
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３月28日､ 当時､ 宜野湾青年学校の教頭職にあった仲村春勝 (後の宜野湾市長) は
翼賛団体の情報部長の肩書きがあったので､ 浦添村役場に情報を取りに行ったが､ 帰
途､ 西海岸の戦況を見て唖然としたという｡ 村役場職員や村指導幹部は､ 上陸ぎりぎ
りまで情報収集や避難壕配置に躍起になったようである｡
また､ 桃原亀郎助役は､ 同日､ 宜野湾村役場に最後の別れを告げ､ 仲村渠春寿村長

が避難しているマーカーガマ (洞窟) を訪ねた｡ ｢自分は村内でなすべき仕事は終わっ
た｡ 今日より国頭に行って疎開民の世話に当たり彼等の保護の責任を尽くしたい｣ と
申し出た｡ 村長は了解してくれた｡ 亀郎助役は､ 意を決して戦火の中を今帰仁に発っ
たのである｡ (『戦後初期の宜野湾―桃原亀郎日記』 の解説より)

４) 激戦地の嘉数
1945 (昭和20) 年４月１日､ 米軍は沖縄本島の中部西海岸の読谷山・北谷に上陸､

北飛行場 (読谷飛行場) と中飛行場 (嘉手納飛行場) を占領し､ ４月５日ごろまでに
は宜野湾以北の中部一帯を制圧した｡
中部では中城村の津覇､ 宜野湾村の我如古・大謝名方面で日本軍の反撃が始まって

いた｡ 本格的な戦闘は４月６日ごろから､ 嘉数高地で日米の攻防戦が展開された｡ 特
に西原村棚原から宜野湾村嘉数・宇地泊を結ぶ線で激戦が繰り返された｡ 日本軍は､
進撃してくる米軍の進路に地雷を敷設し､ 対戦車砲､ 臼砲・重火器で反撃した｡ 急造
爆雷をかかえて戦車に体当たりするなど肉弾戦を展開した｡ 米軍は ｢嘉数地区で米軍
が失った戦車22台というのは､ 沖縄の一戦闘での損害としては最大のものであった｣
と記録している｡ ２週間におよぶ戦闘の末､ 日本軍は浦添の前田高地に撤退した｡
この戦場に巻き込まれた嘉数住民は､ 655人のうち374人が犠牲となった｡ 宜野湾地

域で米軍に捕まった人は収容所へ連行されたが､ なお日本軍とともに南部の戦場へ逃
げた人々もいた｡
５月下旬､ 牛島司令官らは首里を放棄して南部の摩文仁へ撤退した｡ このとき､ 日

本軍は主戦力の８割を失っていたが､ 南部の洞窟陣地ではなお抵抗が続いた｡
牛島司令官は６月23日､ 摩文仁の洞窟で自決し､ アメリカ軍の第10軍司令部は､ ６

月22日､ (アイスバーグ作戦) (沖縄攻略作戦) の終結を公式に発表しているが局地的
な戦闘はなお続いた｡
日本はポツダム宣言を受諾し､ 1945年 (昭和20年) ８月15日正午､ 天皇自身の ｢終

戦の詔書｣ 放送 (いわゆる玉音放送) によって､ 国民は日本の降伏を知らされた｡
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１) 収容所からの帰村
宜野湾村民は､ 米軍上陸直前に県や村当局の方針に基づいて今帰仁村に疎開した者､
米軍上陸後に迷った末に北部山岳地帯に非難した者､ 日本軍とともに南部へ非難した
者､ また､ ｢どうせ死ぬなら郷里の宜野湾で｣ と地元宜野湾界隈に留まった者の四者
に分けられる｡
戦争直前の宜野湾村の人口は､約１万３千600人｡ 三ヶ月の間の米軍との激しい戦闘

で犠牲になった村民は5,399人であった｡ 部落ごとにみると､ もっとも死亡率が高い
のは長田､ 嘉数､ 我如古､ 志真志などで集落の44％から50％にのぼる｡ 関係者の話を
総合すると､長田､ 志真志集落は､村内の集落と比較して自然壕 (ガマ) が少なく､ 自
家防空壕で一時しのぎはできたが､ 追いつめられたために犠牲者が多いようだ｡ また､
嘉数集落は､ 22日間の日米攻防戦の巻添えとなり､ 多くの犠牲者が出たようである｡
北部に非難した者は､ 南部に比べて戦時中比較的安全だったようだが､ 捕虜になっ

て後は食料に窮し悲惨きわまるものがあったという｡ 羽地､ 瀬嵩､ 大浦崎の収容所で
は､ 一日一回のおにぎりが配られる程度であった｡ 住民は桑の葉の若芽､ 竹の新芽､
海草､ 田草などを食し辛うじて命をつないだという｡ 羽地村仲尾次に収容された者な
どは､ 今帰仁村の謝名､ 玉城､ 平敷､ 渡喜仁､ 仲宗根などの民家からイモや味噌など
を物色したようだ｡ しかし､ 日本軍の敗残兵に没収されることもあったという｡
北部へ避難し､ 食料に逼迫した収容所生活の中で追い討ちをかけたのが伝染病のマ

ラリアであった｡ 厳しい戦火をくぐり抜けて生き延びたのも束の間､ マラリアの高熱
や食料不足からくる栄養失調で命を落としたものが多かったのである｡
一方､ 地元宜野湾の野嵩収容所では米軍キャンプに近いこともあって配給物資が豊

富であった｡ その上､ 当時 ｢戦果｣ と称して米軍キャンプから食料などを物色するも
のが多かった｡ 戦果とは戦時用語で戦争や戦闘の成果という意味であるが ｢米軍キャ
ンプから物資を拝借してくること｣ を意味して戦後まもなくからしばらくの間続いた｡
野嵩集落は､ 宜野湾村内で唯一戦火を免れた地域で､ 家屋敷も残っていた｡ それで

収容所として使われたのだが､ 収容民はほとんどが宜野湾村外の人であり､ 収容され
た3,000人のうち､ 地元村民はわずか30人程度であった｡
家々には家屋番号が付され､ 一屋敷の母屋から畜舎まで７､ ８世帯が雑居していた｡
また､ 野嵩収容所の区長には島尻の三和村出身の大田政秀氏があたっていた｡
1945年11月18日､ 野嵩集落が戦火を免れ､ 家屋も残り生活が豊かであるという情報

を得た宜野湾村出身の今帰仁疎開者の代表幹部ら・知念清一､ 中村永勲､ 金城栄光､
比嘉賀信の４人は米軍から通行許可証をもらい､ 野嵩まで調査に行った｡
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ところが､ 当時野嵩に収容されていた他村民 (主に島尻､ 首里､ 那覇などの人) は､
宜野湾の地元民が北部や南部から帰村するのを快く思わなかった｡ 人口が多くなれば
食料が少なくなり､ しかも野嵩の人が戻れば家屋が取り上げられることを意味したか
らである｡
知念清一ら四人は､ 野嵩からの帰路､ 名護の隣の世冨慶に立寄り ｢帰村できない状
況であれば世冨慶の一角に宜野湾村民の疎開者集落を作ろうか｣ という話もでたとい
う｡ しかし､ 地元に戻りたいという思いは強く､ 早速､ 米軍と交渉して､ 羽地村在住
の404人の名簿を作成し､ 1945年 (昭和20年) 11月25日に帰村することができたので
あった｡
こうした状況の中で､ 野嵩在住の島袋正善､ 金城信徳らによって各地の収容所から
の村民受け入れの計画が立てられた｡ まず､ 金武村福山にいた久保田盛春 (旧姓島袋､
戦後初代村長) に連絡を取り､ 伊佐真人､ 我如古永祐､ 仲村春勝､ 桃原亀郎､ 宮城正
雄らが次々と集まった｡ 前原､ 胡差より国吉真光､ 渡慶次真正､ 米須良慎らも加わっ
て帰村促進にあたった｡
その後､ 桃原亀郎は金武村惣慶に居たが､ 胡差市まで行き､ 石川栄良､ 米須良慎､
渡慶次真正の４人で胡差市長・仲地庸之を訪ね､ 移動問題を依頼し､ 積極的に移動促
進に取り組んだ｡
桃原は金武村惣慶にいても自分がすべきことはないと考え､ 頻繁に野嵩に通い､ 帰
村民受け入れのため､ 工務課でテント小屋作りに一生懸命になっていた｡
こうして､ 1945年 (昭和21年) ２月から４月にかけて､ 久志村瀬嵩､ 汀間､ 嘉陽か
ら帰村した｡ 続いて石川､ 大浦崎､ 前原､ 胡差からも帰村､ 具志川村高江洲区に在住
していた宜野湾村民は､ 帰村間際まで同地の畑で ｢たとえ他の集落でも一茎でも多く
植えて食料増産してから出発しよう｣ と心がけたという｡ そしてその協力精神に対し
て具志川村民は感謝の心を込めて送別会や演芸会を催したことを当時の ｢うるま新報｣
は報じている｡
一方､ 南部で戦禍を免れ､ 知念､ 玉城方面に収容されていた宜野湾村民は､ 一足遅
れて同年の６月２日に儀間仁栄､ 島村安恵､ 許田牛らに率いられ帰村した｡
一挙に宜野湾村民が野嵩集落に戻った｡ すると､ 野嵩集落には､ 島尻､ 那覇､ 首里､
読谷山､ 北谷方面の人々が留まっていたので一気に人口が膨れ上がり､ 約１万人を超
したという｡ 納屋､ 畜舎はもとよりテント仮小屋を作り､ 急場をしのいだという｡

２) 宜野湾村再建と集落の移動
1946年４月４日､ 市町村制復活に伴い､ 野嵩区から宜野湾村に改まった｡ 久保田盛
春が任命村長となり､ 助役に桃原亀郎､ 収入役・伊佐真英が任命された｡ 庶務課､ 産
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水曜学校（嘉数） 1948（昭和23）年
米人牧師が聖書を読み、沖縄人牧師が通訳して話を聞かせた。

業課､ 商務課､ 社会事業課､ 労務課の五課を置き､ 12人の書記､ 四人の技手､ 一人の
通訳を置いて役場の行政が始まった｡

３) 戦後1950年頃までの宜野湾の生活
戦後､ 疎開先や収容所から焼け野原となった宜野湾へ帰還するには､ 家屋の再建が

必要であった｡
各部落は､ 区長を行政の一役を担う役割とし､ 各字が区長を中心に部落再建を行っ

ていった｡ 家屋建築は､ 区長を中心に村ぐるみで行われ､ 老幼婦女子を除いて足腰の
立つものは全員動員で建築にあたった｡ 資材は工務課から支給される若干の資材と､
あとは村ごとに自力で求めた資材であった｡ カヤ､ ススキを総動員で刈り､ 屋根を葺
き､ ときにはテントの切れ端やトタンも用いた｡ 壁はドラム缶の両端を切り伸ばして
用いるか､ ダンボール箱､ チチクビ (土壁) など､ 米軍のチリ箱から得た資材や廃材
が主であった｡ こうした掘っ立て小屋同然の住いには､ 三世帯住宅や､ 二世帯住宅も
あり､ テントの切れ端で間仕切りをしてあるために､ それが破れて他家の食卓が覗け
る状況であった｡ その頃から､ 住民の住宅難に対処するため､ 沖縄民政府は規格住宅
を出した｡ これを ｢標準家｣ と呼んだ｡ 米国松のツー・バイ・フォーを用いた規格住
宅は､ 部落には数戸しか支給されなかったという｡
この厳しい住宅事情に追い討ちをかけるように台風が沖縄を襲った｡ 1947年11月17

日の台風を皮切りに､ 48年 ｢台風リビー｣､ 49年 ｢台風デラ｣ ｢台風グロリア｣ などで
ある｡ 貧弱な家屋はその度ごとに崩壊し､ 部落民は総動員を余儀なくされた｡
住民の苦悩は､ 住宅事情のみならず､ 学校校舎の建築に至るまで厳しいものがあっ
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た｡ 校舎は米軍部隊からもらい受けたコンセットだけでは間に合わず､ 地域総動員で
馬小屋同然のカヤ葺校舎を造るなどの作業であった｡
それに加え､ 食糧問題も深刻であった｡ 宜野湾村民の食料の自給体制は当初､ 野嵩
収容所において農事部で芋掘班が編成され､ 村内各地をめぐり作業を行っていたが分
散移動のめどがつくと､ 野嵩収容所から元の部落に戻って農耕を営むようになった｡
ところがその頃は､ 自分の所有地を耕すのでなく､ 割り当て区分された他人所有の畑
を耕した｡ 軍用地や飛行場となって狭められた農耕地を多くの住民に割り当てたため､
狭隘な土地からは自給自足を満たす農作物は得られなかった｡
米軍の食料欠配と自給自足が満たされず､ 1947年から翌年にかけて､ 宜野湾村内で
はソテツが取り尽くされ､ 中毒患者もでるソテツ地獄に陥ったのだった｡ その後､ 食
料欠配は解除になり､ また､ 村は食糧増産に力をいれて､ 徐々に食料不足は減っていっ
た｡

!"#$%&'()*

１) 宜野湾村第一回議会での村長の挨拶
初の公選村長となった桃原亀郎氏は､ 1948年３月22日の第一回議会開催前に当選議
員に対して以下のような挨拶を述べた｡

｢第一回村議会前に､ 簡単に私からご挨拶申し上げます事は､ 私の最
も光栄に存じます｡
１､ 終戦後､ 此処に満３年､ 足掛４年の年月を迎える事になり､ その間､
我々村民は沖縄全島に親子兄弟四散五々に散らばり､ 不安と恐怖の
日を送って居た村民は､ 漸く郷里の一角､ 此の野嵩の土地に足場を
求めて村再建の第一歩を踏み出したのであります｡

２､ 真白く焼けた不毛の原野に､ ツルハシを持って一鍬一鍬打ち下した
村民の努力は報ひられて､ 今日では殆んど未開墾地解消の域に迄進
んで参り､ 真白い村は此処に緑の農村に変わって来たのであります｡

３､ 衣食住の殆んど全てを失った村民は､ 移動後､ 一時は誠に危険にさ
らされ餓死におそわれはせんかと憂慮されたのでありますが､ 善く
村民の努力､ 米軍の援助の結果､ 芋と野菜は殆んど村内自給の程度
迄進み､ 水田は逐次開田せられ､ やがてお米の補給を見る事も遠く
は無いと思うのであります｡
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４､ 満３ヶ年云う短月日の間に､ 今日の状況迄村再建の大事業が達成さ
れました事は､ 一つに村内移動が極めて順調に運んだ結果であろう
と思いますが､ 移動が真先一番遠方の嘉数地区一帯から､ 次は大山
地区､ 愛知地区､ 更に宜野湾､ 神山､ 喜友名､ 中原と､ 至って機敏
に而かも活発に運びました事は､ 何と申しましても村民の努力と熱
の賜物以外は無いのであります｡

５､ 斯くの如く三ヶ年間に､ 無一物の原野が漸く元の宜野湾村の姿に迄
築き上げられた事は､ 宜野湾村民の善良性､ 優秀性を語る唯一の証
拠であり､ 引いて沖縄民族の優秀性を語ることで､ 誠に村民の努力
と熱の前に､ 私は頭が下がるものであります｡

村民並沖縄民族の努力と優秀性が米軍に認められた結果であらう
と思ひますが､ 我々沖縄民族の唯一の希望の一部は許され､ 即ち沖
縄民族自治の前提として第一歩に沖縄社会の下部組織の議会議員､
及村長の総選挙が去る２月１日､ ２月８日に実施されましたが､ 此
の総選挙に於て､ 村民の信頼に依って村民の代表として無事無投票
選挙で御当選なされたことは皆様と共に誠に御同慶に堪えない次第
であります｡

おめでとうございます｡
不肖､ 私は誠に浅学非才の者でありまするが､ 今回の選挙で村長にお

されました以上､ 皆様と共に村民の為に最善の努力をなし､ 以て村民に
奉公致し度いと思います｡ 何卒宜しくお願ひ致します｡｣
(桃原亀郎日記より抜粋)

日記の挨拶文の中にもあるとおり､ ２月１日市町村長選挙､ ２月８日に市町村議会
選挙が行われ､ 沖縄群島55市町村のうち､ 北谷村と北大東村及び南大東村は後日に延
期されたが残り､ 52市町村のうち､ 宜野湾村を含む22町村が無投票で､ 30市町村が投
票を行った｡
議員当選者は３月１日に就任することとなった｡ 当初､ 村議会議長は､ 村長が兼任

した｡ 同じ年の９月15日の村議会において議長に伊佐真人氏が選出された｡
また､ 第一回議会での挨拶以前に､ 桃原亀郎村長は､ 区長会において､ 過去におけ

る宜野湾村の選挙にみるシルークルー闘争の歴史を説き､ 民主政治のあり方､ 家庭を
はじめ部落､ 村政の平和的運営についても協力依頼したという｡
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桃原亀郎村長は1948年の一年を締めくくり､ 以下のようなことを日記に記している｡
｢1948年２月は私の政治生活の第一歩の年であった｡ 官選村長より民選村長への公

選による､ 民選による村長生活の始りである｡ 民主主義政治の言葉は勇ましく､ 民主
主義思想の理解者は殆ど皆無の世の中､ 内外不安多事多難の年､ 誠に混沌の沖縄であっ
た｡ 私は徹頭徹尾､ 村民保護､ 衣食住の安定を目標として､ あくまで現実に即した方
策により､ 一貫した計画の下に全行政に当たってきた｡ 村議会の運営を始め内部の人
事総て､ 無私無欲の態度で終始一貫村創立の事業に徹す｡
民選村長の誕生と共に中部地区を始め､ 全地区の市町村長会の創立と共に最も貧困
な沖縄の政治力をできるだけ拡充すべく努力をしたつもりだが､ 市町村長会そのもの
の制限､ 範囲の狭小､ 及びいまだに封建制にとらわれた市町村長方､ なお民政府の封
建制に対し､ 大きな力をもち得なかったことは最大の遺憾であった｡ ただ､ 知事公選､
議会議員の公選の興論を起し､ その時期を促進せしむれば幸いである｡｣
公選選挙が行われ､ 議会が開かれたとはいえ､ 民主主義というものには程遠いよう
であった｡ しかし､ 米軍の統治下にあったとはいえ､ 沖縄の民主主義・議会政治の第
一歩であったことは確かである｡ 残念ながら､ 初代議長の挨拶などは残っていない｡

２) 1948年 (昭和23年)
米軍政府は1948年１月12日に特別布告 ｢沖縄群島市町村長及び市町村議会議員の選
挙｣ を公布し､ ２月１日に市町村長選挙､ ２月８日に市町村議会議員選挙が行われた｡
つづいて３月10日に全沖縄市町村長会が設立された｡ 当時､ 発行されていた 『うるま
新報』 はそのことを ｢自治の前進期し初の市町村会｣ という見出しで報じ､ さらに
｢市町村長は民政府を通しての住民と軍政府との繋ぎ目｣ であるという米軍政府のあ
いさつも紹介している｡ 同年７月21日に ｢市町村制｣ が公布されている｡
米軍政府が市町村長に期待したのは､ 当面軍作業へ供出する労務者を確保すること
であったという｡ このころ､ 内戦中の中国・蒋介石軍に軍需物資の供給をおこなって
いた米軍は､ 荷役作業に必要な労働力を確保するために ｢緊急徴用令｣ を発したが､
労働者の待遇がきわめて劣悪であったため､ 必要数の労働者を集めることができず､
市町村長の協力を期待したのである｡ けれど､ 市町村長から提出された労働者の待遇
改善の要求は無視されたため､ 労働者のサボタージュ・無断欠勤が続出して､ 米軍の
期待に反する事態が続いた｡ 米軍政府はその報復措置として､ ８月17日に25日以後の
食糧配給を停止すると通達してきた｡ この措置は食料の大半を配給に依存していた沖
縄住民を不安に陥れ､ 怒りを呼び起こすことになった｡ 諸政党・市町村会・教職員・
婦人団体などの強力な反対運動に遭い､ 26日､ 米軍政府はこの措置を撤回せざるをえ
なくなる｡
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同年２月８日に行われた沖縄群島３市３町46村の選挙で村長・桃原亀郎が村長に､
26人の議員が無投票で選ばれた｡ 議長は伊佐真人になった｡
同年４月１日には６・３・３制の施行にともない､ 野嵩中学校と普天間小学校が設

置され､ 大山・宜野湾・嘉数小学校には中学校が併設された｡ また､ 野嵩高校がコザ
高等学校から分離独立したのもこのころであった｡ 11月１日には､ 自由経済体制の実
施により､ 普天間界隈に商業行為が発生し､ 都市的形態が形成され始めた｡

３) 1949年 (昭和24年)
激化しつつあった中国大陸の内戦は､ いよいよ大詰めを迎えた｡ 中国人民解放軍の

攻勢が急速に強まり､ アメリカは極東政策の大転換を迫られることになる｡ その結果､
沖縄は ｢忘れられた島｣ から ｢太平洋の要石｣ として認知されるようになった｡ ２月
９日､ ロイヤル米陸軍長官が軍事視察のため来島､ 帰途ハワイで沖縄の長期占領を示
唆した｡ ５月６日､ アメリカ政府は沖縄の長期保有を決定､ ついで沖縄の軍事基地建
設に5000万ドルの予算を計上､ 10月11日にはコリンズ米陸軍参謀総長が来日して ｢沖
縄の無期限保持､ 在日米軍の長期滞在｣ を言明するに至った｡
経済面では､ 駐日公使が経済安定政策 (ドッジ・ライン) を提示し､ シャープ使節

団は税制改革勧告案を発表した｡ 教育面でもGHQ顧問のイールズが大学におけるレッ
ドパージを要求した｡ 民間企業から官公庁・大学・新聞社にいたるまで､ 人員整理に
名を借りたレッドパージが始まった｡ 山下事件・三鷹事件・松川事件などの謀略事件
なども相次いで起こり､ 日本国内が騒然たる雰囲気に包まれていた11月１日､ アメリ
カ国防省は ｢対日講和条約を起草中｣ と発表した｡
アメリカの対日・対沖縄政策の転換とその輪郭がはっきりと見え始めたのが1949年

であった｡ 沖縄における米軍政府と島民との対決構図もはっきりと現れてきた｡ 1949
年１月､ 米軍政府は食糧配給量を引き上げるとともに､ その価格の大幅値上げ (米は
６倍) を命じてきた｡

４) 1950年 (昭和25年)
1949年10月１日に中華人民共和国が成立､ 1950年２月には ｢中ソ友好同盟相互援助

条約｣ が調印され､ ６月には朝鮮戦争が勃発した｡ そのことによってアメリカの世界
戦略における日本・沖縄の重要性は決定的なものとなった｡
1950年､ マッカーサーは年頭の声明で日本の自衛権を強調したのに続いて､ 警察予

備隊の創設を指令した｡ 米国務長官は１月12日 ｢米国の安全保障ラインはアリューシャ
ン列島・日本・沖縄・フィリピンである｣ と演説､ 来日した米統合参謀本部長らは１
月31日 ｢沖縄・日本の軍事基地を強化する｣ と声明した｡ 次いでＧＨＱも２月10日
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1950年 (昭和25年) ごろ 野嵩高等学校｡ その後1956年に校名
を普天間高校に改称した｡

｢沖縄に恒久的基地建設をはじめる｣ と発表､ さらに米国防長官も６月23日 ｢沖縄は
太平洋における米国防上の恒久的砦になるだろう｣ と語った｡
1949年10月に沖縄の米軍政府長官に就任したシーツの三大政策 (復興工事の推進､
住民の生活向上､ 政治の自主性) は民政府知事や島民の一部から歓迎されたが､ 沖縄
の恒久的な軍事基地化を容易にするための旗振り役でしかなかった｡
４月10日､ 琉球復興金融基金 (１億円) が創設され､ ｢港湾復興､ 道路の舗装､ 軍

用営舎､ 住宅建設の工事｣ が開始されたが､ その大部分は軍事基地の関連工事であっ
た｡ 基地建設のために､ 日本の大手土木会社も乗り込んできた｡ 朝鮮戦争の勃発によっ
て基地建設は一層急ピッチで進められることになる｡
一方､ 三大政策の一つとして掲げた ｢政治の自主性｣ を具現化するために､ ７月３
日 ｢群島政府の知事および群島議会議員選挙法｣ が公布され､ 次いで９月４日 ｢群島
政府組織法｣ も公布された｡ こうして､ 米軍占領下の奄美・沖縄・宮古・八重山の四
群島でおのおの個別に群島知事および市町村議会議員選挙も行われた｡ 沖縄群島知事
には､ 平良辰雄・松岡政保・瀬長亀次郎の三名が立候補し､ 激しい選挙戦が展開され
た｡ 選挙の結果は､ 桃原茂太 (戦前の翼賛代議士) らの戦前からの指導層に擁立され､
教職員を中心とする知識層・青年層を基盤とした平良辰雄の圧勝となった｡ 米軍政府
が陰に陽に支持してきた松岡政保は予想に反して落選し､ 米軍政府を失望させた｡ 瀬
長亀次郎は三位にとどまったが､ 選挙戦のなかで ｢軍用地代を払え｣ などのスローガ
ンを掲げ､ 後の土地闘争への展望を開いた｡ 沖縄の帰属問題は表面的には選挙戦の焦
点とはならなかったものの底流には日本復帰の要求が強まりつつあった｡
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11月､ 四群島政府・議会が発足したのに続き､ 12月５日､ 米極東軍総司令部から
｢琉球列島米国民政府に関する指令｣ が発せられ､ 沖縄占領統治の方針が確定された｡
ついでマッカーサー元帥が琉球列島民政府長官に､ 少尉ビートラー (琉球列島軍司令
官) が民政副長官に就任､ 軍政府も ｢琉球列島米国民政府｣ (USCAR) と改称される｡
この間､ 宜野湾村では､ ９月の村長選挙に ｢伊佐真栄､ 知念清一､ 伊佐真一の三氏

が立候補して激しい言論､ 文書戦を展開したが終始堂々たるフェアプレイを演じ理想
選挙を実現した｣ (『沖縄タイムス』 ９月５日) と報じられた｡ 選挙の結果は知念清一
の当選となった｡ また村議会議員には､ 仲村春勝ほか10名が当選､ 沖縄群島議会議員
には平良幸市・仲村栄春を送り出した｡ (敬称略)

1951年 (昭和26年)
マッカーサー年頭声明で対日講和と日本再武装の必要を説き､ 来日した講和特使ダ

レスが２月2日に集団安全保障・米軍駐留の講和方針を表明したことにより､ 対日講
和問題がこの年の最重要課題として注目された｡
東西冷戦､ 朝鮮戦争の激化を背景に､ 日本国内では講和方針 (全面講和か単独講和

か) をめぐって激論が展開され､ 世論は二分された｡ 対日講和と軍事同盟をセットに
した全面講和を要求する運動が広範囲に展開された｡ しかし､ 琉球諸島や小笠原諸島
の帰属問題は､ 日本､ アメリカのどちらからも提起されることなく､ ほとんど無視さ
れたままであった｡
むろん､ 沖縄では､ 帰属問題は死活問題として受け止められた｡ １月27日､ 日本復

帰促進青年同志会が結成されたのに続き､ 2月には社大党 (1950年10月結成)・人民党・
社会党・共和党 (1950年10月結成) の四党が二回にわたって会談し､ 帰属問題につい
て協議した｡ 社大党と人民党は即時日本復帰を､ 社会党はアメリカの信託統治を､ 共
和党は独立を主張した｡ ２月18日､ 社大党と人民党は各々党大会で日本復帰運動の促
進を決定､ その翌日沖縄群島会議も長時間の討論の後､ 17対３で日本復帰を決議した｡
ついで４月29日には､ 社大党・人民党は民主団体を加えて日本復帰促進期成会を結成
し､ 日本復帰促進青年同志会と共同で歴史的な復帰署名運動を展開､ わずか３ヶ月の
間に沖縄群島の有権者の72％にあたる19万9000人の署名を得た｡ 同時期に宮古群島や
奄美群島でも群島会議で日本復帰が決議され､ 奄美では14歳以上の住民の99％が署名
したといわれている｡
この間､ 前年に公選された各群島知事も圧倒的な世論の上に立って日本復帰を支持

し､ アメリカの意向に反する態度をとった｡ それに対し､ 米国民政府はかねてから四
群島を統一した政府設立の要望を逆手にとって､ 四つの群島政府の上に立つ琉球臨時
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中央政府を発足させ､ 信託統治支持の態度を表明して社大党から離脱していた比嘉秀
平をその主席に任命し､ 各群島知事の実権を漸次奪い取る戦術にでた｡ しかし､ 各群
島住民の日本復帰の要求はますます強くなるばかりであった｡
講和会議の期日が目前にせまった８月28日､ 沖縄群島知事・議会・議長は､ 日本国
の吉田首相およびダレス米特使らに日本復帰要請を打電､ 日本復帰促進期成会も即時
復帰の請願書と署名簿を講和会議参加国の全権代表へ送った｡
しかし､ ９月５日にはじまったサンフランシスコ講和会議は､ 米特使ダレスの指導
の下に進められ､ ９月８日には日本・沖縄の広範囲な世論を無視して対日講和条約が
調印され､ その第三条によって､ 北緯29度以南の琉球諸島はアメリカの施政権の下に
置かれることが確定した｡ 沖縄の軍事占領支配は ｢合法化｣ されるにいたったのであ
る｡ 対日講和条約に調印した吉田首相は､ 同時に､ 米軍の日本駐留を認める日本安全
保障条約にも調印し､ 日本をアメリカの従属国として固定するにいたった｡
この年の 『琉球新報』 の ｢十大ニュース｣ によれば１位 ｢対日講和調印｣､ ５位に

