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1936年11月

日本最西端の島、与那国町で出生

1963年

沖縄県祖国復帰協議会・事務局長

1969年

琉球政府職員で組織する沖縄官公庁労働組合書記長

1972年10月

沖縄県職員労働組合副委員長

1974年

同書記長

1974年

同執行委員長

1978年11月

沖縄県企画調整部・企画調整室へ職場復帰

※県立芸術大学、沖縄コンベンションセンター、人
材育成財団等の企画を担当。

1983年5月

沖縄県庁を退職、沖縄県労動組合協議会・事務局長に就任

※米軍用地20年強制使用反対東京行動・訪米直訴行動、
嘉手納基地包囲行動等を企画

1990年12月

大田昌秀知事就任に伴い、政策調整監に就任

1993年10月

沖縄県副知事に就任

※政策調整監・副知事として、国際都市形成構想・基地
返還アクションプログラムの策定・経済特別区の導入、

また雇用開発推進機構の設立等の政策を立案。
村山政権で「沖縄米軍基地問題協議会」を閣議決定で
設置させ、さらに橋本政権では全閣僚と県知事で構成
する「沖縄政策協議会」の設置に尽力。

1997年10月

沖縄県副知事を退任

1998年9月

沖縄県地方自治研究センター理事長に就任

2000年9月

沖縄県地方自治研究センター顧問に就任

2001年5月

沖縄21戦略フォーラム代表就任

※「沖縄21戦略フォーラム」ホームページより作成
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第1回

日

時＝1999年11月15日（2時間）

場所＝沖縄県地方自治研究センター

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

話し合いを持ち︑そういうところで物事の方向を決めていくとい

佐道

とめ方をしていたようです︒それでいて︑議会の議長とか議員と

いさんあたりは︑︑地域の政治的な力を持っていたし︑そういうま

う役割を持っていたようです︒ですからそういう意味で︑私﹁のじ

かもいろいろ細かいこともございますので︑年表等を参照しなが

か︑あるいは役場の町長とか村長というポジションはやっていな

■吉元家のルーツ

ら随時お聞きしていきたいと考えています︒今日はそこまで行か

い︒そういう意味では大変珍しい存在だったんですね︒

⁝⁝副知事になられてからの後の問題は非常に複雑で︑し

ないと思いますが︑こちらで作りました年表がございますので︑

ストリーは︑生まれたときからのお話を伺うということでやって

グラウンドをまずお伺いしたいと思います︒私どものオーラルヒ

今日は伊藤教授からもお話がありましたように︑先生のバック

はいなくなるというようなやり方をする︒しかし私のおやじの時

思議な存在なんですが︑たまたま複数の男性が生まれると︑一人

吉元家というのは︑男一人でずっと続いてきた家なんですね︒不

じもじいさんも私に言わなかったこどだが︑なんとなく与那国の

それには一つルーツがあるような気がして︑それ以前は︑おや

おりますので︑まさにお生まれになった頃からお聞きしたいと思

ご参照いただければと思います︒

います︒

が太平洋戦争時にフィリピンで亡くなったということで︑親父が

代になりますと︑それは戦時の話ですが︑不幸にして弟になる人

先生のこ略歴等々を拝見しますと︑昭和十一年与那国のお生ま

ったんですが︑もともとご親戚はみなさんあちらの方だったのか

ーツは福建にあるというようなことをおっしゃっておられると伺

うことで︑初めて民主主義の世の中になったとみんな笑うぐらい

私の時代になって︑男二人で︑結婚の時に弟が戸籍を分けたとい

家は分家されていないんですね︒戸籍上︑吉元家は一つなんです︒

一人で続く︒そういう意味で︑たしかに親父の時代までは︑吉元

とか︑家族構成ですとか︑そのあたりからお話を伺いたいんです・

なんですね︒

れで︑台湾に近いところですね︒ご講演のときなどに︑先祖のル

が︒

そういう流れからすると︑はっきりはしていないんだけれど︑

わが家は︑与那国の一番大きい集落である︑いまは不納の一部で

私の家は与那国でも少し古い方に入るようです︒おふくろ

の方も︑相当長いこと与那国にいるわけです︒もともとどこがル

すが︑浦野というところがあるんです︒その浦野の按司だったと

吉元

ーツかというのは︑実は私自身つい最近︑周囲の人から教えられ

る苦七い課題︑例えば納税の問題とか︑村に関わる重要な事業を

ゆる同志会というものがありまして︑そこで与那国にかかってく

の行政とは別に︑住民自体で作った自治組織みたいなもの︑いわ

そういうことからいうと︑私のじいさんあたりですが︑与那国

伊藤

ですね︒

ていたという言い伝えを︑私は親父から聞かされた経緯があるん

きりしたルーツが見えない中で︑じいさんがそういう仕事をやっ

に首里から派遣された役人だと言われているんです︒それもはっ

いう話ですね︒按司というのは︑琉球国時代に地方を治めるため

決めていたんです︒本来なら行政︑議会︑役場がやるべき課題な

吉一兀

ることになるんです︒

んですが︑そういうことがまだ歴史的に馴染めなかった時代だと

そう言われているだけの話です︒そういう意味で吉元家は︑祖父

﹁按司﹂ですね︒それも︑事実関係はわからないんです︒

アジというのは漢字があるんですか︒

思うんです︒たぶん家のじいさんが︑村全体を集めて︑直接的に
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でつながるん．です︒そういう意味では︑私自身の与那国との関わ

特に親父が政治には手を着けるなということもあったりして︑私

ただ与那国に対する思いというのはある︒祖父のこともあって︑

り︑実際に与那国で生活したのは︑﹂生まれた時期と︑戦後帰って

の時代に︑戦前戦後を通じて︑与那国のいくつかの大きな課題を

だのは︑祖父の政治的な仕事で︑いつも田や畑などの財産をなく

は︑高校を卒業して琉球政府時代に職場に入ったのが︑今は気象

まとめてきた︑あるいはそういう役割を負っていたけれど︑親父

していたことに対する抵抗と︑それを買い戻すということで商売

台ですが前の石垣島測候所です︒そこで当初六ヶ月近く︑賃金が

きた一年半ぐらいだけで︑あとは西表であり︑台湾であり︑石垣

人になったと聞いているんです︒︑これは親父の口癖ですが︑﹁お

ない中で仕事をさせられたということがあったりしました︒

の時代になって︑それがいやだった︒親父は︑与那国で生まれて︑

まえは政治の道に走るな﹂ということです︒そういう意味で︑私

賃金がないというのはどういうことですか︒

市であり︑那覇である︑ということになる︒

が生まれたときから︑親父は地域との関係をあまり強くしないよ

伊藤

賃金の支払いがない︒つまり正式採用ではなかったけれど︑

那覇に来て︑那覇の商業学校を特待生で卒業した︒その道を選ん

うな関わりをしていた感じです︒

吉元

するために︑那覇商業を出た後︑家族ぐるみで西表に移るという

いた︑野田炭坑というのがあるんですが︑そこの会計事務を担当

からすると当たり前だったんです︒ですからそういう仕組みがど

に出るという形だったんです︒そういう勤務形態は︑当時の事情

職場では正式採用した上で仕事をしながら︑実は辞令が六ヶ月後

ですから︵私が︶生まれてすぐ︑親父は西表で炭坑を経営して

こともあった︒ですから︑祖父の家庭とは違う形の生き方をずっ

ら石垣にいた一番最後の段階︑つまり一九五八︑五九年あたりは︑

体では琉球政府の職場で労働組合を作り始めた時期です︒ですか

の石炭を売るための支店ができて︑そこに移ったので︑私は物心

琉球政府の八重山郡に勤務している職員をまとめた労働組合の結

うにも我慢できなかった︒しかも︑気象台に入った時期︑沖縄全

ついたときから台湾の基隆で育っていみんです︒そういう意味で

成に参加し︑そこで執行役員になった︒

とした︒その後︑親父の仕事が台湾に移りました︒台湾もかつて

は︑私と与那国との関係は︑実はそれほど地元には長くいなかっ

伊藤

は日本の植民地で日本が支配していたわけですから︑そこに西表

た︒生まれてすぐ移っていますからね︒たぶん︑三つぐらいの時

吉一兀

が全部帰ってきたわけですからね︒一時期︑一万七千近くに人口

いんです︒そこでは食えないわけですから︒海外に行っていた者

国に帰ってきたけれど︑それでも一年半ぐらいしか与那国にいな

それで戦後︑敗戦によって台湾から引き揚げた︒文字通り与那

では煙たがられた︒労働組合を結成していなかった那覇の琉球気

合の中心メンバーとして動き始めた時期ですから︑そういう意味

どうもそうではなかったようです︒つまり八重山における労働組

というのは一種の栄転の取り扱いをするんだけれど︑私の場合は

那覇に転勤を命じられるんです︒ふつうは︑地方から本庁に来る︑

合の役員を担当するようになって︑なぜか知らないけれど︑私は

あの時は四百人ぐらいだったと思います︒その後︑労働組

どのくらいの数がいたんですか︒

に移ったと言われています︒

が増えた時期があるんです︒その時に与那国町になったというこ

そういう意味で︑幼いときから与那国に十分に関われなかった

象台の方に移された︑ということですね︒

とです︒今は人口千八百人ぐらいの町ですけれどね︒

そういうとき︑親父は石垣島・石垣市に移るということで︑そ
こで︵私は︶小学校卒業︑中学校卒業︑高校卒業というところま
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に参加したこと︒そのことが︑石垣から那覇の方に転勤させられ

か︑自分の賃金がないことに対して怒りを覚えて︑労働組合結成

ということ︑その後仕事に入った中で労働組合に目覚めたという

いんです︒

だということがわかってきたけれど︑まだそこに行ったことはな

建省では︑彼らも知っているけれど︑私もどうもルーツは福建省

から︑吉元家が出て来たということまではっきりしています︒福

しない︒もともとから与那国だと言っている︒吉元家に中国との

しかしそうは言っても︑与那国の私の親戚は︑全くそれを信用

ることに︑どうもつながった︒那覇では琉球気象台に労働組合が
つくられていなかったので︑直ちに労働組合をつくる運動をやっ

た︒大田県政ができたのは一九九〇年ですが︑沖縄が北︑つまり

経済交流をやろうじゃないかということで︑これは私の発案でし

入って政策調整監をやった時期なんです︒それは福建省との問で

から言われたのは︑実は大田県政をつくって︑同時に私が県庁に

吉元

伊藤

僕がルーツとして福建省との関係に気づく︑あるいは周辺

虎を放ったような感じですね︒

がいる︒それかち奄美にはいないですね︒鹿児島にはいるんです︒

村合併がされたけれど︑屋部というところがあって︑そこに吉元

本島の北の方に名護というところがありまずけれど︑そこで市町

ですが︑この那覇にも吉元家があるんですね︒もうひとつは沖縄

吉元

伊藤

そうじやないんです︒これがさっきのルーツとの関係なん

吉元という姓は︑先生のところしかないんですか︒

つながりがあるはずがないと︑今でも否定しています︒

日本ばかり見ていたのではどうしても追いつけない︒所得は少し

それから長崎にあるんです︒博多にもあるんです︒同時に︑沖縄

た︑という流れなんです︒

低くても︑地理的・地政的な条件を頭に置いて︑アジア・太平洋

県庁に入った後︑大田県政の下で福建省とのつながりをつくり

ら出て中国に行く一日の行程で久米島というのがあるんですが︑

本島
のAPEC︑ASEANの動きなどを見ながら︑今後はきわめ
ての東海岸にひとつあるんです︒それからもうひどつ︑那覇か

ながら︑そのことをあちこちから言われた︒つまり私が中国と六

そこに吉元があるんです︒あとは与那国の吉元︒それから︑波照

その時に福建省の方から︑どうも﹁吉元さんのルーツ﹂は︑と

〇〇年の交流の歴史を再度二十一世紀に向けて作り直したいとい

近いところである台湾︑六百年目交流の歴史がある福建省・中国

いう声が出たりした︒それを聞きながら︑私︑本当かな︑という

う申し入れを中国にする︒そうすると沖縄の経済界が︑本当に中

間島︑琉球の一番南ですが︑ここにも吉元がいるんです︒これを

感じで︑県の教育庁文化課に何かあるのかと調べさせたりした︒

国との経済交流ができるのかと興味を持つ︒その中心で旗を振っ

との経済交流︑文化の交流をもう一度やり直すことによって三角

そうこうしているうちに︑どうもルーツはそこらしいということ

ているのが吉元だ︑あいつはなんだ︑という話が広がるんでしょ

全部つないでみると︑どうも関連がありそうだという話になって︑

で︑かつての中国から琉球に入った家系図がいくつか残っている

うね︒結局︑沖縄の中でもそういう関係を調べている連中が︑ど

貿易をしたい︒つまり﹁蓬莱経済圏﹂をつくろうという政策を大

ということも言われて︑その中の一つにどうも吉元という名前が

うもあいつは中国との関係があるようだと︒この話がだんだん高

そこから私の疑問も解けた︒何か関係があるはずだと︒

あるようだ︑ということだった︒そこで早急に確認したわけでは

まっていって︑私がそれに気づくということになった感じがしま

田の一期目の選挙の時から掲げていたものですから︑その実践の

なくて︑ただ沖縄でまとめられた︑中国福建省から来たいくつか

ために福建省との交流を始めた︒

の姓の一つに︑﹁玩﹂と書いた人がいる︒その人の二代目あたり
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ね︒今でも与那国町と︑台湾の東海岸にあります花蓮︵カレン︶

また与那国からしますと︑たくさんの人が台湾で生活したから

先月でしたか︑﹁沖縄で中国福建省と沖縄の交流のいわゆるサミ

とは友好都市です︒それから石垣市と蘇湊というところは同じよ

すね︒

ットがあったんですが︑これに中国福建省からたくさん人が来て︑

うに友好都市です︒そういう意味では特に八重山と台湾との関係

は︑あの時代から台湾は働く場所であったし︑勉強に行くところ︑

その団長がここにも来ていました︒こんにちまでこの交流をつく
ってきた僕に対するお礼と︑もうひとつ︑﹁早く来てください︑

学校に行くところだったんです︒

それは日本語の学校ですね︒

そうですね︑小学校の三年です︒

台湾時代はまだ子どもですか︒

連れて行きますから﹂と言っていました︒

伊藤

吉一兀

伊藤

私の質問項目に書いておいたんですが︑沖縄戦自体は経験

■台湾時代
佐道
吉元

伊藤

そう言われていたんですね︒それで三等国民というのが台

琉球は別なんですか︒

日本人なんですね︵笑︶︒それから二等国民が琉球なんです︒

台湾にはいくつかありまして︑変な話ですが︑一等国民が

たので︑たいへん厳しい中で山の中に疎開をして︑敗戦と阿仁に

吉元

﹁吉元

台北に出てきました︒親父が台北にあった日本軍の司令部におり

湾人なんですね︒私たちはどちらかというと︑住んでいるところ

されていないんですね︒

ましたのでね︒親父は除隊して︑そこで合流し台湾の東海岸にあ

もそうですが︑それほど台湾の人とは違和感がないし︑基隆でも

私は︑敗戦の時は台湾にいたんです︒台湾の基隆にいまし

る蘇漢︵スーアオ︶というところに行き︑蘇湊から与那国まで︑

学校で︑沖縄も入っていい学校でした︒そこで学校に行ったわけ

隣が憲兵隊であっただけに︑日本人とも違和感がなかった︒僕は

その船は何なんですか︒

です︒学校そのものは︑文字通り日本人だけの学校でした︒

百十キロ︑真東に船を走らせれば与那国ですから︑それで帰って
伊藤

与那国の漁船です︒カツオ船です︒台湾にいた与那国の出

小学生でしたが︑学校に行くときも︑台湾人学校とは別の日本人

吉元

伊藤

きたんです︒

身者を与那国に連れ戻すためにその港に来ていて︑それに乗って

わけですね︒

言語として︑向こうの言葉を覚えるというチャンスはない

きたんです︒

佐道

その頃の話もたいへん面白いんですが︑組合の活動をされ

■組合活動時代

でした︒

ら︑それ以前から日本語を使っているので︑違和感はありません

していた時代ですからね︒私自身は沖縄に住んでいたわけですか

チャンスと言うより︑それは否定されていました︒植民地

吉元

吉元先生はいま李登輝さんとも親しいと伺っていますが︑

佐道

時代で︑むしろ日本語を向こうの人にも使わせるという形で徹底

そうなんです︒結果として︑台湾の方と会うことになって︑

台湾との関係は幼少の頃からあったんですね︒
吉元

﹁吉元さん︑台湾におったらしいね︒与那国らしいね﹂というこ
とを︑向こうが事前に調べていたんでしょうが︑そういう話が出
る︒そういう意味では︑ある種親しみを感じて話をしてもらった
経緯があります︒もちろん僕自身は︒台湾といヶのは自分が育っ
たと一ころでもありますから︑違和感はほとんどないですね︒
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︑をされていたわけですね︒

公式的には認められていなかった時代で︑そのころから組合活動

るという話ですね︒直接的に米軍統治下での組合活動というのは

ェックされて︑労働組合として認めないという事例がたくさん出

つけて届出をしなければならないわけです︒それで役員名簿がチ

では︑布令一四五号によって労働組合の設立について役員名簿を

地方公務員法というのはない︒つまり文字通り︑琉球立法院でつ

r吉元 労働組合を結成する根拠法としては︑琉球政府職員の場合
は︑琉球政府公務員法というのが唯一あったんです︒市町村には︑

た時期だったんですね︒

ぶか︑組合が自主的に役員を選出するのか︑これが非常に問われ

くっていくにあたっては︑アメリカの許容する人を役員として選

たんですね︒ですから文字通り︑あの時代に民間で労働組合をつ

くる労働三法以前は︑労働組合をつくるというと︑民間も含めて
いわゆる布令によって資格が認可されたんです︒布令一四五号だ

すから︑琉球政府公務員法で職員団体をつくっていいというのが

す︒ただ私たちの場合は︑私自身が働いている職場は琉球政府で

で︑大々的にその布令の不当性を追及した︒布令一四五号の﹁死

をやるといってやった労働組合もあった︒その労働組合運動の中

可されなければそれでいいと︑﹁違法な状態﹂だけれど労働運動

rそういう中で︑たぶんにアメリカの理解を得て労働組合として
民間の企業の中で頑張っていこうという組合もあったし︑いや認

あったわけです︒で私たちは合法的につくりました︒

文化闘争﹂といったんですが︑結果的にその布令は廃止されなか

ったか︑労働組合の認可というのがありました︒そういう時代で

そうは言っても︑組合の役員になるとかそういう活動をすると

あと︑琉球立法院が労働三法をつくって︑労働委員会に労働組合

ったけれど︑事実上発動もしないという状態になるんです︒その

が言っていたいわゆるアカ︑共産党というレッテルが貼られるの

の届けをすれば︑そこで労働組合の法的な身分がとれるという状

いうのは︑地域社会から見れば大変なことで︑あの頃はアメリカ
は当然でしたね︒だから私たちが琉球政府の労働組合を作ったと

況が出てくるんです︒

まで︑沖縄官公労は︑革新運動と一緒にやってはいるけれど︑特

組合鳳特定の政党との関係はつくらなかったんです︒これは復帰

いう情勢かち︑琉球立法院が労働三法をつくって︑労働組合が三

運動をしていた︒アメリカの布令が優先的に支配していた︒そう

の法律があったわけではなく︑むしろそういう布令を持ちながら︑

．ですから沖縄の労働運動の場合︑最初から労働者の保護のため

きに意識したのは︑政党の支持協力関係は取らないという形で︑

定の革新政党とは支持協力関係はつくっていなかった︒これはあ

つびらにまかり通るようになっても︑文字通り︑琉球政府の労働

純粋に琉球政府の労働組合であるということで︑沖縄官公庁労働

る種︑あの時代における私たち公務員労働者の生き方です︒

ていくんです︒こういうことを私たちはやっていました︒労働組

況を改善させるために︑いわゆるオルグをして労働組合をつくっ

ているという形で︑労働組合を認めたとしても︑いちいち介入し

六号というのがあって︑これは完全な許認可権をアメリカが持っ

一方︑米軍基地で働いている基地労働者に対しては︑布令＝

組合の役割が大きかったということでしょうね︒

合の仲間意識ですね︒私たちが特定の政党と関係がないという安

ていこうということがありました︒ですから︑当時︑基地の中で

しかも公務員労働者であった私たちが︑民間の職場の劣悪な状

心感が︑対企業との関係︑対労働者との関係で︑私たちの戦略的

働いている労働者の組織︑労働組合をつくっていくというのは相

当時間がかかりましたね︒大手を振って︑基地の労働者が労働組

な意義が理解されたという気がしますけれどね︒しかしそうは言
っても︑民間の労働組合は当時︑民政府つまりアメリカとの関係
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合全体と一緒に共闘するようになったのは六〇年代︑六四︑六五
年からですね︒それまでは内々で運動しているというだけでした︒

っとあった︒その頂点にあったのが総評ですね︒総評と︑沖縄の

労働組合のセンターである沖縄県労働組合協議会︵沖縄県労協︶

ということは︑本土の労働組合︑労働運動との関係も︑な

力関係を持たなかった意味も︑むしろそこにあったと思いますね︒

から私たちは琉球政府の労働組合をつくって︑特定の政党との協

れていた政党で︑それに対する攻撃は非常にシビアでした︒です

というのがあって︑これが比較的︑日本共産党とひとつだと見ら

日本共産党と組織上のつながりはなかった︒沖縄には沖縄人民党

ものを見ていたということがありましたね︒当時︑沖縄の政党は

カは︑共産党の指導という点にのみ目を向けていた︒それ一色で

問題を提起する︒それで国際自由労連が調査団をつくって沖縄に

される︑ということをその場を通じて問題にしふ国際自由労連に

件に置かれている︑労働組合さえアメリカの布令によって許認可

問題を取り上げるきっかけはでてきた︒沖縄の労働者が劣悪な条

ですから独立した運動をしていたけれど︑少なくとも総評が沖縄

総評加盟になりました︒だけど︑運動的な意味では全く違うわけ

労働組合が申請する︒大会に代表者が呼ばれる︒結果としては︑

盟を決めた︒これが一九六一年です︒総評直接加盟を琉球政府の

沖縄官公労が大胆な方針を出したんです︒つまり総評に直接加

がつながっていたわけです︒

佐道

当時の労働組合をつくるにあたって︑支配者側であったアメリ

るべく︒

乗り込んでくるという形を取らせたんですね︒そのためには︑沖

その通りです︒まずひとつは︑日本の労働者が関わってい

吉元

縄官公労が総評に加盟すると同時に︑沖縄官公労として単独で国

これは果たしてうまく行くのかという問題がありました︒一国

・際自由労連に加盟したわけです︒

る法律は︑日本国憲法から労働法︑公務員法と︑いろいろなもの
がある︒これは日本国憲法が適用される範囲の話ですね︒沖縄の
場合︑日本国憲法が適用されていない︒これを︑同じ組合を一つ

働組合をつくって︑もし沖縄が一つの支部だとしても︑沖縄で労

という話は法律的に関わりないわけです︒日本がもし一体的な労

すね︒友好関係はつくれたとしても︑労働組合の支部組織を作る

吉元

伊藤

まさにそうですね︒沖縄の労働運動には二つの視点がある

かなり例外的な単位なんですか︒

官公労の国際自由労連加盟ということが実現するんですね︒

ド︑シンガポールの皆さんが相当バックアップしてくれて︑沖縄

れはアジアの労働組合︑自由労連加盟の労働組合︑とりわけイン

一団体︑ナショナルセンターが入るところですからね︒しかしそ

働事件があった場合︑︑それを救済するための法律は日本にはない

わけです︒ひとつは総評︑日本全体の中から沖縄の労働者に対す

作るということがどういう意味を持つのか︒実効性がないわけで

わけですね︒治外法権ですから︒そういう意味で私たちの労働運

労働政策に対するチェック︑という二つを入れた︒そこで沖縄の

動は︑文字通り自前で︑沖縄の中で労働運動を作りあげていくの
しかしそうは言っても︑・労働問題にはインターナショナルな課

労働者は︑国際自由労連に加盟した沖縄官公労を通じて︑国際自

る支援︑もうひとつは国際的な環境の中でアメリカによる沖縄の

題もあります︒港湾での労働争議はハワイにも影響する︑日本に

由労連の沖縄事務所をつくらせるんです︒これが相当大きな意味

が最大の目標だったわけです︒

も影響するわけですから︑そういう意味を含めて︑沖縄の労働組

を持ちましたね︒ですから︑国際自由労連の初代の所長は︑米国

人でダニエルという人がおりましたが︑彼がものすごく活動し︑

合は友好関係として︑類似する本土の労働組合とのつながりは持
っていたんです︒組織的上下の関係はないけれど︑友好関係はず
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ほど言った基地に働いている労働者を本格的に組織化していくき

は直接的な介入はできなくなったという状況をつくりあげた︒先

沖縄の労働組合を国際的な監視によって守った︒アメリカもそれ

四︑六五年と足かけ三年間︑復帰運動を直接指導しました︒これ

会︑これは県民組織ですが︑そこの事務局長を担当し︑六三︑六

従をやったのが︑六三年です︒その直後に︑沖縄県祖国復帰協議

通局労働組合の副委員長に入っています︒そして書記長どして専

は事務局長としてですが︑兼務です︒

っかけも︑それによってできたんです︒

吉一兀

先生ご自身も︑総評単独加盟とか︑一連の活動に関わって

佐道

伊藤

吉元

台の気象職という技術職でもあるので︑休職をして組合の専従役

身分は一応公務員だったわけでしょう︒

おられたんですか︒

合の結成に参加し︑その後執行部に入り︑活動を本格的にやる時

員をした︒官公労の専従役員をやりながら︑同時に復帰運動の県

もちろん在籍専従制度がありましたからね︒ですから気象

期に那覇に飛ばされた︒那覇で琉球気象台で労働組合がつくられ

民組織の事務局長を兼務していたとはいえ︑もっぱら復帰協の仕

そうですねつ私は︑八重山地区の琉球政府の公務員労働組

ていなかったので︑そこで労働組合を組織化して︑琉球政府の一

佐道

事が中心になりました︒

縄官公労の中での役割を果たしていくんですね︒そういう意味で

十四︑五歳の頃ですか︒

つの局の労働組合に加盟した︒そこの組合の役員をしながら︑沖
は六〇年代の初めの頃は︑私も国際自由労連の労働講座などを希

■復帰協

事務局長になられてから後は特に︑ということですね︒二

望しました︒インドのカルカッタであったんですが︑私は行けま
せんでしたが︑沖縄からは三︑旧名行っています︒そういう交流

吉元

復帰協をやったのが︑二十七︑二十八︑二十九歳の三年間

を通じて沖縄の問題を訴えるとか︑あるいは国際的な労働条件を

だったと思います︒私にとってはいちばん苦しい時期だったかも

しれませんね︒労働運動を那覇でやり始めて︑軌道に乗り始めて︑

学ぶということもやりました︒

そういう意味では総評加盟にも積極的でしたし︑同時に国際自
の異常なアメリカの支配の実態と︑それを踏まえて日本復帰︑沖

活を守るということであるし︑家族の福祉をどうするかという問

労働組合の本来の仕事というのは︑組合員の権利︑あるいは生

同時に復帰協の仕事をやって︑全県を走り回りましたからね︒

縄返還についての国際自由労連の取り扱いを求めたり︑それはい

題ですから︑ある程度見えるんですね︒活動の計画もつくれるん

由労連加盟にも積極的にしました︒国際自由労連を通じて︑沖縄

ろいろやりました︒国際自由労連という場は︑日本復帰を決議す

ですつ一方︑復帰運動というのは県民運動で︑文字通りいろいろ

働組合も入っている︒そこで一つの方向をつくらなければいけな

る場ではありませんが︑少なくとも当時の日本の国際自由労連に

どの段階からか専従になるわけですか︒

い︒その場合︑目標はただ一つ︒一日も早く祖国復帰することで

な意見があるわけですから︒PTA連合会から遺族連まで復帰協

伊藤

那覇に出て来たのが﹁六〇年安保の年﹂ですね︒そしてア

加盟している産別労働組合の皆さんの熱い支援︑．沖縄に対する大

吉元

すね︑日本に復帰するために何をするか︒アメリカ支配から脱却

に入っていたわけですからね︒もちろん政党も入っているし︑労

イゼンハワー大統領が来た年ですね︒それから組合を作って︑た

するために︑︐例えば﹁沖縄県﹂という言葉を使おうとかですね︒

きなテコ入れがあったのは事実です︒

ぶん六二年あたりから私は︑琉球政府の一つの局であった工務交〆

13

当時はアメリカが﹁琉球﹂という言葉を使わせようとした時代で
すからね︒だから琉球人だという︒

頃はアメリカによって相当嫌がらせがありましたし︑それは辛い
ものがありましたね︒

具体的に︑その嫌がらせというのはどんなことをやるわけ

ですか︒

伊藤

が︑このパスポートには︑国籍は﹁琉球﹂で︑﹁琉球人﹂と書い
吉元

私たちが沖縄から本土に行く場合にパスポートが要るんです
てあるんですね︒そして私がソ連に行ったときには︑沖縄から出

中心になって1愛唱歌集というのをつくるんです︒これがアメ

リカから否定されて︑これをつくった当時の沖縄教職員会の会長
だった屋良さんがマークされるというようなことが起こるんで

をまとめて︑一学校で正式にまだ認められない時代に教職員が

例えば学校の先生は︑学校で歌う文部省唱歌みたいなもの

﹁るときには琉球人︑東京で住民登録を行ない︑戸籍を作った形に
し︑それで外務省にビザの申請をする︒それで﹁日本人﹂として
今度は日本のパスポートになるわけですか︒

．行くわけです︒

伊藤

に県民に対してものすごく宣伝したんですね︒

まえたちは日本とはちょっと違うよ︑ということを戦後の一時置

ですね︒．そういう時代で︑アメリカ自体が琉球人だ︑琉球だ︑お

スポートで帰ってくる︒ですから二つのパスポートがあったわけ

ってきたら︑それで終わりですね︒また沖縄から持っていったパ

動のシンボル化したわけですね︒それには政党からの批判もあっ

という運動をしたんです︒それはまさに日の丸というのが復帰運

です︒私自身が復帰協の時代に︑文字通り日の丸の掲揚を認めう

だから初期の頃は︑君が代は別ですが︑日の丸を掲げた運動なん

して︑なぜ日本人としての教育が悪いのかという形で対じする︒

アメリカとの溝は深くなっていった︒それを県民がアメリカに対

す︒ですから学校の先生たちが日本の教育を志向すればするほど︑

そういう時代の流れの中で復帰運動を一体どうつく．っていくの

たけれど︑県民の一つの方向をつくるには最大の効果があったわ

そうなんです︒それは日本発でモスクワをずっと回って帰

かということです︒一つは教育問題です︒子どもにどういう教育

けですね︒

吉一兀

をするのか︒学校の先生が立ち上がった︒ですから︑琉球立法院

するんですが︑最終的にはできたんです︒ですから日本人として

す︒これは屋良朝苗さんが先頭に立ったが︑不発に終わったりも

かということでした︒それはわれわれの日本人としての復帰運動

し私が関わった六三〜⊥ハ五年は︑まさに日の丸をどう掲げさせる

う中味の復帰をするのかというふうに変わっていくんです︒しか

からは否定されて︑むしろ単なる日の丸運動ではなくて︑どうい

しかしこの日の丸運動も︑復帰が現実化する一九六九年あたり

の教育というのが︑あの時県民が抱えて﹂いた最大の課題だったん

でA教育基本法を作らせようではないかという運動が起こるんで

です︒同時に︑もちろん日本語の教育ですし︑日本の教科書を使

ですからアメリカからの圧力というのは相当厳しいものがあり

乏しては当然のことで︑日本国憲法の下に復帰するんだという象

味での違いはあったにせよ︑少なくとも日本人として教育してい

ましたね︒例えば正月に日の丸を掲げる運動をすると︑︑それをア

いたいということですね︒ただ残念なことには︑日本の教科書は︑

くんだというふうに県民的な意識は変わっていった︒だから復帰

メリカの兵隊が破って捨てるということがたくさん出ました︒こ

徴として使ったというのが事実でしょうね︒

運動というのはそういう意味では必然的で︑県民に行動を共に呼

れがまた社会問題になった︒アメリカもベトナム戦争に入り込む・

円で書かれているけれど︑沖縄はドルでしたからね︒そういう意

びかけられる内容だったんで七ようね︒しかしそれでも︑初期の
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それからもうひとつは一九六七年ですか︑私がソ連に行くとき

ますからね︒

否すると大変なことになりますから︑団長が行かないことになり

としては︑アメリカとしても出した方が得だったんでしょう︒拒

出るかでないか︑ぎりぎりまで厳しい状況がありましたね︒結果

ポートを取ったときには︑復帰協の事務局長をやっていただけに︑

その第五回だったと思うんですが︑私が団長で行くときにパス

働組合との仲間意識をつ・くってきたんです︒

動のイロハを講義するんですね︒そういうものを通じて本土の労

ら二十名ほどを毎年本土の各地に呼んで︑総評が集中的に労働運

トをとったんです︒総評労働講座というのをつくらせて︑沖縄か

事務局長時代で︑これはたいへんきつい交渉をしながらパスポー

ですね︒︑私は復帰前に二回しか行っていません︒ひとつは復帰協

ていないんですね︒しかし実際に申請して拒否された事例はない

吉元

帰協の過程で︑先生ご自身も東京に頻繁にいらしていたんですか︒

佐道
いやあまり行っていないんです︒あまりパスポートが下り

あったんでしょうね︒

時期ですから︑兵隊一人ひとり︑若いGIの皆さんもモヤモヤが

形で相当大きな力を発揮したと思いますよ︒それはずっと後まで

バーが︑産別の出身の社会党議員に会うというのは︑いろいろな

度の共通認識があるだけに︑各組合の沖縄かち連れて行ったメン

と︑常日頃国政の場にあって沖縄の動きを見ているから︑ある程

官公労であろうが︑もちろん教組も含めて︒ですからそこで会う

組合出身の議員が多かったということでしょうね︒民間だろうが︑

吉一兀

るわけですか︒

佐道

機会でなければ渡せなかったということなんでしょう︒

るというのは︑当時はなかなかできることではなくて︑こういう

からハ沖縄県から県民の意志を代表して復帰協で決議文を手交す

廊下でしか受け取らなかった︒そういうことがありました︒です

ょうが︑一に行くんです︒結果的には︑係の一人が出て来て︑

したが︑その人を通じて︑外務省︑1いま考えると北米局でし

に︑総評を通じて当時の社会党︑たしかあの時は全逓出身の方で

縄の復帰協の大会で決議された復帰に関する決議文の手交のため

．吉一兀 そうですね︒私はその後︑観光という名目でメンバーの半
分ぐらいを連れて東京に残ったんです︒そして私自身は︑当時沖

伊藤

さっきから産別とおっしゃっているのは︑総評のことです

それが多かったですね︒社会党系の議員というのは︑労働

お会いになる場合は︑どうしても社会党系の議員の方にな

それは幹部の人たちですか︒

です︒その時はソ連に行ぐという名目でパスポートの申請はでき

続きまし充︒復帰まで続いた︒

ベトナム戦争は六五年以降ひどくなりますからね︒その復

ませんから︑総評との事務協議ということで︑沖縄官公労の役員

伊藤

そうです︒総評の中で産業別共闘として組織化された労働

組合ですね︒国家公務員は三家公務員なり︑民間は民間なり︑全

吉元

か︒

外して申請したんです︒これは案外すんなり行きました︒ですか
ら一役員程度だったらどうということはないけれど︑復帰協の事
︑務局長みたいなことになると少し厳しい捉え方をしたんでしょう
ね︒

逓もあるだろうし︑港湾もあるだろうし︑それぞれたくさん組合

まず第一回目に事務局長時代にいらっしゃったときは︑ど

佐道

がありまし光からね︒そういう︑つながりのある部分は全部つな

いだということです︒ですから︑それがきっかけか︑その後何年

ういう方にお会いになりましたか︒

吉一兀

かで︑ほとんどの沖縄の労働組合が︑自分のつながりがある︑自

もちろん︑総評の労働講座ですから︑熱海でやった労働講
座で総評の岩井章事務局長とか︑総評のメンバーが中心ですね︒
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せんけれどねコそういうものがもろに出て来た︒これをどう取り

直していくかということは︑労働の現場ではできません︒原水協

分と関わりがありそうな本土の労働組合と︑抱えている仕事が似
ているとか︑企業が似ているとか︑そういうところでつながりを

運動でもできません︒分裂していますから︒唯一復帰協の場でそ．

の統一を守っていた︒これは分裂しないでおこうといって︑最後

つくっていったんですね︒それがまた︑本土における労働組合が
沖縄返還闘争に関わるきっかけになるんですね︒

あるいは在り方を巡っての本質的な違いなんですね︒つまり政党

立が︑私たち労働組合と出るんです︒それは労働組合運動の見方︑

における労働運動の在り方をめぐって︑沖縄人民党との意見の対

すね︒なぜそういう二つに限られたかというと︑ひとつは︑沖縄

沖縄県本部があり︑ここが社会党とつながりを持つ︒この二つで

沖縄には沖縄県労協というセンターがありました︒一方︑社会党

ているわけですから︒それに向けて︑復帰はどうあるべきという

どね︒このあたりからは︑両三年ということで復帰のめどがつい

の運動方針をめぐって退場︑脱退するという事態が冷ましたけれ

同盟系の労働組合が日米安保反対・基地の全面撤去という復帰協

日米共同声明︑佐藤・ニクソン会談の翌年ですが︑日本でいえば︑

吉一兀

伊藤

まで分裂させないできた︒

と労働組合の関係をどう見るかという問題です︒もっとわかりや

問題で︑沖縄の中で違いが表面化するというきっかけなんでしょ

そういう意味では表向きのパイプは︑労働組合としては総評︑

すくいえば︑政党の指導の下に労働運動というものがあるのかど

うね︒ですから︑それ以外は復帰協を二分するような分裂は最後

人民党も含めて︑ですか︒

うかという問題をめぐっての争いがありましたからね︒労働組合

までなかった︒

ましてや復帰運動でさえ︑四月二十八日を沖縄分断の日だと県民

るんですね︒沖縄でも原水協が分裂するということがありました︒

の原水禁運動の分裂がありましたね︒そういうものが持ち込まれ

そういう意味では当時一つの社会現象としてあったのは︑−日本

会大衆党を軸に︑その頃アメリカと県民ががっぶり四つに組んで︑

んですね︒形の上では先ほど言った仕組みを頭に置いて︑沖縄社

に参加していた一部党員を含め︑日本社会党沖縄県本部をつくる

ける政治活動の中心部隊としていち早く旗揚げするんです︒ここ

吉元

伊藤

沖縄社会大衆党という政党は︑戦後のある時期︑沖縄にお

沖縄社会大衆党はどういう位置づけなんでしょうか︒

含めてです︒最終段階で︑一九七〇年でしたか︑六九年の

自体が分裂するという一面もありました︒

は規定して︑その日に行動を集中する︑アピールするという運動

当初アメリカは沖縄を意のままにしていくような政治の仕組み

沖縄の自治の在り方をめぐった争いに入ったんです︒

復帰運動は正しい位置づけをすべきだということを言ってきたり

を作らせたいと思ったでしょう︒そのためには︑ということで︑

をずっとつくってきた︒北緯二七度線で海上大会までやったんだ

ね︒そうすると︑それを持ち出してくる沖縄人民党との関係でま

奄美大島をひとつの郡として︑沖縄本島をひとつ︑宮古︑八重山

けれど︑ある日突然東京サイドから声がかかって︑八月十五日を

た私たちは対決して︑県民運動が割れてしまうというような問題

というように︑当時の琉球を四つに分けて︑群島政府をつくらせ

たんですね︒そして﹁自治政府﹂をつくらせる︒もちろん自治と

をいくつか経験しました︒

ですからそういう意味では︑労働組合と政党との関係という問

んです︒群島政府知事選挙です︒その結果は共通して︑議会も首

いってもアメリカの許容の範囲です︒そこで知事の選挙をさせる
．題がいろいろな分野に波及してしまった︒日本における運動の違
いが出てくると︑必ず沖縄に現れてくる︒これは今でも変わりま
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長も日本復帰を要求するんです︒そこで対平和条約発効の際︑強
権的に﹁この仕組み﹂をつぶすんです︒そして一九五二年四月に

吉元

もともと独立論の出発は︑廃藩置県の段階に遡るんですね︒

つまり︑徳川幕府が終わる︒もっというと︑一六〇九年の薩摩の

うじゃないかという気持ちを持ちながら︑復帰までの問にきちん

ともひとつ頭に置きながら︑しかし沖縄をもう少し良くしていこ

の指導的なリーダーだった人々です︒この方々が︑．復帰というこ

会大衆党です︒つまりそれは︑戦前︑戦中︑戦後を通じて︑沖縄

そういう流れの中で︑絶えず中心的なメンバーをなしたのが社

めて明治政府がやったやり方が︑廃藩置県の段階だけれど︑琉球

いうメッセージを出すんです︒日本は併合しようと︒その時に初

問題が起こったんですね︒中国側は︑沖縄は日本ではないよ︑と

解体して︑明治に移っていく︒その時︑沖縄をどうするかという

奪されながらひとつの国をつくっていた︒その中で︑徳川幕府が

とつの国家としての形を取っていた︒一方では薩摩に支配され収

琉球支配に始まり︑その偲儲でやってきた琉球国が︑それでもひ

とした自治権を確立した沖縄の行政体をつくりたいという希望を

藩を一度つくらせるんですね︒それは文字通り日本という国の一

四群島を琴芝で統一させて作り直したのが琉球政府なんです︒

持ちながら︑アメリカとの問でかなり衝突しながら︑許容できる

すね︒その段階で中国から非常に厳しい追及が出て︑それを中に

つだという形にするんです︒その上に立って︑次は県に移すんで

立ρたアメリカの大統領のメッセージが届いたりして︑結果的に

範囲では合意していこうという柔軟さがあった位それに飽き足り
ない部分が飛び出して︑日本社会党の支部をつくった︒ですから︑

すね︒北と南に琉球を分けて︑・北の方は日本に︑南の方は中国に

一時アメリカから提示があったと言われている分割論が出るんで

今の沖縄の自由民主党の指導者の一部もそこから出ているんで
す︒あの西銘順治さんも︑もともと社会大衆党の青年部長までや

と︒それは沖縄の中で大反対があったんです︒結局沖縄は一つだ

っています︒

という形になって︑結局そのまま日本になった︒そういう経過が

もうひとつ︑日本の皇民化教育がそれから続くんだけれど︑と

全部の母体になっているわけですね︒

も復帰までの政党なんです︒綱領にそう書いてあるんです︒だか

りわけ昭和に入って︑ものすごい皇民化教育が始まる︒沖縄の方

伊藤

ら沖縄人民党は復帰段階で解散して︑丸抱えで日本共産党に移っ

ひとつあった︒

ていった．︐社会大衆党は︑解散するかどうか相当揉めるんです︒

ド言を使うと方言札を首にかけられるという事態まであった︒文
化・言葉まで圧殺する日本という国に対する批判︒そして戦争で

そうです︒ですからそれがひとつの沖縄の良識みたいな形

しかし復帰後も︑県民が求めていた沖縄には戻っていない︑まだ

は︑その延長線上で沖縄を切り捨てた︑﹁捨て石﹂にしたという

吉元

問題がある︑基地問題を含めて復帰したとはいえまだ問題を抱え

批判︒さらに復帰段階まで︑二十七年間放り出した︒日本は独立

で今日まで続いているんですね︒この政党と沖縄人民党は二つと

ている︑ということで︑この政党を続けさせていこうという形に

しておいて︑アメリカの意のままに使わせて︑なぜいまさら復帰

なのかと︒だから四つか五つ︑つながっているんです︒その中か

なったんです︒それで今日まであるんです︒

ら出て来た根強い独立論が一つあります︒

社会党と別にあるんですね︒すみません︒復帰運動はそう

もうひとつ︑独立論とはいわないけれど︑きわめてそれに近い

伊藤

り盛り上がったと思いますが︑独立論と復帰問題というのはどう

﹁自治政府﹂構想等がある︒復帰段階でこういうものがたくさん

なんですが︑同時に︑戦後ある時期︑沖縄独立論というのがかな
いう関わりになるんでしょうか︒
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出るんです︒だいたい四つか五つ出ています︒それは独立論とは

たいんですが︑一国二制度は大田県政が三期目になれば︑とおっ

佐道

その話は︑国際都市構想の話などと関連してまたお聞きし

違う形のものです︒だから今日の段階でいうと︑独立論も残って

続いたと思うんですが︒

しゃいましたけれど︑私からすると︑吉元副知事が続いていれば

中心になって自治労が運動している︑沖縄を一つのブロックとし

それはそれとして︑六五︑六六年ぐらいに戻したいんですが︑

いるけれど︑自治州構想︑自治政府構想も集約されている︒私が
て︑しかも憲法の許容する範囲で︑一国二制度的な意味で沖縄に

佐藤さんが沖縄にいらっしゃいますね︒それで革新の方々がそれ

やめた経緯は何ですか︒

吉一兀 私が復帰協をやめた直後なんですね︒私は六五年一月末で
．復帰協の事務局長をやめていますから︒

組合あるいは復帰協の考え方をお聞きしたいと思います︒

を囲むということがありましたね︒あのとき︑佐藤訪沖のときの︑

自治政府をつくったらどうかという意見に集約されできているん
です︒

これは︑大田県政がもし三期目に入っていたとすれば︑ちょっ
り沖縄の九〇年代︑去年までの八年間は︑ひとつはアメリカの支

伊藤

別にありません︒本務である労働組合の方が誇うそかにな

と大きな話題になって︑それがテーマになったでしょうね︒つま
配から完全に脱却したいという︑﹁米軍基地の全面返還﹂を二〇

吉元

本になるはずがない︒陸続きではないから︒琉球諸島でひとつ自

の論議はもう一つ進むであろう︒その場合︑鹿児島とか九州と一

成﹂︒将来日本という国が︑今のままで道州制問題を含めて分権

とした一国二制度をとっていこうじゃないかという﹁国際都市形

二〇﹈○年に向けて︑沖縄は一つ早めに全県フリーゾーンを中心

洋の中の一国で︑投資の自由化︑貿易の自由化が成し遂げられる

ひとつあります︒

それは本体である官公労の仕事が忙しくなったからということが

話なんです︒そういう意味で︑六五年一月に復帰協を降りました︒

まのようだから︑おまえやれ︑と言われたんですね︒それだけの

つとも︑私が復帰協に行ったのも︑おまえは一番若いし︑一番ひ

股かけていたわけですから︑本職の方に戻ったという話です︒も

っていましたから︒なんで手を引くかといわれて︵笑︶の私は二

一五年においた二十年計画︒その間︑日本という国がアジア太平

治政府をつくったらどうか︒そういう形に今は収敏されてきてい

その直後に佐藤さんが来ました︒たしか八月でしたか︑那覇空

港に来た︒その時に佐藤さんが来るのはどういう意味か︑という

ますね︒ですから﹁独立論﹂︒これは将来いつまでも続く話題で
しょうね︒

浴びましたからね︒日本の中で地方分権の論議が起こるたびに︑

山朝虹さんの本．﹇﹃沖縄独立宣言﹄現代書林﹈も最近また脚光を

吉一兀

なる時期ですから︑それとの関連で︑沖縄の基地を固定化するの

は言うけれゼ︑という意見ですね︒ベトナム戦争が非常に厳しく

縄返還を明確に約束すべきだという県民の期待ど︑いやいやそう

ちろん戦後はそうですね︒ですからそれは当然のこととして︑沖

ことが問われたんですね︒旧本の総理が入るのは初めてです︒も

沖縄の独立論が出てくるんです︒沖縄にはこういう意見があるじ

ではないかという県民の懸念が真正面から出たんです︒だから佐

今でも独立論というのは強いことは強いわけですか︒

ゃないか︑ということです︒それはしかし日本全体の中では︑九

藤さんは︑当時のブレーンであった沖縄出身の記名かの方々︑大

伊藤

州までは︑沖縄の流れと違うわけですからね︒ですからイコール

浜信泉︵早大総長︶さんなんかもそうなんだけれど︑いろいろな

強いですね︒有力な政治家であるコザ市長をやりました大

ではないんですが︑象徴的な意味なんでしょうね︒
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という発言をしたんです︒

題になったんです︒﹁沖縄の復帰なくして日本の戦後は終わらん﹂

知恵をつけられたらしくて︑彼が来たときの言葉が県民の問で話

という形にはなりますが︑基地は依然として残る︒一方で復帰協

るんですが︑返還の中味の問題がありますね︒﹁核抜き本土並み﹂

三年半という形で具体的なスケジュールにも乗るという段階にな

さんが宿泊予定していた東急ホテルまで県民大会から流れたデモ

私たちのデモを見て欲しい︑憤りを見て欲しいというのが︑佐藤

して︑沖縄県民は怒ったのです︒だから復帰を実現させるために︑

ことです︒一つはベトナム戦争が無差別に行なわれたということ

三年以内という返還のめどづけをした問に何が起こったかという

吉一兀

で進められるわけですね︒かなり方針は違いますね︒

の方は︑本土並みというか基地は即時完全撤去というような方針

だったんですね︒そこでトラブルが起こつちゃって︑結果として

ですね︒沖縄が自由に使われた︒そのこととの関連で︑復帰は︑

にもかかわらず︑その発言の内容に中味がないということに対

は佐藤さんがホテルに帰れずに︑基地の中の迎賓館で一泊すると

即時無条件全面返還という運動課題が浮かび上がった︒これがひ

もうひとつは︑その間に県民的な大きな運動の中心であった教

六五年の佐藤訪沖以降︑六九年の日米共同声明︑つまり両

いう事態になった︒

どうして大衆運動︑デモの統制がとれずに暴発させたのか︑︐とい

職員に対して特別法を作ろうとしたんですね︒政治活動の禁止を

とつつ

うことで︑これは後々まで問題になりました︒私がやめた直後で

狙った︒今日では当たり前なんだけれども︑沖縄には琉球政府公

そこで問題になったのは︑復帰協が運動を計画していながら︑

したが︑結局復帰協の指導体制がその直後︑事務局長人事をめぐ

務員法もなかった︑市町村の地方公務員法もなかったんです︒そ

務員法以外に公務員を縛る法律はなかったんです︒だから教育公

事大の学生会を抑えることができず︑機動隊との衝突がきっかけ

れを縛ろうということで︑ひとつは︑いま言った教職員に対する

って︑うまぐ継承できなかった︒その指導性が十分発揮されずに︑

になって︑あれだけの県民が機動隊に追われたという事件につな

教育公務員二法を琉球立法院でどうしてもつくれというアメリカ

これは一九六〇年より前︑五〇年代後半からこの動きはあるん

がったんですね︒その結果として︑刑事事件というか︑警察で事

で沖縄の中で日本政府にはっきり要求するきっかけをつくった︒

です︒いつも止めてきたんです︒それがもうどうにもならなかっ

の指示で︑琉球政府が動き出すんですね︒当時は任命主席ですか

つまり日本政府のトップが沖縄県民のデモをどういう受け止め方

た︒つまりあめ佐藤訪米の問題︑そしてベトナム戦争に沖縄がな

件にされたのは︑琉球大学の学生会のメンバーだけでしたけれど

をして帰ったかということで︑その後︑佐藤さんが沖縄返還をど

くてはならないところがら来る反戦運動︑復帰運動に対する弾圧

ら︒それに対する大きな闘いがあった︒

うしてもやり遂げなければいかんという自分の宿命みたいな形で

という意味で教職員の政治活動を禁止する名目で教育公務員法を

ね︒それ以外にはなかったんですが︑佐藤訪沖デモは︑ある意味

担ぎ込んだ出発ではなかったかと私たちは思いますね︒これは結

入れる︒これが立法院の段階で議題になり︑すったもんだするん

除した形になって︑議会が孤立する状態になるんです︒そういう
．ことにまでなって︑教育公務員法は廃案︑つまり直接立法院の議

です︒その時に大衆が琉球立法院を取り囲んで︑警察機動隊を排．

果論ですが︒

■復帰前後
佐道・その一方で︑返還交渉は具体化していって︑それこそ﹁両
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さんが︑﹁立法化しません︑廃案にします﹂ということで署名捺

長と一方の大衆運動のリーダーであった教職員の会長である屋良

て問われている︒核抜きではなかったことは︑秘密協定を含めて

つけた︒これがその通りなったのかどうかということは︑今もっ

いつでも持ち込めるという意味で︑原潜その他が入るときに核兵

明らかになった︒それは核が存在しているという意味ではなくて︑

つまり沖縄が︑あの廃案協定がなかったらどうなったかわから

器があるのかどうかチェックされていないということを含めて︑

印するんです︒それで終わるんです︒

ないぐらいのところまで突き進んでいたんです︒ですからアメリ

そういう意味で︑沖縄返還で最後に残ったのは基地問題︑在沖

事実上持ち込まれているという意味ですね︒

しかし沖縄県から見れば︑教職員を復帰運動から排除する︑それ

米軍基地︒九〇年代に入って大田県政をつくって私たちが日本政

カの思惑があったでしょう︑日本政府の思惑もあったでしょう︑

によって沖縄返還をさせないというところに持ち込まれるだろ

府にさかんに言ったのは︑沖縄返還の時に沖縄の基地を整理縮小

するという日米間の約束はどうなったんですか︑という質問なん

う︒六七年二月二十四日です︒そのことでアメリカと日本政府が
一定の反省をしたと思います︒そのあと︑六八年に琉球政府主席

いうことさえ決めれば︑アメリカ政府としては沖縄を維持できな

思います︒復帰は七二年ですからね︒だから沖縄をどケするかと

ム戦争が続いていますからねっあれはたしか七五年まで続いたと

のことがあって︑はじめて六九年の返還協定が出てくる︒ベトナ

んが当選し︑任命主席はいなくなったということです︒この二つ

ったことと︑もうひとつは六八年十二月に琉球政府主席に屋良さ

つまり六九年までの問にいまの教育公務員二法の廃案闘争があ

いいかな︑復帰段階での沖縄基地の対応というのは︑もっぱらソ

あるいはベトナム戦争がなかったとすれば︑という話をした方が

う意味で︑あの段階でベトナム戦争が続いていなかったとすればハ

も県内移設が中心だっただけに︑また問題だったんです︒そうい

んどなく今日まで続いている︒やっと今度出て来たけれど︑これ

この問題はずっと今まで続いています︒沖縄基地の返還がほと

﹁第三の琉球処分﹂だ︑と言っている意味はそこにあるんです︒

です︒私たちが︑日本は沖縄を切り捨てた︑だから沖縄復帰は

割減らした︒これが沖縄返還の日本にとってのメリットだったん

ですコそれを無視して︑関東平野にあった米軍基地の六割が撤去

い︑抑えきれないというところから手を引くんでしょう︒そこで︑

連との対応︑冷戦構造でしょうね︒今日のような複雑なことをや

の公選を認めるんですね︒そういう意味ではずいぶん変化があり

いま言われた返還の段階で︑沖縄の米軍基地問題をどうするかと

されています︒つまり沖縄返還を挺子に︑首都圏の米軍基地を六

いう問題についての日米間の密約とも言われた問題も最近明らか

らなかったでしょう︒

ましたね︒

になりました︒私たちはベトナム戦争との関係も頭に置きながら︑

で︑不安をまだ抱えています︒ですからブイリピン︑あるいは今

ベトナム戦争との関係で言うなら︑アメリカはASEANの中

その段階で最後の問題になったのは︑毒ガス︑細菌兵器の︑撤去

日ではベトナムに基地を置きたいぐらいですからね︒そういう意

基地のない復帰を要求したんですが︑しかしそうはならなかった︒

運動でした︒これは実現したと思っています︒もうおそらくない

味では︑南の方の安定も︑沖縄の基地のもう一つの役割になって
佐道

基地の問題で︑特に反基地運動がどんどん高まって︑コザ

います︒

でしょう︒もう一つは﹁樽抜き﹂です︒核抜き本土並み返還︑つ
まり即時無条件全面返還という運動が︑最終段階では︑毒ガス移
送の問題に端を発して︑最後に核抜き本土並みということを突き
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吉一兀

す︒これは大田昌秀さんもメンバーです︒この金門クラブの総会

ているんですね︒﹁金門クラブ﹂というんです︒いまでもありま

行っていましたから︑帰ってきた連中が一つのクラブ組織を作っ

当時の高等弁務官であったキャラウエ・イが︑﹁沖縄の県民が自治

的な運動まで広がったベトナム反戦運動は︑沖縄的に言うと日常

で︑キャラウエイ高等弁務官がこの発言をするんです︒

の騒動とか︑朝日新聞が六八年にレポートを出したり︑いろいろ

的な復帰運動︑反基地闘争の中に吸収されていますね︒しかし特

その発言をしたきっかけは︑沖縄の経済界にも関わるし︑行政

を要求するが︑沖縄では自治は神話だ﹂という発言をするんです︒

徴的に言うなら︑沖縄では一〇・二一国際反戦デーをどの県より

にも関わる︒経済界というのは例えば琉球食糧という食糧会社︑

なことがありますが︑たとえば本土のベトナム反戦運動の人とか︑

も力を入れましたね︒それは沖縄問題がそれにかかっているから

これは米を輸入して県民に売っている会社です︒アメリカの許可

戦後はアメリカへの留学という形で沖縄からたくさんの留学生が

です︒それを日本全体の中で意識してもらう︒沖縄から出撃して

で独占曲にそれを扱っている︒そこでの不正経理の問題があった︒

市民団体とか︑そういうところとの連携もありましたか︒

いるという出撃基地沖縄を全国に知ってもらう︒そして復帰運動

それから琉球銀行の運営をめぐっての問題︑それから農協の運営

ありました︒ベトナム反戦︑一〇・二一を二心とする世界

を理解してもらう︒一緒に闘ってもらうという意味では︑︑沖縄は

加えて政治的に︑琉球政府主席は県民の投票で選ばせろ︑これが

をめぐっての問題などがいくつか出てくるんです︒これは県民か

相当力を入れた方でしょうね︒

吉元

自治の出発だ︑という要求をしていたんです︒それに対して︑お

その運動の中で︑アメリカ軍の側は相当いろいろなことを

員の政治活動を禁止するための教育公務員法を立法化しようとし

前さんたち本当にその能力があるのか︑ということがベースにな

伊藤

ていた教育二法闘争のときに︑私は刑事被告人になりました︒二

っているんです︒

らも指摘されていたけれど︑高等弁務官が強権発動するんですね︒

十四名が刑事事件で起訴されたんです︒その団長として︑十年間︑

ですからこの発言そのものだけが問題というより︑むしろ背景

やったんだろヶと思いますが︑先生ご自身は投獄されたりとか︑

復帰後まで裁判を闘いました︒しかし私は無罪でした︒当時の私

にも問題がある︒そのことを承知しても︑結局は独占的に支配し︑

監査をしたり︑です︒それでそういうことが暴かれていくんです︒

の起訴理由は︑﹁不法侵入﹂でした︒つまり琉球立法院に許可な

しかも﹁軍事的植民地﹂と僕らは表現していたんですが︑そうい

そういうことはなかったんですか︒

く入ったということですね︒それからもうひとつは﹁公務執行妨

県民の自治意識を圧殺する︒そうすると︑おれたちはアメリカの

う中で︑軍の最高責任者が﹁自治は神話なり﹂という表現をして︑

復帰運動という流れで言いますと︑さっき言いました教職

害﹂︑これは機動隊二人目取って投げたという話です︒その本人

言いなりにしかならないのか︑という言葉が出ますね︒これが裁

を裁判所で見たんですが︑あまりにも大きいやつで︑裁判ではみ
んな笑っていましたけれどね︵笑︶︒

これは﹁サンマ裁判﹂というものがあります︒琉球政府の税に

﹁判にも現れたりして︑琉球の裁判所の裁判に対して弁務官の指令
が出て︑裁判が無効になったりするんですね︒

す︒復帰運動︑沖縄闘争の県民運動の文字通りの出発だと言われ

関わることで︑サンマに税金がつくのかっかないのかという議論

︑これには伏線がありまして︑実は復帰運動の中で︑私は二回こ
の種の当事者になっているんですね︒もうひとつは一九六四年で
ているのが︑この六四年十月の自治権獲得闘争なんです︒これは
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ゃって．課長一人が本会議に出席︑本会議が成立して終わり︑と

時私をやれば︑復帰協の事務局長ですから︑それはただでは収ま

なんです︒それは琉球政府の税法の中に制限列挙されて品目が書

らなかったでしょうね︒ですから私は外されたというのです︒そ

いうことになったんです︒そういう県民運動をやった︒

その時に︑それはげしからんということで︑私は復帰協の事務

れが回り回って︑六七年の教公二法のときに︑おまえもだ︑と言

かれているけれど︑それにあるかないかという問題との関係です

局長ですから︑その当時の社会大衆党委員長の安里積千代さん︑

わんばかりで︑多くの団体が関わって二十四名ピックアップされ

その時に七名の刑事被告人を出したんです︒﹁琉球立法院乱入

社会党委員長の宮良寛才さん︑それから沖縄人民党委員長の瀬長

て刑事事件になったんです︒これは復帰後まで十年間争って︑私

が︑そういう問題が出て︑結局司法が問われ︑行政がさっき言っ

亀次郎さん︑この三三を副委員長にして︑闘争委員長に喜屋武真

は無罪になりましたが︑有罪になった者もおります︒

事件﹂とされた︒大衆が本会議場に入っていって︑これが十三名

栄︵きゃんしんえい︶復帰協会長を担いで︑1復帰協という名

復帰後まで続いたということは︒

たように︑いろいろなところで腐敗を起こした企業を監視しきれ

前を使わないで︑1別組織をつくって︑私が事務局長となり︑

伊藤

琉球政府の裁判所ですが︑復帰段階で行政の継続という形

逮捕されて︑裁判になったんです︒その時には私が事務局長で︑

県民運動をつくるんです︒主席公選要求・自治権獲得闘争です︒

吉元

ない︒そして経済界．民間も問われるということで︑その上に自

これで立法院を二回休会に追い込みました︒ちょうど琉球政府の

で国会で特別法ができました︒沖縄復帰に関する特別措置法の中

私自身が直接指導をしているんです︒それが問題になって︑同じ

主席の任期が切れる時期でしたから︑その主席の公選を求める私

で︑裁判の継承ということが謳われているんです︒そういう意味

治を要求する政治的な運動に対する高等弁務官の発言につながっ

たちの自治権獲得運動と関連させて︑主席をどう出していくか︑

で継承されたんです︒日本の裁判所で︑それがそのまま継続され

ように被告として準備されていた節があるんですね︒・しかしあの

そのグループが推薦するかという問題を保守政党は直面してい

たんです︒

た︒

た︒一方的に任命していた高等弁務官は︑任命方式はあまり批判

伊藤

いうことですか︒

その場合︑裁判の判決の元になるのは︑その当時の法律と

が強いものだから︑琉球立法院で指名しなさい︑これを自動的に
琉球政府主席にするという指名に変えたんです︒

日本という国の憲法が適用されない︑刑事訴訟法が適用されてい

そうです︒そこが問題になって︑一体この裁判は正当かと︒

の一方を担いで︑わが味方に入れて︑県民大会を持ちながら闘争

ない時代の刑事事件が継承されるのはどういうことかと︑違憲訴

吉元

をやったんですね︒結果として︑議会が空転する︑麻痺するとい

これに応じるか応じないかで自民党が分裂したんです︒その時

う事態でした︒ちょうど東京オリンピックの直後でしたから︑私

した復帰のための特別措置を作るチーム︑これは三つの政府が認

認めた︒当時︑日本政府︑アメリカ政府︑琉球政府の三者で構成
たい︑成立させないようにしたいということで︑琉球立法院の議

めているわけですが︑そこでつくられたものをベースに法律がで

・訟とまでいいしましたけれどね︒しかし国会はそのことを正当と

事課︑速記の職員を﹁全部拉致﹂するんです︒出勤途上でね︒こ

きて︑権利義務が継承される︑県民の生活が継承される︑という

は物理的な行動はここまで︑しかし実質的に議会をストップさせ

れがゼロになれば︑成立しませんからね︒ところが課長が残つち
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自

ことになり︑その中でこれも継承されたんです︒

一九九〇年に大田昌秀さんが当選し︑九八年まで続く︒その中で

これが大田ではなくて︑保守の誰かが知事になっていたら対応で

これではいかん︑ということで怒り心頭に発するわけでしょう︒

て出てくる︒しかも重要なときに少女暴行事件が起こり︑県民が

基地問題が再燃してくるわけですね︒そのとき同様に︑基地を全

めて︑七〇年から七一年は職場復帰するんです︒

吉元
そうすると職場はどこなんですか︒

きたかな︑・ということでしょうね︒私たちは沖縄の中ではこんな

七二年忌復帰しますね︒その前から屋良主席︑その後︑屋．

伊藤

私は本職は気象台・気象職ですが︑当時は琉球政府ですか

佐道

吉元

話はしないんですが︑東京サイドからはいつもそれが出るんです

部撤去させうという意見から︑自民党を含めて県民の中には基地

ら︑どこに行ってもいいわけです︒組合の専従に出ていたから︑﹁

ね︒

良知事︑平良知事と革新県政がしばらく続くんですが︑復帰され

私は当時の総務局職員厚生課というところ︑仕事が一番ないとこ

そういう意味で︑復帰の前後が屋良さんであったとういうこと

があってもいいじゃないか︑しかし減らせ︑という問題が雑居し

ろらしいんだけれど︑そこに仮に移っていたんです︒どっちみち

は︑日米政府にとっても沖縄県民にとっても︑ひとつの節目を乗

てしばらくは︑先生は組合の方にいらっし・やったんですか︒

復帰段階の仕事をするために組合に戻るということが予定になっ

り越えるための重要な要素であったかもしれませんね︒しかし屋

私は復帰の二年前に家庭の都合で沖縄官公労の書記長をや

ていました︒その後︑七一年の暮れの大会でまた組合の専従に戻

、

良さんは︑いつも本人が言っているとおり︑自分がいつまでも続
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って︑公務員の身分引継をはじめ︑県民のドルから円への切り替

るんです︒その時は︑政党の皆さんや︑多くの団体の代表が︑屋

けていくわけには行きませんよ︑ということで︑一期で降りられ

琉球政府主席であった屋良さんのときに︑一定程度仕事が軌道

良さんをもう一期させようと強いアクションを起こしていたんで

えの問題を含めてあの闘争に関わっていくんです︒

に乗りましたので︑屋良さんが復帰後の一期目の知事ということ

す︒私は直接屋良さんと話し合ったんですが︑屋良さん自身から︑

かりましたということで︑頭を切り換えるんです︒

だけを約束して知事選に出るんです︒当選しました︒屋良さん時

さんでなかったら収まっただ ろ う か な

その時に︑当時の県議会の議長であった社会大衆党の平良幸市

・無理ですよ︑これこれの理由のために︑・ということが出ました︒

帰運動の質をめぐって︑あるいは基地の形態をめぐって大変対立

さんに当たって︑OKをとるために自宅に行って説得する︑奥さ

代に︑いま考えてもそうだと思うんだけれど︑今回のこの八年間

し︑日米政府に抗議している県民運動︑政党や労働組合︑県民が︑

んを説得する︑社会大衆党の執行委員会に乗り込んで説得すると

私も沖縄県庁の労働組合の委員長をしていましたので︑それはわ

もしあのときに自民党の主席だったらどういう対応をしたか︑対

いうことを繰り返し︑とうとう本人に出てもらいました︒その時

の大田県政も全く同じだと思うけれど︑あの復帰前後には︑屋良

応できたか︒復帰の節々でストライキを打たれたんじゃないです

の選挙は︑県毬藻の委員長でした︒

と思います︒つまり︑復

か︒というほど︑︑当時︑屋良さんを琉球政府主席︑知事に担いで

当選したときに︑実は将来のために︑あるいはいまの県庁の仕

たんです︒ひとつは︑沖縄県庁の職員でありましたが︑沖縄県労

事を進めるために︑本人が知事選に出る条件として二つ挙げられ

復帰前後の数年間があったことは︑文字通り日米政府にとって結
果として良かったかもしれません︒

このことはいつも言われるんです︒ちょっと話は飛ぶんですが︑

r

なくなると沖縄の労働運動は大変なことになるという理由で︑必

織もOKした︒しかし県労協という場では駄目だという︒彼がい

を出そうということで説得し︑本人も了解して︑自治労という組

に本人は知事に出るんです︒当選したときに︑私は仲吉良新さん

ら︑県職能の委員長をやめて︑吉元が入ってこいと︒これを条件

仲吉良新が副知事に出なければ︑当時私は県職労の委員長ですか

協の議長をしていた仲吉三新さんを副知事に出してくれと︒もし

は︑復帰前は気象台でしたけれど︑復帰後は立場上県庁に移って

ので︑後輩に譲って︑職場に復帰したんです︒その時の私の身分

六年が終わったんです︒私は自動的に降りた︒喘息も抱えていた

どさくさがあったから六年となっていたんですが︑ちょうどその

五年というのが在職専従期間で︑これは特別措置として︑復帰の

すから︑休職専従の期間は制限がないんです︒ところが復帰後は

吉一兀

れたというのは︒

復帰後は地方公務員法になった︒前は琉球政府公務員法で

ずしもそれだけではないんですが︑足を引っ張る部分も政治的に

いましたから︑県庁の職場に戻ったわけです︒

それはどういうお仕事に戻られたわけですか︒

戻ったところは︑沖縄県の︑いまは企画開発部ですが︑企

たものですから︑その職場に戻りました︒

画調整室︑つまり県の計画をつくるところです︒そこに席があっ

吉一兀

伊藤

若干あって︑結果として彼が出ない︒ついに私に降りかかってき
て︑私も県庁の労働組合の執行委員会で大論争をした︒結果とし
．て︑県庁の労働組合の委員長をやめて明日から副知事に入るとい
うことは︑どう考えても県民は納得しないという私の考えで︑断
つたんです︒その時は相当怒られました︒一時期二人の副知事の

ね︒たまたま私の場合は︑企画調整室に回されたということです︒

どこに回した方がいいのかというのは︑当局が考えるんでしょう

元々あったんですか︒

そういう意味では︑復帰段階で積み残した基地問題︑県民生活

伊藤

伊藤

のいろいろな問題︑こういうものが本格的に取り組まれる状況が

吉一兀

いやなかったです︒元々は専従ですから︑どこに席がある

ない︒つまり戦後処理︑復帰処理がたくさん残っていた︒それが︑

さんが七八年に当選していますね︒選挙前ですかね︒選挙直前か

吉元

中断してしまった︒そのあと︑西銘順治さんという保守側の知事

もしれない︒

一人が欠員ができました︒四年任期のうちの二年︑無理がたたっ

になって十二年間︑このあいだは基地問題は触らないと言わんば

七八年目企画調整室に入られるんですね︒

て平良幸市さん倒れるんです︒それで復帰前の琉球政府の屋良主

かりの形で︑ほとんど動かなかったという状態が続くんですね︒

佐道

戻ったのは七八年です︒

かわからない︒ポストを置いているだけです︒復帰する段階で︑

大田知事誕生まで︒そういう意味では復帰まで県民が要求した課

吉元

県政の企画立案をするということですが︑まさに保守県政

席誕生から続いた革新体制が終わるんですね︒

題を︑その後継承しきれなかったという点では︑やはり︑平良幸

佐道

いや︑それはもう西銘さんになってからです︒いや︑西銘

それは平良さんのときですか︒

市さんが倒れたということで︑その後のつながりがなかったとい

の企画立案ということになるんですね︒

そうなんです︒だから皮肉な状態ですが︑ちょうど沖縄の

こに入ったが︑そういうラインの仕事はさせてもらえなかった︒

第二次振興開発計画を︑この室が担当していたんですね︒私はそ

吉元

う影響は否定できないでしょうね︒

平良さんが当選された後︑一時組合を離れて︑職場に戻ら

■西銘県政
佐道
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入って︑国際都市形成構想をつくっていく重要なきっかけになっ

かわからないから︒これを担がされた︒それが︑私が大田県政に

ない︒こんな仕事をやるやつは普通いないですね︒将来どうなる

沖縄の国際交流拠点形成事業です︒だから誰もこんな仕事はやら

る課題を担当せよ︑ということになって︑最初に担当したのが︑

た仕事︑つまりほぼ十年間でやれなかった沖縄振興開発計画のあ

したがって︑きちんとしたラインの仕事とは違う︑積み残してき

接触はあったんですか︒

佐道

しれませんね︒

吉元

伊藤

西銘さんは︑先見性のある人だったと言ってもいいのかも

西銘さんですか︒

そういう意味ではちょっと面白いというのかな︒

て︑そういうプロジェクトを積極的に提起してきた当時の知事は︑

ですから︑こんにちこれからという部分で︑そういう視点をもっ

やられていない︑誰がそれを担当するか︑ということで担当させ

画﹂の中で位置づけられた国際交流拠点形成が︑復帰後の十年間

た新全総の位置づけ︑それから沖縄振興開発計画という﹁国の計

いうのをまとめたんです︒つまり沖縄が復帰段階で位置づけられ

あのときは︑﹁日本・中国・東南アジア交流センター構想﹂と

ています︒その間に︑西銘さんがいるんです︒つまりうちの親父・

ではトップで︑次に公認会計士がおりますが︑この人はまだ生き

がって︑与那国の出身者の中では︑実は私の親父が人材育成の中

で漁業をしていたんです︒その時に与那国の人と結婚した︒した

離島の久高島の出身で︑若い頃与那国に来ていたんです︒与那国

吉一兀

保守の側の方ではありまずけれど︑西銘さんとは前々から

たのでしょうね︒

られた︒これが一つです︒これは西銘知事の好きな領域なんです

に言わせれば︑与那国から︑西銘のことは面倒見ろ︑と言う立場・

実は西銘さんは︑西銘さんのお父さんが︑沖縄の南の方の

ね︒

ま宜野湾にありますね︒これは当時コンベンションホールという

をつくるプロジェクトとしてのコンベンションセンターです︒い

ドルの会費を集めて結婚式を挙げたんですが︑その場に那覇市長

局長を終えて結婚したときに︑沖縄では珍しい会費制で︑一人一

西銘さんは那覇市の市長なんです︒そのときに私が復帰協の事務

そうこうしているうちに︑僕が労働組合運動をしているときに︑

なんですね︒

名前をつけていたんですが︑これも担当しました︒それから︑沖

もうひとつは︑西銘さんの緊急課題であった国際観光都市沖縄

縄の人材育成を長期的にきちんとしたものをつくってい︑こうとい

つまり個人的には︑西銘さんは親父との関係が非常に強くて︑親

だった西銘さんも来て︑激励してくれたという経緯があります︒

の仕組みを全部変えて︑．いまの沖縄県の人材育成財団をつくって

父から言われていたらしぐて︑西銘さん自体は僕を知っていたし︑・

うことで︑復帰からやってきた育英会レベルの﹁人材育成﹂など
いくんですね︒そういう意味では︑国際交流︑人材育成︑観光の

気にしていたんじゃないですか︒

政治的にはずっと﹁対立﹂しているんですね︒屋良さんが琉球

拠点形成としての国際コンベンションセンターづくりなど︑言っ
てみれば︑今日にもつながっているでしょうね︒

政府主席に出馬したとき︑相手は西銘さんが出ていて︑僕は西銘
そうですね︒国際都市構想のルーツがあるという感じがし

佐道

場にいる︒ときどき難しい問題が出ると県議会用の知事答弁を書

る︒職場復帰をして︑西銘さんが当選して知事になった︒私は職

さんを応援していないから︑そういう意味ではずっと対決してい
それで︑県庁をやめる直前は︑沖縄県立芸術大学設置業務

ますね︒

吉元

−を担当させられて︑芸術大学の開学に力を入れた経緯もあります︒
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とです︒

が出してきたプロジェクトはなぜか私に回ってきているというこ

いうことが何回かあったりしました︒それ以来︑県政で西銘さん

とだから︑それを書いて調整に持たせると︑フリーパスで通ると

ね︒私はそれは知っているし︑むかし勉強しているし︑琉球のこ

いう質問が出ると︑なぜか知らんけれど︑僕に回ってくるんです

かざれたりしました︒例えば尖閣諸島の領有権問題について︑と

た︑復帰前に私が一年間職場復帰をしたと言いましたが︑その時

復帰前に琉球政府で初めてつくったポストです︒先ほど言いまし

すね︒私は復帰前に基地問題専門官というポストにあったんです︒

上︑県の仕事を真面目にやりますが︑同時に組合員でもあるんで

る︒それはずっと続けていました︒私自身は県庁の職員である以

から︑それはきちんと組合の三役や執行委員会にアドバイスをす

体交渉が行き詰まると︑呼ばれてアドバイスを頼まれたりします

階で私が退職して︑要請された沖縄県労働組合協議会の事務局長

をやっていたんです︒その時に実は沖縄の毒ガス・細菌兵器で問

職員厚生課というところに帰って︑公務員の福利厚生関係の仕事

私は職場に帰った︒当時は琉球政府ですから︑琉球政府の総務部

に入るんです︒退職後に︑県労協の事務局長とに新しい三役と一

題が起こった︒知花にある嘉手納弾薬庫から毒ガス︑VXが漏れ

その最後が芸術大学です︒ほとんど文部省のOKまでとった段

緒に西銘知事に挨拶に行ったんです︒これは慣例です︒そうした

それは県庁の中に︑ですか︒

て︑その周辺に配置していた山羊︵ヤギ︶が死ぬという事件があ

伊藤

琉球政府の中にです︒七一年ですからね︒その時に私は職

ら︑西銘さんが︑﹁いつまで事務局長をやるつもりか︑いつ帰っ

西銘県政のプロジェクト担当のような感じですね︒

吉元

った︒それを契機に︑沖縄に毒ガスがあるということが公然化し

佐道

そうですね︑結果としてはそういう仕事をしましたね︒だ

てくるか﹂という言い方をするんですね︒私はびっくりして︑

吉元

場復帰していたけれど︑緊急に集められて︑私を中心に四名ぐら

て︑その毒ガスを県民運動として撤去させるという厳しい運動が

からいつも珍しがられるのは︑なぜ西銘県政で︑西銘のそういう

いのチームができた︒屋良さん時代ですが︑急遽毒ガスを撤退さ

h俺は退職したんだよ﹂というと︑﹁まさか︑自分は退職を認めて

重要なプロジェクトを担当したか︑と言われるが︑僕が選んで担

せるための計画策定に入るんです︒これを日米政府で詰めるんで

起こるんです︒そのときに︑毒ガスを撤去させるためのチームが

当したんじゃなくて︑手が空いているやつに回ってくるだけだか

すね︒もちろん首脳部が詰める︒その時に初めて基地専門官とい

いない﹂というんですね︒﹁あなたの名前で退職辞令をもらった

ら︒しかも第二次振興開発計画というでかい十年計画をつくって

う職名ができるんです︒私のために︒私はそのとき係長クラスに

緊急につくられるんです︒

いる中で︑僕はそれをやっていないわけだから︒私の方に回って

なったんです︒それで毒ガスの撤去を︑何ヶ月間かかかって取り

よ﹂と笑ったことがある︒

くるのは必然だったかもしれませんね︒

組むんですね︒移送コースを決めたり道路を新設させたり︑事故

県の仕事をされているときには︑組合との関係はどうなっ

佐道

ということを全部シミュレーションした︒気象台に重いましたか

が起こった場合の毒ガスの拡散︑風向き︑どこまで避難させるか
もちろん︑組合の役員には全然関わっていません︒

ているんですか︒

吉元

ら︑気象台の課長を集めて︑琉大の学者を集めて︑コンピュータ

のでかいやつが初めて琉球政府に来たときですから︑それでシミ

でも情報とかは入ってくるんですか︒

それはもちろん先輩としてときどき呼ばれますからね︒団

佐道

吉一兀
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そういうことにぶつかったこともあるんですね︒

こういう仕事を︑一年近くやりました︒なぜか知らないけれど︑

ユレーションをさせたりして︑避難コースなどを決めるんです︒

ではまとまっていないかもしれませんね︒直接みずからやってい

ど︒しかし例えば︑先ほどもいった人材育成もレポートという形

業を本土のある業者に頼んだりしたデータはあると思いますけれ

のアドバイスをしたりするんですけれどね︒いいやり方ではない

さんは責任者だ︑実務にタッチするな﹂ということでチーム作り

えないですね︒ですから私なんか大胆に︑その課長には︑﹁お前

のは︑体験があるだけにわかりますね︒決して課長が適任とは言

課長︑係長まで仕事をしているのを見ながら︑誰が適任かという

けれど︒つくづくそう思いますね︒副知事時代も︑たくさんの部

束ねて持っていくような人が行政の中に少ないのかな︒知らない

吉元

う意味では︑それがちょっと大きな仕事でしたね︒

ど︒それは第二回目のものがもうできているそうですが︑そうい

くったものです︒もちろんその基本は陸上交通ではありまずけれ

的な県民の利用ができるシステムを作り上げるかということでつ

ないということで︑この三つを有機的にどう噛み合わせて︑効率

島ですから︑そういう意味では陸上交通だけをやるわけにはいか

空の三つの交通網をどう作り上げるかということです︒沖縄は離

吉一兀

伊藤

その当初案というのは文書になっているわけですね︒

た仕事ですからね︒それから﹁沖縄県総合交通体系基本計画﹂と

げれど︑行政というのは得てして組織の序列でものごとを処理す

伊藤

冊子があります︒

なぜか職場復帰されると︑必ずそういう特任事項といいま

る癖があるが︑本当にそれが行政の効果を出しているかというと︑

吉元

そういうものをつくるときに意見を聴かれた方とか︑一緒

伊藤

そうでもない︒そこを見極めた上で︑適切なプロジェクト・チー

佐道

いうのを初めて沖縄でつくった︒全国でも初めてかもしれまぜん︒

ムをつくってそこに仕事を委ねていく︒そして責任をとる体制だ

にやられた方というのはいらっしゃいますか︒

すか︑そういうことにぶつかるんですね︒

けは管理者が持つ︒これは大田県政をつくったときに︑その仕組

吉元

国際交流センターの話︑それからコンベンション基本構想

そうです︒まさに第二次振興計画をつくる際ですね︒海陸

それは西銘さんのときですか︒

みを最大に活用七た経緯があります︒僕自身が毒ガスの時はそれ

は︑私の記憶が間違っていなければ︑いま琉球大学の真栄城︵守

これが不思議なことですね︒逆に言えば︑そういう仕事を

をさせられたわけです︒

定︶教授と高良倉吉教授です︒いま二人は稲嶺さんのブレーンだ

先生が西銘さんのところにいらっしゃったときにまとめら

佐道

けれどね︒真栄城さんが県出資のシンクタンクにおりましたので︑

書というのは︑文字通り委託したシンクタンクがチームを作って

れた構想ですが︑国際交流とか︑そういうものは書き物になって
吉一兀

やって︑その成果物が上がってくるんですが︑その−中味そのもの

かれのところで︑この調査をさせた経緯がありますね︒調査報告

県の資料室に行ったらあると思います︒先ほど言った﹁日本・中

は一緒に論議したものです︒当時あの構想の報告書をつくるとき

いるんですか︒

国・東南アジア交流センター﹂という調査物︑もうひとつ︑﹁沖

−に︑彼らはマラッカ海峡まで行ったはずですよ︒琉球の交易船︒

なっています︒冊子があります︒県の企画調整室あるいは︑

縄コンベンションセンター基本構想﹂︒芸術大学の場合は︑そう

つまり文字通り武器のない琉球が船を走らせて︑南から北まで交

易をしながら国をつくっていた︒その頃をどう今日に移し替えて

いうものは自分でやりましたからね︒教授陣をどう集めるかとい
うことで︑全国の教員リストの中から適任者を選び出すという作
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ぞういう場にしていこうという国際都市形成構想につながるんで

し大きな形で︑単なる交流センターではなくて︑沖縄そのものを

いくめか︒その時に私の関わり方が︑大田県政になって︑もう少

体験でしょうね︒それは地域を隅々まで回りましたし︑演説もし

問題︑それから一番大きなものだったのは︑復帰運動で得た僕の

カとの関わり︑日本におけるその種の問題をどうするのかという

分の考え方を書いていましたからね︒ですから非常にユニークな

います︒と同時に︑彼自身はあちこちに︑マスコミ等を通じて自

吉元

組み立て方が︑調査をし︑データを並べて︑それからどういう方

盟して︑積極的にそこを利用したという経緯もあります︒つまり

したし︑労働運動の中にもありました︒だから国際自由労連に加

国も︑これを全体的に捉えていく運動が復帰運動の中にもありま

えず周辺の動き︑日本だけではなくてアメリカも東南アジアも中

その時に得た教訓は︑復帰後もそうですが︑沖縄の場合は︑絶

ましたし︑一緒にものを考えましたからね︒

最初の段階で︑高良さんのような歴史家が関わっていると

す︒

佐道

発想を持っていた︒つまり︑ものの見方考え方が︑沖縄だけにこ

向を定めるのか︒定めたら︑どういう効果的な運動をつくるのか︒

いうのは非常に面白いことですね︒

だわらない形で︑もう少し大きなところがら沖縄を見るという手

そういう沖縄の労働運動は私の当時の仲間にとっては︑当たり前

県庁︑教育庁の職員なんですね︒博物館の職員だったと思

法をとっていた若手でしたね︒そういう意味では︑酒を飲みなが

の手法でしたね︒

いわば戦略的な思考と言っていいと思いますが︒

ら議論したという経緯もひとつありますね︒

伊藤

これまでのご経歴で︑あまりプランニングというお仕事は

戦略思考がなければ︑沖縄のこの種の運動は展開できなか

り組んでいくかという場合︑ただ単にコンベンションセンターと

れが共通するのは︑行政の中における新しい課題に対してどう取

ったと思いますね︒そこが今でもあるんでしまうね︒ですからこ

伊藤

それ以前はプランニングという仕事はないですね︒

吉一兀

吉元

それが与えられたらすぐできたということは︑組合の活動

なさっていなかったように思うんですが︒

伊藤

いっても煎物を一つつくるという発想ではないはずなんです︒つ

が︒

くっ．た場合︑どういう効果を生み出し︑そのためにはどういう呼

労働組合の活動というのは︑与えられたテーマに基づいて

吉一兀

視したらいいのに︑紙が一枚来たら終わりです︒そういう時代に

代があったぐらいです︒これが法律的な効果をもつんですね︒無

で確認した賃上げの幅を︑弁務官が書簡という形で削るという時

争にしても︑当時アメリカの高等弁務官がいて︑私たちが労使間

吉元

伊藤

たぶんね︵笑︶︒でも︑沖縄の労働組合というのは賃金闘

まあ︑そういう組合もあると思うんですが︒

な謡物の話が出ると︑つくっちゃって終わりでしょう︒つまり管

だと思う︒そこのところがうまく行っていないから︑首長は好き

そこまで見通した上で作りあげられるのが︑行政でやる箱物行政

れど︑それに取り巻く課題というのは地域社会を動かすんですね︒

の産業なんですね︒行政がつくる仕事というのは箱物にみえるけ

するか︑印刷所をどうするか︑全部関わるでしょう︒つまり一つ

同時通訳のグループをどうつくるか︑弁当をつくるところはどう

び込みをするのか︒そういうことが問われるし︑一つつくれば︑

当たり前の日程をつくって運動をつくるということは何もないん

運動をやるというのは何だったかということですね︒ですから職

理・運営と地域経済に与える効果を見ないでつくっちゃうという

です︒

場闘争︑賃金闘争︑労使間交渉だけではなくて︑文字通りアメリ
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ところに問題があるのではないでしょうか︒

いうことで︑あれは短期間でまとまって︑鈴木総理が東南アジア

人が入らなかったらどうするかとか︑県の持ち込みで大変なこと

ぐさんありました︒こんなにでかいモノをつくってどうするのか︑

生まれてきた戦略的発想というのが︑その後々ずっと続いている

伊藤

インを沖縄にしたんです︒それが今日ここまで発展したんですね︒

を回って︑五ヶ国にASEAN人材センターを設置して︑そのメ

になるよと言われたけれど︑．現実には今はそうでもない︒これが

んだな︑ということが非常によくわかりました︒でも労働組合運

コンベンションホールを造ったときも︑モノだという批判がた

なければ︑あれだけの会議が来なかったでしょうね︒むしろこれ

動をやったすべての人がそうであったわけではないですね︒

國西銘県政の限界と大田県政誕生

いや︑お話を伺って︑たしかに組合運動の特異な状況から

でも足りないという状況がいま出ていますからね︒

ですから︑そういうものが必要だと発想した知事がまずはすご
いんでしょうね︒先を見ていたんでしょうね︒西銘さんという人

吉元

むしろ僕は自分でも思うんだけれゼ︑稀な方でしょヶね︒

はそういう人だったかもしれない︒その上に担当させられた私た

話は最近になってくるんだが︑私が県庁を辞めて県労協の事務

希少な価値でしょう︑いい意味か悪い意味か︒

から先ほど言った︑沖縄の交流センター構想で︑高良倉吉さんな

局長をやった理由ですが︑やめて将来どうなるかという計算をす

ちが︑そのことを積極的に使った︑ということでしょうね︒です
どに関わってもらった︒あの時はすごい議論をしながら創造して

ることもできるでしょう︒うちの人はしたんですね︒年金どうな

るのとか︑退職金の差額をどうするかとか︑いろいろな問題が出

いっ︑たと思いますね︒

実はその構想は︑鈴木善幸さんが総理の時に︑東南アジアに行

されるんだけれど︑結果としてうちの人から﹁好きだからやった

らどうか︑好きでしょう﹂と言われたんですね︒やっぱり好きな

ってお土産にしたんです︒その前に︑田中︵角栄︶さんが卵を投
げられた経緯がありましたね︒たしかそのあと鈴木善幸さんが東

南アジアに行くということで︑ASEAN回りの時に︑お土産が んでしょうね︒それは何かということです︒何もなくて︑それに

民間であろうが︑県であろうが︑市町村であろうが沖縄のものだ

使っていいと思うけれど︑沖縄につくる場合は︑国であろうが︑

そのときは開発庁から電話があって︑いいよ使いなさい︑私は

の沖縄国際センターというのは︑それが原点になっているんです︒

Nセンター︑人づくりセンターで︑このメインが沖縄です︒いま．

す︒それで﹁日本・東南アジア交流センター﹂︑これがASEA

ー﹂から中国を抜いちゃって︑日本政府がつまみ食いをしたんで

やっているということで︑﹁日本・中国・東南アジア交流センタ

フの動き︑冷戦がどうなるかという形で動き出す初期ですね︒そ

危機感がありました︒八O年代の中頃から動き出したゴルバチョ

ことがひとつあって︑このまま続くと沖縄はどうなるのかという

している将来の不安︑つまり基地問題に食い込まなかったという

るかと︒これは必要なことではあるけれど︑沖縄県民の最も懸念

かく予算をとって︑県民所得をどう上げるか︑どういう事業をや

にある基地問題とは真っ正面から対応しようとしなかった︒とに

れなかった︒西銘さんは早く本土と一体化しようとして︑目の前

西銘さんの十二年間の県政は︑私たち県民にとっては居たたま

飛び込んだのではなくて︑何かをしたがった︒

から︑設置主体を問わない︑中味について物をいわせてくれ︒そ

こがいちばん︑僕たち沖縄は危機感を感じたんですね︒これをそ

ないと騒いだんです︒外務省が︒それで沖縄県でこういう仕事を

れをやるなら︑知事の了解さえ取れば︑中味は協力しましょうと
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のままにしておくと︑沖縄はそのままになるのではないか︒つま

っている天久住宅地というところの広大な部分を︑準備できない

た後どうするかという問題です︒これが︑那覇の中心部とつなが

段階で返してきた︒しかも返し方が一括でなく︑利用できなかっ

り西銘体制を変えて︑基地問題︑沖縄の生き方に対応できる人を
つくらなければいかん︑ということがひとつありましたね︒です

あったし︑そういう意味で県政をどう変えていくか︒

たんです︒こういうことが二度続いたら終わりだという危機感が

やはり状況の変化を考えて︑ですか︒

から私は︑八五年に県庁をやめて︑そこに行くんですね︒
伊藤

私は県庁を辞めて︑最初に大田さんを説得したが︑これは失敗

するんです︒西銘さんの三期目の選挙の時に大田さんを説得して

それは沖縄だから感じるんですね︒そこからそれではとい

うことで︑もう一回沖縄闘争︑﹁沖縄闘争﹂という言葉を敢えて

駄目だということになった︒しかし次は逃がさんよという話にな

吉元
使ったが︑それを再構⁝要しようとい︑う気で一︒

って︑その後九〇年の選挙には出てもらったんですね︒

逆に言うと︑東西冷戦が崩壊すれば︑基地問題解決の可能

伊藤

何が一番いい運動かということを考える︒復帰段階に関わってい

ですからの問に︑沖縄闘争をもう一回つくろうということで︑

吉一兀

ない若い連中が職場におりますからね︒その人たちと沖縄問題を

性も出てくるわけですね︒

うはならない︒だから県政を変えておかないと︑これは対応でき

もう一回話し合っていく場は︑言葉ではないと思った︒それで嘉

そういう感じがした︒しかしアメリカの体質からするとそ

ない︒つまりアメリカ並みになっていく︒一番目問題は︑復帰の

いう言葉で取り組みました︒

手納基地包囲行動をやったんです︒﹁赤ちゃんからお年寄り﹂と

変わらないということです︒沖縄かち問題を提起しないと変わら

伊藤

時も復帰後もそうだけれど︑沖縄問題に対する日米政府の対応が
ないんです︒沖縄から提起しても日本政府は知らん顔︑アメリカ

すか︒

吉元

これは県労協の事務局長として組織なさったということで

政府は基地を目の前にしているからなんとかしなければいかんと
いうことをするけれど︑これは小手先︒この構図がずっと続いて︑

体に障害が残っていないけれど︑途中で私は一回倒れました︒

そうです︒これは非常にきつい仕事でした︒いまは全く身

西銘県政の十二年間にはもっと強まったわけですね︒

伊藤過労ですか︒

この西銘県政の問というのは︑まったく基地縮小というの

それ以後は血圧がどうにもコントロールとれなくなったんです

伊藤
なかったですね︒

が︒そういう意味では県庁を辞めるときの決意は︑やはり沖縄を

吉一兀過労というか︑飲み過ぎだろうな︑わからないけれど︵笑︶︒

吉元

一坪たりとも︑ですか︒

はなったわけですか︒

伊藤

変えなければいかん︑変えるためにはどうしたらいいか︑やっぱ

もう一つあったのは︑基地問題をもう一回県民が目の前に提示

一坪たりともとはいいません︒その間に話し合ったものも

いう部分はなかったです︒そこに問題があったんですね︒つまり

すること︒それにはどういう行動があるのか︑それは県庁にいて

吉元

形の上では不要な部分を返すということはありました︒いくつか

私が何をやってもできないから︑そういうローカルセンターの中

り西銘さんでは駄目だなということでした︒

の話もありました︒それはそこだけで終わりました︒一番問題な

心メンバーとして要請されるなら出てみようかと︒それができな

あります︒だけど︑私たち沖縄県が使いたい︑地域が使いたいと

のは︑基地の問題︑アメリカ軍がもういらんよ︑と言って返され
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かったらどうなるかということは考えきれないんですね︒しかし

場合ちょっと違うんですね︒もちろん公務員試験で全部入って来

たり前になっていますね︒だから言うところの官僚組織と沖縄の

るんだけれど︑やっぱり自分の生き方が︑沖縄の中でつくられて

その通りにしてきたんです︒

いくでしょうね︒だからとどのつまりは︑行政をするために妥協

するのは仕事であって︑それ以上はやらないです︒いやなのは選

しかしこの時にお辞めにならないで︑県庁にそのままおら

吉元

挙をやらないしね︒それは革新も保守も同じことです︒職場では

伊藤

ん時代は大変ですよ︒私自身は復帰前の係長︑専門官ですが︑職

みんなわかっていますからね︒あれが上がるのは当たり前だと思

れたらどういうことになったと思いますか︒

場に戻ったときもそのままで︑職場から出て芸術大学に行ったと

うし︑これが上がらないのはそうだろうな︑と思うしね︒それは

おそらく課長にもなれなかったでしょうね︒それは西銘さ

きに室長補佐︑だから課長補佐です︒僕の仲間は全部課長以上で

かなり割り切った考え方を沖縄では持っていますよ︒県だけでは

がとうございました︒

︵終了︶

佐道・お約束した時間をオーバーしてしまいました︒どうもあり

．なくて市町村でもそうです︒

すから︑それは︑なれないです︒それは沖縄の行政の場で︑この

駄目です︒それは全く駄目です︒厳しいけれど︑これが当

駄目なんですか︒

種の問題というのははっきり自覚しないと運動できないです︒
伊藤

吉一兀
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オーラルヒストリー・
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日時＝1999年11月17日（4時間）
場

所＝沖縄県地方自治研究センター

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

今日は大田知事のところがら始めさせていただきたいと思

目大田県政誕生の背景
伊藤

とによって過激な仕事の中で︑任期途中で病に倒れたということ

がありまして︑相当ショックを受けました︒したがって︑ただ単

に知事として選べばいい話じゃなく︑どういうバックアップ体制

伊藤

吉元

お答えできないことは︑できないとおっしゃっていただけ

しゃべりにくい話ですね︵笑︶︒

しかしながら︑その時期に次の選挙には十分な人を立てること

つまされたというか︑反省させられました︒

た三役体制を作ったらいいのかということで︑ここは本当に身に

を作るのかということと︑同時にどういう副知事︑出納長を含め

ればと思います︒なぜ︑大田さんなのかというところからお伺い

ができなかった︒結果として西銘順治さんが当選したのです︒西

います︒．

したいと思いますが︑前からご存知でいらっしゃったんですか︒

銘さんが出て一番特徴的だったのは︑安保問題︑基地問題などに

ついてはお座なり︑むしろそれを是とした上で過重な負担は少な

復帰前から知ってはいました︒ただ︑個人的にはそう親し

い間柄ではなかったんです︒労働組合運動あるいは復帰運動のい

吉元

ろいろな段階で私たちが労働講座を計画したときに︑講師として

しら西銘さんの一期︑二期を見ていますと︑少し問題が出ている︒

れらしい力を入れた仕事はしていなかったということです︒何か

広くやられていたので︑人となりというのも十分知っているし︑

沖縄問題というのを日本の一二という次元で取り組まれていくん

くすべきだという声を出していたけれど︑具体的に行政の中でそ

また書いた本によって︑啓発された部分もわれわれにはあります

じゃないかと︒つまり︑沖縄が抱えているいまの問題とこれから

来てもらったりしたんですね︒そういう活動は大田さん自体が幅

ので︑そういう点ではかねてから知っているつもりです︒

その中の一つは︑沖縄国民体育大会というのがあって︑それに

のことに十分対応していない︑という厳しい批判をしていました︒

知事というのは︑復帰前の琉球政府の最後の主席でありました屋

天皇︑皇后が来る︒これは当たり前の仕組みですが︑それを巡っ

大田さんに絞り込んだというのは理由があります︒復帰直後の
良さんですが︑一期目で終わりました︒健康上の問題が主要な理

責任をどう追及するかというような運動ですね︒それに向けてこ

て県民の中で非常に大きな批判というか問題提起があった︒戦争

ったけれど︑その後二期以降は沖縄作りであり︑沖縄県をどうす

の西銘さんの時代に︑教育の中で主任制の強行︑σまり強引に取

由でした︒同時にこの時期︵屋良氏は︶﹁自分が果たす役割はあ
るかということだ︒そういう面では自分には対応できない﹂とい﹂

り入れるとか︑あるいは学校現場における日の丸・君が代の押し

付けということが︑国体に向けて非常に大きくなされていくんで

うことでありました︒

その段階で一時期いろいろな学者の名前も出ましたが︑私たち

ですから西銘県政の二期目に︑こういう知事の下︑こういう県

すね︒そういうことから沖縄問題にもう一度否応なしに目覚めさ

ーがいま必要だと思って︑前回も話したように︑当時県議会議長

政の下では沖縄は大変なことになるぞということで︑政治家より

はむしろ沖縄県の健全な将来像を描くためには︑財政問題から地

だった社会大衆党の平良幸市さんを説得して出てもらった経緯が

はむしろしっかりした理念を持った人を選ぼう︑担ごうというこ

せられたということがありました︒

あります︒そのときに条件として付された仲吉良新もしくは吉元

とで︽大田さんの名前を出して︑大田さんを説得した経緯がある

方自治などをきちんと踏まえなければならない︒そういうリーダ

政矩を副知事にということについて︑応えきれなかった︒そのこ
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には真面目に聞いていただいたけれど︑国際的なプロジェクト︑

だけれど︑相手側も再び出るということでした︒四度出るという

そのときに︑いってみれば敵塁という言葉を政治的には使うん

意味では担ぎ出すことに成功したわけです︒

自分がかかわっているもの︑しかも研究の補助費等は文部省関係

ことでしたから︑そこから離反した経済界の一部︑とりわけ市町

んです︒結果として︑これは不発に終わりました︒当時大田さん

ということがありまして︑抜けられないという切実な問題があっ

村レベルにおいて︑いろいろな県とグルになった公共事業の偏っ︑

経済界の一部を私たちが抱え込んだ︒それは表向きは口が裂けて

たようです︒そういう理由を示しながら︑自分がこの段階で応ず

いまおっしゃった政党というのはどこですか︒

も言えないけれど︑いまの知事の企業であった﹁りゅうせき﹂と

た入札結果が全部表れていましたから︑そういう不満を持ってい

伊藤

革新政党です︒社会党︑社会大衆党︑共産党ですね︒特に

か︑沖縄で最大の建築業である﹁射場組﹂とか象徴的にはこの二

るわけにはいかないということでした︒私たちはそれでもなおか

吉元

つ︑もっとありますが︑この二つを巻き込むことによって︑一挙

た中小企業のみなさんをまとめることが一方で可能だったわけで

社会大衆党あたりが別の人を担ごうかという動きがあったりして

に足元を崩して知事選に持ち込んだということです︒

つ粘っていったんですが︑政党次元ではまた別の人を探していた

不発に終わったんです︒いずれにせよ︑あのときに最終的には大

このときは対抗馬といいますか︑政党は︒

す︒ですから大田さんを担ぎ出すというときは︑ある意味では保

田さんに︑﹁今回はあなたの都合で諦めますが︑次は私たちの声

伊藤

もちろん西銘順治さんが出たわけです︒

ということもありまして︑結果として私自身は諦めるということ

を聞いて欲しい﹂という引導を渡して︑それで見送るということ

吉元

いや︑革新政党の側は︒

守・革新という対決よりも︑むしろもう一つの保守の勢力の中の

になりました︒したがって西銘さんの二期目に対決する選挙とい

伊藤

もちろん大田を担ぎ出して西銘にぶつけた︒西銘というの

になりました︒

うのは︑私たちはそう力が入らなかったという経緯があります︒

吉元

盾が出た︒取り巻きを作って行政を私物化する動きが出たり︑顕

一部をこっちがひつさらったわけですからね︒もちろん革新政党

は四期目ですからね︒大田さんを候補者として担いで︑経済界の

西銘さんが三期目に入り︑いよいよ行政の中でもいろいろな矛
・著なものが出始めたんです︒それで県民的な批判も出始めた︒特

﹁側は全部まとまりました︒

に政策協定を取りましたし︑加えて公明党との問でも政策協定を

に沖縄県の公共事業︑とりわけ入札制度を下手をすると私物化し

取りました︒ですから︑いわゆる革新総体がまとまったというこ

まとまりましたか︒これは異論は全然なかったですか︒

そういう意味で︑これはいよいよのっぴきならないところまで

とになります︒

伊藤

腐敗し始めたなどいう危機感を持っていましたから︑大田さんに

そのまとめ役は先生がなさったんですか︒

ているような入札結果が表れたりして︑これは相当業界の中でも

強力な説得をした︒大田さんもそのときはほぼ覚悟しておったん

伊藤

文字通り私自身が走り回ったということです︒大田さんを

なかったです︒これは社会党︑社会大衆党︑共産党︑個別

ですね︒大学の仕事も一段落したということであったし︑あとは

吉元

吉元

大田さんが出て当選していけるような条件整備といいますか︑そ

選んだというのは︑ただ単に彼が学者だったという意味ではなく︑

話題になりました︒

ういうものをどう作っていくかということでしたから︒そういう
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らです︒私たちも労働講座に呼び出しながら意見を率直に交換す

後もそうでしたが一絶えず発言してきたという経緯があったか

の中で警鐘を鳴らしながらーアメリカ時代もそうでしたし復帰

出発として︑彼がその方面での研究と勉強をしながら︑広く沖縄

文字通り沖縄戦の生き残りということと︑それを一つの生き様の

広くどう見渡すかという話になります︒大田さんの場合は広報学

も︑まず足元を見て︑その上で政党の協力を得て︐より県民的に

えておくということが大事で︑それがあれば候補者に担がれる人

こか本気で担ぎ出す勢力というか︑やはり労働組合の足並みを揃

は政党が雁首揃えて行って成功する例はあまりないんですよ︒ど

働きかけながら︑ということです︒しかしこの種の仕事というの

では感覚的にはほとんど一致していました︒ズレがなかった︒

るという⁝機会を持っていましたから︑そういう意味では︑本人は

この選挙は勝てるなという確信はありましたか︒

が専門ですから︑自分でいろいろな世論調査もしているし︑マス

伊藤

伊藤

本人はどう思ったかわからんが︑私は三期十二年間の西銘

別として労働団体や政党レベルからは当然だというムードがあり

ですか︒

吉元

コミの世論調査もその都度分析している︒ですからそういう意味

吉元

さんの県政というものが非常に問題を起こしたということと︑ご

ました︒もっとも四年前にも働きかけた経緯もありましたからね︒

私などが走ったということでしょうね︒もちろん私個人ではなく

く一部とはいえ県内のかってなかった二つの大きな企業グループ

四年前の段階で︑他の革新政党もだいたいOKだったわけ

て︑当時の沖縄教職員組合の委員長とか︑さらには社会党の書記

が協力していいということができた︒それに中小企業の中で︑特

伊藤

ということがあった︒この辺が従来の選挙のやり方と違う︒これ

に土木建築業の中で足並みが非常に乱れてこちら側に顔を向ける

そのと．きは必ずしも全会一致ではなかったですね︒むしろ

長とかの連携はありました︒

で走り回るといいますか︑普通はだいたいパートナーがあるので

は他の人ではできなかったでしょうね︒むしろ私が直接それを作

そういういろいろなお仕事をなさる場合︑先生として一人

は︒

県労協というところで私がこのことについて動くことは︑三役会

動化していく︒これは選挙でも同じパターンです︒ですから沖縄

広げながら︑執行機関にかけて︑そして大衆的に下ろしながら運

企画をしますからね︒ですからそれをじっくり練り直しながら︑

吉元

不信任するなといったんです︒これは笑い話ですが︑そういうふ

吉元

そこからそういう方向でいらしたんですか︒

佐道

す︒

っていったわけですから︒そこが大田を担ぎ出したときの特徴で

役割分担なんですよね︒結局︑この運動はチームを作って・

議︑幹事会で了解を取った上でのことで︑しかも沖縄県労協の組

うに労働組合の親分衆に宣言しました︒そのときに私が必要だと

の基地問題や沖縄問題を解決していきたい︒つまり︑十年間信任︑
．するならば︑沖縄闘争の再構築をするという約束をするんです︒

私が県庁を辞めるときにへ十年間私を県労協の事務局長を

︵吉元さんは︶昭和六十年に県労協に戻られたわけですね︒

織に入っていない沖縄教職員組合に対して︵働きかけるわけで

するならば︑私はそヶいう長さで沖縄県労協の仕事と同時に沖縄
︵沖縄県教組合は県労協に︶入っていないんですか︒

す︶︒

伊藤

これはもちろん︑こんなことが通用するはずはないんですが︑私

連合を作るまで入っていなかったんです︒そういう意味で

は潮むしろパートナー的ですね︒高等学校の労働組合︑高教組も

の決意ですコ県庁の仕事をしているわけですからね︒しかも芸術

吉元

入っていませんから︑そこと連携を取りながら︑そして政党にも
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辞めることは不利になることはあっても決してプラスになること

題があるし︑いろいろな問題で︑公務員としての流れからすれば︑

のです︑それを自分の意志で離れるわけですから︒私にも年金問

だったかもしれません︒

ば︑ここから出発できるという意味で︑沖縄闘争の再構築の出発

自身で新しい運動の掴み方をしたでしょう︒計画した私から言え

に保守・革新なしに地域住民として集まっていますからね︒自分

が︑赤ちゃんからお年寄りまで結集できた︒集まった人々は本当

はないわけですから︑そこで辞めるということは相当な決断が必

伊藤 あのアイデアはどこからですか︒
︑吉元 一つはイギリスで︑やはり同じように米軍基地への反対行

大学の準備室補佐しながら西銘さんのプロジェクトをやっている

要になってくるでしょう︒

いうこと︒もう一つは県政の流れを県庁の中にいてよく見ている

的には基地問題に対してもうちょっと敏感になろうじゃないかと

んなに対する第一声でした︒そのためには何か︑となると︑日常

れたようですね︒それをマスコミ的に見ていましたし︑同時にそ
︑れ以前に︑前々から嘉手納基地包囲行動之いうのは沖縄の中で話

スで包囲行動というのが計画され︑不十分ながら部分的に実行さ

のがつながっています︒そういうものとの関連なんです︒イギリ

動があったんです︒トマホーク配備反対闘争とか︑いろいろなも

そういう意味では沖縄闘争の再構築をするというのが︑私のみ

わけですから︑そこは仕事の分野が別だといっても仲間ですから︑

当時日本は中曽根さんですか︒あの一つの大きな流れでは日本の

いんです︒民主党の衆議院議員の上原康助さんなんかも︑声を出
・した時期があるというんです︒だけどそれはとてもじゃないけれ

題があるんですよ︐だけど誰もそれを実践できるとは考えられな

そこは居たたまれなくなりますよね︒もう一つ積極的に言えば︑
中でも軍事的な方向が出ていて︑ガイドラインの問題を含めて中
曽根さんが発言していた一連の防衛力強化の方向というのは︑私
結果として勇気があったとみんなに言われたけれど︑それほど悩

しそのためには大変だったですよ︒一月早々に発表して︑それか

ですから︑そういう意味では熟していたかもしれません︒しか

ど実行できなかったんですね︒

んで辞めたわけではなくて︑もし頼まれるならば︑という気持ち

ら六月二十一日までの問ですからね︒それこそ寝ずに飛び回った

たちにはものすごく気になりました︒ですから県庁を辞めたのは︑

になったのは事実でしょうね︒

それが一つ象徴的な県民運動としてあがってきたのが︑嘉手納基

時期に大きな県民運動をまとめていけるのか︑ということですね︒

だいたいサイクルはわかるからそれも入れてみて︑その中でどの

入るか考えました︒解散総選挙はそう勝手に入れられないけれど︑

市長選挙が何回入るのか︑県議会選挙︑そして参議院選挙が何回

た︒ですから私は十年間の中に県知事選挙が何回入るのか︑那覇

う場所はどこにありますか︑とか始まりますからね︒歯を磨く水

すが︑そうすると︑議論し行動を決起する直前になると︑顔を洗

も基地に対する行動を組むときに︑各組合の青年部を集めるんで

た︒それには非常に危機感を持っていたんです︒ですから︑いつ

る怒りとか︑将来の問題とかに関心をなくし始めていたことだっ

吉元

伊藤︐六月というと暑い盛りでもあるわけですね︒

ということです︒

地包囲行動です︒ですから︑文字通りあれを成功させたときに︑

はありますか︑トイレはありますかと︑この三つを必ず聞きます

そのときから県政をどう奪還するかというのは大きな課題でし

私は次の知事選への足がかりを確信したと言えるでしょうね︒土

からね︒私たちは沖縄の運動の中でそういう発想をしたことがな

私が一番問題にしたのは︑復帰後︑若者が基地問題に対す

砂降りの雨の中︑バケツをひつくり返したような雨だったんです
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にかくカッパの一枚でもあればという感覚なんです︒そういうこ

いんです︒飯さえどこからか届ければいい︒眠る場所なんて︑と

きたら労働組合と距離を持たざるを得ない︒

ているが︑総評も解散する︑連合ができるコ社会党も︑連合がで

朝から晩まで社会党・総評というブロックと一緒に沖縄で運動し︑

そういう中での沖縄問題でした︒沖縄問題は︑それではどこで

とがだんだん重なってきた時期でした︒それではおんぶに抱っこ

担いでいくのか︒沖縄には担ぐ部隊があるけれど︑本土はどこが

で︑飲み水から︑顔を洗う水から︑歯を磨くところがら便所まで︑

全部揃えないと労働組合の運動ができないのかということに怒り

担ぐのかという深刻な問題が起こったんですね︒総評解散後︑沖

縄問題はどこが担ぐんですか︒連合には持ち込めない︒旧同盟︑

を感じておったんですね︒

ですからまずそれをつぶすことから始めた・︒行動というのはき

民社党の関係がありますからね︒それをどういう形でつなぐかと

いヶ問題がありまして︑これがやっと接げるように︑平和センタ

ついんですよ︑ということですね︒そういう意味では︑先ほども
言ったように︑沖縄闘争再構築です︒

入れる︑そしてそのシナリオまで東京で作ったやつを受け入れて

県政が保遷化したというだけではなくて︑なんでもかんでも受け

いというより︑むしろ今回は従来と違った危機感を持っています︒

吉一兀

伊藤

佐道

自治研センターというのは︑どういうものですか︒

司令部になったんですね︒

す︒そこが文字通り知事選挙の選分的な役割を果たしていくんです︒

センターの方に入ってきて︑ここで知事選挙までを過ごすわけで

て私は︑連合沖縄を作って︑県労協は解散ですから︑この自治研

ようなルートを作ったんです︒そのことが一つあった︒したがっ

ーとかいろいろな仕組みを各県が作って︑全国が沖縄とつながる

しまう︑あの体質︑ああいうものは沖縄にはなかったはずなんで

吉一兀

その危機感というのは今でもおありですか︒

すよね︒ですけれど︑そういう形で表れています︒そういう意味

部組織です︒しかし事実上は完全に独立している組織ですが︑地

伊藤

では従来より危機感を持っています︒西銘さんの三期十二年間よ

ありますね︒それはまったく変わらないですね︒変わらな

り︑僕に言わせれば危機感が強いですね︒

方自治にかかわる研究をしていこうという場なんです︒沖縄の地

これは自治労沖縄県本部︑一万名以上おりますが︑その内

その話を最後に伺わせてください︒

伊藤

方自治となりますと︑朝から晩まで基地に引き回されていますか

吉元

就かれますね︒

ですが︑副知事になられる前に先生は政策調整監というポストに

佐道

講演をして運動につなぐような役割を負わされているんですかね︒

ンク以上に運動を前面にだす︒ですからシンクタンク的機能よりは︑

吉元

伊藤

先生はそれの責任者なんですか︒

シンクタンクの性格を持っていますね︒それからシンクタ

一種のシンクタンクみたいなものですね︒

イスしたりという仕事でした︒

跡利用の問題などを含めて︑地域計画作りを支援したり︑アドバ

ら︑必然的に基地問題を中心とした地域市町村との関係︑基地の

ました︒その前に一九八九年に︑実は沖縄県労協というのは解散

伊藤

■大田県政での役割

するんです︒同様に沖縄地方同盟も解散して︑その直後に﹁連合

いまは理事長ですが︑あの頃は事務局長という形で位置付

大田さんを担いで選挙をして︑当選ということになるわけ

沖縄﹂を作ります︒いわゆる労働戦線の統一です︒この仕事が実

吉元

私は知事選挙のとき︑当選後も︑裏で支えようと思ってい

は嘉手納包囲行動などと重なっているんです︒﹂県労協がなくなる︑
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ら部長に上がる長さなんです︒その長さを一人の知事と付き合っ

ると︑西銘さんのところで十二年となりますと︑だいたい課長か

を支えていくというような体制まで作っていた︒しかし考えて見

ました︒その後は私の仕事ではなくて︑県の内部で各局長が知事

大田さんを知事に就任させるまでは︑細かい県とのつなぎをやり

けられていました︒私はそういう意味では知事選挙に勝った直後︑

ッチしないということがルールで︑あとは知事と一体という形を

回作り直していく仕事を含めた何でも屋ですが︑通常業務にはダ

しい政策︑そして新しい政策課題を掘り起こして︑これをもう一

ですから知事の政策を特命で担当していく︑つまり選挙政策︑新

になかったんですが︑﹁政策調整監﹂という名前を付けたんです︒

いいかということで県庁の連中が知恵を働かせて︑まったく全国

ザーという英語名を作ったんです︒それだったらどういう名前が

前になったんだけれど︑目的としては知事に対する政策アドバイ

とったんです︒ですから副知事とも違う︒副知事はラインの仕事

てきて︑知事が替わって︑しかも基地問題に対する発想も変わる
いまの部長連中が︑﹁大田と一緒にやれます﹂︑とは言えないです

をやっていますからね︒私は知事の政策を具現化するための仕事

し対応の仕方も変わるということですね︒知事選挙の政策をみて︑

ね︒

だ選任されていない︒部長連中がおるけれど︑部長連中もバック

ですね︒知事自身が適切に答え切れない︒副知事はいません︒ま

その中で選挙政策︑公約を巡る質問が︑自民党・野党から出るん

監が入るんですね︒指揮命令系統は知事に直結︒ランクは副知事

ど︑知事︑副知事の問から点線が入るんですよ︒ここに政策調整

吉元

伊藤

結局は知事︑副知事︑そして部長というラインがあるけれ

そうすると部局長との関係はどうなるんですか︒

をやるわけです︒

アップし切れない︒し切れないというより︑しない︑というふう

と﹁同格﹂という位置付けをしたんです︒一般職ですから同格と

ですから就任してすぐ議会が十二月初めから始まりましたが︑

に見られたんです︒

ポジションです︒これは全国でも珍しがられて︑国からも︑﹁何

いうのはあり得ないけれど︑しかし県庁の中での仕事のウェイト

りました︒入るとすればどういうポジションで入るかということ

だこれは︑盲腸みたいじゃないか﹂と言われたらしいんですが︑

そこで急遽︑このままでは大変だ︑つぶされるということにな

で︑結局︑三役つまり副知事人事とは違う形でどう入るか︒もう

実際問題としては︑それがなければ︑通常何十年と生きてきてい

としてはそういう位置付けをしました︒これが政策調整監という

副知事人事はできていました︒大田知事がそれでいくという形が

る公務員に対して︑知事が選挙の政策を﹁これをやれ﹂といって

って︑十二月議会中に︵私に︶県庁に入ってくれということにな

ありましたからね︒

も︑なかなかうまくいがんだろうということですね︒

州知事と相当論議したんです︒知事選を戦うにあたって︑横浜に

それは別の人ですか︒

入った方が一番自由に動けるだろうということですが︑各部局長

飛びまして︑大田さんに会ってくれと頼んだ︒だから知事になる

伊藤

というのがいるわけですから︑肩書のある特定の仕事を持ったポ

前に大田さんを一回会わせています︒なった後にも会わせていま

これを検討するにあたって背景が一つありまして︑神奈川の長

ストは作らないでおこうということでした︒そのときに検討した

す︒その間に私は意見を聴いた︒かつての革新の知事と言われた

それを議会に提案していた︒結局は一般職︑部長クラスで

二︑三名のグループが︑アメリカの大統領補佐官をイメージして︑

方々︑あるいは市長と言われた方々の政策等をどう具現化して実

吉元

大田さんと話し合うんです︒ですから︑﹁政策調整監﹂という名
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呈していくかという︑そのプロセスをどういうふうに考えたらい
いのかということです︒

市に政策調整監というポストができまして︑やっている仕事は那

同時に二人連れて県庁入かしているんです︒そのうちの一人が秘

ういう方がおったようです︒それから長州さんの場合は︑就任と

まして︑相当きめ細かくそれをつないだ︒美濃部さんの場合もそ

しゃべってもらったりしました︒ですから何回かお会いして︑飛

です︒われわれが呼んだこともあります︒市長時代も地方自治を

そして社会党の委員長もやりましたね︒沖縄に何回も来ているん

吉元

伊藤

飛鳥田さんが社会党時代ですか︑その後市長に出まして︑

飛鳥田さんとは前々からのご関係なんですか︒

覇軍港の移設問題︑これ一本に絞っています︒

書室の中にずっといた︒この人と議論をしながら︑大田さんが当

鳥田さん時代には直接細かい話を聞くことができなかったけれ

横浜の場合は︑飛鳥田さんの時代には鳴海さんという人がおり

選して︑そしてどういう仕事を各部局にさせていくのか︑特に基

おもしろい話があるけれど︑大田さんは就任して毎日︑決裁文

ね︒

ど︑結果としては長洲さんのときに相当入り組んだ話をしました

ドバイスがあった︒そこのところは神奈川県が苦悩した部分だっ

地問題に絡む問題︑これは通常業務では対応できないよというア
たらしい︒そういう話を聞きながら︑どうしたらいいかなという

うポストを作ろうというのは私自身思っていた︒それは軌道に乗

です︒知事に言わせれば︑勉強したいんです︒印鑑を捺すより前

長とか部長が︑なんで自分たちを呼ばんのか︑とひねくれるたの

が起案しますから︑呼んで議論するんですね︒だから一時期︑課

書を見ながら起案をした職員を呼ぶんです︒これはだいたい係長

ればの話ですがね︒ところが︑就任と同時に議会が始まった︒そ

に︑なぜこんなのがあるのと聞きたい︒しかし呼ばれる係長にし

ですから大田さんが当選した後も︑できれば県庁の中でそうい

こで追及されたものだから︑そこで私が入っていった︒入ったの

てみたら︑意外なのよね︒俺は起案したけれど︑責任者はちゃん

ていました︒

が︑フリーハンドでできる仕事ということで︑政策調整監という

この保守県政でもですか︒．

ある時横浜で長州知事に会ってもらった︒知事が質問をしたん

と課長︑部長がいるのに︑なぜそっちを呼ばないのか︑というこ

伊藤

続いています︒むしろ今の知事の稲嶺さんは︑これを外部

位置付けでした︒議会でもこのポストは大変問題になりました︒

吉元

です︒﹁長洲さん︑就任して何をしていましたか﹂と︒そうした

とですね︒こういう職場の決裁の序列を乱すのはげしからんとい

から連れてこようとしたんですが︑与党がOKしなくて︑外部か

ら︑私から長洲さんに言ってあっただけに︑コ年間は毎日決裁

翌年二月の定例議会で︑政策調整監というのは副知事とどっちが

らは起用できなくて内部から企画部長を起用しています︒ですか

・文書で担当者を呼んで議論を聞いていた︒しかし︑ちょうど一年

う声がたくさん出ました︒そういう時期です︒しかし︑僕は知事

ら沖縄の場合は︑基地問題にかかわるだけではなく︑通常行政と

目にハッと気付いた︒こんなことをしていたら︑自分の政策がで

偉いかとか︑いろいろな議論がありました︒でも結果として︑政

の関係を含めて︑各県が縦で各省庁とつながっているような仕組

きないというのがわかった︒だからやめました﹂という話をしま

のやり方を否定しなかった︒勉強するまでは︑それでいいと思っ

みとは違う課題が多いだけに︑政策調整監というポジションは続

した︒それを聞いて大田さんが︑﹁えっ私も同じことをしていま

策調整監というポストは︑今も続いています︒

n

ことを考えてたんですね︒

・
ggg・ff

いています︒今の知事も必要だと言っています︒市段階でも浦添
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す﹂と言ったんです︒私がはたから冷やかして︑﹁いや︑大田さ

持っていって︑知事に判断を仰ぐ︒知事の場合は︑ノーと言った

ですから一期目二年間は︑本人は一所懸命勉強したんでしょう︒

が抱えている政策︑選挙政策です︒普通ですと︑これをやるとこ

ことを制度化していった︒だから通常業務ではない︒やはり知事

ことはないけれど︑すべてOK︑頼むという話でした︒そういう

しかしそのことは︑県職員の中では必ずしもいい評価をされてい

ろはどこもないんです︒計画部門で担当して︑全部バラして︑全

んは二年間やるはずだよ﹂と︵笑︶︒それで本当に二年間やった︒

なかったということは言えます︒小さいことばかりほじくって︑

部下ろしてしまって︑いつもやっています︑という形でお茶を濁

すんですが︑そうでない仕組みを作ったんです︒

という誤解を生んだ経緯がありますね︒

伊藤

ないわけですか︒

ちゃうということですね︒それをもういっぺんまとめるところは

つまり︑一つの公約をそれぞれ関係部局に縦割りに下ろし

伊藤
吉元

吉元

政策調整監のところにも何人かスタッフがいらっしゃるわ

けですか︒

秘書というのはおかしいけれど︑．一般職ですから秘書という名前

て︑やつちゃうんですね︒実行可能のところまで熟度を高めるん

人遅ました︒一人は女性︑一人は東大出の優秀な職員です︒それ

たわけですから︑私がいた職場で私と仕事をやっていた職員が二

私が選んだわけではないんです︒面白いのは︑私は県庁に前にい

吉元

伊藤

そうです︒県庁の職員です︒これは人事課が選んだので︑

それはやはり県庁の中からですか︒

も自由にできるようなマトリックス方式とか︑いろいろなものを

が普通ですからね︒ですからそのときに︑いろいろなチーム作り

落とされると︑なんでおれたちがやるのか︑手一杯だ︑というの

現場は不満は言わないですね︒だいたい金も人もいないところに

予算と執行体制をチェックした上で仕事を下ろすわけですから︑

です︒そして現場に下ろせば仕事ができる体制になるんですね︒

三冠の課長補佐クラスがおりました︒それから担当秘書︑

はついてこないけれど︒ですから一人が秘書的役割で︑三名が文

からもう一人は︑私とは直接仕事はつながっていなかったけれど︑

作り上げて︑組織の活性化を図っていった経緯があります︒

その通りです︒ですからそれを政策調整監室で全部整理し

字通り仕事のスタッフですね︒

経済部門でバックアップできるということで︒ですから課長補佐

す︒そして一定程度︑予算措置の問題︑執行体制︑人的体制の問

メンバーがそれぞれ関係部局との問でそれを詰めていくわけで

さらに議論をして組み立てた上で︑あとは仕事を任せます︒その

開発庁の言い分であって︑沖縄は必要と思うから新しい仕事を出

そんなことを言った覚えはない﹂となるんですね︒しかしそれは

てきて予算を取る︒いったいこれは誰の仕事か︒俺たちは前年度

作ってやらせているけれど︑結局は各部局から全部開発庁に持っ

ていたようですね︒﹁政策調整監とは何者か︒いろいろな仕事を

でるやはり沖縄開発庁から見ますと︑異常な組織として見られ︐

題︑いろいろな部門をチェックして︑行けるという段階で私の方

クラス三名でやっていました︒その聯名が︑私が担当する仕事を

に上がってくる︒

常にきめ細かに仕事を組み立てていく場合に生きてきましたね︒

す︒このことが︵自分が︶副知事になって生きてくるんです︒非

違名を呼んで︑そこでGOのサインを取るんです︒それで年度途．

伊藤

私はその段階で担当部長︑予算担当の部長︑計画担当の部長の
中の補正でできるものは補正で入れさせ︑そうでないものは次年

監になられたわけですか︒

では副知事になられたときには︑今度は別の方が政策調整
度の当初予算に入れさせる︒そこまで段取りを取った上で知事に
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部︑まさにオールラウンド︒私の次の政策調整監をやった方︵高

知事がそのときどきで特命事項というのを決めます︒私は政策全

吉一兀

吉一兀

ためにできたということでしょうからね︒

佐道

るんでしょうけれどね︒

ましたから︒今日でもおそらく自民党のみなさんばそう思ってい︑

その通りです︒ですから担当している仕事の領域︑これは

本でした︒その後は基地問題一本になっていくんですね︒いまも

佐道

ったんですか︒

・

副知事が別にいらっしゃるわけですね︒その人選も先生が

それはその通りでしょう︒

そういうことなんでしょうね︒政策調整監も︑吉元先生の

そうなっているわけです︑たぶん︒ですから︑政策全般をやった

お考えになったということですが︑それはどういう基準でそうな

政策調整監をおやりのときは︑基地問題に限らず政策全般

というのは私しかいないかもしれません︒

伊藤

なんですね︒いくら知事の政策であっても︑担当部局が抱えてい

は予算委員会とか本会議では︑私に出る質問というのはないはず

吉元

それがいいというのだから︑それはいいでしょうといったんです

ことがない人で︑意見も交換したこともないんです︒大田さんが

琉大の教授で︑奥さんが歯科医でしたが︑その人は私たちも見た

した︒この女性︵上里和美氏︶は歯科医をしていた方です︒夫が

いうので︑﹁それは大田さん︑自分で選んでください﹂と言いま

知事就任に﹁二人の副知事のうち一人置女性にしたい﹂と

る仕事ですから︒だけど名指しで私に質問するということがず？

が︑結果的には議会で同意されない︒これは大田さんの支持政党

吉元

と続きました︒三年ですか︒予算委員会でも知事と同席させられ

ですよね︒やはりこれは自民党からは相当言われませんでしたか︒

るんです︒年間一回︑二月議会ですが︑まさに予算委員会の中で

側からも反対が出た︒ですから野党多数ですけれど︑与党の方か

それは︑そんじよそこらのものじゃなかったですね︒普通

は知事以上に質問が出てきますね︒いま思えば︑俺と議論し︑俺

・その後大田が︑琉球大学の教授をしていた尚弘子さんでいきた

らも︵反対が︶出たものですから︑とてもじゃないが通らなかっ

いクッションになった︒

いというから︑僕はそのときは﹁一回失敗したから僕が直接会っ

をぎゃふんと言わせれば知事も反論できないだろうというつもり

防波堤ですね︒

てみたい﹂といったら︑笑っていましたけれどね︵笑︶︒その人

た︒

佐道

知事︑副知事︑私と三名同列に並ばせて︑私にしか質問し

だったんでしょうね︵笑︶︒だから知事にしてみれば︑非常にい

吉元

は通りました︒この人は琉球王朝の新家の嫁で︑もともと保守系

もうひとりは︑知事が一番最初に不安がつたのは︑西銘県政十

ないからね︒．だから︑あくまでも嫌がらせ的な面は感じられたけ

めて真面目に答えておったけれど︑副知事になって︑それでは次

二年続いて変わった︒東京の自民党︑国会︑各省庁は︑沖縄は革

の人ですから︑この人は革新ではないということで︑そういう意

の政策調整量に予算委員会などで基地問題を聞くかと思ったら︑

新県政になったということで︑非常に構えたんです︒原則主義者

れど︑しかしそれは今までなかった仕組みが県庁の中にできたか

聞かない︒私にまた来るんですね︒ですからこれは︑ある意味で

とまで言われていた大田が知事になった︒何をするかわからん︑

味では全会一致で通った︒

は西銘県政をつぶしたのは吉元だ︑大田県政の屋台骨を背負って

と見られているであろうというふうに知事も思った節があった︒

らそうなったと思うんです︒ある意味で僕の場合は善意に受け止

いるのは吉元だという位置付げなんでしょう︒それはずっと続き
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崎拓さんの了解を得てきたい﹂という発言をするんですよ︒これ

しては背に腹はかえられないわけですから︑役立てばということ

そういうことがあって︑国の各省庁とパイプになれる人を本人が

そのときに私は︑﹁では便宜的な言い方になるかもしらんけれ

で︑彼を結果的には起用した︒だから十二月議会で通るんです︒

がこの後少し問題になった︒この男はちょっと違うなという受け

ど︑一人おるよ︒使ってみるか﹂といったら︑﹁誰か﹂というの

もう一人の副知事は駄目になる︒二月議会の後半で追加提案した・

強く希望したので︑私は﹁自分で探しなさい﹂といったけれど︑

で︑﹁沖縄電力の常務をしていた仲井真﹇弘多﹈を使ってみたら

尚弘子さんが通るんです︒ですから大田体制が作られるのは年を

取り方を1私も立会人ですから一した︒それでも大田さんと

どうか﹂と言ったんです︒﹁彼は各省庁に顔が利くか﹂というか

越してからという形になります︒こういう形で三役体制が出来上

結局﹁頼む﹂と言ってきたんです︒

ら︑﹁まあ通産の官僚をやっていたんだから顔が利くんじゃない

その直後に︑仲井真副知事が担当している基地問題︑﹁代理署

がっていくんです︒

ていい官僚ではなかったみたいです︒いいポストを歩いていない

名﹂の問題︑西銘さんの時代から担いでいたものが回ってくるの

か﹂と言ったんです︒しかし私が調べた範囲では︑通産でも決し
という意味ですよ︒どうかなと思ったけれど︑しかし比較的それ

です︒その処理を巡って仲井真副知事は︑﹁これは機関委任事務

私の特命はそのときは基地問題ではなかったんです︒年明け

はいいんじゃないか︒背景だって︑あの人は沖縄電力を作ったと

れておくんだという噂がずっと流れていたんです︒ですからもち

早々から︑植樹祭の会場の問題と新石垣空港の位置選定の問題の

だからイエスもノーもない︑すぐにやりましょう﹂と言う︒とこ

ろん革新ではない︒でも国との関係ではい・い関係にあるから使っ

二つをやっていました︒基地問題は副知事がやっていたんです︒

き︑民営化するときに︑上のほうから送り込まれたという側面が

たらどうか︑と私が言った︒大田さんも︑予算も取れなかったら

それがあまりにも安易な妥協を押し付けてくるものですから︑副

ろが知事は﹁ノーだ︒とんでもない︑こんなことをしては沖縄は

どうするか︒自分も初めてですから︒それはそうだなという話を

知事と知事が衝突するんです︒それを横目で見ていたんだが︑結

あるんですよ︒それは前の知事の西銘さんの時代のことですから︑

して︑誰と相談したらいいかということになって︑実は今の知事

局四月︑五月とずれて行くんです︒国あたりが相当やきもきして︑

大変だよ﹂ということで粘るんです︒

の稲嶺︵恵一︶︑それからもう一つは國場組の︑当時は専務だつ

大田に対する画定が始まるんです︒それに副知事が協調するよう

西銘さんが副知事にする︑そのための勉強のために沖縄電力を入

たか社長だったか︑國場幸一郎さんと別々に相談した︒あいつだ

な形で︑与党︑野党に関わらず議会根回しをした経緯があります︒

そこが一つ問題になって︑与党の方から批判が出たんです︒しか

ったら︑自分たちが連れてきたんだからいいよという話だった︒
僕は本当に役立ってもらえるだろうと思った︒そして知事に会っ

ていたんですが︑どうも知事としては︑副知事の仕事がお座なり

し︑いずれにせよ大田が任命した副知事だからということでやっ
そうしたら︑いろいろな話を聞きながら︑︵仲井真氏は︶自分

だということで苛立ちを始めた︒ですから四月の下旬あたりです

てもらった︒

は革新ではありませんよと言う︒そこまでは当たり前なんだけれ

か︑私の方に担当してくれんか︑ということになってきた︒私は

﹁担当してもいいけれど︑それは副知事がやっておるだろう︒副

ど︑そのときの最終段階でいつ返事をもらえるかといったら︑実
は私は明日東京へ行って来たい︒何かあるのかと言ったら︑﹁山
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詰めをやるんです︒

たので︑最終段階で私が引き取って︑知事公室長と一緒に最後の

事からも引き取って欲しいと正式に表明があり︑知事かちもあっ

知事から頼むと言われないと私はやれません﹂といったら︑副知

ああそうかという理解ができたんですが︑結局植樹祭で天皇︑皇

吉元

伊藤

私もそれは知らなかったんですがね︒ということになって︑

そうですが︵笑︶︒

る仕事には絶対真面目に対応するそうです︒

とで︑重要事項をこの人に任せたくないという話になった︒それ

の政治家との人脈というのは︑社会党でございますか︒

伊藤

后を迎えるという仕事をやったのです︒

から私に特命事項として基地問題が加わってくるんですね︒です

吉一兀

．そのときの持って行き方として︑知事の不信感が出たというこ

からそういう意味では︑やっていた植樹祭の会場地︑つまり沖縄

社会党を中心にしながらですね︒

伊藤

先生ご自身も社会党の党員でしたか︒

私の場合はですね︒当時はその通りです︒当時はもっぱら

飛鳥田さん︑長洲さんの話が出ましたが︑だいたい中央と

本島北部︑名護市の山の上を木を切って植樹祭の会場地を作ると
いうので︑そんな馬鹿なということで︑選挙中に︑戦争で焼け野

私は復帰までは特定の政党に関わらんでおこうという︑沖

ていたものですから︑特定の政党に関わるということはやってい

吉元

もう一つは︑石垣島の空港問題ですね︒これを海上で作るとい

ませんでしたρしかし︵復帰︶直前になって国政参加︑つまり国

原になった．摩文仁に近いところに植樹祭の会場を作ろうという政

う︒そこには世界的に有名な珊瑚との関連で︑これも陸の方で作

会議員の選挙が一九七一年に出てくるんですよ︒否応なしに国会

縄官公労という琉球政府の労働組合ではそういう気持ちを合わせ

るべきだ︑残すべきだということで︑石垣島の将来にとって海は

議員に立候補させなければならないということになりまして︑そ

策で大田が勝った︒これは場所を移す話です︒

世界的な観光地になるよという視点から︑これも冒しい場所探し

のときにローカル政党であった社会大衆党から党首の安里三千代

沖縄で一番苦労している︑しかもこれから大きな課題を背負うで

で︑県政の視点を変えた仕組みを作ったんです︒それをやってい

そのお二人の副知事は大きな課題がなぐなるわけですか︒

あろう全軍労の委員長を出そうということで︑上原康助さんをみ

さんが立候補する︒社会党からは誰にするか︒人民党は瀬長亀次

伊藤

結局は通常業務に仕事の範囲が限定されていくのですね︒

た中で︑この基地問題がまた被さってきた︒．ですから大田県政の

吉元

んなで説得する︒彼を社会党から出すために︑じゃあ入党せよと

郎さん︒自由民主党は西銘順治さんが出るんです︒そうそうたる

そこのところがら仲井真黒知事も居心地がよくなくなっていくん

いう話になって︑それでそのときに三百名だったと思うけれど︑

出発にあたって前県政から持ち込んだ三つの課題は︑そっくり特

でしょうね︒ですから二年という約束で︑二年で終わってもらお

社会党に入党しました︒．選挙のために入党したようなもので︑そ︑

メンバーです︒社会党は候補者がいなかった︒そこでそのときに

うと知事は考えたようですが︑本人が何故か植樹祭までは自分が

れが一つです︒

命という形で私が受けざるを得なかったということです︒

やりたいというこ乏になって︑植樹祭までやった︒だから三年間
何か花道が欲しかったということですか︒

た政党加盟を再びやったということで︑いまは社会民主党の党員

議院選挙で社民党から出てくれと言われたときに︑再び切れてい

その後は︑それほどつながっていなかったんですが︑去年の参
伊藤

これは東京での話だけれど︑官僚のみなさんは天皇の関わ

でした︒︑

吉元
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そうですが︒

がきて︑﹁すぐやってくれ﹂ということで︑﹁そんな馬鹿な﹂とい

たとすればね︒ですから私には立ち往生した日の夕方緊急に電話

それは県議会でいきなり立ち往生するようなことがなかっ

伊藤

もっともあと五年間資格はあるそうですがら︑社会党議員

吉元

吉元

ったんですけれどね︒普通は大変ですよ︒人事委員会の一般職で

になっています︒

に欠員が出ると私がなるそうですがら︵笑︶︒名簿に出ています

の採用だからチェックが必要だし︑履歴書も作らないといかんし︑

通り午後五時頃電話がきて︑翌朝すぐ保健所に行って︑人事課に

それから健康診断にも行かなければならない︵笑︶︒それは文字

から︒

名簿の順位の三番目か四番目に確かありますね︒

話は戻りますが︑そのあたりから︑副知事に入ってもらってと

佐道

電話を入れて︑俺の履歴書を作り直しておい．てくれ︑といった︒

もちろん県庁には仲間がたくさんいるから︑笑って作ってくれた

いう声が出てきたわけですか︒

けれど︒写真もどこにあるかということで探して︑それで人事委

仲井真さんの問題がクローズアップして︑知事の気持ちの

吉一兀

ところが︑健康診断が来ないと回せないという︒それで︑血圧

員会に書類を回す︒

が健康診断で引っかかって︑どうにもならなくなった︒保健所の

中に違和感として残り︑重要な仕事については彼がいつも避ける
仲井真さんももうやる気をなくしていた時期ですから︑そういう

ものですから︑私のほうに振ウてくるということになりました︒
意味では大田さんから︑次ぎ頼む︑という一言がありました︒で

所長が出てきて︑﹁吉元さん︑血圧高いよ﹂というから︑﹁いやそ

の採用は大事ですからね︒経歴はどうでもいいので︑健康上の問

も︑それは仲井真さんの希望であと一年延びたわけです︒仲井真

題だけが残り︑血圧の問題だというから︑それではということで

れはぎりぎりであったらOKにしてくれ﹂といったら﹁突破して

実は選挙で当選して就任するまでの問に︑副知事人事を私に相

保健所の構内を深呼吸して歩きながら︑血圧をうんと下げてρ下

さんの後をとなると︑仲井真さんが辞めた後でなければいけない

談されたんです︒そのときに︑大田さんは当初は私の名前を挙げ

がったかどうかわかりませんが︑結局血圧の測定だけで一時間半

いる﹂．というんです︒中途採用ですから︑健康上の問題が公務員

たんです︒私はそれを断った︒直接はまずいですよと︑私が断っ

ぐらいかかったかな︑最終的には所長が直接立ち会って︑いいで

わけですからね︒そういう形でした︒

た経緯があるんです︒

しょうとゴーのサインが出たから診断書をもらって︑そのまま県

伊藤．まずいというのはどういうことですか︒

庁に届けた︒それで夕方︑辞令ですからね︒だから大変でした︒

私が県労協の役員をしていたということが一つあって︑そ

吉元

と説明補助員として知事が名前を追加したんです︒運営委員会が

議場に入ったんです︒部長クラスで政策調整監ですから︑ちゃん

議会が延びていましたから︑その日の夜の本会議から私が本会

れから知事選の対応を裏で全部やったという問題があったもので
すから︑僕自身はむしろ大田県政を走らせて︑一期目はじっくり
外側からですか︒

受け止めて僕が入った︒異様なムードがありましたけれどね︒そ

カバーしたいという気持ちでしたから︒
伊藤

ええ︒それが出発にあたって一番大事な仕組みだと思って

渡して読ませる︒これを繰り返すわけですね︒それで議会を乗り

して知事が答弁に行き詰まると︑手書きしたものを持って知事に

吉元

政策調整監自体も︑緊急の事態ということですか︒

いました︒ですから当初からそのつもりはなかったんです︒

伊藤
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から議論を深めて︑九二年から走らせたんです︒ですからそれは

調整監時代ですね︒最初は唱名のスタッフに担がせて︑仕事を始

切ったんです︒

佐道

めるんです︒それを副知事の段階になって︑正式に企画開発部の

まあ︑実質副知事ですね︒それで基地の問題まで抱えて︑

政策全般を見るということになったら︑実質副知事ですよね︒

企画調整室に移していくんですね︒こういう作業をしながら︑あ

ームを作った︒これが九五年の少女暴行事件の後︑十一月だった

る程度メドが出てきて︑次には基地問題に関するプロジェクトチ

吉一兀

か︑そのときにプロジェクトチームを作り始めて︑九六年四月か

■一期目の特命事項
の問題とかを担当しながら︑同時に基地問題がすぐ被さってきた︒

ら国際都市形成構想推進室というのを作ったんです︒ですから︑

政策調整監として入って︑・植樹祭の問題とか︑新石垣空港

先ほど言ったように︑私は一期は表に出ないといったのは︑この

これは国の計画ですが︑県計画は同一計画を持たないようになっ

その出発の仕事をそこでやった︒

ていますから︒この中に沖縄の位置付けが出てくるんです︒です

自治研センターで政策の具体化をしたいということがあったから

それは前から大田さんが言っておられた構想ですね︒

﹁国際都市形成構想﹂というネーミングですが︒﹁

伊藤

そうです︒その部分に︑県庁に入ってすぐ着手しなければ

から沖縄で︑かつて県民が︑沖縄こうしたいな︑といっていたも

伊藤

吉元

のを第一次振興開発計画の中に取り入れた︒これが﹁国際交流拠

です︒これは知事の政策の中で中国︑台湾︑東南アジア︑沖縄と

ならなくなったと同時に︑もう﹂つはちょうど当時選挙のときに

点形成﹂という言葉なんです︒これが二次振計にも入っていくん

沖縄は︑﹁国際交流拠点形成﹂という言葉が好きなんです

書いたもの︑もうちょっと具体化したのは︑やはり世界の冷戦崩

です︒その一次振計の終わりの段階で私は職場復帰しました︒第

吉元

壊ですよね︒八九︑九〇︑九一年でソ連崩壊という形になったで

二次振興計画の作業にはタッチさせられなかった︒それで西銘さ

の問で蓬莱経済圏︑東シナ海経済構想を作っていたんですね︒こ

しょう︒この流れとの関連なんですね︒ですからそれはそれとし

んが︑あちこちで発言しているプロジェクトを私がやった︒その

よ︒これは復帰前の私たちが沖縄の将来について︑そういう表現

てやりながら︑一方で国際都市形成構想という沖縄の二十一世紀

中の一つが国際センターにつながワた︑日本・中国・東南アジア

れをどう具体化するかという話を︑ここでチームを作ってやって

ビジョンをどう作るか︑グランドデザインをどう作るかという仕

交流センター構想ですね︒それから国際的なコンベンションセン

をした時期もありました︒復帰後︑第一次の沖縄振興開発計画︑

事に取り組もうとしたところです︒ところが︵県庁に︶入ってし

ターの位置付けなどをしたんです︒．

みたいと思っていたのです︒

まったので︑それをスタッフと一緒にやろうという点では︑むし

ですからそういヶ意味でいうならば︑国の計画であり県の計画

ろその方がやりやすいかなという気もしましたね︒

である振興計画の中で言っている﹁沖縄の日本における役割﹂︑

アイデア自体は︑西銘県政時代に先生が県庁でやられてい
たことに土台があったといヶことですね︒大田さんの公約という

それが国際交流拠点形成ですから︒それは一体雑なんだ︒それは

佐道

か︑蓬莱経済圏になっていって︑それをより具体化する︒具体化

とが第一次振興計画の弱さ︒第二次振興計画でそれを少し具体化

どういう意味なんだということを作り上げきれなかったというこ
一九九二年置ら仕事を具体的にしていますね︒九一年暮れ

自身は︑平成四︵一九九二︶年ぐらいからですね︒
吉一兀
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っているわけです︒開発庁との調整もできていて中身が動かせな

いうことですが︑第三次振興計画の形は西銘さん時代にできあが

その時は大田時代になった︒そこでこれをもっと明確に出そうと

した︒これが西銘さんの力だったと思います︒第三次振興計画︑

律を前提にしたものではないと逃げられたけれど︑しかしそれに

この言葉は﹁特別な仕組み﹂という言葉に直された︒必ずしも法

利用も含めて︑僕らは﹁特別措置﹂という表現をした︒ところが︑

るということです︒もう一つは︑基地問題について︑基地の跡地

と返事がくる︒その中の一つは︑基地の整理縮小を真面目に進め

近いもので大筋合意した︒そして基地の整理縮小を国は真面目に︑

い段階ですから︑これをどうするかということで︑知事の政策を
私が調整監で担いで︑ある程度形を作って︑今度は計画に乗せる

・もと︑その三つの内容に︑なっていなかったんですね︒

はそのための組織を作ります︑という三つの約束なんです︒もと

積極的にやります︒それから﹁特別法﹂を作ります︒関係省庁で

中身についても伺いたいんですが︑その前に調整監の時代

という形になったんですね︒

佐道
の話ですが︑最初の公告縦覧を大田さんが苦渋の選択というか︑

ない︑これが一つです︒これを将来にわたって︑やはり国から縮

基地問題については︑国から縮小をアメリカに申し出たことは

吉元すでに前県政の段階で手続きは全部終わっていたんです

小せよとアメリカにいう協議の場を作りなさいということ︑これ

受けられますよね︒その経緯というのはいかがでしたか︒

ね︒あとは知事が公告縦覧の決裁をして縦覧する︒それを踏まえ

もう一つは︑基地の地主が跡利用にするまでの問︑放ったらか

が狙いです︒

するつこの仕事だけが残っていたんです︒沖縄の米軍基地の作ら︑

しですからね︒あるいは補償について不十分ですから︑これをど

て︑なおかつ土地所有者が署名しないと︑それを知事が代理署名
れた経緯︑土地収奪の経緯は︑誰よりも大田さんが詳しく知って

うするのか︑特別法を作れということです︒

もう一つは︑私たちが基地問題を開発庁に言うと︑開発庁は

いる︒やはり基地問題は本人の同意なくしてやるわけにはいかな
い︑というのが持論ですから︒それ以外︑契約拒否地主以外は全

外務省にいうと﹁聞きおきます﹂という︒防衛庁にいうと﹁聞き

﹁日米安保の担当者ではありません︑関係ありません﹂という︒

分については慎重に取り扱うべきじゃないのかというのが︑一つ

おきます﹂という︒まったくなしのつぶてなんです︒これは困る

部契約をしているわけです︒そこまでいっていなければ︑その部
の議論でした︒そういう意味でいうと︑その部分をお座なりにし

ぞ︑受け皿を作れといっている︒これは閥係省庁で作りますとい

お座なりで空中分解する︒全部空中分解する︒

って作ったんです︒課長クラスで作って走ったんですが︑これも

て︑﹁機関委任事務だから︑知事がノーと言えない﹂という形で︑
仕事を進める副知事に対して︑厳しい議論が知事との問であった︒
それを最終段階で私が引き取ったですね︒

私の方に示されてきた︒私はそれを見て︑﹁駄目です︑作り変え

官が記者会見して発表したメモですが︑そのメモの原点の部分が

から妥協案が出てきたんです︒これは文字通り向こうの防衛庁長

拒否する理由につながるんだが︑もちろんそのときは︑国がそこ

させたにもかかわらず︑それがパーになったということが︑次の

たわけです︒本当にそれはやっていけますねということで︑OK

俺は駄目だよといったときに最終的に出てきたのがその内容だつ

結局大田さんが苦渋の選択をしたというのは︑詰めて詰めて︑

ます﹂ということで全部作り変えるんです︒ほぼ内容が沖縄ベー

までやるのだったらいいだろうということだった︒

そのときに︑どうしても知事がOKしないものだから︑国の方

スになって作り変えたものを︑・最終段階で国の方からいいですよ
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そのときの経験が︑後で活かされるわけですね︒

は作られていなかったわけです︒

ことの問を防衛施設局と現地事務所と問でやっているわけです︒

ね︒自分は知事選挙の中で︑これは拒否するという方向を打ち出
佐道

最初からそれを意識して︑次は︑ということがあった︒そ

しかし大田さん自身にとってみたら︑手順として自分の手でや

した後ですから︑これを受けたという意味では︑知事は非常に苦
吉元

ですから︑政治の中枢部に手を突っ込んで喧嘩するようなパイプ

しい立場だった︒それは何かというと︑一つは知事自身の発言に

の間に約束したことを国が真面目にやっていれば︑大田知事の

った仕事ではないから︑これしかできませんよ︑ということです

よると一これは事実ですよ1部長連中をはじめ庁内がまった

ね︒そこは私自身が最後の文書を作って︑詰めて︑それが実行さ

﹁代理署名﹂拒否というところまで行かなかったかもしれません．

を与えていくおそれを知事は感じたんですね︒そこが一つの問題

れなかったということで︑私自身も︑これは裏切られたな︑とい

くOKしないんです︒協力しない︒このままでは県政全体に影響
だった︒

からね︒ですから︑いろいろな意味では彼自身の悩みとしては︑

で副知事を国とのパイプという形で求めたということがあります

イプはうまくいくのかという不安を持ったんですね︒それは人事

自分の政策だけを押しつけて決めるという形で︑本当に国とのパ

吉元

という判断だったんですか︒

佐．道

吉元

伊藤

そうです︒防衛施設庁長官のメモですからね︒

政府はというのは︑防衛施設庁のことですか︒

う気持ちになっていたから︑次の段階では︑と思いましたね︒

暗中模索で国とどうつながっていくかわからないということです

したね︒私は︑この問題は一過性では片づかんと思っていました

ですから︑知事自身は県庁全体が協力する体制を作れない中で︑

ね︒そういう時期で︑まずはこれで何とかしてみようじゃないか

から︒どういう手順でするかというのが大事︒つまり基地問題に

ついて︑機関委任事務だから地方自治体の長としてノーと言える

私はむしろ大田さんより先に︵そういう判断を︶していま

そのときは吉元先生ご自身も︑ここではやむを得ないな︑

という︑そういう意味での苦渋の選択だったんでしょうね︒

伊藤

よ︑という次元の話とは違う︒つまり日米安保の根幹に関わる︑

この段階では吉元さんは中央とのパイプとしてはどのよう

にしていましたか︒

制作りが必要ですね︒そのためには︑基地を返還させる具体的な

土地の提供に関わる部分ですから︑これは相当な準備が必要で︑

そのときは東京ですか︒

．大義名分︒もう一つは︑その後の基地労働者︑地主の生活の問題︒

最後の段階のメモを作るとき︑覚書を作るときの仕事しか

伊藤

いや︑こちらです︒

吉元

吉元

相手は︒

同時にそれを跡利用していくための財政的な国の責任︑負担︒こ
︑ういうものが全部揃ってこないと︑最終的にノーという体制を取

県民の意識の中でも︑これから本格的にやってみようかという体

伊藤

相手は防衛施設局を通じてです︒ですからこの問題でいま

私はやっていない︒それまでは副知事がずっとやっていたんです︒

吉元

るべきじゃないというのが︑僕の持論でしたね︒ですから︑私は

かっていたわけですよね︒何が課題として残っていたか︒それが

考えるに︑直接の関係を作っていなかったということです︒政治
完全に出先とやっているわけですか︒

争点になっていたわけですから︒だから政治的にはそれでいい︒

準備不足というか︑就いたばかりだから︒これは選挙期間申にわ
伊藤

手続き面ですから︑これは防衛施設庁の仕事ですよね︒こ

の場︑政府の中枢部とね︒

吉元
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しかしここは突破すべきじゃない︑ということですね︒

■政権交替の影響
伊藤

伊藤だけどそれを革新政党の中に説明するというのは一︒
吉元

産主義体制が崩壊する︒日本社会党はいちおう社会主義を目指す

先ほどおっしゃいましたが︑九〇年代初めに社会主義︑共

りますから︑いま大田がこのことで突っ張っていくとどうなるか

政党ですよね︒その社会主義の結果がああいうことになって現実

この問題は︑革新政党の方は県庁の内部のことがよくわか

といことは︑彼らが一番よく知っています︒ただし︑運動論とし

の問題として出てきたということで︑先生はどういうふうにお考
えになっておられましたか︒

て選挙で県民に約束したことをどうするんだということと︑もう
一つは当事者である反戦地主会の方々の厳しい批判︑これは耐え

の連続だったでしょうね︒つまり運動としての目標を失ったとい

私が行政に入っていなかったとすれば︑私は相当ショック

うのか︑それは率直にそういう時代があったかもしれませんね︒

吉元

いですね︒そのときに大田が何を思ったのか︑ということですね︒

私は行政に入った時期だっただけに⁝⁝︒

ざるを得ないですね︒これはどうしようもない︑受けざるを得な
次はどうするかと︒ここまであの段階では言っていません︒です

一月に入ってベルリンの壁が崩壊する︒九〇年に入ってドイツ統

るということを沖縄で叫んで歩いたんです︒本当に︑その年の十

しかも八九年の北京の天安門事件︑このときに私は何かが起き

から︑あのときの約束を国が反故にしたということは︑九五年以
降の問題に連動したのは事実ですね︒

官僚のみなさんも︑自分のポストにおる問だけはなんとか︑とい

一国家ができる︒そして︑九一年にソ連崩壊︒八九年︑九〇年と

僕はそういう意味では沖縄問題を︑内閣ないし関係省庁大臣︑
う安易な気持ちがずっと積み重なってきて︑結局先送りというか︑

選挙戦を戦って︑文字通り大田知事を誕生させながら︑何かが起

援に来る社会党のみなさんに言っていたんです︒沖縄問題をどう

本質的なものに触らないできたということが︑今日の沖縄問題の
しかし︑こういうのは政治マターですよね︒

取り上げていくのか︑と︒そういう意識をほとんどの人が持たな

こるという感じはしておったですね︒そのときに私たちは選挙応

伊藤

その通りです︒しかし︑その政治マターの部分に︑私たち

深刻さにつながっていると思います︒

吉元

かったんじゃないですか︒

国際都市形成構想を構想していく出発は﹁ヨーロッパでは冷戦

には社会党しかいない︒社会党の今日までの関係だったら︑安保
反対で自衛隊を認めないわけですから︑それは政府との問で沖縄

そういう意味では︑それができるようになったのは︑私は細川

ていくのかと思ったんですね︒案の定︑結果としてはそうなりま

私たちはものすごく危機感を感じました︒これでまた固定化され

機感からです︒だから九三︑九四年の例の朝鮮問題のときには︑

崩壊の形が見えてきて動き始めたのに︑どうして東アジアでは日

政権からだと思います︒日本の連立政権というものが︑沖縄問題

したね︒ですから大田知事がさかんにアメリカからの知人友人を

米安保が今後も固定的に持続されなければならないのかという危

を政治の中枢に打ち込んでいく出発になったと思います︒これが

県の苦しい接点を切り拓いていくための妥協は︑あの政党はやり

なかったら︑おそらくいまでも押し合いへし合いで消耗していた

通じて情報集めて︑これは沖縄は大変なことになるぞ︒固定化さ

切れないでしょう︒

かも知れません︒

れていくそという警鐘を鳴ら︑した︒これは文字通り︑少女暴行事
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という体制を︑国連レベル︑アジアレベルの方向でという中間報

問題という議論に入るんです︒そしてゆくゆくは二国間安全保障

会みたいなものを作ったんですね︒そこで二十一世紀の安全保障

逆に言えば︑その後細川さんが私的諮問機関として防衛問題懇談

機感を持った︶︒日本の政権が連立政権になっているんだから︒

ょう︒それからですよ︑アメリカが沖縄問題がどうなるかと︵危

えられたけれど︑あとで本人が言っていますから間違いないでし

要求するんです︒これは公表されなかった︒マスコミは全部押さ

てくれという︒細川さんはクリントンとの話で︑海兵隊の撤去を

の総理に会えたんですからね︒そして沖縄基地問題をなんとかしド

そのときに︑九三年に細川総理が出てきて︑大田が初めて日本︑

えでしたか︒

伊藤

Oの日米間での話し合いですね︒

までできているのか︑という話ですよ︒それから文字通りSAC

れを村山さん時代に官邸にぶち込んだんです︒そうしたら︑ここ

地返還アクションプログラム素案が︒これは叩き台ですから︑こ

・きていたんですよね︒国際都市形成構想のグランドデザインと基

ここで議論が始まる︒そこで何を出すか︒準備できているか︒で

閣議決定された適それを作らせたときに︑私はしめた︑と思った︒

官房長官と外務大臣︑防衛庁長官︑それにに沖縄県の三者会議が

題協議会︑文字通りSACOにつながる組織ができたんですね︒

ものすごくやった中で︑あのときに始まったのが沖縄米軍基地問

そのことで相当公邸で村山さんと議論をし︑社会党との議論を

物を言わないというのは何事か︒

告を出す︒この段階で細川さんは終わる︒だから私はこれは事実

吉一兀

件の前からですからね︒

でないと思うけれど︑こう思いたいんです︒細川はアメリカにつ

吉元

伊藤

まさにその通りですね︒しかし連立政権である以上︑社会

でも実際上は小沢さんが力を持っていたわけですね︒

さんに新しいタイプの日本の総理としてのリーダーシップをみ

党も入っているわけです︒そういう意味では︑必ずしもそれが使

そして村山総理になって︑この懇話会からの報告書が答申とし

まずひとつは細川政権の性格ですね︒僕は細川政権の細川

社会党と自民党との連立という問題はどういうふうにお考

ぶされたと思いたいんですね︒

期ですね︒ですから僕は︑あのときに細川連立政権が村山政権に

えないというわけではないと思った︒だから大田さんが細川さん

た︒つまり日本の将来の国家像︑これを議論していく出発はこの

替わったけれど︑村山政権のときでもいいんです︒冷戦崩壊後の

に会うという情況があった︒その後一月末ですから︑クリント

人が切り拓くだろうと思った︒甘いかもしれないけれどね︒

日米安保︑それは堅持するとしても︑だからといって在日米軍基

ン・細川対談で海兵隊問題を言っているわけです︒そして同時に・

て出る︒そのときには︑もはや当初の意気込みはなかった︒もう

地︑とりわけ沖縄米軍基地が戦後五十年︑なおかつ将来も持続さ

細川さんのときの二月から防衛問題懇談会を走らせるわけです︒

日米安保を肯定するような形︑強化するような形でこれがつなが

れるということに対して︑もうちょっと強ぐ︑ちょっと待てよ︑

ここまでは︑僕たちは︑あっ動きそうだな︑こういう形で新しい

っていく︒アメリカが一番危機感を持ったのは︑九四年のこの時

という発言を︑どうして総理としてやらなかったか︑といヶこと

冷戦後の日本の安全保障というのが作られていくのかと︑これは

一つ期待をしました︒だからさっきも言ったように︑細川さんが

で︑あのとき僕は村山さんを相当責めたんですよ︒そこが問題だ︒

前だど︒これは国際条約でしょう︒法律でしょう︒総理になる以

例の福祉税でつぶれるわけでしょう︒それは仕掛けだ︒本当の狙

自衛隊を認め︑日の丸・．君が代を認め︑安保を認めるのは当たり

上認めるのは当たり前でしょう︒しかし︑だからといって︑何も
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その頃︑九三年にクリントンが出て一番に困ったのは︑アメリ

す︒沖縄ではわれわれはそう見たんです︒やはりつぶされたなと︒

いはそこにはない︒つぶされたと言ったのはそういう意味なんで

また安全保障が得意でないんです︒これは非常に困ったですね︒

ですね︒社労族でしょう︒そのときの官房長官の野坂浩賢さんが︑

村山さんは︑安全保障とかこの種の問題は余り得意ではないん

ですからその間にどういう形で誰を使うか︒前島︵秀行︶さんが

一方︑安保とか︑そういう問題に詳しいのは︑伊藤茂さんです︒

この間に日米安保については︑さらに冷戦崩壊後どうするかとい

いま社会党の衆議院議員ですが︑彼がその役割を果たしました︒

カはここから問題ですよ︒九四年にかけての北朝鮮問題でしょう︒

う日本の中で議論が出ているものを︑さらに強化していこうとい

実務的な役割ですが︒

をやっていた園田さんがいました︒真面目に対応できました︒安

それからもう一つ︑当時は三党連立でした︒政務の官房副長官

うふうに向かっていくんでしょう︒一年半ですからね︒この期間
に細川政権が何をしたのか︒つぶされて︑自民党と社会党の連立
政権が何をしょうとしたのか︒僕らはそのときに期待が持てなか

全保障問題がわかりましたね︒

佐道

ったですね︑自民党と社会党の政権︵村山政権︶には︒それは圧
倒的に︑政府運営とか総理を抱えるとか外交とかいうもので︑社

吉元初めてです︒

安保を復活して戦後を作ってきた自民党がくっついていた︒本当

た︒正体不明といったらおかしいけれど︑そこにいわゆる日本の

そういうふうに言える︑関われる総理だった︑あるいは政党だつ

な中途半端な問題ではない︒沖縄からぶち込もうという話です︒

です︒村山さんには何をさせるかという期待の部分で︑もうそん

るかという点です︒細川さんのときに何を期待したかということ

吉元

伊藤

でも︑総理だったわけですよ︒だったらこの人に何を求め

能力として︑ですね︒

るいは担当の秘書がおりますから同行させたりしました︒つまり

吉一兀

伊藤

ちで会うようになりましたけれどね︒

かし︑その後その紹介を通じて会うんです︒

いいよというアドバイスがあったけれど︑僕は会わなかった︒し

か前島さんとかと話し合うたびに︑自民党の誰と話し合った方が

吉元

伊藤

私は︑むしろ避けていました︒また︑社会党の伊藤さんと

この段階での自民党の人たちとの接点はないわけですか︒

園田さんとは︑このときが初めてですか︒

会党が役割を果たせるとは思っていませんでしたから︒

にその間で沖縄問題はなんとかできるのか︒だから就任後︑村山

水面下の話はほとんど単独です︒表の話は必ず県庁の職員︑部長

で公邸に飛び込んだ︒沖縄問題の資料をどっさり持っていって︑

本部の書記長をやっていたんです︒ですから彼を通じて︑非公式

治労出身ですよ︒大分の自治労県本部の佐藤さんが︑自治労中央

吉元

伊藤

出発は社会党です︒もう一つは自治労です︒村山さんは自

その場合はやはり社会党ですか︒

利かない︒それは大田さんの人のよさというか︑あの年代のこと

れは私の主義︑やり方でした︒二度と修正が利かない︒手直しが

ければいけない︒知事は︑裏の水面下の話には絶対入れない︒こ

吉元

伊藤知事さんと一緒ということはあまりないわけですか︒

クラス何名かで行きます︒

私は︑この問題に関しては政策調整監を同行させたり︑あ

そのときは︑吉元先生だけで行って話をするんですか︒

そしてあとは一本立

総理に接触するために相当力を入れました︒

全部説明するんですね︒こんな問題がある︑こんな問題がある︑

ですから︑ちょっと情にもろいところがありますから︑そこらを

知事と一緒というのは︑公的な場だけです︒これは避けな

どういう場を作るか︑ということです︒
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面下の話には知事は出さない︒その代わり︑東京に行くにあたっ