｢臨時中央政府発足｣､ ６位に ｢日本復帰署名運動｣ があげられている｡
宜野湾村にとって身近な問題は､ ２位の ｢民間貿易実施｣､ ４位の ｢土地所有権確

認｣ などである｡ 宜野湾村はアメリカの軍事基地建設によって最も大きな影響を受け
た市町村であり､ 村の全面積の51％､ 全耕地面積54％にあたる252万6947坪の土地が
軍用地として指定されてしまった｡ 軍用地をめぐる米軍と宜野湾村の対決は､ 講和条
約発効後の沖縄の状況を大きく左右するファクターのひとつとなる｡

1952年 (昭和27年)
米軍は占領初期に沖縄民政府を発足､ さらに1950年 (昭和25年) 四群島 (沖縄､ 宮古､
八重山､ 奄美) 政府を設立した｡ それは群島知事及び議員を住民の直接選挙で行い､
自治機能を確立させるためであった｡ しかし､ 朝鮮戦争の勃発などで沖縄の軍事基地
が見直されると､ 住民の自治機能を抑え､ 1952年４月､ 四群島政府を統合し､ 中央政
府を設立した｡ これが琉球政府の誕生である｡ そして再び任命主席が誕生し､ 完全に
米軍政府の支配下におかれ､ 住民の意思は汲み入れられなくなった｡
しかし､ そうしたなかにあって住民の政治への参加の唯一の救いは､ 公選による立
法院議員の選出であった｡ 1952年３月２日､ 第一回立法院議員選挙が行われ､ 31人の
議員が選出された｡ ちょうどそのころから､ 議員選挙に関して一般住民の政治への関
心が高まりはじめた｡
同年の４月28日には講和条約が発効された｡ これで日本は主権国家として国際社会
に復帰したが､ 沖縄に関しては例外であった｡ ｢極東の緊張と威嚇がつづくかぎり｣
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｢極東の平和､ 安全維持に不可欠な役割｣ などと言う理由で､ 沖縄は米国に無期限軍
事占領を継続されることとなった｡
日米講和条約の発効で日本の独立は回復｡ しかし､ 沖縄は日本から分断され､ 米国

による異民族支配下におかれた｡ 沖縄住民は､ 歴史的な屈辱と県民感情を怒らせた｡
祖国復帰運動を中心に反米､ 反基地闘争へとその輪を広げ､ 島ぐるみ運動へと燃え上
がっていくのもこの時期からである｡
宜野湾村では､ 終戦から７年､ 部落移動が落ち着いた頃である｡ 米軍は占領後､ 簡

単な重爆撃機用滑走路として宜野湾村の中心部をえぐりとり､ 6500フィートを施設し
たまま放置してあった｡ ところが1952年12月､ 米合衆国航空隊の管轄に移され､ 滑走
路は1500フィートも延長されたうえ､ アスファルト舗装が行われた｡ 以後､ ベトナム
戦争の激化に加えて基地は強化されていった｡ これまで一般住民の黙認通行が許され
ていた普天間基地内は通行禁止となった｡
1952年頃から米軍は極東の要として沖縄の基地を重要視した｡ その頃から土地問題

が表面化し､ 基地拡張の動きがはじまった｡ 同じ頃に宜野湾村我如古に園芸組合が設
置された｡ これは､ 米軍向けの野菜園芸であった｡ 佐真下入口から北側に向けて大規
模な野菜農場が広がり､ トマト､ キュウリ､ レタスなどが米軍向けに出荷され､ 我如
古の集落は活気に満ちていた｡
５月12日に琉球初の教育委員と会計係の選挙が各市町村で行われた｡ 宜野湾村は有

権者数7,703名のうち､ 投票数が3738票で48.5％の投票率で結果は①1,373票前田英吉
②976票古波蔵信雄 ③704票儀間仁栄､ 会計係は2,071票で国吉真光であった｡ 世

間の関心が少ない選挙でいままでの開票とは違い､ 見物人も少なく､ 僅かに身内の当
落を案ずる数名の人がいるだけでひっそりとした開票状況であったという｡

1953年 (昭和28年)
米軍は占領以来沖縄の土地を一方的に収用してきた｡ それに輪をかけるように朝鮮

戦争が勃発すると沖縄の基地の役割がますます重要視され､ 布令・布告をもって有無
を言わさず住民からもぎとるように土地を使用しはじめた｡ この年から基地拡張のた
めの新たな土地収用がはじまった｡
この年の４月３日､ 布告109号 ｢土地収用令｣ が出され､ いよいよ強制収用が強行

された｡ この布令は､ 地主が土地の収得に応じないときは､ 沖縄管区工兵隊 (DE) が
強制収用できるようになっていた｡ したがってこの年は真和志村 (現・那覇市) 安謝､
銘刈一帯や小禄村 (現・那覇市) 具志などが強制収用に遭った｡ この土地闘争は毎年
過熱化し､ 1957､ 58年ごろまで続くことになる｡
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当時､ 沖縄は1949年頃から米軍基地建設のため､ 日本本土から建設業者が続々と入
り込んできた｡ そのほとんどの労働力を現地・沖縄で求めるようになった｡ 沖縄の労
働者にとっては就業の道が開かれ､ うれしいことであったが､ その労働条件たるや劣
悪であった｡ 数ヶ月分の賃金未払い､ 本土出身との比較で差別待遇をするなど労働者
の不満の声が続出した｡ 1952年の清水建設の下請けである日本道路社のストライキを
皮切りに松村組の労働争議が相次いで起こり､ 労働運動を通して労働者の意識変革が
急速に高まった年であった｡ この労働運動は､ 祖国復帰運動と平行して進められた｡
当時の沖縄は､ 労働基準法をはじめ､ 労働者の生活や権利を保障する労働法は皆無
であった｡ したがって､ これらの労働争議を通して､ 労働者の意識は高まり､ ついに
は政府及び立法院をゆさぶり､ 労働三法 (労働基準法､ 労働組合法､ 労働関係調整法)
制定にむけて動き始めた｡ その間､ 米軍の弾圧が厳しく曲折しながらも1953年９月１
日､ 立法院で労働三法は可決され､ 日の目をみた｡ こうして沖縄が土地闘争､ 労働運
動､ 復帰運動が高まっている頃､ 奄美大島が1953年12月25日日本に返還された｡ 沖縄
にとっては同胞の復帰を喜んだ｡ しかし､ その奄美復帰の数ヶ月前に東京を訪れた米
国務長官ダレスは､ 奄美返還声明のあと ｢極東の緊張が続く限り外の諸島に対する管
理権は米国が保有する｣ と言明したことに沖縄は大変なショックを受けたのである｡
奄美の復帰闘争は熾烈なものがあったという｡ この戦いが功を奏したものと評価され
た｡ 沖縄の復帰闘争もこれをバネにと､ 奮起していった｡

1954年 (昭和29年)
1954年､ 米国大統領アイゼンハワーは年頭書で ｢沖縄の軍事基地は無期限に保持す
る｣ と発表した年である｡ 前年度に奄美が復帰したこともあり､ 革新政党をはじめ民
主団体が怒りに燃える年明けとなった｡
1954年３月､ 米民政府は軍用地使用料の一括払いを発表した｡ この発表で賛否もあっ
たが多くの地主はただ驚いた｡ ４月末､ 立法院は四原則を打ち出した｡ ｢土地の買い
上げまたは永久使用料の一括払いは反対｣ ｢米軍用地の適正な完全補償と地料支払い
の一年更新｣ ｢米軍軍隊が加えた一切の損害補償｣ ｢不用土地の至急開放､ 新たな土地
を収用しない｣ という四原則であった｡
この四原則貫徹の声は島々のいたるところであがった｡ 労働者や農民はもとより､
高等学校の校庭でも四原則貫徹集会がもたれるほどであった｡ しかし､ 四原則は立法
院の決議や島ぐるみの闘争集会で声だかに叫ぶが聞き入れる耳はもたなかった｡ それ
どころか米軍はそれを無視して先に収用手続きをすました地主に立ち退きを強行した｡
それに対し､ 行政府､ 立法院､ 市町村会､ 軍用土地連合会で ｢四者協議会｣ を組織し､

第５章 第二次大戦後から復帰まで

!"#



1955年には比嘉秀平主席ら６人の代表が米国へ折衝団として派遣されることになる｡
こうした土地闘争や復帰運動などの先頭にたって活動したことで､ アカの手先の扇

動者として米軍からマークされていた人民党書記長・瀬長亀次郎氏らが逮捕されたの
もこの年であった｡ いわゆる人民党事件といわれるものである｡ 当時､ 米軍による復
帰勢力や革新政党に対する弾圧は顕著であった｡ その矛先が人民党に向けられたので
ある｡ 問題の発端は､ 米民政府が奄美出身の人民党員を不法入域者として退島命令を
だしたものに対して､ かくまったということで犯人隠匿罪として瀬長書記長ら22人が
逮捕されるにいたったのである｡
1954年11月､ 沖縄中央刑務所で服役中の囚人が集団で脱獄をはかった｡ 一部は暴動

化して深夜に看守と乱闘がおこった｡ 看守は拳銃やカービン銃を乱発し､ 約３時間後
に暴動は鎮圧された｡ その原因は､ 日頃の刑務所側の処遇に怒りが一挙に爆発したも
のであった｡ その刑務所暴動事件の余波をうけた瀬長亀次郎氏は､ 翌年１月､ 宮古刑
務所へ､ 又吉一郎氏は八重山刑務所へ移送されたようだ｡

1955年 (昭和30年)
この年､ 宜野湾村の伊佐浜の土地､ 伊江島の土地が強制収用された年である｡
『沖縄の証言』 (沖縄タイムス社刊) の中で沢岻安良氏の証言によると､ 伊佐浜の土

地が強制収用される前年､ 1954年７月頃､ 収用通告を受けていたようだ｡ 役所を通じ
て ｢水田は蚊が発生して脳炎を媒体するおそれがあるので米作を禁ずる｣ ということ
であったという｡ それで ｢伊佐浜軍用地対策員会｣ を設け､ 米軍や琉球政府に接収反
対を訴えてきた｡ 55年３月に接収騒動がおこったが７月18日に完全接収をするという
最終通告を受けたのである｡ その当日は早朝から5000人くらいの支援団体が結集した
ために米軍も引き上げた｡ 翌日の７月19日未明､ 武装した米軍約200人が伊佐浜部落
におしかけ､ ジョンソン准将の指揮で８台のブルドーザーがうなりだし32戸の民家が
取り壊された｡ その部落民や支援に駆けつけた人達は武装兵に囲まれ､ 婦人などの中
には押し倒される者もでた｡ また､ 野嵩高校 (現・普天間高校) など米軍に向かって
投石する姿もみられた｡ その時数名がMPに逮捕された｡
住宅を失い､ 財産を強奪された住民は､ 一時期大山小学校に避難したが､ 後に美里

村大里の通称インヌミヤ－ドゥイに移った｡ さらにその中から一部はブラジルに移民
したのもいる｡
一方､ 伊江島土地闘争は伊佐浜以上に熾烈を極めた戦いであったという｡ 伊佐浜よ

り数ヶ月前の３月11日､ ３隻の船から数百人の米兵が上陸､ 瞬く間に財産が強奪され
た｡ 死と同然の宣告を受けた住民は､ ブルドーザーの前に平伏し哀訴したのであるが
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毛布で体をぐるぐる巻にされ､ 縄で縛られ逮捕されるということもあった｡
こうして土地闘争の中､ 四者協議会代表した比嘉秀平主席ら米国折衝団は５月に派
遣された｡ その結果､ 10月には米下院軍事分科委員会プライス議員を団長とする調査
団一行が来沖した｡ 沖縄住民は調査をすませて引き上げたプライス議員の議会報告を
首を長くして待ったのであるが期待とは裏腹な内容であった｡
1956年に発表されたプライス勧告内容は､ 賃貸料は永代借地権による全額一括払い
などであった｡ 55年に住民を代表して渡米した折衝団は悪口をたたかれ､ 軍用地の適
正価格､ 賃貸料の一年更新､ 新規接収の不払いなどで実は結ばず､ プライス勧告反対
ののろしは一段と大きく､ 住民の怒りは大きかった｡
こうして沖縄住民の不信を助長するかのように､ ９月４日､ 米兵による幼女殺人事
件 ｢由美子ちゃん事件｣ が発生する｡ 犯人は嘉手納在第22高射砲大隊ハート軍曹であっ
た｡ 一連の米軍による弾圧に決起した住民は人権擁護､ 全沖縄住民大会に参加､ 土地
問題四原則貫徹､外人犯罪の公開裁判､基本的人権を守る訴え､祖国復帰が叫ばれた｡

1956年 (昭和31年)
この年の４月 ｢悦子さん事件｣ が発生｡ 事件は美里村登川米軍弾薬集積所でスクラッ
プをひろっていた三人の沖縄婦人がガードに発見され､ 予告なしで右デン部を撃たれ
死亡したことであった｡ 当時沖縄はスクラップブーム｡ 婦人も三人の幼児をかかえ､
夫一人の収入では生計を維持することは出来ず､ スクラップ収集をしていた｡ また､
８月には琉球大学に反米思想の学生がいるということで､ 援助金打ち切り表明､ ６人
の学生が除籍処分をうけた｡ このような一連の事件に見られるように米軍は住民に弾
圧を加え､ 軍事優先施政権のもとで軍事基地になんの抵抗も出来ない仕打ちをおこなっ
た｡
これらの事件と前後して６月９日､ 米下院軍事委員会でプライス勧告の一部が承認
されたという報告がモーア副長官から琉球政府に伝えられ､ 20日には勧告全文が発表
された｡ 住民の願いで代表団を派遣したにもかかわらず､ 土地問題の四原則は否定さ
れた｡ このとき､ 沖縄住民の怒りは激しいものがあった｡ それで土地問題四原則貫徹
は ｢歴史的民族の叫び｣ として島ぐるみ闘争へと燃え広がった｡
四原則貫徹住民大会は４万を超える那覇大会をはじめ､ 56市町村で開催され､ 15万
5000人を動員｡ 各政党､ 労働者､ 学生､ 高校生が登壇し訴えた｡ 島の闘いは､ 全国紙・
朝日・毎日新聞などのマスコミを通して全国に広がり､ ついに日本政府や米政府をゆ
さぶることができた｡
沖縄住民が怒りに燃える中で､ 当時の那覇市長・当間重剛の ｢一括払いに必ずしも
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反対ではない｣ という発言と､ 比嘉秀平主席の曖昧な態度に住民の抗議を受け退陣要
求がなされていた｡ このときすでに各市町村ごとに ｢土地を守る会｣ が組織され､ 行
動を展開していた｡ 米軍は､ 主席や那覇市長を初めとする首脳や住民の意見の違い､
米軍と沖縄人の摩擦をさけるということで､普天間を初めとした､石川､具志川､コザ､
嘉手納の中部一帯にオフリミッツを宣言した｡ このことは基地経済にたよる中部一帯
の関係業者をはじめ多くの住民に衝撃を与え､ 反米思想を持つと生活の基盤を失うこ
とになると忠告したようなものであった｡ 次第に四原則貫徹は分裂に向かっていった｡
10月25日､ 初代琉球政府行政主席比嘉秀平氏が逝去した｡ 死因は狭心症というこ

とであったが､ 人々は軍用地問題で軍民の板挟みになり､ 心労が命を縮めたととり
ざたした｡ その後任には那覇市長の当間重剛氏が任命され､ 主席に就任した｡ 後任の
那覇市長を選ぶ選挙が行われ､ 瀬長亀次郎氏が当選したのである｡ 人民党書記長であ
り､ 最も米軍から目の敵にされた瀬長氏の当選で内外に反響を呼んだ波乱の年であっ
た｡

1957年 (昭和32年)
この年は那覇市長閉め出しの年であった｡ 不信任をうけた瀬長那覇市長は６月議会

で不信任案は可決されたが､ 議会解散で８月選挙になった｡ その結果､ 市長追放阻止
に乗り込んだ市長派は13議席を守り､ 市長のいすは守られた｡
ところがあくまで瀬長市長追放を企てたモーア高等弁務官はついに ｢市町村自治法｣
｢市町村議会議員及び市町村選挙法｣ ｢琉球政府章典｣ 改正の布令を公布したのであっ
た｡ いわゆる瀬長氏は過去の人民党事件で投獄されたことを破廉恥罪に問われ､ 追放
を余儀なくされたのである｡
瀬長市長追放､ 那覇市議会議員選挙を通して巻き起こったのが ｢民連ブーム｣ とい

われる､ 民主主義擁護連絡協議会であった｡ 人民党や社大党が中心に組織し､ 次第に
各地に支部が組織されていった｡ 米軍側の不当弾圧や一連迎合者に対する怒りからの
結社であった｡ 民連ブームは各地に輪を広げ､ 宜野湾村でも盛んであった｡ 普天間を
中心に青年､ 学生､ 労働者が集まり､ 学習会などが開かれた｡
この年は ｢スクラップブーム｣ がいよいよ下降期にむかい始めた年でもある｡ この

スクラップブームは､ 米軍が基地工事にとりかかった1950年頃から始った｡ 日本の鉄
鋼業界が沖縄のスクラップに目をつけたのは､ 朝鮮戦争による特別需要から1955年､
1956年頃の神武景気にいたる鉄鋼の需要からであった｡ したがって1950年以降は､ 戦
後の鉄屑掃除と言われるほど､ 住民が屑鉄に目を向けた｡ 1956年頃の沖縄の輸出額で
は砂糖を抜いて１位になったこともある｡
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1958年 (昭和33年)宜野湾村役所が普天間に移転

これらのスクラップ収集による砲弾解体などで多くの死亡者もだした｡ 戦後から19
58年までの13年間で爆発事故による死亡者が623人といわれる｡
1957年頃までに陸上は取り尽くされ､ 海上に目が向けられていた｡ 慶良間列島沖合
得宝丸の乗組員が戦時中沈没した軍用船の船体を不法解体中､ 船中にあった砲弾を謝っ
て爆破させて､ 30人が死亡したのもこの年である｡ さらに､ 翌年の４月には､ 読谷村
都屋根沖の海上で､ つばめ丸が同じように船体解体中､ 砲弾が爆破し､ 乗組員40人全
員即死した例もある｡ このように激しかったスクラップブームも1957年後半から58年
にかけて下降期をたどっていったのである｡

1958年 (昭和33年)
この年の幕開けは､ 前年破廉恥罪云々で市長の座を去るのを余儀なくされた瀬長氏
の後任をめぐって行われた那覇市長選挙であった｡ 民連ブームの波に乗った兼次佐一
氏が平良辰雄氏に1000票余の票差で当選した｡ またしても米側に衝撃を与え､ 政府当
局を失望させた年である｡
この年に教育四法 (教育基本法､ 教育委員会法､ 学校教育法､ 社会教育法) が公布
された｡ 教育法規の民立法化への動きは､ 琉球政府発足以前からおこなわれていた｡
1952年立法院発足以来､ 教育関係法規の立法要請が行われたが､ 遅々として進まず､
やっと､ 1955年文教局と中央教育審議会で審議した後､ 立法院に送られた｡
立法院文教社会委員会では､ さらに文案を検討審議し､ 1956年１月 ｢教育四法｣ を
一括して立法院で可決した｡ ところが､ 主席署名が得られず廃案となったのである｡
米民政府の指示により署名拒否されたことに､ 沖縄教職員会は怒りの声明を発表し､
早期立法を要請した｡
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その後たびたび､ 立法院に提案されたが米民政府の圧力により主席署名が得られず､
日の目を見ることが出来なかった｡ むしろ､ 教職員への圧力と文教行政は厳しさを増
してきた｡ この年はまさに民連ブーム｡ 土地闘争の最盛期で､ 革新運動の波におされ
た立法院は三度提案､ 教職員も直接米民政府にかけあい､ 主席署名を得て､ 教育四法
が公布されたのである｡

1959年 (昭和34年)
戦後の沖縄刑事法規は､ ニミッツ布告とよばれた米軍による布告第２号によるもの

であった｡ ところが1949年 (昭和24年) に布令１号に諸法令と統合された｡ さらに19
55年 (昭和30年)､ 布令144号に全面改正されていた｡ これを ｢集成刑法｣ とよんだ｡
ところがブース高等弁務官は1959年 (昭和34年) ５月18日､ 布告23号 ｢琉球列島の刑
法並びに訴訟手続き法典｣ という新刑法を布告して６月５日から施行する措置をとっ
た｡ すなわち ｢新集成刑法｣ なるものであった｡ 米国民政府は新集成刑法はこれまで
の集成刑法の不必要部分を除き改善されたものと説明したが､ 中味を吟味すると住民
の行動に不当な規制が加えられたり､ 不明確な罰則が新設されるなど問題となった｡
そこで革新政党や民主団体をはじめ､ 住民の島ぐるみ反対抗議が展開され､ 立法院は
米民政府 ｢新集成刑法｣ の施行延期を要請した｡ これらの行動は内外に大きな反響を
よび､ ８月５日､ 高等弁務官はついに新集成刑法の無期延期を発表した｡
土地闘争や米軍基地からの被害問題が過熱するなかの６月30日､ 石川市宮森小学校

に米軍演習機のジェット機が墜落し､ 学童11人と一般市民６人が死亡､ 121人の負傷
者を出し､ 全住民の反米感情に一層の拍車をかけ､ 怒りに満ちた年でもあった｡ 事故
は､ 午前10時30分頃上空で爆発し落下したもの｡ 死傷者は他に校舎はもとより､ 民家､
公民館など18棟が全焼し､ 付近一帯火の海となった｡ 早速､ 教職員会らの民主団体に
よる抗議行動が展開されるほか､ 賠償促進協議会が組織され､ 署名運動などを通して
米軍を糾弾した｡ ３年後におりた賠償金は微々たるものであった｡
その頃､ 宜野湾村では琉球銀行普天間支店が開設されて３年目､ 金融実績の収支が

急激に伸び､ 普天間新開地に家並みが増え､ 界隈が都市化に向けて槌音がたかなった
ころである｡ 当時の宜野湾村は住民のほとんどが基地経済によって支えられ､ 基地と
背中合わせで米軍人とトラブルも多かったが､ 米軍向け貸し住宅､ 貸し馬業､ 飲食店､
洗濯業などと経済の基盤は基地に依存していた｡ 当時の人口は1959年６月､ 男１万39
25人､ 女１万5482人､ 計２万9407人であり､ 産業別就業者は41％が軍作業とそれに関
わる仕事に従事しているのが浮き彫りにされる｡
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1960年 (昭和35年)
この年は激動の年となった｡ 全国的には日米安全保障条約の改定に対する日本国民
の闘争 (安保闘争) が展開された｡ 総評､ 日本社会党､ 日本共産党を中心に組織され
た安全保障条約改定阻止国民会議は統一行動を展開､ 全学連のデモ隊が国会突入し､
東京大学生樺美智子が死亡した｡ また､ 浅沼社会党委員長が刺殺された年である｡
沖縄では急激に復帰運動が盛り上がりをみせ､ 自治権拡大が叫ばれた年となった｡
1951年に社大党､ 人民党などによって結成されていた日本復帰促進期成会が消滅し､
この年の４月28日､ 沖縄県祖国復帰協議会が新たに結成された｡ 組織のねらいは､ 県
民大衆が参加できる大衆路線を敷き､ 大衆行動によって祖国復帰を実現させることで
あった｡ 結成大会は､ 28日夕方から沖縄タイムス社前広場で行われ､ 約3000人が参加
した｡ 施政権返還に関する要請決議のあと､ ｢沖縄を返せ｣ の歌を歌いながら街頭行
進を行った｡
こうした大衆運動が盛んになった６月19日､ アイク・アイゼンハワー米大統領が沖
縄を訪問したが祖国復帰県民大会とデモで迎えられた｡ その日は朝10時から祖国復帰
県民大会が久茂地広場で開かれ､ 政党､ 民主団体､ 学生､ 一般市民およそ１万人が参
加した｡ アイゼンハワー大統領が嘉手納飛行場から立法院に向かう那覇市街では､ 沿
道を埋め尽くした住民やデモ隊と警備にあたった警察､ ＭＰ､ マリン兵と衝突があり､
ついには銃剣を群衆に向ける場面も見られたという｡
この年の沖縄の教育・文化面では､ 第六次教研中央集会に特別講演に来た茅誠司東
大学長が沖縄教育の実情を知り､ 帰京後 ｢教育面でも救援の手を｣ と訴えたこと｡ 第
一回教員採用選考試験の実施､ 公立高等学校の政府立移管､ 文化面では､ 1957年に琉
球政府は ｢文化財保護法｣ を制定し､ 59年には知念城址､ 仲間川のヒルギなど多くの
文化財を指定した年であった｡ また､ 琉球放送テレビの開局､ ラジオ沖縄の開局など
も相次ぎ､ 情報文化が豊かになり､ 一般家庭にもテレビの普及が始まった頃である｡
その頃の宜野湾村 (仲村春勝村長) では､ 人口の伸びが56年以降､ 年平均1000人を
超えることもあって､ すでに市昇格への胎動が始まっていた｡
一方､ 喜友名部落の東方にある高射砲部隊跡の約15万400坪が開放され､ 新城部落

の地主会や普天間を中心とした街づくりに連結していった｡ 都計委員会が新しい街づ
くりを構想した｡ また､ 沖縄食糧株式会社中部支店跡地 (旧市場) 約500坪も開放さ
れることもあって､ 役場内には建設課が新設され､ 議会にも都市計画委員会が設けら
れた｡
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1961年 (昭和36年)
土地闘争､ 米軍犯罪事件､ 布令による集会・結社の自由抑制などの米軍による人権

侵害の激しさに怒りを感じた住民は1961年 (昭和36年) ４月に専門家を中心に ｢沖縄
人権協会｣ を設立した｡ 戦後米軍支配下14､ ５年の間に､ 金武演習場でのトーマス軍
曹による射撃事件､ 石川市宮森小学校ジェット機墜落事故､ 伊江島弾拾いジェット機
掃射､ 米軍ハンターによる農夫射殺､ 土地接取などにみられる人種差別に対する怒り
から組織されたものであった｡
４月28日には祖国復帰県民大会が開かれ､ ６万人が参加する大集会になった｡
このように住民感情が激しく高ぶる中､ ６月22日､ 池田・ケネディ会談が行われ共

同声明が発表されたがその内容は沖縄住民を衝撃のどん底に陥れるようなものであっ
た｡ 声明は ｢米国が琉球住民の安寧と福祉を増進するために一層の努力を払い｣､ そ
れに対する ｢日本の協力を歓迎する｣ という経済援助にふれただけで､ 沖縄住民がもっ
とも期待していた
｢施政権返還｣ ｢自治権拡大｣ などは､ まったく触れていなかった｡ 福祉に名を借り

た日米協調の沖縄維持を確認したのみであった｡ 結局､ 日米会談は沖縄､ 小笠原問題
については潜在主権を確認しただけで進展はみられなかった｡ 沖縄住民が祖国復帰を
切望している中での日米会談は怒りと抗議の熱に油を注ぐようなものであった｡
ケネディ米大統領は､ 加熱する復帰運動､ 反米行動を抑えるために､ 住民福祉の改

善策なるものを目的にケイセン大統領特別補佐官を団長とする調査団を沖縄に派遣し
た｡ 約３週間にわたって調査したケイセン調査が大統領に報告され､ それに基づいて
翌年 (1962年３月) 発表されたケネディ新政策は､ 沖縄を本土の一部であることを認
めたが､ 施政権返還には言及せず､ 期待した多くの住民を失望させた｡
1961年ごろの宜野湾村は人口３万人を突破し､ 全琉市町村第５位の人口を有する村

となっていた｡ また､ 普天間を中心として都市形成は着々と進んでいた｡ ２月定例議
会では､ 公設市場の建設を旧普天間小学校跡に受け入れることを決定した｡ さらに19
59年に開放された新城西原の跡地測量､ 区画整理が進み､ 新設中学校 (普天間中学校)
の用地取得を終え､ 工事が着工された｡
こうした建設ブームに加えて､ 人口の流入は激しく､ 61年12月には31,195人になり､
市昇格条件の一つである人口３万人を突破した｡ 村当局では道路や水道など整備事業
に拍車をかけたのもその頃である｡
村内米軍関係では､ 従来の琉米親善委員会が組織改正された｡ これまで隣接する米

軍部隊と近隣の町村が合同で組織していた親善委員会は解散となり､ 一村一部隊と新
たに組織されることになった｡ 本村は普天間飛行場在の海兵団航空施設隊と新たに親
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善組織することになった｡ ４月に同隊の司令官ヨーク大佐は ｢駐屯地周辺住民の福祉
向上に協力する｣ と言明した｡
ところが11月７日､ 宜野湾小学校に拳銃弾が飛び込んでくる事件が起こった｡ 午前
10時半ごろ､ 授業中に１年生の教室の窓ガラスを貫通した｡ ９日に普天間マリン隊で
開かれた琉米親善委員会で事件の内容を説明した宜野湾小学校の校長に対し､ マリン
隊のコーネル大佐は ｢早急に事件を調査・究明し､ 二度と起こらないように部下将兵
に伝える｣ 約束をしたのみであった｡ こうして米軍関係事件は軽率に処理されるか､
うやむやに処理されるのが当時の世相であった｡

1962年 (昭和37年)
この年に労働布令145号が撤廃された｡ 民政府布令第145号とは､ 1955年３月18日に
公布された労働組合の認可手続きに関するものであった｡ 内容は労働組合の認可を受
けようとするものは､ 代表者や役員の名簿を民政官に提出し可否の交付を受けるとか､
役員の追加補充などのときもいちいち認可を受け､ 民政官が不適当と認めたときには､
組合に付与された権利を失い､ 場合によっては組合の資格も失うものであった｡ 布令
145号は労働役員の適否を規定したものであり､ 米軍は特定政党や人物に組合が支配
されることを防ごうとする意図があった｡ つまりは自民党などに対する弾圧のひとつ
であった｡ この布令145号が２月８日に全面撤廃された｡ 労働界の団結の勝利であっ
た｡
労働運動や復帰運動が怒涛のように高まる中､ 11月に行われた第六回立法院議員総
選挙では､ 自民党は改正前の22議席から５議席も後退し､ かろうじて過半数を保った｡
12月８日に行われた立法院臨時議会は主席指名をめぐり嵐となった｡ 主席公選を主張
する原水協､ 復帰協・共闘会議に所属する労働組合､ 教職員会等約300人が院内に押
しかけると共に､ 自由民主党議員を警護する団体も数百人押しかけ､ 物々しい空気に
包まれた｡
両陣営対決の中､ 警察官800人が導入され労組員は退去し､ 野党退場のまま自民党