僕はよく知っているからね︒やはり話をきちんと詰めるまで︑水

ていたということでしょうね︒必ず妥協をして打開するために何

に︑日本政府というか︑関係省庁の官僚の体質を僕らがよく知っ

ものを作ってみよう︑というのが私の仕事であった︒それと同時

基本的には︑任せるぞということでしたか︒

■副知事の選任案件

ことです︒これはいまの基地問題も同じことです︒

か出してくる︒そんな問題では右往左往しないでおこう︑という

ても︑帰ってきても︑議論は十分やった上で︑次はどうするかと
佐道

いや︑単に任せるんじゃなくて︑最初に話し合いありき︑

・いうことは︑漏らさず報告しました︒

吉元
です︒ですから︑例えば公告縦覧の問題などで議論するときも︑

その上でもなおかつやるというのだったら二つの意味がある︒一

を述べて︑安保．に関わる問題は全部そうですよと言ったのです︒

負けるよ﹂﹁と言うのです︒﹁何故負けるのか﹂と言うから︑判例

かんといかんよ︒そういう性格のもの︒しかし最高裁へ行っても

のはどこまでか︒これはノーと言ったら最後︑最高裁まで行きつ

うことです︒

それは自民党さんが二人か三塁欠席︑本会議場から出て行くとい

そして︑ぎりぎりのところで︑二票差ぐらいでOKするんですね︒

が︑議会は審議未了で継続審議で︑九月議会に引っ張るんですね︒

の承認同意案件の第一回目はたしか六月議会だったと思います

吉元

がな反応でしたか︒

吉元先生が副知事に選任されるということは︑議会はいか

つは県民運動︒積極的に沖縄の声を出す︒これでいいのかという

それは工作の結果ですか︒

伊藤

ことですね︒もう一つは地方自治という問題に対する根本的な認

伊藤

いや︑それはまったく工作していません︒それは一県の副

︵大田氏が︶﹁俺はもう嫌だよ﹂と言ったら︑﹁そうか︑嫌という

識を︑機関委任事務の中で争う︒この二つを徹底的にやれるなら

吉元

いや︑これはまず野党・自民党はノーです︒したがって私

やろうと︒

知事を議会が理由なしに二回否決すると︑これは議会が問われま

はきついけれど︑問題があれば別ですけれどね︒それから能力の

ですから私は︑最高裁までいった部分は最初からシナリオを作
うのを用意周到に作りましたね︒一︑二︑三案ぐらい作って︑そ

面でふさわしくないというのなら︑ふさわしくないと議会が証明

すからね︒私に︑例えば法的あるいは人格的に︑ちょっと言い方

の一つずつをチェックしながら︑知事にそれを認識してもらいな

しなければいかんですからね︒それは厳しい対応をしましたね︒

って︑その節々で︑どういう沖縄県側の声を出していくのかとい

がらやりました︒ですから基地問題というのがここに関わってい

ですから︑議会では二回ですね︒

それは否決される場合も︑どういう案件がある場合も同じです︒

なければ︑普通の機関委任事務の範囲であれば︑そこまでは行か
なかったでしょうし︑行ったとしても一審あたりで終わったでし

部がノーといった︒ということで︑一︑二票足りずに駄目になる

今度は共産党がノーといった︒そして持ち越して︑︑共産党がアリ
大田さんも納得されたということですね︒

んですね︒これは二年前ですから︒それはいろいろなものを感じ

ょう︒だから条件闘争ではなかったんです︒そこのところは本人

伊藤

その通りです︒それを知った上で︑しかしきついが︑県民

バイ作りにOKし允のなら︑他の部分が官民党を含めて与党の一
吉元

ますよ︒だから大田県政に対する批判であれば︑そういう議論を

もよく知っていました︒

がどう理解するかなということでした︒県民が理解できるような
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その場合に︑継続になつ︑てあとで承認されるということに

なる︒その事態は︑先ほどの話ですと︑二度否決することは︑と

伊藤

す︒ですからなんとなく物事が決まっていくという事態がかつて

いうことでしたが︒

すべきだと思うんだけれど︑そういう議論も沖縄ではしないんで
あっただけに⁝⁝︒

吉元

前の場合は︑支持政党つまり与党に問題があったわけじゃ

例えば冒頭申し上げました最初の女性副知事の問題が︑与党の

ないんですよ︒与党は全部OKなんです︒しかし野党の自民党の

方が多数なんです︒だから野党が継続ということで継続審議にし

一部から反対されて否決されるという事態になった︒あれも大田
を信任しているならば︑人事については文句を言わないというの

ある意味では︑自民党が合意したということですか︒

て︑最終段階でも野党から品名かが退場して︑取り繕ったわけで
伊藤

まさにそうでしょう︒今度の場合は︑もちろん自民党は全

は合意事項にあるわけだから︑普通はそれで大田が推薦すればい
与党の中もかなり複雑なものなんですか︒

吉元

す︒

伊藤

それはもともとそうです︒だって復帰前はアメリカに対す

いんだけれど︑与党の中にそうでないときがあるんです︒

吉元

していますから︑それで負ける︒与党の足並みの中で問題が出た︒

面反対ですよ︒これは拮抗していますから︒議長を一人与党が出

共産党が︑吉元のやり方は基地容認であるといった︒名護軍港問

る戦いですからね︒言葉を換えていえば︑まさにアメリカ支配を
ら︑政党の違いは大きくないんです︒復帰後は︑どういう日本を

題ですが︑これを理由にノーといったんですね︒その次は中間派

どう脱却して︑日本国憲法のもとに帰るかというのが目標ですか
作るかでしょう︒そのために沖縄はどうしたらいいかでしょう︒

うです︒社会党の場合は︑沖縄問題は沖縄で︑というのがあるの

の場合︑この部分は本当に問題あるんですが︑例えば公明党もそ

が決まっていくというのがいくつかあります︒例えば日本共産党

ントロールが効かないような形で︑政党の中で東京サイドで物事

党︑それから自民党︒それはそれぞれ思惑もあります︒それがコ

産党のつながりが一つありますね︒社会党は社会党︒ローカル政

にすれば︑一九六〇年からの付き合いですから︒それは私が復帰

てないと︒その通りになったんですね︵笑︶︒それは自民党さん

吉一兀

伊藤言うことを聞かなかったんですか︒

うだけれど︒

ですからね︒自民党は東京から相当認めよという工作があったよ

れだけではもう票が足りない︒自民党はノー︑つぶすということ

うことで態度保留︒そういう中で共産党は戻ってきたけれど︑そ

が︑与党でさえOKしないのに︑なんで俺たちが引きずるかとい

で︑これはここで方針を出せばそれが通用するんです︒ローカル・

つまり︵問題の︶立て方が逆になるんです︒そうすると︑日本共

政党の社会大衆党は︑もちろん自前でやりますから問題ないんで

運動︑労働運動︑そして県庁に入ったときはおとなしかったけれ

関係ではなく︑来ていますからね︒沖縄のローカル政党側の声が

いう感じでしょうね︒それは復帰後の日本の政党政治の流れと無

てそういう形態になっているかもしれない︒そうなると︑吉元を

ではないけれど︑彼らは俺がリーダーだと思っている︒結果とし

という意味ではない︒僕はそんなオーバーな力を持っているわけ

ど︑また県庁を辞めて西銘県政をつぶしたわけですから︒僕個人

知事選をにらんで︑吉元をつぶしておかないと知事選は勝

す︒その傾向が復帰後だんだん強くなってきているんですね︒

強かったときにはそれがとどまるし︑弱かったときには本土から

いっかつぶそう︑次期再任は認めないでおこう︑そうしないと勝

ですからこの種の問題というのは︑ついにここまで来たかなと

の系列の部分が押し込んでくるしね︒
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け容れていくのか︑余計混乱になっていくのか︑これを見極めな

んと余計混乱するよということの検証ができない︒ちょっとそれ

いと︑日本政府があるいは自民党サイドが判断した︑吉元を残さ
は僕自身も読み取れない︒

てないよ︑ということだったんでしょうね︒これは結果としてそ
佐道

うなったんですね︒

うことを冷静に論理帥に考える場合には︑このとき吉元先生を否
伊藤

吉元

吉元

感じですね︒

しかし︑県の自民党にしても︑基地問題の行方とかそうい

決してしまうと動かなくなる可能性が高いそ︑ということは思わ

吉元先生の動きというのは︑これはちょっと目が離せないという

にその部分に対して︑東京からその通りだといってきた︒いま吉

ど︒

マスコミはそういうふうに見ています︒

この稲嶺県政がどうなるかということと︑これから今後の

なかったんでしょうか︒

元を外すと︑沖縄はどうなるかわからんよ︑という自民党県連に

伊藤

そういう意味で毎日取材に来るけれど︑取材ではなくてい

そういう意見は自民党県連の中にはあったそうです︒同時

対する自民党中央︑︐官邸サイドからのアクションが相当厳しかっ

吉元

っていますが︑ただ大事なのは︑少し東京サイドが安易に考えて

ろいろな話し合いをしています︒見通しとかいろいろなことをや

そういうふうにマスコミも自民党も見ているようだけれ

たそうです︒あるいは密使まで来たと言われています︒しかしそ
．れは︑沖縄の自民党県連のみなさんには︑全体の意志としては通
用しなかった︒そうだという意見と︑そうでないという意見があ

伊藤

いる節があるなと思うんですね︒
吉一兀

って︑じゃあ別々の行動をとるか︑というところまで論議したそ
うです︒が︑結果としては︑おかしい︑やはり政党として大田県

これは無理に稲嶺県政︑さらには地域︑名護市あたりに︑押しつ

それは自民党のことですか︒

政を倒すというのが目標じゃないのかということで︑最後は統一

それは沖縄の政治というのを︑東京サイドは少し甘く見ていた

の側の一人だった︒

ど︑最後はそうじやなかったんです︒むしろ退場したのは︑与党

長が決めたら︑沖縄はおとなしくなるんだという受け止め方を東

み違えているんじゃないかと思いますね︒例えば議会が決め︑首

サミットを待たずに出てくることですね︒そこのところを少し読

れは両方つぶれるか︑どうにもならない形に突入していくのか︒

けとは言っていないが︑結果としてそうなっていますからね︒こ

そうです︒これは少し間違い始めているなという気がする︒

行動をとるんですね︒ですから︑あの頃は事前に私のところにあ

かもしれない︒つまり基地問題です︒この県政とうまくやってい

京はしていますよね︒しかしそれはそうじやない︒

ったのは︑うちの自民党は替名かは退場しますといっていたけれ

きたいという気持ちで対応を求めたかもしれないけれど︑沖縄的

伊藤

佐道

だから︑もしそのことが東京サイド︑沖縄サイドハ自民党

県政が第一だから︒

そこはちょっと見方が甘いような気がするな︒沖縄にとってみて

吉元ぞうじゃないけれど︑そういう受け止め方をしています︒

しかし今までの経験からいってもそうじゃないわけでしょ

にいうと︑やはりつぶす奴はつぶしておかないと︑次は取れない

吉元

も初めてのケースなんです︒市町村の首長︑議会︑地域が基地問

・つ︒

サイド︑政府サイドで総括できるとするならば︑今度の稲嶺さん

題を︑ここでいいよ︑ここに作ってくださいという決め方をする

ということをお互いによく知っているんですよ︒

が普天間問題をどういう形でまとめ︑それが本当に沖縄県民が受
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び火して︑基地問題全体に波及していく︑これはそう行きかねな

厳しく捉えていると思いますよ︒ごたごたしていって︑これが飛

のところはそういう読み方をしていない︒アメリカの方はもっと

よって本当にできるかどうかという問題ですね︒日本政府はここ

な問題が起こるでしょうが︑それ以上に大事なのは︑そのことに

というのは︑かってなかったことですからね︒沖縄にもいろいろ

伊藤

別の仕事になりますね︒

実現していくためには誰をどうした方がいいかというのは︑また

たらいいかというのは︑また別の仕事になりますからね︒本当に

吉一兀

伊藤

県は説明に回る︑これは当たり前です︒

こういう質問をしていいのかどうかわかりませんが︑県選

それ以上の仕事というのは別になりますから︒誰をどうし

行政としてですね︒

いところもあるから︒サミットをからめられてね︒

出の代議士の中で︑与野党を問わず︑先生がこれは頼りになるか
吉元

なというのは︒

佐道

それは所属している政党にもよるでしょうね︒例えば共産党さん

■県政と沖縄選出・国会議員との関係
それで流れが変わるかもしれないという期待を持たれたというこ

は︑わが党の方針と違う︑と言われたら終わりですからね︒しか

いないですね︵笑︶︒これは県のメンバーがやらんです︒

とですが︑その際に沖縄出身の国会議員の方々との連絡とか役割

し︑説明はするし︑．彼は彼なりに努力してくれていることはいく

前に戻りますが︑細川政権ができる︑村山政権ができる︑

とかは︑どういうふうだったですか︒

社会党であった上原康助さんも︑自分がすべてというタイプの

らでもあります︒﹁軍転補措法﹂なんか︑まさに全面協力しても

問題に限っていうならば︑政策調整監が中心ですね︒あとは担当

人ですから︑ちょっと若い県庁の職員たちとは合わないです︒か

政策調整監のときは私がすべてですね︒副知事になっても︑

の副知事の私が回る︒それは保守革新を問わず︑与野党を問わず︑

といって︑丁寧に回るんだけれど︑文句ばかり言われて帰ってく

吉元

県選出の国会議員は一通り全部回るようになります︒同じ資料を

るということがある︒同じことを言うにしても︑当時社会党です

らいました︒そういうこともありまずけれど︒

持って︑同じ言葉で説明します︒これは沖縄のルールです︒だか

が︑社会党の政審局にいったほうが早いとか︑そういうこともあ

政策調整監を中心にしながら︑課題ごとに関係部長とやる︒基地

ら︑与党だから︑野党だから︑という取り扱いはその後の話です

りました︒

−

ね︒前からそうなんですが︑そういう関係が続いていますね︒

め細かに対応してもらいましたが︑まあしかしあの政党も︑共産

それから公明党の白保︵台一︶さんなども︑ある時期非常にき

吉元︐そうですね︒例えば県出身の衆議院議員だと︑共産党もお

党と同じように党で決めなければ何一つ動けない政党ですから

それはやはり一種目ルールなんですか︒

りますし︑民主党や公明党もおります︒ですからこれは区別なし

ね︒そういう意味では︑必ずしも緩やかなところはない︒

伊藤

です︒

自民党さんで言うと︑どうせ大田県政だから︑というのが見方

の一つにありますからね︒わかった︑聞いておく︑ということで

自民党も︑ですか︒

吉一兀

終わるんですね︒やっても彼らは自分の手柄にならんし︑大田の

伊藤

庁︑あるいは関係省庁にあるものを要請行動しようとする場合は︑

手柄になるという発想ですね︒ですから︑うまく噛み合わない︒

もちろんそうです︒基地問題もですよ︒ですから県が開発

県選出の国会議員は与野党を問わず︑保守・革新を問わず︑全部
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県との関係が官邸を中心にして︑例えば先億ど言いました基地問

吉元

伊藤

そうですね︒しかし︑村山政権︑橋本政権のときに︑沖縄

敵に塩を送る必要はないということですね︒

吉元

伊藤

吉一兀

伊藤

吉元

そうです︒九州︑山並のことを九州というんです︒僕らは

これは便宜的なものなんですか︒

便宜的にいうんですね︒

やっぱりいうんですか︒

九州︑山口︑沖縄というんですね︒

車道路の話なんていうのは︑沖縄の話じゃないからね︵笑︶︒わ

ョンについては︑沖縄政策協議会が動き始めると︑自分たちを袖

あまり頑張ってくれないということですね︒

れわれも付き合いでちゃんと負担金を出すんですよ︒でもやっぱ

沖縄は別だと思っているから︒地域会議は一緒ですよ︒山口も入

能力がないんじゃないですかね︒キャリアもそうかもしれ

にしているという言い方をするんです︒これはやっかみでしょう

吉元

り︑どういう役割があるか︒支援をしてもらっているかわからん

ります︒でも一緒に議論することは︑例えば新幹線の話とか自動．

ないが︑結局は力がないということでしょうね︒能力じゃない︑

けれど︒これは笑い話だけれど︑も︑サミットの話で︑福岡︑宮崎︑

ね︒だから︑それぞれが政党の中で頑張ればいい話です︒

力がないと訂正しておきます︵笑︶︒その方が無難ですね︒私は

沖縄でしょう︒﹁首脳会議﹂が︑福岡に決まったら宮崎が大変だ

・伊藤

苦い経験をいくつかしています︒それは本当に我慢ができないほ

それは本当にそう思いますね︒

沖縄に決まったからみんな黙っている︵笑︶︒

っただろうなと︒宮崎に決まったらえらいことになると思った︒

でもないし︑私たちが︑こいつは嫌だ︑と思っておけばいい話で︑

佐道

どの意見の衝突もありました︒これはしかし県民に知らせること
後生大事に墓場まで持っていきまずけれど︑表で言う必要はない

山崎拓さんが黙っとったんだからね︒もっとも沖縄と喧嘩

今でもその体質が残っているんですね︒珍しいところですね︒沖

をしていた国際都市構想と素案のアクションプログラムを出され

佐道

■国際都市形成構想と
基地返還アクションプログラム

するつもりはないんでしょう︒

吉元

︵笑︶︒

そ・ワいう意味では︑沖縄の出身の国会議員というのは︑党派性
が非常に強いですね︒僕はいつも北海道のことを例に出すんです
が︑北海道は︑共産党が衆議院を出した．頃もありましたが︑与野

縄はそれがないですね︒政党に非常にこだわりすぎる︒九州も︑

たときは︑こんなものがあるのか︑とみんな一様に驚いたという

党間わず︑北海道に関わる問題だったら全部統一できるんです︒

九州が全部一緒になって要請行動するときもありますが︑これも

反応ですが︒

そうですね︒ショックを受けていたというのが本当でしょ

村山さんのときに沖縄の協議会ができて︑そのときに準備

実は形だけやっていることで︑全部ばらばらですね︒これは地域

・吉元

うね︒沖縄県から二十一世紀の沖縄をこうしたい︑そのためには

的に言うと︑寒いところと暑いところと違うのかなと︵笑︶︒厳
しさの違いかもしれませんね︒北海道なんか︑一緒にやらなけれ

米軍基地については二〇一五年までに︑三期に分けて返還して欲

しいと具体的に突きつけられた︒しかも沖縄の二十一世紀という

ば何もできないというのが昔からあったのかもしれませんね︒

伊藤

のは︑沖縄戦の体験を踏まえて︑平和︑共生︑自立という三つの

ちょっとわき道に逸れますが︑九州と沖縄というのは一つ
のブロックなんですか︒
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わかりやすいので︶︑この三つで﹁蓬莱経済圏﹂を持とうという

むしろ台湾と福建省と琉球︵この界隈で言うと琉球といった方が

のが私たち自身の経済政策のひとつであるし︑それをベースにも

面で︑しかもアジアの中で一つ特色ある地域を作っていきたい︒
それは日本の中における役割分担と︑沖縄自身が東アジアにおけ

うちょっと拡大していこうというのが二十一世紀の沖縄の国際都

そういうふうに考えて︑同じことを村山さんにも言いました︒

る役割を認識したいというのが基本ですね︒その持って行き方と

このことはより細かく︑橋本さんになって︑橋本さんとの議論も

しては︑一つは日米安保体制を僕たちは全面否定はしませんよと︒
いて．は日本全体で考えることだと︒私たちは極端に言いますと︑

市形成構想ですから︒

日米安保条約がそのまま継続したとしても︑だからといって沖縄

酒を飲みながらやりました︒同時に橋本さんのときの官房長官で

沖縄の米軍基地についてまずは考えてくださいと︒日米安保につ

に米軍基地があるという必然性はないと︒それは冷戦崩壊の今日︑

の加藤さんと突っ込んだ話をしたこともありますし︑行革がらみ

あった梶山さんとも相当突っ込んだ話をやりました︒そういう意

そのために条件として︑アメリカがいつも問題にする北朝鮮問

で沖縄開発庁問題︑沖縄の将来像との問題では自民党の行革担当

ましてや二十一世紀以降必要ないとわれわれは言っているんで

題︑私たちは二〇〇〇年までに軌道に乗るはずです︑とすでに五

者の︑水野さんとも突っ込んだ話をしたことがあります︒そうい

味では自民党のいろいろなグループともやりました︒特に幹事長

年前にわれわれは叫んでいるんです︒それはある程度は根拠があ

うことをしながら沖縄の問題というのを地域問題と見るな︑日本

す︒これが一つです︒

る︒もう一つは台湾問題です︒これは二〇一〇年までに片付くと

このことは︑実は今の野党の民主党とは相当突っ込んだ話をし

全体の問題で見て欲しいと言ったんです︒日本全国から基地をな

ている︒さきがけ時代からやってきた経緯がありますし︑今の民

思いますといったんです︒それはすでに三年前に江沢民さんが︑

は陸続きの領土の奪還です︑香港︑今年の十二月二十日のマカオ

主党の首脳部と・いえば鳩山さん︑菅直人さん︑仙石さんとか︑何

くせとわれわれは言っていない︒過重の負担を軽くして欲しいと

です︒それから次は台湾問題です︑それは二〇〇〇年までは物を

言っているんだ︑ということですね︒

言いません︒二〇〇五年には方向を出します︒二〇一〇年には実

認識が︑民主党の間には沖縄問題についてはあると思います︒そ

名かとは突っ込んだ話をしてきました︒そういう意味では共通の

中国共産党書記局でしゃべった内容が香港のマスコミを通じて流

施します︒終わりです︑といっている︒この通り︑何をするかと

れてきて︑私たちはそれを分析してみたんです︒二〇〇〇年まで

いうことよりは︑そういう長さでものを見ているということで︑

その証拠というわけではないけれど︑私たちは台湾とのつなが

するんじゃなくて︑必要のないときは出てもらって︑有事に来て

兵隊を北海道苫東に移そうということです︒そしてそれは固定化

留論．ですね︒そしていま具体的な話を詰めているのは︑沖縄の海

ういう議論の中で鳩山さんや菅さんたちと私たちが話し合った結

りも相当長いですからね︒復帰前も復帰後も今もそうですが︑同

もらうというような意味を含めて︑北海道苫東の新しいまちづく

僕たちは台湾と中国の関係を︑戦争とか武力行使ではない形で到

時に大田県政八年間で中国福建省との問で六百年の歴史をもう一

りをしていこうという構想と一体になって進めています︒私も三

果︑鳩山さんは﹁駐留なき安保﹂という表現をしました︒有事駐

回再現しようということで︑二十一世紀にわたる交流の基盤を作

達していけると思ったのです︒

りました︒そしてそこを通じて台湾問題も私たちは見ていますしふ
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民主党の運動を伸ばしていない理由につながっていますね︒これ

のみなさんが反発しているんです︒上原康助さんに対する反発が

んが社民党を抜けて民主党に入ったのです︒それで沖縄の革新側

吉元

伊藤

あります︒民主党の組織はありますが︑そこに上原康助さ

民主党ですが︑地元には民主党の組織はないんですか︒

いうと︑・わりと突っ込んだ話を相当広い領域でやってきましたね︒

ヶ月ほど前にあそこに行ってきました︒ですから︑そういう意味で

いうことが課題でした︒そういう意味では︑経済界と県庁の問で︑

で将来を描いているのか︑これをどういう場で政策化するのかと

践するための準備を進めていました︒あとは経済界がどういう形

いた時期です︒一方︑私の方でも︑担当していた蓬莱経済圏を実

て︑経済の活性化その他で何をしたらいいかという議論を始めて

副知事が自与経済界とのパイプを作り︑県庁の中でチームを作っ

くかという仕事です︒一期目の最初の二年ないし三年は︑仲井真

それをどういう形で経済界の方と二人三脚で中身を作り上げてい

革新県政とは思われない︑といつも言われていたけれど︑緊密な

はこの間︑鳩山さんに会ったときにはっきり言いましたけれどね︒
﹁なんで若手が伸びないか﹂と彼が言うから︑﹁何を言っているか︑

せたんじゃないのか﹂と言ったら︑﹁誰を﹂というから︑﹁あの有

う点でいえば二期目の大田の選挙は︑むしろ経済界の方もパスし

です︒もっと緻密に実務的にやっていました︒ですから︑そうい

これは大田さんの二期目の選挙に向けての戦略じゃなかったん

関係をつくることができましたね︒

名な人だよ﹂といったら︑気づいたらしくて︑﹁えっ︑あの人の

ようかというぐらいの状況がありました︒自民党さんはそうでも

勝手に沖縄の民主党の支部を抜きにして︑東京でいきなり入党さ

ためにわが党が伸びないんですか﹂という︒﹁その程度の情報し

なくて︑むしろ真正面から候補者を立てようという形でありまし

かないのか﹂と厳しく言ったけれどね︒

話がだいぶ核心になってきましたが︑ちょうど二時間経ち

佐遣

かなりの差ですね︒そのとき先生は︑ご自身が副知事でい

それは激しくやりました︒ただ︑実務的な面は私はほとん

ど触っていません︒戦略的な意味で︑少し裏の選対の中心メンバ

吉元

らっしゃって︑先頭に立っての選挙運動とかはなさったんですか︒

佐道

あまり差がついたような気がしますね︒

たが︑それも力が入らなかったということで︑結果として十万票

︿休憩﹀

ましたから︑ブレイクしましよう︒

■大田県政の二期目

ーと情勢分析したりということはありました︒それは一期目の流

話が佳境に入ってきましたが︑いまのアクションプログラ

佐道

れがありまして︑結局私がそこまでやらざるを得なかったという

こともあります︒日中は︑公務を真面目にやっていますのでほと

ムと国際都市構想の中身の話をお聞きしたいんですが︑その前に

吉元

大田さんの再選にはほとんど異論がなかったですね︒経済

組みといいますか︑これも大きな節目になっていると思いますが︒

私の役割でしたから︑そういう意味では比較的大胆な話し合いを

そうはいっても︑やはり経済団体との関係をきちんとすることが

見て︑地域で応援演説会とか懇談会とかに行くわけです︒しかし

んど動けませんから︑五時以降あるいは土曜︑日曜という時期を

界の中でも︑むしろ条件が整った︒一期目の四年間の中で︑沖縄

経済界ともやりながら︑二期目を突破しました︒

少女暴行事件とか一連の過程があ軌︑その前に大田さんの再選と
一いう問題がありますね︒これが平成六年ですから︑それへの取り

県政に問われていたのは︑県内経済の活性化という課題ですね︒
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へ

吉元

伊藤

そうですね︒その頃︑つまり日本における政党の絡み︑さ

それも夜ですか︒

元家は女二人︑男二人の兄弟で︑上の二人が東京の専門学校に行

石垣島の測候所に入って︑大学受験を狙っていた時期でし売︒吉

先生は︑昼も夜も問わず︑とにかく活動なさるということ

いうのはスムーズにいったというのが本当のところでしょうね︒

というムードが見られなかったですね︒ですから二期目の選挙と

でしょうね︒いわゆる保守といわれる部分が積極的に何が何でも︑

です︒そこで十ヶ月ぐらい賃金がなかったので︑これはおかしい

しないうちに気象台の試験があったから︑受けて︑すぐ入ったん

行けなかったということも一つありました︒ですから高校を卒業

稼いだものも少し送っていたようです︒あれが終わらないと僕が

っていたんです︒家からの仕送りでアップアップの状態で︑私の

伊藤

というので︑それから労働運動に走るようになったときには︑も

らには自民党の状況︑そういうことがやはり沖縄にも影響したん

がずっと続いているわけですね︒

その間に︑実は二人の高校生を︑卒業ができそうでないから勉

はや大学を狙うという考えはなかった︒

家庭はいったいどういうことになっているんでしょうか︒

強を教えてくれと親から言われて︑そのうちの一人が私の妻にな

吉一兀 そうですね︒

伊藤

真面目に帰っていますよ︵笑︶︒ほんとうにまともに帰っ

は当たり前ですから︑そういう意味では勉強を教えて卒業させた

っている人なんです︒幸いに気象台の仕事ですから︑物理︑数学

吉元

ています︒ただ︑やはり帰るのは深夜ですよね︒ときどき込み入
った話になると明け方までですね︒それは詰めの話となりますと︑

その後隅私のすぐ上の姉が︑うちの妻の兄に嫁いだんですよ︒

んです︒そのために卒業できたのかどうかわからんけれど︒

いかんし︒そういう意味では︑ひっきりなしでしたね︒要領がよ

それから後︑結果として僕はその妹をもらった形になって︑非常

なんといっても十二時を過ぎますからね︒そのついでに飲まんと
くなりまして︑一定程度飲むと︑あとは飲まんということを徹底

きには彼女も一人前で︑アメリカ民政府の八重山の事務所で働い

に安易だなと言われているんだけれど︑交際もあまりしていない︒

先生は︑お子様は︒

ていたんです︒八重山に民政府事務所というのがあったんです︒

する︒普通はそんなことできないんけれど︑それを許してもらえ
伊藤

男の子が一人おります︒もう一人前になっていますので︑

彼女が高校生のときに勉強を教えた程度であったんです︒そのと

吉元

ですから︑言ってみればアメリカ帝国主義の手先なんです浜︵笑︶︒

る雰囲気が仕事の性格上できたんですね︒

あとは家に妻一人です︒結婚した最初からそれが条件で︑そうい

の出身で︑地域ではちょっとした力を持っている人で︑炭鉱も経

−それでどうするかという話になった︒彼女の場合は︑親が西表

ているんです︒つまり復帰協の事務局長を辞めて︑ずぐ結婚した

営していた︒たぶんに戦後ただちに八重山がアメリカの宣撫工作

う仕事をしながら結婚していますから︒私は一九六五年に結婚し
んですよ︒一週間後かな︒形を変えていえば︑復帰協の事務局長

といいますか︑支配をするときに︑向こうの方も利用された節が

あるんですね︒ですからそういう意味ではアメリカ側との親しさ

を辞めるまでは結婚できなかったといった方がいいでしょうね
︵笑︶︒

があったんでしょうね︒だから娘が民政府で働いていた︒それは
そういう方とご結婚されたということは︑その方はどうい

伊藤

れほど那覇で労働運動をしながら︑狙われていながら︑いくら転

辞めてもらわんと︑僕の立つ瀬がないんですよね︒ですから︑あ
うちの人とは︑実は妙な関係で︑私が高校を卒業してすぐ

うところにいらっしゃったんですか︒

吉一兀
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うとしたのかということです︒この原点が忘れられていたという

合開発計画︑あるいは沖縄振興開発特別措置法︑つまり当初の法

当時︑琉球政府庁舎の入っている建物は四階建てで︑上半分が

ことですね︒ですから通常の振興開発計画︑つまり﹁本土並み﹂

勤できるからといっても︑那覇に転勤してもらったらまずいだろ

アメリカ民政府の庁舎だったんです︒下半分とそのへんにある建

という言葉の中で︑特色ある産業の創造という部分に集中し始め

律を作った段階で︑沖縄をどういうふうな沖縄として作っていこ

物が琉球政府の庁舎だった︒これはまずいよなと︒それで民政府

たんですね︒これが西銘県政時代の結果として︑国の言いなりに

うと思って︒

を辞めてもらうことを条件に結婚したんです︒ですから︑最初か

なったと言われる原因ですね︒

最も大事なことですが︑沖縄の将来をどう作ろうとしたのかと

らそういう仕事だということを知った上での話ですから︑それに
しても相当我慢してもらったなという気はしますけれどね︒

いうことについて︑実は復帰段階の日本政府の声明があるんです

だけど︑そういう家庭的なバックアップがないと︑こうい

伊藤

よ︒のちほどデータを出します︒その声明に︑沖縄の戦争の体験

などを踏まえながら︑亡くなった御霊のためにも沖縄を国際的な

う仕事はやっていけないと思いますね︒

吉元

平和の砦にするとか︑拠点にするというように沖縄の将来像とい

そうですね︒そこのところは大変感謝するということです

ね︒柔軟に対応してくれました︒むしろ積極的だったという感じ

ず︑国もそれをタッチしていない︒県もみずからそれをやってい

けですが︑それが実践されていない︒国計画であるにもかかわら

県の位置付けではなくて︑南の国際交流の拠点にしょうとしたわ

もう一つ大事なのは︑そういうことを踏まえて沖縄を単なる府

うのは描かれているんですよ︒これが一つです︒

それはようご．ざいました︒ちょっとプライベートなことを

がしますね︒今でもそうですが︒

伊藤
お聞きして申し訳ございません︒

■＝つの構想の位置づけ

先ほどおっしゃいましたが︑ということは︑西銘さんの十二年ぐ

何だ︑俺たちはこんなの出していないそ﹂と言ったということを

て︑やられた仕事を持っていったときに︑開発庁の方は﹁これは

題に戻りたいんですが︑立案の前に︑先生が政策調整監になられ

うと︒ですから私が政策調整監のときにこの国際都市形成構想を

込ませよう︑その最も大事な全国総合開発計画に位置付けさせよ

が独自にあるわけではなくて︑国計画である以上︑国計画に盛り︑

作り上げてみようとしたわけです︒そしてそれは当然︑県の計画

ですから大田県政のときに︑私たちはそこのところはきちんと

ない︒そういうことが問題だった︒

らいの問に︑開発庁なり何なりが決めた路線に従って大枠を決め

始めたのは︑二十一世紀の二〇〇三年から﹁第四次振興開発計画﹂

例の国際都市形成構想の問題とアクションプログラムの問

て︑沖縄はあとの細かいことを決めていくと︑そういう仕組みに

が始まりますから︑次の二十一世紀のビジョンを作るために仕事

佐道

なっていたということですか︒

を始めたんです︒これが基地返還の問題と抱き合わせて︑相当大

沖縄振興開発計画は国計画ですから︑計画を作るまでに意

吉元

きな仕事だよという認識をしているときに︑実は少女暴行事件が

が結果として重なってきたんですね︒

起きた︒直前に大田が﹁代理署名拒否﹂を決意するんです︒それ

見を出しなさいという︒それは踏まえていますよ︑採用されたも
．のはそういう含みを持っていますから︑それ以外は余計なことを

考えるな︑という感じですね︒つまり︑最も大事なのは︑全国総

6rt

ですから原点に戻っていうならば︑復帰段階で日本政府は沖縄
をどういうふうに位置付けたのか︒ここをきちんと日本政府との

終わってしまった︒だから復帰段階で自治を強調したけれど︑こ

れは結果としては全国の四七分の一になってしまった︒

これを十年間やってみておかしいなということで︑実は私が県

職労委員長のときですから一九七八年頃ですか︑もうちょっと前

問でもう一回確認した方がいい︒その上に立って過去二十年間を
振り返って︑うまくいっているのか︒いっていないとすれば︑そ

いう沖縄を僕らは要求したんじゃない︑ということを沖縄から問

かもしれませんが︑復帰後︑自治労中央本部と話し合って︑こう

そこで第三次振興開発計画の中に︑実は﹁日本における特色あ

題提起するんです︒あの頃は﹁自治研センター﹂はなかったです

このところを直そうということです︒

る地域として﹂という方向を出させた︒三つ目の課題です︒第一

からね︒地方自治研究という形で︑自治労県本部の中で県職員も

これに根拠を置いて仕事を始めるという仕組みをとったんです︒

が最後に打ち込んだ第三次振興開発計画の三番目の柱ですから︑

れじゃあ沖縄の振興計画を作った責任者を呼ぼう﹂となって︑実

ですが︑この人が︵自治労中央本部の︶書記長をしていて︑らそ

う人がおりました︒この人はいま新潟のシンクタンクにおるよう︑

長であり︑後に総評の事務局長にもなった真柄︵栄吉︶さんとい

一緒になって勉強会を作っていた︒自治労中央本部の当時の書記

番目が格差是正です︒二番目が産業振興の強化ですね︒三番目に︑

第三次振興開発計画案の最後の仕上げの一年は大田が知事ですか

は下河辺︵淳︶さんを呼んだんです︒

わが国における特色ある地域としての方向です︒それは大田県政

らね︒基地返還を位置付ける︒第三の柱を位置付ける︒基地返還

下河辺さんを引っ張り出してきて︑下河辺さんを含めて自治労

についてはあとがきの中にしか入れなかったけれど︑三番目の問
題は全部の中に位置づけた︒これを根拠に︑抱えていた課題を並

の本部︑学者グループ︑そして沖縄から数名が出て議論を始める

んです︒最初は個別の議論をしていた︒どうもそれじゃあ本土の

べたわけです︒

佐道

補助金のプラスαを要求するような形だな︑これはおかしい︑い

国際都市形成構想の具体的な中味に入る前に︑かつて先生

が県庁に戻られたときに︑西銘さんがやっておられた交流拠点の

ったい沖縄はどうしたいんだ︑という話になった︒いや実は沖縄

は一つの自治政府を作りたい︑という話をしたら︑そこに向かっ

仕事をされていたということでしたね︒一九八○年ぐらいに自治
労の方で﹁特別県制構想﹂というのがありますが︑あれとのから

独立論︑一つは自治州政府構想みたいな形のものです︒ところが

提案が出るん．です︒それがだいたい二つに絞られてきて︑一つは

吉元

伊藤

そうです︒沖縄の中で相当議論しました︒しかし結果とし

それは沖縄の中でですか︒

独立を言わなかった︑という議論と対置させられたんです︒

とやっても︑やらないのと同じだ︒そこまでいうんだったらなぜ

これは表に出したときに引っぱたかれた︒不十分だ︑こんなこ

なんです︒

ったものを沖縄側が整理して表に出したのが︑﹁特別県制構想﹂

て論議が始まるんですよ︒最終的にはそこでまとまって︑まとま

まったくその通りですね︒復帰段階で︑実は沖縄ではいろ

みというのはどうなんですか︒

吉元

いろな動きがありました︒独立論があって︑このまま復帰は無理
だ︑独立する︑というものですね︒もう一つは︑特別な制度を作

これは復帰運動の中で十分に議論されなかった︒学者の提案︑あ

ては︑あの議論は無駄でなかったと思います︒行政の中に︑あれ

った自治政府を目指すべきだという提案もあって︑四つぐらいの

るいは反復帰運動の独立の提案という程度で︑県民運動の中では
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を示した︒この人の部下職員が沖縄に来てデータをもらったり︑

ンターというところの理事長をやっています︒この人が少し興味

のブレーンだった河合良三という人です︒これはなんとか開発セ

なということで︑土光さんの当時懐刀をしていた臨調の瀬島さん

が継続されていないんですね︒だから大田さんの三期目にこれを

がった︒大田知事に提言されたっ沖縄県に提案したんです︒それ

が︑今日的にもう一回論議し直して︑これが去年の二月にできあ

この仕事を自治労に始めさせた︒つまり特別県制を出した自治労

そして私たちがいま目指そうとするのは何なのか︒九七年から

ほどお上げしますが︑一冊の形にまとめました︒この中に沖縄に

という時期が一時期あるんです︒しかし︑それは臨調の中では道

広げていこう︑これを要求していこうと︒だから日本政府には私

おける分権論議がどうなってきたかというのが書いてあります︒

州制の論議が出始めた時期でしたから︑興味があった程度なんで

たちは︑特に官邸にはそれは明確に言ってあるんです︒国際都市

は何だという議論があった︒当時︑土光臨調が始まったんです︒

しょう︒沖縄側がそれを十分論議し切れなかっただけに︑これは

形成構想と基地返還アクションプログラム︑そして特別全県ブリ

その後︑私が職場復帰して︑沖縄でそういう議論があったらしい

音沙汰ない形で終わってしまった︒

この問題で今年の一月に奄美大島に呼ばれまして︑講演を頼ま

ーゾーン︒これは一国二制度ですよと︒一国二制度をやる場合︑

れてしゃべってきたんです︒夜︑酒を飲みながらいろいろな議論

しかし︑この﹁特別県南﹂論議では︑沖縄の県民が持っている

治的に︑という言葉よりは︑やはり持って生まれた沖縄人の体質

をしたんですが︑彼らも︑沖縄県には復帰しない︑琉球だったら

そのときの政府のあり方というのはこうですよ︒これを出します︑

的なものみたいなものです︒そういう議論があったことが行政の

といってあるんです︒

中でも残っています︒チームの中で罪名か後は次長︑部長クラス

復帰していい︑と言っていました︒笑い話ですがね︒いまは鹿児

自治意識というのか︑ちょっと私たちは本土とは違うよというこ

になったやつも当時おりましたからね︒ですから今回別な形で︑

島県ですからね︒やはりそことの関係がありますからね︒この種

とが出て来た︒それは何なのかというと︑文化的に︑あるいは政

私が県庁に入ったときに懐に入れていた課題なんです︒

残してあった︒ところが三期目がない︒三期目を前提にして一九

府構想なんです︒これは大田県政の三期目に取り組む課題として

ゾーンがありますが︑これもひとつのもの︑︑もう一つは︑自治政

還とワンセットですね︒もちろん経済振興策としての全県フリー

たんですか︒

て︑そもそもの国際都市形成構想をどういう取り組み方をなさっ

う過程はまた是非伺いたいんですが︑プランをまとめるにあたっ

ランという︑かなり似て非なるもののような形になっていくとい

佐道

てきた経緯があります︒

のものは慎重にやろうという意味でしょう︒こういう議論もやっ

九七年二月︑副県知事の時に︑沖縄県地方自治研究センター︑自

吉元

だから三つの課題があった︒一つは国際都市形成構想︑基地返

治労中央本部が一緒になってプロジェクトチームを作って︑特別

えを出して︑それをベースにどう発展させるか︒残念ながら沖縄

ンクタンクにさせようと思ったんです︒つまり︑きちんとした考

して関係部から数名集めて議論を広げ︑それをベースに沖縄のシ

一つは県庁の中で︑私を中心にスタッフが議論を始め︑そ

その国際都市形成構想が︑今の沖縄経済振興二十一世紀プ

聖恩をベースに議論を発展させたんです︒

rそれが︑﹁琉球諸島自治制構想﹂です︒﹁政府﹂というのは僕ら
．が付けたもので︑制度の﹁制﹂を使っています︒﹁自治制構想﹂

を私たちは﹁自治政府﹂と言い換えていますげれどね︒これは後
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がなかった︒

をどうしたらいいかという議論を展開できるようなシンクタンク

のシンクタンクには︑自治とか政府との関係で役割分担する沖縄

つをずっと継続的に調査しておりました︒そういう意味では︑プ

のを作ってありまして︑それ﹁は解散したんですが︑ここでこの三

沖縄の労働組合は︑シンクタンク・沖縄労働経済研究所という

描く話じゃないですよ︒理念の問題も入りますよ︒それを作り上

こでいたく共鳴しました︒これは単なる沖縄の二十一世紀の絵を

長︑上妻︵直正︶という人に直接お会いして話し合ってみた︒こ

ね︒ですから国際都市形成構想というのは︑二十一世紀の沖縄の

ば︑それはどういう時期にそれを言ったらいいのかという話です

いう沖縄というのが日本の函の中で可能かどうか︒可能だとすれ

そういうものを県の場で組み合わせながらイメージして︑そう

エルトリコの仕組みもわれわれの調査で進みましたし︑ハワイと

げていくにあたっては︑沖縄だけを孤立させるのではなくて︑つ

グランドデザインだけではなくて︑その中に含まれているのは︑

そこで︑やっと探したんですが︑東京に都市経済研究所という

まり沖縄が変な話を持っているなという程度ではなくて︑今の日

先ほども言いましたように︑平和とか共生とか自立という理念を

いうのももちろんです︒シンガポールも何回も調査しました︒こ

本の政治の流れ︑将来のアジアにおける日本の役割を含めて︑そ

ベースにした︑沖縄が日本の中における役割分担として何ができ

ところがあります︒これは新橋にありますが︑そこの中心的な研

ういう議論をできる場を作ってくれるか︑という注文をした︒や

るのか︒東アジアの中における役割分担として何ができるか︒そ

の三つが基礎データだと︒それが沖縄の労働組合運動の中にあっ

りましょう︑ということで始まった︒ですから︑この都市経済研

れでいて︑二度と戦争のない沖縄︒そういう場を沖縄に作ってい

究者を呼んで議論してみたら︑彼らも面白いなというんです︒あ

究所︑この理事長に責任を持たせてやったんです︒最初にやった

きたい︒これが沖縄県民の願っている一つのあり方だということ

たというのが一つあります︒

仕事は︑一年半から二年ぐらいかけて有識者を集めて︑徹底的に

です︒

れは地方都市のいろいろな仕事をしているらしくて︑そこの理事

議論しただけです︒まず懇話会をやった︒そのときに作った名前

たいということ︒もう二つは︑本土と離島という意味で︑ハワイ

一つはシンガポールのような島嗅国家として沖縄をイメージし

議論したこともあります︒彼らは最初はキョトンとして聞いてい

にもおりました︒何名か課長補佐クラスと会って酒を飲みながら

大蔵あり︑建設︑運輸あり︑もちろん経企庁もあったし︑国土庁

そういう意味では︑シンクタンクには相当苦労をかけました︒

のように小さくても一つの州で︑機能分担をすること︒つまり本

たけれど︑最終段階ではそういう生き方もあっていいなという言

が﹁国際都市沖縄﹂です︒これは国際交流都市沖縄です︒沖縄の

土と沖縄の機能分担ですね︒それでいて︑小さくても一つの州︒

い方で︑共鳴し始めていましたね︒この課長補佐クラスは︑もう

彼らの非常にいい点は︑各省庁の課長補佐クラスと相当つながっ

そういうハワイのような州を考えたいということです︒三つ目に

課長になっています︒それが一つの狙い目だったかもしれないけ

私たちが﹁国際都市沖縄﹂といっていることですが︑この出発点

は税制︑憲法との関係を含めて︑プエルトリコを考えて欲しい︒

れどね︒

ているというところで︑そこが私の狙い目でもあったんですね︒

これは私たちが復帰直後から言っている沖縄の将来像だといって

ですから︑沖縄のシンクタングでは︑無理だったと思いますね︒

で三つの提案を当時やりました︒

三つを重ねたわけです︒
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ていく︒

それを政府内にどう広げていくか︑実現の可能性のある形で広げ

り来たりを相当繰り返していますから︑それを作りあげながら︑

です︒一方︑そこと議論をさせながら︑うちのスタッフは行った

そういう大きさを作っていけるシンクタンクを探したということ

す︒笑っておったけれど︑この部分は否定的でしょう︒しかし︑

しかも基地返還アクションプログラムも細かく説明してありま

理解していただきました︒完全に理解したかどうかは別として︒

この国際都市形成構想︑二十一世紀のグランドデザイン＾これは

下河辺さんがその仕事をやりながら︑その後も下河辺さんとは

めたと思います︒何ができるか︒それから特別県制︑これは出発

沖縄の全県フリーゾーンの問題については︑彼は彼なりに受け止

するかとNIRAに検討を求めた経緯もあります︒ですから︑そ

はあの人ですから︒

．もう一つは︑もっと大きな視野︑安全保障の面から沖縄をどう

ういう意味ではNIRAにも少し突つ込んだ仕事をしていただい

させた仕事なんですよね︒そういう意味で︑相当迷惑をかけたけ

東に︑という話も︑NIRAの仕事として︑あるシンクタンクに

に戻り︑企画で西銘知事のプロジェクトを手伝いながら︑第二次

は︑復帰後の特別県制議論の出発の段階です︒その後︑私が県庁

下河辺さんとは復帰前後から⁝⁝っ私個人が正式に付き合ったの

最近会っていませんので︑︵下河辺氏は︶どう考えているのか︒

れど︑彼らも時の政権だけではなく︑もっと長い長さであるべき

の振興開発計画を西銘さんが手掛けたときに︑私が西銘さんに会

たし︑今年の六月に発表した中間報告にある︑沖縄の海兵隊を苫

日本というのを考える場所ですから︑そういう意味ではNIRA

は︑ある意味では切っても切れない関係といった方がいいかな︒

ろん︑大田県政になってもそうです︒ですから下河辺さんとの問

わせて︑下河辺さんを一種の相談役とした経緯があります︒もち

もう︑そのときは下河辺さんはいらっしゃらなかったです

も活用しながら︑柔らかい形で広げていったということです︒

佐道
か︒

幸いにそのことは官邸サイドもよく知っておったらしくて︑特に

もういないです︒それに下河辺さんは︑つい最近まで国土

いされて︑官邸と沖縄県とをつなぐ役割を担ってもらいました︒

吉一兀

次期全総の責任者︒ですからちょうどよかったんですね︒私たち

基地問題は岡本︵行夫︶さんで特別補佐官という名前でした︒で

橋本さんのとき︑さらには梶山さんから特別に下河辺さんはお願

の考え方を彼は熟知していますから︒だから沖縄というのは一項

すから沖縄県との関係︑大田さんとの関係は︑下河辺さんがずっ

開発審議会の会長でも．ありましたね︒ですから彼はポスト四全総︑

目ありますからね︒その部分をどう書かせるかという点につてい

とやっていました︒

伊藤

今までのお話の中で︑梶山さんが出てまいりますが︑梶山

■梶山静六氏

は︑国土庁の担当局長以下何名かと相当議論をしたりした︒私は
国際都市形成構想は﹁二十一世紀の沖縄のグランドデザイン﹂で
すと言ったが︑全総︑国の計画では︑二十一世紀の日本のグラン
ドデザインというのがサブタイトルですね︒面白いなと思った︒

吉元

さんとの接点というのはどこからですか︒

ね︒沖縄をアジア太平洋の十字路︑要︵かなめ︶にという言葉を︑

りません︒名前だけは知っているし︑大変な人だなと思っていた

あの中で︑﹁パシフィッククロスロード沖縄﹂と言っています
使ってくれた︒これは下河辺さんのアイデアで︑私たちはそれを

んですが︒官房長官になって︑つまり橋本政権が走ってからです

梶山さんが官房長官になってからです︒それ以前は私は知
使っています︒でも国の方も使っています︒
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その通りですね︒

き合うようになったわけですね︒
吉元

官房長官でなくなったら︒

ね︒もちろん橋本さんともそうです︒それは大田さんも同じこと
です︒ですから︑そういう意味では予備知識なしに最初からこの
伊藤

吉一兀

手のお付き合いができたという点でいうならば︑お互いが考えて
いることをぶつけ合うという︑とてもいい関係を作ったと思いま

が当選した一週間後に︵梶山さんは︶沖縄に来ていたんです︒沖

それでも︑たとえば私が副知事を辞めた後︑去年稲嶺さん

す︒もちろん政治のああいう人ですから︑一杯飲まんかと言われ

縄問題で新しい知事と話し合うということでしょう︒その場に二

山さんのことですから︑沖縄の人も全部私との関係を知っている︒

る︒会った日の夜は大田に付き合って私も同席して酒を飲みます

だから私も行きましたけれどね︒そういう関係もあります︒だけ

十名ばかり呼ばれましたが︑何故か私も呼ばれました︒こっちは

梶山さんの場合は掛け値なしに話し合いができる人でしたね︒

ど︑あまりそう頻繁に連絡をする人ではありません︒

が︑そういうことを通じて︑双方が話し合いを深ぬていくという

実に自分の意見はズバッと言うし︑違う意見を僕が出しても︑そ

佐道最初は誰かの紹介ということですか︒

負けた選挙の一週間後ですから辛かったんですが︵笑︶︑まあ梶

れをどう彼が理解するかという視点からの質問もありましたし

吉元・そういうことはないです︒官房長官ということです

場を作りました︒

ね︒そういう意味では珍しい政治家ですね︒だいたい自民党のあ

佐道

梶山さんが官房長官であったから︑ということは言えます

ごまかす人が多いと言われるけれど︑そういうタイプではなかっ

れだけの大物になると︑いつも︑わかったわかったと言って後で

か︒

それは言えるでしょうね︒これは逆に言えば橋本さんも同

係の仕事をやっています︒県会議員のときに何回か沖縄に来たこ

い入れば長いようです︒学童疎開の対馬丸事件の救済のときから

じことを言うんじゃないでしょうか︒橋本さんも沖縄に対する思

吉元

た︒

もともど梶山さんは沖縄とは長い付き合いがあるらしいんです

とがあるというんです︒仲介役というか︑受け皿も沖縄の石材会

そういうことを言っています︵朝日に書いていますねYが︑梶山
さんの場合は︑沖縄をなんとかしなきやならんという気持ちは︑

よ︒兄貴の仕事との関連と言っていました︒地元で兄貴は石材関

社で︑関ケ原石材の部長がずっとつながっているんです︒梶山さ

官房長官という立場だけではなく︑やはり沖縄そのものを知って

いるということなんでしょう︒橋本さんの場合は︑沖縄を知るた

んと最も親しい沖縄のつながりのある業者ですが︑緑間さんとい
う人です︒この人の弟が沖縄国際大学の国際法関係の先生で緑問

んという気持ちは一緒だった︒けれども︑沖縄を本当の意味で知

飲みながら言っていたけれど︒とにかくなんとかしなければいか

めに大田さんが書いた本を読んだらしいですからね︒本人が酒を

なんですよ︒そういうことがあって︑そのことを何かの拍子に梶

っているというのは︑やはり梶山さんかもしれませんね︒それは

︵榮︶さんというんです︒この人の嫁と︑私の嫁と親同士が兄弟
山さんが僕に言って︑﹁あなた緑問さんを知ってるか﹂というか

その後の総理にしろ︑その後の官房長官にしろ︑違うんですね︒

ら︑﹁遠い親戚になりますよ﹂といったらびっくりして︑不思議

知事が総理と︑副知事が官房長官と︑というのは︑ほかの

な縁だな︑という話になったんですけれどね︒あれ以来︑少し仲

佐道

ですから梶山ファンが沖縄に多いのは︑そういう意味ですね︒

梶山さんとは︑梶山さんが官房長官であることによって付

介者が出るようになった︒

伊藤
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私と会う以前に私をどう調べたか︒もちろんああいう人ですから︑

を切り拓いていくかというのを僕に求めたんでしょうね︒それは

理と大田の話し合いだけでは片付かんよということで︑どう道筋

る真剣さがあったような気がしますね︒同時に︑梶山さんが︑総

吉元

ということですね︒

伊藤

さんとの話でしたね︒

ていますが︑それに持ち込むまでの問は︑・すべて官房長官の梶山

かな︒そういうことがありました︒橋本・大田会談は十数回やっ

にないけれど︒しかし︑そのときが本当の意味でめ議論ができた

の側に座り︑私が大田の側に座るという︑夜の部ですね︒めった

ちゃんと調べているんでしょうね︒ですから言葉を換えて言えば︑

吉元

地方自治体から考えると︑あり得ない空前の話ですね︒

いわゆる大田のキーマンである吉元と何でも話し合える場︑いつ

元が合意した内容でしょう︒その上にプラスα︑それぞれの思い

防衛庁もそうですね︒ましては沖縄開発庁は︑基地問題は関係な

は︑私とのつながりは作りませんでしたし︑私も求めなかった︒

対応していくというのが筋かもしれませんね︒でも外務省北米局

官房副長官とか︑あるいは政務の官房副長官というのが私たちと

ことが言えます︒本来ならば︑総理秘書官とか︑あるいは事務の

それはある意味で双方とも果たせたかもしれません︒私も同じ

総理がすぐ実現したものですね︒ですから︵橋本さんから︶ある

吉元

伊藤

そうです︒これはあのとき大田知事の要請を受けて︑橋本

何か特別な留学制度というのがあるんですね︒

かい話を双方でやり合って︑実現していますね︒

ろなことを出していますからね︒そういう意味では︑ずいぶん細

本質の部分ではなくて︑沖縄の子供たちの留学問題とか︑いろい

したいというものをたくさん持っていましたからね︒基地問題の

もちろんそうですね︒ですから︑基本的な流れは梶山・吉

い︑と言ったんですから︒そういう意味で︑やはり官邸︑しかも

とき︑﹁吉元さん︑留学生として若い連中を行かすときは俺のと

それは何だろうね︒僕はそこに梶山さんの沖縄問題に対す

でも誰からでも連絡を取れる場︑そういう関係を作ろうというの

をどういうふうにぶつけ合うか︒大田さんも︑こうしたい︑ああ

その上に乗って︑総理と大田さんの話し合いが行なわれる

が︑どうも梶山さんの狙いだったかもしれませんね︒

梶山さん自身が古川官房副長官なんかを使わなかったところをみ

きによこせよ︒昼飯食わすから﹂というから︑ハッと気付いて︑

そう言えばそういうことをやらんといかんなと思って知事に話し

ると︑やはり彼自身の沖縄問題に対する真剣さ︑一歩間違うと
︵いけない︶︑という慎重さがあったんじゃないでしょうか︒それ

は︑最初の一回目だけです︒しかも︑知事と話し合った後に︑私

ですから私は︑橋本さんと大田さんのときに︵同席して︶いたの

話し合うんですよね︑二人で︒それはこの人の特徴みたいですね︒

吉元

伊藤

同じですね︒ただ︑橋本総理は︑知事と会うときはサシで

橋本さんの場合も同じようなことですか︒

なものの処理がうまいよということを絶えず聞かされたけれど︑

方が僕とマスコミとでは違っていたようです︒梶山さんは現実的

吉元

た方だろうと思いますが︒

伊藤

お礼を言わそう︑という話をしたこともありましたね︒

て︑第一回のメンバーは全部総理のところに連れて行って︑＝言

たちは入れられて︑総理執務室のソファに座って︑少し経過報告

僕はこと沖縄問題に関していうなら︑少しあの人は先を見ていた

は感じましたよ︒

的なことを総理が話すくらいです︒それ以外というと︑大田・橋

と思う︒例えば︑基地返還アクションプログラムを出したときに︑

僕はそうは思わなかったですね︒これはずいぶん受けとり

梶山さんという政治家は︑非常に現実主義的な思考を持っ

本がいるときに私が入ると．いうのは︑あと古川官房副長官が総理
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彼はじっくり説明を聞いてくれた︒目の前のことだけの話ではな
い︒だから彼は︑もし基地返還アクションプログラムを私たち沖

縄が出さなかったら︑SACOの議題にならなかったら︑説明に
ならなかったら︑これほど広範囲に沖縄本島にある米軍基地のチ
ェックをしなかったと思いますね︒だからある意味では︑戦後二

いた︒そういう問題について︑個々の具体的な話は梶山さんはし

なかったけれど︑わりと幅を持っていましたね︒

もう一つ︑普天間の移設問題についても︑これは梶山さんは政

治的な重要な場にいる人だから︑ノrと言われるかもしらんが︑

僕が一方的に受け止めたという前提で言うならば︑沖縄海兵隊問

書かれているアジアの十万人という言葉だけですからね︒ですか

ら︒それは少なくとも九七年の日米安全保障共同声明︑あの中に

綱は持っているけれど︑個々の軍隊の構成まで持っていませんか

島問題︑特に北朝鮮問題は米朝関係で軌道に乗るはずだ︑それ以

受け止めたと思っていた︒そのときに私は﹁二〇〇〇年︑朝鮮半

この種の問題については沖縄が県内移設反対ということに対して

ですからね︒梶山さんも米朝関係というようなものも睨みながら︑

題で︑僕と梶山さんとの問でどういう話をしたかということです︒

ら︑そヶいう意味ではアメリカ自身が無駄なものを省こう︑危険

上は待ったなしですよ﹂と言った︒そうしたら﹁何故か﹂と僕に

十七年間のアメリカ支配時代︑戦後五十年といってもいいんです

なものは何とかしょうというこどで本気で乗り込んできたという

聞いたんです︒僕は香港返還と一九九九年のマカオの返還︑そし

朝鮮半島問題をどう見るかという問題が一つありました︒もう

証左だど思いますね︒そういう意味では︑この功績は橋本さんも

て二〇〇〇年までに陸続きは全部片付けるという中国の方針を説

が︑文字通り半世紀のアメリカを総括したと思います︒アメリカ

さることながら︑やはり梶山さんあたりが相当細かくチェックし

明した︒それまでに北朝鮮問題が一段落してないと︑二〇〇〇年

一つは台湾問題です︒率直に言いました︒少なくとも九七年の話

た節がありますね︒意外と思われるようなところが十一の整理縮

以降台湾問題には手を付けきれないと選ったから︒先ほどもいっ

自身は二十一世紀の東アジアにおける安全保障について政策的大

小統合の対象の中に入っていましたからね︒もちろん︑そのこと

だとするならば中国は二〇〇〇年までに北朝鮮問題については一

たように︑二〇〇〇年以降の台湾問題に対して中国の国家主席が

私がそのときに気付いたのは︑例えば那覇軍港の移設の問題で

定の枠組みの中に収める︒そういう意味で私はその説明をしたん

で日本政府が担ぐ思いやり予算で対応しなければいけない部分

す︒これは復帰直後からの課題で︑返還予定です︒ハブ港湾は私

です︒︑そのときではなかったけれど︑その後ですね︒﹁三年ぐら

発言したといわれる情報を三年前に僕たちは持ったわけだから︒

たちは作りますよ︑グランドデザインで︒二十一世紀沖縄国際都

い担げんか︑海上基地問題を﹂︵と梶山さんが言ったんです︶︒三

は︑覚悟の上でやっていると思いますけれど︒

市ですね︒軍港は返してもらう︒年間十数回しか船が入っていな

年って何かな︑と思ったんです︒二〇〇〇年だな︑これはどうい

れがどういう背景であったのかわからんが︑しかし私がそういう

い︑しかも物資の搬出入しかしていないんです︒軍事的な要素は
戦艦が入っているんじゃないですか︒

説明をした後の話だっただけに︑海上基地問題を三年ぐらい調査

う意味かな︑と思ったんです︒酒を飲みながらの話ですから︑そ

伊藤

チャーター船です︒しかもこれは軍港ではなくて︑いまの

何もないんです︒

吉元

とか何とかで引っ張ったら︑二〇〇〇年になって朝鮮半島問題が

一段落してくると︑海兵隊の撤退というのか︑そういうことを日

那覇港湾でも認めているんです︒この範囲はハブ港湾を作って対
応しようという構想を持っていた︒商工会議所等とも話し合って
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もちろんそのときに︑新ガイドラインも議論していましたし︑

と思いましたね︒

本政府が要求するのかな︒あるいはそういう時期がくるのかな︑

ています︒これが沖縄にサミットを呼ぼうという出発点です︒

れど︑﹁サミットは沖縄で﹂という話をその後︑橋本さんにやっ

んに言いました︒大田知事はそこまで言ったかどうかわからんけ

法も当然決まると見ていました︒そういう動きもありましたから︒

ら︑これは決めてもらいます︒決まらないことを県が押し付廿る

るところ受けないところ︑最終的には地域︑これは官治体ですか

ですからSACOの最終報告を真面目にやりましょうと︒受け

だからそれを全部セットで考えると︑なるほどなと︒だけどこれ

わけにはいかない︒駄目なものは駄目だということで進めたシナ

これは決まるということも知っていたし︑言うところの周辺事態

はそこまで発言していなかった梶山さんの発言ですから︑﹁二︑

リオなんです︒

外はほとんど片付いているんです︒だからSACOの内容を一つ

十一の課題のうち︑大きなもので那覇軍港問題︑普天間問題以

三年担げないか﹂と言ったのは︑本当にそういう意味だったのか
可能性はありますね︒

ちょっとわかりません︒

伊藤

ひとつどうなったかチェックしないで︑オール・オア・ナッシン

ただ︑案外そう大きな違いはなかったな︑という惑じはし

吉一兀

グで大田は何もしなかったという意見があるけれど︑そうではな

いんですよ︒だって読谷飛行場だって︑落下傘降下演習を伊江島

まずけれどね︒

伊藤

に移して︑伊江島﹁はOKした︒それから象のオリ︵米軍楚辺通信

北朝鮮問題が二〇〇〇年までに片付く可能性というのは︑

もう来年は二〇〇〇年ですから︒

SACOの最終報告で︑九七年一月には大田知事に正月早々の記

護市民の投票の結果ノーと出たんですから︑いくら大田が優秀な

くさんやってきているんですよ︒象徴的な普天間問題︑これは名

所の通称︶も金武の山の中へ移す︒これも金武町がOKした︒た

者会見で県民に︑﹁やはり兵力削減なくしては基地の整理縮小は

指導者だったとしても︑地元で結論が出たやつを︑しかも保守の

私はそのときそういう議論をやりながら︑九六年十二月は

ならん︒海兵隊の撤退を今後目指す﹂という発言をさせたんです︒

首長と保守の議員が多い議会で通った条例に基づいた投票結果

吉元

日本政府は相当びっくりして︑SACOが最終報告をしたばかり

を︑大田がノーというわけにはいかないです︒

だから少しこの沖縄米軍基地問題に対する日本政府の対応のし

で︑まだ何もしないうちに海兵隊の撤退とは何事か︑と怒ってい
たけれど︑私たちは次のステップを見ていたんです︒

かたは︑これは過ちを繰り返すとややこしくなるなという感じは
しています︒

次のステップというのは︑まさに次の大統領選挙との関係︒同
時に沖縄サミットを誘致しようという狙いです︒沖縄サミットで

伊藤

佐道

■基地返還アクションプログ一7ムの背景分析

飛び火する可能性があるということですね︒

クリントンに来てもらう︒もう一つあったのは︑江沢民を呼ぼう
ということです︒そうすると︑いまいった二〇〇〇年の段階で︑
そのことを含めて︑江沢民がオブザーバーでサミットに関わる︒

ンプログラムを作るときに︑二〇一五年には完全にはゼロにする

北朝鮮問題がひと山越しているとすれば︑次は台湾問題だから︑

これはちょうどいい時期じゃないか︒そのためにはWTOの加盟

というプランを立ててあるのですが︑その構想をどういうふうに

時期がまた前後してしまったんですが︑そもそもアクショ
が前提だ︑という議論もやりました︒私はそういう内容で梶山さ
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つくっていこうということでしたか︒

問題をどうするかの話ですと︒

る場合は普通二十年先をキチッと押さえるんですよ︒そしてそれ

政は十年計画︑これは長期計画と普通いいますが︑長期計画を作

見せられたときに駄目だと言って︑これを入れなさいと言ったの

れは閣議決定された橋本談話に盛り込んでいるんです︒もちろん

そうかということで︑後半の部分を重要視したかもしれない︒こ

んも気付かなかったのかもしれない︒私たちが厳しく言った結果︑

ここのところは︑前の村山さんもそうであったように︑橋本さ

を踏まえて︑すべてのシミュレーションをして︑その中で確実な

は僕だけれどね︒そういう意味では︑私たちから言えば︑日米共

まず二十年というものをどう見るかということですね︒行

十年間にチェックをした上で十年計画を作るんです︒だから行政

同声明で新しい安保の再定義で︑沖縄がにつちもさっちもいかな

吉元

の手法としては︑だいたいその先まで見たシミュレーションをし

佐道

非常に素朴な質問なんですが︑二〇一五年にゼロにすると

いような形になることを懸念したということでしょう︒

ます︑ということが一つあります︒

もう一つは︑ここは非常に大事なんですが︑APECがどうい
う動き方をし︑アメリカが中国に対してどう経済的な入り方をし

吉元

いうことですね︒

ンベラ会議ですね︒それからずっと流れてきて九五年の大阪AP

こういう決定をしたんです︒そしてその後のマニラ会議で実施計

ょうとしたか︑ということです︒八九年のAPECの出発︑キャ
EC首脳会議︑これは村山さんのときです︒そのときに出してき

画を確認したことですが︑先進国は二〇一〇年に﹁投資の自由化﹂

そこで︑先ほどの話の続きですが︑APECは大阪会議で

た日米安保に関する共同声明の原案︒これは翌年九六年四月のク

と﹁貿易の自由化﹂をやるということです︒これからの国は二〇

一五年から︑これは二十年の間にということになっていますから︒

リントン・橋本会談につながるんだけれど︑その中を見ると愕然
としました︒

千とかいう数字を書いてあったり︑いくつかありました︒それは

ありました︒しかし︑一方でWTOに入りたいという中国の問題

ばいけないのは︑確かにマレーシアを中心にした経済的な混乱が

あのときはそうです︒そのときの東アジアの問題で一つ見なけれ

その後のASEAN首脳会議は二〇一〇年に繰り上げています︒

私たちが文句をいいました︒そして︑将来の展望のないような書

を先送りしていたんです︒先送りしない形で出てきたのが︑AP

三つぐらい問題がありました︒．一つは兵力配置の問題︒四万七

き方だといって︑これにも文句をいいました︒結果としては︑私

EC会議の九五年の大阪会議の出発なんです︒

たちが言った部分は薄められた︒そして︑どうしても入れうとい

す︒SACOはこれで終わりじゃないよ︒日米安保はこの共同声

という形で中国はやってきたわけだから︑この二つが重なると︑

的な役割にQKした︒それをベースにさらにWTOに加盟しよう

そうすると︑アメリカがその時期︑中国が二〇一〇年あるいは

った部分︑つまり兵力削減︑兵力構成を含む軍事態勢について引

明から新たな出発をするけれど︑これからも例えば東アジアの情

沖縄を前進基地にした軍事体制というのは︑最後に残るのは台湾

き続き緊密な協議をしていく︑もちろんその頭に東アジアの情勢

勢のいかんによっては軍事態勢についての見直しをしていきます

問題だけじゃないか︒将来は東南アジアの中のどこかの国が︑ア

一五年に完全に投資の自由化と貿易の自由化を果たすという国際

よ︑という項目を残した︒ここを明確に押さえさせた上で︑これ

メリカの基地を置くと見ています︒まさかフィリピンじゃないで

を云々と書いてありますが︑この部分に私たちは力を入れたんで

は沖縄だけで安保の話ができるわけではありません︑あとは沖縄
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これは先ほどいったように︑三年前からすでに二〇一〇年と江沢

これは別の話題です︒そうすると台湾問題をどうするかの話です︒

しょう︒追い出した経緯がありますから︒ベトナムと見ています︒

吉元

の土地から撤退されたら大変だ︑ということですね︒

残り津ですね︒これがある程度見通しがついたときに︑突然沖縄

伊藤

逆に言えば︑北朝鮮問題︑台湾問題というのは冷戦構造の

民が見ているわけです︒全部重ねてみると︑どうも東アジアの問

そこにあるんです︒僕らはそれ以外引き取らんよと︒帰るのは帰

への経済的なアメリカの進出との関連を含めてですが︑そのとき

やりなさいと︒つまり二十年間を二〇〇一年︑二〇一〇年︑二〇

っていいけれど︑あと全部︑日本政府が雇用問題と地主の保証を

私たちが二〇一五年までの二十年間を三期に分けた理由は

題で二〇一〇年から十五年の問に大きな変化が来る︒これは中国
に沖縄の米軍基地というのが本当に必要なんですか︒つまり日米．

の内容は沖縄県が勝手に計画を作ったのではなくて︑まずは基地

れは計画的︑段階的な返還を求めるという県民合意なんです︒こ

一五年と区切った意味はそこにあるんです︒そういう意味で︑こ

らいうんですが︶︑そういう体制が次々と日米安保の共同宣言の

を抱えている十七の市町村と詰めて︑この三つのランクを入れた

安保は残っていたとしても︑ガイドラインができ︵これは今だか
中で作られていく︒それが全部できたときに︑それでも在番米軍

から佐世保はどうするかという質問に対して︑あったほうが便利

に小さな軍港︑これは舞鶴を強化せよという意味でしょう︒それ

嘉手納︑横須賀︑そしてキャンプ座間だと︒欲を言えば日本海側

いませんが︑はっきり言っています︒在日米軍基地は︑将来は︑

橋本政権・自民党政府になったとしても︑容易に真正面からつぶ

くれた︒ここまで物事は進んでいたわけです℃だから日本政府も︑

の十団体が︑同じことをやって決めてくれた︒県議会も追認して

プログラム︑全県フリーゾーンを決めたということです︒経済界

集まって協議会をつくって︑国際都市形成︑基地返還アクション

もう一つは五十三の沖縄の市町村に県を入れて五十四の首長が

す︒

ということです︒それは跡利用の計画を一緒に作れということで

基地は要るんですかという話です︒

もう一つ︑これは最近出てきた話ですが去年の六月の話です︒
これも後追いの確認ですが︑アメリカの軍事評論家のセイヤとい

だけれどいらないと︒三沢はどうするか︑朝鮮半島問題が一段落

すわけにはいかないという力が沖縄には残っていた︒

う人のインタビュー記事があるんですが︑彼は︑いっとは言って

すれば自動的に撤退します︑と言っている︒自動的と言っていま

理署名を拒否したという流れ︑そのことによって全国的に沖縄の

これが九五年の少女暴行事件︑それからもうひとつ︑大田が代

んです︒嘉手納と横須賀です︒あとは司令部としての座間の機能

ればならないという形に︑ある意味では政治的に追い込まれた︒

声が広がったということとの関連で︑日本政府がどうにかしなけ

す︒つまりアメリカが長期的に睨んでいるのは完全撤退ではない
です︒ここまでアメリカの中では議論が進んでいる︒もちろんこ

これがその時期なんでしょうね︒

れは国防省の最終決定ではない︒しかし示唆しています︒これを
二〇一〇年︑十五年という時期に見るのかどうかです︒もっと後

SACσが最後ではなくて︑僕たちは出発だと︒日本政府は最

後ですというような言い方をしていたから︑怒ったんです︒そう

に見るのか︒しかしいずれにせよ︑アメリカが一番在日米軍基地
を必要だと思っている理由として二つの課題︑台湾問題を含めて

い切らんけれどね︒ですから二〇一五年というのは︑いまいった

じやないですよ︑出発ですよ︒それは出発とも最後とも彼らは言

O

・いつ片付くか︒これとの関連で︑私たちは米軍基地の撤退を︑相
手がわかるような形で出しましょうというのがこれなんです︒
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1999年11月17日
第2回

北海道にはもともとあります︒東京にはもちろんありますし︑

とりました︒

太平洋における経済の発展︑共同体︑EUみたいな形で︑どこま

名古屋︑大阪︑福岡にもある︒これらは従来沖縄の観光とか︑沖

ように︑勝手な沖縄の都合ではなくて︑東アジアあるいはアジア
でいくかわからないけれど︑そういう枠組みが現に進んでいると

アジアの中における新しい日本も一つの軸とした安全保障を提起

ことからいうと︑むしろ日本はそういう状況に敏感に反応して︑

ジアの安全保障を議論しようという時期も見えてきた︒そういう

プラス四で︑中国︑ロシア︑アメリカ︑日本を入れた中で北東ア

とで体制を変えました︒その上で台湾事務所の強化︑シンガポー

しよう︑それから観光物産のセールスマンに仕上げようというこ

を変えました︒いまは集団就職をしてないから︑情報センターに

の子供の面倒を見る事務所だったんです︒しかしこれは全部性格

本土のいくつかは︑例えば名古屋とか大阪とか福岡は︑集団就職

縄A
の産
いう事実と︑ASEANが非核地帯宣言をし︑そしてASE
N物を売るための宣伝の場︒そして同時に復帰前からあった

していけるような︑安心を与えるような仕組みを作るべきだと思

ル事務所︑香港事務所︑そして今は福建事務所︑ソウル︑ここま

でいきました︒ですから︑義務的にほとんどひと月に一回情報が

います︒

佐道

入りますが︑もっと早く入るところもあります︒

国際都市形成構想を作るときには東京のシンクタンクを利

用してお作りになったように︑このアクションプログラムは︒

TROの事務所の一角に沖縄事務所という名前を付けて︑机を置

．一番大きな意味を持ったのは香港でしたね︒香港事務所はJE

デザイγを立てたことです︒それと同時並行に︑この問題は県の

いて仕事をすると︒地元の人を採用してという形でやったんです

原点は︑国際都市形成構想をあるときにまとめ︑グランド

行政の中で議論しているし︑シンクタンクにも投げてある︒だか

が︑相当大きな情報が入りましたね︒ゆくゆくはと思っていたの

吉元

らほとんど一緒です︒別になると︑むしろ話にならない︒ワンセ

が︑福建省の沖縄事務所です︒これは将来もっと強化しなければ

ならないと思いますね︒そこは北京政府と直結しているどころで

ットでなければ意味のない基地返還です︒ワンセットでなければ︑
国際都市形成構想といっても意味がない︒

建省というのは台湾の動き︑東南アジアの華僑資本の動きなどを．

番後まで押さえられたところなんですね︒そういう意味では︑福

すね︒台湾に向けての前進基地ですからね︒それと同時に台湾の

吉一兀

見るためでも︑一番大きな意味を持つでしょうね︒

その過程で︑台湾の状況ですとか︑シンガポールに事務所

ね︒大田県政になっていち早くやったのが︑ニューヨークに担当

こういう措置は稲嶺さんには︒

佐道

者を置くことです︒これは嘱託︑参与という形で︑元国連の広報

伊藤

継承してもらえると思います︒非公式に五月に知事と会う

企業︑福建省出身がたくさんいるんですから︒華僑資本はほとん

担当の職員でありました仲地という人で沖縄出身ですが︑大田知

吉元

を作られたりとかいろいろされていますが︑東南アジアの状況と

事のつながりで彼をお願いした︒ニューヨーク事務所を作るため

機会があったんですが︑基本的にはそういうことを言っていまし

どそことの血のつながりですから︒そこは沿岸部の経済特区︑一

に予算化して議会に出したんですが︑二回通らなかったんです︒

た︒しかし先週の金曜日︑県庁の若い連中と飲んでいたら︑どう

か︑そういう方も︒

自民党が拒否したんです︒これは結果的に事務所という置き方は

も二ヶ所ぐらい潰されそうだなといって騒いでいましたね︒．シン

これが私たちにとってはいちばん必要な情報だったんです

できなかったけれど︑嘱託という形で日常活動に支障のない形は
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こまで伝わっているのか︒大田県政の場合は︑それが通用してい

が︑みんな笑っていました︒まあ︑そういうトップの考え方がど

他のところを潰せ︑︑本庁でも二つ三つ課を潰せ﹂といったんです

算がないから﹂という︒﹁予算がなければ︑海外事務所は潰すな︑

で︑このグランドデザインを推進するための各省庁の調査が始ま

としているのか︒国の方では五十億の橋本さん時代の政策調整費

は政策が変わればどんどん変えていいよ︒だのに︑何を変えよう

のか︒問題はその中身でしょう︒経済振興の部分でしょう︒それ

載った︑全総にも載った沖縄国際都市形成構想をどうして変える

﹁百年︑二百年の長さをかけてやるべきだ︒そして国の計画にも

たけれど︑今の県政の場合︑知事がそこまできちんと指示してい

っているんですよ︒全総の一環の調査でもあるんですよ︒ここま

．ガポールと香港が潰されそうだと︒﹁なんでだ﹂と聞いたら︑﹁予

るのかまだわかりませんけれどね︒

で来てまだ変えるのか﹂と言われて帰ってきた︒そのメモを見せ

しかし︑こういういろいろな政策決定の中には︑稲嶺さん

それは全県フリーゾーン等々に反対の論陣を張られたあの

伊藤

佐道

られましたが︑rちょっとがっかりしますね︒

そうです︒ずっと関わってきました︒経済界を代表してね︒

も関わっているわけでしょう︒
吉一兀
だからそれは知っていると思いますよ︒

体制を作ったかとなると︑マスコミも経済界の親分衆も私に言っ

吉一兀

ていくかというときに︑大田県政時代の国際都市形成構想とかい

いるんですが︑だからといって彼が二十一世紀の沖縄をどう作っ

の沖縄経済の在り方を評論できるという点ではいい能力をもって

そうです︒沖縄経済のデータをこまめに積み上げて︑戦後

﹁方ですか︒

ているのは︑駄目だな︑足を引つ張られるな︑というし︑知事自

くつかのものを全部否定して︑新しいビジョンを提起していない

吉元

身に︑﹁こうしたい﹂ということがきちんと出てこないので県政が

で︑この種の変更をいきなり下河辺さんに論議すると︑それは怒

自分がコミットしてきたことですよね︒

動かんという声もマスコミから指摘されている︒そこはどうなん

られるでしょうね︒

伊藤

ですかね︒本人がよっぽどの気持ちを持って︑副知事︑政策調整

佐道

ただそれは︑いま彼のやりたいところでやれるような三役

監あたりに大事なことは仕事させるということを日常化しなけれ

し支えないと思いますが︑牧野︵浩隆︶副知事ですね︒国際都市

これはすぐ表に出すものではないので︑お名前をいって差

ば︑この種の問題は動かないですね︒

が起こりますね︒最近出た大田さんの回想では︑今まではあの事

っていぐということがあるんですが︑その前に例の少女暴行事件

形成構想がまさに牧野さんなどが反対議論をはられて︑大議論に

吉元

件があって︑それで次の代行拒否ということの流れで説明されて

こういうふうなことというのは︑他の県と横並びというこ

際都市形成構想﹂という名前そのものに抵抗を示しているんです

いましたが︑その前からジョセブ・ナイの報告が出て︑それをき

伊藤

︑ね︒そこに問題がある︒これは私もまた聞きなので︑正確なこと
は言えないが︑担当のナンバー2が︑大田県政時代のことを全部

っかけに︑もうとにかく政府に裏切られたんだし︑次は拒否をす

なっていくと︒それから全県フリーゾーンということが問題にな

書き直せということになって︑いろいろなことを作ってまとめた

るということを決めていて︑それをまた吉元先生にも話をされた

とでは全然ありませんからね︒

ものを先ほど話が出ました下河辺さんのところに相談に行ってい

ということですか︒

ですから沖縄が︑いまの県政との関係でいうならば︑﹁国

るんですね︒そうしたら︑下河辺さんは怒鳴っているんです︒
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れは話にならんなと思った︒

九五年の二月の第三次の﹁東アジア戦略報告﹂でしたが︑ジョセ

吉元

いう話になって呼んで︑話し合うんです︒沖縄県の知事の考えは

人が付いていましたので︵名前は忘れましたが︶︑彼を呼ぼうと・

が駄目だったら︑絵理の担当ということで︑社会党の代議士が一

いたと思いますが︑どうしたらいいか︑大変な問題だ︒官房長官

それでは︑ということで社会党の伊藤茂︑前島さん︑あと一人

フ・ナイの報告書が出た︒いち早くインターネットを通じてとっ

わかったと︒これを政府がどう受け止めるかの問題だということ

■代理署名拒否

た︒それを私たちも一緒に知事と論議しました︒これは大変だな

になった︒私は間違いなく︑官邸と社民党本部の副委員長︑それ

それはその通りです︒非常に危機感を持ったのは︑その年

という感じでした︒それはその前の段階からの流れがありますか

は済まん︑最高裁までいく︒どういうふうにさせるかと︒その前

集めて︑秘書を交えて徹底的に議論した︒それは単に拒否だけで

き取った︒副知事時代ですから︑関係する局長を数名︑ごく少数

私がそのことを知事から言われて︑知事と議論し︑わかったと引

は今度はやらんよ︒前のこともあるしな﹂ということを話した︒

で︑私は知事から﹁悪いけれど︑この種の問題は引き取ってくれ﹂

この子供さんと家族のことを考えてなんとかしようということ

るぐらいだった︒軽々に発言するなということで︑可能な限り︑

そのことを伝えたら︑知事も愕然として︑本当に血の気がなくな

が入って︑九月四日の少女暴行事件を知らされた︒知事に直ちに

そして九月七日か八日あたりだったか︑県警からこそっと情報

返事がない︒九月に入っても返事がない︒

から沖縄担当者に伝えた上で帰って来るんです︒その八月の末︑

らね︒同時に︑﹁代理署名﹂問題も抱えていましたから︒

大田さんはその年の訪米一訪米は二年目から毎年行きました

に儀式的に表の仕事をしたってしょうがないから︑政府にどう働

といわれた︒私は︑子供さんの問題については心理療法士を探し

が︑その何月かはわかっていませんが1帰ってきた直後に﹁私

きかけるか︑という話になって︑私が行動を開始したのが八月下

た︒公務員をやると目立ちますからね︒まったく違うルートから

それなりの人を家庭に行かせて本人に会わせる︒学校の校長先生

呼んで︑じっくり話し合いました︒当時︑補償とかのなんとかの

そのとき︑沖縄の社会党の県本部の書記長︑委員長に集まって

旬です︒

きに社会党の書記長に同行してもらって︑直接官邸に乗り込むわ

話は親は何もしていません︒とにかく︑この子供が本当に生きて

にも極秘でパイプを高吟︑当時の教育長だけに連絡して︑まずは

けです︒結果的には不発に終わりましたが︑当時の官房長官︑野

いけるかなということで︑ものすごくそれだけ怖がっていました

子供さんの落ち着きを作ろうと︒そして︑次に親との話し合いと

坂浩賢さんに会いたいということで︑社会党を通じてアポを取っ

ね︒これはしかし︑いずれ明らかになるよと︒私たちは口が裂け

もらって話し合って︑彼らもわかったという︒それじゃあ村山さ

た︒東京に着いたと同時に︑風邪を引いているので官邸で会えな

ても︑学校の名前︑子供の名前︑親の名前︑その地域︵沖縄では

いうことで︑私も非公式にお忍びであるホテルに父親を地元から

いという︒じゃあ宿舎でいいですよといって︑それはOKしてい

集落のことを部落といいますが︶︑部落の名前を出しません︒こ

んが総理だから︑一つそこを自分たちもバックアップしょうとい

たんだけれど︑それも土壇場になって駄目になった︒それで会え

れは責任持ちます︒マスコミも全部押さえてありましたから︒とい

う話になって︑社会党は社会党で動きを作りました︒私はそのと

る人がいなくなったものですから︒いきなり総理に会っても︑こ
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に大田が会ったときに︑逮捕さえできないというのはおかしいじ

が上京し︑総理︑外務大臣に会わせる︒外務大臣の河野洋平さん

どうするか︒オープンになった︒抗議行動しなきゃいかん︒知事

に出して︑返事がまだ来ない︒それで少女暴行事件が起こった︒

ですから︑先ほどいった機関委任事務をノーと言う通知書を国

吉元

らあまり問がなかったですよね︒

佐道

展することを承知の上で決断をしていた節があります︒

も感じていたわけですね︒大田は知事なりに︑決定的な問題に発

れ以上は言わない︒・ですからどうにもならないということを何度

ら提案があれば検討します﹂というところまでは言うけれど︑そ

ゃないですか︑という話の中で︑地位協定を見直すべきだという

りじゃないですか︒たぶん︑三︑四日経っていたと思います︒そ

うことで︑あとは表になったときにどう対応するかという問題です︒

要請をしたら︑ちょっと走りすぎているんじゃないかという批判

れは少し対策をとるまで︑県警におさえさせた経緯がありますね︒

事件は︵一九九五年九月︶四日ですから︑七日か八日あた

少女の事件がおもてに出たというのは︑事件が起こってか

を河野外務大臣は大田に投げつける︒それを受けて大田知事はが

学校現場とかも︒この子はしっかりした子で︑私は直接会ってい

ませんが︑会った医者から聞かされました︒

っくりして︑一緒に行った県の部長と担当秘書が外務大臣室を出
た直後︑廊下で知事が﹁もうやる以外ないな﹂という発言をした

佐道

あとは私の方で︑九月議会に向けて︑九月十日前後でしたか︑

答えました︒

絡があって︑﹁もう決意は変わらん﹂というから︑﹁わかった﹂と

うね︒この代理署名の問題と対応の仕方を︒それから東京から連

私はその後も含めて︑国・官邸の方には伝えてありました︒です

吉元

佐道

その後で議会ですね︒あのときはノーと言うよ︑というの

前ですね︒それで大田知事に会えなくて帰ったという︒

吉元︑宝珠山さんが来たのは︑その前でしたか︒

のことがありますね︒

をされる︒そのときに︑例の防衛施設庁長官の宝珠山︵昇︶さん

大田さんが︑九月二十八日差県議会で代理署名拒否の表明

そうです︒これは秘書から私が聞かされました︒ですから大田が

ド慎重に与野党を問わず︑このことを報告して︑やりますよと言っ
た︒野党にもいいましたよ︒まあ︑こういう状況で︑事件の後で

から︑そこから流れたんでしょうね︒そういう意味では︑担当で

﹁やる以外ない﹂というのは︑公表しようということなんでしょ

すから︑それもしょうがないなということで︑与野党とも理解を

ある宝珠山さんが︑ということなんでしょう︒

あのときは︑実は宝珠山さんはアメリカから帰ってきた直後な

は知事が議会に表明する前に︑．私は与党・野党に言いましたし︑

示してくれて︑本会議で県民の前に知事が表明したわけです︒

ですから︑少女暴行事件の後で決意したように見られています

んです︒それで羽田に行く車の中で私に電話がありまして︑私が

電話をとったんですが︑﹁今から行く︑この問題で行くよ﹂と言

うから︑私ば﹁それはちょっとまずい︒来ても大田は会いません

が︑そうではなくて︑大田さんの決意の一つは︑最初にあれだけ
．約束していながら国が約束を反故にしたということへの怒り︑も
う・一つは﹁ナイ・レポート﹂によって沖縄基地がどうなっていく

ょう﹂と言ったんです︒﹁そうか︑わかりました﹂といって一度

よ︒僕だって大田に会わせませんよ︒この問題は淡々とやりまし

電話は切ったけれど︑その直後にまた電話が入って︑﹁いや︑官

かということに対する危機感︑それと抱き合わせの基地の提供の
ありました︒その間︑アメリカに行って何回要請しても︑﹁基地

邸に相談したら怒られた︵たぶん官房長官でし一ようね︶︒すごく

ための土地収用という問題は慎重であるべきだという判断が先に
の整理縮小というのは日本政府が言って来ないので︑日本政府か
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けませんよ﹂と言うと︑﹁わかりました﹂ということだけれど︑

です︒羽田に着く前ですね︒私は﹁会わせませんよ︒迎えにも行

怒られた︒だから私は会えなくても行く﹂という電話が入ったん

な人だけに︑責任感も強い人だと思いました︒

回か会ったことがあるので︑意外に思いましたね︒非常に真面目

したという一連のつながりになるんですね︒政策調整監時代に何

私も会わさない方がいいとは思っていませんでした︒ただ︑県

の移設︒これは前々からだけれど︑今度本格的にやろうと︒だか

三つ︑クリントン・村山会談で出ているんです︒一つは那覇軍港

宝珠山さんのとき︑村山さんのときでしたが︑実は基地問題は

民感情からいって︑それはまずいと思いました︒あの事件があり︑

ら場所を移設先という表現で中身を後で入れてくるんです︒もう

とにかく命令だから彼は来ました︒それがやゆとりです︒

議会までの間に︑アメリカの駐日大使が謝り︑軍の責任者が謝り︑

りましたけれどね︒これは県民感情が許さないですよ︒あのとき

もなかったんですよ︒もちろん後では国会を通じて村山総理は謝

です︒実現したのは︑今の段階でいうと一〇四号線・県道越えの

ね︒この三つは村山さんがクリントンとの話で決着を付けたもの

ことです︒三つ目は︑一〇四号線︒県道越えの実弾砲撃演習です

一つは読谷補助飛行場の返還です︒そのために何をするかという

大田が会ったとすれば︑あるいは県の誰かが会ったとすれば︑県

実弾砲撃演習は︑本土に移りましたね︒北海道の月桂別︑王城寺

大統領が謝ったんです︒日本政府は河野外務大臣の発言以降︑何

民は収まらなかったでしょうね︒ですから︵宝珠山氏が︶来て︑

原︑北富士︑それに日出生台ですね︒これが実現しました︒実現

もう一つは読谷補助飛行場︒結果としてグリーン・ベレーの落

その後沖縄に滞在している問︑私には電話はなかったです︒私は
電話があったそうですが︑お断りを続けたんですね︒彼もそうい

下傘降下演習が伊江島に移った︒それから象のオリが金武町の山

したからいいという話ではないけれど︒

う意味では官僚ですから命令に従わなければならなかったと思う

の上に移ることになった︒だからあのときの問題は二つ片付いた︒

東京でのやりとりで終わっていますから︒秘書にばしょっちゅう

んですが︑その辛い思いというのは一番彼がよく知っているんじ

は︑私たちはわかりますし︑責任感の強い人だなということもわ

いま那覇軍港問題が片付いてないだけです︒その中心の仕事をや

ただ︑宝珠山さんについては︑沖縄ではいろいろ問題がありま

かっています︒ただ︑大胆な人ですね︒総理は頭が悪いというこ

ゃないですかね︒宝珠山さんみたいな人だったら︑そこはよくわ

してね︒彼が防衛施設庁長官として就任して沖縄に来たときに︑

とが︑オフレコとはいえ思わず出ちゃったんでしょうね︵笑︶︒

ったのが宝珠山さんです︒だから宝珠山さんの真面目さというの

実は沖縄マスコミとの記者会見の中で︑﹁沖縄県民は米軍基地と

佐道

きまえていたと思います︒

共存共生をして欲しい﹂という発言をしたんです︒これは相当問

式にお伝えになった︒記者団に条件闘争は一切しないとおっしゃ

先生ご自身が十月六日に東京にいらっしゃって︑拒否を正

題になりましてね︒それで少女暴行事件のときでしょう︒だから

縦覧を代理署名したことで︑村山さんに対して防衛施設庁として

もう一つその後で宝珠山さんは︑沖縄の関わりでいうと︑公告

ね︒第一義的には︑防衛施設庁長官です︒仕事の上ではあそこと

吉元

伊藤

あのとき村山さんには会ったかな︒会ったかもしれません

それは村山さんに直接ですか︒

ったんですね︒

はいろいろアクションを起こしたらしいけれど︑それを官邸がな

の関係ですからね︒そこに行って︑そこできちんと伝えた︒最初

それは県民感情が許さないです︒

かなか決断しないものだから︑﹁村山は頭が悪い﹂という発言を
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ていた︒本音を聞きたかったんじゃないですか︒それで出てマス

と私に言うから﹁いや︑これだけです﹂といったらキョトンとし

・つた上で︑帰る間際に︑﹁もう少し話があるんじゃないですか﹂

も﹂といったんですが︑入ってこなかった︒その話をきちんとや

はマスユミを入れないというやり方で︑﹁いいですよ全部入れて

吉元

ね︒

伊藤

ありましたね︒

房副長官をやられていたので︑立ち話でじっくり話し合う⁝機会が

そのときに︑先ほど言いました︑さきがけの園田さんが政務の官

もないよ︑条件闘争じゃないと︒これはこれとしてきちつとやっ

きに細かい将来の話を全部やっていますからね︒これは取引は何

それは先ほどもいったように︑大田知事が決意をした︒そのと

と会ったりということですから︒九五年の暮れ︑自治労の書記長

この話をやっていませんからね︒社会党を通じて︑非公式に総理

機会が八月下旬に作れなかったので︑官房長官にはストレートで

・がどうだったかというのが印象にないんですよ︒これは私と会う

いや︑そのときは割り切っていましたよ︒むしろ官房長官

総理はどうしていいかわからなかったんじゃないですか

コミから聞かれたので︑そこをはっきりしたんです︒

ていかなければならない性格のものだということを承知の上でや

んですが︑働きかけて︑主要単産の書記長クラスを全部集めて︑

である佐藤︵晴男︶さんにお願いして︑彼自身の計画にしてある

村山さんの反応はいかがでしたか︒

村山さんの激励ということで︑十二月のクリスマス前後に公邸に

りましたからね︒

伊藤

そこは村山さんに直接会ったのかどうか記憶がないん．です

すということで︑私も呼ばれた形で入って︑そ︐のときに村山さん

いろいろなものを担ぎ込んだ︒ご苦労をかけて大変苦しめていま

吉元

ただ︑この問題に関して総理はどう考えているだろうかと

よ︒日記を見ればわかると思いますが︒

佐道

わかっています︒そういう意味では︑その前後に私が総理にお願

官房長官と詰めていた節がありますね︒ですから十分過ぎるほど

吉元

なことをしてくれたという感じがしますね︒それは︑ある意味で

ていましたが︑本土の労働組合の親分衆も気を使って︑いろいろ

いう意味では︑表の仕事ではきついことも要求したし︑言い合っ

ていってくれというので︑それを担いで村山さんに届けた︒そう

を沖縄のシーサーに見たてて沖縄で作った人がいて︑これを持っ

いして︑﹁知事以下︑私も含めてうちのスタッフを全部連れて行

は僕だったからかもしれません︒私自身がそういう意味では長い

いうことは︒

くから︑官邸も総理︑官房長官︑官房副長官全部揃えてくれ︒一

付き合いがあったからかもしれません︒

それはわかっていました︒そこは社会党が︑総理あるいは

回沖縄問題を話し合うという場をつくってくれ﹂とお願いし︑つ

に書かれたんですが︵笑︶︒官邸でそれぐらい言うしかないだろ

吉元

佐道

実現しました︒私がライスカレーを食わせうといって新聞

それは実現したんですか︒

がりというか︑︑熱気はこちらの方に伺うとすごかったということ

民大会に八万五千人が集まったという大大会︑あのときの盛り上

佐道

■一〇・■＝県民大会

うと思って︒官邸のカレーライスというのは昔の誰かの総理のと

ですが︑それをご覧になって︑このエネルギーはただものではな

くらせたんです︒

きに見た覚え︑読んだ覚えがあるんですが︑それでカレーを食わ

いそという感じでご覧になっていましたか︒

先生が東京に行かれて戻ってこられて︑例の一〇・二一県

せうといったら︑本当にカレーしか出てこなかったんですね︵笑︶︒
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もので県民が納得するはずがないでしょう︒県民が言う基地の整

部分だけだと︒そんな紙に書いたものを書き直させても︑そんな

かもこれは自由民主党まで含めたすべての政党が実行委員会に入

理縮小というのは何なのか︒地位協定の見直しというのは何なの

あれだけの集まりというのは︑復帰後なかったからね︒し

り︑商工会議所や労働組合すべての団体が一．緒になりましたから

吉元

ね︒そういうことが一つあって︑県議会でもみんな憤りが出てい

ね︒いつでも出せる状況だから︒基地にかかわる部分だけ︑つま

・か︒もちろん県は︑そういう仕事をずっと戦後持っていますから

の大衆運動の一番の怖さは︑とどまることがないということです︒

にいなかったら︑やれやれ︑ということだったでしょうね︒沖縄

だけど僕は行政の場にいて︑ちょっと怖かったです︒行政の場

ち込んでいくのはその後ですからね︒結局︑一〇・二一の県民大

らね︒沖縄の問題を時間をかけて話し合って︑そういう問題をぶ

それをぶつけて行っていいのか︑まだ判断がついていないですか

考えるとちょっと怖いですね︒あのとき僕が感じたのは︑本当に

だから︑もしその仕事がそのとき進んでいなかったら︑それを

り抽象的な基地返還せよという言葉だけでは通用しなかったと思う︒

た︒しかも︑沖縄の命運を賭けるかもしれない︑土地の強制収容
に対して大田知事がノーという表明をしたということもあって︒

これで限界だとか︑これで成果を得たとか︑そういうのは労働組

会で決議された部分を日米政府に要求する︒その行政の具体的な

この機会を︑という気持ちなんでしょうね︒

合とか政党はやれることです︒県民大衆というのは︑それがない

にしろ︑ということ︒この間僕らが勉強していた西ドイツのボン

作業が︑一つは地位協定見直しの中身で︑これこれこういうふう

政が︑沖縄県がその中心になれるわけがない︒沖縄県はもちろん

協定を含めた具体的な中身です︒基地の整理縮小という県民大会

です︒ひとりひとりが自分の目標を持ってしまいますからね︒行
実行委員には入っていないですよ︒そういう意味では︑この力を

に基地返還させるか︒単なる平和だけでは意味がない︒県民はそ

は何かを︒これについては結果的には基地返還アクションプログ

れによって食っているわけだから︑食えなくなったやつをどうす

本当に正しく発展させきれ惹かなと︒それは何によってできるか

だからそれを︑ちょうど仕事をしていた国際都市とか基地返還

るか︒じゃあ基地のない沖縄というのは︑どういう沖縄か︑とい

ラムでしょうね︒これが重なってきた︒しかし︑これは何のため

アクションプログラムという叩き台を重ねて︑ここにぶつけると

と思った︒

いうことにある意味ではつながつたかもしれない︒それがなかっ

うことに対するグランドデザイン︑国際都市形成構想がなかった

とすれば︑あの力︑あの県民の憤りを︑どういう形で日米政府に

た場合に何ができたか︒これは歴史の皮肉かもしれないけれど︑
﹁もし﹂という言葉は歴史には使えないそうだけれど︑もし︑国

ぶつけられたか︒

そういう意味では︑それを皮肉るやつもおりますよ︒それを出

際都市沖縄の二十一世紀のグランドデザインがなかったり︑基地
返還のための議論をしてまとめたものがなかったとするならば︒

したから日米政府が﹁はい︑わかりました︒検討しましょう﹂と

す︒つまり︑沖縄県民の憤りを︑結局行政がそういう形できちん

公告縦覧でノーという︒少女暴行事件があった︒県議会も憤った︒

地位協定の見直しを求める県民大会を作った︒もしそれがなかっ

とやったものだから︑そこで結局︑五十億の調整費が出てきて︑

いう形で問題をすり替えたんじゃないのかという見方もあるんで
たら︑行政はその力をどこにどういう形で持っていったのか︒じ

そこで沖縄の二十一世紀を検討している︑基地返還アクションプ
＼

超党派で集まって︑それ押せという形で基地の整理縮小をとった︒

ゃあ犯人探せ︑犯人渡せと︒地位協定の見直しを要求する︒この
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たんじゃないのか︑という言い方がある︒それは︑政党や労働団

から︒それはそれだけの要素で変わらないで︑もっと大きな要素

当たり前ですね︒それは保守・革新が変わるのは当たり前なんだ

ログラムについてはSACOで検討する︑という形で引っ張られ 解していないような気がするね︒選挙の結果で知事が替わるのは
体はそれでいいけれど︑行政はそういう瞬間︑そういう問題をど

で変わるんだからねっ

一〇・二一の県民大会は当時はすごいなという感覚よりは︑す

ういう形で︑次は二度とそれを起こさないようにするか︒もう一

ごいなと自分でも思ったんです︒あのときは知事の側に座って︑

つは︑やはり問題をこうすべきだという部分を出していかなけれ
ばいけない︒これは今もって沖縄の中で︑俺の仲間もまだ合意し

大田の挨拶も聞いていた︒大田は事務方が書いた原稿を読まなか

まま車で来ると渋滞に巻き込まれて大変だから︑チャーターした

ったからね︒しかも中国からの帰りですから︑那覇空港からその

ていない部分なんです︒国際都市形成構想を出した︒だから次に
全県フリーゾーンも出さなければならなかったと︒それで︑こと﹁
の本質がボケていったという言い方がまだ残っているんですね︒

ゃべらせたということもあった︒もっとも事前に原稿を持たせて

ボートを飛ばさせたんですよ︒そこまでもってきて︑いきなりし

あったけれど︑本人も自分のナマの声でやったですね︒それだけ

こどの本質というのは︒

吉一兀

に意味がありました︒内容も良かった︒あの県民大会は大田が︑

伊藤

はそれを言うならば︑基地返還アクションプログラムが駄目だと

新たに決意する出発になったでしょうね︒

基地問題一本に絞った追及の仕方ができなくなったと︒私

いうんだったらわかるよと言っているんです︒それを容認してお

うこと︑そのときに政府︑官邸︑総理が閣議で決定したあの経緯

ばならん︑国民的課題として取り組んでいかなければならん匙い

す︒もし︑沖縄問題を真面目に政府として取り組んでいかなけれ

した総括はできないと思います︒もう少し時間がかかると思いま

地主とどうやりますか︒おたおたしたでしょうね︒まだきちんと

はどの基地を返してくれと言うのかと︒これは普天間ですよと︒

合︑じゃあ日本政府はどう対応したのかなと思う︒沖縄県は︑で

は僕らみたいに運動を自分で作って走り回って︑できあがった力

で︑自分がやっている行政との関係を含めて作られてくる︒それ

ったりしたのはいくつ．もあるだろうけれど︑ああいうものがナマ

る人じゃないんですよね︒できあがったものを見たり︑関わりあ

吉元

伊藤

結局︑運動というもののエネルギーですね︒

のことを絶えず口に出していましたね︒

に影響していますね︒私は逆に縛られ過ぎていると思うほど︑こ

吉一兀

大田さんは︑運動を自ら企画し︑そして実行したことがあ

再確認ですか︒

を︑今後も知事が替わろうが︑保守・革新がどうなろうが︑真面

をどこに向けて持っていくか︑成果を得るかというものに慣れて

伊藤

いて︑県民に対して申し訳ないだろうと︒

目に継続して︑それを実現していく道筋に国が責任を持ってもら

ない人ですから︑相当拘束されますよ︒だから︑先ほどいったよ

そうですね︒これは相当大きく大田の知事としてのその後

うならば︑あの一〇・二一の県民大会というのは︑僕は生きてい

だからこれは立場を変えて︑もしそういう問題が出なかった場

くと思いますね︒またそうあって欲しいと思います︒

基本的に知事に理解を得ただけで︑説明は一回しかやっていませ

うに隅同時に作っていた国際都市とか基地返還プログラムを僕は・
もう日本政府は安心だという言い方に変わってきているので︑そ

ん︒総理に出すときも︒パチッと出すと知事もびっくりするぐら

しかし︑最近見ると︑大田をつぶせ︑他の知事がなったから︑
こは非常に残念に思いますね︒沖縄が言っている意味を本当に理
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なって自分の政策がここまでできてきているということを理解す

いですからね︒それはそうですよ︒それからです︑知事が本気に

は︑課題であるこの機関委任事務の公告縦覧︑代理署名の問題等

議決定︑報告だったかな︑やるということでしたね︒ある意味で

の整理縮小を検討する場を作りたいということと︑もう一つは閣

について︑そのときは割り切っていましたね︒﹁国として対応し

るのはね︵笑︶︒特に基地返還アクションプログラムの中身は︑
一時期︑相当深刻になっていましたからね︒

伊藤

実際︑その後︑署名勧告をされ︑そして大田知事提訴とい

自分が責任もってやる以外ないとお考えだったんですね︒

ていく﹂という表現をしたと思います︒

吉一兀

佐道

知事に説明されたのはいつ頃ですか︒

構想のグランドデザインの文章のてにをはまではやっていません

うことになっていくわけですからね︒

伊藤

からね︒﹁こういう中身ですよ︑いいですか﹂﹁うん︑いいよ︒こ

吉元・ぞうですね︒あれも時期︑時期の設定の仕方について︑い

説明は節々にやっているんですね︒しかし︒国際都市形成

れは入っているか﹂﹁これは次の段階でこうします︒これはあげ

ろいろその都度︑．公式・非公式の話もしましたけれど︒
それは︑どことですか︒

ておきますよ﹂ということです︒彼が見るか見ないかわからんけ
れど︒まあしかし︑あの人の性格として必ず持ち帰って夜中まで
見ているんですね︒そういう安心感がある︒

それから︑基地返還アクションプログラムについては︑枠組は
知事と議論したことがあります︒しかしああいう形で基地の名前
まで並べたきちんとしたものを見せるのは︑直前だったと思いま
す︒だから私は村山さんには︑これは県の案じゃありませんよ︑

それは官邸とですね︒

官邸というと︑具体的には︒

それは官房副長官の古川さんですね︒
︑事務方ですね︒

やはりそういうことになると事務方になるんですか︒

たりでは無理です︒法律的な手順を︑最高裁まで睨んで︑彼らは

そうですね︒政務の官房副長官とか︑あるいは官房長官あ

地の中身が一︑一つ三つ変わることはありますよ︑ということで出した︒

彼らなりに逆算して仕事に入りますからね︒ですから︑そこは官

邸でも古川さんを頂点とした事務方でなければできないでしょうね︒

大田さんと村山さんが会われた後に︑防衛庁長官の江藤さ

村山さん之大田さんが会われますよね︒そのときも先生は一緒に

は︑大分県なんですよね︒私はいつも皮肉ったんですが︑なんだ

吉元

んが来ますよね︒

佐道

会っておられるんですね︒

郷友会でやっているのか︑と冗談を言ったんですけれどね︵笑︶︒

そういうことを踏まえて︑県民大会も経て︑十一月四日に

そうですね︒

非常に不思議な取り合わせだったですね︒江藤さんは︑ある意味

では沖縄を見たいということもあっただろうし︑知事とも担当者

そうでしたね︒江藤さんと村山さんと宝珠山さんというの

吉元

村山さんはどういう反応でしたか︒

吉一兀

として話し合いたいというのもあっただろうし︒沖縄の私たちの

やり方というのは︑他の県ではないそうなんですが︑誰が来よう

強しておったようですね︒ですから︑細かいことにこだわらなか
ったですね︒そのときに彼が言ったのは︑アメリカとの問で基地

それまでには︑村山さんは沖縄問題というのをある程度勉

佐道

佐道

■村山・大田会談

ですからそういうタイミングは動物的に私が判断したんでしょうね︒

まさにいま叩き台ですよ︑しかしこういうものを出しますよ︒基

吉伊佐吉伊吉三
元藤道元藤元藤
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た部分以外にはないです︒

ですから︑江藤さんが来たときも︑大田知事との会見でやりあっ

あだこうだという丁々発止というのは︑ほとんどないんですね︒

互い言い合うということです︒だから仕事に関わった部分で︑あ

これはどこでもそうですが︑そこで沖縄の感想みたいなものをお

いるはずなんです︒あとは夕食懇談会というのを必ず入れます︒

は︑そこではしない︒それは︑手順としては︑それ以前に済んで

るんですよ︒マスコミが全部入りますから︒特別の込み入った話

が︑総理が来ようが︑知事との問では最初から全部矛ープンにす

からすると︑それはできないと思う︒そういう意味では︑ぎりぎ

自分が対応できるか︑ということだと思う︒僕はあの人の生き方

とかというものを想定しておったと思う︒当然でしょう︒それに

それに伴って出てくるガイドラインの問題とか周辺事態法の問題

本当のことはわかりません︒やはり新しい日米安保の再定義と︑

本当はこうだろうと言ったけれど︑﹁うん﹂と言わんもんだから︑

の後︑私は九州で会って︑飯を食ったり酒を飲んだりするときに︑

いうことが一つ︒もう一つは︑これは本人が認めていないが︑そ

れは決して正式なルートではないけれど︑疲れているようだなと

吉元

いたいは︑知事は前もって︑私はこう言いますということを言わな

その後そことの詰めをしていく︒その逆もありましたけれどね︒だ

て︑代理人が話し合って︑そこで何が出たのかということを掴んで︑

うんです︒私たちはその方がいいんです︒知事とトップが話し合っ

れからが出発となります︒やり方が全部逆転していると本土側は言

ラスと首長クラスが会うときのやり方なんです︒沖縄の場合は︑そ

レモニー的に万事OK︑わかりました︑というのが︑普通の大臣ク

者が行けばいい︒あるいは向こうから来ればいい︒結局︑普通はセ

来るまでの問に示されたテーマに基づいて詰めてくればいい︒担当

て目的と時期を知らせてくるんですよね︒込み入った話だったら︑

吉元

伊藤ある意味では︑確かにタカ派ですね︒

親からの仕事を受け継いだし︒そういう意味では︑困ったな︑−と︒．

のときは先頭に立っている︒そういうところが非常に強かった︒

として靖国に対する姿しか見えなかったからね︒あのセレモニー

と︑沖縄問題にどう関わったかということよりは︑遺族連の会長

吉元

伊藤

あの人はタカ派だと︑われわれは見ていた︒沖縄的にいう

困ったんですか︒

名前が出たときに︑困ったなという話を私がしたことがあります︒

るのかなということです︒だいたい噂はあったからね︒橋本さんの

れよりは︑私が大田知事とそれに絡んで話したことは︑誰が次にな

から︑正月早々そのニュースが出たときに︑私は驚かなかった︒そ

りのところで彼は決断をしたな︑という感じがしています︒です

意外でしたね︒しかし年末あたりに匂いはありました︒こ

伊藤事前の調整はどの部分でするんですか︒

かったです︒向こうに知らせなかった︒だから普通は︑大臣発言と

吉元

国の大臣クラスが来るときにはどこでもそうですが︑前もっ

か会見となると︑沖縄県知事は何を発言するんですかと言われて︑

大田会談を一月中に設定したんですが︑そのどきに大田が橋本さ

ます︒そうやりとりしているうちに︑そのときか︑その後だった

沖縄からは知事と私だったと思います︒五名か六名だったと思い

きには官房長官も同席したし︑古川官房副長官も同席していた︒

った︒そのとき︑たしか夕食懇談会に入ったと思います︒そのと

それは替わった後︑先に私が行ったんです︒そして橋本・

前もってメモを公開しちゃうんですよ︒それをさせなかった︒問題

んに表敬挨拶をして︑沖縄問題こういうことがありますからと言

橋本さんに替わりま

が問題だけに︑それは無理だったかもしれない︒

村山さんが翌年早々お辞めになって︑

■橋本政権
佐道

すよね︒これはどうでしたか︒
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かんに二人でやりあっていた︒総理が﹁僕はタカ派かな﹂と僕を

とするかと思ったら︑しなかったな︒﹁いや︑私はですね﹂とさ

カ派ですか﹂という質問をしたことがあるんですね︵笑︶︒ムッ

の問です︒大田さんが酒を飲みながら︑﹁橋本さんはどうしてタ

か記憶にないんですが︑早い時期です︒九六年一月から三月まで

十分あったんじゃないかと思いますが︒

返還があって︑その後を自分が考えなきゃならんという気持ちが

伊藤

というのがあるんですね︒

でもその範囲内であっても︑やる場合はね︒だから後に引けない

れは独創ではないでしょう︒沖縄から声が出ているんだからね︒

気持ちなんでしょうね︒そこは少し突出した部分が見えたね︒こ

佐藤総理のときに沖縄を見て来いと言われて︑それで沖縄

したことがあります︵笑︶︒

見るから︑﹁いや︑あんたはタカ派と言われているよ﹂と大笑い

理解してくれるかな︑本当に基地問題というのを沖縄を犠牲にし

同盟の新しい位置付けをどうするかという時期でしたからね︒だ

と思う︒ただ︑それが冷戦崩壊後の︑しかも東アジアの日米軍事

そういう意味では︑タイミングとしては面白い時期だった

ないで議論ができる人かなと思いましたね︒そういう意味では︑

から私は先ほどタカ派という表現をしたんだけれど︒村山政権の

吉元

橋本さんも大田さんを知りたかったんでしょうね︒最初会うまで︑

ときには︑自民党と社会党とさきがけだρた︒そしてアメリカか

沖縄はそう見ていた︒だから少し困ったな︑本当に沖縄問題を

彼︑の本を二︑三冊読んだそうですがら︒同時に︑会ったときに

ら突きつけられた課題も目の前にある︒ナイ・イニシアチブ以降

ですね︒それを知っているわけだから︑そうすると沖縄問題がそ

﹁先生﹂という表現を一︑二回知事にしたからね︒それはすぐに
変わったけれど︒橋本さんは︑大田さんの書いた本に対する疑問

の前の年に出たからノーと言ったし︑少女暴行事件があったし︑

いう視点があって然るべきだなと思ったね︒橋本総理になり結局︑

縄の米軍基地を固定的に捉えないで動かすと︒沖縄から動かすと

議会が走ったし︑SACOも走った︒そういう意味では︑少し沖

一〇・二一があった︒そして村山さん時代に沖縄米軍基地問題協

を︑原作者に対して違った見方で質問していたからね︒それだけ
知ろうという意欲があったんでしょうね︒

沖縄が橋本さんに︑あれっと思ったのは︵この普天間問題です
ね︒しかし噛やっぱりと思ったのは︑あの共同宣言ですね︒あの
中の文章で︑私の記憶は間違いないと思うけれど︑その前の年︑

は︑この人はやっぱり︑この種の問題に対しては自分の考え方が

ときの内容とは︑ずいぶん違っていたんですね︒そういう意味で

調印をする予定の内容と︑人が替わってその後橋本さんがやった

吉元

伊藤

いや︑居住地として︒家族ぐるみで︑こんなにいい所はな

戦略的な地点でもあるということですか︒

せれば沖縄ほど居心地のいいところはないそうです︒

アメリカがそういう要求を出すのは当たり前だ︒アメリカに言わ

つまり九五年十一月の大阪APECにクリントンが来て︑村山と 基地問題は沖縄の中でのたらい回しになった︒そこのところは︑

きちんとあって︑やはり総理だなと思った︒ただ︑そういう意味

いそうですね︒周辺とも付き合いやすい︒

佐道

では︑．性格かもしれないけれど︑よかれと思うことを先行する人

だなと思った︒こっちがどう細かく考えているかということを十

ぎてしまいましたので︒

︵終了︶

その辺はまた別に伺いたいと思います︒ちょうど時間も過
分過ぎるほど捉えた上でどうするかというよりは︑どうずればよ
いか︑ということで︑結局沖縄のためになることはやろうという
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こういち︶

ちょうびょう︶

弘子 ︵しょう ひろこ︶

朝苗︵やら

幸市︵たいら

じゅんじ︶

﹁沖縄と私﹂︑勲一一等旭日重光章︹平成八年︺

まさひで︶

ひろかず︶

昌秀︵おおた

まさのり︶

順治︵にしめ

︵なかいま

ひろたか︶

こうすけ︶

︵まきの

ひでゆき︶
だいいち︶

しげる︶

︵うえはら
︵いとう

︵まえじま
︵しらほ

えいきち︶
しんえい︶

︵まがら

かめじろう︶

さかえ︶

年常務を歴任︒二年沖縄県副知事に就任︒四年沖縄電力に戻り
取締役︑五年副社長︑七年社長
︵以上二件／情報提供者⁝日外アソシエーツ︶

昭和十四年八月十九日生 出生地一沖縄県那覇市
学歴／東京大学工学部機械工学科︹昭和三十六年︺卒
職歴・経歴／昭和三十六年通産省入省︒・四十三年日本貿易振興
会へ出向︒五十年通産省官房秘書課︑五十三年工業技術院機械
規格課長︑五十五年沖縄開発庁沖縄総合事務局通産部長︑五十
六年通産省機械情報産業局通商課長︑六十年工業技術院技術審
議官を経て︑六十二年沖縄電力理事︑六十三年取締役︑平成元

●仲井真 弘多︵ナカイマヒロカズ︶

︵よしもと

恵一︵いなみね

︻登場人物︵第2回まで︶︼

︵登場︶尚

浩隆

仲井真弘多
吉元 政矩
牧野

前島
伊藤
白保
真柄

︵きゃん

榮︵みどりま

ちまうじょう︶

くらよし︶

りょうしん︶

︵せなが

倉吉︵たから

良新︵なかよし

喜屋武真栄
瀬長亀次郎

栄台 秀康
吉一茂行助

︑沖縄県知事

その他

政治家︑労働運動家上原

沖縄県副知事

屋芸西大要
良増森並行
緑苔高仲
間山良吉

朝常︵おおやま
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オーラルヒストリ…Mlll
第3回

日

時：＝1999年11月19日

場

所：縄県地方自治研究センター

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

（4時間）

吉元

梶山さんが官房長官になる前に一回会ったような気がする

んですが︑それがどこだったのか︑このあいだ記録を調べても出．

てこなかったし︑僕の錯覚だったかもわからんなという感じもし

■橋本政権︵続︶
佐道

ています︒そういう意味で︑初対面という感じはしなかったです

一昨日︑お話を伺ったときに︑ちょうど村山さんから橋本

さんに替わられたところのお話でしたが︑最初に橋本さんに会わ

ッと出すという意味ですね︒梶山さんに会ったときにも︑陸軍士

ういう見方をしていたかもしれません︒掛け値なしに用件をバシ

ね︒単刀直入にものを言う人だなと思ったし︑相手も僕の方をそ

一番最初に会ったのは︑大田知事と一緒に会ったときだと

れたときのご印象をお伺いしたいと思います︒
吉一兀
思います︒官．邸の総理執務室でした︒非常ににこやかな人で︑私

官学校の出身だということは前もって聞き知っていますから︑大
変なタカ派だと思っていたし︑政界では武闘派と言われていまし

たち自身はかつての見方としてタカ派だと見ていただけに︑たい
へん愛想のいい人だなと思いました︒それから物腰が柔らかいと

たしか︑最初に会った日に︑昼の官邸での話とは別に︑その日

たからね︒そういうような声もたくさん聞いていました︒

か一つ一つ確認しながら発言しているような感じに受け取れまし

の夜に会った記憶がありますね︒いずれにせよ平たい話をしまし

いう感じがしたし︑言葉はスローテンポだけれど︑逆にいえば何
た︒これは沖縄問題だからかもしれませんが︑多少相手も緊張感

理として︑これから本．格的に日本政府が沖縄問題に取り組んでい

最初に会ったときは表敬挨拶みたいなものですから︑相手も総

セットしたんじゃないかという感じがします︒そのときは古川さ

それは誰がセットしたのかな︒おそらぐ官房副長官の古川さんが

縄の課題を突っ込んで話し合う場ではなく︑ざっくばらんだった︒

た︒課題である米軍基地問題とか沖縄の二十一世紀問題等々︑沖

くということを︑明確に私たちに知ってもらいたいという場です

ん心同席していた記憶がありますからね︒ですから︑梶山さんと

があったように思います︒

からね︒そういう意味では︑それほど良い印象もそれほど悪い印
梶山さんに会ったのは︑もっと愚なんですか︒

忘形

ていたような気がします︒

私が話し合うときには︑昼の部も夜の部も古川さんが必ず同席し

伊藤

いや︑もっと前です︒先にそこから攻めていくというのか︑

象も︑特になかったです︒

吉元

吉一兀私の古川さんとの最初の接点というのは︑実は村山さんの

その古川さんとの接点は一番最初はなんだったんですか︒

言葉はよくないんですが︑そこから上がっていくようなパイプで

のは︑橋本・大田会談の第一回目に︑官房長官も同席しています

吉元

伊藤

いや︑それは私が単独です︒大田さんが梶山さんに会った

それも大田さんと一緒ですか︒

合うというルートは作らなかった︒また︑官房長官の野坂さんが

イプがあるわけで︑私たちも官邸の誰かを通して村山さんと話し

かったんですね︒村山さんは文字通り社会党を通して沖縄とのパ

だけど︑村山さんのときには︑古川さんは沖縄問題の担当ではな

ときにも︵古川さんは︶同様に官房副長官をやっていますからね︒

ので︑そういう意味で︵大田さんは︑橋本・梶山の︶両方に初め

社会党であっただけに︑単刀直入に私も飛び込んだことがありま

すよね︒

て会ったという感じですね︒私はその前に官房長官には︑その橋

意味では古川さんが私たちのパイプになるといヶ話はなかったで

すからね︒︑それは︑まだ具体的な話が認る前の話です︒そういう
梶山さんの最初の印象はどうでしたか︒

本・大田会談を作るために会っています︒

伊藤
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／

す︒

吉元

そうです︒ですから︑九五年十二月の初めか十一月後半あ

田さんあたりが︑絶えず総理とわれわれが会うときに同席してい
吉元

佐道

そこでは沖縄側からは︑二十一世紀の国際都市グランドデ

閣議決定は十一月十七日ですね︒

たりに沖縄米軍基地協議会が閣議決定された︒

るわけですから︑わりと突っ込んだ話を非公式でもやるというこ

ザインを説明する︑基地返還アクションプログラムのたたき台を

むしろそういう段階では︑政務を担当している官房副長官︑園

とがありました︒文字通り橋本総理になってから︑古川さんが前

あ︑沖縄問題について説明したけれど︑同じように継承されるの

その翌年に︑村山さんが総理を辞めて橋本さんに替わった︒さ

説明する︑という段階で終わっています︒

たぶんそうじやないですかね︒

担当になったということがですかね︒

面に出てきたということです︒
伊藤
吉一兀

ときに閣議決定した沖縄米軍基地問題の協議会︑この協議会その

吉一兀

なんですね︒そして︑その辺で繰り合わせができたという感じな

房長官と話し合ったり︑大田・橋本会談を入れたり︑ということ

ログラムを出したいという行動を起こしながら︑それに向けて官

かどうか︑ここは非常に心配でした︒ですから橋本さんになって︑

ものは︑官房長官が座長で︑外務大臣︑防衛庁長官︑それに大田

んでしょうね︒一月末に沖縄米軍基地問・題協議会を開いて︑そこ

沖縄側から早めに協議会を開いてほしい︑基地返還アクションプ

知事が入る四者会議ですね︒その下に幹事会というものがあるん

で基地返還アクションプログラムを正式に提案したということで

古川さん自身︑例えば先生と梶山さん等との問のつなぎ役

です︒それは︑古川官房副長官が座長で︑外務省側︑さらには防

す︒

正式に出されたときの官邸サイドの感触はどうでしたか︒

佐道

衛庁側から一人ずつ局長クラスが来るんですね︒外務省の北米局

佐道

もっともその前に幹事会というのを必ず入れますので︑そ

として︑それからずっと出てこられるということですね︒

長と︑防衛庁は防衛局長だったかどうか聞いていませんが︑そし

吉元

古川さんの場合は︑公的な役割がありました︒村山さんの

て沖縄から私︑という四者会議です︒そういう意味では村山さん

こでつき詰め︑国サイドは聞き置く程度︒そしてこれが幹事会の

に出します︒ですから第一回の沖縄米軍基地問題協議会というの

のときの協議会発足時から顔を合わせているわけです︒それが続

は︑沖縄から出したものを幹事会で詰めた議論をしていませんか

場に沖縄側から正式に提案されたということを踏まえて︑協議会

佐道

ら︑それを全体の場で再度説明する︑幹事会側から提案するとい

いたということです︒

月二十三日が大田・橋本の初会談ですね︒官邸の方に基地返還ア

最初に橋本さんと会われたのは︑年表風に言いますと︑一

クションプログラムの素案を出されたのが一月三十日ですね︒

防衛庁長官︑外務大臣︑それぞれが官僚のみなさんが書いた︑省

う形をとるんですね︒ですから︑三十日の場は梶山さんが座長︑
そうですね︒基地返還アグションプログラムを出す場とし

吉元

庁の基本的な沖縄問題に関わる取り組みの考え方を述べるという

て︑当然のこととして︑村山さんのときに閣議決定した沖縄米軍
基地問題協議会という場があるわけですが︑そこに出すわけです︒

セレモニーですよね︒

りになりそうな気がした︒沖縄側としては︑部長あるいは担当の

その第一回目のとき︑私は記憶にあるんですが︑どうもおざな

それは村山さんのときには発足させたが︑中身の話はまだしてい
その段階で村山内閣が潰れるということですか︒

ない︒沖縄側が最初に説明をした︒

伊藤
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後でしたからね︒本土での米軍︑自衛隊の砲撃演習の後の処理の

す︒ちょうど県道一〇四号線越えの実弾砲撃演習の問題の説明の

ている内容を知っていますか︒理解できますか﹂と言ったわけで

だから気になって︑﹁ちょっと待ってくれ︑私たちがいま説明し

場になったときに︑私はあまりにもおざなりな進め方をするもの

官房長官が発言し︑大田知事が発言し︑その後外務大臣の発言の

詳しく説明しようという準備をしていました︒たしか座長である

ざなりな説明というだけでなく︑沖縄の米軍基地の実態をもっと

課長まで陪席させて︑彼らに資料を準備させていましたので︑お

分の政治家としての意見がないのか︑と言いたいぐらいですね︒

ういうやり方が僕たちにとってはおざなりに見える︒あなたは自

すり合わせて文章にして︑それを読ませるという形でしょう︒こ

場を作るというのは︑お互いに前もって事務方同士で発言内容を

吉元

ないんですね︒

伊藤

になった部分が︑やはか最後まで影響してきましたね︒

ら橋本さんに替わってですから︑少し気になったですねゆその気

事実上の中身を議論する出発になっていたその場が︑村山さんか

これはその後ずいぶん議論に発展していくんですね︒いい加減な

そういう場ではないけれど︑ああいう官僚⁝機構がそういう

直接的にこちらの提案に対してどうこう︑ということでは

仕方やアメリカ国内でやれらている方法が︑なぜ沖縄とはまった
く違うのか︒沖縄は野放しでそのままじゃないのか︑という違い

対応じゃなくて︑そこで議論をするという体質を僕たちが求めて
いった経緯があります︒

を言ったわけです︒ハワイの実弾砲撃演習をしているところの写
真を事前に手に入れていましたから︑それを見せながら説明し︑

伊藤

役所の体質が変わらないとそれはなかなか難しいでしょう

テーブルの上にいぎなり広げた︒少しルール違反だったんでしょ

ね︒

吉元

うね︒外務大臣がムッとして︑﹁いま私が説明しているので聞い
てください﹂という声を大きく出していたという印象が残ってい

の中に私たちの意見が色濃く使われていきます︒つまり︑徹底し

その年︑ちょっと先ですが︑沖縄政策協議会ができて︑そ

ますね︒

第一回ですが︑私がそこでアクションプログラムを出して︑そこ

終わった後︑座長の官房長官が説明をさせてくれました︒事実上

けです︒だけど︑外務大臣の発言が終わり︑防衛庁長官の発言が

しては︑これでもか︑これでもか︑と問題を突きつけたかったわ

に対応してくれるのか︑という出発であっただけに︑こちら側と

のに対してどう認識し合えるか︒これから日本政府がどう真面目

いていました︒それから村山さんが総理になって︑九五年一月末

れている﹁海兵隊の撤退﹂ですね︒これは私たちは情報として聞

きて︑細川政権のときに細川さんがクリントンに発言したと言わ

吉元

をされますが︑そういうのをお聞きになって何か感じましたか︒

すね︒そこでタリンドンさんが再度話し合いましょうという発言

佐道

た議論をする場だというふうな形に変わっていくんですね︒

で官房長官や両関係大臣がどのような受け止め方をしたのか︒当

の日米首脳会談のときに︑村山さんが﹁三事案﹂をクリントンに

第一回目というのは︑そういう意味で︑双方で沖縄が出したも

然のこととして︑前の幹事会で担当局長が来ているわけですから︑

要求するんです︒一つは実弾砲撃演習です︒もヶ一つは読谷補助

官邸に示された後︑二月二十五日に日米首脳会談がありま

彼らがどう大臣にレクチャーしたのかというのが見えるわけです

二つの問題がありました︒その前に︑連立政権が初めてで

が︑少し心もとなかったですね︒おざなりでしたね︒

．飛行場の返還です︒三つ目は︑決まってからいっこうに動かない
那覇軍港の返還です︒この三つは︑改めて議論されて︑村山・ク

そういう意味では︑橋本政権ができて︑閣議決定した協議会で
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リントン会談で確認されるんです︒この三つは政府の中で重要な

っていていかがでしたか︒

橋本さんがたしかアメリカから帰ってきた後ですから︑三

月置入ってでしょうね︒少なくとも中国人民軍の台湾海峡での軍

吉元

いくんです︒そしてその流れの中で少女暴行事件が起こったり︑

事演習の後だったと思います︒大田・橋本会談が設定されました︒

事項として︑特に防衛庁︑防衛施設庁︑外務省の中で議論されて
公告縦覧の署名拒否が始まったりして︑県民大会があり︑そして

そのとき︑どういう話が直接総理から大田に出たのか私は聞いて

すが︑総理の側か︑あるいは沖縄側だったかもしれませんが︑夕

それに押された形で国が米軍基地問題を検討する場を閣議決定で
口を作れそうだなという認識を私たちはしていた︒つまり︑細川

食懇談会を設定して︑中華料理店で会いました︒そのときにざっ

いません︒しかし︑その後︑大田・橋本会談の夜だっだと思いま

政権︑村山政権︒そして総理が替わって橋本政権になった︒事前

くばらんな話になったんです︒そこにはあまり多くの人は入って

村山政権が作る︒そこまでは順調に村山政権であっただけに切り

のタカ派という印象など含めて︑この人は本当にやってくれるか

いないんです︒総理︑官房長官︑古川官房副長官︑それに沖縄側

そこで︑いろいろな話の中で︑この話がポッと橋本総理の方か

す︒

当の政策調整監か誰かだったかもしれません︒六名か七名の話で

から大田知事︑私︑あと一人沖縄側からいたかもしれません︒担

なという不安があった︒

ひとつは︑前の年の十一月に大阪APEC会議で︑クリント
ン・村山会談で日米共同声明の確認をする︑調印をする︑共同声
明を署名するという準備ができていた部分が︑ここにクリントン
が来なくて持ち越されていた︒そしてそれが一月︑二月という段︑

に行ったときに︑これはどうなるんだろうかなと︒極端に言えば︑

かなと思っていたんですね︒ですから橋本さんがその年の二月末

何を言つとるかと言ったんです︒別にあれは沖縄県を攻めたわけ

いたようですね︒そこで私もそうですが︑大田さんもそうですが︑

言が出たんです︒総理はそれはものすごく大きな問題だと捉えて

ら出て︑大変なことになった︑これでどうなるかわからん︑もう

ナイ・イニシアチブの色濃い内容が︑タカ派の総理の下で︑そし

じ

階で︑橋本政権で少し厳しい内容になりつつあるという情報を私

て沖縄問題が少しおざなりになっていきはしないかという危機感

台問題でしょう︒国内問題でしょう︒しかし︑そのことでアメリ

いまは沖縄問題どころじゃなくなりそうだ︑と言わんばかりの発

を感じたのは事実ですね︒でもそのときに︑結果ですが︑橋本さ

カが関わるとするならば︑アメリカの対応の仕方はいろいろある

たちは得ていたんです︒だから少し気になるな︑後ずさりしない

んは普天間の問題をクリントンにぶつけたというのが事実らしい

だろうけれど︑少なくともそのことでいま沖縄でわれわれが要求

やないし︑日本国を攻めているわけじゃない︒いずれにせよ中

ですね︒

している基地問題をご破算にするようなことがあってはならんと
それで普天間返還という問題が出てきますが︑その前にい

佐道

いうことで︑飯を食いながらの議論だけれど︑突っ込んだ論争︑

それは日米安保体制︑それから沖縄の問題︑東アジアにおける

わゆる基地返還アクションプログラムとの関係でも重要になりま
二〇一五年返還ということを考えると︑中国の動向︑台湾との関

朝鮮問題︑中国問題の最大の課題としての台湾問題︑それにどう

やり取りをした経緯がありますね︒

係というのは非常に重要ですが︑アメリカの空母も二隻ぐらい行

関わっていくのかというのが︑まさにナイ・イニシアチブの内容

すが︑例の台湾海峡での中国のミサイル演習問題がありますね︒

くというように︑非常に緊張が高まった状況でしたが︑ご覧にな

〆
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で議論されているわけですからね︒私たちもその情報は漏れ聞い

どう作るかということが︑ナイ・イニシアチブ後︑ずっと日米間

プレゼンスだし︑そこから出ている日米間の戦術的な協力体制を

だし︑そこから出てくるのが東アジアのアメリカの十万人体制の

に対する思いというのはあったのでしょう︒公的には﹁琉球﹂と

しょうね︒その上で敢えて会ったわけですから︒それなりに沖縄

こうも用件なり︑誰が来るか︑私のことを全部調べておったんで

吉一兀

伊藤事前連絡なしでですか︒

李登輝さんや何かというのは︑その後ですか︒

李登輝さんが沖縄との関わり︑琉球との関わりを︑いろいろな意

ました︒これは本当にひとことで解決した︒それは結局︑台湾の

そこは空いたんです︒それでそこに魚採りに出られるようになり

その直後に︑軍事演習場が台湾側にずっと寄るんです︒事実上

終わった︒

﹁わかりました︒直ちに解決することを期待します﹂という話で

せてください﹂という発言をする︒敢えてそこで私も反論せず︑

ょ・ワね︒﹁あっ︑私が言う検討するは日本語じゃありません︒任

語でのやりとりですよ︒そのことを李登輝さんが察知したんでし

っと待ってくれ︒検討するじゃ駄目だ﹂と言った︒もちろん日本

がら言われる﹁検討する﹂という言葉と同じですからね︒﹁ちょ

という言葉に私は反発を感じた︒日本の政府やいろいろなところ

後﹁わかりました︒検討します﹂と言いました︒この﹁検討する﹂

い﹂という言って秘書官を呼んでいろいろ話し合っていた︒その

そのときに︑李登輝さんが﹁ちょっと待ってくれ︒私は知らな

して欲しいという言い方をした︒．

方をしました︒軍事演習をやめうとは言わんが︑従来の方式に戻

生活できない事態に追い込まれている﹂ということを厳しい言い

をそこでやるのか︑そのために︑私たちの漁民が出漁できなくて

彼はびっくりして︑﹁何だ︑それは﹂と聞く︒﹁どうして軍事演習

じめるつもりか︑という表現︑それらしい言い方をするんですね︒

一つはこの軍事演習問題です︒これは困る︑与那国の漁民をい

そして三つの問題について話し合いました︒

いう表現を総統はずっと使いましたけれどね︒直接会いました︒

いや︑それはあるルートを通じてやりました︒もちろん向

ているわけです︒そういう意味でいうと︑何を今さら基地問題で
沖縄側の提案が反故にされるような問題じゃないんだ︑という認

その段階では︑まだ先生は台湾の政治家たちとのコンタク

識を持っていましたからね︒そこまで橋本さんがわかっていたの
かな︒

伊藤
そのときはしていません︒その後です︒

トはなかったんですか︒

吉元

帰藤

ええ︑後です︒そのことがあって︑台湾の東海上の南の方

■李登輝
吉元

でやっていた軍事演習をずっと引き上げ︑台湾の北の方に持って
来るんです︒その場所が︑ちょうど沖縄県の与那国島︑私の生ま
れたところですが︑そこと台湾のど真ん中になる︒そこに軍事演
習場が設定されて︑軍事演習が始まるんです︒そめときに︑与那
国の一番いい漁場に船が出せないということがあって︑その問題
で私たちは直ちに外務省に対して︑官邸に対して︑関係省庁に対
して︑生活ができるように台湾政府に申し出てくれ︑元に戻して
くれと働きかけを︑﹁県議会あげて沖縄県民がやるんです︒

まったく将があかない︒そういう中でどうしたらいいかと思い
悩んだ後︑じゃあ飛び込もうという話で︑まんざら知らんわけじ
ゃないし︑ということで︑私が沖縄から直接入るといろいろ言わ
れるので︑ちょうど東京に基地問題だったのか他の問題だっ．たの

か知りませんが︑仕事で行って︑帰りに直接羽田から台湾に入り
ました︒その足で︑翌日でしたが李登輝さんに直接会いました︒
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ただ︑もう少し沖縄側の条件︑つま軌日本側の条件を整理してほ

しいということがありますが︑これは可能でしょう︒ですからそ

味で︑政治的戦略的な意味を含めて大変重要視しているという証

た︒まだ香港返還前ですから︑返還後のコ国二制度﹂がどうい

う心配ないと思います︒そのための議論が李登輝さんと若干あっ

い︒加えて沖縄県の副知事が来て︑そんなことをずけずけ言って

う形でいくのか︒そしてそれに対する見通し︑東南アジアにおけ

拠だったと思います︒本来なら︑人口千八百名しかいない小さな

ね︒そういうことで会うというのも問題だけれど︑そういう意味

る華僑の中心のシンガポールが持つポテンシャル︒そして台湾の

島︵与那国島︶の問題をいちいち︑ということがあるかもしれな

では印象深いことでしたね︒

私たちは中国福建省に対しても︑あるいは香港を通しても︑ある

本政府にぶち込んでいた︒返事がなかなか出てこない︒︑一方で︑

ゾーンの構想まで出し︑ノー・ビザを沖縄で︑という仕組みも日

ド・ゾーンという形で作り上げ︑大論争をしながら全県フリー・

資本の投資の問題ですね︒私たちは︑その条件をフリー・トレー

吉一兀

縄の国際都市形成構想を説明したりしました︒ずいぶんそのへん

そういう受け皿としてまともなハブ港湾も作りましょうという沖

港湾にクリアランス船として︑年間千慮百隻入っていますから︑

ですかと︒そういう意味では︑すでに実績のある台湾の船が石垣

と︒香港を通じてですか︒それとも沖縄をワンダッチしていくん

ますよと︒そうなると︑台湾の仕事はどこを通じていくんですか

りとしては︑もう南じゃないでしょう︒私たちは上海だと見てい

とを頭に置くと︑中国十三億近い消費者︑あの市場に対する関わ

問題︒台湾の問題は私は細かく言わなかったけれど︑そういうこ

いは台湾を通しても︑華僑資本の沖縄への進出を希望していた︒

については興味を持っていましたね︒ですから︑ただ沖縄に来て

あとの二つは何ですか︒

そういう意味では投資をどの程度やるのか︒それを政府の責任者

欲しいじゃなくて︑沖縄は二十一世紀にこうなりますよ︑という

伊藤

である李登輝さんから直接聞きたかったし︑直接話し合いたかっ

いま明らかになってきているひとつは︑沖縄に対する華僑

た︒そのときに︑そういう問題があるものですから︑経済界の代

三つ目の問題は︑いよいよなんですが︑中国︑台湾︑沖縄︑こ

国際都市形成構想に基づくハブ港湾︑ハブ空港︑そしてそれに国

の関係で﹁蓬莱経済圏﹂とか﹁環東シナ海経済圏﹂とかわれわれ

表ということで︑当時の沖縄経営者協会の会長︑いまの知事に同

に最後までいるんですね︒これが一つです︒この投資額は具体的

は言っていますが︑その議論をしていますと︑当然のこととして

際資本が活用するソフトの部分のイメージも説明した︒沖縄に対

な数字も出ましたし︑それを契機に台湾の経済界と沖縄が具体的

沖縄として近い将来︑尖閣油田︑海底資源の問題にふれざるを得

行してもらった︒ですから︑稲嶺さんがそこに座って︑その話を

な話し合いに入った︒今でも続いています︒そういう意味では︑

ない︒．その問題が一つありました︒それは私が先に発言する前に︑

するかかわりを強めて欲しいということ︑これが二つ目です︒

そのときのこの問題は︑幸いにと言ったらおかしいけれど︑大田

李登輝さんの方から﹁吉元さん︑あと一つありますよね﹂といっ

じっくり聞いて︑若干のやり取りをして︑私と李登輝さんの確認

さんが負けたから不幸にと言わなければいけないんだけれど︑幸

て︑尖閣の海底油田の問題を出された︒そのときに私は﹁ちょっ

いにも稲嶺さんに引き継がれ︑意欲的にやっています︒

と待ってくださいよ︒尖閣は台湾のものじゃありませんよ︒沖縄

引き継がれているわけですね︒実際に華僑資本少しは入っ

ですよ︒琉球ですよ﹂と言ったら︑彼は苦笑いして︑﹁それはさ

伊藤

入っていますよ︒もう予約されたのもいくつかありますよ︒

てきたんですか︒

吉元
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つのかという点について︑少し手を取り合っていこうかという話

ていますが︑華僑資本ですね︶と沖縄側がどのような関わりを持

海底資源開発について︑台湾の資本︵われわれは台湾資本と言っ

がやったかではなくて︑動かしたことを当事者に知ってもらえば

方から表明しましょうということで︑これは実効があったから誰

演習海域を移させたことについては︑これはそれとなく沖縄県の

黙つでおくわけにはいかんよという話になった︒一つ目の︑軍事

ってきたんですが︑その後︑どうもこれだけの大きな仕事だから︑

です︒私はそのときには明確に言ったんです︒当然のこととして︑

いい︒それで与那国の町長や組合長には知らせてありました︒向

ておくとして﹂という話になったんですね︒どういう形で尖閣の

この問題は中国との関係がありますよ︑と︒

登輝さんとの三つの点については︑一つは私が解決した︒あなた

ですからこの件については︑稲嶺知事に五月に会ったとき︑﹁李

年︵一九九九年︶に入って急遽クローズアップしているんです︒

るときも手付かずで︑事務レベルで仕事をさせていたけれど︑今

でいたんですが︑この問題︵尖閣開発問題︶だけは私が県庁にお

と︑経済界のごく一部と私︑あとはいま担当している職員が三︑

は今でも表に出していません︒おそらく大田知事と︑いまの知事

きだということで︑まだ言わせていません︒ですかあ︑この問題

題については︑双方言わないでおごうと︒これは仕事が先行すべ

長が記者会見をして︑この部分だけは発表しました︒三つ目の問

それから華僑資本の投資については︑これは稲嶺県経営者協会

こうからも︑その通りになりましたという連絡がありました︒

はひとつ台湾資本の導入についてやってくださいよ︒あと一つ残

曲名おりますが︑その程度ですね︒

実は︵私が︶県庁にいるとき︑台湾資本の導入については進ん

っているのは︑いつでも手伝うから︑仕事を県庁で始めて欲しい﹂

新聞などには全然︒

伊藤

李登輝さんとは︑その後も何度か︒

ということで︑これは現実に仕事が始まっています︒まだ表に出

佐道

吉元まったく出していません︒

この問題は日本の外務省との関係もあるんじゃないです

す時期ではありませんけれどね︒

伊藤

ではないと︒沖縄県の県域︑領域の中での仕事だから︑なんでい

に引っかかって何もできません︒ですからこれは国が関わる仕事

吉元

何でもやりましょう︒︐しかし︑沖縄では台湾の旗は立てないでく

球と中国福建省は︑自由に経済︑文化︑学術交流︑スポーツ交流︑

府がらみですが︶︑こういう口頭の約束があるんです︒﹁台湾と琉

ろ大田知事ですね︒これは中国との問で︵福建省︑これは北京政

いや︑その後私は直接は行っていません︒私よりは︑むし

ちいち国が文句言うんですかと︒許認可にあたって︑石油の掘削

ださいと︒つまり︑台湾を一つの国家としての取り扱いはやめて

吉一兀

にあたって︑それは通産省あるいはエネ庁の許可をとらないとい

くださいということです︒それは当然です︒私たちもそのつもり

か︒

かんだろうが︑やるかやらないかの問題まで国がガタガタする必

です︒もう一つは︑知事が台湾に行ぐことについてはいろいろ検

ですから︑そのレベルで取り扱うと︑国際的な領有権問題

要はない︑ということが︑私たちが国に言っている言い方なんで

う肩書きではなくて飛び込んだ︒大田知事が行くときはもっと慎

なんです︒それはわかっていますので︑私が行くときも︑そうい

きで平日︑公的に入り込むということはやめ・て下さいという意味

討してください︑というのがありまして︑これは知事という肩書
そういう話をされているということは︑国自体は知っては

す︒通用するかどうかはこれからですけれどね︒

佐道

僕が台湾に行ってその話をし︑台湾からお忍びで那覇に帰

いるんですか︒

吉一兀
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重に︑正月休みを利用して行かせるとか︑そういうことをおそら
ゃないですから︒

田さんもそのつもりだし︒そういう意味で僕を位置付けたわけじ

ミではなくて︑台湾にあります外務省のなんとか協会に情報が入

台湾の李登輝さんとの話は官邸に伝わりました︒たぶんマスコ

く一度くらいはやっていますゆそういう意味では︑大田知事も李
知事からは︑どういう話をしたかということは︒

ったんでしょう︒それが官邸に伝わったということで︑その後上

登輝さんとはいろいろな話をやった経緯があります︒
伊藤
そこは聞かないです︒・お互いに仕事してたから︑そういえ

京したときに皮肉を言われました︒﹁何か吉元さんは国際的にい

吉元

ばああいうことも言っておったな︑という程度の話は出ますから

ろいろ活動されているそうですね﹂と皮肉を言われました︒ああ︑

ていたんです︒ですから三つの話をしたことについては︑まった

ね︒大田さんの性格というのは︑そういう人ですから︒例えば橋

それはやはり彼のスタイルですか︒

く私の口からは言っていません︒

これは漏れたんだなと思って︑﹁そうですが︑そんな話が出てい

伊藤

スタ︑イルですね︒相手が﹁二人置けの話だ﹂というから︑

本・大田会談があっても︑．その中で話し合ったことは私に言いま

吉元

伊藤

るんですか︑そんな話は聞かんでくださいよ﹂と言いながら黙っ

そうしちゃう︒政治的には︑相手が漏らしても自分は漏らさない︒

ケねっ

せんからね︒

ですから私たちは︑大田さんから橋本・大田首脳会談の中身を聞

■中国・福建省との交流

外務省なんかは︑なんらかの形で情報を取っているでしょ

くより先に︑官邸サイドから︑古川官房副長官とか梶山官房長官
から︑﹁この間︑橋本・大田会談でこういうような話をしたよう

台湾もそうですが︑福建省とも交流を活発にしょうという

佐道

のかという情報は非常に重要になってくると思いますが︑先生ご

だよ﹂と言われて︑﹁えっ俺は聞いてないよ︒そんなのがあるの︒
﹁次の仕事は習ういうことらしいけれど﹂というと︑﹁ああ︑そう

自身は中国ルートといいますか︑そういうのはどうされているん

ことで連絡をしておられますよね︒中国はどういう考え方でいる

いえばそういう話がこの間あったな﹂というわけです︒やりにく

ですか︒

ちょっと聞かせてくれ﹂とかいって︑それで帰ってきて知事に

い人ではありますね︒

もともと中国に対する情報というのは︑県庁に入る前に三

吉元

仕事でこれからのことを決めていったり︑動かしていく上

国労働組合︑総評といわれているところですから︑そこが受け皿

佐道

として私とはいろいろな旅行をしながら詰めた話をざっくばらん

回ぐらい私は労働運動のときに行っています︒しかも受け皿が中

吉元

にやったことがあります︒この国の流れというのは︑それほど大

では不都合なことも結横⁝出たんじゃないですか︒

いうことを最初に話し合いますから︒一つの課題が出ると徹底し

きなズレがない形で︑私たちがときどき中国へ行くたびに肌で感

それは結局のところ︑︑どういう枠組みで仕事をするか︑と

て話し合いますから︒そして︑それに対する仕事の持っていき方

じていました︒

しかし︑そうはいっても行政として福建省とのつながりを作る

について︑いくつかのシナリオを作ります︒それで一番いいシナ
の段階でやれます︒つまり最初に議論した許容の範囲で︒ですか

というのは︑これは並大抵な仕事ではない︒そこで︑まずはとい

リオで動かしていきますから︑その範囲というのは臨機応変に私
らいわゆるメッセンジャー的な仕事を私もしたことがないし︑大
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に受けて︑北京までやった︒そして沖縄から交代交代ですが︑相

れでは若者を送ろうということで︑その受け皿を福建省が全面的

共同でルートを確認していった︒それが明らかになって︑次にそ

いくんです︒この仕事を申し入れて︑福建省の担当セクションと

れを何ヶ月かかけて本当に歩いたところ︑通った運河を検証して

京まで歩いて︑あるいは運河で船で渡ってという話ですから︑こ

むんですよ︒那覇を出発した船が中国福建省に着き︑そこから北

う一度再現したいという行動計画︑つまりプロジェクトを持ち込

うことで︑交流ありきではな く ︑ ま ず 沖 縄 の

面を持ってるとするならば︑農業技術の面で貢献したい︑養殖漁

はなくて︑若者にスポーツもさせたい︒例えば沖縄が今日優れた

ながりも続けたいし︑学術文化の面でもやりたいし︑それだけで

すからね︒いまやっとここまで持ってきていますが︑そういうつ

アからも入っていますが︑それが戦争のときに一度途絶えていま

国から入ってきた織物とか工芸とか︑いろいろなものが東南アジ

う一つ私たちは中国から学びたいことがたくさんある︒例えば中

好会館﹂の取り組みに入ろうじゃないか︑ということが一つ︒も

ありました︒そういうことを踏まえて︑福建省の要求である﹁友

市と姉妹都市として十寸年前から交流を始めていたということも

六百年の歴史をも

当の規模の若者を歩かせるんですよ︒

けて欲しいということ︒歴史の勉強で習った中国との関係だけで

京ばかりに目を向けるのではなく︑やはり中国や南の方に目を向

こと︒もう．一つは︑沖縄の若者が二十一世紀の生き方として︑東

り返りではなく︑これからに位置付けてみようじゃないかという

中国福建省との問でもう一度琉球と福建のつながりを︑歴史の振

が積極的なんです︒沖縄から学ぶものがあまりにも多すぎるとい

をしますと︑渋々ながら乗ってきたけれど︑いまはむしろ向こう

したわけですから︒逆に︑そういう交流の場を作ろうという提案

のはあまりにも貧しいところでしたからね︒だからあれだけ援助﹂

い︒．日本といえば全部東京を見ますからね︒かつての琉球という

彼らも︑最初は沖縄がそんなものを持っているとは思っていな

業の面で貢献したいという提案をする︒

はなくて︑みずから歩きながら肌で触れ合って欲しいということ

うことです︒最終的には︑サミットという表現をしていますが︑

なぜそれをやったかというと︑二つの目的があった︒一つは︑

で大々的に取り組みました︒これは﹁中国三千里踏査行﹂という

伊藤

これはトップ同士ではないんです︒まさにそれぞれの分野

これは知事とですか︒

﹁沖縄・福建サミット﹂が六回目ですか︒

に相当関わってもらいました︒そのときに福建省も︑かつての記

吉元

名前ですが︑そういうプロジェクトを作って︑やりました︒これ
録を全部めくりながら︑﹁こういうことがあったのか﹂と︒私た

のトップがやるという意味でサミットという名前でずっと続けて

下二階地上十二階の建物を福建省政府のまん前に作りまして︑半

ちも同じことをやった︒行政同士が六百年の歴史︑つながりを再

一番最初に出てきた話が︑中国側からは︑かつて六百年の歴史

分沖縄が出し︑半分福建省政府が出して完成しました︒そこに沖

いるんです︒今年は沖縄でやりましたが︑持ち回りで毎年やって

の中で︑琉球館というのが向こうにあった︒そういう場を提供し

縄は事務所を持っているし︑沖縄の経済界︑企業が取引する事務

確認した︒じゃあこれからどうするか︑という話に入ったわけで

てもらった︒この場所を復元して欲しい︒文化財として欲しい︒

所を持ちたいというとぎには︑全部入れられるような場を作って

います③そして去年の七月には待望の友好会館ができました︒地

琉球人の亡くなった墓もたくさんありますからね︒それはすでに

あります︒そういうことで︑本格的な軌道に乗り始めています︒

す︒

やられていました︒そういうことがありましたし︑那覇市が福州
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困っていたようですが︑相談があったので︑﹁僕が走ってもいい

政府が正式に文書で沖縄に抗議をしてきました︒本人はちょっと

になって乗り込んじゃったんです︒それについて︑福建省と北京

が準備した有利な制度を説明する台湾での説明会に︑知事が先頭

に就任して今年の初め︑華僑資本の沖縄への投資のために沖縄側

吉一兀

意味ではなくて︑この体制は三年持たんじゃないかという話です

は三年持たんじゃないか﹂という発言をするんですね︒国という

りまして︑平たい議論になったんです︒そのとき私が︑﹁この国

に案内してもらったり面倒をみてもらった労働組合の担当者がお

私が二週間ぐらいの旅を終えて︑上海から帰る間際︑上海で最後

吉元

伊藤

もちろん行きました︒それは天安門事件の三年前ですよ︒

そのときは吉元さんも行かれたんですか︒

きましたが︑それが二回目です︒

合との交流を申し込んで︑これを実現させた︒そのときに数名行

よ﹂と言ったんですが︑﹁自分でなんとかやります﹂ということ

ね︒それが非常に問題になりまして︑酒の場だったけれど︑会議

これはいまの知事にも継承されているんですか︒

で︑北京に行く仕事があったときに福建省まで回ったんです︒お

の場がしらけるという事態がありました．相当問題にしていたよ

伊藤

もては︑中国みたいに大きなところですから﹁わかった﹂という

これは︑実は今の知事も迂闊なところがありまして︑知事

ことになったようですが︑しかしナンバー2にしか会えなかった

うですが︑ちょうど三年後に天安門事件が起こりました︒そのこ

の石原さんと同じようにね︵笑︶︒いまの知事は必ずしも台湾派

して︑−中国無視で台湾ばかりやっていたんですね︒いまの東京都

ジーパンなどを欲しがる︒カメラなどを交換したいという︒しか

あるいは地方都市でもそうですが︑私たちが身につけている特に

のか︑という話をしていたけれど︑あの頃北京の繁華街を歩くと︑

とを覚えていた九州の事務局長連中が︑あれは単なる予感だった

ようですね︒ですから︑まだ完全に修復したとは言えない︒

ではないんですが︑最初にそういうボタンの掛け違いをしてしま

もこれは若者が中心ですね︒つまり︑中国の若者が国家の体制は

そういう意味では︑大田さんの前の知事︑西銘さんが台湾派で

ったので︑ちょっと気にはなっています︒本人はそれほど落ち込

そのままとしても︑外に向いた目︑外からの情報を取か入れる︑

いま︑チラッと気になることをおっしゃったんですが︑だ

いうのはいろいろありました︒

ね︒そういうことを感じていたものですからね︒中国との関係と

も起こったんですよね︒いまはもう当たり前になっているけれど

ジーパン文化というのは戦後そうでしたように︑やはり中国に

思います︒

そういうものにものすごく大きな関心をもっていた時期だったと

んでいないので︑時間をかけてうまくやっていくでしょう︒

︵吉元先生が︶最初に北京︑中国に行かれたのはいつ頃な

■中国︑北朝鮮訪問
佐道

それは相当古陵ですよ︒一九八○年代の前半だったと思い

んでしょう︒

吉元
ます︒

佐道

いぶ前に北朝鮮にもいらっしゃったわけですね︒

これは労働組合の関係ですか︒北京ですか︒

吉一兀

吉元

伊藤

に入るときに︑北京で二日か三日︑時間があった︑そういうこと

の事務局長を長いことやっていた岩井章さんという方がおります

いや︑一番最初に行ったのは︑もっと歪なんです︒北朝鮮

がひとつあった︒もう一つは九州の各県の労働組合︑県評といい

が︑あの人が重要な節目で何回も行っているんです︒あの人が北

先々週も行って来ました︒前に行ったのは︑文字通り総評

ますが︑それと沖縄は一緒ですので︑その事務局長が中国労働組
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うのは︑それほど向こうの人とはやっていないんです︒ただあの

小路︵公秀︶さんでした︒ですから︑あまり突っ込んだ議論とい

そのときに行かれたのが学者のみなさんで︑その中の一人が武者

んですね︒何かあるなと感じたんですね︒わざわざ私を指名する︒

合のローカルセンターの事務局長である私が秘書長に指名された

ソウルにも入ったし︑それをきっかけにソウルにも沖縄事務所−

ています︒今度で三回目ですかね︒そういう意味では大田さんは

打ち上げた︒沖縄側の大田の提案でした︒これは持ち回りでやっ

かけて︑済州島︑沖縄︑海南島︑バリ島の四島嗅観光国際会議を

国との関係を先にということで︑これは大田知事が積極的に働き

す︒台湾との関係は昔からやっていますから︒あと一つ︑特に韓

ってきました︒そしていまいろいろな民間のレベルでやっていま

ときに北朝鮮を見たというのは︑その後私が行政の中で東アジア

名前は沖縄観光コンベンション・ビューローの事務所としてあり

朝鮮に行くときに︑秘書長をやらんかという話で︑沖縄の労働組

の状況を分析するというんですか︑オーバーな言い方をすると︑

ますが一を置きました︒今度は最後に残った北朝鮮にどのよう

十一世紀の︑戦争のない︑基地のない平和な沖縄の場を作るとい

情報をチェックするときには︑ものすごくプラスになりましたね︒

つありましたね︒あのときはちょうどソウル・オリンピックが決

う県民運動︑あるいは行政が戦争をしないという方向に持ってい

な形で幅広くつながる場を作っていくか︒これはすべて沖縄の二

まった直後だったんですが︑北朝鮮がそれに参加するかしないか

くための県民の流れだと私たちは位置付けていますが︑決して大

過大な危機感を煽る情報があまりにも多過ぎる︑ということが一

ということで︑いろいろ議論があって︑私たちはむしろ積極的に

きな意味を持たないけれど︑しかし一つひとつ︑小さい人々のつ

ながりでここまで成功させてきた経緯があります︒今回北朝鮮に

参加すべきだという主張をしたのです︒

呼ばれたことは︑その方向を了解していただいたと私は受け止め

たので︑そういう意味では本格的にそういう場を呼びかけてみょ

結局それに対抗するような形で︑北朝鮮は何かをやったわ

吉元

うがなと思っています︒

伊藤

のは僕たちにわからんところがありますね︒今回も招待があった

伊藤

けですよね︒相当大量のお金を使って︒

ので行ってきましたが︑ただ単に個人的な交流ではなくて︑本格

遣するというような状況ではないですね︒

な位置付けをされた︑しかもその実務の第一人者である副委員長

ころが招待したのではなくて︑朝鮮社会科学者協会という国家的

は︑その話を率直にやったんです︒単なる旅行者を受け入れると

いうことが︑あの段階から一つ頭にあった︒今回呼ばれたときに

そういうつながりが本当にできるのかどうか︒何が協力できるか

なら教員︑あるいは産業界なら産業界というように分野を分けて︑

それぞれの分野で分けて︑市町村なら市町村行政︑あるいは教員

というのは決まっているんですね︒それだけではなくて︑今度は

ら行かせるだけですね︒ただ︑日本から来た人が案内される場所

ですから︑来年やったとしても片道になると思いますね︒沖縄か

ないですね︒まだそこまでは︑とても行っていないですね︒

で︑この人はいまのトップにすぐに会って情報交換できる人らし

壮大な無駄ですね︒そういう意味では︑まだあの国という

的に︑しかも多くの人々がそれぞれの分野から参加できるような

吉一兀

北朝鮮の側は︑交流といっても︑向こうは若者を日本に派

仕組み︑しかも継続的に交流できるような仕組みはとれないかと

いんですが︑この人が直接対応してくれて︑きめ細かい議論を一

というよりは︑むしろ知り合うというようなことで︑村山訪朝団

その後のことも頭に置きながら︑ということです︒

回やったんです︒

中国との関係というのは︑相当長いことかけて行政レベルでや
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済界の声を県の行政に届けてくれるのは稲嶺さんだったというこ

今度行かれたのは︑村山訪朝団のことと関係があるわけで

伊藤

■普天間移設

とが言えるでしょうね︒

ないです︒それは向こうから聞かれましたが︑私は社民党

はないんですね︒

吉元
佐道

の党員ではあるけれど︑参議院選挙に出たんだけれど︑今回はそ
の問題を持ってきたんじゃありませんと︒ただ︑少し話題になり

聞きしたいんですが︑流れでいうと︑演習の後︑代理署名を巡る

佐道

北部の訓練所等々十ヶ所の整理・縮小︒その後︑いよいよ普天間

裁判の問題が起きてきますが︑その後いわゆる日米政府の交渉で

稲嶺さんとのことは後でも出てきますので︑そのときにお

ました︒

ね︒前から稲嶺さんと個人的にも知り合いでいらっしゃったわけ

の全面返還合意というのが出てまいりますね︒その普天間が帰っ

台湾に行かれるときには稲嶺現知事がご一緒されています

ですか︒

団体との最初の話をしなくてはいけないということがありますの

というポストを彼がやるようになって︑それから否応なしに経済

を当選させて政策調整監に入ったとき︑その頃から経営協の会長

こをさらった︒そのときの印象があったんでしょうね︒私が大田

うならば保守系の選挙にいつも参加する企業グループですね︒そ

嶺さんのところに飛び込んだ︒あの企業グループは︑かつて︑い

ね︒それから私が特に大田さんを担いだ最初の選挙のときに︑稲

起こせないんですが︑それとなく双方が意識していたんでしょう

吉一兀

田さんはそのとき相当引っかかっていたようです︒それは︑彼自

日米間の合意を先にとれ︑それから出発しろ︑と言いました︒大

代わりのものが何かということにこだわるな︒まずは返還という

私は最初に三役が呼ばれたときに言ったんですが︑まず乗れ︑

と︒しかし︑代わりのものを検討しないといかんと言われた︑と︒

たんですが︑すぐに呼ばれて知事から言われました︒普天間返還︑

最初の電話のときは︑私は副知事室にいたのでそこにはいなかっ

吉一兀

てお聞きしたいと思います適

てくるということを決めたという連絡が来たあたりのことについ

そうですね︑﹁個人的にというふれ合いの場というのは思い

で︑経済団体が電話一本ですぐ集まってもらえる体制作りまでは

身がアメリカの軍事戦略なり︑ナイ・イニシアチブ後の日米の議

た大田体制に不安を感じているわけですね︒しかも︑西銘さん時

経済界全体も︑西銘さんを担いで負けたわけですから︑当選し

集めていた時期でしたからね︒そういう意味では非常に危ないな

かというのは︑私たちが行政の中で相当厳しく︑毎日毎日情報を

論なり︑ガイドライン問題なり︑そういう一連の問題がどうなる

九六年四月の話ですね︒知事の方に総理から電話が入った︒

稲嶺さんには事前に努力してもらったということがありました︒

代にあまりにも露骨な公共事業入札関係で選別をした︒その煽り

二回目の電話が入ったときに︑それも一つの方法だなという感

ということも頭に置きながら︑大田さんはやはり懸念していまし

から私たちは︑むしろそういう入札制度のやり方を変えましょう

じがしたんでしょうね︒しかし︑後の問題について︑そのとき総

が逆に出てきて︑西銘さん時代にうまみを取った奴が今度はパー

ということで︑県庁の中で大胆に取り組む︒これは建設省が例の

理もはっきり言っていないんですよ︒後はどうするかという話は

た︒

問題でいろいろな問題を起こす前に︑私たち沖縄が先にルールを

ね︒県内という表現をしたかもしれませんが︑少なくとも代わり

ジされるんじゃないかという不安があったやに聞きますね︒です

変えようということでやっていたんですよね︒そういうときに経
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のものをということは総理の口からはっきり出ていましたね︒