多数で大田政作の主席指名が採決された｡
戦後17年が過ぎ､ 経済成長期にあった日本｡ 沖縄でもすでに放送局が開局し､ ラジ
オをはじめ､ テレビも普及し始めていた｡ 文春講演などで作家の柴田錬三郎､ 大仏次
郎などが来島した｡
宜野湾村はこの年の７月１日に村を廃止し､ 市制を施行した｡ 60年５月都市計画法
の適用を受ける村として指定され､ 61年には日本建設省から浜田課長補佐らが来村し､
診断を受けるなど市昇格への準備を進めていた｡
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1962年(昭和35年)７月１日
市制施行記念パレード

人口３万１千人余､ 沖縄本島の中心部で交通の利便性､ 将来の発展性など都市的条
件を具備していたため､ ４月４日村議会で市昇格が決議され､ さらに６月15日に立法
院本議会において満場一致で決議された｡ そして７月１日付けで市昇格となったので
ある｡
新生宜野湾市の誕生記念行事として前夜祭､ 車両80台を連ねてのパレード､ ちょう

ちん行列､ 芸能大会など多彩な行事が展開された｡

1963年 (昭和38年)
２月２日午後４時ごろ､ 那覇市泉崎橋の横断歩道でアメリカ軍の大型トラックが上

山中学校２年生の国場秀夫君をひき殺した｡ 集団で下校中の青信号で渡り始めたがそ
こへ信号を無視して米軍トラックが突っ込んできたのである｡ にもかかわらず､ 犯人
のドナルド・ジャクソン二等兵は軍事裁判で ｢無罪｣ となった｡
一週間後の３月５日にキャラウェイ高等弁務官は金門クラブ (米国留学したことが

ある人々の団体) の月例会で ｢琉球での自治は神話である｣ と述べた｡ 住民の正当な
要求を歪曲し､ 高飛車な調子で住民自治の要求を否定したのである｡
キャラウェイは立法院の議決した法案を拒否し､ 琉球政府の行政にいちいち容喙
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1964年 (昭和39年) ７月１日
健康都市宣言｡ 宣言大会のあと市内をパレード

(ようかい) した｡ 金融機関や病院を抜き打ちに検査して政界､ 財界を震え上がらせ
た｡ これをキャラウェイ旋風と後に呼ばれるようになる｡
４月28日には北緯27度線の海上で復帰協の代表と本土代表による交歓会が実施され
た｡ これは祖国復帰運動の高揚と本土における沖縄返還運動の急速な発展を示すもの
であった｡
この年の宜野湾は行政区編成の準備が完了し､ 翌年１月１日､ 従来の23区にかわっ
て20の行政区が発足した｡ 行政の円滑な運営を目的とするもので､ 人口の少ない区は
統合され､ 多い区は分割された｡ そして野嵩1区・野嵩２区・野嵩３区・普天間１区・
普天間２区・普天間３区という行政区が誕生した｡

1964年 (昭和39年)
前年からキャラウェイの専制が目立ち､ 米軍支配の矛盾は鮮明となった｡ ｢キャラ

ウェイ旋風｣ に対する住民の不満が高まった｡ 任命主席は米軍のロボットに過ぎない
ことがはっきりすると､ 住民の批判は一層鋭くなった｡ このような政治状況を背景に
して､ 自民党は分裂し､ 大田主席はついに辞任に追い込まれた｡
その後､ キャラウェイも更迭され､ ワトソンが新高等弁務官として着任した｡ 住民
は主席公選を強く要求したが､ 自民党は松岡政保を主席に指名することを決定した｡
復帰協に結集する民主勢力は主席指名阻止の行動に立ち上がった｡ しかし､ ワトソン
の権力と警察の保護により松岡が後任主席に任命された｡
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この年の７月､ 宜野湾では ｢米軍関係事件｣ が相次いで発生した｡ 普天間ではタク
シーの運転手が黒人兵らに殴られた｡ 大謝名では三歳の幼女がアメリカ人の運転する
乗用車にはねられて重体となった｡ そのような中､ ７月１日には､ 健康都市の宣言を
行った｡
また､ ８月には普天間で米兵と沖縄の青年が乱闘し､ 米兵の一人が死亡するという

事件が起こった｡ 青年らは同年11月６日､ 米民政府高等裁判所の法廷で実刑判決を言
い渡された｡ 同年４月には嘉数高台に京都の塔が建立され､ 11月には展望台も完成し
て宜野湾市の観光名所のひとつとなった｡

1965年 (昭和40年)
立法院は1965年7月30日付の ｢戦争行為の即時取りやめに関する要請決議｣ のなか

で､ ｢現在この基地はベトナムへの出撃の拠点として使用され､ 軍事演習は頻繁とな
り､ 軍人による犯罪の激増もともなって､ 県民の生命財産に直接大きな被害を与えて
いる｣ と指摘している｡ そして米軍は ｢県民を軍用員としてベトナムに派遣する問題
を引き起こし｣､ 沖縄から発進したB５２がベトナムで爆撃を加えている事実を明らか
にするとともに､ 沖縄を戦争に巻き込む一切の行動を即時取りやめるよう要請した｡
基地があるために起きる事件が相次ぎ､ 住民の批判は高まっていた｡ この年の３月

には恩納村役場前のバス停留所に米軍の輸送機からトレーラーと弾薬箱が落下し､ ４
月には本部小学校の入口に米軍ジェット機から演習用の小型爆弾が落下した｡ そして
６月には読谷村で小型トレーラーが落下して棚原隆子ちゃんの命を奪った｡
宜野湾市内でも同年2月､ 大謝名で米兵の運転する乗用車が身障者をはねて重傷を

負わせており､ ９月には普天間で白人兵がハンマーでタクシーの運転手を殴りつけて
重傷をおわせた｡ また､ 12月には､ 演習中のヘリコプターから鉄箱９個が赤道のサト
ウキビ畑に落下した｡
同年の4月に中部商業高等学校が開校し､ 同月中旬､ 宜野湾市・中城村・北中城村

の三市村合併促進協議会が発足した｡ また､ ５月の市議会財政常任委員会で元収入役
の横領の事実が判明した｡ ６月に仲村春勝市長がその責任を負って辞任し､ ８月の市
長選挙で島袋全一が無投票で当選した｡

1966年 (昭和41年)
1965年11月に実施された立法院議員選挙は､ 自民党が32議席のうち19議席を獲得し

た｡ 得票率47％､ 59％の議席を獲得したが､ 実はこの選挙には重大な問題があった｡
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野嵩保育所

選挙の開票日に中央選挙管理委員会はアメリカの指示で人民党の瀬長亀次郎・又吉一
郎ら４人の候補者の失格を宣言し､ また､ 開票の結果では勝利していた友利隆彪の失
格を通告した｡
友利は中央選挙管理委員会に異議を申し立てたが却下されたので､ 中央巡回裁判所
に提訴した｡ 1966年２月､ 中央巡回裁判所は判決を下し､ 友利氏は勝訴した｡ これに
対して中央選挙管理委員会は上告し､ この裁判は琉球上告裁判所で審理されることと
なった｡
ところが同年６月､ ワトソン高等弁務官は琉球上訴裁判所で係争中の ｢サンマ裁判｣
(原告は琉球漁業(株)) とこの ｢友利裁判｣ について､ 同裁判所の裁判権を取り消し
て米国民政府裁判所に移送するように命令した｡ 住民の抗議の声は高まった｡ 沖縄の
全裁判官が命令の撤廃を要求し､ 立法院も全会一致で移送の撤回を決議した｡ 裁判移
送撤回共闘会議主催の県民大会に数万の住民が参加した｡
島ぐるみの抗議にもかかわらず､ 移送は撤回されず､ 米国民政府裁判所で審理が続
けられた｡ そして､ ワトソンが更迭されアンガー高等弁務官が着任してあと､ 12月に
判決が下り､ 友利は勝訴した｡ しかし ｢サンマ裁判｣ は原告の敗訴となった｡
また､ 同年に始った具志川村昆布の土地闘争は､ ６月に接収延期をかちとり､ その
後17回も延期させ､ 結局､ 1971年 (昭和46) ７月接収中止となった｡
宜野湾市では相変わらず ｢米軍関係事件｣ が発生していた｡ 同年２月上旬､ 18歳の
米人少年が大謝名から普天間に向かうバスの中でチェーンを振り回したり､ ナイフで
シートを切り裂いたりしてMPに逮捕された｡ その６日後､ 伊佐の三叉路で青信号を確
認して左折した乗用車が戦車を積んだトレーラーに激突し､ 乗用車に乗っていた浦添
市経塚の43歳の婦人が死亡した｡
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４月下旬､ 野嵩１区に市立保育園が完成し､ ５月１日に開所式が行われた｡ これは
日本政府の援助によるものであったが宜野湾市では第一号の保育園であった｡

1967年 (昭和42年)
｢教公二法｣ とは ｢地方教育公務員法｣ と ｢教育公務員特例法｣ のことである｡ こ

の二つの法律を制定して教職員の勤務評定を実施し､ その政治活動を禁止するのが目
的であった｡ ｢教公二法｣ 案は1964年５月､ 中央教育委員会で再び可決され､ 立法院
に送付された｡ 教職員会は全力をあげて阻止行動を展開し､ 世論もこれを強く支持し
ていた｡ 1967年１月下旬､ 立法院文教社会委員会で与党自由民主党は警官隊を導入し
て ｢教公二法｣ 案を単独採決した｡ 翌２月下旬､ 自由民主党は本会議で強行採決しよ
うとしたが､ 立法院を包囲した２万数千のデモ隊はこれに屈せず､ 逆に警官隊をゴボ
ウ抜きにしてピケラインを突破した｡ 民衆の歴史的な行動に励まされて共闘会議は立
法院議長に廃案を要求した｡ そして本会議を中止させ､ 与野党間の協定書を結んだ｡
これは ｢教公二法｣ 案が事実上廃案になったことを意味していた｡
同年11月２日､ 復帰協は佐藤首相訪米に向けて即時無条件返還要求県民総決起大会

を開催した｡ 約10万の住民が結集し､ 大会宣言・決議文を採択した｡ 復帰を願う人々
は結束を強化し､ 祖国復帰運動はますます高揚した｡ 同年11月下旬､ 自由民主党は同
案の廃案を決定した｡
宜野湾市では､ 同年５月下旬に約400人が出席して宜野湾市老人クラブ連合会を結

成した｡ また､ 10月には伊佐地先の公有水面 (第１期工事約18万坪) の埋立事業が着
工された｡

1968年 (昭和43年)
1967年11月15日に発表された日米共同声明は､ 両三年以内に返還の時期を決定する

ことを明らかにした｡ しかし､ 沖縄の米軍基地については ｢総理大臣と大統領はこれ
ら諸島にある米軍の軍事施設が極東における日本その他の自由諸国の安全を保障する
ため重要な役割を果たしていることを認めた｣ と表明していた｡ つまり､ 沖縄返還と
同時に核基地を含む米軍基地を日本が抱え込むことになるわけで ｢本土の沖縄化｣ の
危険性をはらんでいた｡
沖縄の闘争は全国民の注目するところとなった｡ 全軍労は低賃金と無権利の状態に

置かれていたが1968年初頭から年休闘争を敢行した｡ その後､ 急速に力をつけ沖縄闘
争の主力となった｡
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1968年 (昭和43年) １月４日 伊佐のガソリン流出事故現場

２月１日､ アンガー高等弁務官は11月に主席公選を実施すると表明した｡ 革新政党
と民主団体は６月上旬に ｢明るい沖縄をつくる会｣ を結成し､ 即時無条件全面返還と
安保反対・核基地撤廃を内容とする統一網領を採択した｡ そして激しい選挙戦の結果､
屋良朝苗が西銘順治に３万票の大差をつけて当選した｡
同時に行われた立法院議員選挙では革新側は議席数こそ少なかったが､ 得票率で51
％と自民党の47％を大きく引き離した｡ また､ 12月上旬に実施された那覇市長選挙で
も革新共闘会議の平良良松が当選した｡
主席選挙の一週間後の11月19日未明､ 嘉手納基地でＢ52戦略爆撃機が墜落､ 爆発す
る事件が起こった｡ 住民は恐怖におののき､ やがて怒りは頂点に達した｡ 嘉手納村民
は急きょ､ 村民大会を開催してＢ52の即時撤去を決議した｡ 翌日､ アンガー高等弁務
官は更迭されランパート中将が後任に決まった｡ Ｂ52撤去の声は急速に広がり､ 12月
７日､ 152の団体が結集して ｢Ｂ52撤去､ 原潜寄港阻止県民共闘会議 (いのちを守る
県民共闘会議)｣ が結成された｡
宜野湾市では1968年１月４日､ 米軍のガソリンパイプが破損し､ 伊佐川を伝って付
近一帯の田畑に流れ込むという事故が発生した｡ 野菜や田いもなどの農作物が全滅状
態となった｡

また､ ４月23日には､ 普天間消防署裏広場で全軍労 (上原康助委員長､ 組合員１万
７千人) の総決起大会が開催された｡ また､ 全軍労は７月16・17日の両日にわたって
48時間の年休闘争を決行したが､ その前夜７月15日にはやはり普天間消防署裏でエク
スチェンジ支部 (組合員2600人) の年休行使総決起大会が開催された｡
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1969年 (昭和44年)
｢いのちを守る県民共闘会議｣ は､ 1969年２月４日に24時間のゼネストを決行する

準備を進めていた｡ １月11日に米軍は ｢総合労働布令｣ (布令116号の全面改正法) を
公布して､ 軍雇用員の政治活動をこれまで以上に厳しく制限しようとしたが､ 全軍労
の闘争は弱まるどころか､ むしろ勢いが強くなった｡ そこで米軍は同月23日に同布令
の施行の無期延期を発表した｡
また､ 佐藤首相は屋良主席を上京させて政治的な圧力をかけた｡ １月31日屋良主席

はＢ52が６月､ ７月に撤去される ｢感触｣ を得たとしてゼネストの回避を ｢県民共闘
会議｣ に要請した｡ それをうけて県労協幹事会が回避を決定し､ 労組や一般住民の間
に政治的な混乱と動揺が生じた｡
しかし､ ２月４日 ｢県民共闘会議｣ に結集した約５万人は､ 悪天候のなかを嘉手納

総合グランドに集まり､ Ｂ52撤去､ 原潜寄港阻止､ 核基地撤去の要求をかかげて県民
大会を成功させ､ デモの隊列で嘉手納基地を包囲した｡
復帰協は３月の定期総会で安保廃棄と基地撤廃の方針を決めた｡ そして４月28日に

那覇市与儀公園で開催された祖国復帰要求県民総決起大会には約17万の住民が参加し
た｡ また､ 全軍労は６月５日､ 午前０時から24時間ストを決行した｡
７月中旬には沖縄に毒ガスがあることが暴露され､ 立法院は同月下旬､ 毒ガスの撤

去を要求する決議を採択した｡
11月13日､ 与儀公園で ｢核つき基地自由使用返還を企む佐藤首相訪米反対､ 一切の

軍事基地撤去､ 安保廃棄11・13県民総決起大会｣ が開催された｡ 集会には復帰協・県
労協・教職員会翼下の104の労組・団体及び一般市民約６万5000人が参加した｡ その
大会宣言のなかに ｢日米安保条約の継続強化を前提としてすすめられている日米交渉
はアジアへの侵略基地として果たしてきた沖縄基地の役割の固定化を意味する何者で
もない｡ さらにこの沖縄基地の機能を維持し､ ＜核つき､ 基地自由使用＞を意図する
ことも､ 事前協議の弾力的運用という抜け穴を用意していることによって明らかであ
る｣ というのを見ても､ 沖縄県民が佐藤訪米の意図に強く反対し抗議を表明していた
ことがわかる｡
同月21日 (日本時間22日)､ ワシントンで佐藤総理とニクソン大統領の共同声明が

発表されたが､ その内容は前記の大会宣言が指摘した通りであった｡ 屋良主席は共同
声明について､ 核基地の問題など多くの不安が残っていると指摘するとともに､ ｢こ
れは新しい苦渋の道への出発点ともいえる｣ と述べた｡
当時､ 宜野湾市では都市化が進行し､ 人口が急激に増えつつあった｡ 1962年２月末

日に人口は３万1345人であったが､ 1969年11月末日現在の人口は４万2282人に増えた
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1969年 (昭和44年)
普天間地区の市街地

(増加率34.9％) 水道事業も進展し､ 1969年８月には市一円の完全給水が実現した｡
また､ 同年８月､ 島袋全一にかわって崎間健一郎が無投票で市長に当選した｡

1970年 (昭和45年)
1970年全軍労は二度にわたってストを敢行した｡ 同年３月下旬は渡嘉敷島の日本軍
守備隊であった赤松嘉次が来島し､ 虐殺と ｢自決命令｣ の問題がクローズアップされ
た｡ ５月30日､ 具志川で下校途中の女子高校生が米兵に襲われ､ めった刺しにされた｡
また､ ９月18日夜､ 糸満町 (当時) で歩道を歩いてた金城トヨさんを米兵の運転して
いた車がはねて即死させた｡ 犯人のワード軍曹は酒酔い運転をしていたにもかかわら
ず､ 無罪となった｡
また､ 12月20日､ コザ市で米兵の運転する車が沖縄人をひっかけ前頭部に傷を負わ
せ､ その事故処理をめぐってＭＰと住民が対立した｡ ＭＰが住民に向かって威嚇発砲
したため､ 激高した住民が口々に ｢ヤンキー・ゴーホーム｣ を叫びならが投石し､ Ｍ
Ｐの車や米兵の乗用車に火をつけた｡ 炎上した車は73台におよび､ 空軍人事部の事務
所や米人学校も焼かれたという｡ 住民の怒りが爆発し､ 自然発生的に騒動がおこった
わけである｡
同年７月､ 立法院は ｢国政参加特別措置法｣ に基づいて ｢衆議院議員および参議院
議員選挙法｣ を可決した｡ そして11月15日､ 初めて国政参加選挙が行われた｡ 選挙の
結果､ 衆議院議員に瀬長亀次郎 (人民)・上原康助 (社会)・西銘順治 (自民)・安里
積千代 (社大)・国場幸昌 (自民) の五氏､ 参議院議員に喜屋武真栄 (革新無所属)・
稲嶺一郎 (自民) の両氏が当選した｡
同年宜野湾市では年頭から全軍労がストに向けて大規模な集会を開催した｡ しかし
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普天間第二小学校開校記念パレード

Aサイン業者や通り会などの ｢基地関係業者｣ が組織する ｢生活を守る会｣ はストに
反対し､ ｢全軍労のストに抗議する集会｣ を開いて気勢をあげた｡ ｢基地関係者｣ と全
軍労の利害の対立は､ 沖縄における米軍支配の矛盾を浮き彫りにするものであった｡
また､ 同年､ ２月下旬､ 普天間第二小学校新校舎が完成し､ ３年生・４年生・６年

生が普天間小学校から移転した｡ 同校は普天間小学校のマンモス化に伴い､ 1969年に
分離したが､ 新校舎ができるまでに普天間小学校で間借りを余儀なくされていた｡ な
お､ 同校が普天間小学校から完全に分離するのは1971年６月のことである｡

1971年 (昭和46年)
全軍労は､ ２月中旬から４月にかけて３波にわたる48時間ストを決行した｡
４月28日､ 那覇市与儀公園で復帰協主催の ｢日米共同声明路線の返還協定粉砕・完

全復帰を要求する県民総決起大会｣ が開催された｡ 各弁士は演説の中で ｢基地撤去｣ ・
｢自衛隊進出阻止｣・｢返還協定粉砕｣ を訴えた｡
６月17日､ 東京とワシントンで ｢沖縄返還協定｣ の調印式が行われた｡ 東京の式典

には全閣僚・駐日大使・ランパート高等弁務官・星立法院議長らが列席したが屋良主
席は欠席した｡ 同日 ｢沖縄返還協定｣ に反対する抗議集会が､ 沖縄をはじめ全国各地
で開催された｡ 那覇市の与儀公園では６時過ぎから ｢県民無視の返還協定調印に抗議
する県民総決起大会｣ が約１万人の民主団体・労組・一般市民の参加のもとに開催さ
れた｡
８月28日､ 米国のドル防衛策により､ 日本も変動相場制に移行したので､ 沖縄県民
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の経済的な不安が大きくなった｡ なお､ 10月10日､ ドルチェックにより､ 個人の手持
ちドルが確認された｡
11月17日､ ｢沖縄返還協定｣ は衆議院の特別委員会で強行採決され､ 同24日､ 衆議

院を通過した｡
宜野湾市では ｢米軍関係事件｣ が多発した｡ ２月中旬､ 大謝名の一号線で沖縄の男
性が米兵の運転する乗用車にはねられて即死した｡ ４月下旬､ Aサインバーのホステ
スが米兵に石で殴り殺された｡ (同年11月２日､ 上級軍法会議は犯人に無罪判決を言
い渡した)｡ ７月10日､ ３名の米兵が､ 新城の外人住宅の近くで遊んでいた12歳の少
女を暴行した｡ その８日後､ 新城のアパートに二人組の黒人が短銃を持って押し入り､
現金約7000ドルを奪って逃げた｡ また､ 10月20日夜､ 溝淵文枝さんと清水ウシさんの
二人は宜野湾市内で酔っ払い米兵の運転する車にひき殺された｡ 警察本部の調べによ
ると､ 同年１月から９月末日までの米兵の交通事故は1909件で､ 無謀・酔っ払い運転
によって死亡した沖縄人が10人もいたという｡ 新聞で確認することができるのは氷山
の一角にすぎない｡
なお､ 宜野湾市・中城村・北中城村の合併協議会は､ 同年２月１日に会合を開き､
７月１日に合併を実現することを再確認したが､ 紆余曲折の末､ 同年10月中旬に合併
を見合わせることが確定した｡
３月に普天間高校が春の選抜高校野球大会に初出場し､ 沖縄勢として春の選抜大会
で初勝利を挙げた｡

参考文献（明治～第二次大戦まで）
『宜野湾市史』第１巻 通史編 「近代の宜野湾」
明治時代の宜野湾、昭和～大正の宜野湾は上記より転載、一部要約引用しました。
『宜野湾市史』第４巻
『中頭郡誌』
『宜野湾市史』第２巻
『沖縄県史』第13巻「沖縄県関係各省公文書２」
『宜野湾市史』第５巻
『沖縄県統計書』
『臨時沖縄県土地整理事務局設置の件』
『沖縄県史』第21巻「沖縄県土地整理紀要」
井上靖 岩波講座『日本歴史』16・「沖縄」
『論集・沖縄近代史』
『沖縄県国頭郡誌』
『沖縄百科事典』
沖縄歴史研究会『沖縄の歴史』第２巻・近代編
『日本全史』
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『沖縄朝日新聞』
『沖縄県議会史』第４巻
『西原町史』第２巻
『宜野湾市史』第６巻
宜野湾がじゅまる会編『戦禍と飢え』
『戦後初期の宜野湾―桃原亀郎日記』
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昭和47年(1972年)～昭和63年(1988年)

第
六
章
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世界の情勢と日本､ 沖縄県内の動きの中での宜野湾市をみていく｡ 世界情勢の中で
翻弄されつつも､ 市民の生活を守り､ 市民生活を豊かに､ 安全にするために議会は動
いている｡
復帰という節目を迎えて､ 市当局をはじめ､ 市議会も､ 行政や議会に関わる法律が

アメリカ統治下の法律から日本国憲法を初め､ 地方自治法等に変わり､ さまざまな制
度も変わった｡ この移行のために大きな労力を要したのが復帰の年であった｡

'"()*+,-.47/0

昭和47年 (1972年)
1972年１月中旬､ 米軍は知花弾薬庫に貯蔵されている毒ガスの一部を移送し､ 天願

桟橋に待機中の輸送船に積み込んだ｡ その後､ 米軍は７月中旬と９月上旬に第二次・
第三次の毒ガス移送を実施して､ １万3000トンの毒ガスの移送を完了した｡
日本復帰についてある人は ｢沖縄県民はパンを求めて石を与えられた｣ と表現した｡
｢鉛を飲み込んだように心が重い｣ と沈痛な声を発した人もいた｡
1972年５月15日､ ともかく米軍の占領支配にピリオドを打ち､ 施政権は日本に返還

された｡ ｢核付き､ 基地自由使用返還｣ が実現した｡ 沖縄は27年ぶりに日本の一県と
なった｡ 米軍にかわって日本政府の施政権が沖縄に及ぶことになり､ 世替わりの時代
を迎えることになった｡
５月12日､ 米軍は瑞慶覧のフォート・バグナー劇場で ｢米国民政府｣ の解散式を行っ
た｡ 翌13日午前､ 琉球政府は行政府庁舎前広場で閉庁式を行い､ 20余年にわたる立法・
司法・行政活動に終止符を打った｡ ５月15日､ 沖縄県がスタートすると同時に沖縄開
発庁が発足し､ 那覇に沖縄総合事務局が設置された｡ また､ 翌６月25日に初の知事・
県議選が実施され､ 新知事に屋良朝苗が当選した｡
日本政府の沖縄対策のもうひとつの重要な柱は､ 間髪を入れずに自衛隊を配備する

ことであった｡ 自衛隊は復帰以前に準備要員を送り込んでいたが､ ５月22日午後､ 復
帰後の第一陣33人が那覇空軍基地に到着した｡ 11月７日､ 復帰協は那覇市奥武山球場
広場で ｢自衛隊配備反対県民総決起大会｣ を開催して田中自民党内閣の反動政策を糾
弾している｡
また､ 復帰と同時にドルから円への通貨切り替えが行われた｡ 前年８月のドル・ショッ
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クと通貨交換に伴う便乗値上げが目立ち､ 経済的な混乱が生じた｡
｢アメリカ世｣ から ｢大和の世｣ に変わったというのに､ 米兵の犯罪は減る様子が

なかった｡ ベトナム戦争ですさみきった米兵らは凶暴化し､ 市民生活を脅かした｡ ４
月１日夜､ 普天間海兵隊の約300人が､ 大山ゲートでスト中の全軍労のピケ隊を襲っ
たが､ その翌日の夜も､ 基地内で暴動があったという｡ また､ ８月４日､ 宜野湾市大
謝名で一人住まいのホステスが殺された｡
明るい話題がないわけではない｡ 宜野湾市に沖縄国際大学が設立され､ 同年４月に
開学した｡ また､ 宜野湾市・中城村・西原村の境界に琉球大学が移転してくることが
確実となり､ 学園都市への展望が開けてきた｡

昭和48年 (1973年)
長年続いたベトナム戦争が､ １月27日にパリ国際会議でベトナム和平協定調印が行
われ､ 戦争が集結した｡
また､ 第四次中東戦争に起因する ｢石油危機と消費抑制｣ は消費を美徳､ 大量消費
への衝動でかきたてられてきた国民は､ 突如として､ 節約は美徳と180度価値観を転
換させられることとなった｡
沖縄では２月６日に米軍機が那覇空港で着陸失敗､ 炎上｡ 一歩間違えば大惨事､ 民
間機も使用する空港での軍との共同使用への不安をあおった｡ ５月３日には復帰記念
国体 ｢若夏国体｣ を奥武山競技場を中心に開催 (～５月６日)｡ ６月23日に県主催の
沖縄全戦没者追悼式がしめやかに行われた｡ ８月29日の閣議で､ 軍用地料増額 (約50
％) を決定した｡
宜野湾市では､ 普天間飛行場へのＰ３Ｂ対戦哨戒機移駐が問題化し､ これまでに例
をみない全市民的な盛り上がりで ｢宜野湾市生命を守る会｣ が結成され､ 運動が展開
された｡ Ｐ３Ｂ機の移駐問題､ 普天間飛行場の拡張工事の問題は74年にかけて正念場
を迎える｡
市内に体育館が高校を含めて４つ建設された｡ また､ 伊佐地区に市営住宅が３棟､
120人収容の保育所が宜野湾区に開所｡ 市民福祉の拡充を目指して社会福祉事務所も
開設｡
私達の台所にとって物価の高騰変動により､ 悩みの多い年になった｡ 石油危機を初
め､ トイレットぺーパーの入手困難や他の品不足､ 資源不足､ はては電気節減に至っ
た｡ 品不足とインフレ傾向は74年へ市民生活に大きく陰を落とした｡

第６章 日本復帰から昭和の時代
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昭和49年 (1974年)
1974年の世界情勢は､ 先進諸国と第三諸国間の確執とともに､ 先進国では資本主義

経済の矛盾が激化し､ 第三世界の内部の動乱が目立った｡ まさに､ 天下大動乱の年と
なった｡ ８月９日にアメリカのニクソン大統領辞任のニュースは世界を駆けめぐった｡
ワシントン大統領以来二百年に近い米国憲政史上､ 最初にして最大の汚点を残し､ 日
本の田中角栄首相退陣にも重要な影響を与えた｡
西欧諸国でも､ 前年の石油危機が拍車をかけたインフレと不況が深刻化し､ フラン