どっちみち沖縄の基地問題というのは右から左にポンポンと決ま

るような時期︑状況ではないと︒それはもう少し後に来るという

代わりのものといっても︑言っている相手が大田さんです

伊藤

こで沖縄県民が一定程度わかった︑ということを作らないと︑基

認識を持っていた︒しかし︑あの少女暴行事件以来の問題で︑こ

そういう理解を当然しますね︒それがまず出発です︒だか

から︑当然それは県内でということでしょうね︒

吉元

．政府が動いたわけですからね︒そういう意味では︑アメリカ政府

らSACOの十一事案が出る前に︑まず最初に︑先ほどいいまし 地全体の問題に波及するということで︑日本政府以上にアメリカ
た村山さんのときの三事案︑読谷補助飛行場︑那覇軍港︑一〇四

ているんです︒そういう意味では︑そうとう深刻に真剣に︑戦後

としてはギリギリのところでしょう︒沖縄が出した基地返還アク

自由に使っていた基地の問題に初めてメスを入れたと言えるでし

号線︑これも一緒に含まれた十一ですからね︒それがあったし困

ログラムの第一期に入っている︒二〇〇一年までに返還を求める

ょうね︒その中で︑考えてもいなかった普天間問題が出てきたわ

ションプログラムの一期︑二期︑三期の全部を検討しているんで

リストの中に入っている部分です︒一番危険なところですから︑

けですから︒私たちがそれにノーと言うわけにはいかないです︒

その中でこの普天間の問題というのは︑大田さんが橋本・大田会

これを強調した︒これを橋本さんがなるほどと思って動いた︒で

やはりびっくりするという方ですか︒

すね︒だからSACOの中には︑三期に入っているものも出てき

すから︑そういう形で日米首脳がOKということであれば︑まず

伊藤

その通りですね︒何か動くだろうというのは︑ああいう政

談の中で強く言ったことなんです︒これは基地返還アクションプ

それを固めるべきだというのが私の意見です︒

吉元

に来て︑県民の前で正式にしゃべったわけです︒そのときが初め

るんですが︑これはずっと後の話で︑最終的には総理自身が沖縄

どの時期に海上基地と言われたのかというような問題が出たりす

動くと︒これ以外に何があるかと考えると︑やはり知事が強調し

助飛行所の全面返還とか︑一番問題だった実弾砲撃演習︑これが

やはり村山さんが動かした那覇軍港の返還とか︑あるいは読谷補

治家のみなさんが動くときに予想がつくんですよ︒つくんですが︑

その後︑この問題は絶えず尾を引いていくんですよ︒議会でも︑

てです︒

ていた普天間はひょっとしたらというのは︑私たちが出したりス

本当にそのことが出てきたというのは︑本当にびっくりしました

橋本さんという人の性格︑仕事の仕方というのは︑私たちはや
とがまったくない人なんですね︒これは︑沖縄との関係だけでは

ね︒

トの中でも︑これが動けばいいなというのはありますよ︒しかし

なくて︑橋本政権の期間中そういうことだったようですね︒です

っとその頃からわかってくるんですよ︒事前に相談するというこ

から︑いきなりポンと出てくる︒それについて︑やるかやらんか

じでしたか︒

佐道

が︑沖縄にとってみれば少しびっくりしたけれど︑結果として何

をという話が同時に出ていますので︑これは大変だなと思いまし

吉一兀

これはいままでの大きな流れが少し変わったな︑という感

という話になるんですね︒それがあの人の政治手法かも知れない
だこれは︑沖縄県内でたらい回しじゃないか︑という批判につな

たね︒ですから沖縄側が︑ならばということで積極的に私が動い

たのが︑嘉手納基地に普天間飛行場を入れることですよ︒

いや︑そこまでは判断できなかったですね︒代わりのもの
がっていくことになるんですね︒

私が先ほど︑まずそれを受けるべきだといった理由の一つは︑
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た︒冷戦という問題があって否応なしに固定化されていたけれど︑

リカ国民自身が認められるはずがないということを思っていまし

に住宅地の中にあるというのは︑いくら理由をつけようが︑アメ

ですよ︒ですから︑いつまでもそこで使っておれないよと︒同時

す︒いまの普天間飛行場は老朽化して︑滑走路もこう︵手振り︶

吉元

佐道

これは︑実はその前にアメリカサイドから聞いているんで

嘉手納というのは先生のアイデアですか︒

とはないけれど︑少なくとも七つか八つは片付いているんじゃな

になりました︒そういう意味では︑十一のうち︑正確に数えたこ

う理屈を持っていいんじゃないかということで︑これはその方向

に移させなさいと︒ここは重要だから空けさせなさいと︒こうい

る自治体の長と話し合った︒あなたの行政区の中で米軍基地の中

です︒それは宜野湾市民が反対したから︑私は逆にそれを現在あ

ある︒これを移す場所も︑同じ基地の中でしたが︑宜野湾の近く

例えばいま桑江にある海軍病院︑非常に機能のいい米軍病院が

これ︵冷戦︶がなくなってしまうと整理縮小というのは当然出て

いですか︒

嘉手納はそういう意味で駄目になってしまうわけですが︑
いろありますが︒

この一番大きな理由は何ですか︒空軍と海兵の問題だとか︑いろ

佐道

くる︒そのときの一番最初にこれが課題になると私たちは見てい
たんです︒

ですが︑それをどこに移すのかという問題になりますと︑それ
は大変ですよ︒アメリカは勝手なことを言いますから︒まだ自分

って私もわかりません︒逆にうがった見方をすれば︑日本のゼネ

そういう言い方がありますが︑正確な理由はとうとう今も

さに海兵隊というのは︑そういう軍隊です︒海兵隊が一番被害が

コンが動いたということなんでしょうね︒自分たちのプラスにな

吉元

大きいわけですから︒ですからそういう気持ちになるんでしょう

るような形で︒ゼネコンというより鉄鋼業界といった方がいいで・

が占領して︑血で蹟って勝ち取った島だと思ってますからね︒ま

ね︒ですから嘉手納にぶち込もうという話は︑前の年から︑この

しょうね︒実は嘉手納統合案が議論される前にアメリカ側が出し

めた︒そういう意味で︑既存の基地の中に押し込めるのであれば︑

うに収まった︒その代わりという基地の整理縮小を他の地域が求

ンの中ですよ︒これも金武町が基本的にはやむを得ないというふ

基地は金武町の山の上です︒これも基地の中︑キャンプ．ハンセ

に移った︒これは伊江島村がOKした︒象のオリの︵楚辺︶通信

前提ですよ︒その証拠に︑読谷飛行場の落下傘降下演習は伊江島

ある意味では納得する︒ということは地域がOKすれば︑という

問題が出たときに︑全部既存の基地の中に押し込めるのであれば︑

だからどうせ移るなら隅既存の基地の中に押し込める︒十一の

まずはっぷした︒そしてその後に検討されたのは嘉手納基地の中

先に反対した︒私もわざわざそのために東京に行って反対する︒

ら︑それに対しては大田さんも︑ちょうど訪米したときに︑真っ

リゾート地は全部駄目になります︒こういう感覚がある︒ですか

どういう形で飛行コースを作るんですか︒それが決まれば︑あの

あって大型ホテルがたくさんあるんです︒そこに基地を作って︑

すぐ下にダムがあるんです︒すぐそばに沖縄本島のリゾート地が

が︑それ以上にやはりアメリカの感覚はおかしいなと思うのは︑

問題︑世界的に貴重な動植物の問題などいろいろ問題があります

村の隣なんですが︑それを出してきたんです︒そこは自然環境の

です︒これは読谷村の近くです︒これは北部のリゾート地の恩納

てきたのは︑同じ嘉手納の提供軍用地の中ですが︑弾薬庫の外れ

問題とは関係なくアメリカサイドで議論があったことは聞いてい

ある種︑地域は嫌でも早く空けさせてそれを県民が使おうじゃな

ました︒

いかという話になりますね︒

100

CiptlggglEI！E！

は浮体式︑浮くやつですね︒これは︑日本の鉄鋼業界が喉から手

にか今度は東海岸でと︒エッと思ったときには︑もうその頃から

なんです︒これがいつの間にかおかしくなつちゃって︑いつの間

話ですからメリットがあります︑といったんですが︑結果として

トがあるかというと︑水面は全部地元の養殖業に使わせるという

ころに絵を持ってきて︑進めたいと思いますと︒どういうメリッ

吉一兀

関係なしに︑前に出ていたゆ当時の金武町の町長が私のと

が出るような︑閥西空港を作ったときからの夢ですからね︒
伊藤

生きていないです︒ですから︑そういう問題が一つ出て︑

もう全然生きてないんですか︒

この話もつぶれるんです︒

はフリーゾーンを中心とした港湾作りを進めている︒その沖合い

吉元

その前の案は︑中城三三の沖合いという案も示された︒ここに
にこういう基地を作るんですかと︒私はこれは問題だと言ったら︑

すれば︑通産省はわからんことはないでしょう︒運輸省がわから

また一︑つ出て︑つぶれていくんですね︒そういう形で出ていた︒

海上案については︑沖縄ではもっと前から論議があるんです︒

ないことはないでしょう︒橋本ざんは通産族のボスと言われてい

つまりSACOの前にこの種の議論がありますからね︒結果とし

いまの那覇空港︑滑走路の沖合いを埋め立てる計画を︑私たちは

るわけですから︑交渉のやり取りから︑そこがつながったんじゃ

そのひとことでつぶれたと言っているんです︒しかしそれも一つ

復帰前から持っているわけです︒並行滑走路︑二本の滑走路をつ

ないかというのがマスコミの言い分でした︒しかし︑橋本さんど︐

て︑この情報は日本の鉄鋼業界がグループを作って動いていると

くろうと︒それに対して日本の鉄鋼業界が提案してきたのは︑ぜ

の話の中では︑そういう匂いは︑まったく感じなかった︒

本当の案じゃなかった︒最終的にはやはり名護市の東海岸︑キャ

んぶ関西空港で構想した浮いたやつ︑浮体構造の滑走路を提案し

佐道本土の企業グループという話ですが︑地元の企業の方は︒

ンプ・シユワブ沖という海上案が出てき光んですね︒

てきた︒そのときに那覇軍港を移す︒そして自衛隊基地も移す︒

吉元

それに対して反対したわけですね︒それは俺たちの利益に

牧港耳翼基地︵キャンプ・キンザ︶も移す︒そして普天間も移す

推進力を持って︑通常はそのまま繋留しておく︑いざというとき

IT︵マサチューセッツ工科大学︶のグループだといわれたが︑

度はアメリカの方から情報が入って︑この設計図を描いたのはM

縄の業者が必要とするのは埋め立てですよ︒自分たちが直接関わ

ら︒沖縄に鉄鋼業者もいないし︑製鉄所もないわけですから︒沖

吉元

伊藤︑このメリットは何になりますか︒

つながらないと︒

に動かす︑というような海上基地案ですね︒これは非公式に私が

れるのは︒

という絵を描いてきた企業グループがあるんです︒その後に︑今

政府サイドに打診をしたところ︑日本の国是としている武器の輸

伊藤

町の沖合いに杭を打つという提案をした︒これはしかしこの計画

もどこから出たか知らないが︑アメリカ側からの案ですが︑金武

ゃいますから︑話題にならなかった︒その後に同じように︑これ

や地元で直接自分たちの力でやった方が利益が多いというグルー

ういう鉄鋼業界とつながりを持ち始めた建設グループと︑いやい

吉元

すか︒

ここの建設業界としては︑埋め立てを期待しているわけで

要するに浮体構造の空港というのは︑鉄で作るわけですか

出禁止につながる︒これは明らかに推進力を持つと軍艦になつち

とはまったく関係がなかった︒

プですね︒極端に言えば二つのグループになっている︒だからい

今日の時点で言うなら︑沖縄の業界も割れていますね︒そ

関係なしですか︒

伊藤
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た︒賛成派で分かれちゃつた︒

まの予定地と言われているところも︑集落の中でも分かれちゃつ
吉一兀

伊藤

部分は全部埋め立てになるわけです︒

それは浅いですからね︒まさに地先ですから︒沖に行くと

杭を打って︑というのではないんですか︒

伊藤．賛成派で分かれたんですか︒

そういうことです︒

で︑そういう計画をしたんでしょうね︒

伊藤

少し十メートル前後の深さになっていきます︒三キロとなると︑

吉元

市長はどちらかに加担しているわけですか︒

吉一兀

賛成派の中で︑海上基地派か埋立派かということで分かれ

伊藤

それはまだわからないですね︒しかし彼の体質からすると

では駄目ですからね︒そこはまた重要視されているジュゴンの生

佐道

吉元

息直なんです︒ですからそれも問題になってくる︒

三十メートルか四十メートルになるんでしょヶ︒

埋め立てでしょうね︒それは将来に残す︒軍民共用の民間として

佐道

るということですね︒

残すということを頭に置きながら︑場合によっては腹を切ってで

それだけの土砂を業者たちはどこから持ってくるつもり

もそれを実現していこうという考えに立つでしょうね︒ちょっと

吉一兀

二千メートルで止まると思いますね︒アメリカ自体も海上

沖合い三キロ︑一．一千五百メートル級の滑走路ですか︒

それは疑問の一つですね︒山を一つ崩さんと︑海からだけ

言い過ぎかもしれないけれど︒

基地︑ヘリポートの設計図を描いてきたときに千二百ですからね︒

いま辺野芒ということでなっていますが︑辺野古自体が候

伊藤

すると︑ジェット機は飛ばせんよ︒それで二千というのが県庁の

前後入れて千五百でしたからね︒ですからそれでは民間が使うと

地形的にアメリカにとって一番都合のいいところですね︒

補地として︑これほど浮かび上がをというのは何故でしょう︒

吉元

中で若手がいっている線です︒ですから二千以上になると︑それ

はまた日本政府としても無駄遣いになるでしょうね︒ましてや二

一つは︑あの突き出たところにほぼ南北に作って︑南の方も北の
方も︑特にヘリ基地ですからまつすぐ直線で飛ぶわけじゃないで

もっとも︑本当はそういう空港を作っていいかどうかという問題

千五百の空港というのは現在︑那覇空港があるわけですからね︒

つは︑より積極的に言うならば︑すでにある基地︑キャンプ・シ

がありまずけれどね︒
．伊藤 先生のお考えではハブ空港は那覇の先に作る︒

すから︑コースを曲げれば︑という考えが一つあります︒もう一
ユワブという海兵隊の基地︑その地先を使うというんです︒そう

込みやすい︑ということでしょう︒

まさにアメリカにとって一番管理運営しやすい仕組み︑場︑囲い

吉元

佐道

埋め立ての先に作るヘリポートは海上のわけですね︒

そう見ます︒海上基地以外の埋立案が出てきたというのは︑

辺短資というアイデアは︑主体はアメリカですか︒

です︒土砂もそれほど要らないんですね︒周辺からとればいい︒

吉元

伊藤

それはやはり埋立てを考えているわけですか︒

ている内容ですからね︒

て︑空と海が一体化する機能を持たせる︒これが私たちが構想し

吉一兀

それはもちろんそうです︒それは︑あっちは比較的浅いん

いう意味では一番望ましい方法でしょうね︒

伊藤

そうです︒そこが埋め立てになるのです︒

そうですね︒それしかない︒それと港湾とワンセットにし

吉元

それも二十何年か前から調査済みで︑地質調査も海底の土砂その

他の調査も全部済んでいますので︑それほど難しい作業じゃない

これも埋め立てなんですか︒
そうです︒︑いまある岬に作っちゃうんです︒ですからこの

伊藤
吉一兀
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那覇空港自体の機能を拡張しないと︑もうアップアップと

んです︒

佐道

まったことからくる問題がありますね︒ですからそういう問題が

背景にあることがまず一つ︒だから本土とは違う︑米軍の土地に

ついての市町村︑行政の対応というのは当たり前の話です︒それ

をいままでは本土と同じ土地収用法の中で処理していた︒ところ

いうところへ来ているわけですね︒
来ていますね︒

の公約ですから︒加えて︑大田県政が言っているのは︑もうそろ

吉元

吉一兀

そろ変えたらどうですか︒もうそんな時代じゃないでしょう︒九

が︑それができなくなる態勢が出てきた︒大田さんの選挙のとき

その部分をカウントされていませんから︒それ億危険性の問題も

〇年の冷戦崩壊後ですから︑これからは︑むしろ米軍基地は撤退

あの発着を見ていると︑すごいですね︒

あるけれど︑もう一つはやはりそては分離すべきだというのが基

してもらうというのが筋じゃないですか︑ということを言うんだ

伊藤

本ですね︒私なんかは︑自衛隊は嘉手納に入れ︑と言っているん

が︑日本という国から見るならば︑まだすべてが安保条約︑安保

それともう一つは︑自衛隊が一緒にい6ということです︒

です︒それは︑しかしアメリカがノーと言いますね︒

体制がなければ︑在日米軍基地がなければ︑自分の国が危ないと

そうでしょうね︒

伊藤

本当に思っているかもしれない︒特に政治家は︒ここに沖縄との

それはギャップどころじゃない︑本質的な捉え方︑つまり国際

ものすごいギャップがあるね︒

■政府の安全保障政策と国際情勢の見方
佐道

情勢をどう捉えるのか︒それから国と国との外交とは何なのか︒

普天間返還合意という非常に象徴的な出来事があります

が︑その一方で日米安保共同宣言が出されますよね︒それと例の

戦争になるというのは︑何から戦争につながるのかという部分に

ついての認識が︑与野党間わず︑参議院︑衆議院含めての多くの

楚辺通信所の法的な問題で国が占拠しているという状況になっ
て︑知花︵昌一︶さんが入っている場所がありまして︑特別立法
をやらなければならないという発言が政府の方から出てくるとい

本土の場合は︑個人の土地というのはほとんどないんですよ︒ご

が︑米軍基地提供用地に対する︑個人の土地に対するものですね︒

ものですね︒機関委任事務で取り扱っていいのかどうかというの

吉元

とを変えないで︑そのままきた︒そのツケが全部出てくるのが沖

として地位協定の中に残っているというのも問題︒変えるべきこ

事件が起こっても逮捕できない︑こういうやり方がまだ特別措置

とを一つ考えなきゃいかん︒まず︑主権国家としてのありかた︒

十一世紀の日本にとって︑安全保障というのは何なのかというこ

︑政治家のみなさんと話し合った︒やっぱり欠落しているね︒沖縄
の問題を論議する場合には︑戦後五十年︑あるいはこれからの二

く一部です︒ほとんどが国有地もしくは公有地ですね︒ですから

縄問題です︒

うのは︑まさに同じ時期ですね︒

土地の借地のためにというのは︑そんなに苦労なかった︒ごく一

そういう意味でいうと︑そろそろそれに気付いて︑逆手をとっ

その特別立法というのは︑米軍用地の強制収用にかかわる

部といいましたが︑例えば横田基地辺りに個人の土地が若干あり

た形で︑米軍用地特措法を国が直接やるような形に法律を変える︒

事務を整理し直して地方公共団体に与える︒そして本来の持つべ

つまり地方分権の議論の中で︑行政改革の中で︑しかも機関委任

ますが︑しかしほとんど問題にならないぐらいです︒

沖縄の場合は︑ほとんどが個人の土地だということです︒しか
も戦後︑有無を言わさず強制的にアメリカが強奪してつくってし
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に関わる部分として機関委任事務の中に入っていたこの部分を︑

んです︒米軍の作戦行動︑武力行使について︑自衛隊が後方支援

米軍がもっと撤退してもいいんです︒前線基地にいなくてもいい

ドラインができたんです︒新ガイドラインができるということは︑

国が直接やるように法律を改正したという形なんでしょうね︒で

するんだからね︒しかも周辺事態法という形で︑日本全体がそれ
に対応する態勢を作るわけだから︑なぜ米軍基地がこれから固定

きものは︑ということで整理し直した形で︑安保に関わる︑防衛

も︑これは法律を改正して許認可する代理署名をする人が︑総理

化されなきやならないんですか︒アメリカ側はすでにハワイ︑グ

大臣になったり︑関係省庁の大臣になったというだけで︑本質は
変わらないです︒個人の土地との関係はね︒ですからここのとこ

アムに在日米軍基地をずっとシァトバックしたときに︑どういう

るけれど︑変わっても長続きしない︒十年単位でまた変わってく

沖縄問題は︑保守革新という形で︑選挙によってガラッと変わ

その他の方が︑参議院︑衆議院と沖縄に集団で来られて︑沖縄の

持つべきだと思う︒これは少女暴行事件以来︑国会の外務委員会

障の在り方に︑しかも日本自らが主体的に関われるような思考を

けです︒ですから︑そういう意味では︑日本全体が新しい安全保

も日本のためにはやりませんよ︒アメリカと中国が向かい合うだ

もしアメリカが中国に対して米中間の問題があると︑少なくと

ンされたと言われているんです︒僕はそれを聞いでいます︒

形でいくのか︑作戦がとれるのか︑これはすでにシミュレーショ

ろは︑そういう小手先でやるのではなく︑やはり米軍基地をアメ
リカとの話し合いで一つずつ計画的に撤退させていく︒それを見
えるようにしていく︒そこから始めなければ安保条約を続けると
いっても︑県民の不安が高まって︑不満が解消されなければ︑あ

る︒それは何かというと︑目の前の生活やその他に追われるけれ

る意味では安全保障は続かないです︒

ど︑結果としてはもう一回元に戻って︑沖縄は本当にこれでいい

佐道

吉元

伊藤

それでもなおかつアメリカが残したいというのであれば︑

そういう見通しについては今でも変わらないですか︒

むしろ︑その時期になれば不要になるという発想を持って

てくれと︒これが出発ですからね︒日米安保の本質を論議して︑

嘉手納基地しか残らないであろうと︒それ以外に何の支障がある

います︒

吉一兀

いだろうから︑ということですか︒

いうことですね︒それは︑そういう目標として出さないと動かな

が︑いわゆるアクションプログラムでは二〇一五年半はゼロにと

いますぐ全部撤去ということは見ていないと言われました

知事以下私たちと議論するときに︑いつも感じたことですね︒

のか︑安全か︑というような問題に帰着していくんです︒
ですから︑日本政府側が︑もしこれからの日本の安全保障のあ

り方を考えるとすれば︑私たちは日米安保条約をいまなくせとは
言ってはいないんです︒米軍基地もいま全部なくせとは言っては
いないんです︒少なくとも東アジアの平和な状況を外交を通じて
確立しながらハ外国の軍隊である米軍に一つずつ撤退してもらお

いますぐ米軍基地全部撤去せよという議論を沖縄県がやったわけ

か︑という感じがしますね︒

うじゃないか︒沖縄にある過重な負担だけは︑まず最初に片付け

ではないですからね︒東京の政治の場からは︑そういうふうに見

しょうと︑ハワイ州知事からも文書が来ました︒それからグアム

力者と大田知事が話し合いました︒ハワイに海兵隊を引き取りま

余談になりますが︑ハワイの州知事︑ハワイ議会と州議会の有

えちゃうんですね︒そこに欠落した欠陥があるんですね︒本当の
いうことが出たような気がしますね︒

意味で安全保障について一人ひとりが政治の場で考え切れないと

例えばの話ですが︑共同声明の後︑何ができたですか︒新ガイ
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ではないんです︒あるんです︒しかし︑それは結局は移転費用︑

ですか︑と主張しているんです︒撤退するところがないという話

日本政府は要求できないんですか︑アメリカはそれを考えないん

いているんです︒そういうことを一方でやりながら︑．なぜそれを

五百までだったら海兵隊を引き取ってもいいですよと︒基地が空

島選出の下院議員とも話し合いました︒グアムは最終的には三千

ょうという話でしょう︒香港の一国二制度とは違った形で防衛に

同じ︒中国がいっているのは︑台湾はそれに外交防衛も足しまし

と︑台湾のあり方の問題でしょう︒香港は一国二制度︒マカオも

はなくて︑そう長くはない︒そうすると残るのはあと何かという

ると思います︒もちろん二〇〇五年か二〇一−○年かという論議で

だと見ています︒これは誰よりも台湾がそのことを一番知ってい

私はこれは案外説得力のある台湾問題に対する中国のスタンス

ついてもi︒ですから︑そういう議論が米中間で話し合われて

新しい施設を作らないといかん︑アメリカとしては国家財政が大
変だ︑というのがあるんでしょうね︒日本に置いておくと︑思い

いるという事実をやはり日本もきちんと捉えるべきだと思いま

ロにならなかったとしても︑少なくとも最も重要な嘉手納基地だ

そうしてくると︑例えば二〇一五年に沖縄にある米軍基地がゼ

す︒

やり予算で経費の七割から七五％まで負担しているわけですか
ら︒そこに本当の問題があるのであって︑本当に居心地がいい日
本を出て行かない理由であって︑目の前の中国が将来どうにもな

けは残ったとしても︑あとは残す必要は何もない︒ホワイトビー

らんからずっといる︑という話じゃないんですよ︒

チと嘉手納飛行場と弾薬庫だけ残れば︑あとは通信機能がありま

おっしゃった国際情勢の︑これから十五︑六年の見通しで

は二〇〇〇年までに済むわけです︒二〇〇〇年までに北朝鮮の問

十日のマカオの返還が済みますと︑陸続きは主権回復です︒これ

の問題です︒中国は香港の返還が済みましたね︒今年の十二月二

う問題じゃない︒それはこういう理解です︒一つは︑中国の出方

前から政府に対して同じことをいっています︒根拠があるかとい

つまり︑東アジアの軍事的緊張をなくしていく︑そういうきっか

てい−るんですよ︒それはあの頃から私たちは言っているんです︒

ちはそれにオブザーバーとして江沢民さんを呼んで欲しいと言っ

も私も官邸に走ったのは︑沖縄サミットを入れて欲しいと︒私た

続する意味はないですよ︒そういう意味で︑二年前から大田知事

国民の反応を機敏に見ていますよ︒それと対決してまで基地を持

東でも︑横須賀でも少し始まりましたね︒やはりアメリカ自身も

そのように見ていきますと︑日本だって同じだと思います︒関

積極的にとるべきだと思います︒発言すべきだと思います︒

すね︒そういう理解を︑アメリカの東アジア戦略の中から僕らは

伊藤

そう見た方がいいでしょうね︒私たちは二〇〇〇年で朝鮮

すが︑沖縄ではかなりの人がそういう判断を持っているんでしょ
うか︒

吉元

題は︑国際的には米朝を含めて軌道に乗せておかないと︑中国は

けの重要な一つとしてサ斗ットを沖縄で︑という声を私たちが積

半島問題は軌道に乗っていくと見ています︒これは私たちは五年

次のλチップの手が打てません︒それは何かというと台湾問題で

ではなくて︑何かしら基地問題の引き換えみたいな形に県民が受

しかし県政も変わって︑国政も変わっているから︑そういう形

極的に出したのはそういう意味です︒

す︒だから台湾問題は二〇〇〇年までは中国としては確固たる︑
いついつどうする︑という方針を出しません︒これはすでに三年
ましたからね︒二〇〇五年で決めますという方針︑方向でしょう

け取り始めた︒表に出てくるのは普天間基地を合意させようとい

前に中国の江沢民さんが発言したという情報が香港サイドから出
ね︒二〇一．○年で終わります︑という表現ですね︒
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る県民の意見が二分して︑何かしら基地問題がサミット問題で押

ってしまった︒ですから下手をすると︑サミットそのものに対す

う一方的な強さですから︑県民の中では間違ったサインを受け取

その中で特徴的なのは︑県議会でもノーといった保守側の政党

は︑九〇％近くが整理縮小に賛成︑地位協定を見直せ︑となった︒

です︒その結果が︑投票率が六〇％ちょっと切ったか︑その内訳

これはやらざるを得ないですから︑積極的に対応していったわけ

が中心になって︑県民投票のボイコット運動が始まったんですね︒

し込まれる︑という受け取り方が出始めているんですね︒これは
大変不幸なことです︒

ですから六〇％の投票率というものに対して︑私たちは少ないな

あったけれど︑県民を二分する一つの保守派である自民党が︑キ

と思った︒せめて七〇〜七五％は行って欲しいなという気持ちは

佐道

ャンペーンを張っていくと︑それはやはり影響受けますよ︒それ

■県民投票
すね︒条例にする︒それはまたお聞きしている同じ時期のことな

でも六〇％は投票率があったというのは︑全国的な流れで︑首長

県民の話が出ましたが︑ちょうど県民投票の問題がありま

んですが︑こういう動きがある︒これは︑中心になったのは連合︑

選挙から見るならぼ異例のことかもしれません︒

この県民投票は︑実はその後に一つ賜題を作るんですよ︒一昨

労働組合ですね︒先生は行政の方にいらっしゃるわけですが︑そ

ういう動きがあるということ自体についてはどう思われました

だということもあって︑いくつかのマスコミから私の案だろうと

吉元

て︑それがなぜ全会一致か︒県議会では自民党は反対したんです︒

もかかわらず︑あれは全会一致で投票条例ができたんです︒そし

といって︑市長は保守派ですからね︒市議会も多数与党です︒に

年の名護市の投票ですね︒いくら署名が法定要件を満たしたから

言われた経緯がありますが︑私は労働組合出身であるだけに︑労

なんで名護市議会では積極的に賛成して投票運動に入ったのか︒

か︒

働組合とは日常的にはその種の話はしていないんです︒これはや

これは自民党のご都合主義︑官邸サイド︑自民党サイドのやり方

それは十分すぎるほど知っていました︒私が労働組合出身

はりそれぞれの持つ機能が違いますから︒しかし︑連合沖縄の方

の判断ミスだと見ています︒あれは官房長官をやっていました野

いいでしょう︒公職選挙法適用じゃないんだから︑自由にできま

でその話が出て︑運動が始まっていく︒それが署名運動として出

す︒市民投票の結果はノーが出たんです︒何故それを民意として

中さんが幹事長代理のときですか︑沖縄に入って寝泊りして陣頭

った︒何故その県民投票が出てきたかというと︑その前の年の例

従わなかったのか︒それを強引に︑当時の市長をイエスと言わせ

てきた︒それをどう県が受け止めるか︒それは否定する理由は何

の少女暴行事件︑県民大会の延長線上ですね︒あの県民投票も︑

て辞任に追い込み︑そして今日こういう事態にまで引っ張ったか︒

指揮をとったんです︒国会議員がものすごく入り込んだ︒それも

県民大会の決議．の内容なんです︒地位協定の見直しと基地の整理

もない︒要件を満たしていれば︑それは積極的にやるべきだと思

縮小︒ここでいま一度県民の認識を合わせておこうと︒具体的な
そこで進んだ県民投票︒県議会で最終的には保守側の議員の賛

諦めるでしょうね︒無理強いしないでしょう︒つまり民意という

アメリカの地方でこういうことが起こったら︑ホワイトハウスも

ここが私は日本政府というか日本の体質だと思うけれど︑もし
成が得られなかったけれど︑多数決で通った︒あとは投票日の設

ものに対する捉え方が違う︒法律的に効力がないから潰していい

中身については︑それは行政に任せようという話なんですね︒

定︑投票に阿けての県の仕事︑市町村の仕事︒条例ができたら︑
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回はその通りいくのかどうか︑これは予測がつきませんね︒アメ

を潰したわけですから︑それは成功したかもしれないけれど︑今

りすぎる︒しかしその流れが︑結果として去年の知事選挙で大田．

の言いなり︒自分の決めたことのメンツを︑ということにこだわ

的な立場の弱さではないか︒極端に言えば︑何が何でもアメリカ

が冒頭に言った橋本さんのこの種の問題に対する関わり方の基本

どうして政府が出さなかったのか︒ここのところのやり方は︑僕

プしてみたけれど︑負けました︑ここは無理です︑という結論を

いや︑いろいろやってみたけれど︑全力入れて政府もバックアッ

でやっておいて︒あそこにボタンの掛け違いが出た︒そのときに︑

という話ではないはずなんです︒自分たちが入ってきて︑そこま

というスタンスは変えるわけにはいかない︒

きても︑最終的に判断するのは︑県が当該市町村の結果を見て︑

ているんです︒ですから︑最初に県内移設ということが出されて

県もそれを取り上げて︑県の立場から検討しますよ︑と言ってき−

ださい︒ここで決まるならそれでいいですと︒決まらなければ︑

とにつながった︒私たち県は︑国と当該市町村との話をやってく

橋本さんが﹁頭越しには決めない﹂という言葉を使っていったこ

こういうふうにという話にはならないんです︒このことがその後︑

を選ぶんです︒そこでどう決めるかということ抜きに︑県や国が

共団体です︒市町村ですよ︒そこは独自で投票して︑首長や議会

域住民ですよ︒しかもそれは法律で自分が確立されている地方公

決めましょうと︒そして地元がどう判断するか見ましょう︑それ

これが今度の知事で変わったんです︒最初に県が特定の場所を

時点︑つまり名護市の投票のあの時点でものを言わなかったとい

によって国が決めましょう︑というパターンでしょう︒これはま

リカ政府に対して日本政府が︑沖縄県民の意思が表明されたあの
うのは大変大きな失敗ですね︒

事は︑それを選挙政策として戦ったわけですから︑これはこれで

作業手順としてこれはあるべき姿ではないです︒しかし︑今の知

か言えば︑結果として同じじゃないかと言われるかも知れないが︑

ったく変わりま七たね︒結果として︑当該市町村がイエスかノー

最初に普天間の合意があったときに︑その代わりのところ

■普天間移設に対する県政の考え方
佐道

・を︑という言い方をされて︑大田さんもいろいろ逡巡された挙句︑

ことは一回もないです︒これは橋本総理との会談でもそうだ︑と

吉一兀

の中でも曖昧になっています︒決めるのか︒場所を内定するのか︒

が先に場所を決める乏いうことは問題だと思う︒ここはいま県政

行政のやり方としては︑やはり市町村といヶ行政がある以上︑．県

県民の判断が出たんだから︑これ以上批判する必要はないけれど︑

いう︒沖縄県庁の中でもそうです︒大田さんが県内移設を認めた

推薦するのか︒この場所にしたらどうですかと選定するのか︒こ

受けるという︒

という事実は一つもないんです︒しかし︑地域が合意すれば県は

れは全部明らかになっていないので︑これ以上言えませんけれど

いや大田さんは︑代わりの問題についてはイエスと言った

ノーと言えないよということ︑．とこだけは私との確認︑県庁との

それはどういうことかというと︑﹁十一のSACOの内容は︑一

ということですが︑国の考え方としては︑何とか県内移設でまと

佐道

ね︒

つひとついろいろな問題がからんでいるんです︒とりわけ︑移さ

めたいということが伝わってまいりますね︒吉元先生ご自身は︑

確認︑三役会議の確認がありました︒

れていく地域にとってみれば︑県がイエスと言ってもノーと言う

最初に嘉手納というのがあって︑それで駄目になってしまうわけ

国が当該市町村との話し合いをして︑それ・が認められれば

かもしれません︒結局は受ける被害︑この基地問題というのは地

07
ー

佐道

現実問題としては︑嘉手納が駄目になったという時点で︑

これは難しいなと︒

ですが︑落としどころとしては︒

吉一兀

吉元

すからね︒それはない︒ですからそういう意味では︑嘉手納の統

ずがないですからね︒世界遺産としてノミネートしてある場所で

からといって自然の山を切って作るという馬鹿な話が出てくるは

吉元

伊藤

それ以外に場所はないです︒それは北部の由を︑軍用地だ

それは︑大きさからいってですか︒

かりませんが︑結果としてどうであれ︑地域住民がイエスかノー

から︑わからんわけですから︒どういうやり方がよかったのかわ

やり方がいいのか︑あの当時は事前に要求が出ていないわけです

ようにしておいて︑それを受けるために要求億ないかという今の

るような問題ですよ︒ですから︑はっきり場所を特定して見える

域振興との関係でばいろいろな要求があったからね︒いま出てい

側のいろいろな水面下の話をその間私は聞かされていますが︑地

私は既存の基地内だったら︑いろいろな議論を地域とやろ

うというつもりでした︒それは先ほどいった嘉手納の問題ですね︒

るんじゃないかという感じがあったですね︒それは名護市︑行政

合案というのが米軍の中で駄目になったというのが本当だとする

を言うわけですからね︒これは容易じゃないと思います︒

いや︑海上基地が出たときに︑ひょっとすると名護は受け

まさに嘉手納基地で︑それ以外には入るところがないから︒

ならば︑それは米軍自身が沖縄を知っていない︒沖縄の今日を︑

既存の米軍基地内に収拾するとするならば︑そしてそれを地元が

何度も言うようですが︑十一のこのSACOの内容については︑

また将来に禍根を残すことになったと思うね︒しかし︑先ほども
のは︑すでに海上基地という日本の鉄鋼業界が利権絡みで動いた

OKするならば︑基本的にはノーと言えません︒これが県の︑と

いったように違うんだと︒嘉手納統合案が実質的に駄目になった
んだというマスコミの当時の指摘がもし本当だとするならば︑こ

いうか私の考えです︒それは県全体がそれほど遠くなくこの考え
に合意できる内容だと思います︒

れまた何をかいわんやです︒

私は既存施設内だったら︑それは普天間だからイエスと言って

吉一兀

県外云々という形で県が方針を決めたわけではないんです

伊藤

ま岩国基地の拡張が始まっています︒三千メートルの滑走路とマ

ね︒

いるんじゃないんです︒十一事案のすべてを言っているんです︒
のが私の出発点です︒これは原則として大田県政の中で確定され

イナス十五メートルの深さの港湾です︒これは大変な空港︑港湾

それは水面下では相当国とやり合いました︒ひとつは︑い

たかというと︑そうでもないんです︒地元と国との問で話し合っ

それで地域がOKするならば︑それはいいんじゃないか︑という

た上で︑それを決めれば国がそれを後追いするというパターンを

兵隊がおりますから︒じゃあそこに移したらどうか︒これに対し

です︒それは何のために作るかという話です︒もちろんいまは海

とったけれど︑・しかし中身によっては︑県が積極的に先行して︑
．普天間みたいな形でもっていっていいかというと︑そ九はできな

けでした︒これは私は官邸には何回も言いました︒それは私たち

ては橋本総理は︑何とも言わなかったですね︒ただ苦笑いするだ

そのことは当然のこととして国も知っていたと思いますよ︒私

が独善的に言っているんじゃないんです︒岩国市の極めて重要な

いでしょうね︒

は︑そういう意味では︑受けるところがあれば県はノーとは言い

人が︑お忍びで沖縄に来たという事実があります︒岩国市の商工

会議所の会頭が﹂受け入れてもいいと公表したこともあります︒

ませんよ︑というスタンスをずっと続けていました︒これは当該
市町村との話を原則とすると︒
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引き受けようというところがあったんです︒今でもあるんです︒

が間違っていたというような発言はないですね︒つまり︑そヒで

から否定されました︒しかし︑その当事者からは︑その後︑それ

います︒これは新聞の記事になりましたが︑その直後アメリカ側

この社主がアメリカに行って︑ペンタゴンの担当者と話し合って

去年の十一月︑十二月︑﹃防長新聞﹄というのがありますが︑そ

都市形成構想の問題等がからんでいきますが︑三時になりますの

佐道

ともあります︒

りませんでした︒大田知事が一時期その話を非公式に発言したこ

いう言い方をしましたけれどね︒しかしこれはまったく話題にな

どを考えますと︑沖縄に置くよりはるかにいいんじゃないのかと

くことの意味は︑やはり東南アジアを含めてインド洋との関係な

として苫東の話につながりました︒ただ向こうが空いているから

しかし言おうと︒そのために私は内々で調査に入りました︒結果

とになったわけですね︒その前は少数与党だったんですね︒

ちょうど六月置すか︑県会議員選挙があって与野党同数というこ

佐道

そうですね︒少数与党でしたね︒

︿休憩﹀

という話ではなくて︑冬に雪が降るから駄目じゃないかという言

吉元

この﹁中立﹂というのはなんですか︒コ一名中立﹂となっ

■県議会との関係

基地の問題と同時に︑経済関係︑振興開発︑いわゆる国際

これをどうするかの話ですねっこれはつい最近の新聞でもアメリ

でちょっと小休止を入れましょう︒

もう一つは︑二年前︑ちょうど九七年の夏の段階から私は本土

カ側の情報として出ました︒これがひとつです︒

に移すということを沖縄県が言うべきだ︑という考えを持ちまし
た︒沖縄県民の中では︑そこまでは言う必要がない︑なんで他に

迷惑をかけるのか︑という気持ちが大多数です︒だから行政も言

い方もあるけれど︑そうではなくて︑将来的な構想︑将来的な日

伊藤

い切れない︒政治も言い切れないです︒一般の人も言わないです︒

米安保の姿を見ながら︒民主党サイドで﹁駐留なき安保﹂という

ていますが︒

いまお話になっているのは平成八︵一九九六︶年ですが︑

方針が出たり︑あるいは本土移設という方針が出たりしているの

吉一兀

もともと保守系です︒しかし立候補にあたって大田を支持

はそれです︒

す︒

するということで︑大田の支援を得た選挙をやったんですね︒支

吉元

伊藤

援を得たということで当選した方が二人︑これが中立という方で

ラリアに働きかけたことはありません︒オ﹂ストラリアも懐を広

すね︒

その通りです︒

県外移転でなければ駄目というのではなくて︑先ほどおっ

く持っています︒オーストラリアの北西︒実弾砲撃演習は︑いま

吉元

それでだいぶ議会運営はやりやすくなりましたか︒

伊藤

やめたかどうか知らんが︑あのときまだオーストラリアはやって

佐道

そうですね︒楽になりましたね︒沖縄県議会というのは前

しゃったような落としどころもあるわけですね︒

いたんですよ︒そういう議論が一時期ありました︒オーストラリ

吉元

ありますね︒基地の中に︒それともう一つ︑私はオースト

アに海兵隊を全部移したらどうか︒笑い話ですが︑ジャングルが

からそうですが︑いつも途中で止まるんですね︒空転というんで

そうすると与党は二人多数というふうに考えていいわけで

ないから駄目だという話がありましたね︒私なんかはあそこに置
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国会の場合と逆に︑自民党のほうが止めるということです

すが︑空回りするんです︒

伊藤
−ね︒

会派の代表と執行部と重要事項について協議する場はその都度作
るんですがね︒

聞に書いてあったとか︑そういうことを巡ってやってみたり︒で

言わなかった︑とかなんとかいう議論でガタガタするんです︒新

が︑そういう形ですね︒ですから本質ではない部分で︑言った︑

は出ていますが︑全県フリー・ゾーンという形では出ていないで

か︑規制緩和要望等々にも自由貿易地域の拡大というようなこと

リー・ゾーンの問題ですが︑最初の国際都市形成構想といいます

佐道

■全県フリー・ゾーン

すから議案に関わる意見の違いで空転するということはほどんど

すよね︒

かつては革新のほうが西銘さん時代にはやっていたんです

ないんですね︒代表質問みたいなところでですね︒代表質問とい

吉元

吉元

うのは何でもですから︒世界一周やりますからね︒国会の予算委

沖縄振興開発特別措置法にあるフリー・トレード・ゾーンの中身

れが従来の行政の流れですから︑それを強調していました︒

と規模︑それから地域を拡大していこうということが基本で︑こ

そうですね︒沖縄県側としては今やっている特別法である

ちょうどいま出てきたのでお聞きしたいのですが︑全県プ

員会みたいなやりとりをしますから︒本会議の総括質問とはちょ
まあ︑吉元さんがどこかで何かを言われた︑ということが

っと違いますからね︒

伊藤

出てきたんです︒明らかに違うのはAPECの総会で決定された

日本政府とのあいだでそれをやっていく中でもうひとつ問題が

吉元

のは︵これは大阪ですが︑実施計画はマニラですが︶︑﹁投資の自

問題になることがあるわけですね︒

ということが本土紙に書いてあるが︑それは事実か︑というよう

由化﹂と﹁貿易の自由化﹂を︑APEC加盟の先進国は二〇一〇

ええ︑しょっちゅうですね︒官邸で誰と会ってどう言った︑

なことが頻繁に起こりますね︒県内のマスコミについても同じこ

年に実行する︑ということですね︒これが国際約束となった︒こ

れからの途上国については二〇一五年から二〇二〇年となった︒

とが言えますし︒

佐道

この二〇一〇年に日本が投資の自由化と貿易の自由化を達成しな

よく沖縄の問題で周辺取材をしていきますと︑吉元先生が

県議会軽視であるという不満が相当あったという話を聞くんです

本土の後追いをしていったらどうなるのか︒結局格差が残ったま

ければならないとするならば︑沖縄の今の経済振興のあり方で︑

吉元

ま︑しかも働く場が作れない産業構造でそのまま推移するだろう

が︑それはご自身ではどうですか︒

ことはないし︑まじめな議論はしているし︑むしろ言い過ぎだと

ということから︑私たちはもう少しこれは検討する必要があるの

どうなんだろう︒県議会の開会中のものに対してさぼった

いわれるほど議論はしていまずけれども︒ただ︑議会と執行部の

そこで少し県内の有識者︑県外の有識者︑海外の有識者を集め

ではないか︑という議論が出てきたんです︒

なかなか議会にわからないという点でそういう声が出てきたのは

て議論してもらおうということで︑台湾︑香港︑さらには本土︑

関係︑いわゆる日常的な部分について執行部がやっている仕事が
事実でしょうね︒例えば︑特に出てきたのは全県フリー・トレー

さらには県内の経済界︑学者を含めて十年近くで検討委員会を作

ってもらったんです︒そして当初言われたのが︑沖縄県側の事務

ド・ゾーンの経済振興策のことで出てきたりしましたね︒そこの
ところは与党︑野党もそうなんですが︑通常必要に応じて県議会
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七年遅れて復帰した︑まだその差が取り戻せないままに国際的に

議論をする︒そのままそういう形で流れるとすれば︑沖縄は二十

局が出したものですね︒それに対して︑いま言ったような視点で

ことで︑行政と経済界は足並みが揃った︒

界十団体がOKするんです︒それで︑行政もそれで行こうという

ことで︑先ほど言った行政が作ったものがかぶさってきて︑経済

をそういう状態に置くことが必要ではないか︒先行メリットとし

かりました︒自民党は最初のほうはOKしていたんだけれども︑

ね︒例えば共産党は最初からノーということです︒いろいろぶつ

県議会は政党が絡みますから︑これは政党の理念との問題です

て︑その間に追いつくかどうかはわからないが︑沖縄の基盤を整

政治約にあとでひつくり返ってくるんです︒そういうことになり

裸になっていくのではないか︒それよりは︑むしろ先行的に沖縄

備しようじゃないか︑という視点で合意したんです︒それが全県

ました︒

す︒最終的にはマスコミ主催でコンベンション・センターで大討

その間にこの問題をマスコミが取り上げて大論争していくんで

フリー・トレー．ド・ゾーンということです︒これは2国二制度
的﹂という言葉を使いましたけれどね︒

じつはこれには今の知事もメンバーとして︑沖縄経済界の代表

については︑沖縄は完全にフリー・トレード・ゾーンにしょうじ

ね︒それと足並みを揃えればいいんじゃないか︒それ以外の部分

そういう部分でWTOの中でもいろいろ問題になっていますよ

国的に日本自体が︑例えば農産物︑水産物等︑特に農産物ですが︑

めにはマイナスの部分をどう取り扱うかということで︑これは全

ラスの部分が多く出てきたんです︒そうするとそれを実現するた

るともたない︒じゃあ全県になるとプラスになる部分は何か︒プ

案の定駄目だという︒これは部分がいい︑地域がいい︑﹁全県にな

応できるのかということを議論しました︒農林水産部あたりは︑

全県フリー・ゾーンになった場合に何が裸になるのか︑それが対

かどうかと︒あらゆる部局で︑それを抱えている産業との関係で︑

それをまとめる段階で︑県庁も相当悩みました︑それでいいの

りますが︑しかしその議会で私の二期目の同意案件がつぶれるわ

吉一兀

伊藤

吉元

伊藤

賛成したわけですね︒

全体的にまとまりました︒経済界がまとまったんだから︒

その時は自民党は一︒

で二〇〇五年で︑県議会も後追いでいい︑という結論が出たんです︒

とで︑二〇〇五年．に延ばす︒その間に態勢を整備するということ

んですが︑最終的には経済界も意見を交換した方がいいというこ

争しました︒結果として実施時期は二〇〇一年を頭に置いていた

向で行くことについての議論を求めるわけです︒県議会では大論

それを踏まえて県は最終的に知事決裁を入れて︑県議会にその方

として全県フリー・ゾーンが多数派ということになったんです︒

よるアンケート︑会場での賛成反対というのをまとめると︑結果

論会が始まるんです︒賛成派と反対派が議論をし︑そして電話に

ゃないか︑という形で︑行政はまとまるんです︒委員会で結論が

けです︒共産党の反対で通らなくなるんです︒

として入っているんです︒彼も含めてOKしたんです︒

出たものに対して︑行政のその考え方をくっつけて県民に問うん

伊藤

吉元

それはあると見たほうがいいでしょうね︒つまり大田県政

■副知事再任の否決の背景

これは関係があるんですか︒

たしか共産党さんだけは最後にノーだったという記憶があ

です︒もちろん県議会もそうです︒県議会でもしょっちゅう論議
して炉ますからね︒経済団体は十三体がそれを持ち帰って大論争
しています︒そして二団体︑農業と水産業は最後まで反対︒じゃ
あお前さんたちの賛成を得るためにはどうしたらいいか︑という
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んだけれども︒

とになっていたわけですね︒︐

どこが危機感を持ったんでしょうか︒

そうですね︒なっていたんですね︑総務委員会で︒

伊藤

一つは︑共産党さんに言わせれば全県フリー・ゾーンの問

吉元

吉元

吉一兀．各党の意志というよりは︑議員個人個人のノーが出たんで

のその種の政策というものに対する危険を感じたんじゃないです

題ですね︒共産党本部はフリー・トレード・ゾーンの問題でどう

すね︒

だからそれが本会議の場でひつくり返ることは本当はない

考えているかわかりませんけれども︑結局は代々木の了解を得ら

伊藤う〜ん︑ちょっと信じがたいような出来事ですね︒

佐道

れなかったということが︑それについて言われていましたからね︒

吉一兀

かね︒それは基地問題も絡むでしょうね︒

それはノーだったですね︒それから基地問題等については︑吉元

ね︒私は︑知事から言われた再任︑﹁次やってほしい﹂と言われ

たことに対戦て︑ノーと答えるんです︒﹁無理ですよ︒私がいく

いや︑それが︑その九月議会の直前︑つまり九月の頭です

は妥協思想だ︑ということがありましたね︒

伊藤

らやろうと思っても私じゃ通りませんよ︒だいいち支持団体で支

今のお話を伺ついると︑どうして﹁妥協﹂という言葉が出

てくるんでしょうか︒

持政党の中でノーというのが出ますよ﹂ということでノーを表明

それは共産党ということですか︒

駄目です︒最終的に各与党︑野党含めてきちんとイエスなのかノ

いで帰ってくるですが︑その時また説得されましたが︑﹁いや︑

するんです︒知事は福建省との関係で中国に行って︑一週間ぐら

伊藤

そうです︒だから︑九七年の九月議会︑十月の中旬ですが︑

そこはどうなんだろう︒あの政党の捉え方ですから︒

吉元

ーなのかを確認した上でのことにしてください﹂と言って断るん

吉一兀

最終段階でこのフリー・トレード・ゾーンの議論を徹底的に議会

です︒﹁

やったんでしょうね︒それでイエスだという︒野党は仕方ない

の全員会議でやった︒私はその晩︑議会との議論が終わったもの
を飲んで︑翌日はちょっと遅く︑午後から出ようと思ったんです︑

ということになっていたんですが︑その時は中間派を含めてイエ

ですから︑職場の皆さん︑担当しているセクションの皆さんと酒
議会は関係なかったから︒そうしたら本会議で︑共産党の四名の

スで全部まとまったというふうに私は知事から言われた︒﹁そこ

ません︒しかしこれは厳しいですよ﹂と言って︑九月議会に臨む

反対によって多数が取れない︒一票差だったか︑一票差で過半数
その時に社民党の中からも反乱は︒

吉一兀

厳しいという判断はどこから出てくるわけですか︒

の問でいくつか衝突していますからね︒．例えば国際都市形成構想

本来その前の委員会では︑先生の人事は認めようというこ

すでにその間の県政運営にあたって．の議論の中で︑政党と

ええ︒社会大衆党からは二人目言われています︒

という構想について議論する場合に︑やはりついてこれない部分

伊藤

んです︒それで結果がそうだったんですね︒

まで知事がやって︑それでOKというのであれば断る理由はあり

佐道

して︑やはりそこまでやっていいのか︑今の振興開発計画がある

もありましたね︒二十一世紀の沖縄を行政が描くということに対

社会党は党の方針としては︒

一人ですか︒

おりました︒一人です︒

に満たなくて︑同意案件が否決されたのです︒

吉伊吉伊吉伊

解をとってある︒ だけど︑その場でね︒

党の方針は私の再任に野党以外は︑各党賛成です︒全部了

元．藤元藤元藤

112

一方この軍港問題は動かない︒それで浦添商工会議所は浦添市の

発展計画の中でこれをどう捉えたらいいかという勉強会を持った

じゃないか︑という感じで意見が違っていた︒また︑二十一世紀
というものに対する︑これからの沖縄県民に対するビジョンを出

ときに僕が呼ばれて答えたものが︑じつは軍港移設容認につなが

そうだとすると︑ご自身が属しておられる社会民主党あた

ったんですね︒．

すということについても︑なかなか理解しきれない部分がありま
したね︒

伊藤
りが︒

それからもうひとつは︑すでに基地問題でSACOの内容で︑
しかも普天間基地の移設に伴う海上基地について︑海域調査︑海

吉元

そこは今でもOKしているんです︒そういうやり方でいい

底調査を市長さんがすることについて名護市がOKし︑それを踏

と︒しかし︑その他の政党︑社会大衆党と共産党はノーと言って

でいる機能を︑港湾の中で︑港湾管理者の決定で︑部分的に使わ

す︒ここに軍港がある︒これを返してもらって︑︑軍港でいま使っ

がしゃべった内容があります︒新しい港湾︑ハブ港湾を造るんで

ないかという話になったときに︑個人的な発言だという前提で私

て︑この那覇軍港問題をどういうふうに考えたらいいか︑妙案は

の勉強会に呼ばれて国際都市形成構想をしゃべった後に質問が出

的に嫌がっているのではないかというのが︑いろいろなマスコミ

れていないんです︒共産党だけがはっきりしている︒あとは個人

中で出た意見で︑何を理由に私をノーにしたかというと︑統一さ

理由はそれだったんです︒それを理由にした︒それなりの政党の

ともノーといって︑私の同意案件に同意しなかった理由の最大の

やはりノーだという︒だから︑そういう意味では共産党議員四三

んじゃないかというようなことでした︒ですけれども︑共産党は

いいえ︑その時は違うんです︒その時は︑まあそれでいい

せるということは考えられないのか︑そういう考えは持てないの

の見方ですね︒

吉元

伊藤．社会大衆党は全体としてノーと言ったんですか︒

いる︒

まえて県もOKしたという経緯もあかます︒その時の経緯は︑最
終的には知事決裁なんだけれどもうこれは全部僕の責任ですから
ね︒それもありました︒

か︑という答弁を私がするんです︒これが今の問題につながって

伊藤

それからもうひとつは那覇軍港の移設問題で︑浦添商工会議所

いるんだけれども︑これは軍港移設を容認した︑というふうにと

支持するのが二人いる︒そうすると過半数を持っていますよね︒

結局さっきの革新と保守が二十三対二十三で︑大田さんを

られたんですね︒

吉一兀

ここから四人抜けると︑二しかプラスではないわけで︒

をとったという内容が問われたわけです︒なんだ︑違うじゃない

一が議長ですから︒そういう意味では︑事前に知事がOK

は復帰直後で返還が決まり︑そして村山さんのときに国との話で

じつはこれにはいろいろ問題がありまして︑軍港問題というの
結論を出した三事案のひとつです︒その時には︑浦添地先︑今後

や認めるなという案から︒しかしこれは膠着状態だったわけです︒

議論が沖縄でたくさんあったんです︒即刻移せという案から︑い

党も同じ︒議員総会︑党の執行委員会で決まったけれども︑これ

員会等の決定もあるにもかかわらず反乱者が一人出た︒社会大衆

というのがひとつ︒社会民主党もイエスという議員総会︑執行委

かと︒ひとつの政党が丸抱えで全部が反対しているではないか︑

それで︑SACOの内容が出た︒普天間の問題が海上基地という

も二名出た︑ということで大騒ぎになったんです︒

つくる港湾の地先という話が決まる︒その具体的な方法を巡って

形で出た︒これは調査がもう目の前に来ている︒調査が始まった︒
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伊藤

これはやはり一人の個人の議員が自分の判断でやったこと

のダメージというのが大きいと本人も周囲も︑そう言っているんだ

吉元

伊藤

吉元

それはもう明らかに社民党の一人は︑個人の判断ですね︒

感想としてはどうですか︒

そこはまだ解明できないですね︒

吉元

ではないわけですね︒

伊藤

で見る目︑実際大田さんに対する評価は分が悪いようです︒

から︑そんなことをやるはずはないと思います︒まあそこは世間

また︑これは自治労推薦の議員なんです︒これが問題になったん

れはこの人の性格からして︒ただ︑大田さんは積極的に物事を詰

なんですか︒

です︒この人は前から変わり者と言われた人ですが︑結果として

めていく︑自ら政党に対して説得していく︑というタイプの人で

あとで八重山の私の後輩なんかが調べてみると︑次の県議選挙で

出身で︑私の同郷なんですが︑やはりノーと言っている︒これは︑．

うことで次は賛成にまわるんですね︒しかしあと一人は入重山の

ぼ間違いなくそう確定されている︒一人置軽率な判断だったとい

というのが︑無記名投票だからわからないけれども︑しかし︑ほ

社会大衆党の二人は︑実際にこの二人が本当にこの二人なのか

っています︒保守に行っています︒

基盤を失うという︒

伊藤

いていたようですね︒ですからそこのところは一︒

回っている︒節々で大田さんがそれをチェックするという形が続

残った女性の副知事︑そして出納長︑人事担当の関係部長が走り

吉元

伊藤

いや︑そういうやり．方をとらない人です︒だからもう一人

能力の問題ですか︒

はないです︒

いいえ︑私はこの人にはそんなことはないと思います︒そ

大田さんはそう言われるようなところは︑やはりないわけ

そうだった︒今はこの人は社民党を除名されて︑いま保守側に回

吉元は社民党系の候補者を新しく担ぐだろう︒自分を落とそうと

吉元

のではないかという︒共産党という政党は︑一度ノーと言ったら

す︒しかし︑中間の二人が︑おかしい︑共産党と何か密約がある

それで︑第二回目の十二月議会の直前に共産党説得に入っ

でも事前に吉元さんの再任が妨げられたら︑自分は県政の

しているということが本人の思いだったらしいですね︑しかし︑

ているのです︒そういう意味では共産党の四重は戻ってくるんで

これはしかし大田さんの力をもってしてもできなかった

そんな事実はなかったんだけれどもね︒選挙は来年だからね︒

伊藤
と︒

名が保守側に走った︒完全に前回︵九八年の知事︶選挙でも保守

れて︑それに対する適切な手が打てなかったのか︑結局中間の二

場でこういう発言をするのもなんですが︑私の頭の中には毛頭あ

側の選挙をやっていますからね︒これを機会に離れて行ったんで︑

変わらないよ︑だから密約があるんじゃないかということを言わ

大田さんは力を入れたか︑ということがマスコミで問われ

りませんけれども︑県内では︑保守革新を問わず︑労働組合や︑

すね︒それだから共産党の四名が入ったけれども︑社会大衆党の

吉一兀

マスコミ︑経済界を含めて︑大田さんは吉元を捨てたんじゃない

二人のうち一人は十二月議会でも駄目でしたね︒︑それから社民党

た︒今もって問われていることなんですね︒だから私がこういう

か︑むしろ切らせたんじゃないかということがずっと今でも言わ

十二月議会の提案にも私はノーと言ったんです︒﹁私が言った

の一人も駄目でした︒ですから結果としては駄目︒

田さんという人はそういう人ではないと思うし︑そういう小手先

通りでしょう︒あなたたちがどうやっても駄目ですよ︒節目だよ︒

れていますね︒しかしそれは僕に言わせれば違うと思います︒大
のことをやる人ではないと思う︒現に私が辞めたあと︑大田県政

4

をとりました︒中間派もOKしました﹂ということを全部並べて

これ以上私はやらない﹂と言ったんだけれども︑﹁共産党のOK

ぼ︑大田さんのやり方に対する不安︑つまり大田に対する懸念に

ても報告するし︑そして次の組み立て方をする︒そういう意味で

吉元のパージは大田に対する牽制だ︑大田に対する明らかな警告

つながっていくんですね︒現にそういう指摘をした学者がいた︒

から︑結局議会を目の前にして十二月議会に提案しなければいけ

だ︑という捉え方をする︒マスコミよりは学者のほうが比較的そ

説得されて︑私以外にないということで︑後継者を作らなかった
ない︑送付しなければいけないということで︑私も逆に追い込ま

ういう声を出した人が多かったですね︒

ですからそこのところはまだわかりません︒現象面から言えば

れ太と庵言えるでしょうね︒二度目もやむを得ず︑仕方ないな︑
ということで一任したんだけれども︑やはり足りなかった︒

ずいぶん政党とは対決した︒与党との問がむしろ多いですね︒し

弱さに問題もあるでしょう︒また政党としてそこまで日本の政党

しかし︑吉元先生自身にとって︑全県フリー・トレード・

吉元

は出さない︒例えば日本の自民党だって民主党だって︑二十一世

佐道

はノーと言った︒﹁もうこれで終わりですよ︒与党の中からは批

紀の日本のビジョンを出していないでしょう︒それと同じように︑

かし与党というのは何かということですね︒まず︑ひとつの政党

判が出ていますよ﹂と言ったのは︑国際都市形成構想を作ったか

そういう訓練がなされていない︒政党は︑すべて出てきた問題に

ゾーンの問題などは非常に重要な段階ですよね︒そこで県政から

らどうのではないんです︒あるいは基地返還アクションプログラ

イエスかノーかとか︑あとは不満だったら運動をするというパタ

が︑二十一世紀の将来像︑グランドデザインを︑行政がやってい

ムを作ったからどうのではないんです︒あるいは全県フリー・ト

ーンが今日的な政党のあり方だとするならば︑行政が二十一世紀

離れられるということで︑これはどうなるだろうという不安はな

レード・ゾーンをやったからどうのではないんです︒これは全部︑

の絵を描きながら︑そして二十一世紀の然るべき時期に基地ゼロ

る仕事と同じレベルで取り上げきれない︒それは政党の組織的な

例えば五十三の市町村長と知事で作る協議会の場で国際都市形成

と目指す跡利用計画を作りながら︑そしてこのままでは沖縄は四

かったですか︒

推進で決定していますから︒経済界も決定していますから︒そし

十七分の一で終わる︑先取りしょうというかたちで国際的な環太

その不安というのはひとつありました︒九月議会直前に私

て政党も与党もそれなりに了解をとっていますから︒表向きはこ

いうことはあっても︑それにノーと言われたことはないですから︒

平洋の流れを先取りしいくとかいう部分に対して︑やり過ぎだと

かというと︑例えば共産党がいみじくも言っているように︑最初

まあ全県フリー・ゾーンは確かに共産党はノーと言ったけれど︑

れを理由に︑というのは出てこないです︒だからあと残るのは何
に那覇軍港の移設を容認したという決めつけ方ですね︒

的な担当の私が︑ある意味では相当のところで国ペースでものご

て︑︑個人的な問題ですから︒政党として共産党がノーと言ったの

あと社会大衆党とか社民党の中の反対したという連中は別とし

それが直接の問題だとは思わない︒

とを進めているのではないかという懸念があったように思います

は︑僕に対する問題なのか︑それとも大田に対する牽制だったの

これからわかるのは︑大田県政の申で国と話し合っている実質

ね︒そうでなければちょっと辻褄が合わない︒ですからそういう

しかし︑その二回目の同意案のときは共産党は中へ入った

か︑これは今もってわからない︒

伊藤

意味で言うならば︑私は少なくとも勝手にやれるほどのものは持
っていない︒すべての問題は事前に大田と話し合うし︑帰ってき
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集約させるということがまず第一段階だと︒撤去についてはもう

少し時間をかけて本格的にやっていこうと︒これがひとつ︒撤去

わけでしょう︒

を求めるけれども︑それが今できなければ︑集約させていく︒こ

そうです︒入りましたね︒しかし中間派が逃げたんです︒

吉元

れども︑同じ反対ではなくて︑いわかる許容できる範囲で何があ

が︒当時のマスコミではね︒私が反対しているのは当たり前だけ

ですよということを強調したと言われているんですね︑大田さん

那覇軍港の移設問題で︑大田も反対だ︑吉元もおれと同じ反対

と航空燃料などの陸上げですね︒それからホワイトビーチの海軍

です︒天願桟橋というのは金武湾にありますが︑これは弾薬輸送

港︑ホワイトビーチ︑天願桟橋︑この三つの港湾の機能が違うん

からの話ですから︒例えば港湾について三つあるん．です︒那覇軍

吉元

伊藤

全く同じです︒それには全くズレがないです︒それは最初

大田さんはその点では同意しているわけですね︒

れは何かと言うと︒

それは共産党との間で何があったのか︑ということを言われたよ

るのかというのを模索するのが行政ですから︑政党とちょっと違

の原子力潜水艦︵原潜︶など︒それから海兵隊の船も膨ますけれ

うですね﹄何か取引したんじゃないかとかね︒

いますからね︒よりましな形でということがひとつ︑決定的に県

今日的にはもうそこで弾薬を積み降ろしして貯蔵するためには︑

ども︒那覇軍港と．いうのはベトナム戦争時代に使った港湾だが︑

民に損失を与えるならば別として︑そういう検討なり努力なりと

市街地を通って嘉手納まで行くわけですから︑できないんです︒

いうものが大田知事の方でどういうふうに受けとめられていたの
かなあというのが︑もうひとつ共産党から疑問を出されたときの

そんな機能はなくなったんです︒そうするとあと残っているのは

言われ方なんですね︒

伊藤

吉元

大田さんは一直線の発言ですよね︒

大田さんが発言したらもっと厳しいですよ︒

そういう発言をしたわけではないわけでしょう︒

伊藤

だから私はハブ港湾の中で︑港湾管理者がどう取り扱うか

ますので︒那覇軍港から運ぶのは市街地の主要幹線道路を通るの

アメリカ軍は自分の軍艦を使いませんから︒安い民間の船でやり

数隻しか入らない︒しかもその中でチャーター船が主ですから︒

吉元

伊藤

なぜ必要か︒いざというときに︑というものです︒年間十

いま行っても何にもいないですよね︒

それが何をいくら運んでいるかというと︑年間回数隻です︒︐

通常の物資の搬出入なんです︒通常の物資の搬出入といっても︑

吉元

で︑浦添地先︑つまり那覇港の一番北の方でいま積み降ろしをし

■那覇軍港移設問題

という問題の一つとして考えさせたらどうかと︒つまり軍港とい

ているんです︒現在の民港でやっているんです︒これが︑那覇軍

しかし︑いまの軍港移転問題について言えば︑大田さんが

う規定の仕方ではなくて︑治外法権ではなくて︑民港の中で︑民

で言っているんです︒これを巡っては地元では相当問題になりま

ということを私たちはさかんに日米政府に言っている︒特に日本

に海軍も︑それから弾薬輸送もできる港が別にあるじゃないか︑

じゃないかという私の主張なんです︒軍港専用港は必要ない︒現

・港の今の機能なんです︒だからそれは一部機能を認めてもいいん

間港湾の中でまず主権を回復する︒それがベースだというのはは
っきりしていますからね︒大田さんはもっと厳しいことを言って

したけれどもね︑議会でも問題になりましたけれども︒もちろん

政府を追及している︒だからただ単に︑米軍施設だから代わりの

いますよ︒那覇軍港はホワイトビーチに持って行け︑とアメリカ

アメリカはOKしていないですがね︒大田さんと私との共通項は

116

党側から見る場合は︑それは基地を容認していることだ︑撤去で

致していますし︑これにズレは全くないです︒しかし︑それを政

無駄なものを省かせていくという発想では︑大田と私は完全に一

だからそういう意味では既存の基地の中に入れるとか︑あるいは

もう一方的に米軍の言いなりだから︑結果的にそうなんですね︒

ものをつくるという発想を持つな︑機能を検討してくれという︒

もう本当に敵対する側に回ってしまった︒ここらへんの理由とい

支えていたわけですけれども︑それが最後の一年で離れてしまう︒

かつて大田さんを支えていた沖縄の経済界︑それこそ稲嶺さんを

差で今の知事に破れるわけですけれども︑ひとつ象徴的なのは︑

まうんですが︑現実にその翌年の知事選挙で大田さんは二万票の

の一年というのはなにか方向舵を失った船のような感じがしてし

吉元がいなくなってからと言えば︑ちょっと僕にとってみ

れば手前味噌になるかも知れないけれども︒

吉元

うか原因はどういうふうに分析されますか︒

だけではなくて︑社会大衆党というローカル政党もありま

その場合の政党というのは共産党ですか︒

はなく容認していると見るんですね︒

伊藤
吉一兀

伊藤・でも現実的にはそうでしょう︒

吉元

す︒

ローカル政党もそんな激しいものなんですか︒

現象的に見るならば︑そのあと︑基地問題に関わる県の発

伊藤

言が表に出てこなくなるんです︒知事の発言を含めて︒副知事︑

僕のあとが一月下旬まで空白になりますからね︒それで︑基地担

それは結果として激しくなってきますね︒それは選挙もや

当の副知事がいなくなった︒それに知事も発言しなければ︑もう

っているし︑市民受けという問題ですねα

吉元

行政マン︑部長が発言するということはほとんどない︒

その社民党と社会大衆党を比べたら︑社会大衆党の方が穏

その時期何があったかというと︑もうひとつ名護の市民投票が

伊藤

普通はそういう見方をされまずけれども︑全国的なつなが

健な政党というわけではないんですか︒

吉元

と駄目︑だったらどこに行くかという勢力が社会大衆党・ローカ

んな力はありません︒そうすると社会党でも駄目︑共産党はもっ

挙で︑政党がまる抱えするというのはほとんどないですから︒そ

の間︑国との問でどういう形で処理していくのか︒ここのところ

場合どうするか︑ノーと言った場合にどうするか︑それを官邸と

かどうか︑ということです︒例えば名護市民投票でイエスと出た

ノーですね︒ですから県が組み立てていた組み立て方があったの

ありましたね︒私が十二月議会でノーと言われた翌日に名護市民

ル政党に来るんですね︒投票行動として︒いわゆる市民と言われ

で私は明確なシナリオあるいは方針を︑県が持ち得なかったんじ

りがないだけに︑地域事情︑感情︑そういうものに動かされやす

ているけれども︑この種の問題になると非常に行動が厳しくなっ

ゃないかと思う︒つまり知事が裸で一人で担いでいたのではない

投票の結果が出る︒いや︑市民投票が日曜日で︑その翌日が私の

てきまずからね︒考え方も厳しいですから︑そこと一致するわけ

いんですね︒同時に︑選挙も個人選挙が多いですから︑後援会選

です︒結果としてそれを利用する︒それがいま出ている現象です

ころに︑やはり出発のミスがひとつあったんじゃないかと思う︒

東京に行かなければいかん︒どうするか︒これがない︒というと

です︒しかしそれがいない︒いきなり知事は呼ばれているかち︑

かと思う︒そうすると名護市民投票の結果が出た翌日吉元が同意
されていれば︑僕の仕事なんです︒さっそく飛ばないといけない
ね︒

吉元先生がいらっしゃらなくなってから︑大田さんの最後

■大田三選敗北の背景
佐道
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す︒あれは投票だ︑法的効力はない︑だから首長同士が結論出せ︑

上基地を認めさせたいわけだから︑これをつぶそうとするわけで

たら︑国はノーという結果がわかっていて︑どうしても普天間海

出せば︑基本的にその方向に行かざるを得ない︒投票でノーとで

たなければいけない︒何度も言うようだけれども︑地域が結論を

名護市のイエスを踏まえてどうするかという県の独自の判断を持

の県民の団体等いろいろな意見を聞いて︑与党の意見を聞いて︑

と怒ったんです︒というのは︑イエスと出た場合は︑県がその他

く知事を責めたのです︒﹁なぜそのぐらい︑やらなかったのか﹂

月中旬ですが︑知事から呼ばれたときに︑このことで非常に大き

なぜそういうことを言うかというと︑僕はその翌年︑去年の一

の言い分は全く同じ形で来ていたからね︒その時はもうシナリオ

私と一緒に仕事をしてきた部長や政策調整監やその他の課長連中

で作って︑知事が何を発言するか︑多分作ってあったと僕は思う︒

﹂．しかしそこで認識合わせをしておいたにもかかわらず︑最終的
に十二月の段階で市民投票の直後︑ある適切な仕組みを県庁の中

てはいけないからね︑投票日に︒．それはそれでいい︒

事はそこは言わなかった︒それはそれでいいと思う︒予見を与え

は曖昧にしちゃった︒イエス︑ノーの選択を聞かれたときも︑知

ですよ︑と言っておいたんです︒しかし九月議会答弁の中で知事

言ったら︑県も九月議会答弁では基本的にそう言わざるを得ない

た場合はこうしかなりませんよ︒名護市民が投票の結果イエスと

を選んだのか︒いやいや今は返事すべきではないと︒基本的な問

を︑これとこれ︑という形で出したと思う︒それで知事がどちら

名護市長は案の定呼ばれて︑言われて︑イエスと言って︑自分

題までも全部持ち越すということにしたのかどうか︑これはわか

となるでしょう︒当然予想されるわけです︒

は辞めたのです︒大田知事も同じ日に呼ばれて︑大田知事はそこ

らない︒東京に行って︑直前に決めたのかわからない︒しかしい

そういう意味では︵私が︶いなくなった時に何がすぐ現れたか

でのシナリオがなかった︒その時に大田知事が市民投票の結果は
がら与党・各種団体︑経済界の意見も聞いた上で︑最終的には返

というと︑その対応がきわめてまずかった︒私に言わせれば︑失

ずれにせよ︑それがひとつある︒

事しますという流れだったらいいんです︒ところがこの前提がな

政と言うほどですね︒だって市町村の条例で投票が決まり︑決ま

尊重します︑尊重すべきであると︑原則を言った上で︑しかしな

いんです︒市民投票についてのイエス︑ノーも︑総理に対して言

わけです︒そこが今度の本当のミスです︒私は九月議会直前に︑

吉元

伊藤

しかも名護市長がOKしたんだから︑いいサインだと思う

まあ︑普通だったらそう思うでしょうね︒

錯覚を与えた︒いいサインだと向こうは思ったわけです︒

言って終わっちゃった︑というんです︒ここでひとつ大きな誤解︑

団体の意見を聞いた上で︑必ずお会いして返事を申し上げますと

で知事をアシストするようなことはなさっていらっしゃったわけ

伊藤

く言ったことがあります︒

けれども︑そこは一月に入って︑あなたの責任だということを強

何か知らないけれども︑シナリオのミスがあったのかわからない

をはっきり言うべきなんです︒そこにひとつの弱気があったのか

レベルで無視するということはあり得ないんです︒だから基本線

った条例に基づいた投票の結果が出たんだから︒それを県という

九月議会対策をするにあたって︑名護市民投票が行なわれること

ですか︒求められなかったんですか︒

っていないんです︒まだまとめていません︑これからいろいろな

はもう決まっているわけです︒九月の下旬に市議会は終わってい

吉元

それは求められなかったですね︒ですからそれは全く言つ

ということは副知事再任が否決されたあと︑なんらかの形

るわけですから︒これはイエスと言った場合はこう︑ノーと言っ
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来ていましたので︑方向性を言ってありました︒それは当時の副

くるし︑それには適切なコメントをしたし︑二︑三回私の自宅に

あるいは担当の課長とかからは︑ときどきファックスが送られて

事選ですからね︒そういう意味ではそれなりの役割を果たすべく

に参議院選挙が七月で終わっていますからね︒その後の選挙︑知

吉元

伊藤

私は八重山です︒ここにもたくさんおりますからね︒同時

それはどこですか︒

で︒

知事の秘書がまだ残っていましたから︑彼を通じて連携はとって

手伝っていました︒まあ︑しかし告示の前日に︑大田知事から呼

ていません︒ただしこの問題のスタッフであった政策調整監とか︑

いたつもりです︒しかし十二月議会直後の状況にあたっての情報

たんですが︑告示の前日ではあまり意味がないです︑本当はね︒．

ばれて︑明日告示だ︑ひとつ取り仕切って欲しいという話があっ

もう終わっているわけですね︑選挙は︒

はなかったです︒

伊藤

伊藤

その否決ということがはっきりした段階で︑大田さんは吉

元さんに対してどういう表現をなさいましたか︒否決という事態

まあ誰かが仕掛けたんでしょう︒しかしそれでも絶えず選

挙事務所の体制とか︑各地の動きというのは全部知っていたから︑

吉元

それはないです︒一月中旬までないです︒﹈月十日前後に︑

に直面して︒

吉元

り方では駄目ですよ﹂と言いました︒それで経済界の分析から︑

﹁この選挙は負けますよ︑勝てる選挙ではありませんよ︑このや

やるということと︑私にすまなかったということでした︒私は一

地域の分析から︑いろいろやりました︒﹁そして最も大事なのは︑

来て欲しいということで︑当時の出納長が︑私のあとの副知事を
回︑二回︑特に二回はあなたにつきあったけれども︑これでなし

基地問題に対する対応の仕方ですよ︒県内移設をあなたがノーと

いう︒名護市の投票も含めて︑沖縄はもう認められないというこ

にしてくれ︑ということを明確に言った記憶があります位

伊藤

とは表明したんだから︑だったら何をするか︒普天間をどうする

しかし︑そういう政治的な判断のミスがあった場合︑すぐ

に動かなかったらほとんど意味がないですね︒一月になってから︑

一のうちで片づいたものはいいとして︑片づいていない大きな問

具体的に言い切れますか﹂という話をしました︒﹁SACOの十

のかということで︑アメリカに帰れという話だけでは駄目ですよ︑

まあ︑性格的なところがありますのでね︒その点は本人の

いやす弍なかった︑ではもうね︒

吉一兀

気持ちの表現がなかなか表に出る人ではないですからね︒

題の二つ︑那覇軍港と普天間の問題︑これについて明確な選挙の

しかしそれは政治家の問題です．よ︒

伊藤

それにはひとつ布石がありまして︑去年の九月の始め︑お盆の

ための政策を出して発言をしなさい﹂と言ったんです︒

その大田さんの三選出馬にあたっては︑先生は応援をされ

吉一兀 その通り・ですね︒

佐道

それはもちろんそうです︒

うから行ったんです︒そこで当時副知事になっていました前の出

対応していたんですが︑夜︑急に知事から呼ばれて︑是非︑と言

日ですが︑私も仏壇を持っているものですから︑親戚が来たので

吉元

どういう形でやられたわけですか︒

納帳の宮平さんと二人でいた︒﹁頼む﹂ということになりまして︑

たわけですか︒

伊藤

私は選挙対策事務所とかというところへは行っていませ

めにどうしたらいいのか﹂という︒九月︑の始めですからね︒

﹁何だ﹂と言ったら︑﹁この知事選はこのままでは勝てない勝つた

吉元

ん︒もちろんここで︑この自治労の皆さんのバック︑アップとして︑

いろいろなアドバイスをしていたし︑私にも地域票がありますの
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﹁普天間の問題については本土への移転というのを言いたい︒

せて︑そこで﹁頼みます﹂と大田知事から言われたから︑﹁わか

それで︑官房長官と会う時間をとったんです︒まず村山さんに

った﹂ということで私は東京に行くんです︒九月中旬でしたね︒

﹁しかしあなたは︑共産党が反対したんだよ︒あなたは共産党

相談したんですが︑村山さんは﹁わかった︑おれがやってもいい

もうひとつは那覇軍港問題は自分の手でどうしても仕上げたい﹂

とのあいだでも那覇軍港問題については移設をやらないと言った

けれども︑いま党首は土井さんだから︑土井さんを通じてやれ︒

うまくいかな﹂かったら自分のとごろへ言いにこい﹂というから︑

だろう︒私がそのためにああなったのは知っているだろう﹂

﹁知っている︒しかしこれはやらないといけない︒自分の責任

﹁わかった﹂ということで︑この問題︑私の現役時代に苦労七て

ったら︑﹁しています﹂ということだから︑ちょっと預からせて

こまで言うんだったら︑県の三役は意思統一しているのか﹂と言

んですが︑﹁いや︑それなりにやっている﹂という話でした︒﹁そ

れを保証していくのか︒運動やりきれるか﹂ということを聞いた

その時に私はいろいろな議論をした上で﹁本気なのか︒誰がそ

と言ったら︑﹁そうだ﹂という︒﹁わかった︑ありがとう﹂という

テルの何号室に来てくれという︒﹁ということは会えるんだな﹂

る寸前に土井さんから電話が入って︑十一時何分にどこどこのホ

日︑私が帰る時間ぎりぎり︑ホテルでチェックアウトしょうとす

して︑土井さんが直接官邸とのやり取りをしたんです︒そして翌

んとの詰めをやって︑村山さんの了解を得た上で︑土井さんに話

もらった社民党の伊藤さんとか前島さんの了解を得た上で村山さ

でやる︒そうでないと自分は候補者を辞める﹂とまで言い出した

みて︑ということで︑三日︑四日間ぐらい︑本気かなどうかなと

ことで電話を切って︑飛行機をキャンセルした上でその時間に野

んですね︒

いうことで︑どう動いたらいいか考えました︒

吉元

伊藤

野中さんとはそれほど細かい話をした記憶はないんです︒

野中さんとは前から会っているわけですか︒

中さんとサシで会いました︒

こんにちまで︒それをどうするかということで工夫して︑じゃあ

ただ︑非常に重要な仕事に私もちょっとかかわってみたんです︒

橋本政権とは会っていないんですからね︑一月︑二月段階から
官房長官にこの問題をぶちこむか︒小渕さんになっているわけで

ナリオ︑こういうことだと全部文章を作ったんです︒A4の用紙

った︒メモを作って︑那覇軍港の取り扱いについてはこういうシ

は僕自身が官房長官に会おうということで︑そのための準備に入

果としてはこういうやり方では駄目だなということで︑最終的に

たから︑これは自民党ゼロになるという状況が投票前に読めたん

したがって自民党は通知ない︒二区の仲村さんはまだ自由党でし

これはまあ単独で通るだろうと︒三区は上原康助・社民党が通る︑

仲村︵正治︶さんという方で自由党から自民党に入った人ですが︑

ん出ているけれども︑これは当選しそうでない︒それから二区は

前の衆議院選挙︑総選挙ですね︒その時に一区は自民党はもちろ

すから︑小渕総理にどうぶちこむか︒村山さんを使うか︒誰を使

の三枚ぐらい作って︑それを大田知事に見せて︑﹁これでいいん

です︒その話は官邸サイドは私に＝言も言わなかった︒もちろん

ったらいいか︒はたまた民主党を使うかということを考えた︒結

だったら私は動くよ︒そうでなければ私は動きませんよ﹂と言っ

ある日突然︑沖縄三区の嘉数知賢という候補者︑今も国会議員

選挙のことだから︒

本筋ではないから直したんですが︑﹁それでいい﹂と確認した︒

で︑九州比例で通った人ですが︑私の部屋︑副知事室に飛び込ん

たら﹁いい﹂という︒部分的な手直しはあったけれども︑それは
立会人として︑当時副知事は出張中でしたから︑出納長を同席さ
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しいずれにせよ那覇軍港問題でしたので︑﹁いずれにせよ検討し