ス､ 西ドイツ､ イタリアの政権が相次いで代わった｡
昨年のオイルショック以来､ 総需要抑制､ 引き締め政策の影響で､ 日本経済は､ 戦

後初めての ｢ゼロ成長｣ を記録､ 繊維､ 建設など構造的に弱みのある企業から倒産と
失業が始った｡ 戦後30年目にきて､ 政治､ 経済､ 社会の骨組みに転機が訪れた｡ また､
３月12日ルパング島のジャングルで､ ｢上官の命令がなかったので下山しなかった｣
と小野田寛郎元陸軍少尉が戦後30年ぶりに帰国したことは､ まだ残る戦争の傷口を開
いて見せた｡
復帰２年目の沖縄も大きな不況の波に飲み込まれたかのような狂乱物価高の年であっ
た｡ 日常生活品をはじめ､ 電気､ ガスの光熱と燃料費､ バス､ タクシー､ 船舶､ 航空
運賃など交通輸送費のほか医療､ 郵便と公共料金が軒並み値上げし､ 沖縄は全国一と
いう第二の狂乱物価高を呼んだ｡ 不況による失業者は17,417人を数え､ 求職倍率は２.
４倍 (全国平均は１倍強)､ 事態を重視した政府は､ 10月に那覇市､ 沖縄市の職安管
轄区域を ｢広域職業紹介地域｣ に指定した｡
時代を映し出す象徴的な事件､ 事故も相次いだ｡ １月８日に琉球大学で受講中の学

生を､ 黒覆面の男らが襲い､ バールで頭部を殴打し殺害した｡ 事件は過激派集団によ
るセクト争いによるもので､ 殺害された学生は､ 人違いであった｡ 過激派の内ゲバが
散発的に起こった｡ 大学､ 父兄側に大きな衝撃を与えた｡
また､ ３月２日､ 小禄の水道工事現場で突然､ 不発弾が爆発､ ４人が即死､ 20人が

負傷､ 家屋や車両を破壊して空爆のような惨事となった｡ 戦場となった沖縄には不発
弾が､ まだ多く埋もれているだけに県民に大きな不安を与えた｡
９月８日には､ 乗客､ 乗員88人を乗せたTWA機が地中海で墜落｡ その機に同乗して

いた上地一史沖縄タイムス社長ら同社のヨーロッパ産業視察団員13人が死亡した｡ 当
真嗣徳沖縄山形屋社長ら沖縄の経済人が一挙に失われ､ 改めて大量輸送時代の航空機
事故の恐ろしさを思い知らされた｡
宜野湾市では４月にゴミ料金無料化の実施に踏み切り､ 一般家庭のゴミ処理は無料

で収集することになった｡ しかし､ ７月には､ ゴミ処理場の閉鎖に伴い､ 一時期ゴミ
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収集が中断する騒ぎがあったが､ どうにか落ち着きを取り戻した｡
８月には公共用地収得のために､ 土地開発公社が設立され､ ９月には復帰後初の市
議会議員選挙が行われ､ 28人が選出された｡

昭和50年 (1975年)
この年は､ 海洋博開催で期待に胸ふくらませたのもつかの間､ ２月28日に米軍によ
る基地従業員の大量解雇が発表された｡ 1973年に起こったオイルショックからつづく
不況や海洋博を見込んだ事業への投資での倒産など､ 社会はこの大量解雇で多くの失
業者を生み､ 社会不安はいっそう増していった｡
復帰して２年目を迎える直前の４月28日に復帰協は中間的総括を行い､ 復帰闘争史
に一応の区切りをつけたと発表した｡
４月30日には､ 南ベトナムが無条件降伏､ サイゴン (現ホーチミン) が解放され､
長年続いたベトナム戦争が終結をみた｡
７月20日の海洋博を目前に､ 沖縄自動車道の石川～名護間が開通したのに続き､ 糸
満市摩文仁に沖縄県平和記念資料館が開館した｡ そして､ 沖縄海洋博覧会の開会式へ
の参加で来沖し､ ひめゆりの塔に参拝中だった皇太子ご夫妻に火炎ビンが投げられる
という事件も起こった｡
一方､ 宜野湾市では､ 窮屈な財政の中､ 伊佐地区の埋立地に市営住宅が完成､ 普天
間第二給食センターや宜野湾小学校体育館の落成など新しい施設が誕生した｡
一番の懸案であった､ し尿処理場建設地の問題は､ 多くの反対住民の声もあったが､
市議会の圧倒的多数で､ 伊佐地区の埋立地に建設決定をみた｡
高度成長から一転して低成長時代へ､ 赤字団体が年々その数を増しており､ 本市も
財政上かつてない危機に見舞われている｡ そんな状況下で福祉増進を図るべく､ がん
ばっている行政当局｡ おし続く不況､ 相次ぐ企業倒産､ 軍雇用員の解雇などに対応す
るため､ 市でも協議し､ 駐留軍関係離職等臨時措置法､ 及び沖縄振興開発特別措置法
に基づき､ 失業者等の雇用促進を図るために“宜野湾市雇用対策協議会の設置に関す
る条例”を制定､ 協議会を発足させた｡
海洋博で華々しく幕開けした沖縄の社会や経済も番狂わせで､ 起爆剤とのふれこみ
で行われたが､ いつの間にか自爆剤になったと揶揄されるほど不況に見舞われ､ 物価
高騰､ 倒産､ 失業者の増大により社会不安は高まっており､ 危機感にいっそう拍車を
かけた｡
昭和50年12月10日招集された第39回市議会定例会は当初23日までの会期予定で開か
れた｡ 17件の案件が上程され､ その中に職員の給与改定関係議案審議で１万６千円を
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1978年 (昭和53年) し尿処理場清水苑

４月からさかのぼって支給するという市長の提案に対し､ 総務委員会が財政逼迫を理
由に､ ６月から支給するという２ヵ月分カットの修正をしたことから､ 市職員労働組
合が再審議を要求して議場につめかけ､ 23日の本会議は延長､ 話し合いを続けること
になった｡ しかし､ 25日になっても歩み寄りがなく､ 議会も開くことが出来ず､ 流会
となった｡ そのため､ 宜野湾市一般会計補正予算､ 宜野湾市職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例について､ の議案など４件が審議未了となった｡
翌々日の27日には､ し尿処理施設建設に関連する議案審議のために臨時会が招集さ

れた｡ し尿処理場建設用地が伊佐区に予定され､ これに反対している伊佐区の区民が
大勢で市役所､ 市長宅につめかけたため､ 普天間警察署に要請して､ 機動隊を導入す
るという騒ぎになった｡ 本会議は午後12時48分に開催され､ し尿処理施設周辺の整備
計画についての諮問と､ 沖縄市､ 北谷村清掃施設組合への加入についての議案が賛成
多数で可決された｡

宜野湾市の最大の問題は糞尿処理場建設であった｡ 市議会の賛成多数の同意を得て､
伊佐区埋め立て地に建設を決定したが住民の猛反対にあっている｡ 市長は市報でこう
述べている｡ ｢…… (前文省略) そもそも行政は公平でなければなりません｡ しかし
同一条件で公平を期することが不可能な場合もあります｡ そこでその凹みをどうする
かということになりますが､ その場合には他の変わった条件で､ その凹みを埋めてい
くという方法で平坦化を図るということになります｡ (後略)｣ このように述べ､ 交換
条件で伊佐地区には穴埋めをするということを言っている｡ 実際後に､ 伊佐区には､
新しく公民館､ 児童公園が建設されていった｡
11月し尿処理場の建設案が進行し､ 市民の注目を集めている｡

宜野湾市議会史 活動編

!!"



12月には市の花などが決定された｡ 市花は菊､ 市花木はサンダンカ､ 市木はイスノ
キ｡
３月には宜野湾小学校前に本市ではじめて歩道橋が設置され､ ４月に普天間第二給
食センターが落成､ ５月には普天間小学校体育館の落成､ 振興開発計画審議会､ 交通
安全推進協議会が発足した｡ ６月独居老人家庭にインターフォンが設置された｡

昭和51年 (1976年)
１月13日宜野湾市伊佐で重油流出事故が起こった｡ 伊佐排水溝へ基地内から油漏れ
が相次ぎ､ 市民の神経を逆なでした｡ 折しも､ し尿処理場建設で不安を抱える伊佐区
での出来事であった｡
海洋博に向けての過剰投資と見込み違い､ 不況の影響などがたたり､ 県内最大の海
運業､ 琉球海運が10月12日に会社更生法の適用申請を那覇地裁に提出し､ 事実上倒産
した｡ 県内倒産件数は史上最高を記録､ 150件に及んだ｡ 年末の失業率は７％近くに
達し､ 活路を見い出せないまま､ 海洋博後遺症は不況に輪をかけ､ 県経済は戦後最大
の危機に直面した｡
不況に輪をかけるように､ 暴力団抗争にからむ広域暴力団の沖縄進出であった｡ ４
月11日､ 暴力団組員が警官を人質に短銃を威嚇発砲して普天間署留置場から逃走する
というまれな事件も起こった｡ 暴力団抗争は３年前から血の応酬が続き､ 広域暴力団
が､ ついに那覇に進出してきた｡ しかし､ 暴力団追放の住民運動は急速に高まりをみ
せ､ 警察当局の取り締まりと一体となって効果をあらわしつつある｡
宜野湾市我如古で､ ７月末から幼児の間に頭髪が抜け脳障害を起こすなど不明疾病
が現れた｡ 表面化した10月末までに６人が発病､ うち１人が死亡､ 地域住民の不安が
高まった｡ 県対策本部で究明した結果､ 殺鼠剤 (さっそざい) のタナトリウムを“犯
人”と断定｡ 殺鼠剤をつけたパンなどが幼児の口に入ったもので､ 生活環境の不浄､
農薬使用のズサンな管理､ 県の対応の秘密主義が“奇病”を生む結果となった｡
暗いニュースが飛び交う中､ 県民の希望と活力に刺激となったのが､ 県出身のボク
サー具志堅用高のWBA世界ジュニアフライ級チャンピオンの誕生や豊見城高校ナイン
による甲子園での活躍であった｡

昭和52年 (1977年)
出口の見えない流動する内外情勢に対応できず､ 転換期に模索する1年の日本であっ
た｡ それを象徴したのが日本経済を直撃した円高である｡ 長期化する不況脱出に明る
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い見通しだと年頭に福田首相が述べた｡ しかし､ 政策は後手にまわり､ 景気は上昇し
ないばかりか､ 大幅な黒字貿易に対する外圧を受け､ 日本経済は深刻化する一方であっ
た｡ 12月15日には１ドル＝240円を割る市場最高値をつけた｡ 日米間の貿易摩擦は経
済戦争とまでいわれた｡ 争いが絶えない中東では､ エジプトのサダト大統領が突然イ
スラエルを訪問､ ペギンイスラエル首相と会談した｡ 中東和平へのイニシアチブが今
後どう結ばれるか世界が注目した｡
事件､ 事故も多発､ 日本赤軍によるパリ発東京行きの日航機がインド上空で乗っ取

られた｡ 西ドイツ赤軍もまた､ 国内の要人を射殺する事件や誘拐事件､ 航空機乗っ取
り事件を起こしていた｡ ３月末にはスペイン領カナリア諸島でパンアメリカン機とオ
ランダの両ジャンボ航空機同士の衝突事故は575人が死亡する大惨事となった｡
沖縄は復帰からまる５年目を迎え､ ｢復帰処理｣ にからむ問題が多くあった｡ 保革

伯仲の国会で ｢基地確保・地籍法案｣ が公用地暫定使用法の期限切れの５月15日まで
に間に合わず､ 法治国家の日本政府が在沖米軍､ 自衛隊基地を不法使用する異常事態
が発生した｡ 反戦地主たちは､ 30年ぶりに基地内の土地を踏みしめた｡ 17日には公用
地法阻止県民総決起大会を開催したが､ 翌18日には基地確保・地籍法案が強行採決さ
れ､ 安保の壁の厚さをみせつけた｡
また､ 失業率が６ヵ月連続７％台､ 求職倍率14.3％ (９月) 低成長下の長期構造不

況は企業の倒産､ 合理化に加え､ 米軍雇用員の解雇も容赦なく､ 全国平均の３倍強の
失業率となった｡ 社会不安は増大し､ これを重視した総評・県労協は関係省庁に対し
て県､ 市町村､ 経営者､ 労働団体､ 開発庁による ｢雇用懇談会｣ の設置と職業安定を
めざした計画を作成､ 要請した｡
６月23日の慰霊の日には､ 戦後32年を迎え､ 沖縄戦没者33回忌にあたり､ 県主催の

慰霊祭が行われ､ 5000人が参列､ ｢すべての戦争を否定し､ 恒久平和を訴える｣ と平
良知事が平和宣言を行った｡

昭和53年 (1978年)
中国が一番印象に残る年であった｡ ２月に中国が近代化路線を決定し､ 文化大革命

の見直しが世界中をかけめぐった｡ 10月23日､ 日中平和条約が締結された｡ また､ ア
メリカも12月には米中正常化を発表した｡ ９億人の人口をもつ中国の国際社会への進
出が世界に対し､ いかに重大な影響を与えたかを示すものであった｡ ３月26日には難
問山積みのまま､ 成田空港が開港し､ 国際線の日本の玄関となった｡
31年間続いた沖縄の交通法規 ｢人は左､ 車は右｣ から､ ７月30日に ｢人は右､ 車は

左｣ へ変わった｡ 交通方法変更､ (通称ナナサンマル) が実施された｡ 本土からの応
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1978年 (昭和53年) ７月30日
交通方法の変更｡ ｢人は右､ 車は左｣ となった

援部隊を含め3,600人の警官が全県下の街頭に繰り出し､ 県警が特別に許可した１万
台の特認車両を除く一般車両を全面交通止めにして､ 作業員2,500人が信号機353基と
道路標識４万１千本を切り替えた｡ 当初から各地で交通事故が相次ぎ､ 大荒れのスター
トであった｡ 当日は宜野湾市議会議員も動員され､ 街頭に立った｡

平良前知事の病気辞任に伴う年の瀬の12月10日県知事選では､ 西銘順治氏 (保守系
無所属) が知花英夫氏 (革新系無所属) を１万６千票差で破って当選し､ 10年ぶりに
保守県政が誕生した｡ ｢県民党の立場から県益を目指し､ 活力ある県政運営を推進す
る｣ ことを県民に示した｡ 失業､ 雇用､ 教育､ 基地問題などへの対策が注目された｡
不況とはうらはらに､ 復帰とともに始った沖縄観光ブームは年を追って盛んになっ
てきた｡ 150万人に迫るいきおいである｡ 海洋博時の155万人に間近｡ 観光収入は１千
500億円､ 旅行の希望地アンケートで､ 北海道を抜いて全国１位になった｡ サービス
やマナー､ 施設の面で多くの課題を抱えるが､ 多くの人が沖縄に向いているというの
は希望のひとつである｡

昭和54年 (1979年)
1970年代を揺り動かした石油ショックは､ 79年というこの年に大きな節目になった｡
灯油が二倍近く値上がりし､ 卸売り物価も歯止め無く急騰した｡ 景気はよくなったと
いわれるが庶民生活はいっこうに変わらない｡ こうした中で６月28日､ 主要先進国首
脳会議 (東京サミット) が東京で開催された｡
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昨年から続く世界情勢の中で､ 年始の１月１日にアメリカが中国との国交を樹立し
た｡ 中国もはれて､ 政治・経済とも近代化に動き出した｡
また､ 中東では２月１日にはイラン革命運動の指導者ホメイニ師が亡命先のパリよ

り帰国｡ イランでイスラム革命が起こった｡ 一方､ イスラエルとエジプトは３月26日､
平和条約に調印した｡
この年､ 沖縄では米軍基地被害が続発した｡
宜野湾市では､ １月に安次富盛信市長が､ 財政上の面から新設真志喜中学校の運動

場整備作業を自衛隊に協力要請していくことを表明した｡ このことに反対する市民共
闘会議が､ 連日地域懇談会を開くなど自衛隊導入への反対運動が拡大していった｡
市議会においても､ ２月21日の臨時議会で ｢新設真志喜中学校グラウンド整備早期

実現を要求する決議｣ 緊急提案し､ 野党退場のまま与党だけで強行採決した｡
双方が対立し､ 整備作業に着手できない中､ ３月15日に防衛庁から基地整備資金１

千万円を交付するとの回答を得て､ 賛成､ 反対を問わず３カ月ぶりに政治的な決着が
なされた｡
12月には､ 市職員の期末一時金６割カット案が議会に提案され､ これに反対する市

職員組合と激しく対立していった｡ 12月19日の市議会では､ 機動隊を導入し､ 議案審
議を阻止するためピケを張っていた市職労を中心とする労働員を排除して､ 賛成多数
により同案を可決した｡ この際､ 市職労の３名が威力業務妨害の疑いで逮捕された｡
この件は､ その後も尾を引き､ 市職員組合による新庁舎への移転作業拒否や残業拒否
闘争など対立が深まった｡

昭和55年 (1980年)
この年､ 世界を一番に驚かせたのは､ ソ連によるアフガニスタン侵攻であった｡ 西

側は制裁措置を行った｡ ７月にはモスクワオリンピックが開催されたが米国や日本な
どがアフガニスタン侵攻などへの抗議でボイコットした｡ 続いて９月にイラン・イラ
ク戦争が勃発し､ 原油を輸入している先進諸国は原油価格の高騰を心配した｡ お隣韓
国では､ ５月27日に光州で学生や市民による暴動が起き､ 戒厳軍が制圧､ ９月には全
斗煥体制が確立した｡ 中国でも９月の全人民代全体会議で華国鋒首相が辞任を表明､
四人組裁判の開始と共に本格的な批判が始まった｡ 同22日にはポーランド自主管理労
組 ｢連帯｣ が創設された｡ また､ アメリカの大統領に映画俳優出身のレーガン氏が就
任｡ ハリウッドからホワイトハウス入りした｡
日本では､ 自民反主流派の大量欠席で27年ぶりに不信任案が可決し､ 解散となった｡
６月に行われた衆参両院同日選挙で自民圧勝｡ 大平首相は選挙の遊説中に倒れ､ 死去｡
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その後を鈴木善幸氏が首相となった｡
この年日本は自動車の生産高が世界一になった反面､ 欧米との経済摩擦も生まれた｡
低年齢層殺人､ 校内・家庭内暴力が多発したなか､ 特に象徴的だったのは栃木県で小
学生が幼児を井戸に投げ込んだ事件であった｡
国民的スーパースターだった､ ハッスルプレーの巨人軍の長島監督が退団､ 数々の
記録を樹立した王選手も引退し､ 戦後世代の夢のひとつが終わった｡ プロ野球も新時
代へ向かうこととなった｡
沖縄は相変わらず､ 基地・安保をめぐる問題で県民生活が大きくかき回された年で
あった｡ アフガニスタンへのソ連侵攻､ イラン・イラク戦争の勃発とも関連し､ 在沖
米軍の動きも活発化して､ 演習が激化した｡ これに伴って航空機の墜落事故が相次い
だのを初め､ 実弾砲撃演習による住民地域への破片落下､ 山火事の発生など地域住民
に被害を与えた｡ 一方､ ソ連側の沖縄海域での動きも活発になった｡ 航空機や軍艦の
通過が頻繁になったが､ それに向けて緊急発進した自衛隊機が那覇空港で事故を起こ
したり､ ソ連原潜が沖縄近海で火災事故を起こすなど､ きな臭い事件､ 事故が多く起
こった｡
公用地暫定使用法の期限切れ (1982年５月) に備えて那覇防衛施設局は11月に ｢米
軍用地に関する特別措置法｣ (米軍特措法) に基づいて米軍基地内の未契約土地の強
制使用手続きを開始した｡ 復帰時の公用地法制定､ 77年の公用地法５年延長に続いて
三度､ 政府は､ 契約拒否地主の土地を強制使用することになる｡ 使用権限を得るには
総理大臣の認定､ 県土地収用委員会の裁決が必要だった｡ 施設局は第１次分として12
月15日､ 嘉手納基地など６施設､ 85件 (25万１千平方メートル) の土地使用認定を申
請した｡ 反戦地主会や沖縄 ｢公用地法｣ 違憲訴訟支援県民共闘会議は強制使用の動き
に強く反対している｡ こうした状況の中､ ６月の県議選で保守系与党の多数を占めた
西銘県政は､ 地方自治体での自衛官募集業務の開始を多数決で決定した｡ また､ 学校
現場が強く反対している主任制の導入を決定した｡
経済面では､ 沖縄電力が､ 石油値上がりによるコスト上昇を理由に､ ２回にわたり
料金を大幅に値上げしたのをはじめ､ 都市ガス､ プロパンガス､ 航空運賃など公共料
金の値上げが相次ぎ､ 企業活動､ 住民生活に大きな負担を強いた｡ また､ プロボクシ
ング界では､ すでに世界チャンピオンとなっていた具志堅用高が10月12日に13度目の
タイトル防衛に成功､ 上原康恒が８月３日にＷＢAジュニアライト級チャンピオンに
なり､ 11月20日には初防衛にも成功した｡ 県内から二人の世界チャンピオンが誕生し､
若者に夢と希望を与えた｡
年明け早々に､ 日本体育協会は第６回国体委員会による第42回国体開催の内定を出
した｡ それ以来､ 主会場に那覇､ 豊見城､ 浦添､ 宜野湾､ 沖縄の各自治体が立候補し
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新 庁 舎

た｡ 主会場決定要因は①跡地利用で人口集積地に近いこと②社会体育施設が少ない③
用地取得の容易さ④競技役員､ 補助員の多いことなどが挙げられた｡ 最後は宜野湾市
と沖縄市の伯仲した戦いになったが ｢工期の面で沖縄市の方が１年の余裕がある｣ と
いう点や地主581人の承諾も決定要因になり､ 昭和62年 (1987年) 沖縄国体開催が正
式に決まった｡
また､ １月に宜野湾市では長年の課題であった市役所新庁舎が野嵩に完成し､ 事務

所移転がなされた｡

昭和56年 (1981年)
血の流れた事件が多発した年であった｡ レーガン大統領が３月30日に､ ローマ法王

ヨハネパウロ２世が５月13日に相次いで狙撃され､ 凶弾を浴びたが一命を取り留めた｡
しかし､ サダト・エジプト大統領､ イランのバニサドル氏解任後､ 要人が相次いで暗
殺された｡ 考えの違いを暴力で解決しようとしたもので､ 良識が姿を消してしまった
のかと思わせる事件であった｡ また､ レーガン政権が発足して､ 経済再生と国防路線
を強調した｡ 欧州配備を想定した中性子爆弾の製造開始決定が８月８日に出され､ 欧
州での限定核戦争を示唆した大統領自身の発言が欧州諸国民の心に ｢核戦争の恐怖｣
を植え付け､ 年の後半は欧州で反核運動が強まった｡ その跳ね返りからか､ 11月30日
に米国はソ連との戦域核削減交渉 (ジュネーブ) を始めることを余儀なくされた｡
国内では､ ４月18日に日本原子力発電所敦賀発電所の放射能流出事故が起きた｡ そ

の後､ 次々と事故隠しやずさんな管理､ 作業員被爆などが発覚､ 1954年に米スリーマ
イルアイランドで起きた原発事故を思い起こさせる衝撃を国民に与えた｡ その後､ ５
月にライシャワー元駐日大使が日本のマスコミに対し､ ｢核兵器を積んだ米国の艦船､
航空機の日本領海内の通過､ 寄港を認めた口頭了解が日米両国間に存在する｣ と発言
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し､ 大きな反響を呼んだ｡ 国会審議などを通して1960年の安保条約改定前後に寄港・
領海通過問題をどこまで詰めたか､ 米国政府は日本側の解釈に同意しているかなど疑
問が浮き彫りになった｡ 非核三原則の ｢持ち込ませず｣ は空洞化しているとの疑いが
強くなった｡
対ソ軍事バランスの回復を最大の目標とするレーガン戦略は日本に対し ｢西側陣営
の一員｣ として役割を果たすよう要求､ ５月の鈴木・レーガン共同声明でうたわれた
｢日米同盟関係｣ ｢周辺海空域でのより一層の防衛力｣ ｢西太平洋での適切な役割分担｣
が､ その後日米防衛論議の基調となった｡
そんな中､ 沖縄県内では統一地方選の前哨戦として注目を浴びた宜野湾市長選が７
月に行われた｡ 保守系候補の安次富盛信氏 (50歳) が本市で初めて二期当選した｡ 対
立候補の桃原正賢氏 (58歳) 革新系＝を461票の小差で破ったが､ 市民を二分する選
挙であった｡
また､ 宜野湾市の爆音公害はますますひどくなっている｡ 市の中央にある米海兵隊
普天間基地ではヘリコプター､ 輸送機が夜昼となく離着陸を繰り返した｡ 夕方のヘリ
コプターの離着陸は数分ごとで電話での通話もままならい｡ 爆音の苦情が多い普天間
第二小学校､ 上大謝名､ 沖国大､ 市庁舎などは､ １日平均113回､ １週間で約800回の
飛行回数が測定されている｡ 市民団体が､ 再三抗議行動を起こすなど騒音追放を叫ん
でいるが事態の改善は行われず､ ひどくなる一方である｡

昭和57年 (1982年)
１月にリスボンで５万人の反核デモを皮切りに西ベルリン､ ローマ､ コペンハーゲ
ンで大規模な反核集会が展開された｡ 反核の火の手は米国にも飛び､ 住民大会の核凍
結決議､ 各自治体の核凍結宣言が出された｡ さらに上下両院議員の３分の１が核兵器
削減決議に支持を表明､ こうした反核のうねりの中で国連は６月７日に第２回軍縮特
別総会を開いた｡
４月２日にはアルゼンチンが南米大陸南端沖の英領フォークランド諸島 (アルゼン
チン名マルビナス諸島) に対する歴史的領有権を主張して同諸島を武力占拠し､ 英国
は断交｡ 国連安保理の案もアルゼンチンは拒否､ 英国が出動し､ 紛争が勃発した｡
一方､ 11月10日､ 18年間､ 政権の座にあったソ連のブレジネフ共産党書記長が急死､
２日後の党中央委総会でユーリ・アンドロポフ氏が後任書記長に選ばれた｡ 初演説で
は対米・対中関係改善を呼びかけ､ 12月のソ連邦結成60周年式典では戦略兵器､ 欧州
戦域核の両面では新提案を行った｡ また､ 内政面でもブレジネフ路線の継承を唱えな
がらも､ 経済改革促進路線を強調､ ソ連の内外政策に変化の兆しがあらわれてきた｡
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国内では大きな事故が相次いだ｡ ２月８日に東京のホテルニュージャパンで火災が
起こり､ 33人が死亡､ 27人が重軽傷という大惨事となった｡ その翌日の９日には日本
航空機ＤＣ－10､ 福岡発羽田行きが羽田沖に墜落､ 乗客24人が死亡､ 141人が重軽傷
を負った｡
参院全国区制度を改革し､ 拘束名簿式比例代表制を導入するための改正公職選挙法

は､ 第96回国会末の８月18日に成立｡ 比例代表制による選挙制度の導入は､ 従来の参
院全国区制の ｢金のかかり過ぎる｣ という弊害を解消するのがねらいで､ 明治以来の
我が国議会制度史上､ はじめてのこと｡ 来夏の参院選から実施されることとなった｡
施政権返還10年の沖縄においては､ ｢アメリカ世｣ から ｢ヤマト世｣ の節目の年で

あった｡ 反戦平和を希求する沖縄において､ 11月14日の知事選と参院補選のダブル選
挙で､ 知事には日米安保体制の堅持と自衛隊配備を是認する西銘順治氏 (自民) が当
選､ また､ 参院補選では大城真順氏 (自民) が当選し､ 一大政治決戦に完勝した｡
８月26日､ 沖縄本島と大東諸島を含む周辺離島はミカンコミバエ根絶に成功､ ミカ

ンコミバエ発生地域から除外された｡ 雄を誘引して駆除する世界最大規模の害虫根絶
の成功であった｡ これでかんきつ類やビワ､ リュウガン､ ポンカン､ タンカンなど県
外出荷が無条件解禁となった｡ 大正11年 (1922年) に､ 移動禁止措置がとられて以来､
60年ぶりであった｡ 県や農業団体は､ かんきつ類､ 亜熱帯果樹の生産拡大のはずみに
なるだけでなく､ 沖縄産業のあり方をかえる歴史的な事業の成功だと評価した｡
７月20日､ 普天間海兵隊航空基地所属のヘリコプターが具志川市に墜落した｡ 同２

３日宜野湾市議会は臨時議会において抗議決議を可決した｡

昭和58年 (1983年)
ロンドンで12日間にわたって協議を続けていた石油輸出国機構 (OPEC) 石油相会議

は３月14日､ 発足以来初めての基準原油価格値下げに踏み切り､ 基準原油アラビアン
ライトの価格を１バーレル＝34ドルから29ドルに引き下げることを決定した｡ OPECは
81年末のアブダビ総会後､ 世界的な供給過剰を念頭に置いて高すぎる原油価格を修正
する方向をたどりはじめたが､ 各国産原油の政府売り渡し価格は２回にわたって引き
下げられていたものの､ 基準原油価格の引き下げは1960年OPEC発足以来初めてだった｡
同時に値崩れを防ぐためにOPEC全体の生産上限が日量1750万バーレルと設定され､ 国
別に割り当てられた｡ 石油市況はその後も改善されず､ 12月のジュネーブ総会でも現
状維持が再確認された｡
８月21日フィリピンの野党指導者のベニグノ・アキノ元上院議員が亡命先の米国か

らフィリピン政府の警告を無視して帰国｡ マニラ空港に到着直後､ 暗殺された｡ この
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事件を契機にフィリピン国内ではマルコス大統領の退陣を要求する声が高まり､ 政局
は急激に不安定の度を加えた｡ また､ 資本の逃避が相次ぎ､ フィリピン経済は混乱し
た｡ ひいてはそれが出稼ぎを多くし､ 日本にもやがて多数やってくることになる｡
９月１日にはニューヨーク発ソウル行き大韓航空ボーイング747ジャンボジェット