という話が出始めていた時期です︒同時に海上基地も自民党の稲

比例の上位に位置づけてほしい﹂という︒﹁何でそれを俺に言う

てください︒大田に会ってくれ﹂と言ったら︑﹁気持ちはわかり

できて︑﹁頼む︒一生のお願いだ﹂という︒﹁何だ﹂と言ったら︑

のか﹂﹁吉元さんから電話してほしい﹂﹁俺は選挙のことでこんな

ました︒言っている意味も全く異議ありません︒しかしいま私が

嶺さんはノーと言う︑ということも出回っていた時期です︒しか

ことを︑ましてや自民党のことでやるわけにはいかん﹂と言った

大田に会うと︑後ろから鉄砲を撃たれる﹂という話をするんです

﹁自民党本部︑相対本部の野中さんに電話を入れてほしい︒九州

んですが︑﹁とにかく検討してほしい﹂ということです︒

ね︒やっぱりなと思った︒この時期はそうかも知れないなと言い

そのあと︑そのことを大田さんに報告した上で︑大田が官邸の

まあよせばよかったんですが︑ひとつぐらいやったらどうか︑

トップあるいはナンバー2と会う仕組みを作ったんですね︒毎年

ながら︑﹁いずれにせよ会う場︑やり方についてはいろいろ考え

いいじゃないかという話が出たりした︒ある日︑野中さんに電話

どうせ三区は上原康助が当選するし︑吉元さんの顔をつぶさない

を入れてその話をしたら︑向こうがびっくりして︑本当に吉元さ

秋に全国知事会が官邸で開かれるんです︒そこには大田を出席さ

てください﹂と言って︑別れるんです︒

んかと言うから︑そうだと言った︒結果として︑選挙区では落ち

せる︒それは全国知事会のメンバーですからノーとは言わない︒

から︑ひとつぐらいは将来のために自民党に貸しを作ったほうが

たけれども︑比例でその人は通ったんです︒

その線で動いていたんですが︑急遽その直前になりまして︑大

そしてその時に立ち話でもしながら︑できれば大田さん︑私の部

に会ったときも﹁あの時はすいませんでした﹂なんて私に言うも

田さんが全く別な動き方をしたんです︒県庁の部長クラス︑自治

その時以来︑野中さんが僕を見る目が変わってきた︒それ以前

のだから︑私も﹁このことについてはほんとうに恥を忍んで電話

省から来た職員を使って︑官邸︑総理と会う︑あるいは官房長官

屋にどうぞ︑とひとこと言わせてもらおうという取り組み︑をして

したんですが︑このことはもうないことにしてください﹂と言っ

と会う働きかけをさせたんです︒この話を︑俺がさせているとい

はわからないけれども︑何か気にし始めたというか︑ということ

た︒﹁しかしあの嘉数君はそんなこともあるのに︑吉元さんの議

うふうに官邸サイドは錯覚して︑﹁吉元さんともあろうものがこ

みたんです︒

会での同意のときには自民党県議を説得し得なかったからな﹂と

こまでやるのか︒極秘の問題をここまでやるのか﹂と誤解された

がありました︒野中さんと．そんな話があったんですね︒野中さん

笑っていたので︑﹁いや︑もう終わったことは言わないでくださ

私はびっくりして︑﹁これは私のやり方とは違います︒私はシナ

節があって︑その旨をある人を通じて私のところに電話してきた︒

それで去年の九月の大田さんとの話で那覇軍港の取り扱いにつ

リオを作って︑それを渡しているだけであって︑これは私はやつ﹂

い﹂と言いました︒

いてのメモを渡して︑詳しく説明した︒野中さんはびっくりした︒

ていません﹂と言ったけれど︑﹁いや︑そう思われている﹂と言

うから︑電話を切ったあと︑直接ここから知事室に電話を入れて

それはさっきおっしゃったようなことですね︒
吉一兀

大田さんに話したんです︒﹁何をやっているんだ﹂﹁いや︑そんな

伊藤

さんはこれでいいのか﹂という︒﹁私は大田に頼まれて来たんで

ことさせていないつもりだ﹂﹁いや︑あんたはこういう職員を使

そうです︒びっくりして︑﹁そんなこと︑ほんとうに大田
す﹂といった︒ちょうどその頃はもう自民党の候補者は稲嶺さん︑
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ってやっているじゃないか﹂と言ったら︑﹁いやあ︑みんな努力
しろと言っているので︑みんなに言っているだけだ﹂と言うから
﹁もうやめてくれ︒この話は全部私は手を引きますから︑なかっ

なしていればそうでもなかρたと思うんだけれども︑今度の選挙

では︑基地問題と若者の失業率︑県内の企業の倒産︑この三つで

負けましたからね︒失業率と企業倒産は︑沖縄の問題ではなくて

全国との連動です︒しかしこの知事では︑というふうに使われた︒

キ

たことにしてくれ﹂ということで︑全国知事会の直前に私はこれ

﹁県政不況﹂というス乱雲ーガンですね︒しかし︑県知事選

それは電通さんがうまかったですね︒
佐道

から手を引くんです︒そういうことがありましたね︒

ですから︑やることなすこと︑ことごとく場当たり的なことし

けれども︑結局選挙運動の演説ではひとつも言わなかったですね︒

の前にも自分は言う︑共産党と喧嘩をしてでもやると言っていた

兵隊を移すという話についても︑二年前からの話で︑去年の選挙

ビラをひとつも出さないんですね︒﹁県外﹂に普天間を移す︑海

らず︑僕を走らせたにもかかわらず︑選挙本番のときはそういう

進するにあたっての八年間のスケジュールというんですか︑タイ

る︑二期ですよ﹂ということです︒それは二人の︑この行政を推

のは︑﹁私は二期ですよ︒一期では駄目︑二期︒三期では長すぎ

吉元

んは第三期は無理だと思われたんですか︒

まとまるわけですけれども︑先生はもう早い段階でやはり大田さ

挙にあたって︑保守の側は最初は対抗馬をなかなかまとめ切れな

それはもうすでに私のほうでは︑苫東への普天間の移設を前提

ムテーブルの中にきちんと位置づけたつもりです︒したがって三

かやれない県政がやはりあの時期にありましたね︒選挙のために

にして︑北海道にも手を回して︑北海道の月刊誌︑ローカル誌が

期は︑沖縄のもう一つの課題である特別自治区︑自治県構想を出

いという状況でしたよね︒上原さんの名前があがって︑結局︑上

ありまずけれども︑これに出たんです︒南東の活用についてのア

そうということで準備していたんですね︒その三期を誰に担がせ

は︑オール・オア・ナッシングではなくて︑軍港問題は自分のイ

イデアをいくつか入れて︑提案を入れて︑その中のひとつにこの

るかという問題はもちろんその密なかったわけです︒しかし︑政

原さんは駄目で︑八月ぐらいになってやっと稲嶺さんという形で

海兵隊の問題が入っていたんですね︒これも去年の九月か十月に

党からいろいろなことを言われながらも︑一昨年の九月議会以前

ニシアティブで政策を掲げ︑県民に訴えたいと言ったにもかかわ

出ているんです︒これもデータをあげて︑こういうものがあるん

までは︑大田さんは本当かどうか知らんけれど︑﹁次は﹂という

表現で︑吉元の名前を言った節があるんですね︒これはしかし確

大田さんは最初の立候補のときA本人が明確に私に言った

だから大胆に言いなさいと薦めたけれども︑結局言わなかった︒

ですから︑選挙はいろいろなことをやりましたし︑本番に入っ

認できないから本当はどうかわからない︒

結果として私が県庁を降りて︑去年の一月になりますと︑経済

ても手伝いました︒ここが選言みたいになって︑やりましたけれ
ども︑結果としては県民からはこの人では基地問題は進まないと

その際︑保守側からは出さない︒もうとにかく無投票で出そう︒︑

界が一月下旬あたりから動き出して︑吉元さんを知事にしょうと︒

派に対する対応がゼロだったということです︒もうひとつは大田

いま一番大事なのは︑国との関係もさることながら︑県民がやっ

いう見方をされたということです︒つまり中間派に対する︑現実
さんでは日本政府が相手にしてくれないということで︑今後沖縄

とここまで来たんだと︒同時に経済界もあれだけの力を入れて︑

国際都市形成構想を了解し︑本気になって基地返還アクションプ

はもっと孤立するぞ︑ということを言われましたね︒

この二つは結果として︑先ほど言ったような問題を一つずつこ
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す︒その説得の中のひとつに学者グループもいたんですね︒わり

あとは個別バラバラでいろいろな人を通じて私の説得に入るんで

なんです︒去年の一月下旬ですね︒これは二月末まで続くんです︒

にならないというのが︑県内経済界の四巨頭が僕を説得した理由

てきたわけですから︑この仕事をやってきた吉元がいなくては話

ログラムを了解ではないが理解し︑全県フリーゾーンを自ら決め

からね︑沖縄で︒だんだん孤立するんです︒結果として︑彼は社

得ないと言う︒そのうち︑本人がその気になって︑工作を始めた

はノーと言うし︑社民党本部もノーと言うし︑そんなことはあり

ということですね︒彼はまだ社民党だったんですね︒沖縄県本部

けた節があるんですね︒大田にぶつけるには上原康助しかいない

から出るんです︒国会議員の中で︑自民党サイドからそれを仕掛

ら四月にかけてですか︒上原康助を出そうという話が東京サイド

もうひとつは僕が参議院に当選して出た場合に︑沖縄問題の窓

とこれは広がっていたですね︒

問題の処理を誤ると︑国との問でパイプがなくなる︒それでは大

口を一手にやるのではないか︑衆参問わず政治的に︑というふう

民党を出ることになるんですね︒

田が仮に続けても意味ないじゃないかということとの関係でしょ

な誤解︑錯覚を︑上原さんは先取りした︒だから社民党に残って

その時は反大田という意味ではなかったんですね︒まあ︑この

うね︒つまり善意で理解すれば︑大田と吉元が作ってきた︵彼等

いてもしょうがないということで︑自分をこの際高くしょうとい

うことで民主党に行ったんです︒これは沖縄のマスコミの言い分

に言わせれば吉元の案だと言うんだけれども︶この県民ぐるみで

作ってきた沖縄を二十一世紀にどう乗せていくかという仕事は吉

には同じことを言う連中がおりますね︒そのころ︑私の参議院選

です︒本当はどヶかはわかりません︒しかし︑沖縄の皆さんの中

私は断ったんです︒だいいち︑私は与党からノーと言われたん

挙について︑どうして社民党から出るかと言って笑われました︒

元にやってほしい︑というのが僕に対する要請だったですね︒

だから︒あれは副知事だからノー之言ったんで︑知事になると言

は睦ません︒それはもう考えられないことです︒経済界の方も大

しても︑大田を私が担いだんですよ︒大田が出るのであれば︑私

ているんですよ﹂と言うと︑﹁わかっています︒もうわが党に来

だ﹂という︒﹁ちょっと待ってください︒おれば社民党に関わっ

菅直人さんから電話がありまして︑﹁比例に出てくれ︒比例一位

実は二月の申旬︑知事選の話がなくならないうちに︑民主党の

田さんに対しアクションを起こしていた節がありますが︑三期目

てください﹂と言っているので︑その時に﹁いやちょっと待って︑

ったらまた別だという話があったんだけれどもね︒これは冗談と﹂

rについて何も言わない︒少し感情的になり始めた︒つまり国との

それはできませんよ﹂と言ったけれども︑﹁とにかく考えてくだ

さい︒一週間後に電話します﹂と言うんです︒一週間後に韓国に

＼パイプがなくなって三月段階から開き直り始めたというふうな言
い方を私にしていましたね︒

しかしいずれにせよ︑それは別として︑国政の話に私が乗った

行っていた菅直人さんから電話があって︑﹁どうか﹂と言うから︑

いう声が出始めて︑その話が表に出てくるんです︒・三月下旬から

のは︑．ひとつはやはり断絶している県と国との関係をなんとかし

二月下旬頃から︑社民党本部の土井さんや村山さんあたりから︑

四月掛かけて︒したがって経済界の皆さんも︑吉元には国政レベ

て︑もし国会に足がかりができるならば︑何らかの形で沖縄問題

丁寧に断ったんです︒また今年もあるんです︒民主党からはね︒

ルの話が出ている以上︑もう話をしてもしょうがないということ

のつなぎを切り拓き︑また新たにやりたいという気持ちがあった︒

あるいは九州のかつての私の仲間．から︑吉元を参議院に出そうと︑

で収まっていくんですね︒ですからその時期ですよ︒三月下旬か
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い頃︑二十代の後半で復帰協の事務局長をしたときに︑社会党を

それともうひとつは︑やはり社会党との関係というのは︑私が若

レベルでは︑というところもあって︑これを性根を据えてバック

が出てまいりますね︒それは今の沖縄では大きいけれども︑全国

らの資本が入ってくると非常にきつい競争にさらされてというの

に入党したといヶ経緯もあった︒だから﹁頼む﹂と沖縄の仲間か

団体︑農業と水産業は消極的だったけれども︑結果として十団体

吉元

ころもずいぶんあるんじゃないでしょうか︒

しょうけれども︑やはりそこまではどうか︑と思っておられると

アップしていこうと思っておられる方ももちろんいらっしゃるで

窓口に︑総評を窓口にしながら復帰運動を全国化したときからの
つき合いですから︑そういう意味では非常に長いつき合いがあり

ら言われれば︑あるいは党中央から言われれば︑まあ土井さんや

が︑三年︑四年ずらして二〇〇五年からと全会一致で決めた︒こ

ますし︑復帰直前に上原康助さんを国政参加の初選挙に出すため

村山さんに言われれば︑ノーと言えることはなかρたんですね︒

めて︒それは何かというと︑結果として投資の自由化︑貿易の自

こは県民の動きですよ︒県民の大論議ですよ︒ひとつの首長を含

大事な部分ですね︒経済十団体が︑八団体が積極的で︑二

そういう意味では義理と人情の問題で︑私は関わったんですけれ

ですから大田さんは︑三期目についてという話がさっきあった

由化ということは避けられないという沖縄県民の認識ですよ︒そ

どね︒

けれども︑三期目は最初は意識していなかったと思います︒しか

縄は一種のフリー・トレード・ゾーンですよ︒沖縄独自のね︒そ

れは本土より︑私たちは戦後の二十七年間︑その生活をしてきた

れで︑外資導入というのは︑積極的にアメリカがその外資導入を

し結果として︑去年になって追い込まれて︑開き直ったと思いま
いう気持ちとか︑彼自身の負けん気の強いあの性格からすると︑

沖縄に押しつける︒沖縄はそれに抵抗する︒地場産業を育てたい

んですね︒戦後の二十七年間︑復帰までというのは︑文字通り沖

どうしても勝ってやるという気持ちがあったかも知れない︒勝つ

という競争の中で沖縄は生きてきたわけです︒

すね︒自分がやらないと︑この間やっていたのはどうなるんだと

ったかも知れない︒

現副知事になっているような人︑あの人は銀行のお方ですけれど

ということですね︒けれども細かく見ていくと︑例えばそれこそ

i・ゾーン等々の問題についていちおう合意はできて︑認めよう

縄の中小企業ではまだ独自で貿易取引しているところがあるんで

さんは︑従来食べていたタイプのもの︵を食べたい︶︒だから沖

れほど違和感はないけれども︑しかし︑いまもってお年寄りの皆

んです︒結果的には︑今は国産品を使ってい衷すけれどもね︒そ

私たちは復帰後何年間というのは嗜好を変えるのに大変だった

ね︒本土からではなかったんです︒

ら肉関係の缶詰にしても︑これは全部外国から入れていたんです

ケチャップにしてもマヨネーズにしてもバターにしても︑それか

入れていたんですね︒日本からはそれほど多くなかった︒だから

つまり沖縄の日常生活︑食材もそうですが︑外国からほとんど

ことによって︑国との問も切り拓いていくという強気の見方があ

実際に力があれば︑ですね︒

まあ︑そうでしょうね︒

﹁伊藤

吉元

先生の説得に経済界の巨頭らが会いに来たということは非

■フリー・ゾーン構想
佐道

も︑反対の論陣を張るとか︑もちろん農業団体もそうですけれど

す︒沖縄はこれを体験したという相当大きな意味がありますね︒

常に興味深いんですけれども︑ひとつわからないのは︑全県ブリ

も︑すべてオープンにしてしまうと︑本土やいろいろなところが
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交流の中で発展しようかという考え方を持ったのもそういう意味

現に沖縄が経済界と一緒になって福建省を窓口に︑中国との経済

洋の動きを敏感に感じているところはないです︒現に台湾との話︑

増えているけれども︑しかし︑そういう中で沖縄ほどアジア太平

たわけではない︒働く場が増えたわけではない︒もちろん人口も

しかし︑どうもうまくいかないでしょう︒県内経済界が力をつけ

った︒復帰後は日本という枠組の中で安心しきってきたわけです︒

に封鎖されていたけれども︑そういう形でしか生きてこられなか

経済界もその中で生きてきたんですから︒完全に沖縄というもの

私なんかがあの時に議論したのは︑WTOに中国がいつ入るか

ならないと思うのか︑日本だけが別と思うのか︑ということですね︒

ーダーレスというんですか︑自由化というんですか︑そういう形に

という話ではなくて︑沖縄の二十一世紀をどうするか︑本当にボ

分のところの親分と話しなさいと︒だから学者として学問として

いんじゃないのと︒そこまであなたが命をかけるんだったら︑自

かと︑僕は逆に言っているんです︒マスコミを通じてね︒．︑おかし

銀の会頭が経済界のトップにいるんだから︑彼を説得しなかった

んが墨銀におりながら調査部を長いことやりながら︑どうして琉

感じゃないですか︒その中でAPECのあの内容でしょう︒そし

らすると︑地政的な意味からすると︑世界の動きに対して一番敏

そういう意味ではやはり沖縄が日本全体の中での歴史と環境か

は︑香港の学者︑台湾の学者︑その仕事をしている人︒さらには

たのではなくて︑例えば全県フリー・ゾーンの論議をしたときに

ほど大きく違っていなかった︒しかしその論議は沖縄だけがやっ

だけれども︑・これはほぼ今年末ですね︒結局当時の見通しはそれ

という問題でした︒これも二〇〇〇年とわれわれは見たんです︒

て農産物の問題もそうだけれども︑どんどんウルグアイ・ラウン

田中直毅さんなんかが入ってきて︑その議論を一所懸命やった︒

でしよう︒

ドの問題で切られていくでしょう︒WTOの話はもう来年から始

沖縄づくりを国際潮流の中で挑戦していこうというまとまり方を

もちろん議論の浅さはあったかも知れないけれども︑しかしひと

どうしたらいいのか︑という話でしょう︒その中で先行メリット

したというのは︑沖縄にもかってなかったし︑日本の地域社会に

まるという︒何がターゲットかということはみんな知っているわ

として︑日本全体がそうなるまでの問に何年間︑沖縄に特別な仕

もないんじゃないかと思いますね︒

つの地域が特別な制度をとってでも︑一国二制度的でも︑新しい

組み︑しかも特別県制という一国二制度的な制度的にはいわば全

佐道

けでしょう︑あの頃から︒ですから自由化は避けられない︒では

く別な仕組みになりますからね︒税法でもそうですがらね︒そう

かも入った︒県の方はそうやってプランを出す︒今度は官邸とか︑

それは田中委員会と言われたグループですね︑稲盛さんと

いう仕組みがもしできるならば︑それに入ってみるか︑という話

政府︑国の側ですよね︒

ひとつは︑許容できる範囲は何かということですね︒それ

駄目だという意見もあります︒それは論議させればいい話で︑そ

この考えで自民党のその部会は徹底しているわけです︒そのため

係省庁の考えるところです︒特に税制を中心は大蔵の考えです︒

は現存する沖縄振興開発特別措置法という中に︑自由貿易の制度
−がありますから︑この枠組でどこまで広げられるかというのが関

吉一兀

ですよ︒

これは経済界のリーダーは異論なく全部そうなりますよ︒もち
ろん学者の中ではノーと言った人もおります︒農業関係の勉強し

れは工夫させたらいいかと思いますよ︒ですから︑そういう意味

に自民党のその部会を使いながら︑官僚が動かしているわけだか

ている人とか︑経済の中でも牧野君︑今の副知事みたいに︑全く

では全県フリー・ゾーンの問題で︑私に言わせれば︑なぜ牧野さ
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では︑この種の議論を大胆にやりました︒なぜノー・ビザが駄目

だなと思ったんです︒ですから沖縄政策協議会の幹事会という場

そう考えていくと︑私たちは官邸を攻める前に︑やはり関係省庁

とえ一人で﹁うん︑大丈夫だ﹂と言っても︑そんな問題ではない︒

ら︒そこにどう挑戦するかです︑この話は︒だから橋本さんがた

かし︑一国二制度論議はしました︒突きつけました︒私がメモを

加藤さんとはその中身の細かいことまではできませんでした︒し

らないという人が二人いました︒一人は幹事長の加藤さんです︒

吉一兀

大反対とかですね︒

山中貞則さんとか宮下創平とか林義郎とかあそこらへんがみんな

私が現役の時に自民党のキーマンとして説得しなければな

なのかという議論ですとか︑さらにはどうして一国二制度的な仕

省庁がどこまでそれを本気に思ったか知らないが︑あとは官邸と

の確認は何ですか︑という議論をさかんに吹っかけました︒関係

いう話をした︒一国二制度的な仕組みをとってもあり得るのでは

ばかりで論議しました︒沖縄の将来についてどうするつもりかと

いう忙しい人と︑日中三時間︑都内のあるところで徹底的にそれ

作って出したこともあります︒十分とはいえないけれども︑ああ

政治︑つまり政治を動かせばそれに近づくだろう︒しかしそれは

ないか︑ということです︒

組みがいけないのか︒日本の将来はどうなるんですか︑APEC

大変困難だなと思った︒

それともう一人は自民党大蔵族の親分である山中貞則さんです

始めと終わりには挨拶ぐらいには行きまずけれどもね︒しかしこ

その中で私たちが経済界対策をやったわけです︒これは稲盛さ

う方々と議論をし︑しかも時の政権のこの種の政策に関わってい

の問題だけは︑向こうを通さなければいけないと思ったものです

ね︒山中さんとは昔からよく知っているので︒調整監時代からい

る経済界の代表という意味ではある程度絞って︑徹底的に議論し

から︑議論を吹っかけました︒いの一番に山中さんが︑﹁大田は

んの話とか出たけれども︑その程度ではありません︒諸井さんを

ました︒その会社まで乗り込んで︑社長室に入って議論しました︒

経済はわからないけれども︑・お前をつかって全県フリー・ゾーン

ろいろなことを⁝⁝︒私は自民党を通して各省庁の予算を取ると

僕は牛尾さんは非常に大胆なことを言ったと思う︒考えられる︑

を出すとははけしからん﹂と言うから︑﹁ちょっと待ってぐださ

どう動かすか︒これは何回も相当突っ込んだ議論をしました︒そ

とまでは明確にわかったけれども︑そういう匂いはしました︒諸

い︑あなたはどこまで内容を知っているか知らないけれども︑あ

いうやり方は政策調整監になってからはやっていないんですよ︒

井さんの場合は少し慎重でした︒しかし︑いずれにせよ︑そこを

れは私の案です﹂と言ったら︑苦笑いをしていた︒﹁いずれにせ

れから牛尾さん︒それからあと一人︑ど忘れしたけれど︑そうい

通じて官邸をどう動かすか︑自民党をどう動かすかという話にな

よ︑先生とは徹底した話をやるために改めて来ますので︑少し時

間をいただきたい﹂と言ったら︑﹁わかった﹂ということで︑そ

った︒しかしこの話は︑実は私が現役の時に最後のまとめをした
話で︑その直後私はいませんから︑これを政府と県が経済界をふ

れ以後会っていないけれどもね︒

それからこの話の布石のために︑その年の通常国会の中で沖縄

まえて︑県が庁議で決定して︑国に出す︑この時僕はいないんで
す︒だから表の仕事に移るときには僕はいなかったので︑その後

米軍用地特並製の改正がされた時に︑政党間で沖縄決議をしても

らったんです︒その時に実は︑自民党・さきがけ・社民党の政策

のことについては少し残念でならないけれど︒

佐道

合意があるんです︒その中に一国二制度的な仕組みという経済振

状況だけみますと︑先生が県庁から離れられた十二月のあ
と︑自民の税調等々ではとんでもないという話で盛り上がった︒
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興の言葉を入れさせました︒それから民主党と自民党との問で︑

地域が出たことに戸惑いと驚きと憤りを関係省庁は持ったかも知

目か五項目でしたか︑まとめをさせました︒そういう意味では国

つまり二十一世紀の沖縄のグランドデザインを描く場合は避けて

もっと先にすべきではないですか︑と言いたいぐらいなんですね︒

れないけれど︑僕に言わせれば︑むしろ遅いな︒そういう議論を

政レベルにおける有力な政党・にこれを理解させるという努力はや

通れない課題です︒私たちは現に中国の沿岸部の経済特区も見て

一国二制度的とまでは書いていないけれども︑かなり大胆な七項

りました︒例えばこれは全県フリー・ゾーンだけではなくて︑ノ

そういうシンクタンクか︑国策を作り上げるぐらいの能力のある

きているし︑香港もいつも見ているし︑台湾も見ている︒その中

シンクタンクがあるとすれば︑もうすでに作っていてもいいはず

ー・ビザの問題などを含めてですね︒いずれにせよ︑沖縄を少し

ですから沖縄の国際都市形成構想というのは︑それだけが生き

だと思いますね︒安全保障についてさえないから︑ちょっと困る

で本当に日本はどういう形で生きていくんですか︒沖縄はもっと

ているのではなくて困基地問題︑それから経済活性化のための仕

んだけれどね︒

先に走らせてくれないかと︒そのあいだ︑許容できる範囲で基地

組み︑そして全体的に言えば完結するであろうもうひとつの課題︑

まあ︑そうですね︒

ひどくなりますよ︒ということは︑私に言わせれば︑もし日本に

大田県政の三期目にやろうとしていたいわゆる特別自治区︑そこ

伊藤

そのときに自民党では加藤さん︑山中さんに話さなければ

を担ぎますよと︒先ほど言った長さですね︒

まで実は考えていたんですよ︒

佐道

は自由な国際競争の中で生きてきたんですよと︒その経験をして

かなりのところでフリー・ゾーンだったんですよと︒まさにこれ

た︑一国二制度にあった︑その時の経済の仕組みなどについては︑

吉一兀

その議論より︑沖縄は戦後二十七年附そういう体制にあっ

ですが︑そこまでやるのか︑沖縄は︑ということが出てきませんか︒

あるというと︑ほんとうに根本的に発想の転換があるような問題

二制度で大変なことですね︒それをさらに全県フリー・ゾーンで

て︑本当に自由貿易地域を作るということだけでも︑これは一国

を拡大したものぐらいにしかすぎないですね︒それを規制緩和し

にあるものをフリー・ゾーンと言っていますが︑あれは保税倉庫

側は︑例えば沖振法にいう八八年にできたあの︵那覇︶港の近く

に︑彼がどう考えていたかがわかりません︒それほど総理とこの

たのは︑受けとめたと思います︒問題はそれを実施していくため

あったけれど︑そういうのは小手先の話で︑私たちが問題提起し

するかとか︑沖縄の自動車道の料金をどう安くするかという話も

えば空港の離着陸のため︑あるいは燃料のための部分をどう安く

があるかということは勉強された節がありますね︒ただ単に隅例

しかし︑かなり︑なんとかしなければいけない︑どういう仕組み

全県フリー・ゾーンをいきなりOKするとは思いませんでした︒

吉元

ますね︒これは影響がありましたか︒

本政権の最後の段階で官房長官が梶山さんから村岡さんに替わり

いけないと思っておられたということですけれども︑ちょうど橋

吉元先生を中心に県の側はそうかも知れませんが︑政府の

いる沖縄が︑次に来るAPECの︑その節目に来る日本を頭に置

問題で詰める時間が私の時代にはなかったですから︒梶山さんと

佐道

くと︑今からどうずればいいかということは︑沖縄が一番わかる

の問ではもっと大胆に議論しています︒なんで一国二制度が悪い

のかと︒彼は悪いとは僕にひとことも言わなかったですね︒どう

あったと見た方がいいんじゃないですか︒私は橋本さんが

のではないですか︑という理屈なんです︒

だから制度の中身がいいか悪いかよりは︑そういう発想をする

127

︑

の国土を守るとまで言われているコメ︑食糧問題に関わらせて国

その他を国際的な競争力の中で保護している︒そしてそれが日本

にとってみればかなりきつい課題なんでしょうね︒国内のコメや

考えているかは明らかでなかった︒つまりこの問題は︑日本政府

りわけ基地を抱えている市町村でいろいろな問題が起こっている

の問題にタッチするようになってわかるようになったですね︒と

験しているし︑沖縄の市町村の財政事情は︑官房長官になってこ

吉元

ていますけれども︑あの役割がはっきりわからないんですけれども︒

沖縄懇談会がありますね︒こちらに来ていろいろ調査をされたりし

出発は梶山さんのアイデアです︒梶山さんは自治大臣も体

るというのはきついと思うね︒それは承知の上です︒でもこの問

土保全の問題まで出してきている理屈の中で︑沖縄地域が先行す

町村に限ってやろうじゃないかというのが梶山さんの出発なんで

なければならないということで︑まずは地域振興を︑基地所在市

といヶことがわかったんですね︒ですからその部分もどうにかし

佐道

す︒その時にその相談を受けました︒私もそれに限って言うなら

題は︑日本にとって避けて通れないと思います︒

る︒その他例えば前々からの行きがかりでいうと︑下河辺さんと

ば︑賛成します︒確かに過疎地域︑離島振興というのがあるけれ

自民党の政治家に会われる︒．それから財界の方にも会われ

か沖縄にもかかわっておられて︑実際︑裏でいろいろ動いておら

ンプログラムを作ってやっているときには︑橋本さんや梶山さん

りません︒国際都市形成構想をつくり︑そして基地返還アクショ

れでわかった︑その枠組で行こう︑と言ったかどうかまではわか

たから︑充分に意見交換をしています︒ただ︑下河辺さんが︑そ

吉元

い︒特別な手当をしたいという︒これには私は賛成しました︒だ

十分な部分をどう埋めていくのか︒それを考える場として作りた

せん︒そういう中で︑じゃあ基地を抱えている市町村自治体が不

る意味では国の補助金行政の一環ですから︑あまり効果がありま

道路の補助金が足りないからそこから金を出すとかいう形で︑あ

資金どいうもので事業補助をするだけでしょう︒これだけでは︑

基地を抱えた部分については︑防衛庁が抱えている基地周辺整備

ども︑あるいは都市についてもいろいろな方式があるけれども︑

れたということですけれども︑やはり下河辺さんとかとは連絡を

の仕事を担いで︑密使という形で沖縄に入って︑その時にはさか

けど私は明確に言いました︒これが基地を固定化し︑基地を容認

充分とつていたんですか︒

んに論議をしました︒だから基地返還アクションプログラムにつ

するための仕組みとして出てきたら私は反対しますよ︑と︒それ

もちろん︑私が行けない時は県の担当部長が走っていまし

いては全面的にOKをしていない︒しかし︑なんとかしなければ

てほしい︒私たちは基地固定化のために︑あるいは基地受け入れ

た連合沖縄の渡久地会長から叱られました︒﹁今の発言を撤回し

が遅いんじゃないか﹂と逆の言い方をして︑そのメンバーであっ

の促進のためにごの問題をやっているとするならば︑少しやり方

じことを言ったことがあります︒﹁あなたたちは基地︑SACO

長との意見交換会を︑那覇市内のホテルでやったときに︑私は同

出発したあとですが︑一度このメンバーと︑県の三役と担当部

は全く違う︑という形で出発じました︒

いけないということについては充分理解していた︒国際都市形成
構想については︑ほぼ完壁に新しい全国総合開発計画の中に取り
入れた︒だからネーミングまで使われたということもありまずけ
れどもね︒全県フリー・ゾーンの問題についてはそれだけが問題
ではなくて︑その他たくさん課題があったんです︒ずいぶんバッ
クアップしてもらっています︒しかし︑全県フリー・ゾーンとい
う問題については︑下河辺さんのほうから最終的にどうだという
もうひとつ例の梶山さんの私的懇談会という︑島田さんの

結論を私自身は聞いていません︒

佐道
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ックしたことがあります︒しかしこれは私がいる問の話です︒

そういうことは絶えず私は牽制をし︑逆な言い方をしながらチェ

よ﹂と言うから︑﹁わかりました﹂と︒それで終わった︒だ．から

のためにこの仕事があるというふうに受けたわけではあ呼ません

意味では言われるように︑私が作ったというよりも︑大田県政が

んです︒この連中からメモを見せてもらったんですが︑そういう

のか︑どこに問題があるか﹂と怒鳴られて帰ってきた連中がいる

を︑知事が替わったからといって︑どこを変えなければいけない

伊藤．それは政策というよりも政治の問題ですか︒

やってきた仕事を消したいという流れがありますね︒．

と心許ないですね︒ちょっと逆になっているのではないか︒むし

吉元

その後︑去年から今年にかけて何が行なわれているか︑ちょっ
ろ懸念した方向に走ったんじゃないかという気がしますね︒大田

ン︑グランドデザイン︑国際都市構想などの表現を変えて︑二十

しかし︑そういう形でひとつずつ変えつつあるというのを最近は

いし︑産業の将来を検討していく構造的な問題にもつながらない︒

乗せるかの話ですから︑それはグランドデザインにもつながらな

プランどなりますと︑話題が限定されてきて︑既存のものにどう．

一世紀経済振興ブランという表現をしているでしょう︒経済振興

そうですね︒政治の問題ですね︒だから二十一世紀ビジョ

県政との問で︑官邸との問でパイプが切れて︑沖縄政策協議会が
ストップした︒その間︑地域の基地対策︑基地容認という国策を
推進するための手段に使われたという懸念を︑今はせざるを得な
いですね︒ちょっと厳しい言い方かも知れないけれど︒
そうですね︒彼自身メンバーだったんですからね︒

伊藤．稲嶺さんの方向はそうだということですか︒
吉元

少なくともその国際都市形成構想を推進されているときに

感じます︒

佐道

は︑沖縄県側が問題提起をして︑それに国がどこまで対応できる

■稲嶺県政への不安

かというキャッチボールだったのが︑今は政府が何をしてくれる

何か吉元先生が推進されてこられたものを︑叩き壊すとい

れども︒

伊藤

吉元

吉元

いますか︑そういう方向がかなり強く出ているというような印象

ムとか全県フリー・ゾーンとかという︑いわゆる三点セットで沖

憤りもあった︒つまり︑九五年九月四日の問題︑そして九五年十

かを待って︑受け身になってしまっているという感じがしまずけ

縄の二十一世紀グランドデザインを描いた部分を︑そういう流れ

月二十一日の問題︑そしてその間に大田知事が県民の意志を代表

を受けますが︒

で自分は踏まえ切れないというところはあるみたいですね︒かと

して︑強制収用にノーと言って︑最高裁まで戦った︒そのときに

それは国際都市形成構想とか基地返還アクションプログラ

いって︑すでに国の基本的な施策である国土開発計画の中に織り込

国がどういう気づき方をしたかですね︒沖縄に対してどういう目

沖縄問題を切り拓くために︑悲しい事件もあった︑県民の

まれている部分は否定できない︒これはわかってきたみたいですね︒

所懸命にそういう枠組を作って︑下河辺さんに相談に行ったら︑

変えろ︑二十一世紀ビジョンを作り直せと言われて︑事務方が一

それを日米間で協議していくSACOの場を作った︒次に橋本さ

基地問題協議会をつくり︑そこに沖縄からの問題提起を受けて︑

ておいたのが問題だつたということで︑政府をまとめて沖縄米軍

の向け方をしたか︒村山さんは基地問題については︑やはり放っ

下河辺さんが怒鳴ったそうなんです︒﹁なんでそんな必要がある

んのとき︑その延長線上で沖縄が二十一世紀のグランドデザイン

この間︑今の企画担当の副知事に国際都市形成構想というのを

・のか︒百年から二百年の長さで腰を落ち着けて取り組むべき課題
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クトであっても︑それは沖縄開発庁という道があるんです︒関係

縄の同意を得るというのは︑通常の行政あるいは新しいプロジェ

各省庁が沖縄にこれをやりたい︑あれをやりたい︑そのために沖

た︒つまり二つとも︑沖縄の提案を受けて検討する場なんです︒

ては橋本さんが基本的に捉えて閣議決定で沖縄政策協議会を作っ

いよ︑今の延長線上では駄目ですよ︑といって︑そのことについ

を描いて︑それを国に沖縄の二十一世紀はこうでなければいけな

た意味がなくなってくる︒そういう意味ではちょっと残念ですね︒

紀グランドデザインを国策として︑全国総合開発計画に位置づけ

振興開発計画という次元にとどまるのかな︒それでは︑二十一世

ば︑次はポスト三次振計という形で︑また国の枠組の中で沖縄の

ているのかというのがまだ見えない︒まず基地問題をクリアすれ

そうするとこの県政は︑そのあと二十一世紀に何をしょうとし

味とも違うし︑沖縄県民がそれを位置づけた意味とも違う︒

知っているかな︒もうひとつは︑沖縄の経済界︑経済の中で統計

今の県政︑知事︑そのプロセスに関わっている人も中身を本当に

いう意味は何か︒従来︑沖縄開発庁を通じては問題を出せなかっ

的に過去を知っている人︑ものも言える人を副知事にした︒この

省庁︑縦割りあるんだから︒そうでない仕組みを官邸に作ったと
た︒基地問題だったら担当でないという︒外務省も逃げる︒防衛
庁も逃げた︒しかし︑少なくとも基地問題について官邸と直接話
もうひとつは︑二十一世紀のグランドデザイン︑つまり通常の

縄県から出てこない︒なにかしら︑市町村レベル︑地域レベルの

り︑提唱しながら︑大胆に国に求めていくような仕組みがいま沖

﹁人は何をしょうとしているのかな︑というような意味で︑県の三
役が︑名前はどうでもいいんですが︑二十一世紀のビジョンを作

十ヶ年計画でやってきた復帰後の三次計画︑振興開発計画︑これ

振興策を国に提出して︑OKしてもらう仕事に収敏している︒

し合う︒私たちが生きていくための術をどう作るかと︒

では十分ではなかった︒こういう視点では駄目だ︒つまり日本の

かと︒その協議の場を官邸で作った︒閣議決定して︑全閣僚と一

とつの沖縄という地域のあり方として先行する仕事じゃないです

い枠組を作ろうと︒これが二十一世紀の日本のあり方の︑もうひ

霊域は沖縄政策協議会で取り上げて二十万人構想を持っているよ

やってもしょうがない︒じゃあ宮古の圏域はどういくかな︒北部

ことばかりやっていてもしょうがないんです︒北部のことばかり

す︒全部に被害が及ぶんです︒影響が及ぶんです︒だから名護の

ほんとうは基地問題というのは所在地域の課題ではないんで

緒に作った︒これは沖縄から問題を提起する場なんです︒それを

と︒宮古圏域はなんでやらないのかという提案が地域から出てき

各県に追いつけという仕組みでは駄目だ︒沖縄から出された新し

政府全体が実施していくためにどうしたらいいのかと検討する場

言わせれば倭小化した地域振興とかいう名目の中で︑基地問題を

じて︑国が許容の範囲を広げているかも知れないけれども︑僕に

かし切っているのかということになると︑むしろ逆にその場を通

でないやつは通常の振興開発計画でいいんですからね︒これを活

少なくとも沖縄からの提案ありき︑で動くところなんです︒そう

いた現知事が︑それを壊していくというのは︒

も一緒になって作ってきたものを︑しかもかなり重要なところに

伊藤

悲しいですね︒

域振興策︑という形に完全に変わったんですね︒これはちょっと

たらどうするか︒八重山からも出てくると︑お前のところには基
地がないから︑と言うのかな︒つまり︑基地受け入れのための地

です︒なんでもかんでもOKしろとは僕は言いません︒しかし︑

なんとか片づけよう︑押し込めようというところに︑この沖縄政

吉一兀

それは知事が壊しているという言い方をしたほうがいいの

それは確かに悲しいことなんでしょうが︑それだけ経済界・

策協議会が使われ始めたという感じがしますね︒これは作った意
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その範囲で動かざるを得なくなったということか︒善意に理解し

言うんだけれども︑東京から許容の範囲の枠組を押しつけられて︑

しているんです︒可能性調査です︒国際都市形成構想推進のパブ

の五十億も沖縄調整費︑稲嶺さんになって百億︑この中身は一貫

しているけれども︑中身そのものは一︒だって橋本さんのとき

だからそこまで政治的には大田県政時代のことを否定しようと

が次にやるでしょうという話ですね︒

てですよ︒かつての沖縄と国との関係に戻った︑というふうに最

か︑それともやはり国︑政治︑それを一括りにして東京といつも

近私はあちこちで言って歩いているんだけれど︒

け国際都市形成構想︑この名前で走ったら︑経済界はノーと言わ

知事がもし︑フリー・ゾーンとか国際都市形成構想とか︑とりわ

組みですよ︒これは悲しい仕組みです︒だからある意味で︑この

縄と国との関係ですから︑自分たちも逆らえないというふうな仕

め話で︑それは行政に任せておく︒それは当然のこととして︑沖

吉元

吉一兀

れども︒

う立場にあるということになりますか︒ちょっと微妙な話ですけ

県政に対して吉元さんはいろいろな形でアドバイスをなさるとい

伊藤

るんです︒

これは私たちが出した内容です︒そういう意味で中身は続いてい

港湾︑ハブ空港︒空港は調査が国レベルで動き出したですね︑・港 ・

ないです︒言えないです︒基地返還アクションプログラムについ

くつかに分けなければいかんと思いますね︒例えば実務レベルで︑

だけどそれを実現するために吉元さんに知事にまでなって

てもノーとは言えないです︒一度論議したんだから︒あとは実効

特定な部の特定な課単位で︑そこの責任者︑中心スタッフが︑あ

伊藤

性があるかどうかというのは︑日米政府の問題ということになる

れはどうだったかなということで教えてくれと時々来ます︒それ

湾も動き出す段階なんです︒中身は少しあります︒だから大枠と

でしょうね︒

もきめ細かに話していますし︑どう進めたらいいかについても︑

もらいたいと言った人たちは︑一体どういうふうに変わっちゃつ

全県フリー・ゾーンについてもあれだけ論議したんですから︑

戦略的な話をしています︒だからそういう意味ではあの仕事の流

しては︑例えば普天間も︑動いた場合は特別法をやりましょうと︒

旦一体的にどう走るかという問題だというふうに自分ではいま理解

れというのは︑今でも職場との問では︑相談がある限りにおいて

たどいうことですかね︒

しているんです︒経済界の人と話し合うとね︒いや︑別にいいん

対応しています︒部長クラスもちょっと政治的な話も交えながら︑

変わっていないと僕は思うんですね︒今をどう乗り切るか

ですよと︒将来どうせなるかも知れないよと︒しかし︑今の問題

飛び込んできます︒ここに来ます︒それも︑ここで突っ込んで論

それは率直に言っておかなければいけないと思います︒い

それで︑その中味身続いているという限りにおいて︑今の

をやっているんですよ︑という話ですね︒二十一世紀の経済振興

それからもうひとつ上︑つまり知事ですね︒副知事︑出納長レ

議をしでいます︒その通りです︒

すね︒だからあれは二十一世紀の︑というよりは来年︑再来年︑

ベルでは私のところには相談に来ないですからね︑︑それは心配な

・プランというやつが︑非常に幅がないかたちで出てきているんで
今年から何をやるかという︑当面する緊急課題というような形で

最近はありません︒知事との間では基地問題についてはまずはな

いです︒知事のところがらは過去に何回か︑この間ありましたが︑

は得ですよ︒即すぐやってもらえるものは︑全部吸い上げられて

いです︒一度︑知事に昼食会に呼ばれて︑昼食会は二人だけです

全部倭小化されているんですね︒その範囲で言うならば︑経済界
いますからね︒しかし将来の問題はと言ったら︑いや︑それは県
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佐道

今の県政がやっているのは結局︑昔の沖縄と政府との関係

が︑じっくり話し合いました︒そのときに李登輝さんと会った時

に戻る方向になってしまったと︒すると単純に考えると︑かつて

的には沖縄のためにならんということになりますね︒

の話で︑またひとつ残っているよなあ︑という話をしました︒あ．

少なくとも︑ご自身が推進してきた仕事についてですね︒︑

吉一兀

西銘県政の時にこの県政では沖縄はいかんと思われて県庁を辞め

伊藤

それもありまずけれども︑それは私のほうが詳しいという

られて︑組合専従でやろうと︒それで大田さんを担いでやられた

吉元

ろいろ問われますね︒政治家もそうですが︑行政の首長の場合も

るいはまた︑中国福建省との関係でちょっと問題が起こると︑電

ことがありますが︑それ以上に︑言ってみれば︑あいつは革新だ

問われまずけれども︑僕はやはりスタッフとして副知事や︑一般

わけですね︒そうするとやはり論理的に言うと︑今の県政は長期

とかなんとか言うけれども︑行政でやっている仕事についてはそ

職で言えば部長クラスと言ったほうがいいかも知れないが︑どう

話を入れて︑私がした仕事だけに︑辛かったら手伝うよという程

れほど大きな差がないですから︒それは手伝えといえばいつでも

いうチームを作って行政という組織を動かしていくのか︑これを

度の話はします︒だから相談があれば断りません︒

アドバイスしますよ︒ただ︑基地問題の処理の仕方とかなんとか

やり切れなければ︑いかに優秀な首長を作っても意味がないですね︒

論理的に言えばそうなりますね︒首長の資質というのはい

ということについては︑手順と基本的な考え方の違いが出た場合

そういう意味で言うならば︑今の県政というのは︑首長として

はほぼ全面的に相談を受けますから︒それは細かい相談に乗って

吉元

伊藤

そうですね︒これは私は那覇市とも話し合うし︑浦添市と

例えば浦添の問題なんかもそうですか︒

行不可能と思います︑と言っているけれども︑だったらどうする

というのがない︒基地返還アクションプログラムは︑議会では実

明確に置いていないコつまり基地問題だったら︑将来どうするか

念がないなという感じがしますね︒理念がなく︑それから目標を

は︑それはもう手伝えないです︒

います︒もちろん県もそのことを知っていますから︑県の担当部

いいかどうかというのはいろいろな意見もありますが︑やはり理

長あるいは政策調整監などが︑私に相談に来ます︒そういう意味

のかということとの関連で今ある問題をどう対処しようとしてい

とが言える︒ましてや平和問題でも同じことが言える︒沖縄戦問

で︑広い意味で言うならば︑その種の問題については私が当初か
かなり微妙な問題ですね︒政治的に見られるとかですね︒

題もそうです︒

るか︒このつながりが全くない︒経済的な政策の分野でも同じこ

伊藤

そうですね︑そこのところは私自身もそういう意味ではマ

ら言っていた枠組の中であるならば︑手伝っています︒

吉元

うときにしょっちゅう飛び込んできまずからね︒夜呼ばれて飲ん

だ︑﹁どうなっているんだ︑書かないよ︑流れを知りたい﹂とい

人が一人でやっている話ではないですからね︒だから副知事にど

導性のある知事だとはほとんど誰も思っていないです︒でもこの

と変だけれども︑一般的な県民にとって︑知事として十分だ︑指

だからそういう意味では︑この知事が︑それは私の口から言う

だり︑各社と頻繁に意見交換します︒

ういうやつを入れてきたのか︒部長クラスにどういうやつをはめ

スコミさんにも取材という形では一切応じたこともないしね︒た

でも記事にはならないつ

れ聞くところも全部東京からの流ればかりで︑それに対して質問

て︑いま何をしているのか︑というのが全く見えないのです︒漏

伊藤
吉一兀

それはもう︑・したら終わりですからね︒一生つき合いませ
んからね︒
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民に示してくれない︒当面の問題をどう片づけようとしているの

ことはありますよね︒でも何をしょうとしているのか︑それを県

ですから︑知事の弱さは当然政治ですから︑政治家にやりたい

ているでしょう︒

を受けて︑知事が喋る︑一週間にいっぺん喋るという形で終わっ

けの米軍基地を抱えてしまうとそれと合わせて︑沖縄が持つ地政

ころですね︒県民性の問題もあるけれども︑もうひとつはこれだ

ると陥ってしまう︑容易に︒他の県とは違う︒そこが一番怖いと

また笑われるけれども︶の任命知事みたいな仕組みに︑ややもす

ない限り︑かつての明治時代︑大正時代︑昭和時代︵と言ったら︑

し合いながら形作っていく中で政府に求めていくという形を取ら

からやろうという話よりは︑お前には︑能力があるかと言われか

か︑その次にそれがどうつながっているのか︑どうしょうとして

ねないほどの仕事じゃないですかね︒

学上の問題ですね︒地政学的な視点から見ると︑避けて通れない︒

伊藤

佐道

いるのか︑なかなか出てこないところが︑知事自身の弱さもさる

う︒沖縄の場合でもどこでもそうだと思いますが︑知事になる︑

噴出してくる︒別にそれをけしかけているわけではありませんが︑

だから沖縄がどういう生き方をするかは自分で一︒そういう意

あるいは知事とコンビになる︑ということほど強いことはないわ

あと三年ありまずけれども︑その間に情勢はどう変化するかまだ

ことながら︑チームとしての県の三役体制に決定的な問題がある

けですね︒一方︑さっき国政のことをちょっとおっしゃいました

よくわからないということもありますので︑その時には先生の名

味で言うならば︑知事というのは沖縄の場合は大変で︑やりたい

が︑とにかく参議院で︑これは繰り上げ当選ということはあまり

前もまたいろいろ上がってくるのではないかと思います︒

ような気がしますね︒︑

あり得そうもないような気もしますが︑もし︑国政の場に出ると

いや︑もうないですよ︵笑︶︒もう過去の話ですよ︒

今のお話で首長というのはやはり非常に強いものでしょ

百三十分の一ということになりますよね︒そうするとご自身の選

吉元

吉元さんという人は本当は沖縄独立を考えているのではな

いかという人がいるんですが︑どうでしょうか︒

まだ︑今の知事は一年ですよね︒それでこれだけの問題が

択肢の問題で︑国政の問題か︑県政の問題かというのは大きな選

佐道

そうですね︒それはあちこちから言われるんですが︑そう

択ですよね︒

吉一兀

吉元

伊藤

みんなそう言いますね︒でも遠くはないですよね︒やはり︑

笑っていますからね︒

︵笑︶︒

政治というのは︑例えば知事というのは政治ですか︒

これは運命的なものがあるかな︒本能的に言うと︑沖縄で育って

士ロ一兀

伊藤

そうですね︒

こういう体験をしてきたものとしていうと︑独立とまでは言わな

いう意味ではもう政治という場には出るつもりはないです︒これ

吉元

行政ではなくて︒

いけれども︑特別な自治区になってほしいな︒それは日本国憲法

はあちこちでひっきりなしに言っていますけれどもね︒

伊藤

いや︑沖縄的に言うともう大変な政治ですね︒それはもう

で許容される範囲で︑という前提ですよ︒それを言わないと独立

吉元

だといわれるからね︵笑︶︒

伊藤

国会議員以上の政治ですね︒大臣以上の仕事ですね︒政治ですね︒
．沖縄問題というのは︑アメリカの世界戦略との関連で言うならば︑

日本政府が沖縄の面倒を見てくれるとは思わない方がいい︒非常

起こさせていただきます︒

︵終了︶

どうもありがとうございました︒大変恐縮ですが︑速記を
に厳しい言い方だが︑みずから自分たちの歩みを県民と一緒に話
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1999年H月19日
第3回

第4回

日 時＝2002年7月30日（火）
開始時刻：14時00分
終了時刻＝18時00分
開催場所＝那覇市・沖縄21戦略フォーラム事務所

【インタビュアー・】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

縄は違っています︒この点︑なぜそうなったのか︑ご意見を

インタビュー主要項目
今回は︑以下のような主要項目を中心に︑年代順に少し細かくい

お聞かせください︒また︑この問題は沖縄ではどのように考
えられていたのでしょうか︒

ろんな問題をうかがいたいと思います︒よろしくお願いします︒

1大田県政以前の時代について

事案﹂などがありました︒その結果︑平成二年六月に﹁十七

用地転用促進・基地問題協議会︵軍転協︶﹂による﹁軍転協

し︑いわゆる﹁知事事案﹂︑そして知事も入った﹁沖縄県軍

た︒ただ︑こまかく見ていくと西銘氏も二度にわたって渡米

事時代は基地問題はまったく動かなかったというご評価でし

立てたところがら同構想は始まっています︒こういう構想

在を念頭におかず︑沖縄をいわば﹁白いキャンバス﹂に見

①国際都市形成構想の基本的な考え方として︑米軍基地の存

て少し細かくお聞きしたいと思います︒

て︑九五年九月までの段階に関して︑以下のような点につい

t国際都市形成構想と基地返還アクションプログラムについ

皿大田県政時代について

施設一一十三事案﹂の返還にむけての日米間での調整・手続が

はいつから考えておられたのでしょうか︒

t西銘県知事時代への評価について︒前回のお話では︑西銘知

進められることが合意されました︒こうした動きに対しては︑

ください︒それを踏まえて︑﹁国際都市形成構想﹂が発想さ

いわゆる三次にわたる振興計画についてのご評価をお聞かせ

2沖縄県と政府の関係をについてのかなり重要な問題ですが︑

ムの具体化に入られたのは︑どういつだ見通し・戦略から

す︒この時期に国際都市構想と連動して基地返還プログラ

めに基地返還プログラムの策定がいよいよ始まっていきま

考えになったのでしょうか︒これと関連して︑九五年はじ

あまり評価されなかったということでしょうか︒

②九五年はじめに︑﹁国際都市構想﹂に関する新聞記事が表

れると思いますが︑政府による振興計画の功と罪について︑

だったのでしょうか︒また︑国際都市構想︑基地返還プロ

れてきます︒このころから同構想を外に出してもいいとお

どのようにみておられるのでしょうか︒．

グラムは︑当初どういつだタイムスケジュールでの実現を

③国際都市構想は︑九五年のころは︑まだ本島中南部を中心

考えておられたのでしょうか︒

はなく政府が中心になって策定するという点です︒他の地方

とした交流拠点構想が主軸であったように思います︒振計

a上の問題と関係しますが︑沖縄振興計画の特徴は︑沖縄県で
自治体は︑自らの振興計画は自らが策定するわけですが︑沖
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念ながらまだ不充分であったと思います︒一方で︑国際都

振興問題が重要な部分になると思いますが︑その部分は残

にかわって沖縄の将来プランになるためには︑やはり産業

どういつだ反応だったのでしょうか︒

ゾーンの提唱を行っていない時期でしたが︑県内各勢力は

かかったということでしょうか︒同構想はまだ全県フリー

されていなかったからだと思われますが︑それだけ時間が

氏︑雪辱︑加藤氏など︑キーパーソンが参加していますが︑

民・社会・さきがけ﹂の与党調査団が沖縄に来ます︒鳩山

調整はされたのでしょうか︒また︑九五年十二月に︑﹁自

も沖縄の問題を考える組織ができます︒これらとの連絡・

⑤沖縄政策協議会が出来ると同時に︑自民党や社会党の中に

だったのでしょうか︒

たのでしょうか︒沖縄そして先生の注文はどういつだこと

協議会﹂が出来ます︒こういつた協議体は政府の提案だっ

④九五年に﹁沖縄基地問題協議会﹂ができ︑翌年﹁沖縄政策

市構想とは別に県庁で産業振興策を策定しておられたとい
うことですが︑これと国際都市構想はどのように︑いっか
ら関連させていくというお考えだったのでしょうか︒

けて段階的返還を求めておられるわけですが︑それはどの

④基地返還アクションプログラムについて︑三つの時期に分
ような方針のもとに分けたのでしょうか︒

2九五年九月以降の問題について︑以下のような点についてお
①事件後のかなり早い段階で︑村山総理に国際都市形成構想

この調査団について先生はどのような対応をされたのでし

聞かせください︒

と基地返還アクションプログラムを示されています︒まだ︑

ようか︒

県として完全にオーソライズされていない段階で出された
わけですが︑もう出すしかないという判断だったのでしょ

うか︒

⑥沖縄政策協議会ができると︑沖縄振興問題について︑十の
心で︑全県にわたって詳細なプランができているわけでは

つたのではないかと推察します︒この点についてはいかが

れますが︑これは沖縄県にとってはかなりきつい審議にな

すると沖縄県庁対主要中央官庁という構図で審議が進めら

プロジェクトチームができて︑関係各省が参加してきます︒

ありませんでした︒早急に全県プランをまとめると同時に︑

でしょうか︒

②右とも関連しますが︑国際都市構想はまだ本島中南部が中

県庁内や県内かく団体等との意見調整が迫られたわけです

には大蔵省すなわち財政当局は参加しませんでした︒これ

⑦上の問題とも関係しますが︑結局十のプロジェクトチーム

が︑これにはどのように取り組まれたのでしょうか︒

③九六年九月の橋本総理による内閣総理大臣談話には︑二十

は大蔵省が嫌がったということでしょうか︒

一世紀の沖縄のグランドデザインという言葉が出てきます
が︑まだ﹁国際都市形成構想﹂という言葉は織り込まれま
せんでした︒これは同構想が県でまだ完全にオーソライズ
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価をしておられますか︒

いてかなり危惧しておられましたが︑現在はどのような評

衝が始まりました︒前回のお話でも島田懇談会の行方につ

⑧一方で︑島田懇談会の事業が始まり︑直接各自治体との折

沖縄の経済振興あるいは﹁自立経済﹂の育成といった問題に

て北部開発問題が議論されていますが︑先生ご自身は︑今の

価しておられますか︒また︑普天間基地移設問題とも関連し

れる﹁金融特区﹂等の構想については︑先生はどのように評

ーゾーンは意味のあるプランであったというご評価であっ

沖縄基地問題の展望さらに政府と沖縄との関係など︑現在ど

あります︒一方で海兵隊の移動問題も議論されていますが︑

a普天間基地移設先として名護市が決まりましたが︑稲嶺知事
の求める﹁十五年使用期限問題﹂など︑まだ未解決の問題も

ついて︑どのようにお考えでしょうか︒

たと思います︒ただ︑今も国際都市構想は全県フリーゾー

のように考えておられるのかお聞かせください︒

⑨田中直毅委員会ができて︑全県フリーゾーンの問題が一気

ンの登場で内容が変質し︑議論も混乱したという見方もあ

に浮上しました︒前回のお話では︑沖縄にとって全県ブリ

ります︒確認になりますが︑全県フリーゾーンへのご評価
をお聞かせください︒

⑩国際都市構想や基地問題アクションプランとは関係ない問
題ですが︑大田県政時代の問題点として今挙げられている
のが︑﹁モノレール建設﹂﹁高速船﹂﹁福建友好会館建設﹂

です︒どれも沖縄県がかなりの財政負担を負うことになる
というのが批判の趣旨だと思いますが︑これについてはい
かがでしょうか︒

皿大田県政以降の時期について
t二〇〇〇年七月︑沖縄サミットが開催されました︒サミット
自体は︑先生が副知事時代に誘致を考えておられたというこ
とは前回うかがいました︒前回はサミット開催前でしたが︑
今︑沖縄にとってサミット開催地となったことの意義につい
てはどのように考えてお ら れ ま す か ︒

2新たな沖縄振興特別措置法について︑とくにその目玉といわ
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■出身地・与那国

伊藤

お父さんはずっと与那国にいらっしゃったわけではなく

吉元

て︒

伊藤

てきて︑食えないから石垣に出て︑八重山電力株式会社をつくっ

戦前は与那国ですが︑戦争中は台湾︑敗戦で与那国に帰っ

中でも︑お父さんのお話が一回か出てきたと思いますが︑お父さ

たりしている︒そのあとはここに僕が呼んで︑もうほとんど仕事

前に伺った時に︑お父さまの話が多少出ましたですね︒途

まは県政に何かの形でずっとあと関わられていたのでしょうか︒

ちの親父なんかが育てました︒長期的な与那国の跡取りという形

うちの親父なんかが後輩をつくるというので︑西銘順治さんはう

学に行くわけです︒あの頃︑那覇商業に出て︑世界に出ていく︒

からみんなで地域で育てるんです︒それで︑奨学金を出して︑中

ですから︑比較的頭がいいだろうと思われるやつは︑子どもの時

吉元

伊藤

うちの親父は︑与那国の出身ですから︑ああいう地域で島

何をなさっていらっしゃったんですか︒

吉元

たというと変ですけども︒

伊藤

私なんかとはね︵笑︶︒

総務をやっていましたからね︒まったく畑違いですけど︵笑︶︒

吉元

うわけですか︒

伊藤

みています︒

をやってませんから︑余生を送るために︑郷友会の面倒ばっかり

です︒それから︑西銘順治はもちろん知事︒それで︑西銘順治さ

いやいや︑行政とまったく関係ないです︒

んが育てたやつが別におるんです︒この人はその種の社会︑政治

世代の人々は︑かなり私を彼らが知っておったから︑息子だとい

吉一兀

とかに入りませんでした︒一回復帰直後の知事選に出たんです︒

うので︑ちょっと当時の琉球立法院でなんか悪い法律をつくろう

親父の世代のちょっと下というんですか︒西銘順治さんの

お父さんのそういうもので︑吉元先生はずいぶん利用でき

顔は広かったですね︒当時︵八重山在時代は︶の民主党の

でも︑やっぱり一応政治の世界にいろんな顔があったとい

ところが︑その人は公認会計士でアメリカの資格を持って︑ちょ

部企業から声かけて︑いまは生きておるんだけども︑この人が育

なもんだからね︵笑︶︒もちろんアメリカ施政時代ですから︑全

私はデモのメンバーのなかから出ていって︑収める時の話をする︒

が私を呼び出しまして︑﹁あんたが話をつけろ﹂ということで︑

に入る︒話をつける時は︑当時の自民党の大物立法院議員の連中

とする時に︑私たちは反対運動でデモをかける︒それで︑議会内

てるべきだったのが︑この次予定していたのが僕だったらしいん

というような意味では︑彼らが僕を知っておった︒これはある意

っと出来すぎて︑沖縄の企業は彼を使わないで︑本当の公認会計

です︒これとは僕はまったく違う畑を走っていますから︑そうい

味では︑僕は大田県政をつくった直後は︑それはかなりいい意味

部屋に来い﹂ということで︑﹁何しに来たか﹂﹁こういう課題だ︒

う流れのなかで︑うちの親父は死ぬまでは︑絶えず何かあると︑

なんの会長ですか︒

先生のところにいちばん最後に来ようと思った︒反対派だから︒

での経済界︑あるいは自民党政治︑その直後︑西銘さんが国政︑

伊藤

郷友会︒与那国の出身者が沖縄本島にたくさんいますね︒

西銘さんのことを思いながら︒郷友会の会長を長くやっていたも

吉元

これは冗談です︵笑︶﹂と言いながらも︑結果的には︑最後の最

衆議院に出たあとは︑県の仕事で私が上京する度に︑彼が﹁僕の

それが集まって︑与那国郷友会というのをつくるんです︒これの

後は西銘さんが居室で︑問題の詰めば自民党の誰と会えばいいの

のですから︒

会長を長いことやって︑後輩の面倒をみるものですからね︒
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佐道

ながりと．いうのがかなけ大きな意味を持ちました︒

れた︒ですから︑そういう意味では親父の顔︑親父のそういうつ

かということはアドバイスしてくれたし︑彼自身がまたやってく

でいったから与那国町になったんだけども︑いまでは千七百︑千

吉元

伊藤

吉元

伊藤

いや︑大七たことない︒二千名余りです︒一時期八千名ま

島といったら︑相当人口が多い︒

与那国の場合は島です︒

それの単位は91・

医者なんてなかなかあんなところまで来ないですね︒だから︑子

あります︒大宜味というところがそういう形で医者を育てている︒

というのは︑ずっと北のほうに長寿の村で大宜味というところが

吉一兀

でも︑それをトータルする郷友会が一つあって︑大親分がおって︑

吉一兀

わけですか︒

佐道

八百には及びません︒

これは沖縄本島にもあるんです︒たとえばもっともいい例

どもの時から優秀なやつに奨学金を出して︑そして︑医専まで行

これが元締めで与那国郷友会というのをつくった︒それで︑勝手

与那国の若手をそうやって育てていこうという仕組みは与

・那国特有のものですか︒．

かせて︑卒業して開業ができるようになったら呼んで︑それで︑

にというか︑集落ごとで自由に郷友会行動はやっていいよと︒

もともとは三つとも︑︑沖縄に来ても︑郷友会は別なんです︒

与那国の集落がありますよね︒それが一緒になる形でやる

大宜味村で医者を開業する︒これをずっと続けていく︒与那国だ

国に帰って︑死ぬまで与那国で開業していました︒そういう意味

す︒この人もみんなが育てて︑医者になって︑開業する時に与那

だけませんか︒

んありまして︑ちょっとバッググラウンド的にもっと教えていた

なので︑これは何人に伺っても︑よくわからないところがたくさ

沖縄における郷友会というのは︑よそどはかなり違う存在

では︑医者はおるから︑ちょっと商売をやらんと食えないから︑

吉元

佐道

与那国は経済がうまくないといって︑うちの親父は経済の勉強を

でいうとハいま︑私が言う与那国なんていうのは︑まさに那覇に

って同じです︒俺の親父の先輩である池間さんという人は医者で

せいと言われて︑那覇商業に行かせたということです︒そういう

ある与那国郷友会というのは一年に一遍総会を一月にやる︒前は

一月十五日成人式︑昼は市町村ごとの自治体ごとの成人式︒夜は

これは離島になればなるほど︑結束が強い︒そういう意味

奨学金を出すための育英会のようなものはあちこちにあったよう
です︒いまでも残っています︒

郷友会メンバーの子どもの成人を集めてお祝いをしてやる︒その

年やるものですから︑みんなが集まるんです︒先輩︑自分の家族︑

有力者がお金を出して？

財産に応じて︑みんなが寄付するとコ．

親戚も全部集まる︒そこは若い者︑子どもとお年寄りとの間でも

伊藤

伊藤

集落の政︵まつりごと︶︑催物がある時に︑カンパを募っ

日にその時間にその場で︑今度は六十以上の方の還暦の祝いとか︑

吉元

顔合わせ︒与那国というものを実感する場という形です︒それで︑

いや︑必ずしも有力者じゃないんです︒原則としては︑集

て︑それで何かをやって︑余ったやつを積み立てておく︒積み立

これは夏になると︑運動会シーズン︑学校の運動会が一段落した

吉元

てるために金を集めるというのは少ないんです︒何かをやる時に

時点で︑今度は郷友会ごとに運動会をやります︒これは若者の遊

米寿の祝いという人々を重ねて一緒にしてお祝いする︒これを毎

上乗せして集めて︑こういう催物で余ったから積立てにしますと

びの場です︒でも︑これには年寄りも全部行く︒だから︑四つ這

落のなかで基金をつくるんです︒

いう形です︒
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す︒そういう意味ではどの先生が島に帰ったよ︒校長か︑教頭か

だけでも六チーム出る︒久部良は一チーム出る︒比川は一チーム

だったら西一︑西二︑西三︑東一︑東二︑東三と組がある︒祖納

吉元

佐道

そうそう︒これはまたチームですから︑与那国でも︑祖納

皆さんが集うわけですね︒

これは与那国のやつが与那国に来ると限らんですよ︒だから︑そ

けるでしょう︒那覇から出身地別で︑成績順で採用しますから︑

米の先生は人材が十分だということも冴るけど︑那覇で教育を受

最後の仕事︑教頭以上になると︑地元に帰します︒若い先生︑新

とか言ってね︒だいたい学校教育の現場では︑小学校も中学校も︑

で︑八チームが自分のテントを張ってそこへ集まって応援しなが

ういう意味では︑教頭以上の連中︑島出身のやつを最後に帰して︑

いの赤ちゃんからお年寄りまでゲームをつくって︑一日中やる︒

ら夕方までやる︒それを仕切るのは︑郷友であって︑学校の先生

彼らが先生の教育する︒地域社会のなかに溶けこむ教育︒

自治的にそうやっているわけですか︒

それは教育庁の方針なんですか︒

であって︑大学生︑高校生︑中学生︑Xポーツをやっている連中
が前もって集まって︑何月何日に郷友会の運動会をやるので︑そ
のために誰が何の担当と決めて︑全部カリキュラムをつくって︑
佐道
百％です︒

全部組み合わせして︒

吉元

事務所に専従の代表がいるということはないですか︒

それはないです︒それは会長の家が事務所︑連絡所です︒

佐道

吉元

だから︑親父の代は︑わが家が連絡所です︒郷友会の連絡所とい

いや︑案外︑教育委員会の要望が強いんですね︒
今でもそうですが︒
だいたい同じことですね︒

郷友会が選挙の時︑応援母体になるとか︒

原則は︑復帰前は︑郷友会が選挙部隊になったんです︒郷

友会の名で︑市会議員選挙をやるとかやっていたんです︒しかし︑

復帰後は薄れました︒これをやると︑集まらなくなってきた︒郷

友会も分裂する︒選挙の季節になると︑役員会を開いて︑投票が

て︑これが仕切ります︒五十代前後の学校の先生がだいたい中心

ちょっと抑えの利くやつ︒あとは副会長︑幹事長というのがおっ

言うことだったら聞くだろうというような人格者というのかな︒

吉元

佐道

みんなの互選︒だいたい会長は長老︒揉めると︑この人の

会長というのはどういうふうにして選ばれるんですか︒

す︒おかしいじゃないかと文句を言われたら︑いやいや︑郷友会

代は︑﹁西銘順治を励ます与那国郷友の会﹂︒﹁の﹂を入れるんで

顔見知りの郷友を集めたいよね︒だから︑たとえば西銘さんの時

郷友会の名前は使わせない︒そうは言っても︑運動をやるやつは

まで︑郷友会活動はやらんということで︑あとは自由︒ですから︑

終わるまでは郷友会活動を止めると︒きょうからは選挙が終わる

です︒先生あたりが中心かな︒行動力はあるし︑何かあると︑若

繰り捨ててやるからね︵笑︶︒金で動くとまだ言われている︒実

っているのは宮古出身です︒宮古群島の出身者はそんなことは金

それでも︑いまはだんだん薄れてきたけれども︑それでも力を持

りました︒だいたいそういう名前を付け加えて︑その地域を表す︒

なって︑まぎらわしいということで︑﹁与那国郷友有志会﹂とな

と書いてないだろうと喧嘩するようになったんです︒そのあとに

学校の先生というのは非常に地域に密着しているんです
大きいですね︒県庁の職員の名前を覚えるよりは︑学校の

先生になったものの名前のほうが郷友の皆さんは覚えやすいで

吉元

ね︒

伊藤

すから︑そういうパターンです︒

い郷友の生徒を引っ張り出してきて手伝わせるというのがありま

う形です︒

吉佐吉佐吉伊
元道元道重藤
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と思います︒

際︑金で買収というよりは︑活動資金をみんなが出し合っている

域に対しても︑宮古に対しても︑影響力が強いです︒企業もリー

の親父がやっている大物組︵だいよねぐみ︶などです．．ここは地

かし︑沖縄はまだ基地問題で金が落ちるからね︒こ一れは大きいで

算削減との関係で︑少しばらけ始めているとは言っています︒し

ダーになるものの体質にもよります︒これが昨今の公共事業の予

吉一兀

す︒たとえば今度の普天間の移設問題なんかでも︑埋め立てにす

島によって︑差があるわけですか︒

いうと︑本当に向こうで将来ずっとおるというのは長男ぐらいし

るか︑杭打ちにするかで︑どこの企業が関わるかでしょう︒杭打

伊藤

か残りませんから︑全部出ていきますから︒そうすると︑連中は

ちだったら︑本土のゼネコンだ︒では沖縄は排除かという話でし

ありますね︒極端にあります︒宮古の場合は︑どちらかと

親戚を訪ねたり︑郷友の先輩を訪ねてきて仕事に就くでしょう︒

縄でいう國場組というのは国頭出身ですから︒憲章組の系列がた

のほうの国頭村というところ︒このへんは強いです︒たとえば沖

いちばん強いのがいま言った宮古︒沖縄で言うならば︑ずっと北

そのボスがやる︒これはどこでも同じだと思います︒この動きが

のは島の郷友で︑誰かが面倒をみる︒必然的にそこに集まって︑

現在の話はまたあとでと言いますか︑後半の部分で︒

で︑静かに︑土建業のなかに広がり始めています︒

なるし︑沖縄だけのゼネコンが全部関わられるというような意味

た嘉手納統合だという案︒これだと︑普天間の跡利用開発も速く

かでも温度差はやっぱりあるんです︒だから下地幹郎議員が出し

んです︒中南部？ そんなのだって︑ほっとけばいいんです︒な

護でやるんだから︑北部の業者を使え︑というのが地元の条件な

ょう︒埋め立てだったら︑沖縄でできるから︒その場合でも︑名

公務員試験︑学校の先生の試験も︑公的試験を受ける以外の仕事

くさんあるでしょう︒だから︑島の出身でなんやかやということ

佐道

お父さんのことは前にチラッと出てきたんですが︒

というのは人的なつながりでほとんど入りますから︑面倒をみる

で︑全部つながっています︒いまでもそういったものが残ってい

伊藤

吉元

佐道断片的に︒

ます︒

佐道

す︒ですから︑うちのじいさんなんかの時代までは︑与那国のい

心にやっている中枢部はがむしゃらに選挙のときは突入しますか

られる︒批判されるというのもある︒ところが︑まだ︑一族を中

者を動かすというのはちょっとできなくなった︒また︑目をつけ

関係がだんだんみんな少なぐなって︑ですから︑もう選挙で労働

う︒あとは内部的には人材が優秀なやつを集めるとなると︑血族

涼しくなって︑学校のグラウンドで︑校長先生が台を置いてそれ

れて︑なんか知らんけれども︑着いていって︑夕方日の落ちる頃︑

き上げてきて︑小学四年の頃ですけど︑じいさんに手を引っ張ら

い問題が起きると︑有権者を全部集めるんです︒私は台湾から引

戦後は﹁振興会﹂と言っていた︒それで︑スイス方式です︒難し

たんでしょう︒なんとか会というのがいっぱいあったらしいです︒

﹁同志会﹂という名前を使っていたようです︒これは勝手につけ

わゆる元締めみたいな人です︒行政とは違う実権派で︑戦前は

もともと我が家のルーツが首里から派遣されたらしいんで

ンを占めていますけれども︑いま︑代表的な國場組と出ましたけ

たとえば沖縄のおける土木建設業は一つの重要なポジショ

れども︑ほかのもありますね︒たとえば金玉とか︒

ら︑そういう意味では國場とか金秀とか︒もともと大城組という

に小さな小学生の机を置いて︑椅子を置いて︑それにじいさんが

いま︑力を持っているのは聖運組︑金秀建設ぐらいでしょ

強いところがあったけど︑そこはばらけちゃつてね︒選挙の時に

吉一兀

も︑名前は出ないぐらいです︒新興勢力としては︑下地幹郎議員
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は反対派を認めない︒つまり︑議会や行政が処理できない課題な

結論をこれでいこうと︒それで︑まとまる︒まとまったら︑あと

には︑いろんな意見を聞いて︑うちのじいさんがそれを整理して︑

かや言うでしょう︒利害関係も絡む問題なんでしょうね︒最終的

悉良からも関川も全部来て始まるわけです︒大論争です︒なんや

座る︒俺がそのそばに座る︒全部集まります︒運動場一杯に︑詳

請する︒その時に派遣されたのは二世帯ある︒そのうちの一つだ

直前の十三年前ですね︒そのあたりでもう一度琉球王が北京に要

が一五九三年かな︒＝ハ〇九年が薩摩の琉球侵略でしょう︒その

違いないなと思った︒その後︑本格的に調べてもらったら︑それ

ょう︒そこにはまだ行ってない︒向こうから言われて︑あっ︑間

がいて︑どういう県政をやっているかを全部調べておったんでし

吉元

伊藤

ったんです︒﹁院﹂と書くんです︒

ようなことを束ねたらしいです︒そういう役割が我が家にあった

読み方をするそうです︒これはベトナムの︒

どを︑あるいは行政が決めるにはあまりにも問題が大きいという
ようなんです︒ですから︑私のじいさんの時代までは︑親父はそ

グェン・バン・チュウ︒

なんとお読みするんですか喝

れを嫌がって︑商売をしました︒だから︑政治に関わらなかった

伊藤

あれらしいです︒どうもそれらしい︒それで︑この︵事務

役所の近くにおります︒そこまでは探ったんだけど︑まだ行って

所の︶近くであったらしいです︒いま︑本家にあたるのが那覇市

﹁ルアン﹂と読むようだが︑中国読みでは︑グェンという

わけだけど︑私のことをうちの親戚の長老たちは︑やっぱりお前

吉元

﹁広い﹂という字と﹁栄える﹂です︒広栄の孫だという言

﹁こうえい﹂ってどう書くんですか︒

は吉元広栄の孫だというんです︒
伊藤

吉一兀

いだという話で︑もともと与那国じゃないみたい︑という話でし

かないんで︑教育庁の連中に調べてもらったら︑どうも違うみた

浦野の按司ということです︒私はそのことについてどうも納得い

葉を使っていたんです︒祖納のことを浦野と言っていたようです︒

も与那国の按司︵アジ︶︒その地域を支配するやづ︒こういう言

う︵笑︶︒じいさんも親父も︑我が家のルーツについては︑いつ

なり長老の人は僕には﹁やっぱりお前はおじいさんの子だ﹂とい

伊藤

吉元

伊藤

元︵モト︶はそれなんですか︒

けども︑このなかに元が付いているのがね︒

が吉元です︒前田とか︑なんとかという名前はたくさんあるんだ

す︒そのなかに八世帯ぐらい名前があるんです︒そのうちの一つ

吉一兀

伊藤

そうなんです︒ですから︑そこまでわかって︒

ないです︒．

た︒吉元さんはなんか中国らしいよという話だったのそれで︑ど

吉元

い方︒これはいまでも付いて回ってます︒だから︑那覇でも︑か

んどん調べていったら︑どうもそうらしいとなって︑ちょっとあ

縄本島で三カ所︒久米島というところで一カ所︒それに与那国︑

検証しなおしてみようということで乗りこんだ時に向こうから先

建省と沖縄とめ交流︑蓬莱経済圏の再開のために六百年の歴史を

佐道

です︒熊本にあるのは訪ねていったけど︑これは関係ないって︒

波照間︑全部端っこです︒鹿児島︑熊本︑博多にもあるというん

そうなんです︒﹁こざとへん﹂が取れたんです︒これが沖

﹁こざとへん﹂が取れて︒

それは院という名前から︑二代目の三男から出ているんで

その方も吉元といっているんですか︒

いまいだったけど︒また︑大田県政の二年目だったかな︒僕が福

に言われたんです︒﹁吉元さん︑ルーツに行きますか︒ご案内し

うね︒

熊本のほうですから︑全然わからなくなっているんでしょ
ますよ﹂と︒向こうは前もって全部調べて︑沖縄でどういう知事
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の一日の行程で久米島とか︑そういうところです︒なぜかこの名