機がサハリン沖上空でソ連戦闘機にミサイルで撃墜された｡ 日本人乗客28人を含む乗
員､ 乗客269人全員が死亡した｡ ソ連は大韓機が米国と共同でスパイ活動をしていた
と主張した｡ 西側諸国はアエロフロート機の乗り入れ禁止や自国機のソ連への飛行中
止などの措置をとった｡ また､ ビルマ公式訪問中の全斗煥韓国大統領一行をねらった
爆弾テロ事件が10月９日に起こった｡ 大統領は遅れたため､ 難を逃れたが韓国官僚４
人を含む21人が死亡､ 46人が負傷した｡ 犯人はビルマに潜入した朝鮮民主主義人民共
和国 (北朝鮮) の特殊工作員で２人が逮捕された｡ この事件でビルマは北朝鮮と国交
を断交､ 国家承認も取り消し､ 第三世界との関係を重視してきた北朝鮮に大きな打撃
を与えた｡ 事件直後､ 南北朝鮮で軍がともに警戒態勢に入り､ 朝鮮半島の緊張が高まっ
た｡
国内は政治的な色の濃い年であった｡ ６月26日に第13回参議院通常選挙が実施され
たが､ 史上初の全国区に拘束名簿式比例代表制を導入した｡ 有権者の関心は低く､ 投
票率は57％と参院選史上最低を記録した｡ 開票結果は自由民主党が絶対多数の68議席
を確保して圧勝した｡ 名簿の順位をめぐって悲喜劇があった｡
10月12日にはロッキード事件の判決が東京地裁で行われ､ 田中角栄元首相は懲役４
年・追徴金５億円の実刑判決を言い渡された｡ 国会では野党側が田中元首相に議員辞
職要求をしていたが､ 元首相ははねつけ､ ｢田中問題｣ をめぐって国会は１カ月も空
転した｡ 結局､ 衆議院を解散し､ 国民の審判を仰ぐこととなった｡ 選挙の結果は自民
党が大敗｡ 解散時より36議席減の250議席であった｡ 保守系無所属を追加公認してやっ
と過半数を確保した｡
中曽根首相は１月の訪米で ｢不沈空母発言｣ で西側の一員としての立場を明確にし､
11月には先進国首脳会議 (東京サミット) 以来という華やかな首脳招待外交が東京を
舞台に行われた｡ レーガン大統領､ コール首相､ 胡耀邦書記長らが訪れた｡ 中曽根首
相はこの中で各国首脳と国際情勢をめぐる ｢政治対話｣ を活発に展開､ 中距離核戦力
(INF) 削減交渉の促進など ｢世界平和と繁栄への積極的な貢献｣ を確認した｡ しかし
ながらINFに関する態度は北大西洋条約機構 (NATO) の決定への全面支持を大前提と
しており ｢西側の一員｣ の立場を一層強めることになった｡
県内では県民の足であるバスが､ 争議によって､ およそ７カ月間 (３月末～９月)
奪われた｡ 全面解決までに通算３５日間のストを決行し､ 延べ３万1895台のバスがス
トップした｡ その結果､ 通勤や通学の足を確保するためミニバイクやマイカーが大幅
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に増え､ 県民のバス離れを一層促進させることになった｡ 会社は収入がダウンし､ 経
営不安に拍車をかけた｡
在沖米海兵隊の実弾演習によって多くの山火事が発生した｡ 山火事の件数が19件と

復帰後最高を記録した｡ 特に12月に入ってのキャンプ・ハンセンの火災は焼失面積が
百万平方キロメートルを上回り､ さらに水源かん養林や民間地域への延焼がすぐそこ
まで迫り､ 金武町議会が抗議決議するなど改めて実弾演習の危険性が指摘された｡
那覇防衛施設局によると､ 復帰後の米軍演習場山火事は今年も含めて88件で昭和56

年から急増している｡ 原因は火器類､ 廃弾処理が主で､ 今年は嘉手納弾薬庫近くでも
火災が発生し､ 住民に不安を与えた｡
11月28日には昭和62年度開催の沖縄国体を象徴するテーマが ｢海邦国体｣ と決まっ

た｡ ｢海邦｣ は､ 琉球王朝 (1789年) の尚温王が国学 (学校) 創建に際し､ 銘に書い
た ｢海邦養秀 (かいほうようしゅう)｣ から取った字句｡ 海を通じて国際交流を深め､
礼に厚い国､ 優秀な人材の育成を意味する｡ シンボルマークも決まった｡ 沖縄国体の
競技は36種目｡ 県内26市町村において取り組みへの協議が展開され､ 各自治体では運
営基盤づくりに余念がない｡ 宜野湾市は主会場を沖縄市と争ったが残念ながら破れた｡
しかし､ 幾つかの競技の会場となる西海岸では､ 埋め立て工事の起工式が１月に行わ
れた｡

昭和59年 (1984年)
10月にガンジー・インド首相が暗殺される事件が起こり､ 世界を驚かせた｡ ２月に

ソ連のアンドロポフ氏が死去､ ソ連新書記長にチェルネンコ氏が選ばれた｡ ９月には
レーガン大統領とソ連のグロムイコ外相との会談が行われ､ 対立していた米ソの対話
が復活した｡ また､ 朝鮮半島でも南北対話が活発化していった｡
アフリカでは､ 飢餓が深刻化し､ 弱い子供から次々と飢えて死んでいくさまが､ 世

界の問題となった｡
国内では､ 奇妙な事件が起こった｡ ３月に江崎グリコ社長の誘拐事件に始った ｢怪

人21面相｣ の脅迫事件は､ 森永製菓､ ハウス食品へとエスカレートしていった｡ 日本
じゅうをさわがせ､ さまざまな憶測やうわさが飛び交った｡
また､ ９月には韓国の全斗煥大統領が国賓として初来日した｡
同じ月に臨教審 (臨時教育審議会) がスタート､ 教育改革議論が本格化していった｡
10月には中曽根首相が再選され､ 政権二期目がスタートした｡ 新札の発行もあり､

千円､ 五千円､ 一万円のデザインが新しくなった｡
県内では３月に在沖米陸軍特殊部隊が配備され､ ７月15日までに１個大隊規模 (約
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1984年 (昭和59年) 米軍基地普天間飛行場

300人) の配備が完了した｡ 沖縄への再配備は10年ぶり｡ レーガン政権は ｢秘密奇襲
部隊｣ を指揮する統合特殊作戦局を配置して､ 第三世界への軍事介入態勢を充実させ
たが､ 沖縄配備もその一環であった｡ 在沖米軍と陸・海・空の三自衛隊との日米共同
訓練が相次いで繰り広げられた｡ 装備近代化が著しい在沖米海兵隊は核・非核両用の
Ｍ198型りゅう弾砲で復帰後､ 最大規模の砲撃演習を12月12～13日に行った｡ 基地が
減少するどころか強化される事態に県民の不安は募るばかりである｡

昭和60年 (1985年)
海外では､ １月から第二期目をスタートさせたレーガン政権であったが､ ソ連との
対話姿勢を打ち出し､ 11月21日に６年ぶりに米ソ首脳会談が行われた｡ 両首脳は核不
戦で合意した｡ 東西の緊張が幾分和らいだ感があった｡ また､ ソ連は３月に新書記長
となったゴルバチョフ氏が会談に臨み､ 外交政策を初め､ 国内政策にも新風を吹き込
んだ｡
一方､ 日米の貿易摩擦は､ 深刻で､ ４月２日､ 米議会では対日報復論が強まり､ 両
院で決議が採択された｡
また､ 南アメリカでは､ 人権を無視した人種差別のアパルトヘイト政策をとってい
たが､ その黒人たちの暴動が激化した｡
自然災害も相次いで発生､ ９月20日にはメキシコでＭ８.１の大地震が発生し､ 11

月18日にはコロンビアの火山が大噴火により､ 死者が２万人を越す惨事となった｡
国内では､ 米国との貿易摩擦に対応するための行動計画に､ 市場開放や円高誘発で
１ドル＝200円にするという案が打ち出された｡
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国鉄の分割民営化､ 電信電話公社と専売公社を民営に移行することとなった｡ ８月
15日に中曽根首相が戦後初めて靖国神社を公式参拝し､ 物議をよんだ｡ 特に中国､ 韓
国などの反感は大きなものがあった｡
事件､ 事故では８月12日に日航機が群馬県の御巣鷹山に墜落､ 520人が死亡､ 奇跡

的に４人が助かった｡
県内では､ 自衛隊機の事故が目立った｡ ５月28日に那覇空港で全日空ジャンボ機に

接触､ ジャンボ機が回避したため大事には至らなかった｡ また､ 11月26日にはＦ４ファ
ントム戦闘機を配備､ 自衛隊の存在はますます那覇空港の民間機を圧迫している｡ ま
た､ 12月21日には那覇空港を離陸した全日空機に米軍の偵察観測機が100メートルま
で異常接近するというトラブルが起き､ 民間と軍用機の共同使用する那覇空港の危険
な空を見せつけた｡
県収用委員会は､ ９月25日､ 那覇防衛施設局から提出されていた嘉手納基地など12

施設､ 446筆､ 65万４千平方メートルの未契約軍用地の強制使用裁決申請を受理した｡
使用期限は20年という異例の長さで､ 反戦地主は ｢常軌を逸した暴挙｣ と激しく批判
した｡ 来年２月からは､ 県収用委の公開審理が始る予定で､ 約半年後にも裁決が下さ
れる可能性が大きい｡ 防衛施設局は民法604条の規定する最高20年を参考にしたとし
ている｡ 戦後､ 米軍の銃剣とブルドーザーで取り上げられた基地は2007年まで使用が
続くことになる｡
今年は大型の企業倒産が相次いだ｡ １年の全倒産企業の負債総額はおよそ688億円

を超す｡ これまでの最高は､ 海洋博後遺症による倒産が相次いだ昭和51年の357億円
であった｡ 今年はこの２倍弱という異常な高さである｡ 業種別では建設業が主で､ 融
通手形の乱発が目立った｡
９月27日に日本体育協会の国体委員会で62年沖縄で開催される第42回夏・秋季国体

(海邦国体) の会期が正式決定した｡ 夏季は９月20日～23日の３日間｡ 秋季は10月25
日～30日の６日間｡ 国体後開催される身障者のスポーツ大会 (かりゆし大会) は11月
14､ 15日の両日に決定した｡ ９月５日に文部省が､ 日の丸・君が代の実施の徹底を通
知し､ 10月16日県議会は､ ｢日の丸｣ ｢君が代｣ 促進を決議したが県民世論は､ 必ずし
もこれを是としてはいないため､ 県民を二分する問題となりつつあった｡ また､ 天皇
陛下の出席､ 自衛隊参加など厳しい政治問題も抱えての国体準備となった｡

昭和61年 (1986年)
４月26日にソ連ウクライナ共和国のチェルノブイリ原発で爆発事故が起き､ 死者31

人､ 負傷者200人以上の史上最悪の原発爆発事故となった｡ 世界的にも大きな不安を
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与え､ さらに原発の放射能汚染はヨーロッパ諸国にも及んだ｡
また､ アメリカではスペースシャトル・チャレンジャーが打ち上げ直後に空中爆発
し､ 乗員７人が全員死亡｡ 世界の有人宇宙飛行史上最悪の惨事となった｡
アイスランドの首都レイキャビックで米レーガン大統領とゴルバチョフ書記長の会
談が行われたが物別れに終わった｡
国内では､ 衆参同日選挙が行われ､ 自民党が圧勝し､ 中曽根首相の続投が決まった｡
また､ 社会党委員長に土井たか子氏を選出､ 初の女性党首となった｡
シャウプ勧告以来､ 36年ぶりに税制の抜本改革に取り組むため､ 自民党税制調査会
がつくられた｡
また､ 分割・民営化の国鉄法が成立､ 来春に民間へ移行することになった｡ ドル箱
の新幹線も民営化となる｡
対米黒字政策として､ 円高を容認してきたが､ 円高は急激に進み､ 戦後最高値を記
録､ 日本は円高に揺れた｡ 低金利時代へ突入した｡ カネ余りで株価最高になり､ 都心
の地価は狂騰した｡ バブルを臭わせる現象があらわれ始めていた｡
県内では､ 昨年９月に文部省がだした ｢日の丸・君が代｣ の徹底で､ 卒・入学式の
公立の小・中・高校は､ 県教育庁の行政指導で推進する校長側と反対する沖教祖・地
域父母の会が激しく対立､ 混乱した｡
また､ 未契約軍用地の20年強制使用問題は初の公開審理から大荒れに荒れた｡ ３回
までは収用委員の権限をめぐって紛糾し､ 実質審理に入ったのは第５回からであった｡
12月12日には審理打ち切りをめぐり､ 地主､ 警察､ 収用委の三者が壇上でもみ合うシー
ンもあり､ 労組員１人が逮捕され､ けが人も出る事態となった｡ 20年使用が裁決され
ると､ 在沖米軍基地の2007年までの固定化が決定となる｡
グアムのＢ52戦略爆撃機が嘉手納へ10月３日に10機､ 12月１日に12機が飛来した｡
さらに､ 原子力潜水艦タニーは８月19日､ サンフランシスコは11月30日にホワイトビー
チに寄港､ 核疑惑を濃厚にした｡
２月には､ 約600億円を投じて６年余りの歳月をかけて､ 植物の楽園 ｢熱帯ドリー

ムセンター｣ が海洋博記念公園内にオープンした｡ また､ 沖縄芸術の未来を担う人材
育成のため､ 沖縄県立芸術大学が開学した｡ 県内では初､ 全国の国公立大としては５
番目となった｡

昭和62年 (1987年)
10月16日にニューヨークの株式が史上最大の暴落｡ その余波が世界中を駆けめぐり､
暗黒の月曜日 (ブラックマンデー) となった｡
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西海岸地域の埋め立て地に立地したコンベンションセンター｡
一大コンベンションエリアとなる

10月30日､ 革命70周年を迎え､ モスクワ・赤の広場で記念式典の飾り付けなどが行
われた｡ ゴルバチョフ書記長のもと､ ソ連は国内改革が行われている｡
国内では３月31日に ｢日本国有鉄道｣ の銘板がはずされ､ 国鉄分割・民営化がいよ

いよ行われることとなった｡
４月には売上税を取り入れようとした中曽根首相は､ 世論の猛反対にあい､ 売上税は
事実上廃案となった｡
10月20日､ アメリカニューヨークで起きた株価の大暴落は､ 日本にまで達し､ 日本

も例外に漏れず､ 史上最大の値下げ幅を記録し､ 売り殺到で東京株式市場も大混乱し
た｡ 12月に入り､ 円高､ ドル安はさらに進み､ 18日には１ドル＝125円台に上昇した｡
11月８日､ 竹下登氏が新首相に指名され､ 竹下政権が発足した｡
利根川進教授がノーベル賞を受賞､ 日本で初めての医学生理学賞の受賞だ｡
県内の最大の出来事は､ 海邦国体､ かりゆし国体が開催され､ 夏季・秋季あわせて約
２万4000人の選手､ 役員が集った｡ 県勢は天皇・皇后杯を獲得し､ 美酒に酔いしれた｡
しかし､ ｢天皇｣ ｢日の丸｣ をめぐり､ 複雑な県民感情が浮き彫りにされた｡
県収用委員会は２月24日､ 那覇防衛施設局から申請の出ていた未契約軍用地の20年

強制使用問題について裁決を下した｡ 那覇港湾が５年､ 残り10施設はすべて10年｡ 損
失補償額は12億１千万円であった｡
６月21日､ ｢６・21カデナ基地包囲大行動｣ は､ 復帰15周年を迎え､ 嘉手納基地を

子供から老人まで２万５千人余りが ｢人間の輪｣ で周囲17.4キロを包囲した｡

９月３日に宜野湾市真志喜地先埋め立て地に沖縄コンベンションセンターがオープ
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ン｡ ５千人収容可能の大展示場､ 国際会議の開ける会議場など全国でも有数の施設と
なる｡ 劇場は３年後に完成予定､ グランドオープンする｡ 国際コンベンションリゾー
ト形成を目指す核となる施設で今後の活用が注目される｡
10月８日には沖縄自動車道石川～那覇間が開通した｡

昭和63年 (1988年)
この年､ 世界は激動の年となった｡ 世界の方々で起きていた地域紛争が軒並み解決
へと向かった｡ ５月にはソ連軍がカブールから撤退､ アフガニスタン和平協定が調印
された｡ また､ アメリカのレーガン大統領とゴルバチョフ書記長は､ 互いの国を訪問
し合い､ 冷戦構造から脱却し､ 米ソが新たな協調体制へ歩み寄った｡
韓国では現代韓国史上初の ｢平和的政権交代｣ が行われた｡ 全斗煥前大統領は引責
隠とんした｡ ９月にはソウル五輪が史上最大規模で開催された｡ また､ 11月１日から
２日まで中国の銭外相がモスクワを訪問｡ 中国外相がソ連を訪れたのは実に31年ぶり
であった｡
国内は､ ますます激化する日米摩擦を解消する一翼を担うヤイター米通商代表と佐
藤農相との間で1991年４月から牛肉・オレンジを自由化することで合意・調印がなさ
れた｡ しかし､ それだけでは満足しない米国は ｢米の開放｣ まで迫ってきている｡
国会では消費税を柱とする税制改革法案が臨時国会で成立｡ 参院税制特別委員会で
も強行採決された｡
事件､ 事故も相次いで起きた｡ ７月には横須賀港沖で釣り船と潜水艦が衝突し､ 釣
り船に乗っていた釣り客ら30人が死亡した｡ また､ ３月には修学旅行で上海に出かけ
ていた高知学芸高校生らの乗っていた列車が正面衝突し､ 多数の死傷者を出した｡
青函トンネルと瀬戸大橋が開通､ 本州と北海道､ 本州と四国が橋とトンネルで結ば
れ､ 陸続きとなった｡
12月には､ リクルート疑惑は､ さまざまな波及をもたらし､ とうとう宮沢蔵相､ 真
藤NTT会長が辞任した｡
今年の景気は内需を中心にきわめて順調な拡大を続け､ 実質成長は５％に達する勢
いであった｡ また､ 円レートは年明けの東京外為市場で､ いきなり120円45銭と戦後
最高値をつけた｡ 景気はよいが､ 天皇陛下の病状が悪化し､ 重体が続いているためか､
全国的に､ 何かにつけて派手なものは敬遠され､ 自粛ムードが漂った｡
県内では､ １月にパイン缶詰・果汁輸入自由化阻止県民大会が行われたが､ それも
叶わず､ 65年４月からの自由化が決まった｡ 国・県は対策として106億９千万円の事
業費を計上し､ 農家も一安心したが､ これからが大変だ｡ 沖縄の畜産も自由化の波で
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どうなるか､ 生き残り策はまだ､ 不明である｡ 貿易摩擦で起きた自由化の嵐はここに
もあらわれている｡
金武町が養豚団地建設をめぐって､ 町議会のリコールに踏み切り､ 投票で解散が成

立した｡ 町当局の計画に対し､ 悪臭などを心配した住民が町と町議会に敷地変更を要
請したが受け入れられなかったためにリコールとなった｡ 12月12日の出直し選挙では
建設反対派が躍進､ 建設推進派と同数の議席を確保し､ 議会勢力は伯仲状態になった｡
民営化が進む中､ 特殊法人であった沖縄電力が10月１日民営化した｡
また､ 米軍演習による被害も続出し､ 米軍関係の事件､ 事故も多数起きた｡
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昭和64年・平成元年 (1989年)
東欧情勢の激変は地球を揺るがせる世紀の出来事となった｡
米ソ首脳はマルタ会談で冷戦体制に終止符を打ち､ ソ連はブレジネフ・ドクトリン

(制限主権論) の放棄を宣言した｡
ソ連のゴルバチョフ書記長のペレストロイカ路線は東欧各国の独自政策への道を開

く起爆剤となったが､ ソ連国内の経済再建は思うに任せず､ 民族対立が表面化してゴ
ルバチョフ書記長は正念場を迎えている｡
そして11月９日､ 東ドイツ政府による国外旅行､ 移住規制の撤廃でベルリンの壁は

事実上崩壊した｡
国内では､ 重体が続いていた昭和天皇が87歳でご逝去された｡ 在位62年という皇室

史上群を抜く長さだった｡ 皇太子明仁親王が皇位を継承､ 昭和から平成へと時代が変
わった｡
７月の参議院選は､ 女性､ マドンナ候補が活躍した選挙であった｡ 自民党がリクルー
ト事件などの政治不信で議席を大幅に減らしたのに対し､ 社会党は大躍進した｡ 参院
の与野党は昭和30年の保守合同以来､ 初めて逆転した｡
４月から導入された消費税への国民の反発は強く､ 参院選で与野党逆転をもたらし

た｡
約800万人の民間､ 官公労労働者が大同団結した日本労働組合総連合会 (連合) が1

1月に誕生した｡ 史上最大のナショナルセンターになる｡
円高不況を克服しての景気拡大は３年を超え､ 昭和30年代の岩戸景気 (42ヵ月) に

迫る勢い｡ 中小企業は人手不足が深刻化している｡ この好景気のニッポンでの仕事を
目指して難民が続々漂着｡ 中国人偽装難民の強制送還が12月から始った｡
また､ 戦後の焼け野原時代から大衆に夢と希望を与えたスター歌手の美空ひばりが､
昭和に終わりを告げるように６月に死去｡ 女性で初めて国民栄誉賞を贈られた｡
県内では､ 88年末から続いた極端な小雨で年明けから本島地方の水事情が悪化した｡
本島､ 伊江島の29市町村で７年ぶりの制限給水が実施され､ 期間は２カ月に及んだ｡
断水の長期化で学校給食にも大きな影響が出た｡
10月７日､ 恩納村のキャンプ・ハンセンの都市型戦闘訓練施設建設に反対する住民

と機動隊が衝突､ 二人が救急車で運ばれた｡ 施設建設には恩納村議会や県議会が四度
も反対決議を採択､ 西銘知事も国と自民党本部に ｢中止か移設｣ を求めたが全県的な
反対の中､ 10月27日までに施設を完成させた｡
また､ 偽装難民が相次ぎ､ 沖縄周辺に漂着した｡ ベトナムからの難民もいたが､ 生

活苦から脱却を図った経済難民がほとんどであった｡
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1990年 (平成２年) 12月25日
暴力団抗争への抗議行動をする議員団

前年末に尚家の琉球王朝の文化財を台東区へ寄贈することが報道され､ 地元に寄贈
されない事に対する波紋が広がった｡ 県内で文化財の問題についての県民運動の広が
りは異例｡
１月18日には尚家文化財の台東区寄贈問題への県民総決起大会が国場ホールで開催
された｡
11月３日には首里城正殿の起工式が古式ゆかしく行われた｡ 琉球王朝時代の建造物
の復元は､ それに付随するソフトを含め､ これからの沖縄観光の目玉になるものと期
待されている｡

平成２年 (1990年)
この年は､ 東西冷戦終えん､ 10月にはベルリンの壁が崩壊し､ 東西ドイツの統一が
なされ､ そのさなかにイラクがクエートに侵攻､ 中東・湾岸危機が勃発した｡ 加速度
をつけたかのように世界は変化している｡ この湾岸危機で日本人も人質にされ､ 第11
9回臨時国会では国際貢献を目指すために､ 国連平和協力法案が提出され､ 審議され
た｡ 政府側が自衛隊を海外派遣させるもので憲法第九条の解釈など憲法論議がなされ､
結局は廃案となった｡ この湾岸危機は世界に大きな影響を及ぼした｡
県内では暴力団抗争が起き､ 勤労高校生､ 警察官２人が巻き添にあい合わせて７人
が亡くなった｡ 各市町村議会で ｢暴力追放の決議｣ が可決され､ 那覇・沖縄の両市で
は組事務所の使用禁止を求めた仮処分申請が裁判所に提出された｡ さらに､ 12月21日
には ｢暴力団追放県民会議｣ が結成された｡
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1991年(平成３年)２月17日～19日まで 日本政府及び県選出
国会議員へ｡ パイプラインの一括買い上げを要請する議員団

また､ 週休２日の土曜日閉庁に向けて､ 自治体の休日を整備するという国の方針を
受けて､ 県は慰霊の日廃止条例を県議会に提出したが､ 県民の大きな反発で審議未了
により廃案となった｡
11月には県知事選が行われ､ 現職の西銘順治氏を破り､ 12年ぶりに革新知事・大田

昌秀氏が誕生｡
10月に宜野湾市内の各団体を網羅した実行委員会主催の ｢普天間飛行場跡地利用市

民フォーラム｣ が開催された｡ 全市民が返還の促進と跡利用計画策定に積極的にかか
わっていくことなどで意見が一致した｡ 基地返還運動促進のスタートとなった｡
また､ 念願であった浦添市伊祖―宜野湾市伊佐間のパイプライン (在沖米陸軍貯油

施設) の返還が６月の日米合同委員会で合意され､ 17施設､ 23カ所の返還がされた｡
しかし､ 基地全体の約４％､ 約１千ヘクタールに過ぎなかった｡ その第一弾がパイプ
ラインであり､ 12月31日に返還が決まった｡ 宜野湾市の３.９キロ､ ３万３千平方キ
ロメートル｡ 市道にする計画だが､ 地主側の一括返還補償要求が国に認められず､ 返
還軍用地利用の難しさを浮き彫りにした｡

一方､ 夏の甲子園では沖縄水産高校が沖縄高校野球史上初の準優勝を成し遂げ､ 全
県民を熱く沸かせた｡
｢世界のウチナーンチュ大会｣ が､ 宜野湾市のコンベンションセンターで開催され､

世界17カ国 (41地域) 2,400人余が参加､ 大きな絆を感じさせた｡ 多彩なイベントが
行なわれ､ 総入場者は47万人であった｡
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平成３年 (1991年)
この年は湾岸戦争で始り､ ｢ソ連の解体｣ で終わった｡ 米軍などを中心とする多国

籍軍とイラクの戦いはイラクが大敗し､ 米国主導で新秩序が生まれる｡ この戦争は沖
縄県民にとって在沖米軍基地の問題性を再認識させられることとなった｡ 沖縄から兵
員・軍事物資が次々中東へ送られた｡ 一方､ ソ連は､ 1917年のロシア革命以来のソ連
共産主義は失敗に終わり､ 69年間存続したソ連が消滅した｡
アジアでは､ 10月に南北朝鮮が同時に国連に加盟､ 12月の首脳会談では ｢和解・不
可侵・交流・協力｣ 合意書に署名した｡ また､ カンボジアでは､ 13年ぶりに和平が戻
り､ 長い間燃えていたインドシナ半島の戦火が消えて､ 国土再建の歩みを始めた｡
日本国内では､ 不動産や株式など金融資産の異常高騰が生み出したバブル経済が崩
れ､ 経済の停滞色が深まった｡ バブル崩壊で大型景気にかげりが出始め､ さらに､ 証
券､ 金融不祥事が相次いで明るみに出てトップが辞任に追い込まれることとなった｡
宮沢喜一新内閣が発足したのに伴い､ 伊江朝雄参議院議員が第26代沖縄開発庁長官
に就任､ 沖縄県出身初の大臣となった｡ さらに､ 初の女性副知事に尚弘子氏が就任､
県内では那覇地方裁判所所長や新聞社の編集局長に女性が起用されるなど女性の活躍
がめざましかった｡
また､ 暴力団抗争の県民ぐるみの追放活動は続いており､ 問題は法廷に移っている｡
さらに昨年につづき､ 沖縄水産高校野球部が甲子園で二年連続準優勝､ 沖縄尚学高
校柔道部が全国高校柔道選手権大会で初優勝を県勢にもたらし､ 県民を喜ばせた｡ 復
帰来の長寿県 (百歳以上223人) も更新中｡
全国植樹祭は､ いったん名護市北明治山に決定していたが大田県政は伐採などに問
題有りとし､ 糸満市の米須・山城地区に変更となった｡ 12月県議会では開かれた県政
を確立すべく､ 県情報公開条例が可決された｡

平成４年 (1992年)
11月に米国大統領にビル・クリントン氏が当選､ 第二次世界大戦後のベビーブーム
世代初の大統領となり､ 冷戦終結後の世界における指導者の交代を強く印象づけた｡
東西対立は解消したが､ 世界各地で地域紛争が増している｡
旧ユーゴスラビアのボスニア・ヘルツェゴビナでは内戦が泥沼化し､ カンボジアで
はポルポト派が武装解除を拒否し､ 戦闘を継続､ 和平なるかと思われたが大きな障害
となった｡ また､ ６月には182カ国が参加し､ ブラジルのリオデジャネイロで ｢環境
と開発に関する国連会議｣ が開催され､ 先進国と発展途上国の意見が対立したが地球
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全体で環境問題を考える時代にはいった｡
東京佐川急便事件で巨額の特別背任事件が政界を直撃､ ５億円の不正献金を受けて

いた金丸信自民党副総裁は世論の厳しい批判を浴びて議員辞職に追い込まれた｡ 一方
で政府は国際貢献の柱として､ 国際平和維持活動 (ＰKO) 協力法案を提出し､ 激しい
論議を呼んだが成立､ 自衛隊をカンボジアに派遣した｡
経済面では株や地価の下落が続く中､ 不況は深刻化している｡
沖縄は復帰20年目の節目を迎え､ 大きなイベントが相次いだ｡ また､ 首里城が復元

され､ 観光の目玉として11月から首里城公園として一部オープンした｡ さらに､ NHK
ドラマの沖縄ロケも手伝って観光客は３百万人を突破した｡
暴力団抗争は根強く､ 県民ぐるみの追放運動のさなか､ 石垣市で中学生の暴行致死

事件､ 高校生の暴行致死事件が起き､ 青少年健全育成のあり方が問われた｡

平成５年 (1993年)
国際社会は冷戦後の ｢新秩序｣ づくりで大きな歩みを示した｡ アメリカとロシアは

第二次戦略兵器削減条約 (START２) を結び､ 対立していたイスラエルとパレスチナ
暫定自治宣言に調印した｡ また､ カンボジアや人種差別にゆれる南アフリカは長年の
紛争を経て､ 和平と民主化のための体制を固めた｡
ウルグアイ・ラウンドの妥結､ 欧州連合条約の発効､ アジア太平洋経済協力首脳会