で︑琉球のいちばん端の波．照問とか︑与那国とか︑中国に行く時

南アジアなどの航海などに関わっていたようです︒そういう意味

クションらしいです︒ですから︑そういう中国や本土や朝鮮や東

かなりハイクラスらしいんだけど︑情報︑通訳などを担当するセ

では黄色い帽子を被るんです︒黄色い帽子で︑黄色い帯︑・これは

しておったというような流れで向こうまでいった︒元は︑首里城

のぼりといって︑鹿児島に一六〇九年以．降は琉球国から人質を出

す︒琉球からの進貢船︑あるいは︑鹿児島あたりになると︑江戸

吉一兀

みたいな形でやるのは︑非常に自分たち自身としてはうれしいん

全国ネットで販売できると思うので︑ちょっとわれわれの報告書

ものを全国に発信するには︑商業出版で︑﹁新報﹂だって︑一応

ものすごく限られちゃうんです︒ですから︑やっぱり沖縄という．

伊藤

タイミングとしてはそろそろかなという気はします︒

さんも国政に出て︑これ以上あとがないから︑そういう意味では︑

って︑この話とは別です︒まだ早いよということで断った︒大田

吉元

伊藤

るみたいだな︵笑︶︒

いや︑意外と調べてみたら︑やっぱり関係あるそうなんで

前が奄美にないんです︒ところが︑奄美には︑吉元はないけど︑

ですけれども︑そういうことを考えると︑どうしても情報が限ら

れてしまうので︑折角発信するんだったら︒

私の感じでは︑ああいう報告書の形で発信しますと︑数が

﹁新報﹂の編集委員の一人が一度まとめたいという話があ

ちょっとそんな感じがしないこともないですね︒

元︵ハジメ︶ですね︒最近有名な歌手︒
元︵ハジメ︶ちとせ︒

これはこの二︑三日で結論出しましょう︒

佐道

吉元

あそこも元なんですよね︒だから︑これは一回調べんとい

吉一兀

を伺わせていただきまずけれども︑それを前と同じ形で速記を作

一応﹁新報﹂の側で言っておりますのは︑今回︑またお話

それは面白い︵笑︶︒

らせていただいて︑記録としては前と同じ形でやらせていただく
．んですけれども︑そのなかで︑たとえばいずわ本になりますとい

佐道

佐道

一応前にお送りしたと思いますが︑前にやった速記ですが︑

かんなと思っているんです︒

伊藤

て︑そして︑最終的に本にまとめるという形︒ですから︑記録と

ああいう形でやろうということを考えていたんでナか︑よく考え
佐道

してはかなり膨大な量を聞かせていただいてますので︑それをだ

うことを前提にして︵重要な部分だけ何回かの連載で出しておい

伊藤﹁一般にちょっと関心のある人が手に入れるというのは非常

いぶ削ぎ落とした形になると思いますが︑再編集し直して︑そし

てみますと︑やっぱりあれだと︑関係者しか配布できないんです︒

に難しいので︑できれ拭︑商業出版にのせたほうがい．いんじゃな

て︑本ということになる︒私たちがほかの東京のほうでもやって

先日申し上げ元大学で作る報告書の形です︒

いかなということを感じまして︑そういうことをちょっと打診し

いる出版と基本的には同じ形ということではあるんですが︒
吉一兀

二︑三日ちょっとお待ちください︒

てもらったんです︒可能性がないことばないと︒

どこにですか？

お考えくださいますか︒

吉元

はい︑基本的には問題ないと思いますが︒

伊藤

吉元

吉元先生︑これからのこともありましょうからyいろいろ

﹁新報﹂です︒

吉一兀

伊藤

佐道

あのクラス？

誰がいちばん詳しいかな︒三木も山根も後輩だけど︑県の仕事と

お考えくださって︑それで︑よろしいということであれば︑そう

﹁新報﹂．だったら︑三木︑山根︑前泊？

の関係でいうと︑前泊がいちばん︒この人は必要以上に調べてい
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いうふうに進めますし︑元通りのほうがよろしいということであ

ろいろあったわけですね︒そういうこと自体は︑先生のように組

いう形でいうと︑西銘さんの時期も直接出掛けてということがい

になりますが︑細かなことになりますが︑たとえば自治体外交と

合の活動をされていたような方々とか︑基地の問題を正面に持っ

れば︑そのようにやります︒それでは本題のほうに入らせていた
佐道

ておられた方々はあまり評価をされなかったんだろうかというこ

だいて︑少し前に︑おもしろいお話を伺っちゃったから︵笑︶︒

に三年ぐらいたっているんですが︑そのあとでそれこそサミット

とがありまして︑そこらへんの問題を︒

そうですね︒前に︑九九年十一月ですから︑あっと言う問

も実施されたり︑前に伺った時がちょうど稲嶺県政が誕生してだ

那覇空港拡張構想

■西銘県政

西銘さんの一回目の訪米は︑私が労働組合の委員長を終わ

それから︑やっぱり大田県政時代のお話と︑ここはかなり中心に

集中的にお話を伺いたいということで︑大田県政以前の部分と︑

というのがありますので︑この補足ということです︒それを今回

それから︑やっぱり前回われわれとしても伺いきれなかった部分

縄も変わったという感じがしますので︑．その問題がまず第一点と︑

て使われていた︒それに民間を入れていたのです︒復帰直前にア

ないということがあって︑復帰前から︑那覇空港は軍事空港とし

画をつくって国に要請するというのは︑なかなかうまくつながら

那覇空港は第二種空港で︑国の管理ですので県がストレートに計

所を担当している時に︑実は︑那覇空港の機能強化をしょうと︒

開発部の企画調整室というところで︑県全体の計画の策定する場

って︑県庁の職場に戻った時なんです︒当時︑私自身が県の企画

吉元

いたい一年ぐらいの時で︑それでもこんな問題が出てきていると
いう感じだったんですが︑いよいよ今年︑また県知事選挙がある
ということ︒ですから︑稲嶺県政自体の総括をされるということ

なります︒質問項目自体は︑大田県政時代の話がずいぶん中心に

メリカ側を出して︑その代わり自衛隊が入ってきた︒いずれにせ

もありますが︑前回伺ってから以降︑このあとずいぶん大きく沖

はなっていますが︑それといま申し上げた大田県政以降の話︑沖

よ︑危険だということが一つあり︑将来的なことを考えようとい

くろうという構想を民間サイドが先に持ったんです︒これは國場

縄の将来像ということも含めて︑これは是非いまの段階でお話を
そうですね︒その時はこのフォーラムが立ってないですね︒

組の当時の社長であった國場幸太郎さんという方が県内の経済界

うことで︑復帰直後から那覇空港に︑もう一つ沖合に滑走路をつ

伊藤

立ってないです︒だから︑ここを立ち上げられた考え方と

伺わなければと思います︒

佐道

する県民会議をつくって運動しとった時期がある︒つまり︑沖縄

議会︑いわゆる県労協がそれに加盟して︑那覇空港の拡張を要求・

をまとめて︑あらゆる団体を網羅して︑当時︑沖縄県労働組合協

質問項目自体は︑思い浮かぶ項目を雑多に並べたものですから︑

の運動というのはある種労働組合と企業との労使関係問題だけじ

いうことも含めて︑順序立てて伺っていければということです︒
別にこれだけにこだわっていただく必要はありません︒順番から

で︑労働組合も関わったいうことがあった︒そういう運動に私自

したから︑そういう意味では︑復帰後の沖縄のあり方ということ

ゃなくて︑沖縄をどうするかということがずっと付いてきていま

いきますと︑先生ご自身はいろいろと組合の運動をしながら︑西
銘県政時代でも︑沖縄の将来構想みたいなものに関わって︑ある
が︑西銘県政が三期十二年続いたと︒これでは基地の固定化でど

身も労働組合時代に関わっていたものですから︑職場復帰したら︑

いはご自身でおつくりになったということを伺っていたんです
うにもならんということもあって︑大田さんを担いでということ
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よ﹂と説明する︒当時の構想は︑空港をつくるだけじゃなくて︑

軍港も移す︒

ないかという発想だった︒空港を一本つくるこ乏によって︑那覇

寄せていって︑あと一気に沖縄の二十一世紀のために使おうじゃ

ロというのは難しいよと︒だったら︑全部そこに自衛隊も含めて

きれなかった︒私なんかは労働運動もやっていたし︑復帰運動も

いまの自衛隊基地になつとる部分も全部空けさせて︑そこも国際

もとの滑走路を︒

やっていたが︑基地をそっくりそのまま復帰後に持ち越したわけ

交流のための場にしよう︒﹁日本・中国・東南アジア交流センタ

伊藤

それはそのままにして︑もう一本沖合に作るんです︒だか

那覇空港の沖合展開関係を担当している企画調整室のなかで他の

ー﹂﹂という構想もあったんです︒これと︑ワンセットで空港の展

吉元

ですから︑行政に入って︑沖縄の将来のことを考えながら︑そし

開も考える︒で︑国際的なフリーゾーンをつくるという横⁝想がで

ら︑結果として︑いまの那覇空港というのはこういう形でありま

チームがやっていましたので︑それに関心を持ちました︒轟轟幸

きた︒これの実践を県に求めた︒ところが︑西銘さんは︑自衛隊

すげれども︑ここは自衛隊の基地です︒で︑ここに港があるわけ

て︑﹁大那覇空港整備計画﹂をやると■すれば︑そこに全部基地を

の基地がはまっているし︑これを除けるという発想はなかった︒

です︒これが広大な那覇軍港ですから︑ここに滑走路をもう一本

太郎さんが西銘知事に毎回要請に来る度に︑背広の内ポケットか

だから︑行政の仕事としては︑最初に沖合展開だけであった︒基

つくるんです︒あと︑これは新設ですね︒そうすると︑ここでい

出そうじゃないか︒どっちみち将来的に自衛隊まで含めて基地ゼ

地問題をどうこう言わんと︒一議論のなかで出たのは︑自衛隊も全

ま自衛隊と民間航空機の軍民共用ですよね︒まず︑この自衛隊を

らカラー刷りのA4版の絵を出して︑開けて︑知事の前に置いて︑

部嘉手納基地に移したらどうか︒そうすれば︑全部使えるという

移す︒これは軍港です︒この軍港を移す︒少し遠いけど︑牧港弓

﹁沖合に一本滑走路をつくったら素晴らしいよ︒やらんといかん

話になったけど︑これも西銘さんの時代になって通用しない︒そ

くし︑軍港が空くし︑そして︑要するに︑さっき言ったものが全

勢基地といって︑でっかい兵営基地があります︒これも移す︒そ

部空くし︑同時に︑普天間も空く︒これを全部入れ込みきれない

のなか．で︑知恵を求められた︒事務方である私たちが知事サイド

って︑そこに那覇軍港を移そうと︒そして︑牧港兵靖基地︵キャ

かという論議をするんです︒

して︑普天間も移す︒そうすると︑自衛隊基地のところが全部空

ンプ・キンザ︶も移し︑普天間飛行場も移そうと︒加えて︑航空

これはかなり大規模なものになるわけですね︒

から検討してみうという話があった︒その時に︑私の案でもあっ

自衛隊も移そうと︒これは空港整備予算で計画をつくるんじゃな

伊藤

たけど︑何名かで検討するなかで︑沖合にもう一本滑走路をつく

くて︑自衛隊の予算でつくらすという構想にするならば︑．早いし︑

ています︒国が調査に入ってます︒これをやろうと思えば︑その

もちろんそうです︒いまでも三千五百ぐらいのやつを狙っ

間を埋め立てでつなぐならば︑もっとこれは全部使えますから︑

吉元

佐道

同時に基地が空くという前提です︒

設とか︑そういうのもくっつけて︑それで︑いまのいろんなとこ

﹁そういう意味では︑なんでも使えるんです︒
伊藤 この案はまだ生きているわけですか︒

空港のためにもう一本つくるんだけども︑それに港湾の施
ろを全部集約させようということですか︒

これはかなり水面下で議論になりました︒それで︑國場幸

吉元

吉一兀

いや︑恐らく今回実は問題になったのは︑普天間を名護の

太郎さんが考えきれなかったんです︒それでいいという判断がし

147

2002年7月30日
第4回

政治的に問題にしたんです︒﹁では那覇空港をどうしますか︒い

キャンプ・シュワブ沖に移して軍民共用といった時に︑私が裏で

そういう意味で︑西銘さんにそれをアドバイスしたことがある︒

でも︑大田県政でもそのために毎年行かせたんです︒ですから︑

本は動く︑というのが私たちが復帰後抱えていた課題です︒今日

ってないんです︒しかし︑データを相当つくっているからし言わせ

らなくなりますね︒向こうで二千五百メートルのをつくるならば︑

に最初から民間空港のもう一本滑走路をつくることを前提に︑ハ

ているはずです︒それをどう言ってきたかというのがちょっと問

西銘さんはやったんですか︒

ブ空港をつくることを前提に︑新しい民間空港というのは北部に

題です︒ここははっきりしないので︑その後は︑西銘さんから基

伊藤

は必要ないと︒だから︑北部から要求はずっと昔からあるんです︒

地を移すという構想についての具体的な指示はなかった︒同時に︑

しかも︑民間航空に使わせるというんだから︒だったら︑沖合い

そんなのはいらない︒その代わり︑たとえば橋本案の時にも︑こ

私はその途中から︑県立芸術大学のプロジェクトを担当させられ

そこがちょっとね︒西銘さんが行った時のペーパーには入

の軍港を拡大して︑民間も使えるようにしたらどうかという案が

て︑そればっかりに専念したから︑これにタッチしてない︒だか

吉元

出たんです︒だめだと︒あくまでも空港はここに一本で集約化す

ら︑その後は︑県のなかでも︑国の空港ではあるけど︑沖合展開

展開はいらないんですか﹂と︒県は困っちゃった︒私たちはここ

る︒これが効率が上がると︒港湾と空港とワンセットにしょうと

一番目の問題に関わるけど︑西銘さんがアメリカに行った第一回

なるような段階に来たんです︒ですから︑この構想というのは︑

をみて東京で出して︑予算に乗せようと︒やっとこれがいま実に

討しています︒これは県がつくって出したものを︑運輸省は時期

というのは︑県のプロジェクトとして︑その後ずっといまでも検

そうです︒自衛隊もここに追い出すから︑ここも民間が使

そうすると︑ここは民間の港として使えるということです

いうような構想までつくったんです︒

伊藤
か︒

吉元

える︒そうすると︑普天間も空くし︑牧港兵靖基地も空く︒これ
これを最初に立てられたのは八○年代の初めですね︒

は二十三事案について評価します︒ところが︑そういうものと関

たことが︑西銘さんがそれを踏まえて展開しておるならば︑これ

目の段階から︑私自身は少なくとも︑こういう戦略を持って言っ

佐道

そうです︒私が職場に復帰したのは︑七八年か九年に職場

だけ一挙に空くならば︑これは価値がある︒

吉元

連なく細切れで︑全部出てきたんです︒しかも︑地主の意向をま

体的に県がオーソライズした案ではないんです︒そういうことを

入れて行ったらどうかという話をしたんです︒つまり︑ここは具

出たりして︑それで︑迷惑だという︒しかし︑あれが相当参考に

で︑しかも︑返してもらってもいますぐ使えないようなところが

吉元

佐道

はい︒ですから︑結果として︑数は多いけど︑全部細切れ

そこの調整とかを全然してないんですか︒

ったく無視して出てきたやつです︒

復帰していますから︑そして︑企画調整室︒．その直後にこの議論

が出てきたわけです︒ですから︑西銘さんに最初にアメリカに行

頭に入れて︑それで︑基地問題について︑きちっと基本的な議論

なったんです︒まず︑地主の意見を聞こう︒地元自治体が跡利用

ってもらった時は︑実は︑こういう構想もあるということを頭に

をしていくべきだと︒なにしろ日本政府に言ったって︑何も進ま

計画を持っているか︑ここが基地返還アクション・プログラムの

一期・二期・三期分つながる原点です︒ですから︑この第一回目

ないんだから︒まず︑アメリカに飛び込め︒国務省を動かして︑
ペンタゴンを動かして︑ペンタゴンから二言言わせてやれば︑日
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迷惑と言われたところがあります︒

ちえなかったので︑そういう意味で私は評価しない︒現に︑相当

縮小と沖縄のその後をどう描いていくかという戦略的な視点を持

の西銘さんの﹁十七施設二十三事案﹂というやつは︑基地の整理

をもっと自信を持って言つとるのは︑この間岩国へ行ってみてき

点はこれに入ってません︒どうせつくるなら︑最近になってそれ

題と危険性の問題です︒ですから︑さきほど私が言ったような視

する限り︑もう一つつくろうということになってくる︒容量の問

たからです︒岩国の沖合というのは︑三千メートルの空港をつく

るための埋め立てが終わりました︒同時に︑水深十五メートルの

どうするんだという話は確かにありますよね︒

吉一兀

大港湾をつくるんです︒ワンセットです︒それは私たちの構想と

佐道
もい︑いからぶち込んで︑その方向で県庁のなかで仕事をさせて︑

まったく同じです︒恐らく将来的には佐世保にある海兵隊の基地

もし西銘さんがさきほど絵を描いたような構想を︑口頭で

然るべき時期に彼がそれを表に出して県民に問うて︑それを二期

うような形で︑ゆくゆくは日本政府だっていつまでも﹁思いやり

を岩国に移すはずです︒そして︑弾薬庫も恐らく移すはずです︒

﹁ノー﹂と言い︑結果として︑いまのような軍民共用を︒自己矛

予算﹂が湯水の如くあるわけではないですから︑韓国の三韓米軍

目の選挙に持ち込むというのであれば︑もっと違った形が出たん

盾です︒沖合い展開を要求していながら︑同時に︑北部にも民間

の整理が終わる二〇〇八年までそれと見合いながら︑岩国の問題

そして︑やっぱり民間としては︑佐世保は自衛隊に全部任すとい

空港をと︒できたら︑すぐ民間の空港も使うという︒しかし︑十

ができあがっていくと︑どういう形で海兵隊の本土︑沖縄を含め

じゃないか︒たとえば今回のような橋本案のような海上基地には

五年後には全部もらうよという話でしょう︒これはどうするの？

た問題が︒もちろんどこを撤廃するという意味じゃなくて︑シフ

岩国の問題というのは沖縄とも連動するわけですね︒

同じ時期にできる那覇空港との関係は︒これもある意味では戦略

伊藤

連動します︒しますけれども︑それを日本政府側が一言も

トし始めるかというのが出るでしょう︒

佐道

吉元

なしです︒こういうやり方はよくない︒

は先生のおっしゃるようなほかの基地も収容した多機能集約とい

言わない︒アメリカ側は少し匂わせている︒

いまの続いている那覇空港の沖合展開の問題ですが︑これ

うのは入ってないですね︒

沖縄の側からはどうなんですか︒

伊藤

﹁移してください﹂と橋本さんに私は言っています︒でも︑

言っている？

伊藤

じゃ︑防衛施設庁の関係じゃないんですね︒

吉元

百％入ってないですね︒百％航空局管理の民間のための空

伊藤

違います︒それで︑なかなか軌道に乗らない︒予算が採れ

吉元

吉元

あれは飲んだ時の話だから︑橋本さんは忘れておられる︵笑︶︒

私たちは最初から︒

ない︒空港整備の五か年計画のなかにどうぶち込むかということ

昼間は言えんからね︒但し︑最近︑非常におもしろいのが出てき

吉一兀

で︑予定に落ちたり︑入ったりで来ている︒もう十何年になりま

た︒安倍︵皿旦二︶さんらのグループの議論のなかでは︑在日米軍

港ということです︒

す︒だから︑結局は︑いまの沖合い展開を必要としている理由は︑

ーシップの正しいあり方という議論のなかで論議されているもの

老︑これは地位協定の議論のなかで︑将来の日米安保のパートナ
併せて︑自衛隊の緊急出動その他事故などがあって︑危ないとい

がありますが︑やっぱり米軍基地の整理縮小というのは思い切っ

いまの滑走路でも︑キャパシティは限界まで来たということです︒
うことがあって︑︑それで︑どうしても自衛隊のというのを前提と
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されたやつがここでできるし︑牧港兵靖基地も邪魔にならない︒

いうことになる︒そういうことでは県民は納得しないよというこ

港湾とワンセットになるし︑普天間も住宅地を飛ばなくていい︒

て進めないと︑有事法制を含めて︑尚かつ︑日本の体制は強化し

伊藤

それを全部入れてみたらどうかと︒併せて︑自衛隊も移せばいい

とから︑公務員のなかで職場で議論した時に︑・これは全部ぶち込

吉元 まあ︑そこまでいくと思いますが︑本来ならば︑ODA予

じゃないか︒これについて︑知事が自分のものにするための仕事

ていく︑これはどケもうまくないよという問題を自覚し始めてい

算をいきなり切らないで︑許容の範囲で﹁思いやり予算﹂のほう

までにはゴーサインを出し切れなかった︒だから︑第一回目に何

もうと︒そうすると︑ペンタゴンもオーヶ1すれば︑軍港も整備

から手を付けて︑スリム化しながら︑ODA予算に食い込んでい

を言われて帰ってきたかというのはわからないんです︒

るということを聞いています︒

くというのが外交としては正しいと思うし︑日米間のあり方とし

予算的にやっていけないでしょう︒

ても正しいと思います︒アメリカはODAを増やしている︒だか

■米側からの代替基地案

しかし︑これはもしペンタゴンが関心を持ったとしたら︑
非常に大きいですね︒

伊藤

ら︑そういう意味では︑一歩遅れておるなという感じがする︒し
かし︑西銘さん時代の二十三事案の問題というのは︑そういう戦
略なしの問題だけに︑これではだめ︒いらないといって︑遊んで
いる部分を返してもらうと︑︑こっちが使えない旧

このあとに大田県政になって︑九四年の初め頃︑アメリカ

吉元

形としては﹁十七施設二十三事案﹂みたいなことが回るの

佐道

サイドから一つ出たんです︒いまの嘉手納の沖合︑あそこまで北

でなかったけど︑あそこに港湾をつくりたいと︒そうすれば︑い

で︑そこらへんはどうかなということで︑いまの那覇軍港の沖合
に多機能集約型のものをつくって︒

港をつくるという時期ですから︑私たちはシンガポールを見なが

されていない︒唯一︑あの時期︑シンガポールがもう一つ国際空

成田が頓挫しておる︒中国︑それから︑台北空港でさえまだ許可

港にしょうと︒・どっちみち日本でハブ空港をつくりきらんよと︒

求なんですが︑いまの滑走路の沖合にもう一本つくって︑ハブ空

吉元

移動可能なということですか︒

これはいまペンタゴンが検討に入っているんです︒

セッツ工科大学は︑本当は推進力を持った海上基地が欲しかった︒

これは日本政府が門前払いをしたきらいがあるけど︑マサチュー

いなさいというような幾つか出してきたわけです︒三つ目には︑

そこで︑水面は全部あけると︒金武の皆さんに養殖業その他に使

を持ち込まれてきたのは︑そこで基地をつくり︑普天間を移す︒

チューセッツ工科大学のプロジェクトとして︑絵が描かれたやつ

はなかったけど︑九四︑五年頃の話ですが︑金武の沖合に︑マサ

行できない︒それが一つ︒もう一つ︑これは那覇軍港との関係で

うのは復帰直後の約束なんです︒代替港湾をつくれなければ︑実

まの那覇軍港は撤去してもいいと︒つまり︑那覇軍港の撤去とい

逃場幸太郎さんとかが詰め切れなかったとおっしゃったわ

吉元 那覇空港の沖合いね︒．︑

レ佐道

ら︑シンガポールのような都市国家を︑というのがこの時期の復

佐道

移動可能なという表現です︒これはおもしろいということ

けですけども︒

帰直後の沖縄のデザインです︒これは民間も一緒です︒そういう

吉元

現場幸太郎さんが出してきたのは︑復帰直前からの県民要

意味でいうと︑経済界を中心に描いた絵というのは︑あくまでも
︑全体を民間という前提に︑いまの陸上の基地については触らんと

C
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政府は手を出せないという話になって︑これはぽしゃっていくん

早い時期に︑それでは軍艦をつくってやるのと同じだから︑日本

で︑実は軍事専門家のなかで︑飛びついた連中がおったんですが︑

戦以降を考えてない時代ですからね︒

吉元

という判断だったんでしょうか︒

てくるしvそういうことで基地問題にこれ以上踏み込みたくない

たぶんそうかもしれません︒それよりは︑むしろ将来︑冷

です︒

いそと︒たぶん東アジアのアメリカの力がアフガンを中心に裂か

冷戦以後を︒八十年代初めですからね︒

れていくはずだから︑湾岸とは言わないけど︑中東の石油問題な

佐道

移設問題については︑キャンプ・シュワブ沖は一九六五年︑一九

んかに影響していくんじゃないかなと︒．それは復帰直後の石油シ

軍艦ですものね︒

六八年頃に出ているんです︒ベトナム戦争中から出とるんです︒

ョックの問題は︑東京もチリ紙がなくなったけど︑沖縄は酷かっ

伊藤

ですから︑そういう意味では︑そこをきち．つとつくって︑復帰段

たからね︒まざまざとみせつけられて︑沖縄で米軍基地に対して︑

まったく考えてない︒だから︑恐らく︑僕らなんかがあの

階で︑本土にある海兵隊の部隊を沖縄へ移すというのが次に出て

ものを言うというのは︑経済界は言う気がなかったし︑県政も言

吉元

くるスケジュールだったんですね︒

う気がなかったし︑だから︑ちょうど一期目の西銘さんというの

ですから︑九〇年代に入っても︑軍港移設︑普天間移設は

これは埋め立てなんですか︒

は基地問題に触れなかったからね︒二期目あたりから少し余裕を

吉元

埋め立て︒

時に二次振計を策定する作業に入った時に︑ちょうど七九年のア

杭打ちじゃなくて︒

持って言うようになって︑三期目の時は自信を持って︑将来続け

なんとかしなきゃいかんと︑アメリカ自身がものすごくある種追

これは完全に埋め立てです︒そのほうがいいらしいです︒

たいために言わんといかんと︑二十三事案を集中的に出てくる︒

フガンにソ連が突っ込んだんですかね︒あの頃から︑これはやば

そんなに水深がないんですか︒

二回目の段階だと思います︒それにしても︑軍隊を動かすという

い込まれていった︒．それはもっとさかのぼっていくと︑普天間の

ないです︒ここは砂地が中心で︑但し︑海底だけからでは

ている︒

間に合わない︒陸上のどこから持っていくかということが一つ出

おったち︑これはいまでも同じことが言えると思います︒いまの

ような視点が西銘県政のなかで︑検討するセクションなり︑人が

県政もそれがやられてないので︑少し︒

しかし︑丁場さんなんかは︑そうなったら︑非常に乗り気

伊藤

伊藤

吉一兀

生きてますよ︒いまは事業としては本物になっていきます

いまだって︑これは息があるんでしょう︒

にならなかったんですか︒

からね︒

本当は乗り気だったんでしょうね︒だから︑基地をかます

単なる民間空港だけじゃなくて︒

吉元

伊藤

と︑却ってうるさくなるということで︑引いたんでしょうね︒

だから︑大事なのは︑確かに八○年前後の︑この時︑それか

基地をかませれば︑予算としては防衛施設庁の予算になる

伊藤

吉元

ら︑大田県政になった九〇年代の﹁国際都市形成構想﹂及びこの

でしょう︒

佐道

時期︑そして︑それが終わって︑九八年以降今日︑みんな節々全

いろんな予算がまた入ってきますよね︒自衛隊が入る︑海
軍が入る︑それから︑普天間の海兵隊が入る︒いろんな軍も入っ

151

吉伊吉伊吉伊
元藤元藤元藤

部状況が違うでしょう︒大田県政というのはまさに冷戦後ですか

いる︒・ブイリピンで恒常的に残るようなところまでいけますか︒

吉元

じゃ困る︒もうちょっと動かせないかという話をね︒それがない

そ︑今度︑もう一回︑これを県庁レベルで見直して︑いや︑これ

になったということで︑全部うちひしがれた形だよね︒だからこ

なかなか動かない︒そのうちに九・一一テロがあった︒もうだめ

したんです︒今度は︑動くだろうと思って動かそうといったけど︑

持ちが重なってきたでしょう︒だから︑基地問題にあれだけ集中

さんも表現はしてないけど︑︑このことを言っているんです︒名

議論に食い込んできたのが下地幹郎さんの案なんです︒下地幹郎

んでしょう︒これだけ本当に駐留する必要があるかどうかという

どうするか︒駐留する場所をアメリカはいま沖縄にと言っている

ケーと言っているでしょう︒これは駐留はできないから︑じゃ︑

カムラン湾は﹂という話でしょう︒シンガポールはいつでもオー

憲法改正が伴うから無理かもしらんけど︑ベトナムはどうです︑

そうそう︒﹁そうであれば︑アメリカはすでに手を打って

ら︑沖縄はなんとかよくなりそうだよと︑させてみようという気

ものだから︒

二十五年から三十年後に︑民間専用になるから︑その時にこれが

護・辺野古に軍民共用空港を十五年後につくって︑彼の計算では︑

吉一兀

できているのに︑航空会社はノーと言っていると︒北部の空港に

これはすごい問題だな︒

頃からアメリカに行く︑グアムに行く︑そしてフィリピンに全部

はに行かんと言っている︒誰が使うんですかということでしょう︒

伊藤

蓄積して︑彼は彼なりにいろんなものを組み立てていって世に問

農協︑JAの皆さんは農作物を出すのに必要だからといまの知事

だから下地幹郎案が出てきたんです︒あれは彼は去年の中

うている︒しかも︑今年の正月の第一第二の日曜日︑私も彼に引

から︑状況が違うから︑おもしろいと思うよ︒しかし︑これで本

が言うような仕組みは︑あの時はアメリカに突きつけてない︒だ

し︑これは一回検討したが︑だめだった︒だけど︑いま︑あなた

問題について彼と議論しました︒僕は︑﹁一つの考え方だ︒しか

なくて︑県民のなかでストーンともう一回議論をして行ける道筋

う一度冷静になって整理し直して出すど︑これは保守︑革新じゃ

るのは︑いまの政府側の本音ですよね︒あの考え方を沖縄側がも

吉元

佐道

ですから︑結果的には︑麻生︵太郎︶政調会長が言ってい

大きな国際空港をつくって︑農作物をというのは︒

さんは言うけど︒

当に空軍がオーケーするかな︒空軍は将来は自分たちが主人公と

ができるど思う︒そうすると︑アメリカ側は沖縄をみて︑保守︑

っ張り出されたけれども︑沖縄のテレビで二週にわたって︑この

思っている︒だから︑ケイトー研究所の報告書がある︒つまり︑

革新という間尺じゃなくて︑このへんだったら落ち着くなという

つかみどころがっくれる︒そこを示さん限り︑この問題は進まな

南にもう一つ使える空港が必要だ︒朝鮮危機は去っても︑台湾有
事︑それを前提するならば︑飛行機だよ︒今更︑海兵隊じゃない

下地さんなんかはこの構想はそもそも頭にあるわけです

いね︒

か︒

佐道

よという話でしょう︒そうすると︑今日的に重要になってきたの
は︑アメリカ的にいうと︑テロとの関係で海兵隊の必要性が高ま
ってきている︒それは大きさじゃなくて︑まさにおることに意味

吉元．ここまではないと思う︒全部セットにまではやってない︒

おそらく彼が付き合っている範囲では︑ここまでは出てこ

がある︒集積所であることに意味があって︑そこに何万人とおる

吉元

佐道．これほど多機能集約型のものはないかもしれない︒
睨みを効かせられるということですね︒

ことが問題じゃない﹂と︒

佐道
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結局︑八○年代の初めに︑先生を中心に構想されたこの案

ないと思います︒

佐道

り︑これはいつまでも残ります︒一方的に押しつけられている︒

佐道

■本土との系列化問題

うことで︑那覇空港の沖合展開という問題自体は残ったものの︑

めにこういう構想を立てられた︒それから︑八○年代の最初とい

というのは︑その時に県政とか︑経済界が踏み切れなかったとい
ここまでの多機能集約案というのはずっと潜ったままになつちゃ

うのは︑たとえば自治労や一部研究者も自治県制構想を立てると

全体に出て来ないというところに問題がある︒沖縄は慣らされす︑

も︑政治が考えても︑当たり前の話です︒その当たり前の感覚が

ついた基地でしょう︒これを集約するというのは︑素人が考えて

であまりにも都市にへばりついた︑しかも︑いいところにへばり

て︑百十万住んでいるところに︑嘉手納基地から南の那覇軍港ま

だなという感じはしたね︒沖縄の中南部にある米軍基地を見てい

〇年代に出てきた金武の沖合につくると︒あの時はまさに多機能

吉一兀

んでしょうか︒

やったということなわけですよね︒沖縄の政党自身はどうだった

な戦略ビジョンがなく︑はっきり言えば︑ちょっと場当たり的に

銘さんもいま先生がおっしゃられるところでは︑こういう長期的

ランとして具体的なものを出すとか︑そういうのを構想する︒西

国会議員レベルに止まらず︑沖縄の政党自身がこういう問題をプ

たとえば社会党があり︑自民党がありと︑復帰以降の政党ですね︒

制構想など︑いろいろ議論があるんですけれども︑沖縄の政党︑

かありましたよね︒今も先生ご自身もそうですけれども︑特別県

いまのお話なんですけれども︑たとえば先生は八○年代初

う︒あまり知られないということですね︒

ぎている︒基地があるのが当たり前だ︒なくなればいいなあと︒

吉一兀

そうですね︒知られなくなつちゃった︒さきほど言った九

よし︑なくそうという運動はするけど︑ちょっといますぐではな

す︒労働組合は一応単産に系列化されていく︒つまり︑加盟して

いくのです︒そのことで︑沖縄問題が︑沖縄にある労働組合の支

復帰直後の私たちがいちばん懸念したことが始まったんで

いよという話でぽしゃるでしょう︒何か動き出すと︑それに全部
集中しちゃうんです︒こっちでいいのか悪いのか︒賛成︑反対と︒

部︑分会というのが職場から薄れていくんです︒労使間問題に置

ったり︑国労﹁民営化﹂の闘争があったりと続いていくでしょう︒

もう少しトータルで︑まとめてどういうふうになるかなといヶ議

ばれるやつは︑このことについては言い切れない︒政治的な発想

ですから︑労働組合というのは︑当然自分の身分︑権利の問題に

き換えられて︑それが当面の課題になっていく︒もちろんいろん

でものを言っても︑投票では全部関わっているからというのがあ

入っていく︒つまり︑それが日本の労働運動であったし︑大きい

論に集約できないのは︑やっぱり軍用地主の利害と基地に働いて

る︒ここは沖縄から言わすのではなくて︑沖縄にいろんなアイデ

闘争といえば︑安保反対闘争という節々での戦いだったでしょう︒

な苦しさのなかで︑全国的な労働組合というのは︑過去の一時半

アがあることを知ったうえで︑絵を大胆に描くのは︑言っては悪

沖縄みたいに日常的に朝から晩までずっと基地問題で苦しめられ

いる軍作業員は家族を抱えているからです︒これを根っこに抱え

いけど︑政党か政府の仕事だと思います︒このことは安定的な沖

ているところはなかった︒復帰後は︑それを全国化しようとわれ

は︑全逓がマル生闘争でやられたり︑日教組の﹁勤評﹂闘争があ

縄における日米間の問題︑とりわけ基地問題の長期を展望した方

われは合言葉をつ．くったんです︒そのつもりでつながろうなと︒

ている問は︑自治体の長でも言い切れない︒少なくとも選挙で選

法をつくるための大きなきっかけだと思います︒そこに入らん限
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労であったり︑教組です︒少ないんです︒あとは小さな組合があ

自分たちの方針を反対するならば︑単独行動をやる︒これは自治

独自の運動方針をつくり︑独自の意思決定を持っている︒中央が

組に加盟している︒あっちは協議会であって︑連合体じゃない︒

学校の先生の組合︒これは沖縄教職員組合という一つ単位で日教

なんかはまさにそれです︒そうでない組合が幾つか残っている︒

す︒だから︑個人加盟の労働組合というのは︑NTTの労働組合

帰後の労働組合が労働運動総体のなかで︑本土に系列化されてい

対する思い入れが大きいです︒ですから︑そういう意味では︑復

はそういう意味なんです︒レバ・ナラヤンさんはいまでも沖縄に

ポールとの関係︑レバ・ナラヤンさんなんかと直接やっていたの

だったね︒だから︑沖縄がストレートにインドとの関係︑シンガ

との関係で︑沖縄問題を少しへこませていくんです︒それは残念

労連の中心である宝樹さんなんかを申心にした部分が︑アメリカ

評を中心にというけど︑総評的体質は最後の段階では︑国際自由

かった︒だから︑そういう意味で言うならば︑日本労働組合は総

していくんです︒それでも︑日本労働運動総体はカバーしきれな

る︒そういう意味では︑運動が弱かったということがあるんです︒

くことによる体質の変質︑弱体化していったというのが一つ︒政

つながっていくと︑労働組合の性格上︑そうならんかったわけで

労働組合総体の力が分散していった︒これが一つあります︒

党がストレートにつながることによる影響が出たんです︒一つは

伊藤県労協︒
県労協で束ねていても︒だから︑そういうなかで︑﹁沖縄

でもこれは共産党でしょう︒

吉元

伊藤

をつくるための努力を沖縄人民党がやった︒これは瀬長亀次郎さ

一緒にある歩いた︒つまり︑共産党とは違う一種の民族統一戦線

ら︑沖縄県民に依拠しなけばだめだから︑可能な限り沖縄県民と

実態はそうだと言われていたが︑やっぱり一つの政党だか

極端にいうと︑共産党はなかったわけですから︒沖縄人民党：⁝・︒

全逓の宝樹さんなんかはかなり応援したんじゃないです
国際自由労連の中心にして︑沖縄の復帰前からの沖縄戦後

吉元

闘争﹂というのはみえなくなっていく︒

伊藤
か︒

吉元

労働運動を支援したのは事実だけど︑宝樹路線が限界に入ったの
は︑国際自由労連との関係で︑国際自由労連というのは同時にア

に発言をすることによって︑沖縄の権利の問題︑基地労働者の労

たり︑向こうで発言させて︑アジア執行委員会から国際自由労連

にあったから︑私たちは沖縄から派遣して︑労働大学にも行かせ

ア執行委員会にものを言ったんです︒そこはインドのカルカッタ

れに対して︑アメリカにものを言わないで︑国際自由労連のアジ

うのは︑必ずしも沖縄側でなかったんです︒だから︑私たちはそ

社姦党︒

は︑ローカル政党が力をなくしていくという過程です︒

す︒﹁社大党は比較的自由に︑沖縄の社大量はやっていた︒復帰後

ー﹂が言えないという形に落ち込んでいく︒これはもう系列化で

運動が絶えず︑代々木からの﹁指示﹂がないと﹁イエス﹂・﹁ノ

たんです︒だから︑直結しちゃったんです︒そういうところで︑

て︑党を全部支配しておったから︑復帰後はポンとこれが出てき

勉強して︑大学に行ったものが共産党員になって送り込まれてき

んなどがカリスマだった︒ところが︑内部的には︑本土に行って

働基本権の問題をアメリカと喧嘩するというパターンをつくっ

伊藤

社大服ですね︒これは魅力がそれほどもあるとは思えないと

メリカが主導権を持っているでしょう︒国際自由労連の発言とい

て︑やっと国際自由労連の本部の了解を取って︑沖縄事務所をつ

吉元

いう役割だった︒沖縄人民党は復帰までの政党なんです︒綱領にそ

くらせて︑派遣されてきたのがロビンソンという黒人で︑彼がも
のすごく直接沖縄で米軍と喧嘩して︑基地内労働者の権利を獲得
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帰までの政党なんです︒これは復帰段階で解散するかどうかですっ

党が新しくできた︒ところが︑移行と言っている︒社会大衆党も復

う書かれているんです︒だから︑あれはそのとおり終わって︑共産

れずに言うのだが︑だいたい各部局で︑ルーチン業務でいちばん

吉一兀

門家がたくさんいたんですか︒

う人材は︑吉元先生は企画調整室におられて︑そこにそういう専

きます︒手前味噌になるんだが︑そこで県庁に戻った私が説得され

結局は︑政党にも求心力が点くなる︒これが八○年代の最初まで続

く︒下官の行動を単独でできないから︒それだけの能力がないから︒

った︒そうすると︑全体的な運動のなかで存在価値がなくなってい

整室というのは︑だいたい人事課あたりが配慮する場合は︑そう

おるよ︒そのなかから何に向いとるかという話でしょう︒企画調

いでしょう︒県庁全体六千名のなかでは︑探せば二︑三十名すぐ

そういう連中というのは現場では嫌がられる︒だから︑昇任は遅

不得手のやつがおる︒遊んどるやっとか︑仕事が遅いやっとかが︒

考えてみると︑それなりのやつがおったですね︒誤解を恐

たもんだしたけど︑結果としては︑解散できずにそのまま残しちゃ

て︑県庁を今度は退職して︑県労協︑沖縄県労働組合協議会に専従

意味で︑﹁革新県政を奪還する﹂という言葉に変わっていくんです︒

して︑県庁全体をどういうふうにさせるかと︒だから︑パワーよ

るけど︑集中的に仕事をさせて︑一つの案をつくって︑これを出

いうのはもともとそういう場でもあった︒日常的にはそうやっと

いうやつも選んでくるので︑担当部局は︑ああ︑こいつを置くよ

それが八三年か八四年から︑私が県庁を辞めたあとに始まった︒最

りは真面目に仕事をやるやつのがいいからとすぐ入れ替えるでし

初に取り組んだのが︑いろいろありまずけれども︑嘉手納基地包囲

りは構想力というのかな︒欲を言えば︑戦略思考︒そういうやつ

の事務局長で入って︑﹁沖縄闘争の再構築﹂という言葉を使って︑

行動︒これはもう一回基地問題を見直そうと︒ところが嘉手納に集

がおれば︑幸いよね︒私がおった期間では︒

ょう︒こういうやつは集まりやすいんでしょうね︒企画調整室と

まってう周囲十七・四キロ取り囲んで手をつなでだけかとすぐ批判

伊藤

もう一回︑沖縄を見直そうということで︑基地問題から沖縄の将来

された︒批判されたけど︑そのことによって︑もう一度考え直して

になったのかなあと︒

のあり方まで議論をし直そうと︒それがある種知事を替えるという

みようじゃないかということで︑赤ちゃんからお年寄りまで︑これ

吉元

それはなんだろうね︒自分ではわからんけど︑たぶん︑な

吉元先生︑なんでそういう企画力をご自身で持たれるよう

はそうな一つた︒それが一つの力になった︒

伊藤

んだろうね︒

吉元言ってみれば︑復帰運動でしょうね︒組合運動というより

象徴的な行動だということですね︒

は︑復帰運動でしょうね︒六三年から始まった︑若い時︑二十代

佐道

吉一兀

で復帰協の事務局長をやって︑よせばいいのに立法院を取り囲ん

やっぱり組合運動のなかでですかね︒

の意味を持って︑基地問題をもう一度県民の意識のなかに︑生活
．のなかに取か戻すということにつながったのは事実でしょう︒こ

で乱入事件を起こして︑全県回って︑政党の親分衆を連れて歩い

そうですね︒その後︑合計三回やっているけど︑それなり

の力が西銘さんの四期目を潰して︑大田を誕生させたと一般的に

伊藤

でも︑そういう運動をやることと︑こういう企画をつくる

ままではいかんという話なんでしょうね︒

て演説会をやったり︑復帰運動をすることによって︑沖縄はこの

は評価されているけどね︒

こういう企画室といいますか︑戦略的な構想を立てるとい

■企画調整室時代
伊藤
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ことというのはちょっと別な︒

指定席にしまして︑もちろん私は一係長クラスの職員ですが︑ず

ずっと続いて十空名か行ってきとるんですね︒この間あった時に︑

っと県のトップ︑当時は西銘さんですが︑二年越しに西銘さんヘ

これは別に先生がいたわけじゃないでしょう︒

玉那覇って珍しいやつがおったけど︑あいつもそうです︒あまり

別な仕事でしょうね︒まったく別な仕事だと思います︒な

伊藤

先生はいないですね︒考えると言ったって︑大して考えな

吉元

吉元

にも変わっとるんで︑県庁では使い物にならんといって︵笑︶︑

メッセージを送り︑﹁次ぎ︑こいつを行かすよ﹂と名前を先に︒

いんですよね︒だって︑小さな島だもの︒どこに何があるかは頭

いま︑モズクを売って世界的に回つとるんです︒

んでしょうね︒

のなかに全部あるし︑どうしたらいいかというのはだいたいわか

職場ではなかなか難しいかもしれないと思うタイプですね︒

ものすごく行動力があるし︑発想もおもしろいし︑でも︑

だけど︑ほかの人はそういうことはやっていませんよね︒

吉元

佐道

佐道

そのあと︑吉元さんはたくさんできているんですよ︒そう

るし︑一か所に集まるよね︒

伊藤

すからね︒彼の仲間を集めれば︑百番ぐらい集まるでしょう︒使

だから︑ああいうやつがいまでも県庁に十何名近くおりま

いう人材は︑たとえばいまシンクタンクとか︑そういう形で結集

う一回つくり変えろと出させて︑それでオーケーしてという話で

しして︑県がこう考えているから︑このとおりプロポーザルをも

りますが︑極端にいうと︑プロポーザルを出して︑県が少し手直

吉元

りたいというのがあったんです︒私なんかは通常の業務︑振興開

吉元

伊藤

西銘さんの時代というのは︑まさに︑あの人にはこれをや

これは知事でしょう︒

は管理者に弱さがあるかもしらんですね︒

く人︑チームとして︑それを引っ張っていくような管理者︒︑これ

っていくためのまさにリーダーシップというんですか︒使ってい

しょう︒そうすると︑県の担当者というのかな︒あるいは県のイ

発計画に関する︑二次振計に関する仕事をやろうとした時から︑

するということはないんですか︒

メージしている部分の範囲内で仕事をさせている︒これはシンク

議会サイドから言われて︑﹁県職労の委員長をやった吉元に仕事

沖縄ではないですね︒沖縄ではシンクタンクはいくつかあ

タンクの仕事じゃ︑本当はないですよね︒

使えるやつがいないから︑育ててくれという話だ﹂と︒ちょうど

と話をして︑﹁採ってくれ﹂と︒﹁使えるやつがおるか﹂﹁いや︑

せた︒当時︑下河辺さんが経企庁を辞めていたから︑下河辺さん

に復帰した段階で︑西銘さんの時代に︑NIRAに県から出向さ

吉一兀

沖縄に東南アジア交流センターをつくろうと︒﹁日本・中国・沖

ー﹂というのがありますね︒あれはその仕事の最初のやつです︒

は三年間ぐらい知事のプロジェクトをやったαいま﹁国際センタ

らば︑国際交流の拠点形成の仕事をやる﹂と言って︑それで︑僕

な仕事はないか﹂﹁毎年︑調査費を五百万くれ︒五百万くれるな

ると︑職場のほうでは︑管理者のほうが︑﹁吉元さん︑何か好き

をさせるなコあいつは何を書くかはわからんよ﹂と︒そう言われ

北海道から来とった人が帰ることになって︑北海道はあと出さん

縄東南アジア交流センター﹂というのが当初の名称です︒これは

そうですね︒

と言つとるという︒一︑つ空く予定だったので︑そこに一人入れた

全部なくなつちゃつて︑国際センターになつちゃつたけど︑これ

伊藤

んです︒これがいまでも付き合っているやつだけどね︒県庁にお

をつくって︑西銘さんはこれをやろうという話になったけど︑財

だから︑私はそれはまずいと思って︑相当昔︑まさに職場

るんだけど︑その後︑二年交替で行かせてますから︑そのあとは
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われて喧嘩しているうちに︑例の東京から︑外務省から話が飛び

展望を持とうじゃないか﹂と言っても︑コそんな金はない﹂と言

もやろうと思えばできると思います︒国際都市の論議をした時に

そういう議論をやれるような場所であったのは確かです︒いまで

で理解したかはわからんけどね︒一時期︑企画調整室というのは

を高めておくか︒状況を整備するかというのが僕たちの戦略だと︒

込んできた︒鈴木︵善幸︶さんが東南アジアを回る時にプロジェ

は︑まさにそれが企画調整室のなかでのテーマでした︒それがあ

政を担当しているのが﹁自分の県民の教育さえ十分できてないの

クトがない︑お土産がないということで︑例の﹁アセアン人づく

る意味では︑国際都市形成構想が将来の絵空ごとではなくて︑走

に︑なんで東南アジアから人づくりセンターまで県がやらんとい

りセンター﹂としてさらわれた︒西銘さんはものすごい怒ったけ

っている振興開発計画の後期の課題にぶち込もうという目標を入

した︒これは相当県三役ともやり合った経緯があります︒どこま

ど︑私はデータを上げながら︑﹁沖縄につくるんだから︑国が設

れた時に︑目の前の仕事だと職場は動き出す︒そういう意味では︑

基地がゼロになってから初めてすることじゃないからという話で

置主体だろうが︑民間だろうが︑沖縄のものじゃないか﹂と︒結

構想力もさることながら︑︐沖縄県庁の場合に︑構想力を持ちえな

かんか﹂という話になって︑﹁ちょっと待て︒二十年ぐらい長期

果的に︑あれは沖縄のもんだから︵笑︶︒そういう意味で︑みん
そういう意味では︑国際交流拠点形成事業調査ということで東

特別措置法を作った目的でもあるし︑二十七年間分をどう追いつ

沖縄側が美しい夢をみたと思うね︒﹁追いつけ﹂という︒それは

いのは︑復帰までの二十七年間︑とりわけ二次振計までの問に︑

南アジアの四ヵ国へ副知事を団長にして回りました︒先進的なシ

いて︑沖縄県民の生活の豊かざにつないでいくかというのが目的

なが育ててくれた︒

ンガポールをみたり︑どうなるかなあというジャカルタに行って

いうのは当然のものだという議論があったし︑私たちは当時労働

だから︑だから︑特別措置法をつくって︑一次振計︑二次振計と

っても︑華僑がどこまでこの国をつくるかな︑経済を握るかなと

組合だから︑ちょっとおかしいよと︒開発庁もいらんと︒第二民

みたり︑マレーシアは伸びそうだなという感じがした︒タイへ行
いう話になったり︑フィリピンに行くと︑危ないなという感じで

政府になるよと︒

ながら︑どこまで沖縄を高めていくか︒アメリカがおる問に︑ど

それに確実に結びついていくためには︑沖縄が基地の跡を利用し

とえば基地問題も︑いきなりゼロというわけにいかんよ︒しかし︑

の運動をしている時の合言葉だった︒これを実践するなかで︑た

ような合衆国との問の分権を取ろう﹂と︒この三つが復帰前から

機能分担を持った場をつくろう﹂と︒そして︑﹁プエルトリコの

ーのサインが出て︑琉球政府が﹁教育関係二法﹂．を早く立法せよ

復帰前の一九六七年二月二十四日に︑琉球立法院にアメリカのゴ

事件︑事故まで全部引き継ぐのか︒たとえば私の場合なんかは︑

それに対して︑このやり方はおかしいなと︒なんでもかんでも︑

んです︒日本政府とつめて復帰後のあり方なんかをつくっている︒

吉元

佐道

復帰前︑琉球政府が進める復帰対策要綱というのがあった

最初から開発庁方式はおかしいということですか︒

■特別県制構想の背景

した︒そういうのを肌で感じてきたから︑当時︑私たちは職場の
なかで︑若い連中が集まった時に︑﹁シンガポールのような沖縄

こまでその力のもとで︑つまり︑そういう言葉は使わなかったけ

という形で突きつけられるんです︒それで︑当時の立法院は︑議

をつくろう﹂︑都市国家をつくろうと︒﹁ハワイのような本土との

ど︑安全保障のもとでと言ったほうが正しいかもしれない︒沖縄．
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琉球政府が参考案として法案を送付する︒それに対して︑県民運

員立法という形になりますから︑国会の仕組みと違いますので︑

なんかはいらない︒北海道と同じだよ︒同時にいま︑琉球政府が

総点検︒そのうちの一つが沖縄開発庁方式に対する意見です︒私

対策要綱の総点検を始めるわけです︒日琉政府がまとめたやつの

かったし︑教育公務員法もないからね︒それで︑立法院が県民に

ね︒琉球政府職員以外はスト権がありました︒地方公務員法もな

十四時間文字どおりのストライキをやった︒スト権があったから

書﹂のなかに書いたんですが︑その文は最後に消されたけど︒こ

らは持ちえなかった︒それでも残っています︒屋良さんが﹁建議

たんです︒ところが︑流れとしては︑それを潰すぐらいの力を僕

政府と同じ機能を沖縄開発庁がやるなら︑いらないという話だっ

がある︒これが事実上の沖縄に対する支配をしておったから︑民

あって︑アメリカ合衆国政府があって︑その間に民政府というの

動が起きて︑これは復帰運動潰しだということになって︑大闘争

取り囲まれる大変な事態になった︒ああいう闘争の結果として︑

れが一つ︒刑事事件の問題がありました︒ですから︑復帰前にあ

へ︒屋良さんを先頭に座り込み・ハンストがあったり︑学校が二

二十四名が刑事裁判にかけられた︒僕はその被告団長です︒これ

た︒基本的には︑復帰前と復帰後とは施政権が違う︒これは整理

んです︒そういう意味では︑私たちの取り組みの不十分さもあっ︑

告人は二人で消防職員だったけど︑私と同じ事件では解雇された

されて︑分限条例に引っ掛かっちゃって︑係争中の刑事事件の被

か市町村に出ました︒復帰と同時に︑日本の地方公務員法を適用

も影響させていく︒それをうまく汲み取れなかったところが幾つ

れで︑そのことは学校の先生方にも影響したし︑市町村公務員に

結論を出したんです︒これはすごく問題になりましたけどね︒そ

享犯罪などは別として︑一切履歴から削除すると︑団体交渉では

政府の主席と団体交渉のなかで︑ハレンチな行動︑反道徳的な刑

それでも私たちは琉球政府の労働組合で沖縄官公労は当時の琉球

なったんです︒結果的には︑そのまま持ち込まれていくんだが︑

に引き継ぐ必要があるんだ︒それはおかしいということで問題に

の他法律が適用されるでしょう︒それ以前の問題をどうしてこれ

どうして引き継ぐのか︒七二年五月十五日に憲法が適用され︑そ

の時に︑県議会ではいろんな議論がされたかもしれませんが︑よ

佐道

吉元

特別県制議論というのは行政の場じゃない︒

制構想という議論をなさっていた︒

ね︒それと同時に︑これはおかしいということがあって︑特別県

時に︑県庁のなかでの二次振計の問題をやられていたわけですよ

いま︑先生がこういう戦略的なプランを立てられている時に︑同

ら︑これは伺いたいことはいつぱいあるんですけれども︑まず︑

佐道

はい︒二次振計の内容がだんだん明らかになりますね︒そ

旧の﹁琉球諸島自治制構想﹂につながっているんです︒

を特別県にしょうということでっくりあげたわけです︒これが今

出した特別県制︑憲法の許容のもとで︑県民投票によって︑沖縄

のを言わなくて︑復帰後十年間の総括のなか︑で︑二次振計の時に

出て︑琉球独立国論まであった︒私たちは現実に復帰段階ではも

さにそれから出てきた︒復帰段階で︑学者等からいろんな提案が

とんどできなかった︒さきほど言った﹁特別県下﹂というのはま

った復帰運動の質というのを︑復帰後まで継承するというのはほ

は復帰後に判決がありました︒復帰段階というのは︑公務員だか

しなきゃいかんが︑こういうものが全部そのままごちゃごちゃに

くわからないのは︑たとえば議事録を拾えば個人の議員の方が何

ら︑私の履歴書のなかに起訴されたことを書かれている︒これは

して持ち込まれた︒これは復帰対策要綱がおかしいということで︑

をおっしゃったかはわかりまずけれども︑たとえばそれぞれの沖

開発庁方式の問題と振計の問題とセットになってますか

別に︑私を含め︑琉球政府の係長クラス十名ぐらい集めて︑復帰

i58

縄県の政党としての取り組み方ですね︒一次から二次になってと

伊藤

これは公共事業なんですか︒

合も行政も全部それに集中しました︒ですから︑それに向けて︑

どこまで大きいかと︒これに全部集中した︒これは政党も労働組

たやつを取り戻すかという積み上げなんです︒事業の積み上げは

いうこどでしょう︒どのぐらいのスピードで︑二十七年間の遅れ

たんです︒それはなぜかというと︑本土より優遇されているかと

興開発特別措置法に伴う振興開発の中身のチェックに全部集中し

二次振計はそれを軸にして展開した︒だから︑基本になる沖縄振

いろいろあって︑犯罪の引き継ぎをやる︒沖縄三法との関係で︑

別に︑復帰措置法というのがあって︑これが身分継承の問題とか︑

は︑沖縄振興開発金融公庫法︒これが沖縄三法︵開発三法︶です︒

法︵沖遵法︶︑もう一つは︑沖縄開発庁設置法︑そしてもう一つ

別法ができた︒これは三つだと︒一つは︑沖縄振興開発特別措置

前提です︒違うのは︑沖縄が遅れた部分を早く追いつくために特

は実現したと︒すべての法律を含めて︑本土並みになったという

吉一兀

会的インフラをどこまで早く持ち上げるかというのに県民が総力

の公共事業の資金投入によって︑沖縄の生活基盤︑産業基盤︑社

かったんです︒そういうことを繰り返しながら︑結果として︑国

に人が来ない︒たくさんの倒産が起こり海洋博被害というのが多

と︒それで︑ホテルをつくる︑増設が始まったんです︒海洋博後

重な期待がかかっていくんです︒県民自体が﹁それは観光立県だ﹂

入ってきたんです︒これが膨れ上がるんです︒そして︑沖縄に過

吉元

佐道

伊藤

です︒

これは公共事業とは思わなかったな︒

たんです︒七八年あたりにやったんですが︑これが小さな市内の

佐道

なんにでも結びつくものですね︒

小さな道まで含めて直しますよね︒これがすごい大きな公共事業

吉元

だから︑一次振計の十年間のなかに︑この三つがバーンと

中央分離帯を動かしたり︑大変です︒これを徹底的にやっ

道路のあり方が変わるわけですね︒

く曲がるのか︑すぐ曲がるのかで全部違う︒

これは大きいです︒交通方法を変更しますと︑交差点の角

国が打ち込んできたのが︑一つは海洋博︒国際海洋博特別事業を

をあげたということです︒・そのなかで︑復帰直後に︑本土移って

吉一兀

入れたことによって︑公共事業をはね上げようと︒これは沖縄経

きた海兵隊が膨れ上がったことも含めて︑沖縄で手をつけること

いう話ですけども︑どういうふうに取り組んだのかというのは︑

済の振興につながる︒万博方式ですね︒もう一つは︑沖縄特別国

ができなかったのが基地問題だった︒だから︑さっき言ったよう

を切るわけにいかんですよ︒つくり方が違うわけですから︒大き

体︒われわれはミニ国体と言っていました︒規模は小さかったが︑

に︑以後︑十年間︑文字どおり︑沖縄闘争がなくなったというの

党としてのあり方がよくわからないんですけれども︒

特別国体︒これは一種の各県における国民体育大会をやる︒つま

はそこにあると思います︒それで︑八三年︑四年に私が県庁を辞

基本的には︑復帰段階で︑復帰対策要綱に基づいて︑復帰

り︑スポーツ施設及び健康という意味で︑その部分で人間形成と︒

とったからね︒アメリカ方式でまったく反対︒これをa本並みに

に出てきたのが交通方法変更︒復帰前は本土とは違う車線を走っ

る基地を除かそうと︒そのあとの土地利用を含めた沖縄づくりを

問題を無理しないで︑真正面からとらえて︑どうしても問題のあ

ちが沖縄の闘争を再構築していったのは︑やっぱりもう一回基地

めて労働運動に戻るということになったんだが︑その時に︑私た

するということで︑いまは車は左ですね︒あの時は車は右でした

しないと手遅れになる︒つまりハ基地に依存した︑依拠した県民

一つは海洋博で基盤整備をと︒これをやった︒そのうちに三つ目

からね︒これはかなり大きな公共事業なんです︒
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生活というのはいつか破綻するよと︒復帰段階でできなかったこ

基地問題をやっぱり触らないといかんと︒私はそういう意味では︑

ね︒それから︑それを過ぎちゃうと︑西銘さんも気づいてくる︒

になったということがその後に大きな問題を残したんでしょう

しまうということですよね︒

んお金をぶち込んでいるから︑もういいだろうという形になって

い︒アピールをしないから︑本土の政府も︑開発振興費でどんど

佐道

振興と基地問題とは︒

■振計策定の考え方

この構想を︑県庁なりで︑職場に復帰した段階で議論しながら︑

伊藤

もう一つあるのは︑大事なのは︑振興開発計画の形です︒

とです︒これが県民の目から十年近く︑政党の目からもおざなり

経済界の親分衆に説明しても﹁うん﹂と言わんし︑知事に説明し

吉元

沖縄県の政党を中心とした政治が本土にアピールをしな

ても﹁うん﹂と言わんし︑しかし︑いずれにせよ︑アメリカに行

これは特別法によって︑策定される国計画ですからね︒県知事に

まさにそのお話を本当に伺いたかったんですけども︒

くということになって︑西銘知事がペンタゴンに行ってこれをぶ

佐道

は原案提出権しかないですからね︒

これは漏壷さんはどれぐらい︒

ち込んでくることを期待したんですがね︒
伊藤

で調整せよということだから︒

原案提出権というのはかなり重いんです︒ところが︑原案

原案をつくる段階でもうすでに︒

吉元

吉一兀

伊藤

そうそう︒政府の関係省庁の了解を取っておけと︒だから︑

あの人はできればいいと言ったんです︒

かい説明をしたことがあります︒恐らくこの時期ですから︑まさ

吉元

吉元

に冷戦の最中ですから︑そういう意味では︑政治的な要所につい

許容の範囲で原案がつくられるということです︒これが一次振計

提出権というのは︑日本の官僚に言わせれば︑原案をつくる段階

ている人ほど︑飛びつかなかったんでしょうね︒飛びつくべきだ

の段階︒一次振計はかなり抵抗して︑屋良さん時代ですから︑企

それでは︑吉元さんのほうから話をした？

ったと思うけど︑飛びつかなかった︒

画調整室の連中がぎりぎりまで基地問題で争っているんです︒そ

伊藤

飛びついておかしいというのは︒

いや︑僕が職場復帰したのを知っているから︑一度だけ細

伊藤

れているんです︒

して︑どうにも突破できない︒あの時︑県では年次計画がつくら

基地の問題というのはなかなか触れたがらない︒

吉一兀 どうなんだろうね︒

佐道

う︑r原案を策定した段階で︑そのバックデータとして︵琉球政府

やっぱり基地撤去ですか︒

が立案した︶十年計画がつくられている︒これは無視されている

伊藤

総理の時代ですか︒

けどね︒つまり︑あの時に日本政府とものすごく喧嘩して︑結果

中曽根さんが一時期沖縄に関心を持った時期があるという

佐道

少し興味を持ったんだけど︑だからといって︑あの人のと

吉元

吉元

いや︑基地の問題だけじゃない︒沖縄の振興開発計画に伴

ころがらこの種の話が出たこともないです︒結局は︑復帰したあ

として︑屋良さん時代にさえ︑突破できなかった︒私が職場に復

吉元

と︑政治は沖縄問題に目を向けなかったということなんでしょう

帰したのは︑二次振計策定時で︑毎日といっていいほど︑企画調

ことだったんです︒

ね︒沖縄が騒がんから︒

整室の職員は東京に交代交代で呼ばれる︒そういう意味では︑さ
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中身の調整ですね︒

きほど言ったように︒

佐道

そういうことです︒もっと質的にいうと︑公共事業を年次

う仕組みは︑それが動いてみてわかってきたということですか︒

吉元

吉元

伊藤

各省庁が︒開発庁というところは︑文案調整に目くじら立

東京はどこですか︒

がいかなかった︒金をとるのに精一杯だった︒それで︑﹁本土並

もっとソフトな︑沖縄は将来どうするということに対しては︑目

心は強いけど︑どこにウエイトを置くかという関心は強いけど︑﹁

計画的に並べて︑積み重ねていく︒量が多いか少ないかという関

てるけど︑仕事の中身については︑結局は︑各省庁と事業の内容

み﹂︑﹁追いつけ﹂ということが目的化しておった︒しかし︑二次

だから︑許容される範囲ですね︒

は全部調整する︒それで︑．決まったやつを持ち帰ってきて︑事業

振計が終わった段階では︑﹁ちょっと待てよ﹂というのが県民の

吉一兀

を並べて︑あと︑文章化する段階で開発庁に行って︑﹁これでよ

しかし︑大きな問題が起こったのは︑一つは八九年のベルリンの

なかに出てきた︒しかし︑その時にも︑西銘県政と大田県政の接

佐道

壁の崩壊です︒選挙は九〇年十一月ですから︒その時は東西ドイ

ろしいですか﹂︒ですから︑開発庁という仕事の沖縄に関わる力

れから︑さきほどの沖縄三法ですよね︒壷振法の基本的な問題︒

ツが合併です︒統一国家です︒九一年といったら︑．ソ連の崩壊で

続の場ですから︑なかなか従来の公務員の思考は変わらなかった︒

あれは国の計画であって︑県は一応は国との調整のもとにつくる

しょう︒八九年二月三月も︑アフガンから撤退しているでしょう︒

というのは︑顔だけで︑ほとんどないです︒

けれども︑基本的には国の調整権が舞常に大きいわけですね︒結

だから︑大田県政ができたというのはまさにそういう節目で︑基

そもそも論になるんですが︑開発庁方式もそうですし︑そ

局︑どういうことかというと︑つまり︑国の下げ落としのプラン

って﹂というのが︑．逆転していくことでしょう︒政治的力量から

地問題が動くそという県民の実感があったということです︒基地

吉元

いえば︑西銘さんのが数段も上です︒だけど︑県民はそう見なか．

になるということですね︒ほかの県はマスタープランは自分の県

定権が県知事にある以上︑自由につくっていい︒しかし︑そのと

つた︒やつばりここは沖縄の基地問題で変わって欲しい︒それで︑

のない沖縄をつくりたいという大田の言い分がスーツと県民に通

おりできない力関係で終わっているから︑結果的に︑あなたが言

大田が就任しても︑前県政から引き継がれた部長などが占めてお

で自分でつくるわけですね︒沖縄だけは国が決定されたものをい

われるような形になっている︒それをおかしいと︑つくりかえよ

り︑大田の政策を組み込むことに積極的になれない︒私も調整監

って︑﹁西銘さん︑基地問題どうしたの？ 公共事業ばっかりや

うと︒三次振計の西銘さんがつくった案を大田さんが当選して引

で入っているから︑そのままではまずいと指示︒ほかの部分はい

ただいて︑それに従ってやるという︒

き継いで︑審議会答申も受けた︑県庁内で調整も終わった︒大田

いとしても︑基本的な部分は問題だよと︒基地問題が一つ︒もう

基本的には︑法律上はそうなっていないはずです︒原案策

が就任した︒待ったをかけた︒もう一回見直そうとした︒それで︑

一つは︑二十一世紀の沖縄をどうつくるのかという視点がない︒

新しい三次振計の前文ではへ﹁我が国の南の⁝⁝﹂という︑国際

基地問題を入れうと︒その二行か三行を巡って︑開発庁と﹁大闘
争﹂になるんです︒これは九一年の初めです︒

交流拠点のなんとかという﹁二行﹂を書き込んでるんです︒︑これ

をとっかかりにして︑国際都市形成構想に入っていく︒あれは最

r佐道 そもそもいまの実態ですよね︒本当は原案提出権があるに
も関わらず︑実は国が非常に強い力を持ってプランをつくるとい
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絵をどう書くかというつながりつくったということです︒

めて︑沖縄の将来の姿を︑日本の国の役割を含めて︑沖縄自体の

後までこだわりました︒そういう意味では︑三次振計になって初

縄県も︑私が二次振計からやっておった仕事が初めて︑計画の方

も国際交流のために何をしたらいいかという仕事に入ったし︑沖

計につないでいこうと︒この文言を入れたことによって︑開発庁

向として︑県庁のなかで乗るようになったということです︒

伊藤

吉元
なんとか追いつかせることが主要目的である︒

要するに︑目的としては︑県民所得を内地並みにすると︒

なかったと言ったほうがいいでしょうね︒

言葉を変えれば︑それまでは沖縄県の政治の中枢は沖縄の

佐道
佐道

佐道
そのためには︑どんどん公共⁝⁝：・︒

つと休憩を︒

■大田県政と沖縄開発庁

︿休憩﹀

大田県政時代に入っておもしろい話なんですけども︑ちょ︑

将来像を構想しながら︑開発振興計画を立てるという発想はなか

伊藤

一次振計が本土との格差是正ですね︒技術的発展の基礎条

った︒

吉元

力﹂を使ったのは西銘さん︵笑︶︒これだけの違いです︒三次振

す︒これはなぜかというと︑﹁豊か﹂を使ったのは屋良さん︒﹁活

たく同じなんです︒平和で﹁豊かな﹂が﹁活力ある﹂になるんで

ということについては何か︒

が将来構想を頭に描きながらやっていくという姿勢を見せ始めた

るということですけれども︑開発庁自体は︑そういうふうに沖縄

わってお入れになって︑︐そこから︑国際都市形成構想の芽が始ま

いんですけれども︑三次振計のところで︑さきほどの文言にこだ

ちょうど大田県政に入ったあたりということで再開をした︐

計になって初めて︑本土との格差是正と自律的発展の基礎条件の

吉元

佐道

整備を加えて︑広く我が国の社会経済及び文化の発展に寄与する

す︒大田県政が︑基地問題については︑何か言ってくるだろうと

件の整備ですね︒﹁平和で明るい豊かな沖縄県﹂︒二次振計もまっ

特色ある地域として整備する︒これが付け加えられました︒これ

沖縄の将来像を描き切れない︒描こうとしない県民を︑行政を︑

吉元

伊藤

佐道

それは基地問題と関わる？

らはこの文面に相当こだわったですね︒

吉元

基地問題というよりは︑むしろいままで目標を持ってない︒

それは大して向こうはこだわらなかったみたいだけど︑僕

その言葉を入れるのに大変︒

将来のグランドデザインを持ち込んでくるという自覚はなかった

が出てきたという感覚はあったかもしらんけど︑それほど沖縄の

から︑そういう意味では︑大田知事が誕生しても︑うるさいやつ

つまり︑基地問題についてのみ︑開発庁は触らなかったわけです

については違うと︒これは外務省に︑防衛庁にというやり方です︒

います︒沖縄のことについて全てをと言っていながら︑基地問題

ついてはノータッチですから︑最初から俺たちじゃないと言って

いう覚悟はあったでしょう︒でも︑開発庁はもともと基地問題に

自覚してないでしょうね︒それほど自覚してないと思いま

が特徴です︒これを前提にして︑今度︑国際都市のプロジェクト

ちょっと待てよと︒二十一世紀はこう目指そうじゃないか︑二十

と思います︒

に取り組んでいくんです︒二十一世紀のグランド・デザインの︒

世紀の最後の十年はこれらをしっかり勉強してみようと︒仕事と

佐道

沖縄開発庁は︑国務大臣がいらっしゃって︑たとえば県出
して奮い立ってみよう︒そして︑二十一世紀に︑つまり︑次の振
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れないけど︑やっぱり沖縄開発庁の軸になる職員︑官僚の姿とい

沖縄開発庁は︑それだけの力がなかった新しい組織であるかもし

海道開発庁は予算を取るために活用しているんです︒ところが︑

げられてきています︒それに北海道庁とは緊密な関係ですね︒北

の実現のため統一行動をとるんです︒これは当たり前につくりあ

に集まって︑北海道に必要な予算措置とか︑制度的な仕組みとか

守︑革新︑与野党を問わず︑北海道出身の衆参議員は全員が一つ

にあります︒私たちは北海道を参考にしたんです︒北海道は︑保

吉一兀

をされたりとか︒

身の方もいらっしゃいますよね︒そういう方々とは︑先生が議論

なのができる時間もなかったし︑信頼関係なんてまったくなかっ

ら︑細川政権と各省庁のキャリアとの関係なんていうのは︑そん

細川政権というものの将来性を官僚の皆さんは見てなかったか

その時に︑沖縄開発庁長官を上原康助さんがやる︒しかし︑この

は一年間余り野党になるでしょう︒この時に構図がばらけてきた︒

から︑パタッと変わってきたんです︒細川政権になって︑自民党

を出せば︑それまでつなげていた︒ところが︑細川政権になって

屋良さん時代でも︑革新のほうに顔を出して︑自民党のほうに顔

ですね︒自民党の時代はよかったんです︒ずっと払いとったから︒

吉元

伊藤

いや︑まったくないです︒それが沖縄の政党とのつながり

これは連携してないわけですか︒

のなかにも︑同様の組⁝織がある︒

大蔵がおったり︑自治省出身がおったりということでしょう︒ほ

吉元

伊藤

そうですよ︒だから︑沖縄開発庁の事務次官をやるのは︑

これは寄せ集めですか︒

伊藤

調整監としてに働き掛けたけど︑これは不発だったですね︒

出の国会議員だけはなんとか手を組んで欲しいということで政策

た︒私たちはそれをみとったし︑ただ︑いちばんの問題は沖縄選

ありますよ︒沖縄県出身の国会議員も含めて︑それは頻繁

うのがばらばらなんです︒そこが基本的に問題だったと思います︒

とんどこの二つかな︒交代交代ですかね︒ですから︑誰が次は事

吉一兀

沖縄のことについては熱心であったけど︑党のなかで信頼

上原さんはどうだったんですか︒

務次官になるのか︑誰が振興局長かというような形で︑少し定ま
れだけに大蔵とのつながりが強かっただけに︑自治省からのやつ

が沖縄問題を委員会で発言すると﹁怒っていた﹂という話は社会

党のなかでは︑沖縄問題は自分だということで︑党内の他の議員

がなかったというのかな︒つまり︑副委員長までやった人だけど︑

が事務次官になったら︑振興局長はハードな部分を担当するやつ

党のなかで聞いとったのですから︑結果的には︑彼から離れると

ってなかったというのがあったかもしれません︒逆にいえば︑そ

は大蔵だというのが決まっています︒ですから︑予算措置にはそ

必ず別々です︒それはいまでも続いているそうです︒そういう意

さん時代からだめなんです︒だから︑集まるのは別々なんです︒

つくるというのは全然だめなんです︒いくら頭を下げても︑西銘

吉一兀復帰直前の第一回の国政参加選挙の時に出したのは︑私た

伊藤﹁吉元さん自身は上原さんとどうだったんですか︒

かなかったd

吉元

佐道

持ぢ得なかった︒これは人の問題でしょう︒いい評価は聞

求心力を持ち得なかった︒

いうのがあったし︒

味では︑あまり力にならんけど︑そうは言っ・ても︑自分の出身地

ちが中心です︒彼を出すために︑私は社会党に入党したんです︒

れほど困らないというのがあったかもしらんね︒だから︑国会議

のことについてはそれなりにやつとったようですから︑たとえば

ところが︑実際問題としては︑彼が沖縄とのつながりで︑沖縄の

員も︑沖縄は︑与野党が激しいでしょう︒国会で一緒にチームを

社会党のなかにも︑沖縄特別委員会というのがあったり︑自民党
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ど彼らが沖縄の労働運動をリードするという立場にはなかった︒

たんだが︑その程度の付き合いで︑労働運動のなかでも︑それほ

は支援しながら︑銃剣を突きつけた海兵隊と衝突したこともあっ

時代に首切り反対のためのストライキを彼らがやる時に︑私たち

なかでとなると︑それほどないですからね︒文字どおり︑全軍労

計画との関係の整合性があるような形に答申が出てくる︒懇話会

にナイ・イニシアティブを前提とした取り組み︑それから︑防衛

ど︑その内容は︑細川さんが言った内容とは違う形で︑もうすで

中でそれは頓挫していく︒村山さんになって︑その答申が出たけ

にどう反映されるかというのを僕らは期待しとったんだけど︑途

の出発です︒細川さんが始めた安全保障問題に関する﹁懇話会﹂

ントンが来る時に︑例の﹁共同声明﹂と言われたものでしょう︒

基地の労働者に対する県民の支援の仕方というのは特別で︑何か
構想力みたいなものはどうですか︒

の中身はそうなっていく︒その結果が︑大阪APEC会議にクリ

伊藤

ああ︑それはないようです︒特に聞いたこともない︒

酒を飲んだ時に︑村山さんが︑﹁俺︑やりたくないよ﹂ともらし
−ていたけどね︒村山政権ができたとしても︑実態は自民党政権で

ある時に全部包むということでした︒

吉元

その場合に︑保革を問わず︑沖縄の政治家として︑まとま

佐道

いま︑非常に重要な問題なんですけど︑そこに行くまでに

あうたことは間違いないでしょう︒

佐道

って欲しいという時には︑誰か中心になる人がいないとと思いま
すが︑その人は想定されていたんですか︒

まだいろんな問題があるので︑そこをお聞きしたいんですけれど

だから︑結果的には︑それがないから︑沖縄県の東京事務

題だったと思います︒西銘県政の時代はそうだったと思いますけ

吉元

別々ですか︒

ども︑たとえば大田県政の時代︑先生は最初から開発庁方式はお

も︑開発庁と県庁どの関係ですが︑そうやって三次振計の段階に

伊藤

それで︑結果的には︑お礼をして帰ってくるというパター

所の所長が朝昼晩国会の居室を回って連絡をつけて︑それで︑私

吉元

かしい︑よくないというご意見だったと思いますが︑実質的に開

なって︑大田県政になって︑将来ビジョンということを考えてや

ンです︒それですんでおったんですがね︒政党が実際にそういう

発庁はあるわけですね︒あって︑振計なんかをやる場合には︑開

たちが行くと︑必ずあいさつ回りをすると︒知事が行ってあいさ

意味で絡んできたのは︑西銘さんは自民党のなかでもそれなりの

発庁という存在があって︑それがしかの関係をつけなければいけ

らなきゃいけないという話になってきたということですけれど

力があったし︑同時に当時の田中派の流れを汲む人ですから︑そ

ない︒この開発庁との調整︑いまは開発庁はなくなっているわけ

つ回りをするわけにいかんから︑一年に一回は︑十二月の段階に

れなりに自分の派閥が面倒をみてくれた︒大田さんになると︑そ

ですけれども︑大田県政になって︑開発庁との関係というのはど

も︑それまで振計の問題を睨んでも︑たとえば県庁と開発庁とが

れがなくなった︒しかも︑細川政権になったわけです︒細川さん

のようにしょうと思われていましたか︒

なると︑例の大蔵内示の段階で︑直前に知事が行って︑政党別に

との間で初めて︑総理と沖縄県知事大田が会ったわけです︒その

吉元

いかに密接なパイプを持ってやるかということが非常に大きな課

時に︑大田が海兵隊の撤退と︑それから︑普天間の返還を求める

わった節目で立ち上げたということです︒ですから︑この一行が

は集まってもらう︒与党︑野党と︒

んです︒それを細川さんがクリントン会談のなかで出したが︑な

新しく出てきた︒これはとっかかりになったということが一つあ

一つは︑振興開発計画︒三次振計というのが大田県政に替・

ぜか発表は抑えられた︒それが総理と官邸と沖縄県とのつながり
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るけど︑それ以外の通常のものは︑予算の調整なんです︒事業を

ぱりそれはそれなりの窓口として取り上げる︒取り上げないと︑

吉元

他省庁にある︒だから︑たとえば起債の問題を言っても︑開発庁

です︒各省庁に全部あるんです︒運輸省なり︑建設省なり︑その

は厚生年金法がなかったわけです︒国民年金も沖縄になかったで

とがありました︒たとえば厚生年金問題︒復帰前の沖縄に民間に

関係省庁が新しい仕事ですから︑ルーチン業務じ．やないというこ

特別な課題︑たとえば復帰措置とか︑戦後処理とか︑やっ

とるかとらんかの話です︒これは開発庁にほとんど実権がないん

は関係ないからね︒自治省です︒最初から最後まで自治省です︒

すから︑ですから︑それをどうするか︒沖縄の民間の重役も社長

さんも全部そうなんだけど︑復五重の年金制度はなかったから︑

者負担分もないでしょう︒政府負担分があるだけです︒その分は

︑あとは報告するだけです︒やりますよと︑これはもう全部報告で
す︒だから︑二重仕事をやっとるというのが県庁の課長連中の言

ず報告する︒報告しないと︑目をつけられるという話だからね︒

押さえる︒それをどうするかというのは長いこと問題だったんで

結果的にはカットされておるんです︒使用者負担分もない︒労働

これは何かというと︑開発庁の職員の出向が二年置イクルなんで

す︒それで︑これは大田県政になって︑最終的には私が片づけた

い分なんです︒各省庁はメインだと︒こうしますよというのは必

す︒各省庁から二年サイクルで入ってきて︑同じところに帰って

ことです︒知事か副知事が辞令が出るまでの問に東京に行って︑

長官の人事の時に︑発令されたら︑そこにいないといかんという

労さんとビールを飲んで帰るというんでしょう︒あとは開発庁の

んと長官室でみんな一緒に立って報告を受けるという形で︑御苦

大蔵内示がありましたよと︒沖縄県では担当副知事が来て︑ちゃ

な顔を立てる時期であって︑あとは十二月の予算段階で開発庁が

だから︑極端に私に言わせれば︑十年間に二回が︑開発庁が大き

めるということです︒ちょうど五年の節目︑それから︑次期振計︒

の段階︑それから︑総括する中間段階︑後期の課題と施策をまと

唯一︑振興開発審議会を持つとるということです︒だから︑策定

仕事は終わりだということです︒開発庁の存在価値というのは︑

そこに入れておいて︑それから︑厚生省ですべて決着をつけて︑

これは権限がありませんから︑﹁イエス﹂﹁ノー﹂はありません︒

ます︒そういうものについては︑開発庁が窓口として受け止めて︑

前提に︑それからハマラリア保障とか︑そういうのは幾つかあり

吉元

伊藤

ええ︒それで︑嫌な人は金を出さなくていいということを

遡って負担するわけですか︒

別措置を走らせたのです︒

責任を持って制度化してくれということでまとめて︑そして︑特

んと出してもらいましょう︒無拠出時代の分を︒だから︑政府も

ってもらいましょうと︒それで︑労働者負担分についても︑ちゃ

いうので︑政府との話をまとめた︒沖縄も︑いまの民間企業に持

乗せしてもらう︒つまり︑復帰前の使用者負担分をどうするかと

んだが︑沖縄も条例を改正して︑いまある企業に法人税を少し上

開発庁に行って待つとる︒辞任する大臣に﹁御苦労さんでした﹂

ついたら︑それを開発庁に報告して︑措置してもらう︒厚生省で

いくんです︒ですから︑事実上︑これは各省庁と詰めておけば︑

というあいさっと︑発令された新大臣に﹁よろしくお願いします﹂

は措置できないわけです︒
伊藤

と︑これぐらいですよね︒

佐道

吉一兀

ええ︒通常の国民年金の仕組みとは違う例外ですから︒こ

厚生省だけでは︒層

果たした役割︑︑功と罪をいま評価できる時期だと思いますが︑・そ

ういうものが開発庁予算として特別に出てくるんです︒そういう

総括的に言うと︑開発庁はなくなりましたから︑開発庁が
れはどう思っておられますか︒
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復帰して︑いろいろなことが正常化した段階では︑各省庁