議の開催など政治から経済重点への流れが鮮明になってきた｡
日本は自民党の一党支配が崩れ､ ８月に成立した細川連立内閣は７年３カ月におよ

ぶ新多角的貿易交渉 (ウルグアイ・ラウンド) で各国が合意｡ 農業問題では米部分開
放受諾を決定した｡ 皮肉にもこの年は冷夏で大凶作となり､ 米を大量輸入することと
なった｡ ７月には北海道南西沖地震で奥尻島が壊滅状態となった｡
また､ 汚職も相次ぎ､ ６月に経済企画庁が ｢景気底入れ宣言｣ したものの､ 不況は

深刻化し､ 雇用不安が広がった｡ そんな中､ ６月に皇太子が元・外交官の小和田雅子
さんと結婚､ 結婚パレードの沿道には19万人余りの人が出て祝った｡ また､ 日本初の
プロサッカーリーグ､ Ｊリーグが５月に10チームでスタートした｡
細川連立内閣で､ 伊江朝雄氏に次いで沖縄開発庁長官に上原康助氏が就任､ 北海道

開発庁長官と国土長官も兼務｡ 衆議院本会議で ｢冷戦後の情勢に見合う方向に日米安
保体制を改めていく努力を主張するのは当然｡ 自らの信条､ 信念を捨てるつもりはな
い｣ と答弁し ｢閣内不統一｣ と追及された｡
４月には全国植樹祭が始めて沖縄で開催され､ 天皇陛下が始めて来沖した｡
沖縄の農業の発展を大きく阻害していたウリミバエが､ 最後の生息地となっていた
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八重山地方から根絶が確認され､ 県外へのウリ類の出荷が始った｡ 植防法で寄主植物
の移動が制限され､ 経済的損失を失っていた｡ しかし､ 1972年から国､ 県､ 農協や農
家が一体となって実施されていた根絶防除事業で約70億円が投じられ､ 延べ32万人が
動員されて成功をみた｡
普天間基地内の上原濡原遺跡で､ 日本最古の畑跡の可能性がある遺跡が発掘された｡
今後の研究が待たれる｡

平成６年 (1994年)
冷戦の遺物と見られていた､ 北朝鮮民主主義人民共和国では金日成主席が急死した｡
中東においては和平が進行､ アイルランド共和軍 (IRA) の一方的な停戦発表など和
解と和平に向けての動きがあった｡ しかし､ アフリカのルワンダでは部族間の対立で
内戦化し50万人が殺され､ ボスニア紛争は解決の糸口がみえないままである｡ また､
南アフリカでは､ マンデラ氏が初の黒人大統領となった｡
日本は自民・社会・新党さきがけによる連立による村山政権が誕生した｡ 政権に参
画した社会党は日米安保体制の堅持､ 原発容認など同党の基本政策を大転換させた｡
銃犯罪が広がり､ 企業テロが相次いだため､ 政府は銃器対策関係閣僚会議を開催､
銃社会阻止に全力を挙げた｡ 今年の日本は記録的猛暑で全国的に雨量も少なく､ 空前
の渇水被害となった｡
文化的なニュースでは大江健三郎氏が26年ぶりにノーベル文学賞を受賞した｡
県内では４月にF15戦闘機､ 米軍ヘリの墜落事故が相次ぎ､ ８月にはキャンプ・ハ

ンセン演習場内で原野火災が発生し､ 県民の基地に対する不安を強めた｡ そんな状況
の中で宝珠山防衛施設庁長官は ｢沖縄は基地と共生､ 共存する方向に変化してほしい｣
と発言し､ 県民の猛反発をかった｡ 基地に関することでは､ ｢嘉手納基地爆音訴訟｣
の判決もあり､ 飛行差し止めは棄却､ 過去の騒音には賠償との判決であった｡
戦後50年事業となる平和の礎に､ 刻銘対象戦没者は約23万３千人でその刻銘作業が
着手された｡
11月には､ 県知事選が行われ､ 現職の大田知事が大差で再選された｡

平成７年 (1995年)
世界では内戦が続いていたボスニアで和平協定が調印された｡ また､ 米国とベトナ
ムは戦争終結20年で国交が樹立した｡ 一方で､ フランスが国際批判の高まる中､ 南太
平洋のムルロア環礁で核実験を行い､ 国際世論の猛反発を興した｡
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１月に地震がないとされていた関西で大地震が発生した｡ 阪神・淡路でマグニチュー
ド７.２の地震により死者5,502人､ 行方不明２人､ 負傷者４万１千人余り (自治省消
防庁調べ)｡ 新幹線､ 高速道路､ 建造物が大きな損害を受けた｡ ライフラインの寸断
でピーク時には31万人以上が避難した｡
また､ ３月にはオウム真理教が東京の地下鉄で猛毒神経ガスのサリンをまき､ 11人

が死亡､ 多数が重軽傷を負った｡ 無差別テロ事件に全国民が震撼し､ 破防法を適用し
た｡
地震､ オウム事件､ 金融機関の破たんや銃器犯罪多発で､ 安心国・日本の神話が崩

れ､ 不安と不信に包まれた｡
５月の通常国会では返還軍用地の跡地利用の促進を図る ｢沖縄県における駐留軍用

地の返還に伴う特別措置に関する法律｣ (軍転法) が成立し､ ６月20日から施行され
た｡
戦後50年の節目に当たり､ 数々の慰霊事業が行われた｡ ６月23日の慰霊の日には村

山首相を初め､ 三権の長も参列した｡ 戦没者名が刻銘された平和の礎の除幕も行われ
た｡
９月に本島北部で米軍三人による暴行事件が発生｡ 女性の人権､ 日米地位協定の不

平等性などが浮き彫りとなった｡ 県民は怒り､ 10月に宜野湾市で沖縄県民総決起大会
が行われ､ ８万５千人で埋まり､ 基地の整理・縮小など四項目の決議を採択｡ 宮古・
八重山でも集会があり３千人が集まった｡ その後､ 沖縄の抗議が全国に広まり､ 基地
の整理・縮小を求めるうねりとなった｡ また､ 事態は外交問題になり､ 日米安保体制
を揺り動かすこととなった｡
八重山地域の戦争マラリア遺族補償問題は､ マラリア慰藉 (いしゃ) 事業として事

業費３億円が沖縄開発庁予算で認められることになり決着がついた｡
また､ 県は全国で始めて本県が ｢世界長寿地域｣ であることを宣言した｡

平成８年 (1996年)
フランス､ 中国は国際批判を浴びながら核兵器実験を行ってから､ 核兵器実験の凍

結を宣言した｡ また､ アメリカのクリントン大統領､ ロシアのエリツィン大統領がそ
れぞれ再選された｡ 暮れも押し迫った12月ペルー・リマの日本大使官邸で､ 天皇誕生
日を祝う祝賀パーティーに武装ゲリラが襲撃し､ 人質をとって立てこもった｡ 貧困化
したペルーの民衆の不満と危機管理のあり方が問われた｡
国内では厚生省汚職で前次官らが逮捕された｡ 血友病患者が非加熱の輸入血液製剤

を投与され､ エイズウイルス (HIV) 感染､ 死亡した事件で官学業一体の犯罪とされ
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1996年 (平成８年) ５月15日 普天間飛行場返還の発表を
受け､ 諸富防衛施設庁長官へ要請する伊佐雅仁議長

た｡ 菅直人厚生相が国の責任を認め､ HIV訴訟は和解した｡
日米両政府は４月､ 米海兵隊・普天間飛行場 (宜野湾市) を移設条件付きで５年な
いし７年以内の全面返還を初め､ 11施設の返還が合意した｡ ｢基地がなくなるか｣ と
県民は思ったが滑走路付きの代替ヘリポート建設が条件｡ 日米共同宣言で ｢沖縄基地
の整理・縮小｣ が明記されたが､ 県内移設に反発が高まった｡ 日米交渉が行き詰まっ
た９月に､ 橋本首相は ｢環境に配慮､ 撤去可能な海上ヘリポート｣ 案を提起した｡ 両
政府はキャンプ・シュワブ沖設置を基本に合意したが､ 地元・名護市は受け入れを拒
否している｡ 返還実現の見通しはまだたっていない｡

また､ ９月に全国初の基地問題での県民投票に注目が集まった｡ 基地の整理・縮小
と日米協定見直しの賛否は投票者の89％が見直しに賛成を投票 (48万票) したが､ 投
票率は59.53％と予想を下回り､ 基地を取り巻く利害の複雑さが浮き彫りとなった｡
又吉栄喜氏が 『豚の報い』 で県内3人目となる芥川賞を受賞､ また､ 玉那覇有公氏

が県内で２人目の人間国宝｡ 国の重要無形文化財紅型保持者に認定された｡

平成９年 (1997年)
昨年末からペルーの日本大使公邸人質事件は､ 強行突入したペルー特殊部隊によっ
て残っていた人質71人を救出し､ 犯人14人を射殺して武力解決した｡ 宗教､ 民族紛争
などが各地で起こっており､ 貧富の差を背景に外国人を襲撃するテロが相次いだ｡
英国植民地､ 香港の主権が一世紀半ぶりに中国に返還されたが､ 返還後のバブル崩
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壊で株価が急落し､ 世界中を巻き込んで同時株安となった｡ タイでは､ 通貨危機が発
生､ 高度成長を続けてきた東南アジアや韓国の経済が混乱した｡
京都では温暖化防止の会議が行われ､ 各地域ごとの温室効果ガス排出削減目標を定

める議定書を採択した｡
県内では基地の移設問題が深刻である｡ 名護市では普天間基地の移設に伴う海上ヘ

リ基地建設 (キャンプ・シュワブ沖) の是非を問う市民投票が12月21日に行われた｡
開票の結果､ 反対票 (条件付き含む) が16,639票 (52.85％) で賛成票の14,267票を
上回った｡ しかし､ 比嘉鉄也市長は､ 振興策と引き換えに､ 海上基地の受け入れを橋
本首相へ表明｡ 同時に市を二分した責任をとって辞任の意思を明らかにした｡
２月に米軍が､ 鳥島射爆撃場で劣化ウラン弾1,520発の使用が明るみに出て県民に

不安を与えた｡ 同月､ 県収用委の第１回公開審理 (宜野湾市) が行われた｡
４月に米軍用地特措法の改正が衆議院で可決 (９割賛成)｡ 参議院は17日可決し､

７月には ｢日米防衛協力のための指針｣ (ガイドライン) 改正の検討項目の22項目が
明らかにされた｡
12月には､ 1944年に疎開する多くの子供たちを乗せて､ 鹿児島県悪石島北西約10キ

ロの地点で沈没した対馬丸が53年ぶりに確認された｡
目取真俊さんが芥川賞受賞し､ 昨年の又吉栄喜氏に続き､ 県内から２年連続となっ

た｡ 県内受賞者はこれで４人目となった｡
また､ 知念かおりさんが女流本因坊になった｡ 県内初の女流プロ棋士に沸いた｡

平成10年 (1998年)
タイの通貨バーツの暴落より始ったアジアの経済危機は投資､ 貿易を激減させた｡

そのため東南アジアが苦境に立ち､ ロシア､ 中南米など世界の広範な地域にも波及し
た｡ また､ ニューヨークの株価も大幅に下落させ､ 国際金融体制を揺さぶった｡
世界各地で大地震や異常気象の影響と見られる豪雨や洪水が発生し､ 多くの人が犠

牲になった｡
北朝鮮のミサイルが日本列島を飛び越え､ 三陸沖の大平洋公海に落下した｡ 人工衛

星の打ち上げだと北朝鮮は発表した｡ その翌日に金正日氏が最高指導者の地位に就い
た｡ その後日本はミサイル発射に対する報復措置で一時､ 朝鮮半島エネルギー開発機
構への資金協力を凍結した｡
日本国内は戦後最悪の不況に陥いっており､ 大手銀行の経営破たんや銀行の貸し渋

り､ 株価の低迷などで､ 倒産､ リストラで失業者が急増した｡ 政府は年末に９兆４千
億円の減税を決定｡ しかし､ 不況から脱出の兆しはなかなかみえない｡
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沖縄も同様に､ 全国的な不況の長期化は県内へも深刻な影を落とした｡ 県内の完全
失業率は９％と過去最悪を記録した｡
特別自由貿易地域 (FTZ) 制度の創設など税制優遇措置を盛り込んだ沖縄振興開発

特別措置法 (沖振法) の一部改正案が国会で成立｡ ４月から施行された｡ 新制度を生
かした企業誘致や企業育成など沖縄の積極的な取り組みで､ 雇用創出への糸口になる
か期待される｡
大田知事は､ 名護市の市民投票の結果を尊重し､ 米軍普天間飛行場の移設先として
日米政府が候補地として挙げた､ 名護市辺野古沖への海上ヘリ基地受け入れに反対し
たが､ その後､ 賛成派の岸本氏が名護市長に当選､ 県知事選では､ 北部軍民共用空港
を提案した稲嶺恵一氏が当選し､ 革新から保守へ政権が移った｡
那覇軍港は､ 県内移設がネックとなり､ 24年間も宙に浮いたままだったが､ 浦添商
工会議所の提案がきっかけで､ 関係３議会が陳情採択､ 移設決議をした｡
また､ 沖縄地方の気象が小雨で､ 台風も少ない異常気象のため､ 県内各地で海水温
の上昇が原因とみられる珊瑚の白化現象が広がった｡ 政府は調査費を予算化し､ 原因
のメカニズム究明に乗り出した｡
首里織りの宮平初子さんが人間国宝に認定された｡ 金城次郎さん (陶芸)､ 玉那覇

有公さん (紅型) に続いて３人目｡

平成11年 (1999年)
３月にコソボ紛争で北大西洋条約機構 (NATO) がユーゴスラビアを空爆し､ まだ和
平の糸口はみえず､ 予期しない自然災害では､ ８月にトルコでマグニチュード７.４､
９月21日には台湾でマグニチュード７.７の地震が発生し､ あわせて２万人の犠牲者
が出た｡
日本では､ 平和利用による原子力臨界事故で初めての死亡者が出た｡ 改めて原発の
安全管理､ 危機管理が強く問われることになった｡
８月には､ 国旗掲揚の是非に悩む小学校校長の自殺を機に､ 日の丸を国旗､ 君が代
を国歌と定めた国旗国歌法が成立した｡
沖縄のこの一年は､ 普天間飛行場移設問題や米軍機の事故も相次ぎ､ 基地問題が改
めて浮き彫りになった｡ ４月に国頭村沖にCH53ヘリが墜落､ 乗組員４人が死亡､ ６月
には嘉手納基地ハリアー攻撃機が墜落炎上､ 他に２件の不時着事故､ また､ 嘉手納ラ
プコンのケーブル切断で那覇空港が大混乱し､ 管制権の早期返還の声が強くなり､ 日
米合同委員会の協議事項になった｡
稲嶺知事は､ 11月に米軍普天間飛行場の移設先として米軍キャンプ・シュワブ水域
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1999年 (平成11年) ８月20日 普天間飛行場移設に関する
意見書審議に詰めかけたマスコミ各社と多くの傍聴者

内名護市辺野古沿岸域を選定した｡ 名護市の岸本市長は､ 政府に北部振興の最終的確
認を行って､ 12月27日に普天間飛行場移設先の受け入れを表明した｡ 受け入れ反対派
は解職運動を開始した｡ 頭の痛い問題が多い中､ 県民を感動させてくれたのが､ 第77
回選抜高等学校野球大会に出場した沖縄尚学高校だ｡ 春夏大会を通じて県勢初の甲子
園制覇を成し遂げた｡ また､ 2000年７月に日本で開催されるサミットの首脳会談を沖
縄で開催することが決定した｡
那覇空港の新ターミナルビルが完成し､ 本土､ 離島便の乗り継ぎの利便性が良くな

り､ 広さも旧ビルの２.７倍となった｡
さらに､ 琉球国王の居城だった首里城跡や中城城跡など９つの史跡が ｢琉球王国グ

スクおよび関連遺産群｣ としてユネスコ (国連教育科学文化機関) に推薦された｡ 20
00年の世界遺産委員会での登録を目指す｡ また､ 那覇市と豊見城村にまたがる干潟の
漫湖が国際的に貴重な湿地の保全と賢明な利用を目指すラムサール条約に登録された｡
｢人間国宝｣ に読谷山花織の与那嶺貞さんが認定された､ 県内では４人目｡
経済面では全国的な不況の長期化は県経済にも大きな影響を及ぼした｡ 県内海運最

大大手の有村産業が過去最高の負債 (約300億円) で会社更生法適用の申請を出した｡
また､ 老舗デパートの山形屋も閉店を決めた｡

宜野湾市議会では､ ８月20日､ 21日に米軍基地普天間飛行場の移設先早期決定に対
する要請決議・意見書｣ 審議のため臨時議会が開催されたが､ 県内移設の文言をめぐ
り紛糾が続き､ 深夜にまで及ぶ審議の結果 ｢日米特別行動委員会 (ＳＡＣＯ) の方針
通り｣ とする内容で21日午前１時過ぎに､ 可否同数のため､ 議長採決により可決した｡

宜野湾市議会史 活動編

!"!



県内移設を事実上容認する結果となったが同飛行場の県内移設問題の難しさを浮き彫
りにした｡
宜野湾市教育委員会は､ 米国人とアジア人の間に生まれた ｢アメラジアン｣ の学歴
保障問題で市内12の小中学校長に対し､ アメラジアンスクールに通う児童・生徒につ
いて在籍校で ｢出席扱い｣ にするよう配慮を求める通知を出した｡

平成12年 (2000年)
５月に新生ロシアの第二代大統領にプーチン氏が就任した｡ また､ ６月には韓国の
金大中大統領と朝鮮民主主義人民共和国 (北朝鮮) の金日正総書記は平壌で初の南北
首脳会談を開いた｡ 同じ６月に解読を進めてヒトゲノム (人間の全遺伝情報) の解読
作業を完了した｡
４月から介護保険制度がスタートした｡ ６月には大手・雪印乳業の大量食中毒事件
が発生｡ 衛生面のずさんな管理が問われただけでなく､ その後の対応もひどく､ 企業
倫理が問われた｡
また､ ４月に脳梗塞で緊急入院した小渕恵三首相が５月に入院先の病院で死去した｡
各地で凶悪な少年事件が相次ぎ､ 改正少年法が成立した｡
BSデジタル放送がはじまるのをまえに､ 11月に携帯電話向けインターネット ｢ｉモー
ド｣ が爆発的ヒット､ 加入台数１千万台を突破した｡ 通信の分野では新たな時代が訪
れている｡
沖縄では､ ７月21日～23日 名護市の万国津梁館で沖縄サミット (主要国首脳会議)
が開催された｡ 米大統領の沖縄訪問は､ アイゼンハワー大統領以来40年ぶり｡ クリン
トン米大統領は､ 糸満市の平和の礎で演説した｡ また､ 各地域で､ 各国首脳との交流
も行なわれた｡ 期間中には､ 小さな島に世界各地から数千人の報道陣が訪れ､ 沖縄が
世界への発信基地となり､ また､ 沖縄も世界各地に紹介された｡
12月にユネスコの世界遺産委員会で琉球王国のグスク及び関連施設群が世界遺産

(文化遺産) に登録が決まった｡ 国内では日光の社寺についで11件目の登録となった｡
政治では６月の衆議院選挙で東門美津子氏が当選し､ 沖縄県では､ 初の女性国会議
員が誕生した｡ また､ 県都・那覇では32年ぶりに翁長雄志保守市政が誕生した｡
人間国宝新たに琉球古典音楽の島袋正雄氏､ 照屋朝一氏と芭蕉布の平良敏子さんの
三人が認定された｡
ハワイで１月に､ カナダでは９月に移民百周年を迎え､ 海外に暮らすウチナーンチュ
たちも元気だ｡

第７章 平成になって

!"#



平成13年 (2001年)
米国43代大統領に共和党のジョージ・ブッシュ氏就任｡
２月９日､ ハワイ沖で宇和島水産高校実習船 ｢えひめ丸｣ が米原子力潜水艦と衝突､
９人が亡くなった｡
９月11日､ 米国内線の旅客機・４機が乗っ取られ､ ２機がニューヨークのツインタ

ワービルに突入し､ ２棟とも炎上して崩壊した｡ また､ ３機目がワシントン国防総省
に突入､ ４機目はピッツバーグ郊外に墜落した｡ 死者､ 行方不明者は３千数百人に上っ
た｡ 10月には米国各地で郵便物に炭疽菌により18人が発症､ ５人が死亡し､ パニック
となった｡
米国はビンラディン氏と国際テロ組織アルカイダをかくまっているアフガニスタン

のタリバン政権へ報復空爆を開始した｡
国内では､ ５月に悪法といわれていた､ らい予防法違憲と判断､ 90年間にわたる終

身絶対隔離政策をつづけた国を断罪｡ 国は患者らに正式に謝罪､ 補償法も成立した｡
６月には大阪・池田小学校に男が乱入､ 23人を殺傷する痛ましい事件が起こった｡

学校の安全性が強く問われる事件となった｡ また国内初の狂牛病が発見され､ 消費者
の肉離れが加速した｡
10月には臨時国会で米国のテロを受け､ 日本もテロ対策特別措置法成立させた｡ さ

らに､ 震かんさせるにニュースが多い中､ 12月に皇太子ご夫妻に長女・愛子さまが誕
生した｡
県内では､ ７月に那覇市情報公開で国が敗訴した｡ ９月の米国中枢へのテロ以降､

沖縄観光はキャンセルが続出した｡ 航空機での移動や米軍基地を懸念する修学旅行や
団体が取りやめたためだ｡ 関連業界は大きな打撃を受けることとなった｡ 前半はNHK
ドラマ ｢ちゅらさん｣ のブームで観光にもいい影響が出始めていた矢先だった｡ 関係
者は緊急誘客キャンペーンを行い､ 風評被害の一掃に努めた｡
長引く不況で県内の失業率もさらに悪化し､ ９月に失業率過去最悪の９.４％となっ
た｡ 復帰後初の金融機関・沖縄信用金庫の破たん､ 沖縄リース､ ヨナシロ､ デイゴ住
宅､ 文教図書など沖縄の著名企業が破たん､ 民事再生法申請も相次いだ｡ 県民に衝撃
を与えた｡
11月１～４日 宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで第３回世界のウチナーン

チュ大会が開かれる
中央省庁再編により､ 沖縄開発庁は内閣府沖縄担当部局に移行｡
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平成14年 (2002年)
欧州連合 (EU) 加盟15ヵ国のうち英国､ スウェーデン､ デンマークを除く12カ国で
欧州単一ユーロの現金流通が１月１日から始まった｡ ユーロは1999年１月から企業や
銀行の帳簿上の通貨として使われてきたが､ 現金流通によりEUの市場統合が完成した｡
また､ 不景気の不透明感やイラク情勢を背景に日米欧の同時株安に歯止めがかから
ず､ 10月にニューヨーク市場は､ 1997年秋のアジア危機以来の安値になった｡ 情報技
術 (IT) 不況も一向に脱出の糸口がみえない｡
インドネシアのバリ島では爆弾テロが起こり､ 邦人ら190人余が死亡した｡
中国の日本総領事館で北朝鮮家族が駆け込んだが､ 中国公安当局は全員を拘束｡ 日
本と中国は､ 館内侵入をめぐるウィーン条約 (公館の不可侵) 違反問題で対立した｡
その北朝鮮家族はマニラを経て､ 韓国亡命を果たした｡
また､ 米ブッシュ大統領は大量破壊兵器の開発で脅威になる国として北朝鮮､ イラク､
イランを ｢悪の枢軸｣ と非難｡ 対テロ戦略や大量破壊兵器の拡散阻止を重要課題に据
える姿勢をあらわした｡
国内では､ 小泉首相が９月に始めて北朝鮮を訪れ､ 金正日総書記と会談した｡ その
際､ 金総書記は日本人の拉致事件を認めて謝罪､ 両首脳は日朝平壌宣言に署名した｡
拉致被害者５人は24年ぶりに日本へ帰国した｡ また､ 食中毒事件で世間を騒がせた雪
印食品は牛海綿状脳症 (BSE) 対策の国産在庫買い取り制度を悪用し､ 輸入牛肉を国
産牛肉と偽って業界団体に買い取らせていたことが発覚､ また､ 東京電力は､ 原発で
のトラブル隠しが判明し､ 企業倫理が大きく問われることになった｡
ノーベル物理学賞に東大名誉教授の小柴昌俊氏が､ ノーベル化学賞に島津製作所の
研究者､ 田中耕一氏のダブル受賞となった｡
日韓共催のサッカーワールドカップで､ 日本は大活躍し､ 目標のベスト16に進出し､
日本列島を沸かせた｡
沖縄の自立型経済へと目標を移した沖縄振興特別措置法が国会で成立､ 2002年度か
ら10年間の沖縄振興の指針となるものである｡
県内では28年ぶりとなる市町村合併が仲里村と具志川村とで行われ､ 久米島町が誕
生､ 一島一町となった｡
７月29日､ 普天間飛行場の移設に伴う代替施設協議会で､ 埋め立て方式で滑走路20
00メートルの軍民共用空港を建設することに政府､ 県､ 名護市が基本合意した｡
８月にはオリオンビールがアサヒビールと包括的業務提携で合意した｡ 経済面では､
まだまだ長期不況による雇用不安が続く現状である｡
本部町国営海洋博記念公園内に沖縄美ら海 (ちゅらうみ) 水族館がオープンし､ 世
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界一巨大なアクリルガラスが圧巻､ 話題を集めた｡

平成15年 (2003年)
２月ごろから香港やベトナムなどで､ 高熱､ 呼吸困難の症状が出る新型肝炎 (SARS)
の患者が出る｡ 夏におさまるまでに､ カナダ､ ドイツなど世界の30各国以上に拡大し
た｡ 世界全体での感染者は８千人以上､ 死者は700人余に達した｡ 航空機などの発達
により世界が狭くなったが､ こうした感染症もそれに伴い､ あっという間に世界中に
広がった｡ 1997年のタイの通貨危機以来､ 回復してきたアジアの経済も大きな打撃を
うけた｡
新型肝炎騒動のただ中の３月20日､ 米英軍はイラク戦争を開始した｡ アメリカのブッ
シュ大統領は５月１日には大規模戦闘の終結を宣言し､ その後､ フセイン元大統領は
12月に拘束された｡ しかし､ ７月のイラク人による統治評議会が発足したが､ 国連や
赤十字､ 各国大使館へのテロなどが続出､ 11月にはイラク復興支援のための調査をし
ていた邦人外交官二人が襲撃､ 殺害される事件があり､ 治安は悪化したまま､ 復興の
光はみえない｡
国内では６月､ 日本が他国から武力攻撃を受けた場合の自衛隊を中心とする対処方

針を定めた有事関連法案が成立､ また､ ７月にはイラクに自衛隊を派遣するイラク復
興支援特別措置法が成立した｡ また､ 11月には政府が､ 武力攻撃や大規模テロ攻撃を
受けた際の住民避難や救援策を定める国民保護法案要旨をまとめた｡ イラク戦争に関
連することが多い年であった｡
８月に住民基本台帳ネットワークが本格稼働し､ インターネット社会を印象づけた｡
長崎で幼稚園児が中学１年の少年に突き落とされる事件や７月には沖縄で中学２年

生が殺害され､ 中学・高校生計３人を補導するなど少年事件が相次いだ｡
年内では台風14号が宮古島を襲撃､ 猛威をふるい､ 最大瞬間風速74・1メートルを

記録｡ 被害総額は162億円に上った｡
８月には､ 念願であった那覇空港と那覇市内､ 首里地域を15駅で結ぶ沖縄都市モノ

レールが開通した｡
３月には､ 比嘉盛光宜野湾市長が公職選挙法違反と政治献金規制法違反の疑いで逮

捕され､ 辞職した｡ その後の選挙で伊波洋一氏が初当選し､ 第13代市長に就任した｡
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1321（至治１）年
この年、察度誕生と伝わる

1350（至治10）年
察度、中山王に即位

1372（明洪武５）年
中山王察度、明にはじめて入貢（進貢貿易の始め）

1395（明洪武28）年
中山王察度没す

1494（弘治７）年
「おろく大やくもい」の石棺製作

1531（嘉靖10）年
『おもろそうし』巻1編集

1590（万暦18）年
普天間権現の碑建立

1609（万暦37）年
島津侵入。国王以下重臣たち鹿児島に連行（近世琉球のはじまり）

宜野湾市議会史 活動編
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1616（万暦44）年
初代オモロ主取安仁屋親雲上誕生

1644（順治１）年
尚賢王、はじめて「普天間神社」に参拝

1660（順治17）年
四代官制（島尻方、中頭方、国頭方、久米方）発足。宜野湾を含む
浦添間切は中頭方代官の管轄

1671（康煕10）年
宜野湾間切創設。浦添間切から10村、中城間切から２村、北谷間切から１村
を分割、新たに１村を新設

1689（康煕28）年
系図座設置

1713（康煕52）年
『琉球国由来記』編集

1725（雍正３）年
真志喜に西森碑建立

1731（雍正９）年
『琉球国旧記』編集

宜野湾市年表
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1745（乾隆10）年
大山御嶽の碑建立

1820（嘉慶25）年
伊佐浜の碑建立

1839（道光19）年
喜友名移設拝所にこの年の銘をもつ寄進香炉あり

1847（道光27）年
イギリス人ベッテルハイム、島尻から中頭へ旅行。中城から宜野湾間切番所
を経て那覇に帰る

1850（道光30）年
この年、進貢貿易用硫黄焼き調え、我如古村で行う

1853（咸豊３）年
ペリー提督の率いるアメリカ艦隊来航

1869（明治２）年
東氏真志喜里之主親雲上政忠、宜野湾間切真志喜里主所を給賜
大雨が降り、嘉数村の玉寄筑登之親雲上の家が浸水したため、その妻は隣家
に避難しようと屋外に出て雷に打たれ死ぬ

1872（明治５）年
９月 明治政府、琉球王国を ｢琉球藩｣に改称し、国王尚泰を ｢藩主｣とする旨示達

宜野湾市議会史 活動編
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1873（明治６）年
「琉球藩雑記」この年の宜野湾間切の人口を1,689人（別に1,696人とある）
と伝える。また、宜野湾間切の反別411反１畝、石高3,309石８斗２升７合７
勺三才となる

1874（明治７）年
７月 琉球藩、内務省に属し、出張所を那覇に設置

1875（明治８）年
５月 熊本鎮台分遣隊、来琉
７月 内務大臣書記松田道之、来琉。藩主に朝旨を訓論

明治政府、中国との通交禁止を琉球に命ずる

1876（明治９）年
６月 琉球藩民の清国渡航が許可制となる

1878（明治11）年
４月 鹿児島県令岩村通俊、視察のため来琉

1879（明治12）年
４月 松田道之の命により、藤崎時之助ら宜野湾間切を含む中頭地方の民情視察を

実施
この年「おもろ主取家元祖由来記」最終的に成立

３月 木梨精一郎を県令心得に任命し、内務省出張所に仮県庁を設置
４月 琉球処分。明治政府、軍隊と警察官を動員して琉球王国の廃止および「沖縄

県」の設置を宣言（近代沖縄の始まり）
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1880（明治13）年
５月 警察分署の所轄区域の改定、宜野湾間切は首里警察署の所轄となる

残砂糖の売却申請許可
戸籍調査費の官費、立て替え申請却下
間切在勤官・黒田剛、同制度廃止により退任

10月 間切役人の辞職願、中頭役所で許可

1881（明治14）年
５月 中頭間切の各間切、改めて貢租の石代納を請願

中頭小学校、普天間神宮寺内に設立
６月 中頭役所、美里間切から宜野湾間切番所に移転
11月 第二代目の沖縄県令 上杉茂憲、宜野湾間切を巡回視察。中頭役所で地元役

人から事情聴取し、村や学校を視察
12月 焼過砂糖を抵当として砂糖製造資本金、拝借を出願し、許可

1882（明治15）年
３月 中頭小学校廃校
４月 宜野湾小学校設立
８月 尾崎三良、宜野湾間切を視察

1883（明治16）年
２月 会計検査院長・岩村通俊、宜野湾間切を視察。地元役人から事情聴取
４月 上杉県令、解任

岩村通俊、会計検査院長兼沖縄県令に任命
12月 岩村県令、解任

内務省土木局長・西村捨三、県令に任命

1885（明治18）年
この年、宜野湾など中頭11間切の「製糖取締内法」成文化

宜野湾市議会史 活動編
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1886（明治19）年
「沖縄県旧慣間切内法」成文化

1889（明治22）年
チュンナーガーにこの年の銘をもつ寄進香炉あり

1890（明治23）年
10月 「沖縄県土地処分地租改正法案」作成
12月 「砂糖樽製造営業取締規則」公布

1894（明治27）年
２月 一木喜徳郎、沖縄県の民情視察。その成果を『一木書記官取調書』にまとめる

1896（明治29）年
４月 郡区制を実施。宜野湾間切は中頭郡に編成

1897（明治30）年
４月 比嘉森助、初代間切長に就任
４月 「沖縄県間切島吏員規定」施行

1898（明治31）年
３月 中頭間切吏員の職務研究会設立
４月 宜野湾間切高等小学校に初めて女生徒入校

神山出身の山城五郎、六週間現役兵に合格
６月 中頭郡徴兵署、中頭高等小学校に設置
７月 斉藤用之助に代わり朝武士干城郡長に就任

臨時沖縄県土地整理事務局設置

宜野湾市年表
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８月 宜野湾尋常小学校校舎、平屋建（63坪）１棟建築工事入札
11月 中頭郡長、郡内巡視
１月 「徴兵令」施行
11月 「沖縄県土地処分」作成

1899（明治32）年
５月 中頭小学校、島尻へ６日間の修学旅行
７月 宜野湾尋常小学校校舎修繕
10月 中頭三小学校連合運動会、西原間切我謝馬場で開催

1900（明治33）年
１月 中頭街道、平良橋より普天間まで工事着手
６月 「中頭郡の徴兵適齢者20名徴兵を免れるため手指を切断す」と新聞報道
８月 宜野湾尋常小学校落成
10月 宜野湾馬場で郡中の名馬50組を集めて競馬を開催

中頭郡、教育勅語下賜記念運動会、泡瀬塩浜で開催

1901（明治34）年
８月 中頭郡物産品評会、中頭高等小学校で開催
12月 中頭郡農事試験場、中頭高等小学校跡に新設

1902（明治35）年
１月 中頭郡道、首里・普天間の道路砂利散布工事
５月 普天間街道開通式
11月 「神宮前に茶屋が出現」と新聞報道

1903（明治36）年
２月 中頭郡各間切、製糖鍋を四連接鍋に決定
４月 嘉数村ヒャーガーラ原・ミーハギ原の石橋、大雨のため破損
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８月 中頭重要物産品評会、普天間農事試験場で開催
12月 「本年度の徴兵忌避者、中頭郡二名」と新聞報道

宜野湾間切の人口、１万634人、戸数2,295戸となる

1904（明治37）年
２月 宜野湾間切の貢糖高、５万432斤８合納付
５月 中頭郡各地で旱魃被害
３月 「乗合馬車営業取締規則」制定

1905（明治38）年
４月 県立中学校へ宜野湾高等小学校から３人合格
12月 無限責任宜野湾間切販売購買組合設立

宜野湾で麻疹大流行

1906（明治39）年
９月 「ハワイへの移民数、宜野湾61人」と新聞報道
10月 宜野湾尋常高等小学校、運動会を馬場で開催
11月 「間切組合立甲種農学校、農事試験場に設立される計画」と新聞報道
12月 海外移民の数、１月より12月までの累計、宜野湾119人となる

中頭郡教員運動会、普天間小学校内で開催

1907（明治40）年
３月 宜野湾小の就学児童数、尋常科166人、高等科72人となる
４月 岡山県農学校長増田定吉、中頭郡農学校長に任命
５月 中頭郡青年会創立総会、普天間小学校で開催
12月 中頭郡農学校落成

1908（明治41）年
３月 宜野湾村書記、定員７人となる
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４月 間切長桃原正裕、初代村長に任命
10月 宜野湾・普天間尋常高等小学校、連合運動会を宜野湾馬場で開催
12月 戸籍調査の結果、宜野湾村2,401戸、１万1,184人となる
１月 「沖縄県及島嶼町村制」公布。間切・島及び村を村及び字と改称
４月 「沖縄県及島嶼町村制」施行
10月 戊申詔書発布

1909（明治42）年
１月 改築中の普天満宮落成、遷座式を挙行
７月 普天間石川矼の修繕入札公示
９月 各字に暴風被害。街道並木松10本倒れる
11月 中頭郡村長会開催、旧正月廃止など可決

「この年のハワイ移民呼び寄せ87人、全て婦人」と新聞報道

1910（明治43）年
３月 中頭郡農学校、第１回卒業式
９月 宜野湾村教育召集青年会、夜学会員、在郷軍人など連合大運動会を宜野湾尋

常高等小学校で開催
宜野湾村の戸数2,361戸、人口１万1,635人となる

1911（明治44）年
４月 河田力、中頭農業学校長に任命
５月 宜野湾村村会議員選挙
６月 村長の選挙干渉事件起こる
８月 遙拝式を役場で開催

国吉真現、東京帝国大学法科へ入学許可
９月 中頭郡役所の大喪遙拝式、構内で開催
10月 普天満宮祭開催
７月 明治天皇崩御、年号が大正となる
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1913（大正２）年
１月 癩病患者の数宜野湾村は、男９・女１と新聞報道

宜野湾村教育会設立総会、宜野湾尋常小学校で開会
６月 宜野湾村、国税納税成績優良で表彰
９月 中頭郡長朝武士干城、国頭郡長に転任、後任に五味武就任

1914（大正３）年
７月 中頭郡の農業補習学校、中頭農学校内に開校
10月 中頭郡各村組合立農学校の運動会、宜野湾馬場で開催
11月 五味中頭郡長更迭、後任に長谷部順治任命

1915（大正４）年
５月 自治制25周年記念祝賀会で宜野湾村、優良村として表彰
11月 中頭農学校・宜野湾・普天間三校連合運動会、宜野湾馬場で開催

中頭郡役所、公衆電話を設置

1916（大正５）年
２月 中頭郡青年部会創立総会、郡役所で開会
３月 中頭農学校、第七回卒業証書授与式を開催、最後の卒業式となる
７月 宜野湾村長排斥の声高まる
８月 長谷部中頭郡長更迭、後任に近藤忠敏、着任
10月 桃原正裕宜野湾村長、辞表提出。後任に山城五郎就任

宜野湾村の戸数高、2,444戸となる

1917（大正６）年
１月 宜野湾村の徴兵適齢者、129人となる
２月 沖縄製糖株式会社宜野湾工場落成式
７月 宜野湾尋常高等学校補習学校・普天間尋常小学校補習学校の設立許可、秋季

より授業開始
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12月 宜野湾郵便局、電信事務開始

1919（大正８）年
８月 「小学校に関する規程」制定

1920（大正９）年
４月 「市町村制特例」撤廃
10月 国税調査を初めて実施

沖縄県の人口57万1,572人、戸数11万9,757戸となる

1921（大正10）年
６月 佐喜真興英氏、司法官試補に任命、福岡地方裁判所に勤務

中頭郡役所、普天間に新築移転

1922（大正11）年
５月 佐喜真興英氏、『南島説話』を出版
３月 県営鉄道嘉手納線開通

1924（大正13）年
８月 宜野湾村村会議員選挙に関し悶着起こる

1925（大正14）年
４月 村長選挙、山城村長再選
５月 佐喜真興英、『シマの話』を出版

1926（大正15）年
１月 普天間に麦作指導地が設置
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５月 宜野湾の白黒戦争、県が調停
６月 佐喜真興英氏没（1925年）後、『女人政治考』が出版される
７月 郡役所および島庁廃止

1927（昭和２）年
10月 沖縄県大旱魃

1929（昭和４）年
８月 那覇水道委員、水源地使用で宜野湾村当局と懇談
２月 甘藷沖縄百号、松本技師により交配成功

1930（昭和５）年
10月 第２回国勢調査、実施

沖縄県の人口57万7,508人、戸数12万3,274戸となる
水源地使用の絶対反対を答申

11月 那覇市上水道の水源地使用許可
この年、昭和恐慌激化

1931（昭和６）年
６月 宜野湾並松、天然記念物に仮指定
８月 デング熱、沖縄県下に蔓延、患者10万人を超す

1932（昭和７）年
１月 宜野湾村の選挙有権者、2,957人となる
10月 宜野湾並松、天然記念物に指定

1934（昭和９）年
８月 沖縄県の「移民熱」高まる
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1935（昭和10）年
宜野湾村経済更正村に指定

1936（昭和11）年
５月 真志喜農繁期託児所、大阪朝日新聞社社会事業団より表彰
７月 宜野湾並松、台風のため14本倒れる
10月 宜野湾小学校の新築校舎、台風で倒壊

1937（昭和12）年
２月 県学務部、小、中学校の正科に空手編入を文部省に要望
11月 薪木の販売統制実施

1938（昭和13）年
４月 宜野湾小学校校長に比嘉賀新任命
６月 宜野湾村、農林省より特別助成村に指定
４月 「国家総動員法」公布
６月 市町村青年団に貯蓄部を結成
６月 沖縄県特高課、県下一斉にユタ狩りを実施

1939（昭和14）年
５月 普天間小学校で標準語励行開始
６月 出征軍人家族の慰安のため嘉数闘牛場で闘牛大会開催
７月 宜野湾村にチフス発生
10月 経済更正村民大会開催
７月 「国民徴用令」公布

1940（昭和15）年
１月 村営農民道場落成
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５月 普天間に中頭教育会館落成
10月 大政翼賛会発足
11月 普天間に共同製糖場設置
12月 報道管制により一県一紙となる

1941（昭和16）年
５月 中頭郡の人口13万9,995人となる
３月 国民学校令公布
12月 太平洋戦争勃発

1942（昭和17）年
12月 中頭郡下銃後奉公連合会組織

宜野湾村模範村として表彰
１月 沖縄翼賛壮年団結成
２月 青年学校に女子部開設
２月 大日本婦人会沖縄県支部結成
９月 各部落に遺族会相談設置

1943（昭和18）年
４月 宜野湾村、優良産業組合として表彰
８月 普天間部落会、標準語励行で表彰
９月 普天間村、標準農村に指定

1944（昭和19）年
１月 真志喜部落、優良部落として表彰
２月 普天満宮、造営着工

宜野湾村農業会設立
４月 宜野湾青年学校、独立校として許可
８月 学童疎開開始
10月 米軍、県下に大空襲
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1945（昭和20）年
２月 村民、今帰仁村平敷・謝名・崎山などに疎開
４月 米軍普天間方面に進攻（嘉数方面で激戦）
11月 有志４人が野嵩の収容所を調査視察

羽地在住の村民404人、帰村
４月 米軍上陸
６月 沖縄の日米両軍の組織的戦闘終了（23日）
８月 太平洋戦争終結（15日）

1946（昭和21）年
２月 各地に疎開していた村民の多くが野嵩収容所に帰村を始める
４月 市町村復活し、村長に久保田盛春、助役に桃原亀郎、収入役に伊佐真英を任

命
４月 野嵩南・西・北初等学校設立許可
５月 久保田盛春、村長就任
８月 役場を野嵩の松川英徳宅より野嵩西門原にコンセントを建築し移転
９月 嘉数部落居住許可
11月 伊佐・大山地域への居住許可

野嵩西・北初等学校から分かれて、嘉数初等学校が真栄原に設置認可。校長
に知念清一任命

12月 沖縄中央政府を沖縄民政府と改称
土地所有権調査事務開始

４月 沖縄中央政府、沖縄議会発足
８月 民政府の指示により村政委員会発足

1947（昭和22）年
１月 軍用道路５号線以東地域の居住許可
２月 真栄原地域の居住許可

村長に桃原亀郎が就任。助役に伊佐真英、収入役国吉真光を任命
10月 軍用道路５号線以西宜野湾・神山・赤道・上原・喜友名地域の居住を許可
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1948（昭和23）年
２月 市町村議会議員および市町村長選挙法により村長、議会議員選挙が行われ、

無投票で村長に桃原亀郎、村会議員に伊佐真人外25人が当選
３月 コザ高校野嵩分校から独立し、野嵩高等学校として創設
４月 部落移動に伴い、野嵩南校は愛知に移り宜野湾初等学校と改称、野嵩西校は

大山に移り、大山初等学校と、野嵩北校は普天間初等学校と改称された
６・３・３制施行により野嵩中学校を設置
大山・宜野湾・嘉数初等学校に中学校が併置

10月 ハワイ更生会から豚15頭、寄贈

1949（昭和24）年
12月 普天間にコザ地区教育長事務所開設
５月 ララ資金による寄贈山羊、40頭到着

1950（昭和25）年
２月 役所瓦葺き新庁舎落成
７月 沖縄食料株式会社中部支店、普天間に設置
９月 村長選挙、知念清一当選
12月 普天間グランドで米琉親善陸上競技大会開催

1951（昭和26）年
４月 土地所有権証明書交付開始
５月 普天間２区設置
10月 普天間地域に電話開通
12月 コザ保健所宜野湾支所設置

1952（昭和27）年
１月 第１回産業共進会開催
２月 米軍向け清浄蔬菜園、我如古園芸組合に設置認可
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８月 日赤70周年記念で野嵩高校１年照屋佳男、東亜９カ国青少年交換キャンプに
参加

９月 村青年会音楽コンクール開催
３月 杉材の輸入（１日）
４月 琉球政府発足（１日）
４月 講和条約発効（28日）
６月 軍用地地主協会総会

1953（昭和28）年
１月 第２回共進会開催
５月 宜野湾遺族会結成
６月 軍用土地委員会発足
９月 普天間開放地、土地計画開始
11月 宜野湾村へ配電事業、松岡配電株式会社へ許認可
12月 野嵩平田原の一部、海軍通信隊用地に接収
４月 「土地収用令」公布
８月 講和発行前の軍用地使用料が支払われる

1954（昭和29）年
４月 立法院、「土地問題四原則」を打ち出す
７月 伊佐後原・新城下原・安仁屋前原一帯の水稲作付け禁止
８月 伊佐浜一帯、ABC地域の明け渡し、米軍より通達
９月 村長選挙実施、知念清一再選
12月 伊佐浜問題について、軍・行政府・村の三者協議会開催
７月 ボリビア移民の門開く（18日）
９月 大浜信和泉氏の早大総長就任（22日）
11月 囚人暴動事件（７日）

1955（昭和30）年
７月 原子砲現わる（30日）
10月 人権擁護委員会の発足（15日）
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10月 プライス調査団来島（23日）

1955年（昭和30）年
１月 伊佐浜代替地、埋立開始
３月 桃原茂太村葬

伊佐浜軍用地接収、一部（Ａ地区）開始
４月 喜友名グスク拝所撤退するように民政府から通知
５月 普天間の米人住宅建設、松村組に落札
７月 伊佐浜、18日までに立ち退くよう通知

伊佐浜、土地接収強行（19日）
住宅取り壊し（20日）

８月 伊佐浜部落民の一部、美里村高原に移動
10月 プライス調査団、宜野湾村視察
11月 普天間商工会発足

普天満宮本堂落成
12月 普天間に警部補派出所完成

1956（昭和31）年
１月 モーニングスター社、宜野湾に新社屋建設開始

普天間グランド・パレス落成
５月 国際自由労連調査団、伊佐浜視察
６月 この頃、村民の87％が軍作業

プライス勧告発表
全島一斉に四原則徹底住民大会

７月 普天間に公設市場開始
軍用地問題で宜野湾村民大会、宜野湾小中学校で開催

10月 大山にドライブ・イン・レストラン開店
９月 台風エマ各地に被害

スクラップブームまだまだ続く
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1957（昭和32）年
３月 普天間小学校創立50周年記念式典開催
５月 中頭郡青年団協議会結成
６月 嘉数公民館落成
７月 普天間の都市計画、２期工事開始

村報発行
８月 59人の伊佐浜区民、ブラジルへ移民。村が壮行会実施
９月 普天間小学校校庭で戦没者慰霊祭実施

この頃、貸馬による事故頻発
普天間警察署発足

12月 普天間総合グランド完成
大山小中学校、10周年記念式典開催
宜野湾区公民館落成
陸軍病院から大山小学校へクリスマスプレゼント

1958（昭和33）年
１月 第１回高校篭球選手権大会で普天間高男子、優勝

小禄墓と中の石棺、県指定文化財となる
３月 佐真下公民館落成

喜友名公民館落成
５月 普天間に有料プール開業
６月 宜野湾郵便局新庁舎落成

「職員給与条例」制定
９月 宜野湾村長に仲村春勝当選

賀川光夫ら大山貝塚を発掘
10月 普天間開放地中通り会結成

米兵相手の洗濯業流行
11月 普天間開放地中通り「すずらん通り」と命名
12月 宜野湾村畜産組合発足
４月 ビニールや毛糸の編み物が大流行
９月 Ｂ円からドルへ切り替え

宜野湾市議会史 活動編

!"#



1959（昭和34）年
１月 普天間高校、武道場を改築、図書館を新築
２月 宜野湾小中校運動場拡張工事、米海軍が協力
３月 大山・喜友名・伊佐で新規土地強制接収

宜野湾村青年会、普天満宮境内に松を植樹
４月 北中城・普天間のバス開通

フテンマボウリングセンター、営業開始
５月 喜友名、慰霊塔建立
７月 普天間飛行場にヘリコプター中隊移駐
８月 宜野湾小学校、創立75周年式典
９月 この頃から家庭風呂が普及する
10月 天満中通り会結成

1960（昭和35）年
１月 宜野湾部落に米海軍のヘリコプター墜落

各小学校でパン給食始まる
３月 宜野湾の人口、３万人を超す

3,750ドルの弁務官資金で簡易水道の敷設
４月 宜野湾村育成会第１回の貸費生募集
５月 普天間中学校、喜友名後原に移転

飛行場からガソリンが流出、大山区に被害
大山小学校体育館、天願部隊の援助で完成

７月 普天間に上水道施設設置
８月 キャンプマーシー、村内各中学校にコンセント10数棟贈る

1961（昭和36）年
２月 普天間開放地に琉映館落成
３月 沖縄ヤクルト落成
５月 嘉数中学校地鎮祭
６月 宜野湾部落、弁務官資金で水道完成
７月 普天間新開通りにすずらん灯設置
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10月 普天間商工祭でオートレース開催
11月 宜野湾小中学校へ銃弾飛び込む

1962（昭和37）年
４月 臨時議会で市昇格提案

嘉数中学校開校式
市名、宜野湾市に決定
公設市場完成

６月 新城闘牛場完成、闘牛大会開催
７月 宜野湾市誕生

市制誕生祝賀行事開催
９月 大謝名電報電話局が開局

宜野湾市長に仲村春勝無投票で再選
11月 開放地、ビル・ラッシュ
12月 普天間で暴力団那覇派とコザ派が対立

1963（昭和38）年
３月 消防庁舎落成
４月 大山小学校で交通安全住民総ぐるみ大会、7,000人参加
５月 日本郷友連盟、弔魂碑の除幕式
６月 干害の緊急対策としてトラック３台で９部落に水配給

嘉数中学校ＰＴＡが運動場拡張工事に協力した米軍人に感謝状贈呈
７月 大山から人間の歯の化石発見
８月 首里・宜野湾間の道路、アスファルト舗装道路が完成
９月 普天間市場通り商店街開店、通り会結成
４月―10月 金融機関手入れ
８月 みどり丸沈没事件（17日）
年間 72年ぶりの気象異常

1964（昭和39）年
１月 すずらん通り、アスファルト舗装工事始まる
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２月 行政区再編を行い、20区の新行政区が誕生
５月 ジローベーカリーの照屋氏、喜友名・普天間にデイゴ400本植える

普天満宮拝殿の改築
７月 宜野湾市、健康都市宣言をおこなう

真栄原区闘牛組合、結成
８月 18番通りで沖縄青年４人と米兵が乱闘、米兵一人が死亡
10月 第１回中部地区陸上競技大会、普天間小学校グランドで開催
11月 京都の塔慰霊祭

嘉数展望台完成、高さ９メートル、直径12メートル
３月 エントツ・スト（23日）
４月 民芸大会開く（12日）
４月 日米協定発足（25日）

1965（昭和40）年
４月 中部商業高等学校開校

宜野湾、中城、北中城３市村合併促進協議会発足
７月 第２地区画整理事業着手
８月 宜野湾市長に島袋全一無投票当選
７月 Ｂ52の沖縄基地発進（29日）
８月 佐藤首相の沖縄訪問（19日）
９月 医療保険法の成立（４日）

1966（昭和41）年
４月 宜野湾市立野嵩保育所落成
８月 第二庁舎落成
１月 具志川村昆布に軍用地新規接収通知（25日）
７月 医療保険制度の発足（１日）
年間 米軍基地演習と事故続出

1967（昭和42）年
１月 西海岸公有水面埋め立て認可
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４月 森の川史跡として県重要文化財指定
５月 市老人クラブ連合会結成
６月 森の川復元工事完成

市立大山保育所完成
７月 市制５周年、市章、市歌決定
２月 教公二法2．24事件（24日）
７月 沖縄に初の芥川賞（大城立裕氏）（21日）
11月 沖縄の本土返還時期のめど、両３年以内に（16日）

1968（昭和43）年
１月 伊佐地先公有水面埋め立て第１工区の一部竣工
６月 愛知市営住宅２棟落成

真栄原郵便局開局
５号線（現国道330号）沿いの給水始る

８月 普天間電報電話局開局
11月 革新主席誕生（11日）
年間 Ｂ52の常駐
年間 基地被害

1969（昭和44）年
１月 愛知市営住宅２棟完成

野嵩三区公民館落成
４月 普天間第二小学校開校
５月 水道庁舎落成
６月 宜野湾学校給食共同調理場落成

新城区公民館落成
８月 宜野湾市長に崎間健一郎無投票当選
10月 宜野湾市、コザ市、北谷村焼却炉設置
11月 沖縄の1972年返還決まる（22日）
12月 軍雇用員の大幅解雇（４日）
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1970（昭和45）年
６月 三市村一部事務組合（焼却炉）脱退
９月 養鰻研究センター設置

中原区公民館落成
10月 本庁舎増築
９月 尖閣列島、国際問題化（２日）
11月 戦後初の国政参加選挙（15日）
11月 国場川に死魚数十万匹浮く（18日）

1971（昭和46）年
３月 普天間高校が春の選抜高校野球大会へ初出場し、沖縄勢の初勝利を挙げる
４月 下水道事業着手
10月 宜野湾市、中城村、北中城村の３市村合併流れる
８月～ 円の平価切り上げ
11月 11．10ゼネスト（10日）

昭和47（1972）年
２月 伊佐公有水埋め立て着工
４月 沖縄国際大学開校
５月 祖国復帰（15日）
７月 市制10周年式典
５月～ 世替わりショックで、物価高騰
５月～12月 自衛隊移駐と盛り上がる反対運動

昭和48（1973）年
４月 社会福祉事務所開所
６月 下水道一部供用開始

商工会発足
７月 市立宜野湾保育所落成

宜野湾市長に米須清與当選
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９月 伊佐市営住宅３棟落成
野嵩区画整理事業着手
大山郵便局開局

10月～ 石油危機で物不足・物価高
11月 琉球海運ビル建設現場で大陥没（26日）
12月 賛否に揺らぐ海洋博、延期となる（21日）

昭和49年（1974）
３月 小禄で不発弾爆発（２日）
８月 土地開発公社設立
10月 羽地内海で釣り船転覆（16日）
年間 狂乱物価・不況・失業

昭和50年（1975）
４月 普天間第二給食センター落成
９月 伊利原市営住宅３棟落成
12月 市花、市木、市花木が決まる
７月 皇太子ご夫妻来県（17日）
７月 海洋博覧会、開幕（20日）
年間 不況深刻、倒産相次ぐ

昭和51年（1976）
４月 大謝名小学校開校

三市村一部事業組合による清掃工場落成（宜野湾市、沖縄市、北谷村）
我如古ヒージャーガー市文化財１号指定

５月 ウデナガサワダムシ、市天然記念物に指定
９月 大謝名獅子舞33年ぶりに復活
11月 伊佐児童公園開園
９月 演習阻止に刑特法適用（18日）
10月 具志堅用高選手、ボクシング世界チャンピオンになる（10日）
年間 海洋博倒産相次ぐ

宜野湾市議会史 活動編
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昭和52年（1977）
３月 総合計画基本構想決まる

し尿処理場「宜野湾清水苑」落成
軍用地（通信隊、普天間飛行場の一部）返還

５月 市役所移転先決定
６月 特別養護老人ホーム「福寿園」落成
８月 宜野湾市長に安次富盛信当選
10月 宜野湾郵便局、愛知に新装開局
５月 公用地法失効で法の空白（15日）
10～11月 経済事犯の続出
年間 長期不況―空前の失業、倒産

昭和53年（1978）
２月 「嘉数高台」沖縄観光名所に決定
３月 伊佐区公民館落成

市消防本部我如古出張所落成
社会福祉センター落成

５月 勤労青少年ホーム落成
８月 新庁舎工事着手。第１回ぎのわん祭り
10月 宜野湾区公民館落成
11月 勤労者体育センター落成

コンピューター自主導入決定
12月 「国立療養所沖縄病院」我如古に開院
６月 平良市公共工事汚職（３日）
７月 ななさんまる交通変更実施（30日）
12月 知事選で保守勝利（10日）

昭和54年（1979）
２月 市史編集委員会スタート

育英会８年ぶりに復活
４月 真志喜中学校開校

宜野湾市年表
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きさらぎ児童公園完成
本市の人口６万人突破

６月 宜野湾音頭、宜野湾小唄決まる
電算課を新設

８月 喜友名区公民館落成
11月 普天間第二小学校新運動場完成

宜野湾署がキャンプマーシー跡に庁舎移転
12月 新市庁舎が野嵩に落成
７月26日、11月１日 ２件の身代金誘拐事件
年間 米軍演習激化で事故多発
年間 観光客、史上最高

昭和55年（1980）
３月 新市庁舎落成記念式典盛大に挙行
４月 コンピューター自主導入、業務稼働
５月 真栄原区公民館落成
８月 宜野湾まつり延べ20万人繰り出す

第一回ミスはごろも選出
10月 嘉数中学校全面改築工事着工

真志喜給食センター落成
米軍OV10ブロンコ機基地内へ墜落、乗員２名死傷、米軍への抗議相次ぐ

11月 嘉数高台、近隣公園として整備オープン
西鉄本社よりボギー電車譲り受ける

12月 市内一周バス運行開始
市史資料編１ （新聞集成）発行

１月 自衛隊参加で那覇市小禄の成人式大荒れ（15日）
１月 働く婦人の家オープン（17日）
１月 自衛隊那覇基地で空対空ミサイル爆発（25日）
３月 ハブ対策条例制定（27日）
５月 韓国光州事件（27日）
８月 主任制実施を決定（30日）
９月 ポーランド自主管理労組「連帯」創設（22日）
10月 米軍演習中に恩納岳で火事、40日間続く（29日）

宜野湾市議会史 活動編
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11月 那覇防衛施設局、未契約の米軍用地に対し、強制使用手続き開始（17日）
12月 自衛官募集を逆転可決（24日）
年間 校内暴力事件全国的におこる（1558件）

昭和56年（1981）
２月 宜野湾市少年少女合唱団誕生
３月 第1回市民文化展開催
４月 県立宜野湾高等学校開校
５月 商業近代化促進協議会が発足
６月 「協同組合ぎのわんショッピングセンター」「グリーンベル普天間商店街振

興組合」法人組織化
７月 宜野湾市長に安次富盛信再選

嘉数高台市民プール完成
市立グランド完成

８月 普天間三区公民館増改築落成
９月 宜野湾小学校プール完成

普天間小学校全面改築工事完成
嘉数小学校改築併行改造防音工事着工

11月 市立「郷土資料館」開館
１月 革新市町村会、自衛官募集業務の拒否を宣言（16日）
２月 反戦地主会、土地使用認定取り消しを求めて提訴（７日）
３月 米韓合同演習｢チームスピリッツ81｣参加の艦船がホワイトビーチに集結

（７日）
３月 那覇防衛施設局、未契約軍用地に５年間強制使用裁決を申請（20日）
３月 那覇地裁、トートーメー継承訴訟で女性を排する継承習慣は違憲と判決

（24日）
７月 那覇市米軍用地使用に関し防衛施設局との覚書交換を拒否（１日）
８月 戦時６歳未満の戦傷病者・戦没者遺族に「援護法」適用（17日）
９月 初の大規模な日米共同演習、沖縄周辺海域で行われる（23日）
９月 嘉手納基地爆音被害で周辺６市町村住民共闘会議を結成（25日）
11月 国頭村与那の新種の鳥、ヤンバルクイナと命名（14日）
11月 那覇市、市有地の強制使用認定取消しを提訴（21日）
年間 水事情深刻、制限給水続く
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昭和57年（1982）
２月 法務省宜野湾出張所が伊佐へ新築移転
４月 志真志小学校・幼稚園開園
７月 市制施行20周年
８月 第５回はごろも祭り
９月 ガジュマル公園、まつのおか公園の完成
12月 市史資料編２ （市民の戦争体験）発刊

市民会館完成
１月 米軍、読谷村、嘉手納町の民家上空で特殊降下訓練（27日）
２月 嘉手納基地周辺６市町村住民、国を相手に嘉手納基地爆音訴訟提起（11日）
４月 県収用委員会、未契約軍用地の５年強制使用を裁決（７日）
７月 高校日本史の教科書で、日本軍による沖縄住民虐殺の記述が文部省検定で削

除されたことが判明（４日）
８月 第二次沖縄振興開発計画（「二次振計」）を策定（５日）
９月 教科書検定で住民虐殺記述削除に抗議する県民大会（14日）
11月 県知事選で西銘順治再選（15日）
12月 一坪反戦地主会設立（12日）

昭和58（1983）年
１月 市制20周年式典及び市民会館落成

大謝名郵便局開局
大謝名児童センター開館
西海岸埋め立て起工式

10月 安次富盛信宜野湾市長、県知事に普天間飛行場移転を要請（８日）
２月 キャンプ・シュワーブでの演習で宜野座村・久志中学で授業中断（３日）
２月 厚生省、初の沖縄戦遺骨収集実施（２月10日～３月５日）
２月 キャンプ・ハンセン基地内でタクシー運転手刺殺される（24日）
５月 無期限バススト突入（５月28日～６月13日）
６月 自衛隊大型ヘリ、那覇空港で着陸失敗し炎上（６日）
６月 米軍上陸演習「バリアント・ブリッジ'83」に自衛隊参加（７日）
９月 大韓航空追撃事件（日本人28人を含む269人全員死亡）（１日）
10月 ロッキード事件丸紅ルート判決（12日）
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12月 新石垣空港建設反対の「白保の海とくらしを守る会」結成（４日）
12月 沖縄戦記録フィルム1フィート運動の会結成（８日）

昭和59（1984）年
２月 宜野湾市文化協会設立

宜野湾市保健相談センター落成
６月 普天間小学校プール開き
９月 野嵩一区豊年祭り36年ぶりに復活

宜野湾港起工式
10月 市消防団に初の女性団員誕生
11月 19区公民館起工式

上原土地区画整理事業起工式
12月 埋め立て竣工祝賀式典
１月 成人式への自衛官参加で革新団体・右翼・警察が衝突（15日）
１月 テナガコガネの新種発見（24日）
１月 ブルービーチ殺人事件（25日）
３月 グリーンベレーの読谷村トリイ通信所配備計画に抗議行動（17日）
４月 県内地価上昇率は全国一の5.2％（国土庁公示）（３日）
５月 沖縄戦記録フィルム上映会（16日）
５月 名護市許田でダンプに米軍機銃弾命中（18日）
６月 自衛隊機、那覇空港で着陸に失敗、消波ブロックに激突炎上（21日）
７月 沖縄戦記録フィルム、国会で上映（４日）
９月 県、機動隊を導入して白保の環境調査を強行、反対派と衝突（12日）

昭和60（1985）年
４月 国体部を新設

宮崎県東郷町との姉妹都市提携
７月 宜野湾市史第４巻「宜野湾関係資料１」

第５巻「民俗」を刊行
宜野湾市長に桃原正賢当選

９月 真栄原排水路貫通
３月 壺屋焼の金城次郎、県で初の人間国宝となる（24日）

宜野湾市年表

!"#



３月 米軍大型トラック、金武町の民家に突っ込む（28日）
４月 第１回宮古島トライアスロン大会開かれる（28日）
５月 米軍牧港住宅地の返還が決定（15日）
６月 自衛隊機事故で那覇空港一時閉鎖（４日）
８月 軍用地20年強制を申請（５日）
８月 日航ジャンボ機墜落事故（死者520人、生存者４人）（12日）
９月 文部省、日の丸・君が代の実施徹底を通知（５日）
10月 県議会、「日の丸」「君が代」促進を決議（16日）
11月 第一回うないフェスティバル開催（23日）

昭和61（1986）年
１月 総事業費約８億8,000万円をかけて市役所前に水道・消防庁舎が完成
２月 市民課に漢字オンラインが導入される
３月 北海道岩見沢から普天間小学校へ雪のプレゼント

国鉄から新幹線こだま16号が贈呈、海浜公園に展示
４月 宜野湾中学校開校
５月 市内一周バスが運行開始
６月 市立体育館落成、記念事業に全日本対キューバのバレーボール試合を開催

嘉数小学校プール完成
８月 嘉数公民館落成
９月 54年ぶりに新城郷友会の組踊り復活
10月 市立保育行政20周年を迎える
１月 県道越え実弾砲撃演習でＭ198型榴弾砲を使用（28日）
２月 米軍用地の20年強制使用反対県民総決起大会（17日）
２月 「日の丸」「君が代」反対県民総決起大会（25日）
２月 未契約軍用地の20年強制使用をめぐる第１回公開審理（26日）
４月 チェルノブイリ原発事故、放射性汚染広がる（ソ連）（26日）
６月 ソ連のゴルバチョフ書記長、ペレストロイカ路線打ち出す
９月 基地内から金武町の民家にライフル弾（27日）
10月 空港の軍事利用に反対する宮古郡民決起大会（１日）
11月 元朝鮮軍夫、同僚慰霊に来県（19日）
12月 20年強制使用の第11回公開審理大荒れとなる（12日）
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昭和62（1987）年
１月 プロ野球大洋球団キャンプ地誘致
２月 プロ野球オープン戦（大洋対日本ハム）実現
３月 宜野湾市立野球場落成
５月 パイプライン撤去で関係省庁へ要請

普天間中学校、宜野湾中学校プール完成
７月 市制施行25周年

夏季国体ヨット競技会場宜野湾マリーナ落成
８月 海邦国体夏季大会ヨット競技開催
９月 沖縄コンベンションセンター落成
10月 海邦国体秋季大会バスケット、野球、アーチェリー競技開催

「参議院沖特委」普天間第二小学校視察
市制施行25周年記念像「波に」除幕式

11月 身障者かりゆし大会炬火採火式（森の川）
12月 大相撲沖縄場所
１月 ハリアー訓練基地建設現場で米兵と国頭村住民衝突（17日）
１月 新石垣空港建設に関する環境補足調査で、反対派住民と弁護士逮捕（28日）
２月 県収用委員会、軍用地強制使用認可の裁決（那覇軍港５年、他は10年）

（24日）
５月 米軍、那覇市牧志住宅地区の返還式（5.31返還）（29日）
６月 カデナ基地包囲行動、約２万5000人が「人間の鎖」で包囲（21日）
８月 県、石垣空港建設計画を縮小変更（27日）
９月 海邦国体夏季大会開幕（９月20日～23日）、秋季大会（10月25日～30日）
10月 ニューヨーク株式市場大暴落（ブラックマンデー）（16日）
10月 国体少年ソフトボール競技開始式で日の丸焼き捨て事件（読谷）（26日）
11月 チビチリガマ破壊事件（読谷）（８日）

昭和63（1988）年
１月 比屋良川水生生物生息環境調査
３月 屋内多目的運動場落成

中国厦門市視察団来訪
４月 ながた児童公園開園
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６月 真志喜中学校プール完成
大謝名小学校プール完成
野嵩ゲートボール場開所

７月 三菱・ヤクルト企業誘致調印式
普天間基地司令官へヘリ墜落事故の抗議
普天間第二小学校移転要請団上京

12月 与那覇朝大氏より絵画「陽春」の寄贈
１月 Ｂ52、グアムから12機飛来（12日）
２月 家永教科書検定訴訟の沖縄出張法廷開催（10日）
５月 沖縄自由貿易地域那覇地区（フリーゾーン）完成（26日）
６月 東村高江の県道で米軍・催涙ガス流出（４日）
７月 リクルート事件（５日）
７月 軍事演習と基地強化に反対する県民総決起大会（20日）
８月 イラン・イラク戦争8年ぶりに停止（20日）
９月 ブラジル移民80周年記念式典サンパウロで開催（17日）
10月 沖縄電力民営化（１日）
10月 金武町民間地域の路上や民間玄関先で流弾発見（15日～25日）
11月 那覇市の贈収賄事件（26日）
12月 恩納演習場強化反対委員会発足（13日）

昭和64・平成元（1989）年
２月 旧庁舎跡地訴訟一審勝訴判決
３月 ディ・サービスセンター福寿園落成式
４月 宜野湾市公共施設管理公社開所

うなばら保育所落成
６月 市老人福祉センター落成

米軍ヘリ墜落事故に対する東京への抗議行動
７月 宜野湾市長に桃原正賢再選
11月 印鑑登録電算システム

第１回國際太鼓フェスティバル
12月 老人保健施設ぎのわんおもと園竣工
１月 昭和天皇逝去（87歳、翌８日、新元号「平成」となる）（７日）
３月 宜野座村議会、都市型戦闘訓練施設建設抗議決議（２日）
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３月 本部町議会、Ｐ―３Ｃ送信所建設反対の意見書採択（20日）
４月 県、白保での新石垣空港建設を断念（26日）
６月 中国天安門事件（第２次）（４日）
６月 ひめゆり平和資料館開館（23日）
７月 参議院選挙実施（与野党逆転、自民党過半数割る）（23日）
９月 自衛隊施設建設について情報公開決定（国、公開取消を求め提訴）（28日）
10月 都市型ゲリラ訓練施設建設、村民の座り込みで資材搬入を断念（７日）
11月 ベルリンの壁崩壊、東欧の民主化加速（10日）
11月 伊江島のハリアー訓練基地完成（13日）
12月 米ソ首脳会議で東西冷戦の終結を確認（３日）

平成２（1990）年
１月 宇地泊区公民館落成
２月 愛誠園デイ・サービスセンター落成
３月 野嵩保育所落成

赤道児童センター落成
４月 シルバー人材センター開所

市立教育研究所開所
８月 コンベンションセンター劇場棟落成
10月 普天間飛行場跡地利用市民フォーラム
11月 清風堂上里正俊氏より「羽衣の像」が贈呈

真志喜中学校全国マーチングコンクールで優勝
12月 第１回宜野湾市長杯争奪硬式テニス大会

宜野湾特産「泡盛はごろも」発表
１月 県庁行政棟落成式（26日）
２月 県内初の美術館・浦添美術館オープン（１日）
３月 バルト三国のリトアニア独立宣言（エストニア・ラトビアも続く）（11日）
３月 県議会、県提出の慰霊の日廃止条例を審議未了により廃案（26日）
６月 海部首相、歴代首相として初めて沖縄戦全戦没者追悼式に出席（23日）
６月 県道104号線越え実弾砲撃演習、復帰後100回目（26日）
７月 自衛隊のＰ－３Ｃ対戦哨戒機、那覇基地に配備（11日）
８月 沖縄水産高校、県勢初の甲子園準優勝（翌91年夏も準優勝）（21日）
８月 第一回世界のウチナーンチュ大会（沖縄コンベンションセンター）
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10月 東西ドイツ統一（３日）
11月 県知事選、革新の大田昌秀当選（18日）

平成３（1991）年
２月 嘉数地域が住居表示実施
３月 ＰＯＬ跡地買い上げ問題解決、市道整備でスタート

嘉数中学校屋内運動場・柔剣道場落成
海浜公園屋外劇場完成
伊佐伊利原市営住宅完成
志真志小学校プール完成
佐真下公園完成

４月 中部広域圏に加入（南部広域脱会）
７月 第１回宜野湾市少年の主張大会
９月 土曜閉庁による4週6休制スタート
10月 普天間基地跡利用シンポジウム（青年会議所主催）

市史別冊・写真集「ぎのわん」発刊
11月 宜野湾市民図書館オープン
１月 湾岸戦争（１月17日～２月28日）
４月 県内初の再開発ビル「パレットくもじ」オープン（19日）
５月 知事、広告・縦覧代行を表明（28日）
６月 米軍演習で、また恩納岳で山火事（３日）
６月 雲仙普賢岳噴火、火砕流で大被害（３日）
９月 県議会、全会一致で在比米軍機の嘉手納移駐反対決議（24日）
12月 ソ連邦解体、CIS（独立国家共同体）誕生（25日）

平成４（1992）年
１月 暴力団撲滅市民総決起大会
２月 普天間飛行場跡利用青年フォーラム

大山小学校改築落成式
４月 社会福祉法人「蒼生学園」開園

第１回市子ども会まつり
まえはら児童公園開園式

宜野湾市議会史 活動編
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５月 嘉数高台公園展望台落成式
市在宅介護支援センター開所式

７月 市制30周年記念式典
ラグナガーデンホテルオープン

10月 米軍のヘリコプター墜落事故
ヘリ墜落に抗議する緊急宜野湾市民大会

11月 アジア太平洋諸国友好平和モニュメント除幕式
２月 県収用委、強制使用５年の裁決（12日）
２月 戦争マラリア国家補償実現総決起大会（16日）
７月 政府、第３次沖縄振興開発計画決定（28日）
７月 Ｐ－３Ｃ基地建設で測量開始（29日）
11月 首里城正殿復元、一般公開（３日）
11月 知事、新石垣空港宮良案を表明（26日）

平成５（1993）年
２月 第５回市民福祉まつり
４月 国民年金電算新システム開始式

大山児童センター落成式
伊佐土地区画整理組合記念碑除幕式

６月 ぎのわんトロピカルビーチオープン
第１回市民体育大会

７月 市長選挙（当選 桃原正賢 三期目）
９月 第１回市内小学校・中学校陸上競技大会
10月 第１回市生涯スポーツフェスティバル

市青年会議所主催の「ゆとりとふれ愛のあるまちづくりシンポジウム」
12月 普天間リサイクル市民の会より空き缶プレス機贈呈
１月 ＮＨＫ、「琉球の風」放映開始（10日）
３月 「日の丸」裁判で那覇地裁、知花被告に懲役１年の判決（23日）
４月 沖縄で全国植樹祭。天皇・皇后としては初の沖縄来訪（23日）
９月 Ｐ－３Ｃ基地建設阻止総決起大会（27日）
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平成６（1994）年
４月 街路モニュメント除幕式（真志喜）

福祉システム電算導入稼動式
あかみち公園開園
ふてんま公園開園
歓海門開門式

６月 トロピカルビーチへ重油流出
ひまわり共同作業所開所式
８万人目市民達成記念セレモニー

７月 沖縄ビジターズビューロー発足
宜野湾小学校全面改築落成

８月 ＡＴＭ稼働
９月 沖縄電力より市文化財モニュメント寄贈

ハワイ宜野湾市人会より図書寄贈
11月 中国厦門市青年宮舞踊団公演

県立中部商業高校創立30周年記念式典
12月 博物館建設準備室開設
２月 嘉手納基地爆音訴訟第１審判決（那覇地裁）（24日）
４月 米軍Ｆ15戦闘機、沖縄市の黙認耕作地に墜落（４日）
８月 本部町長選挙でＰ―3Ｃ反対の長浜徳松当選（29日）
９月 宝珠山防衛施設庁長官、「基地と共存、共栄を」と発言、県民猛反発。

平和の礎で刻銘作業。（９日）
11月 県知事選、大田知事再選（20日）
12月 反戦地主への重課税訴訟、那覇地裁で勝訴（国側控訴）（12日）

平成７（1995）年
２月 宜野湾上原郵便局開局

市青少協創立20周年記念式典
４月 市水道局看板掲示（水道部から水道局へ）

新城児童センター落成
５月 普天間基地包囲行動
６月 小樽ドリームビーチ、宜野湾トロピカルビーチ姉妹ビーチ締結調印
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消防真志喜出張所落成
７月 宮崎県東郷町姉妹都市締結10周年記念碑除幕式
９月 市水道事業通水35周年記念式典

緑の少年団結成式
11月 第２回世界のウチナーンチュ大会

中国厦門市友好都市締結調印
３月 情報公開訴訟で那覇市勝訴（国側控訴）（28日）
５月 村山首相、強制使用認定を告示（９日）
５月 軍転（特措）法成立（19日）
６月 「平和の礎」除幕（23日）
９月 米兵による少女暴行事件発生（４日）
９月 河野外相、知事の地位協定見直し要求を拒否（19日）
９月 知事、県議会で代理署名拒否を表明（28日）
10月 少女暴行事件抗議の県民総決起大会、８万5000人参加（21日）
11月 クリントン米大統領、訪日を中止（16日）
12月 村山首相、大田知事を提訴（職務執行命令訴訟）（７日）

平成８（1996）年
１月 第１回レクレーション大会
２月 真志喜郵便局開局

宜野湾中学校創立10周年記念式典
宮崎県東郷町姉妹都市締結10周年

３月 創作市民劇「喜友名泉築造物語」
宜野湾市手をつなぐ親の会20周年記念式典

４月 まつぼっくり公園開園
普天間飛行場跡地を考えるシンポジウム
のだけ公園開園

５月 訪問看護ステーション開所（宜野湾記念病院）
６月 普天間第二小学校校舎落成式

聴覚補聴適合相談所開所（社会福祉協議会）
８月 新城区自治会ミニデイサービス開所
11月 大山小学校創立50周年記念式典
１月 芥川賞に又吉栄喜氏（11日）
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１月 県、基地返還アクションプログラムを発表（30日）
３月 代理署名訴訟、県側敗訴（25日）
３月 橋本首相、署名代行。楚辺通信所（「象のオリ」）緊急使用を県収用委に申

請（29日）
４月 橋本・モンデール会談で普天間基地の全面返還合意（12日）
４月 日米首脳会談で安保体制強化を宣言（17日）
６月 県収用委、3000件の裁決申請受理（６日）
８月 代理署名訴訟、最高裁判決で県側敗訴（28日）
９月 全国初の県民投票行われる（８日）
９月 知事、広告・縦覧代行を表明（13日）
10月 普天間移設の日米合同作業班設置（２日）
12月 米軍機、那覇沖に爆弾を捨てる（10日）

平成９（1997）年
３月 大山区公民館落成式典・祝賀会

シルバー人材センターワークプラザ落成記念式典
４月 財務会計システム稼働

おおぶき公園開園
８月 第11代宜野湾市長に比嘉盛光就任
11月 普天間中学校創立50周年記念式典
１月 名護市、ヘリポート基地建設の現地調査を拒否（21日）
２月 米軍、鳥島射撃場で劣化ウラン弾1520発使用が明るみに（10日）
２月 県収用委、第１回公開審理（宜野湾市）（21日）
４月 米軍用地特措法の改正が衆議院で可決（９割賛成）。参議院は17日可決

（11日）
７月 「日米防衛協力のための指針」（ガイドライン）改正の検討項目が22項目明

らかにされる（２日）
７月 分散移転先の北富士練習場で実弾砲撃演習始まる（３日）
８月 県、海上ヘリポート建設のボーリング調査開始（１日）
８月 名護市の市民投票推進協議会、19,734人の署名簿を市に提出（13日）
９月 空母インディペンデンス（４日）、小樽港に入港、原子力空母ニミッツ（21

日）、ブルーリッジ（27日）と全国民間港への寄港続く
９月 新防衛指針で日米合意（24日）
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12月 1944年疎開する多くの子供達をのせて鹿児島県悪石島北西約10キロで沈没し
た対馬丸、53年ぶりに確認（12日）

平成10（1998）年
１月 街づくり特別対策プロジェクトチーム設置
２月 宜野湾小学校屋内運動場落成式典

普天間小学校創立90周年記念式典
５月 普天間基地包囲行動
10月 市体育協会創立50周年記念式典
12月 世界エイズデーヤングフェスティバルin宜野湾

地域振興事業推進プロジェクトチーム設置
２月 大田知事が海上ヘリ基地に反対（６日）
４月 改正沖縄振興法が施行さる
５月 嘉手納爆音訴訟、双方が上告断念（22日）
６月 首里織りの宮平初子さん、人間国宝になる。沖縄からは金城次郎氏についで

二人目。
８月 不況深刻、失業率過去最悪
９月 異常気象でサンゴの白化現象
９月 統一地方選挙、４市で新市長誕生（13日）
11月 稲嶺恵一氏、知事に当選（15日）

平成11（1999）年
１月 日本一に輝いた横浜ベイスターズ凱旋パレード
３月 地域振興券の交付

普天間飛行場跡地利用と企業誘致を考える討論会
４月 宜野湾市立長田小学校・幼稚園が開校

ゆうせい情報プラザオープン
トロピカルハウス（トロピカルビーチ内）が落成式

６月 宜野湾市立博物館が開館
３月 コソボ紛争で北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）がユーゴスラビアを空爆(24日)
４月 第77回選抜高等学校野球大会で沖縄尚学高校、春夏大会を通じて県勢初の甲

子園制覇（４日）
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４月 沖縄サミット開催決定（29日）
８月 日の丸を国旗、君が代を国歌と定めた国旗国歌法が成立（９日）
８月 トルコで７・４、９月21日には台湾で７・７の地震が発生し、あわせて２万

人の犠牲者がでた（17日）
９月 茨城県東海村で日本初の臨界事故（30日）
11月 米軍普天間飛行場の移設先、米軍キャンプシュワブ水域内名護市辺野古沿岸

地域に選定（22日）

平成12（2000）年
３月 国道58号宜野湾バイパス（伊佐～牧港）供用開始
７月 国際平和子供サミット・インぎのわん開催

米軍関連事件・事故に抗議する緊急県民総決起大会が宜野湾市で開催
４月 介護保険制度スタート（１日）
５月 新生ロシアの第二代大統領にプーチン氏が就任（７日）
５月 ４月に脳梗塞で緊急入院した小渕恵三首相が死去（14日）

人間国宝新たに３人（琉球古典音楽の島袋正雄氏、照喜名朝一氏と芭蕉布の
平良敏子さんが認定

６月 韓国の金大中大統領と朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の金日正総書記は
平壌で初の南北首脳会談を開く（13日）

６月 雪印乳業、大量食中毒事件発生
６月 衆議院議員に東門美津子氏が当選、初の女性国会議員が誕生（25日）
６月 ヒトゲノム（人間の全遺伝情報）の解読作業完了する（26日）
７月 名護市の万国津梁館で沖縄サミット（主要国首脳会議）開催（21～23日）
10月 アクアポリス、スクラップとして1400万円で米企業に売却（18日）
11月 32年ぶり県都那覇で翁長雄志保守市政が誕生（12日）
11月 少年事件相次ぎ、改正少年法が成立
11月 携帯電話向けインターネット「iモード」が爆発的ヒット、加入台数１千万

台を突破
12月 琉球王国のグスク及び関連施設群世界遺産に登録
12月 ＢＳデジタル放送が始る

ハワイで１月に、カナダでは９月に移民百周年を迎えた
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平成13（2001）年
１月 宜野湾市ホームページ開設
４月 ぐんばる公園開園
５月 宜野湾小学校創立120周年記念式典
６月 宜野湾市国際交流協会設立
７月 宜野湾市長に比嘉盛光再選
１月 中央省庁再編により、沖縄開発庁は内閣府沖縄担当部局に移行（６日）
１月 米国43代大統領に共和党のジョージ・ブッシュ氏就任（20日）
２月 ハワイ沖で宇和島水産高校実習船「えひめ丸」が米原子力潜水艦と衝突、９

人が亡くなった（９日）
５月 らい予防法違憲と判断、90年間にわたる終身絶対隔離政策をつづけた国を断

罪。国は患者らに正式に謝罪、補償法も成立（11日）
６月 大阪・池田小学校に男が乱入、23人を殺傷。学校の安全性が問われた(８日)
７月 那覇市情報公開で国敗訴（13日）
９月 米国同時多発テロ起こる（11日）

米テロで沖縄旅行キャンセル相次ぐ
９月 失業率過去最悪の９．４％

米軍関連事件が多発
10月 臨時国会でテロ対策特別措置法成立
11月 宜野湾市の沖縄コンベンションセンターで第３回世界のウチナーンチュ大会

が開かれる（１～４日）

平成14（2002）年
１月 初の女性模擬議会開催
３月 移動図書館「ちゅらゆめ号」稼働
４月 情報公開条例・個人情報保護条例スタート
７月 市制施行40周年記念式典

市立図書館で証明書交付スタート
宜野湾市から31年ぶりに中部商業高校野球部が甲子園へ出場
子ども議会が市議会本議会場で開催

８月 中国厦門市市立鷺江大学へ神里睦子さんを初の留学生として派遣
９月 はごろも学習センター開所
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市議会議員定数改正後、初の30議席決まる
内閣府沖縄・北方担当大臣主宰による「基地跡地対策協議会」発足

10月 若者達の意見を市政へ「21世紀まちづくり委員会」発足
「東洋大平洋スーパーバンタム級王者」仲里繁、タイトル初防衛
宜野湾市人材育成交流センターと宜野湾市情報センター工事同時着手
ぎのわん平和・歴史写真展開催

３月 自立型経済へと目標を移した沖縄振興特別措置法が国会で成立（29日）
４月 仲里村と具志川村が合併、久米島町が誕生（１日）
７月 普天間飛行場代替埋め立てで合意（29日）
８月 オリオンビールがアサヒビールと包括的業務提携で合意

長期不況で雇用不安続く
11月 本部町国営海洋博記念公園内に沖縄美ら海（ちゅらうみ）水族館オープン

（１日）
12月 泡瀬埋め立て工事に着手（19日）

平成15（2003）年
１月 宜野湾・西原・中城三市町村合併任意協議会設置
４月 人材育成交流センター「めぶき」オープン

第13代宜野湾市長に伊波洋一就任
５月 宜野湾ベイサイド情報センターオープン
６月 中学２年生殺害で４人を逮捕・補導（23日）
８月 モノレール開通（10日）
９月 台風14号、宮古で猛威をふるう（10、11日）

平成16（2004）年
８月 沖縄国際大学に米軍ヘリ墜落炎上（13日）
９月 米軍ヘリ墜落事故に抗議する市民大会（12日）

プロゴルファー宮里藍、プロ１年目で大活躍
自治体の財政が危機に
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編集後記 （活動編）

平成14年７月１日に市政施行40周年の節目を迎え、さらに平成17年３月末を目途に
中城村、北中城村、西原町との市町村合併の協議が進められる中、戦後からこれまで
の宜野湾市（村）の議会活動の歴史をまとめ、後世に残すべく、議会事務局職員全員
で平成15年１月から議会史編さん事業に取り組んでまいりました。市町村合併をにら
みながらの期間的なことやその作業時間を議会開催の合間に合わせる等、非常に厳し
い中での取り組みとなりました。
活動編については、議会史発刊に向けての座談会を企画しましたところ、６名の歴
代議長の皆様に御出席いただき、大変貴重なお話を聞くことができました。さらに、
歴代議長及び叙勲受賞者並びに議員代表の９名の皆様に議員在職中の思い出などにつ
いて、原稿依頼をいたしましたところ、快く貴重な体験談を寄稿していただきました。
編さん作業はかなりの時間を要するものでありましたが、職員自らも議会の歴史を
学ぶすばらしい機会となりました。
活動編を発刊するに当たりまして、貴重な写真、資料の提供をいただきました市当
局を初め、市教育委員会、沖縄タイムス社の皆様に感謝いたしますとともに、御協力
を賜りました株式会社東洋企画印刷並びに関係各位に対しまして、衷心より御礼申し
上げます。
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参考文献（第二次大戦後～平成まで）
『宜野湾市史』第１巻 通史編
『宜野湾市史』第７巻 資料編６

新聞資料集成Ⅲ・上（1945～1958）
『宜野湾市史』第７巻 資料編６

新聞資料集成Ⅲ・下（1959～1971）
『戦後初期の宜野湾―桃原亀郎日記』
1945年～1971年は上記より転載、一部要約引用しました。
宜野湾市史別冊 写真集「ぎのわん」
市報 ぎのわん 縮刷版
宜野湾市勢要覧
『沖縄百科事典』

協力
宜野湾市教育委員会
沖縄タイムス社
沖縄県立博物館
深澤秋人 氏

宜野湾市議会史 活動編
平成18年３月31日 発行

発 行 宜野湾市議会
編 集 宜野湾市議会事務局

〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩一丁目１番１号
電話（098）893－4411

編纂印刷 株式会社 東洋企画印刷
〒900-0024
沖縄県那覇市古波蔵４－１－１
電話（098）831－7404