意味では︑マラリアについてもそうでした︒

伊藤

そういう意味で︑北海道をみとって︑いやいや︑そんな仕事は

沖縄開発庁にない︒市町村や県が持つとる︒これは直接各省庁と

はなくても片づけなければいかん戦後処理・復帰措置という政治

吉元

直入に言われた時に︑﹁沖縄︑北海道︑国土庁の三つを潰す﹂と︒

橋本さんになって︑行革が始まって﹁開発庁をなくすよ﹂と単刀

トはそれほどないんです︒だからと言ったらおかしいけれども︑

つながる︒沖縄開発庁と一体何がつながるかという話で︑メリッ

的課題です︒日本国民だということは間違いないですね︒施政権

最初に沖縄開発庁なしが橋本さんの結論なんです︒だから︑考え

との関係だけで済んじゃうということですか︒

がなかっただけの話︒なかったから︑法律も適用しなかったから

てくれと︒どのほうがいいかと言われて︑私は大田知事にも報告

もともと復帰措置とか︑そういう問題については︑開発庁

出さなかったけど︑それを片づけなかったから︑窓口があるから

し︑県庁のなかで︑企画調整室のなかで︑数名のグループをつく

どうだったんですか︒

つばり沖縄問題は︑基地もあるし︑安保もあるし︑まだというこ

発庁と同じように︑国土交通省にぶち込まれたら困るからね︒や

どこでやる︒窓口はどこでやる？ ゼロじゃいかんよ︒北海道開

うすると︑別に開発庁はなくてもいいな︒じゃ︑事務的な仕事は

っても使うという約束を取り付けておったから︑これはある．そ

政策協議会も走っておったから︑これを潰さないで︑県政が変わ

って徹底して論議させた︒何がいいかと︒それで︑ちょうど沖縄

と開発庁の責任になるけど︑僕らは開発庁がなくても︑これは当馳
然日本政府が片づけるべき問題だから︑関係省庁に持ち込めばい
いわけです︒その程度の話だから︑あったからやれたのかという
と︑そうでもないんです︒そういう意味では︑本質的な問題です︒

つまり︑便利であったかどうかということが問われる︒どういう
伊藤

県庁の職員はほとんどうるさいという︒それほど便利とは

機能︑役割を持ったかというよりは便利であったのか︒

吉元

別急心﹂をつくるから︑それまでに受け皿をつくっておこうと︒

とで︑特殊事情は残っておるからということで︑内閣府に置くと．

これをつくった時にこれを託そうというのが五番目の案で︑しか

言ってないですね︒僕らも北海道開発庁との違いを相当勉強した

が怒っちゃって︑政府からの予算を全部引き上げうと北海道開発

し︑一番目の案がいま実行されています︒

いうことを先に取ったわけです︒内閣のなかでどういう仕組みを

庁をつくったんです︒だから︑土地改良︑農地の整理なども︑市

一番目の案というのはどういうことですか︒︑

んだが︑北海道開発庁というのは歴史的にご承知のとおり︑知事

町村がやっとる仕事の範囲︑領域まで︑北海道開発庁の仕事なん

伊藤

いまの内閣府のなかに沖縄のセクションをつくって︑担当

つくったらい込かということを五つの案をつくって︑将来︑﹁特

です︒港湾も空港予算も︑二種︑三種︑つまり︑まったく仕組み

吉元

選で道庁の係長が知事になったんです︒そしたら︑当時の自民党

が違うんです︒仕事の領域が違う︒たとえば皆さんは覚えている

大臣を置くというのが条件です︒規模とか︑そんなのはあまり言

北海道開発庁の仕事なんです︒だから︑北海道の道路は︑その多

吉元

佐道

そして︑沖縄政策協議会の事務局であればいいということ

担当大臣がいて︑統括官がいて︒

ってないです︒

かな︒北海道でトンネルが崩れて問題化しました︒あれは本来言

くが開発庁の直轄なんです︒これは問題にいっかなるそうなんだ

です︒これは結果的にそのとおりになったけど︑勝手な取引をし

うと︑道庁の﹁県道﹂というのがありますね︒ところが︑あれは

けど︑国がやってくれるから︑便利なんです︒
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たと議会ではやられました︒

そういう意味では︑最初の仕事はNIRAにさせたほうがいいと
いう話だった︒NIRAも始める前に︑一回︑安全保障に関わる

都市形成横⁝想の問題なんですけれども︑開発庁の問題も絡んでく

佐道

だけど︑やっぱりNIRAでは無理だというのがわかったんです︒

したんですが︑これでさせてみて︑これでいけるかなと思ったん

RAの予算です︒これも私も非公式に呼ばれて議論に参加したり

きながら︑もう少し広げた形で研究会を一回やったんです︒NI

東アジアと沖縄をテーマにしながら︑日米間の安全保障を頭にお

るんですが︑実際︑開発庁というのはそういうふうに実質的に︑

■シンクタンクを積極活用

沖縄県としても︑開発振興の問題を考えるとしたら︑各省庁だと︒

ックをとらえて︑極端にいえば︑沖縄県の将来をという形で︑そ

これはNIRAの限界です︒特別にNIRAが日本の一つのブロ

それは大事な問題なのでちょっとあとなんですけど︑国際

開発庁ではないということがあったんですね︒前回のお話でも出

こまで絞り込んだ議論をするというのは︑各省庁との関係からす

たところでもあるんですが︑国際都市形成構想の基礎的な作業を
進める時に︑沖縄のシンクタンクではなくて︑東京でやった︒ま

佐道

ると︑NIRAでは荷が重過ぎる︒圧力がかかりやすい︒
ず︑︑最初はNIRAだったけども︑NIRAがだめだった︒なん

でNIRAがだめだったのかという問題と︑それから︑都市経済

吉一兀

つながりがあったということを重要なポイントとして前回お話を

佐道

れは九八年前す︒例の海兵隊の移設先を苫東︵苫小牧東部︶に︒

そう︒これは案の定そのあとに圧力がかかったんです︒そ

圧力の問題で︒

研究所というのが受けたんですね︒都市経済研究所は多省庁との
されていたんですが︑いま︑お話をされていたこと︑まさに沖縄

北海道という話ですね︒

の問題は開発庁じゃなくて︑いろんな省庁とのつながりがという

は嫌だといって︑キャリアになるのは嫌だといって︑沖縄に来て︑

その中心になったのは坂口一ですが︑東大を出て︑官僚になるの

のをつくりあげるための重要な人的財産だったという気はする︒

集めて議論させた︒そういう意味では︑国際都市形成構想という

画とかなんとかというルーチン業務とは別に︑若いこのクラスを

年代︑私がおる問は︑チームを時々集めて議論させておった︒企

に彼らは勉強してきたと思います︒帰ってきたやつは︑特に九〇

やつに特定の課題をもって︑二年間勉強させたんです︒それなり

サイクルで送り込んでいたということで︑送り込んだ度に︑行く

に︑私がこのプロジェクトの話をした時に︑﹁あれっ︑これにふ

来とったんです︒いまでも時々来ます︒彼が県庁に遊びに来た時

出向しとったらしい︒常務クラスかな︒彼が沖縄にしょっちゅう

に宮城健一さんという人がおって︑日本リサーチから都市経済に

なかったんです︒沖縄でも︑県とつながってなかったし︑あそこ

都市経済研究所︒そういうのがあるということさえ︑私はわから

という言い方を暗にしとったから︑荷が重いなと思った︒そこで︑

NIRAはストレートに使えない︒下河辺さんも︑﹁そうだろう﹂

けどね︒だから︑NIRAにはちょっときついのがあったので︑

れている︒お蔵入りしとるはずです︒ゲラ刷りは僕は持っている

それで︑潰しに入られた︒だから︑あれは﹁幻の報告書﹂と言わ

へ

吉元 あの仕事は私がNIR八に二回目に持ち込んだんです︒そ
して︑その仕事をNIRAが直接やるのではなく︑日本リサーチ

ことがあって︑一つの都市経済研究所というのを選ばれたのか︒

県の公務員試験を受けて︑県庁に入った︒最初にNIRAに．行か

吉元まず︑NIRAの話ですが︑NIRAに県庁の職員を二か
年どこかに出すんです︒このレポートが野中さんの手に入って︑

せた職員ですが︑だから下河辺さんとのつながりも深いんです︒
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うな分権を﹂というような趣旨を解説した上で︑沖縄の二十一世

家を﹂と︒﹁ハワイのような役割分担を﹂と︑﹁プエルトリコのよ

るんです︒最初に私はいつも言う﹁シンガポールのような都市国

させてみようということで︑理事長とある日︑徹底した論議をす

に活用していくのが都市経済の手法らしくて︑それならば︑少し

とめていくらしいんだけど︑可能性があるやつを可能な限り身近

で︑フリーに論議を彼らはやるそうなんです︒rそうしたやつをま

き合っているかと聞いてみたら︑課長補佐クラスが多いんです︒

かの省庁との関係があるので︑そことの関係で︑どのクラスと付

も含めて︑政治にものすごく近い︒同時に︑仕事そのものが幾つ

みたら︑意外と政治にも近い︒後藤田さんとか︑塩川さんその他

た︒それで︑僕は東京に行く機会に︑そこの理事長と話し合って

せたんじゃなくて︑そういうイメージであそこをターゲットにし

ば︑おもしろいところだなと思った︒国際都市を最初に彼らにさ

利用を含めた中南部都市構造の再検討ということでさせるなら

たんですが︑ストレートで使えるというよりはむしろ普天間の跡

つかのところをやっとるんです︒それを見てレポートも取ってみ

の．実績を見せろ﹂と言ったら︑都市経済ですから︑横浜とか︑幾

こにおる﹂という話で︑名刺をもらって︑﹁お前のところの仕事

さわしいところがあるよ﹂﹁どこが﹂﹁都市経済だ︒自分はいまそ

れ以上のやつは集めるなと︒二〇一五年までに県庁におるやつを

込んだ︒この仕事を県庁のなかでも︑係長クラスを集めうと︒そ

そのことで少なくとも沖縄がやっとる仕事を幾つかの省庁に入れ

かけているのと言われる︒これは議会でも言われたけどねのでも︑

ら︑普通の委託調査というイメージでいうと︑なんのために金を

縄グランドデザイン﹂というのにつながっていくんです︒ですか

という形が出てくるんです︒それが薄っぺらな﹁二十一世紀の沖

です︒これを重ねて︑まとめに入ろうといった段階で︑﹁報告書﹂

の課長補佐クラス︑キャリアを集めて︑そこで議論をまたやるん

議論させながら︑．並行して︑関係省庁︑大蔵も含めて︑旧名内外・

から︑日本のあり方を含めて︑いろんな論議が出ました︒それを

という話です︒それは安全保障の問題から︑東アジア全体のこれ

吉一兀

佐道懇談会︒

レポートをつくらせてないんです︒

に来てもらった︒だから︑最初の一年か二年ぐらいは︑一般的な

ないといか・んと︒最終的には︑大田知事との会談のため︑理事長

縄をみて欲しい︒しかし︑考えていることはきちっと言っておか

いう大きな視野からこうありたいなという方向も重ねながら︑沖

けど︑それではこれは一過性になるよと︒もっと本格的に日本と

て︑チームをつくって︑委員会をつくってやるという方法はある

は無理だと︒県内のシンクタンクを組ませて︑そこに人材を集め

あるか﹂と聞いたら︑﹁県内のシンクタンクをどうするか﹂とい

県庁のなかで︑﹁ここに絞り込んでさせるという時に何か問題が

それはやってみたいという話になって︑それではということで︑

です︒九二年頃だったと思います︒その時に理事長のほうから︑

って︑将来的に蓬莱経済圏をと夢見て動いている話などを含めて

に植え込みたいというのが本音として僕にあった︒

吉元

佐道

むしろ戦略的な思考を私たちも得たいけど︑逆に国のほう

人材育成じゃないですけど︑教育というか︑そういうこと︒

き合わさせていこうという工夫がもう一つありました︒

るやっと︑仕事にアドバイスした中央官庁のキャリアの連中を付

集めうというのが私の主義でしたから︒県庁でこの仕事を担当す

懇談会で徹底した論議をさせたんです︒．沖縄をどうみるか

台湾問題︑それから︑中国の問題などを中心に︑福建省とつきあ

う話になった︒県内のシンクタンクはずいぶん昔から知つとるも

伊藤

戦略的に国に考えてもらいたい︒

のですから︑一つ一つ現場から持ってきた実績を見ながら︑そこ
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ラス︑ついてきているキャリアの補佐クラスも手の内を知ってい

をある程度ペーパーに出していく過程で︑各省庁から来た局長ク

そこにグランドデザインを出して︑そして︑国際都市構想の中身

は︑ちょっと先を飛ぶようだけど︑沖縄政策協議会はつくられて︑

らい︑こまめに各省庁とはやってます︒だから︑そういう意味で

都市経済研究所に担ってもらった︒これは私たちがっかめないぐ

なるの︒考えてないというなら︑考えろという形で︑その役割を

吉元

かったら︑どういうふうな絵が描けるかみたいなところがら始め

ますが︑そうではなくて︑﹁白いキャンパス﹂に沖縄に基地がな

ことがないというか︑沖縄というのは基地があると前提になって

的な考え方として︑質問表に書いたんですけれども︑基地という

けども︑先生が最初に都市経済研究所などにおっしゃった︑基本

これは非常に印象的なことは︑いろいろと議論をされているんだ

佐道

吉元

伊藤

最初︑懇談会という形でやっておられるんですけれども︑

そうです︒

さつき言ったような人たちをそこに集めたわけですか︒

そういうのを沖縄は考えているよ︒お前さんの間尺でどう

る格好だったからね︒理解がものすごく早かったです︒それは無

てくれということをおっしゃったと︒

吉元

駄な選び方じゃなかった︒

佐道

のない沖縄を若者のためにやってみたい﹂ということ︒二期目の

これは知事の選挙政策のなかに︑一期目ば口頭で︑﹁基地

九二年︵平成四年︶から始まって︑最初の二年ぐらいは︑先生が

知事の政策のなかに︑これは九四年十一月の選挙の時ですが︑

国際都市形成構想を都市経済研究所に立案しろという話が

おっしゃるように︑懇談会という形で︑有識者を呼んで︑いろん

スにデザインをしてみたい﹂と︒あいさつをつくる時に︑この文

﹁基地のない沖縄﹂という表現があるんです︒これがその後の行

字を入れたんだけど︑本人はまだその場ではどういう意味かはわ

な議論だけをしてい．るという︑時間的にみると︑すごいゆったり

吉一兀

からなかったみたいです︒

政のなかでメインにしていく理由につながるんです︒九二年かな︑

くりです︒これは県庁内だけでは．なくて︑私が言っているイメー

大田さんは読んだわけですか︒

した形で始められておられるので︑どういつだ考え方からそうい

ジというのを県庁の職員がとらえる︒だから︑県庁のなかで︑国

伊藤

そうですね︒あんまり意味を吟味しないでやったみたいで

大田知事に正月の職員への﹁メッセージ﹂で﹁真っ白なキャンパ

際都市形成構想のチーム︑組織がきちっとできあがるのは九五年

吉元

うことをされていたのかなと︒

かな︒確かその頃ですσそれ以前は︑私が政策調整監の時に︑三

すね︒従来︑政治姿勢としては︑基地の存在も根拠となっている

それが一つですね︒もう一つは︑やっぱり沖縄での体制づ

輪のスタッフがおって︑この連中にこの仕事を担がせたんです︒

米軍基地の整理・縮小を引き続き強く要請してまいります﹂とい

﹁日米安保条約に反対し︑核も基地もない平和な沖縄を目指し︑

始めさせて︑片手間でできないというところになって︑国際都市

う言葉が普通の言葉ですが︑それ以降︑さ一きほど言った﹁基地の

そして︑確か九四年あたりに︑企画調整室に一回おろして仕事を
形成構想推進室という十島近くのチームが始まるんです︒これが

とした基地返還アクションプログラムというやつは︑知事のこの

の関わりで基地ゼロにするという二〇一五年の姿と︑それを前提

ます︒ですから︑例の国際都市形成構想の原型になった︑基地と

ない沖縄づくりを云々﹂という言葉は各項目のなかで出していき
九五年四月に︑国際都市形成推進班ができて︑十一月にプ

組織づくりの初めだと思います︒

佐道

九六年四月一日に推進室設置ですね︒

ロジェクトチームですね︒

吉元
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それは先生のご判断ですか︒

いいという判断です︒

佐道

もちろんそうです︒

政策︑県民との約束を表に出した︒だから︑民間︑経済界からも
相当怒られました︒﹁なぜ基地がゼロか﹂と︒﹁二期目の大田の政
吉元

吉元

策活動ですよ﹂と︒そうすると︑みんなが納得したけどね︒いや︑

一期目の時からそれは言っておられた？

ろん相談しますけど︒あまり内容はわからんかったでしょう︒そ

伊藤大田さん︒

佐道
基地のないという表現はしていました︒でも︑文字として︑

オーケーばしなかったけど︑政策かと︒

吉元

れで︑これが相当反響が大きくて︑その年の二月の中旬にナイ・

いや︑私も副知事になっていましたから︑私の判断︒もち

きちっと政策に書いたのは二期目です︒

イニシアティブ︵米国防省の第三次﹁東アジア戦略報告﹂︶とい

て一カ月半︑そのあとにナイ・イニシアティブが出て︑日米軍事

です︒国際都市形成構想︑グランドデザインがこのシリーズで出

うのが出ますね︒これに大田が相当怒って︑これの批判に入るん

佐道

■代理署名拒否の背景
な波はなかったということですが︑それは一期目に大田さんを支

同盟はもっと強化されていくということを︒村山政権でしょう︒

二期目というのは︑比較的再選は安定したというか︑大き

援した県の経済界なんかも一致して応援をしていたということに

そして︑大田がその年の四月かな︒訪米するんですが︑そして︑

の問題︒俺はやらんよという決断を知事がするんです︒最終的に

帰ってきて︑その年はまさに米軍用地の強制収用に伴う代理署名

なるわけですね︒

担いでやっていたので︑それに文句はなかなか言えなかっ

士口一兀 ・え・凡︒

佐道

事だからと思ったので︑政策には抽象的な書き方をさせたけど︑

うか︒知事政策で問えばよかったけど︑私はそれをまだ行政の仕

目の政策の原点は国際都市形成構想ですから︑それを世にどう問

吉元

が少女暴行事件ですよね︒そして︑九月の議会で大田が﹁代理署

ら︑八月の末に私が上京して︑公邸で話し合うんです︒．九月四日

問で徹底的に詰めてくれと︒当面は自分の口で言わんよというか

ィブの関係で︑そのまま進めたら大変になるから︑村山さんとの

負けてもいいから署名拒否をやる﹂と︒これはナイ・イニシアテ

けられますよ︒最高裁までいき︑争ったって負けるよ﹂﹁いや︑

は八月の末でした︒その時の会話は︑﹁やらなければ︑裁判にか

九五年一月の確か﹃琉球新報﹄にシリーズとして載せた沖縄のグ

た︒

ランドデザインですね︒あれを新報はどういうタイトルを使った

名しません﹂と表明をし︑十月二十一日が県民大会︒そして︑そ

そうですね︒文字どおり︒そういう意味では︑大田の二期

か記憶にないけど︑グランドデザインのほとんどの中身を県民に

日かに大田・村山会談をさせる︒そこで私が出したのが基地返還

の前後から︑大きな問題になって︑形式的にいうと︑十一月の何

佐道

アクションプログラムの素案というやつです︒そして︑国際都市

問う形で投げ掛けました︒

準備をされて︑だいたいいろいろまとめられて︑九五年に新聞で

形成構想の枠組みです︒それで︑村山さんはびっくりしちゃつて︑

そこが質問したところですが︑九二年ぐらいから少しずつ
という形で出ていくわけですね︒この時期になったから︑もうそ

何度も言うようだけど︑九五年一月にこれを出していなければ︑

SACOが始まるのです︒この流れにつながりますね︒ですから︑
二期目の初めの年です︒正月早々︒やっぱり問うたほうが

ろそろこうやってオープンにして︒

吉元
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りました︒

とになったんでしょうね巳事実︑県議会ではそのことで議論にな

都市や基地返還アクションプログラムを速成で提示したというこ

なんか少女暴行事件があったので︑県民大会があったので︑国際

がわからないんだけど︑それを策定するに当たって︑もちろんう

けさせたほうがいいという感じがありました︒問題は︑僕はここ

いう姿は︑早い時期にプランニングをしたシンクタンクに手をつ

ドデザインが絵空事ではなくて︑基地の問題と噛み合っていると

経済が自分の持つとるチャンネルで︑外務省とか︑防衛庁とか︑

ちの県庁の連中とやりながらあれをやってますから︑恐らく都市

吉一兀

あるいはまた結果として︑撤去したあとの普天間の跡利用とか︑

いまだにそういうふうなあれでもって︒

新報﹄の記事をみていますねと念を押すんです︒みんな黙っちゃ

どういう形をつくったらいいのかというので︑関係省庁のつなが

佐道

うけど︑これはなんでそれがそう重なってうまく並んだかという

りでどこまで彼らがアドバイスを受けとったのか︑つながってい

だから︑私は九五年正月からずっとシリーズで出た﹃琉球

結果論になるんだけども︑僕に言わせれば︑二期目の最初の年に︑

たのか︒これはいまもって僕はわかりません︒そこは聞いてない

タイミングとしてよかったような気がします︒遅かったら︑却っ

からね︒でも︑あの時期にその仕事のゴーサインを出したのは︑

て︑少女暴行事件があったからという話になったかもしれない︒

した︒それをどういう形で展開するかというやつはやっぱり出す
べきだというのがありました︒ですから︑それほど流れとしては

知事選で争って︑知事選で政策として﹁基地のない沖縄﹂と表明

突飛ではなかったような気がします︒

ですけれども︑この時点ではまだそんなのは全然もちろんないわ

現実の問題として︑九月に少女暴行事件があって︑その後

もちろんそうです︒

けですから︑先生として︑いろんなスケジュールを考えながら︑

佐道

吉元

一方で︑基地のない沖縄をまず頭に描いて︑そうやって将

いつ頃出すかというのは︑タイミングを見計らつておられ

佐道

二期目の最初の年だから︑国際都市形成構想も一応表に出してい

佐道

来の沖縄の構想を国際都市形成構想ということになると︑当然︑

こうと︒四月︑五月になって︑アクションプログラムの具体的策

の展開がすごくあったので︑どうしてもとらわれて考えがちなん

基地の問題が表裏一体になるわけですけれども︑都市経済研究所

定に入ろうということでやっておられたわけですね︒

たわけですか︒

などには︑そろそろアクションプログラムのより具体的なプラン

理署名しないという約束なんです︒ところが︑当選して︑やらざ

最終的には︑大田が当選した一期目は︑県民との約束は代

るを得なかった︒振計がネックでした︒当時の海部総理大臣が

吉元

入ってくれということをおっしゃったということなんですけれど

ニングを︑九五年の四月とか五月ぐらいの時期に︑先生が立案に

も︒

想と離して︑どういう基地返還のスケジュールをつくったらいい

かくグランドデザインの延長線上で︑具体化する国際都市形成構

吉元

されるよ︒﹁作らんよ﹂といった時は大変でした︒これが突きつ

ないの︒沖縄振興開発特別措置法は時限立法ですから︑国会に潰

われたんです︒沖縄県はこうですよ︒エエッ︑国が計画を策定し

﹁リンクしとる︒．堅塁法の延長はどうなるか⁝⁝﹂とまで直接言

だから︑最初は︑地元の市町村の意向を抜きにして︑とに

のか︒というのは︑手をつける優先順位の話です︒やっぱり優先

けられました︒だから︑一期目は︑大田は最終的には防衛施設庁

長官の﹁念書﹂︵僕が最終的に調整したんだけど︶を取ったこと

順位は︑那覇軍港はもうすでに出ているんだけども︑普天間から
いくのは当たり前です︒だから︑そういう意味では︑あ．のグラン
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1

いうことを学者やブレーンから相当やられていた︒公約違反を批

守れなかったことと︑もう一つは︑今度来たやつは署名するなと

事がそこまで決断したのは︑一つは︑前の選挙で約束したことを

よという決意を四月五月段階でしていましたから︒私はそれは知

んです︒五年単位で回ってきます︒その時に︑大田知事はやらん

く動かなかったんです︒それで︑九五年にまた別件が回ってきた

で県民に詫びた上で署名したんです︒ところが︑その後︑まった

で︑大田は自分が責任を取るということで︑苦渋の選択という形

は手順としてやる︒大田が﹁ノー﹂というのを国にいつ言うかと
．いうのは︑最終決断は大田です︒結果としては︑八月にすでに出

うしますよというのを作った上で︑大田が﹁ノー﹂ど言う︒これ

目は正々堂々と二十一世紀はこうですよ︒基地返還についてはこ

から︑これは一期四年間の僕らの行政の勉強です︒だから︑二期

地反対だけで署名を拒否するのかということでは話になりません

じゃないかということもあっただろうし︑だから︑・展望のない基

つもりだったけど︑一期目と同じように︑また押しつぶされるん

った︒二期目はやるぞということです︒ですから︑彼はもうその

判されてますから︑大田さんは一時期︑﹁吉元に言え︒これは俺

暴行事件前に︑﹁俺は署名拒否をやるよ︒だから官邸と話し合っ

それで済むかもしれない︒行政はその政治家の一言で全部パーツ

にないな﹂と発言をして固めるんです︒でも︑彼は政治家として

ョックを受けて︑外務大臣室を出る時に︑秘書に﹁もう拒否以外

てきたけど︑その直後に少女暴行事件が出て︑それで︑上京して︑

てくれ﹂ということで︑僕は飛んで話す︒その直後に﹁少女暴行

・にするわけにいかんから︑やっぱり手順を前から作っておった︒

に言うな﹂と喧嘩をしておったぐらいです︒私は大田さんの性格

事件﹂がある︒だから︑大田さんの決断というのは︑やらんとい

グランドデザインをこさえて︑そして︑基地返還アクションプロ

アメリカ大使館にいく︒河野洋平外務大臣に会って︑地位協定の

うことが先にありきです︒そのことによって最高裁までいく︒負

だから︑﹁ノー﹂と言うだろうと︒この時に大田は二月のナイ・

けてもいいと︒このことでしか︑沖縄問題︑基地問題は国民にア

グラム︑これを世に出す時が重なってある種効果的になった︒

見直しを求めた時に︑﹁走り過ぎとる﹂と一言言われて︑彼はシ

ピールできない︒ある意味では︑彼は裁判を通して︑全国民に問

伊藤

イニシアティブで決断をするんです︒それで︑最終的には︑少女

題を明らかにしょうと︒私は行政のなかでそれを無理しないよう

■村山内閣との折衝
吉元

結果として︑非常に効果的だったわけですね︒

な形で展開しようと︒それは国際都市形成であるし︑．同時に基地

ど︑大田が署名しないということが一つの基地返還アクションプ

水面下の喧嘩もできた︒それは大変だったです︒社会党だからつ

返還アクションプログラム︒強いていえば︑さきほども言ったけ
ログラムを具体化する︑ゴーのサインを出すタイミングだったか

て︑総理なんだから︑官房長官も社会党だけど︑会わなかったん

吉元

いや︑そのあとです︒

段階︑で︑大田さんはもうすでに︒

佐道

ナイ・イニシアティブがあって︑それで︑決断をされる︒

官邸で会えなかったから︑宿舎に行ってくれというので︑熱を出

けどね︒土井さんも﹁なんで逃げるか﹂と怒っちゃったけどね︒

吉元

伊藤

野坂さんに︒とうとう会えなかった︒﹁代理人﹂が会った

野中さん？

だから︒

で︑タイミングとしては︑社会党党首村山さんだったから︑

もしれないです︒

佐道

決断は彼は選挙の時からやっています︒一期目はできなか

ナイ・イニシアティブは二月ぐらいの段階ですよね︒その

吉元
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会うというスケジュールだったんです︒ところが︑そうはならな

吉元

佐道

いや︑官房長官と話をつけて︑その上で公邸で村山さんと

会ったら︑まともにその話をしなければならない︒

佐道

言をしたとかなんとかというのが出てくる︒

くのです︒そ．の問に︑宝珠山さんが村山さんに頭が悪いという発

と︒最終的には総理が裁判に訴えるしかないという決断をしてい

会ったけど︑結果的には沖縄知事が署名拒否したら︑撤回はない

かった︒﹁それで︑じゃ︑どうするのか﹂と俺が開き直ったもの

ういうタイミングかは別として︑大田さん自身は代理署名は﹁ノ

しているというので︑結局会ってくれなかった︒

だから︑伊藤茂さん︒彼は副委員長だったかな︒政審は前島さん

ー﹂と言うだろうということはだいたいわかっていた︒そういう

繰り返しますが︑大田さんの二期目の時から︑最終的にど

という静岡出身の衆議院議員︒それから︑当時︑環境庁長官にな

大変なことになるぞということでいくわけです︒だから︑三党連

自民党のあるグループとつながって︑沖縄問題をそのままやると

う話をする︒そこからが始まりです︒だから︑あの三名がその後

の問題だと︒俺は次来た時には総理に会うよと︒それまでにとい

か﹂と︒どうして官邸はという話になって︑官邸の話はアンテナ

す︒グランドデザインは県民に披露したが︑アクションプログラ

吉元

ないということで︑九五年段階になって︑表にも出すし︑具体的
．な策定を命じていたということになるわけですね︒

と表裏一体のアクションプログラムは準備しておかなければなら

ればならないので︑沖縄の将来ビジョンである国際都市形成構想

ごとで︑行政としては︑﹁ノー﹂と言ったあとの問題も考えなけ

立と言っても︑社会党との話︑社会党を通じて自民党の皆さんと

ムについては︑まだシンクタンクのレベル︒県庁のなかでデータ

っていた岩垂さんの三才を前に話をした︒彼らがhここまで来た

の話︑当時︑加藤さんが幹事長です︒いまの塩爺が総務会長かな︒

を出しながら︑彼らと詰めているけれども︑まだ県庁のなかでオ

佐道

塩川さんはこの問題についてはストレートにああだこうだ

塩川さんはどういう︒

二つとも︑村山ザ大田会談に十一月四日かなんかに出すんです︒

ーソライズする段階ではなかった︒これは結果的には︑非公式に︑

そうですね︒この二つとも︑まだシンクタンクのレベルで

決定的な役割を果たしたのは塩爺ですね︒

吉元

伊藤

官邸に入ってない伊藤さんとか︑前島さんとか︑大臣である岩垂

時の官邸におった社会党の関係者は実務をわからんから︑結局は︑

会党政権の時は︑そのほうが実務をわかっている人ですから︑当

名された官房副長官の古川さんがすべて前に出てくるんです︒社

すから︑その後は︑私は官邸で野坂さんじゃなくて︑官邸から指

に沖縄県と話し合うというパイプのゴーサイン出したんです︒で

庁︑つまり︑外務と防衛を関わらせないでね︑官邸がストレート

結果として︑基地返還アクションプログラムは正式に沖縄米軍基

関係市町村との問題もあった︒ですから︑先へ飛ぶようだけど︑

あの時はまだ県庁のなかでオーソライズされてないし︑同時に︑

じゃ︑あなただけということにして︑あとは全部回収しました︒

ーパーは回収しました︒村山さんが個人でもらいたいというから︑

吉元

佐道

あれは回収しました︒基地返還アクションプログラムのぺ︑

それはなかったんじゃないかと思います︒

﹂吉元 あの時︑記事になっていますけれども︑そこまで出したか
どうかというのはあったかどうかはわかりません︒

それで︑記事が︒

と言わんかったけど︑社会党のこのメンバーの言うことをじっく

さんを通じて︑政党同士の話はさせる︒関係省庁との関係は︑す

地問題協議会に出されたのは橋本さんになってからです︒九六年

り聞いた上で︑自民党をまとめて︑そして︑官邸が主導で関係省

べて古川さんとの話し合いに入っていく︒私は何回か村山さんと
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ントン・村山会談があるということがはっきりしたし︑そこで

いと僕は怒った︒十万人という問題とか︑三点か四点︑絶対だめ

の一月の末だったと思います︒次︑出しますということにしたん
ここはまだ素案というか︑その段階で出されたわけですね︒

だといって︑非公式の話ですが︑それは認めるわけにいかんとい

﹁共同声明﹂の話も出ていた︒素案も見せられたし︑とんでもな

佐道
そうです︒

うことで︑むしろ開き直って︑それは大変なことになるぞと︒そ

です︒

吉元

れは政党ですから︑わかつとったようだけど︑村山さんもそれは

四日の少女暴行事件︑九月下旬の議会における大田が代理署名を

でも︑これは大田さんとは詰めているわけですか︒

しないということ︒そして︑次︑十月二十一日︑県民大会︒その

佐道

出しますよということは言われたわけですね︒

次にどうするかという話です︒だから︑どうしても官邸との問で

とらえていたでしょうね︒だから︑一つ焦っておったのは︑九月

佐道

そうです︒だから︑大田さんがペーパーを見たのは︑あの

もちろんです︒具体的にメモをみて詰めたという話じゃな

吉元

吉元

日︑あの場じゃないかな︒いや︑前に渡してはあったけど︑大田

沖縄米軍基地問題をまな板に乗せていくしっかりした協議の場を

くて︑出しますよと︒

さんがそれを見とったかどうか︒

つくりたいということで︑これを官邸と話し合うための経緯がま

だ野中さんとの問でつくれなかった︒しかし︑野中さんが党に任

アクションプログラムと︑それから︑国際都市形成構想に

つながるグランドデザインの中身の問題については︑どのぐらい

せたから︑さっき言ったメンバーと社会党を通じた自民党の︒

佐道
の理解をされていましたか︒

党の政審会長の前島さんが酒を飲みながら︑中華料理店で︑﹁吉

野坂さんですね︒

元さん︑これしかないよ︒あなたが言っているとおり︑協議会を

佐道

九五年十二月︒

つくろう﹂という話です︒﹁そこまで決断できるか﹂﹁やる﹂と︒

大田さんですか︒アクションプログラムについては︑返還

佐道

あるいは九六年一月の初めあたりからでしょうね︒それに

吉一兀

吉元

これは村山が閣議決定すればいいんだという話になって︑それで

野坂さん︒社会党を通じた自民党の加藤幹事長以下のメン

は少し細かい話になるんだが︑なぜ二〇〇一年が第一段階で︑二

いこうという話になった︒そういう意味では︑僕が気になったの

吉元

〇一〇年が第二段階かという話です︒二〇一五年が第三段階か︒

は︑どういう構成にするかということ︒官房長官は座長に︑これ

時期が二〇〇一年一〇年一五年︑最終的にわかったと言ったのは︑

二〇一五年というのは計画をつくる県庁の職員もそうなんだけ

バーとの接点をつくった︒そして︑呼吸合わせをしてきて︑社会

ど︑だいたい十年計画をつくる時に︑人口動態も含めて︑二十年

は当然だと︒次は外務大臣も当然︑防衛庁長官も当然だ︒問題は

その年の十二月置

間を予測する︑展望するという︒それは行政の話です︒もう一つ︑

月の大阪会議がどういう形で例の﹁投資の自由化﹂と﹁貿易の自

になって︑基地問題に関わりますという話じゃないだろうと言っ

発庁設置の段階から基地問題はノータッチで来たところが︑いま

開発庁の位置づけです︒開発庁が事務局になるのか︒もともと開
僕はAPECを非常に頭に置きました︒APECの九五年の十一
由化﹂とを具体的にスケジュール化されるか︒そして︑その後︑

ところが︑私の考えでした︒内閣府で事務局が担ぐということに

たんです．一だから︑事務局も担がせない︒メンバーも出さない︒

アクションプログラムがどうつくられるかというのは非常に気に
なっていた︒そういう意味では︑クリントンが日本に来る︒クリ
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の沖縄開発庁長官が上原康助さんでむくれたわけです︒沖縄県が

幹事会は古川さんが座長です︒僕もメンバーです︒それで︑当時

なって︑結果的には責任者は古川官房副長官になったわけです︒

国家公務員労働組合との付き合いは多くはないんです︒復帰後も︑

球政府の労働組合をやったけど︑琉球政府の労働組合であっても︑

す︒で︑自治労の運動は長いし︑復帰前は︑沖縄官公労という琉

吉一兀

それはないんですね︒これは人間関係です︒私は自治労で

認めないと︒

沖縄県庁だということで自治労に加盟しています︒村山さんは大

上原さんとその段階で前もって説明とか︑そういうことは

佐道

で︑国政ですから︒自治労組織にずっと関わっている︒総理にな

かったけども︑書記さんをしながら︑市会議員︑県会議員︑それ

分の出身で︑大分自治労の県職労の閑係ですから︑公務員ではな

いや︑これは社会党の問題です︒もちろんさきほどから言

されてますか︒

吉元
ったように︑この種の問題は本来的には沖縄県選出の上原さん︑

ち込まんというルールがあるから︑結果的によかったわけよね︒

きだけど︑たまたま彼が開発庁長官だから︑ここに基地問題を持

を持ち込むよ﹂と言ったら︑彼は﹁来なさい︒そろそろ沖縄問題

前から個人的には知つとるから︑そういう意味では︑﹁沖縄問題

ばれた︒公邸でした︒村山さんが﹁御苦労さん﹂と言って︑その

った時︑自治労で主要単産の書記長が集まり︑一杯飲むからと呼

これは社会党の問題だと︒で︑伊藤さんや前島さんや岩垂さんも︑

をやらんといかんな﹂という話で︑まさか年が明けてこんな問題

あるいは場合によっては開発庁長官だから︑彼と相談してやるべ

上原さんとは沖縄問題で喧嘩しとる間柄ですから︑上原さんがま

が起こるなんて︒そういう意味では︑直接官邸を通して申し込ん

でないです︒自治労本部を通して︑当時の書記長をしていた大分

ったく取り合ってくれないと言ってね︒沖縄問題の発言をすると︑

上原から怒られるということ︒だから︑そういう場にも︑社会党

起こると︑自治労を通して︑村山さんの秘書にストレートにいく

出身の佐藤春夫さんを通して︑彼がパイプ役でした︒何か問題が

上原さんはその問題について︑何か具体的なことをおっし

は呼んでない︒

佐道

伊藤

村山さんの秘書官に自治労の人もいたんですか︒

ようにパイプをつくってあったから︒

私にはないです︒知事にはあったようです︒

おりましたよ︒秘書に︒ですから︑そういう意味では︑社

ゃっていたんですか︒

吉元

吉元

労委関係は連合をつくったあとも︑村．山さんパイプ役になったよ

何か具体的な案があったんですか︒

いや︑そうじやなくて︑相談がないと言っているのか︑何

伊藤

吉一兀
佐道

積極的なものはないわけですね︒

顔を潰された︒どうしてくれるという︒

吉一兀

伊藤

はつないだ︒

．うです︒そういうことがあって︑自治労が事実上村山さんとの問

伊藤

それはないですね︒

から入って︑公邸に直行して︑そこで村山さんともちろん胸襟開

か知ちんけど︑あったらしいです︒

吉元

たとえば官房長官に会えない︒しかし︑先生は次には︑
るわけですけれども︑従来は制度的にいうと︑県の副知事が簡単

﹁総理にも俺は会うよ﹂とおっしゃった︒これは社会党政権であ

なさいと︒なぜ自衛隊まで入つとるか︒沖縄の軍事基地に自衛隊

特措法案をどうしてもやりたいよ︒社会党の軍転特措法案はやめ

いて徹底的に話しました︒二つ課題がありまして︑一つは︑軍転

はい︒私は二︑三回会った時に通してないです︒公邸に裏

これは官房長官を通さなくても大丈夫なんですか︒

佐道

に総理に会う奮いうことは普通はないような気がしますが︒
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つくるというのは︑常に日米政府で沖縄の基地問題を話し合う場

をつくるということが目的だったから︑そういう意味では︑日米

まで入れてやっている︒大田県政が言っているのは︑自衛隊基地
を除いた米軍基地の問題︒だから︑上原さんと意見が合わなかっ

協議が連動しとるから意味があった︒・それに彼らが踏み込んでく
彼らというのは誰ですか︒

たのは︑それに一つ理由があるんです︒彼が社会党のなかで︑プ
伊藤

いま言った前島さんとか︑社会党の伊藤茂さんとか︑環境

れた︒それに自民党が踏み込んでくれたというのがすごかった︒

潰されている﹁軍転特措法案﹂でこれは自衛隊基地も入つとるん

吉元

ロジェクトチームのリーダーとしてつくったのが︑国会で何回か
です︒沖縄県は最初から自衛隊基地を入れてませんから︑そこで

庁長官をしとった岩垂さんとかが中心になった︒社会党議員です︒

きたからといって彼が辞めないで︑書記長をやりながら︑社会党

が起こって︑いろいろ混乱のなかで︑アメリカも当惑をしますよ

佐道

したのはこれだからね︒

予算委員長をやっていた山口鶴男さんなんかがいこうという話を

沖縄県が軍転特価法の問題で政党に要請をすると︑上原さんが怒
ったのはそこなんです︒それで︑沖縄特別対策委員会というのが

の沖縄特別対策委員会の委員長もやっていたんです︒何か知らん

ね︒それで︑ペリー国防長官が来日をされて︑日米間で基地問題

社会党にありまして︑山口鶴男さんが書記長以来︑大田県政がで

けど︑そういう形だったんです︒だから︑軍紅舌措法案も社会党

を協議する場をつくろうかという議論が起きてきたわけですね︒

いまのを確認しておきたいんですけれども︑少女暴行事件

に出した時は︑私は呼ばれて︑山口さんが社会党のメンバーを揃

それを睨んでおられた︒

いや︑それはなかったです︒それは外務省がそれに乗って

えて︑僕は県の立場で説明する︒上原さんも座っていたけど︑

吉元

こなかったんだから︒

﹁俺は大田さんから聞いたことがない︒これは県の案か︑個人の
案かがわからん﹂と言い出したからね︒﹁上原さん︑そこまで言

伊藤
か︒

実際上︑できるのはどこがイニシアティブをとったんです

う必要はないだろう﹂と一言言ったら黙っちゃった︒

佐道

吉元

九五年の段階で︑基地問題協議会ができるわけですね︒ス

トレートに基地の問題を話し合うための場が欲しいということ

して︑自民党の了解をとって︑そして︑事務方である古川さんを
︐説得してと思います︒たぶんそのパイプだと思います︒あとは閣

だから︑さっき言った官邸です︒．最終的には社会党が決断

で︑先生の側から提案したということになるわけですか︒

そうです︒二度ほどいろんな議論をしながら︑最終的に前

議持ち込みですから︒

吉元

島さんがやろうと︒閣議決定で協議会をつくろうと︒県と官邸︑

佐道

つくってもいいよというようなことを確か言っていると思います

新聞とかによりますと︑アメリカのほうがそういうものを

閣僚との協議会をつくろうと︒彼らは本当に悩んだそうです︒こ
んなことはないから︒

が︒

吉元

前例がないんですね︒

吉一兀

第一︑九月四日の少女暴行事件︑九月十日前後に知事は上京して︑

伊藤

うことで︑沖縄のこの時点の問題は大変な問題という話になって︑

河野さんに会っています︒その時に︑地位協定問題で走り過ぎて

それは中身がほとんどそこまで高まった時期でしょうね︒
この延長線上に米軍を引きずり出したいという狙いが︑僕もあっ

いると批判されました︒その時は︑沖縄県民は基地の整理・縮小

前例がない︒結果的に︑閣議決定すればいいんだろうとい

たけど︑彼らもありました︒だから︑沖縄米軍基地問題協議会を

176

という具体的なことを言ってないんです︒少女暴行事件直後です
から︑問題は地位協定が基本です︒これがテーマだったんです︒
それをトータルで私たちは協議の場を求めた︒ですから︑それは
明らかに外務省が乗る課題じゃないです︒政治的な決断ですよね︒

その政治的な決断を社会党が割り切り︑そして︑自民党の了解を
とり︑そして︑官邸をしてと︒そのあとで外務省が付いてくると

日米安保協議委員会︒

その時の自民党というのは加藤さんとか︒

その段階からですか︒

る︒そして︑沖縄の将来を考えながら︑﹁今度は本気でやってく

れないど困りますよ﹂﹁わかっています﹂ということでした︒僕

はペーパーを渡したんだけど︑これがなんのペーパーかはちょっ

と覚えてないです︒ペーパーに基づいて︑沖縄のこれからの話を
伊藤

沖縄のこれからをどうするかという形で︑展開をする一種

そのために準備したペーパーですか︒

したはずなんです︒

吉元

これはグランドデザインとか︑アクションプログラムを盛

のチャート的なものを出したような記憶があります︒

佐道

り込んだもので
佐道

それらしい書き方で課題を彼に説明した︒その時に︑加藤

こういうことを沖縄は考えているんだという︒

吉元多分そうでしょう︒
吉元

さんが﹁いや︑前もってみています﹂という言い方をしたから︑

僕はびっくりしたんだけどね︒国会議員に渡すと︑すぐ回るとい
伊藤

だから︑結局は︑加藤さんにやってくれと言ったのは︑文

じゃ︑加藤さんが動くようになるというのは︑外務省︒

うからね︵笑︶︒社会党からでも先に回ったんでしょう︒

吉元

字どおり︑官邸はもちろんそうだけど︑外務省ももちろんオーケ

ーで︑全部話は終わったから︑セレモニーとして︑村山内閣との

関係ですから︑自民党の幹事長に︑責任者にという場をつくって
伊藤

そうですね︒加藤さんの口から﹁こうします﹂という話は

形ですか︒

くれたんじゃないですかね︒

吉元

聞くだけですか︒

なかったからね︒

伊藤

ええ︒﹁米軍基地問題協議会についてはいいことです﹂と

二嘉榊

吉元

灘趨勢熱艶舗地顕罷罐

いう話でしょう︒ですから︑恐らくそれがなかったら︑SACO
までにはいかんかったと思う︒従来どおり︑沖縄の要望を受けて
伊藤

協議委員会とかなんとかという話ですね︒四者協議ですね︒

平定という話に終わったかもしらんです︒

吉元

その段階で︑日本から要望を出し︑アメリカから回答がないとい
佐道

加藤さんが中心ですね︒そして︑まだ表には出ていなかっ

う形で来たかもしれません︒

吉元
佐道

それらしい話は彼らとやっていますね︒村山政権をつくっ

たけど︑梶山さんでしょう︒

吉元

た時から︑梶山さんは社会党とは心情的に村山を支えていたから
ね︒だから︑梶山さんや塩川さんがオーケーしないと︑社会党の
連中も︑加藤幹事長に持ち込まなかったかもしらんね︒幹事長は
少なくとも団長ですから︑だから︑彼のところに最初に持ち込ん
でも意味ないでしょうね︒つまり︑僕以上に苦労したのは︑そう
いう意味では︑社会党の三人組でしょうね︒だけど︑加藤さんに
会ってくれと言われて︑それは筋としては会わんといかんなとい

う話になって︑私も真っ昼間ですが︑料亭に呼ばれて︑いや︑そ
こしかないよと加藤さんは言ったけど︑お茶しか出なかったけど・

前島さんが私を連れてそこに行って︑彼はすぐ帰って︑私は加藤
さんと一時間半ぐらい︑沖縄問題について彼が質問し︑僕が答え

九五年の基地問題協議会をつくろうという段階ですけれど

を私がしたからね︒

佐道
も︑ちょうど十二月ぐらいに自民党・社会党・さきがけの与党の
調査団がいきますね︒このなかのメンバーは︑加藤さん︑鳩山さ
ん︑菅さん︑前島さんとかも行かれますね︒そういう方々への︑
来て欲しいと言ったのは確か私だと思います︒少なくとも︑

利用しようといったら変ですけれども︒

吉元

村山連立政権の決意を示して欲しいということだったと思いま
す︒だから︑来た時に︑ちゃんと知事を会わせて︑そこでおざな
佐道

もちろんそうです︒県庁でやりました︒これはかなり大き

それは同席されているんですか︒

りの話はしていません︒知事も言いたい点を言わせてますから︒

吉元

な意味があったと思います︒これは連立政権だけに︑自民党政権
と違って︑やっぱり県民に形をみせんといかんというのがありま
す︒旧名が来るというのは異例ですから︑そういう意味では︑来
たことによって︑県民が﹁なるほど︒動き出したな﹂という判断
と︑その決意を政党次元で見せたという点では大きいでしょうね︒

あれはそんなに難しい話じゃなかったと思うよ︒軽く僕も呼び掛
けたような気がします︒

いま︑苫東の問題もありますけども︑たと︑又ば鳩山さんと

■苫東問題
佐道

かが沖縄の問題に非常に関心を持ってやっておられますが︑鳩山
つながりは菅さんが先なんです︒連立政権をつくった段階

さん︑菅さんと先生とはそれまではどうだったんですか︒

吉元

では︑私は三党等しく︑変な言い方ですが︑目配りといいますか
ね︑あいさっというんですか︒それはいつも戸を開けていました︒

そういう意味では︑菅さんは沖縄の自治の問題︑特別県制にすご
く関心があって︑これは自分のライフワークにしたいとあの時か

ら言っていました︒それで︑自治労ともつながり︑いま︑連合と

もつながしているんですね︒だから︑沖縄の特別県制︑例の自治

政府構想なんかは随時自治労を通して彼ともつながりがあった︒︑

それから︑鳩山さんとは基地問題です︒安保問題です︒彼と私の

違いは︑軍事条約とレての軍事同盟としての安保を彼は認める︒

僕はそこまで認めないが︑平和条約は必要だと︒﹁あなたが言う

ように軍事同盟が必要だというんだったら︑沖縄にある米軍基地

はどうするんですか﹂と言った時に︑彼は﹁そうだよな﹂と言っ

て︑論議のなかで︑﹁駐留女き安保﹂を出すわけです︒だから︑

鳩山の周辺に言わすと︑吉元の入れ知恵だと言っているけど︑僕

追い詰めたから︑それしか言いようがなかったということ

は入れ知恵したつもりはない︒議論のなかで出たかもしらんね︒

伊藤

﹁じ︐や︑具体的にどうするの﹂と言ったら︑﹁すぐはなく

じゃな．いですか︒

吉元

ならん︒沖縄は減らさんといかんな﹂ということで︑苫東の話を

僕は出す︒岩国の話を出したんです︒岩国の話を出した時に︑

﹁う一ん︑海兵隊全部は無理だよ﹂という話になる︒それはそう

だなと︒全部持っていったら︑それはキャパシティから無理であ

る︒それで︑どうするかという話になったり︑北海道でという話

になったり︑結果的には︑では苫東に有事の﹁駐留なき安保﹂と

いうんだったら︑ストックヤードをつくったらどうかと︒最初は

移す︒しばらくして帰ってもらって︑いざという時に使わせると

いう話になって︑それがNIRAに持ち込むきっかけです︒北海

道の彼の選挙区のメンバーから︑二︑記名知っているんだけど連

絡があって︑鳩山が帰っていきなり後援会の有力者を集めてその

話をしたと︒後援会の親分衆は︑﹁あんた︑この間の選挙でやっ

と通ったのに︑なんでまたそんなことを言い出したの︒よけい難

しくなるよ﹂という話だった︒﹁いや︑それでも﹂と︒あの頃か
ら彼は選挙が弱かったんかな︒
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そういう話が出て︑僕も本人から言われたけど︑そこまで

伊藤弱いですよ︒
吉元
やったんかと思ってね︒それならば︑絵を描かそうという話にな

苫東の話ですか︒

とは間違いないですね︒これからの民主党のなかでどう展開する

菅︑鳩山の関係というのは難しいから︑︑どういうことにな

かですね︒

伊藤

菅さんや鳩山さんとの関係では︑与党調査団で来て︑それ

そういうことですね︒それ以前は面識がないですね︒

から深まったということですか︒

佐道

のかはわからないけど︒
って︑それがNIRAの話︒NIRAが委託した﹁報告書﹂原る案

の段階で︑新聞にちょっと載ったために︑野中に潰されたという
伊藤

苫東の話です︒でも︑北海道開発庁は解散する前に私が別

話なんです︒

吉元

件で北海道に行った時に︑港湾局長が自ら苫東のなかを案内して
もらって︑﹁港湾はこれを使えますよ﹂と︒﹁幾らあるか﹂と言っ
たら︑﹁十三メートル﹂﹁だめだ︒十五メートルないと﹂﹁やれま
す﹂﹁奥行きが短い﹂﹁いつでも伸ばせます︒幅も広げます﹂と︒

学校はという話︒それから︑二つ注文をつけたのは︑

﹁ストックヤードはどうか﹂と︒小高い丘に登って︑どこに住宅
をつくる？

﹁水をどうするか﹂﹁あそこにダムがあります︒それはもっと強化
できます︒心配いりません﹂﹁エネルギーはどうするか﹂﹁ここに

ある製油所があります﹂と︒出光かどこかのでした︒﹁話は大丈
夫です﹂﹁ついてる？﹂﹁いや︑やってあります﹂﹁パイプライン

はどこまで引っ張る？﹂﹁パイプラインのルートも決まっていま
す﹂という話をした︒﹁そこまでしたならば︑いざという時には︑

手を挙げてくれるか﹂﹁挙げられます﹂と︒それで︑そのあとハ
北海道の商工会議所の会頭が﹁会ってもいい﹂という話が出たり
して︑だが僕は会ってません︒ですから︑この話は消えてないと
見たほうがいいのかな︒それに絡んで︑鳩山さんがその後その話
を直接言わなかったけど︑菅さんにしろ︑鳩山さんにしろ︑九八
年の参議院の時には︑菅さんから出てもらいたいと︒去年は鳩山
さんから口説かれたから︑たぶん僕も出たほうが民主党に政策を
持ち込みやすいと思うんだけど︑そういう役割は負うているつも
りはないから︑かなりいまの民主党に二人とも持ち込んでいるこ

菅さんとはその前から会ったわけですね︒︑

その前に一︑二度会つとると思うんだけど︒

あまり印象はない？
印象はないですね︒

さっきのお話だと︑向こうからのアプローチがあったよう

な気がするというお話だから︑それはあり得るでしょうね︒

重要な問題になっていますので︑遡ることになるんですけ

■基地返還アクションプログラム
佐道

れども︑九五年段階のアクションプログラムと国際都市形成構想

について整理しておきたいんです︒まず︑アクションプログラム

ですが︑さきほど三つの時期に分けた︒なんでその時期かという

ことについて伺ったんですが︑どの基地をどの時期に当てはめる

かというのは︑実現可能性の問題とか︑いろいろありますので︑
躯常に重要な問題だと思います︒これは先生がそろそろ具体化に

入るというふうに言われた都市経済研究所では︑逆にいうと︑手

に余る問題で︑これは県庁と相談をしたけれども︑県庁が主導権

を持っていたというのが彼らの話です︒それはまさに先生が恐ら

何を基準に︒

普天間返還を前提とした中南部都市の都市構造まで変︑える

く大きな指示をされていたと思いますが︑まず︑

吉一兀

こと︒道路一本をつくるために︑それに関わる展開︒つまり︑都

市計画再編の作業との関係で︑彼らは展望できるよね︒普天間が

179

伊吉佐吉佐吉
藤元道元道元

空いたら連動して︑横の線をどう入れるか︒どこが邪魔になるか
という話になるね︒道路が向こうで迂回してますから︑真っ直ぐ
延ばすとすれば︑その次にあるキャンプ瑞慶覧をどうするか︒嘉
手納基地を触らんとすれば︑どこから線を入れるか︒どの基地が
かかるか︒そこを先に描かせるのが目的だっだね︒それと︑彼ら
にさせている仕事は︑ハブ港湾として那覇港と中城港湾を一体的
に整備しようということで︑線をつなぐか︒道をどう入れるかと
いう話との関連があった︒機能分担をしながらも︑ハブ港湾を中
城港を含めてどうセットするかというのが指摘された︒あとは那
覇空港の沖合展開を含めて︑国道五八号は年がら年中渋滞で︑バ
イパスとしての湾岸道路の延伸問題など︒臨港兵姑基地はどこま
で触っていいかということです︒ですから︑中心的な基地は全部
触らんといかん︒だから︑彼らに︑お前さんたちが描く都市の再
構築の絵と︑われわれが持ち込む課題とどこで合うかという話が
一つ︒彼らは彼らなりにイメージは描いたと思います︒しかし︑
もっとも大事なのは︑関係市町村が絵を持つとるかということで
す︒地主とどの程度熟度がある将来像を市町村が詰めておるかと
いうことです︒これはやっぱり普天間が早かったです︒同時に︑
これは大田知事も﹁普天間を早く返せ﹂︑それから︑﹁県道一〇四
号線越えの実弾砲撃演習を早くなくせ﹂︑﹁読谷補助飛行場のパラ
佐道

それは目の前の問題です︒それは大田さんの気持ち︒だか

将来構想と言いながら︑かなり個別且四体的な問題ですね︒

シュート降下訓練﹂︒この三つはこだわっていましたからね︒

吉元

ら︑一〇四号線などは︑アメリカに相当食い下がっとる︒ですか
ら︑超長期的な論議というのを大田さんのほうではちょっと出て
こなかった︒でも︑いま言ったような形で︑さっきの絵につなが
るんだけど︑港湾を先にあけさせようとした︒那覇軍港ね︒それ
は復帰段階の約束ごとですから︑代替港湾がつくれないから︑返
還されないのであって︑年間︑十数隻しか入っていません︒深さ

も浅く︑機能が悪い︒いま︑整備中の民間港湾部分に接岸してい

るんです︒これは港湾管理者の判断で︑つまり︑危険物や武器弾

薬を積んでないという証明さえあれば入れとるんです︒だったら︑

軍港を返してもらう︒那覇港にハブ港湾をつくらそうと︒民間港

湾としてつくった上で︑必要に応じてバースを使わそうという構

想を私は出したわけです︒これは共産党に食ってかかれて︑これ

も不信任の理由の一つになりました︒ですから︑そういうことで︑

戦略的には港湾を早く︑普天間も消す︒この二つから始めて︑将

来的には那覇空港の展開︑ハブ港湾︑ハブ空港をワンセットにし

てポートオーソリティーで運営させまうと︒これは滅多にない世

界でも稀な機能を持つんです︒そうすると︑アジアのハブ︑単な

る物の中継じゃなく︑人の中継︒国際都市形成構想のなかでいう

人と物と両方のこどが狙いでした︒そういうことに．なると︑やっ

ぱりあけて欲しいのは普天間︑これは危険の問題︑都市構造問題︑

伊藤

もう市町村段階では︑二度目に入っているところです︒一

これは開発は︒

それから︑キャンプ桑江︑これは兵姑基地です︒

吉元

回作業して終わって︑それについて意見を集めて︑またもう一回︑

地主の意見を聞きながら︑またやりかけているところです︒です

那覇空港は国のものなんです︒第二種空港で︑空港管理は

これを第一段階に入れると︒さっきの沖合の問題は︒

から︑熟度としては︑ここはいちばん進んでいます︒
伊藤
吉一兀

運輸省所管で︑沖縄県からはずっと復帰前から要求しているのに︑

なかなか進まない︒結局は︑いま言ったように︑国際都市形成構

想のなかで乗せて︑運輸省に早く調査に入れということで調査費．

をつけてやらんと︒これは結果としては︑五十億の沖縄政策協議

会の調査のなかで手をつけていくということになった︒国は︑あ

それは移転の問題を含めてなんですか︒

れから始まったことになるんです︒
伊藤
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吉一兀

これはその構想のなかに入っていません︒

れはなくなると見ます︒そうすると︑海軍の第七艦隊の母港は横

須賀︒それから︑海兵隊は岩国でいいと︒すべてとは言わんよ︒

は残るだろうと︒その上で︑海軍のホワイトビーチは残したほう

吉元先生がお出しになった考えのなかには︑それがあるわ

吉一兀

がいいだろうという話です︒これは米軍というよりはむしろ自衛

伊藤

早いからしばらく議論しとったけど︑空軍側が拒否した︒これは

隊と考えたほうがいいです︒海上自衛隊は沖縄でまともな基地を

沖縄は何が残るかというと︑やっぱり空軍です︒だから︑嘉手納

今度は下地幹郎案で出てきたんです︒﹁早く普天間返還をという

持ってないです︒空港だって︑共用でしょう︒ですから︑嘉手納

けでしょう︒普天間の問題と︒．

のなら︑既存の施設にぶち込む以外にない﹂というのは明らかで

基地に航空自衛隊を移そうと︑既存の施設のなかにぶち込もうと︒

最初︑普天間を嘉手納にぶち込むという案を︒そのほうが

した︒

それは米軍は嫌だと言つとるだけの話で︑将来︑米軍だって︑い

つまでも嘉手納を全部百％自分で使うという話にはならんでしょ

いまの嘉手納の空港案というのは︑普天間移設が一応決ま

って︑そして︑大きく出てくるわけですね︒その前の関係で︑ア

う︒そうなってくると︑残すのはこの二つしか残らん︒あとは弾

佐道

クションプログラムの三つの時期の問題なんですけれども︑先生

ちばん最後にしておくというのは︑県民が理解しやすいでしょう︒

薬庫でしょう︒弾薬庫はいまのとおりあればいい話です︒海兵隊

市町村の熟度とか︒

嘉手納が仮に返ってくるとしても︑嘉手納を別の目的で︑つまり︑

がおっしゃるのは︑まず︑普天間とか︑国際都市形成構想を考え

吉元

一期二期三期になっているのを当てはめてある基地をみて

がどこまでスリム化されるかという話がもう当面の課題です︒そ

佐道

空港以外の目的で使うという県民は誰もいないです︒だから︑あ

ての重要地域をまず重点的に置いて︑そして︑優先順位をつけて

みると︑あとでできるSACOで返還合意ができるといヶか︑そ

れは残しても︑湿たちが必要とする段階︑彼らが必要としない段

うすると︑いま︑三つの節目というやつは︑．やっぱり嘉手納をい

れがだいたい基本的に一期のものと若干二期のもの︒それから考

階では︑空港として使おうという話ですから︒それはホワイトビ

いったということになるわけですか︒

えると︑実現可能性という問題から考えると︑なかなかよくあの

ーチだって同じでしょう︒それ以外の基地はほかのことに転用で

ば︑何を最後まで残すかという議論のほうが早いです︒それが先

時点で考えられた案だと思います︒三期の問題というのは︑目標

吉一兀

行したんです︒県民にも︑理解しやすいんじゃないですか︒

きるわけです︒そういう意味では︑あの三期に分けたやり方とい

ルでは一緒に論議したけど︑最終的な政策としての決定はしてい

伊藤

としては掲げるけれども︑かなり難しいもの︒嘉手納やホワイト

ません︒いずれにせよ︑日米安保が残るとするならば︑しかも︑

なんですかコ

うのは︑当面する課題もあったけど︑やっぱり手をつけるとすれ

駐留米軍がゼロにならないとするならば︑横須賀は残るだろう︒

吉元

ビーチもそうですけれども︒

横田はなくなるだろう︒佐世保は残るだろう︒しかし︑これは自

PECが確認した方向との話です︒これは甘いとみんなから言わ

こう考えています︒これはあの時の考え方でも︑事務レベ

衛隊が使うだろう︒岩国は離さないだろうと︒この三つを見て︑

れるけど︑環太平洋という規模で経済の発展をどう展開するかと

強いですよ︒私などはかなりこだわっています︒それはA

二〇一五年ゼロというところには︑これは強いアクセント

三沢は朝鮮半島が統一への歩みを確実に始めたとするならば︑こ
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これからですよね︒それが安全保障的な話に入っていくならば︑

という形でアフリカが始まった︒﹂いままではなかったんだから︑

いう場合に︑EUという形の一つの仕組みで考えたら︑今度AU

るから︑中国は台湾問題に手を出さんし︑強行しないけど︑二〇

の北京オリンピックまでには︑モスクワオリンピックの反省があ

こで手を打つのか︒ちょっと待てよと︒そうすると︑二〇〇八年

が言っている二〇一〇年というのは︑江沢民が言ったという心そ

一〇年は上海の万博ですね︒手を出し切らん︒その後となると︑

内乱の問題なんかも時間がかかるけど︑生きるためにエイズの問

私たちが四︑五年前に展望したように︑二〇一五年という長さの

題から食糧の問題から含めると︑やっぱりAUができたというの
はすごく大きい︒つまり︑支援の仕方の窓口が一本化されるとい

なかで︑台湾問題は収まっていくでしょう︒

カをどうするかは射程距離ですから︑アメリカが本気になれば︑

の五年ごとの党大会があと何回あるか︒これは直接関連しないけ

が経済計画のなかでどの程度展開していくかということと︑中国

その間に︑台湾総統選挙が何回あるかということになる︒中国

うことですから︑これは大きいと思います︒

いつでもできるし︑本気にならんことでああいう問題が起こって

ど︑韓国の大統領選挙がどういう形で展開するかということ︒だ

もう一つ︑アメリカは当然いまNAFTAがあるし︑南アメリ

いるんだから︑そうすると︑あ乏残るのはアジアでしょう︒これ

は回復できないし︑外との関係で生きていく以外にないから︑そ

はAPEC規模でいつまでもAPECが残るかどうかという話か
がら︑結論をいうと︑朝鮮半島問題は︑予想どおり北の経済破綻
一つある︒僕は残らんと思う︒思うけど︑これが軸になって︑い

開していくでしょう︒それは中国からしか勉強できなかいから︑

ま︑アジアではASEANを中心とした中国の関わり方︑FTう
A粗暴的にはならんけども︑じっくり虐められながら︑徐々に展
の議論が少なくとも進んだし︑十年と言っているけど︑恐らく十

表に出さんもんだから︑結果的には︑この間小泉さんが回って唾

国とは先行する︒日本は最初から手を挙げておったつもりだけど︑

かも︑上海に投資して成功した企業は︑北京政府と一緒になって︑

自前で生きていくつもりはないでしょう︒上海に投資した分︑し

はもう自前で生きていこうと思えば生きていけるけど︑しかし︑

年待たずに︑五年から十年の間に︑中国はASEANの幾つかの それ以上のことは北朝鮮も持ちえない︒あとは台湾ですが︑台湾

付けて歩いているでしょう︒あんなやり方じゃだめ︒でも︑結局︑

意思表明はした︒だから︑日本もASEANとは中国︑場合によ﹁ 内陸への発展のため︑投資している︒この流れは止まりません︒

して︑どこまでそれが使えるものになるかという意味での関わり

ラム︵ARF︶︑ここに北朝鮮が入ったわけだから︑これを軸に

頼りになるかどうかは別です︒少なくとも今あるのは地域フォー

なかでの安全保障というのは必然的でしょう︒それがAPECが

ケジュール的に無理ですよと︒日本の政治の流れを読む以上に︑・

問題が一段落したらという意味もあって︑それ以前というのはス

しょう︒だから︑僕は二〇一五年の嘉手納ゼロというのは︑台湾

縄に︑つまり︑米軍に︒その米軍の基地をどう残すかという話で

すとは思わない︒台湾を見ていくと︑結果的には︑安全保障は沖

にして︑﹁三通﹂は片づいたとしても︑それで台湾経済が持ち直

で︑陳水扁さんがいくら頑張っても︑あと二年後の総統選挙を前

はそれしかない︒そこを睨みながら︑今度は沖縄問題を考える場

読めるところがら読んでおけば︑あとは沖縄側が県民的な合意を

つては︑韓国を含めてもう避けられない︒そうすると︑アジアの

合︑やっぱりなんやかやと言ったって︑中国の発展計画のなかで︑

一つ一つきちんと︑どういうことになるかということを踏まえて

台湾問題をどこで中国は処理するか︒二〇〇八年の北京オリンピ
ックまでは手出しはしないが︑﹁方針﹂は決めるはずだよ︒彼ら
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一

これはその自治体との基本的な調整は︑自治体レベルではすんで

まったくそのとおりです︒そのことがあったので︑知事が

おけば︑行政はそれを一つ一つ展開する要求をしていきながら吟
吉一兀

いたということになるわけですね︒

各自治体がアクションプログラムに提示された年限まで

味するという話になります︒それぐらいですむんじゃないかな︒

伊藤

替わっても︑普天間の移設は変わってない︒その流れは絶えてな

いし︑自治体も変えてないし︑地主との話も淡々と進んでおる︒

に︒

吉一兀

変わったとすれば︑普天間が出ていく時期が遅れているというだ

これは︑基地の所在する自治体と詰めた結果です︒自治体

は跡利用計画があるかという問題もあるけど︑もう一つは︑地主

の仕事を淡々とやっとるからでしょう︒ここに任せたほうがいい︒

けです︒そこはしようがない話だけど︑だから︑いまの市長も革

﹁みなさんだけの問題か︒そのための被害は︑地主以上に県民は

いまの市長に任せたほうがいいという形で市民は信じている︒特

との問で百％合意を取ったのか︑です︒これはまだないんです︒

受けている︒県民がどう歩くかという時には︑あなたたちは自分

に地主の多いところですから︑彼らも信じているんでしょう︒市

新の市長だったけど︑みんな革新政党から支援しないと言われて

の財産であっても︑これからは県民と一緒にあるんだったら︑じ

長は非常に微妙な立場です︒それでも頑張っています︒やっぱり

そういう意味では︑最初に基地アクションプログラムありという

ゃ︑次どうするかということを一緒に考えようということではな

目の前からなくなるほうがいいと︒但し︑県内移設は困るけど︑

も︑彼は市民から支持されて市長を続けているんです︒それはそ

いめか﹂ということで︑議論したんだけど︑しかし︑最終的にオ

受け入れるところがあるならば︑早くなくなった．ほうがいい︒そ

形を地主会は受けたわけです︒だけど︑僕は地主会のみなさんに︑

ーケーしてません︒

れなりに筋が通ってますね︒

だと思いますが︑これも確認になりますが︑たとえば三次の嘉手

ろんな団体とも調整されて議論されていますね︒その過程での話

本当にお疲れ様でした︒

は︑一応ここでということで︒

いて︑明日も明後日もお時間をいただいておりますので︑きょう

っと大きな問題なので︑きょうはここの段階で止めさせていただ

九六年になると︑先生のおっしゃるように︑国際都市形成

佐道

佐道

納はいまのようなお話ですけれども︑たとえば一次の普天間とか︑

伊藤

ありがとうございました︒

国際都市形成構想の話もあるんですけれども︑これはちょ

構想と基地返還アクションプログラムを巡って︑全県レベルでい

そういうところについては︑その基地所在自治体の︑これが返還

佐道

︵終了︶

されたあとについてのいろいろなプランニングは結構進んでい
て︑それから︑︑素案じゃなくて︑県の正式な決定になった時には︑
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2002年7月30日
第4回

第5回

日

時＝2002年7月31日（水）

開始時刻：14時00分
終了時刻：18時00分
開催場所：那覇市・沖縄21戦略フォーラム事務所

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

佐道明広（政策研究大学院大学助教授）

沖縄の労働運動は本土とも深い関係があったわけです

■県内の労働組合事情
︵伊藤
か︒︶

るんです︒その時から︑一本化しておった労働組合が割れた︒そ
︑こは共産党系が残った︒総評︑同盟グループが新しい労働センタ

そっちの共産系の組合とこれというのは︑勢力比はどうだ

ーとして︑沖縄県労働組合協議会を組織した︒

伊藤

と来ました︒ただ︑六九年十一月の佐藤・ニクソン会談で復帰の

同盟はない︑んです︒もちろん民社党も組織をつくらないで︑ずっ

直前までは︑労働組合はローカルセンターは一つなんです︒総評︑

沖縄側と約束したのが六〇年代の初めです︒それで︑沖縄は復帰

するな︑沖縄を自由にさせてくれと︑総評と同盟︑同席の上で︑

これが一つ︒それで︑労働組合も︑復帰までは可能な限り系列化

込むな︑復帰までばそういう形で運動をつくるなということです︒

です︒総評︑同盟︑その他の運動路線を沖縄にストレートに持ち

のなかでの司法︑気象︑医療関係の労働組合︒

吉一兀

か︒

伊藤

のは︑コカ﹂コーラ労働組合です︒いまは共産党じゃない︒

外資が基本に入っているところです︒そのなかで唯一残っている

企業ですね︒自動車販売︑コカ・コーラとか︑ペプシコーラとか︑

吉一兀

伊藤

吉元

共産党系はどういうところを取っていたわけですか︒

十分の一ぐらいですかね︒いまでもそのぐらいです︒

ったんですか︒

目処がつい・て︑七一年あたりに民社党ができ︑同盟が復帰運動か

あれは中央も確か⁝⁝︒

沖縄はその付き合いをしてないんです︒僕たちがとめたん

ら抜けていくという形が出てきました︒つまり︑復帰後の﹁移行﹂

伊藤

幾つかのところが単↓組織をつくって︑それの出先機関が

吉元

を前提とした労働運動の路線上の整理が始まっていくんです︒

吉元

国家公務員関係にありますね︒政府関係でいうと︑各省庁

今︑共産党系の組合の中核になっているのはどこなんです

どちらかというと︑中小企業でもアメリカ︵外資︶関係の

伊藤ぞうすると︑沖縄のナショナルセンターが︒

沖縄労働組合連合会︑﹁全量労連﹂というのがあったんです︒そ

です︒一九六三年につくったんです︒本当は六〇年につくった全

吉元

伊藤

吉元

伊藤

あの時も︑琉球政府時代だけども︑沖縄県労働組合協議会

やっぱり県と言っていたんですか︒

県労協というやつです︒これはずっと続いて︒

これは？

抜けて︑民社党の組織の核をつくるんです︒

社党をつくったのです︒社会大衆党というローカル政党の一部が

いうことで︑同盟系が抜けて︑地方同盟をつくった︒その時に民

だったから︑それから︑復帰段階で︑どうせ系列化されるからと

吉元

たんですか︒

伊藤

系の運動をつくってます︒大きいのには︑医療生協があります︒

沖縄にありますから︑それが集まって︑労働センター的な共産党

れは共産党系も全部含めてやったんです︒ところが︑例のソ連の

それで︑だんだん社会大衆党が細っていくわけですね︒

沖縄県労働組合協議会です︒

原爆実験と原水禁運動のなかで﹁いかなる国問題﹂が起こったん

伊藤

そうですね︒かつての社会大衆党の素晴らしいリーダーだ

吉一兀

ですね︒﹁社会主義国の原爆実験はきれいな原爆だ︒あれに反対

吉元

った安里積千代さんを復帰直前の第一回の国政参加選挙︑衆議院

もともと復帰直前に︑沖縄県労働組合協議会︑県労協一本

同盟系と総評系と対立した時代は︑県労協は割れてなかっ

すべきじゃない﹂という日本共産党路線が沖縄に持ち込まれて︑
原水禁運動の分裂になる︒沖縄で初めて︑県民的な運動が分裂す
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選挙の時に当選させたが︑国会での活動の場がなかった︒われわ
れは上原康助が社会党で出たわけです︒だから︑いきなり代表質

ていました︵笑︶︒

と︒社会大衆党内で大論争になり︑それで︑委員長を辞めるんで

すると︑地元では民社党に入るために国政に出したわけじゃない

所属で一人だから︑それで︑本人が参っちゃって︑民社党に入る︒

にすごい人だけど︑国会に行っても所属会派がないでしょう︒無

でしょう︒

伊藤

吉元

苫東の話ですね︒

う話をされましたですね︒

伊藤

野中さんも︑橋本さんとか︑梶山さんとか︑あのグループ

■野中氏と移設問題

す︒そして︑民社党に行くんです︒安里さんの一の子分︑二の子

吉元

きのうのお話で︑北海道の例の話を野中さんが潰したとい

分であったのが社会大衆党から離れて︑民社党の沖縄の組織をつ

委託という形で︑たぶん日本リサーチというところだったと思う

問をやります︒安里三千代さんは戦後沖縄政治史のなかでは大変

くるんです︒ところが︑社会大衆党から行った連中は何年も続か

んだけど︑そこに出して︑そこでまとめるんです︒ほぼまとまっ

に出るという形で︑民社党を担ぐやつが出始めて︑それでもあま

吉元

伊藤

労働組合の連中︑同盟に行った連中のなかから︑市会議員

民主党までつながらないんですか︒

ていた︒︑二月三日︵⊥ハ日︶かな︒大田知事が﹁普天間移設海上基

した︒それを県が担げばよかったけど︑︑パイプがなくなつちゃつ

に届いたのが︑九八年ですから︑私はその時は副知事を辞めてま

た段階で︑いけそうだという時に︑ダイジェスト版が私のところ

それをNIRAに持ち込み︑NIRAが直接できないから︑

んうちに終わっちゃうんです︒

り広がってないんです︒沖縄というのは県民性があって︑﹁政党﹂

地はノー﹂と声明を出しましたから︒そのあと︑国との問は切れ

ましたか牡︑それをどうするかという問題で︑喉から手が出るほ

は嫌なんです︒

嫌というのは︵笑︶︒

ど︑大田さんもそれを国にぶつけたかったらしいですが︑結果的

佐道

には手がなくて︑−私がその役割を負うことになった︒その時は森

関わらんという︒政治の枠組みは︑もともと県民的体質か

吉一兀

幹事長がですか︒

さんに替わったんですね︒

ら言うと︑嫌なんです︒

佐道

いやいや︑内閣だろう︒

いや︑吉元先生がそうだというのはわかったんですけども

伊藤

いや︑失礼︒小渕さんに替わって︑何月だったかな︒替わ

伊藤

政党というような枠組みを信用しないんですか︒

吉元

︵笑︶︒

佐道

なんだろうね︒ああいうどこでつくったかわからんような

佐道小渕さんに替わったのは九八年ですね︒

ったのは何月です？

吉元

綱領を︑いきなり﹁お前︑認めんと党員になれんよ﹂と言ったら︑

嫌ですよ︒だから︑社会大衆党がいまでも県民から忘れられてな

九八年の海月でしたか︒七︑八月？

佐道七月です︒

吉一兀

そうですね︒社会大衆党から出てますからね︒

い存在になっているわけです︒沖縄はずっと﹁政党﹂はだめです︒
佐道

吉元

それで︑官房長官に私が︒

替わった直後です︒だから︑官房長官が野中さんですね︒
みんな社会大衆党から出ているんじゃないの︵笑︶︒

そうです︒西銘さんなんかは社会大衆党の青年部長をやっ

伊藤

吉一兀
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伊藤
吉一兀

官房長官ですか︒ああ︑そういう意味なのか︒
官房長官に私が渡すんです︒それが二つ目的がありまして︑

どうってことないですよ﹂と言っても︑彼はそういう感覚だった︒

ですから︑実際問題としては︑そういう発言をしたけど︑本音と

田を出そうと︒そして︑その際︑大田から官房長官︑あるいは総

ら︑帰ったあとで︑彼がそれを求めておるんだね︒そしたら︑N

それで︑そのペーパーはこういう経過があるよと言ったものだか

しては︑まだ私の説明だけで十分理解できなかったんでしょう︒

理に発言．の場を︑会議の場ではなくて︑その他の時間を取らせて︑

IRAが下請けのレポートのゲラを持ってあげたんでしょうね︒

一つは︑全国知事会を一年に一回は官邸でやるんです︒それに大

会わそうと仕掛けてみたんです︒その時に︑これは名護市民投票

なんで﹁潰せ﹂なんですか︒

それをみた野中さんが怒って︑﹁潰せ﹂と言って潰されたという
伊藤

あれは表に出さないということでしょう︒ちょうど野中さ

の結果だから︑大田さんは﹁海上基地はだめですよ︒一しかし︑

わけです︒一であれば︑あと︑普天間移設はなくなるわけだか

吉元

のが︒

ら︑﹁ノー﹂と言ったわけです︒これをどうするかという問題で

那覇軍港の移設については前向きに対応する﹂という決断をする

す︒それは一年前から作業させていたNIRAの委託調査の結果

伝った︒それで︑官邸で会うわけにいかないから︑村山さん︑土

俺は﹁わかった︒それぐらいだったら︑私は手伝う﹂と言って手

ます﹂と言わそうと︒これが大田から持ち込まれたシナリオで︑

房長官にメッセージとして︑﹁那覇軍港の移設についてはこうし

そこで全国知事会が終わったら︑その足で官房長官の部屋でき官

せておいて︑官邸で開かれる全国知事会に大田知事が参加して︑

非公式に野中さんに渡して︑そして︑野中さんから総理に説明さ

日か四日後に僕は行っているんです︒

をオーケーしたということの関係で言ったかもしれない︒その三

たら︑結果どして︑あとでわかったのは︑稲嶺さんが事実上出馬

かったなという発言を僕にするんです︒これはなんだろうと思っ

いかという瀬戸際なんです︒だから︑野中さんは二日とか三日遅

です︒だから︑稲嶺さんが知事候補として︑オーケーするかしな

そして︑継続していこう︑復活させていこうというその最中なん

なくなったやつを︑では大田を潰して︑新しい知事をつくって︑

日︶に大田さんが﹁海上基地はだめです﹂と断ったから︑これで

・んは橋本さんの仕事を引き継いで︑二月三日︵＊記録によれば六

井さんを通じて︑野中さんに会いたいと︒それで︑赤坂プリンス

佐道

が出てきて︑苫東という線を出してきたから︑それを早い時期に

ホテルかなんかに︑官房長官が取ってある部屋があって︑そこに

名護移設策の芽が出ている︒ここで苫前なんかを出したら︒

稲嶺さんが一応事実上オーケーしているので︑従来からの

来てくれということになって︑野中さんが部屋のなかで一人だけ

はびっくりして︑﹁エッ︑北京から遠くなるな﹂という発言をす

どう使うかはあなたの問題だということで渡す︒これをみて︑．彼

︑で待っておって話し合いました︒那覇軍港の話をした︒それから︑
苫東の話をした︒で︑三枚のペーパーを渡して︑あなたがこれを

吉一兀

伊藤

んなんかは︒

容はいくつかのルートで鳩山さんにも流れていますから︑鳩山さ

そういうことになったんです︒そういう意味では︑この内

る︒普天間の位置が︑海兵隊の拠点がね︒﹁いやいや︑野中さん︑

が︑鳩山さんは野中さんにその問題で会っているんです︒そのあ

吉元

いま︑そんなのは問題外ですよ︒遠くなるといったって︑アメリ

と︑聞いた話です︒

そう︒だから︑僕は直接鳩山さんから聞いたわけじゃない

鳩山さんは地元ですか︒

カに返すわけじゃないんだから︑日本の国内だから︑そんなのは
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前は何回かあります︒副知事時代はあります︒

前？

私が︒

野中さんとはその時だけですか︒

その前からいろいろやっていたという話があのましたし︑きょう

佐道

か︒

伊藤

吉元

まあ︑り般にもある程度そう思われていたんじゃないです

というふうに感じました︒

ちょっとごちゃごちゃした話になると︑加藤さんはまったく擦れ

吉元

私たちは復帰後の流れをみとったわけだし︑特に大田県政に移っ

吉元

．も︑鈴木宗男さんや野中さんや︑やっぱり小渕派が自民党のなか
でもメインでやっていたということですか︒

沖縄の問題︑特に基地問題に関して︑きのうも梶山さんが

しかし︑野中さんはその前はどういう絡みでお会いになつ

違いで︑わかつとるのか︑わかってないのかわからんぐらいの擦

てからは︑どの派閥が沖縄問題をいちばん理解があるか︑担ぐか

どちらかというと︑自民党の幹事長代理ですか︒ですから︑

れ違いで︑誰に会ってくれという言い方をするんです︒だから︑

という話は気になっていたんです︒それは何かというと︑一つは︑

復帰前から︑一連の日本政府の権力構造を頭におきながら︑

たとえばの話だけど︑少し込み入った話になると︑﹁これは鈴木

大田県政前の十二年間︑西銘さんだった時︑この人はやはり田中

吉一兀

しかし︑ここが本当に外務省を切った張ったという形で動かせる

から︑やっぱりそこがキーマンだというのがわかっていたんです︒

派ですから︑いわゆるいまの橋本派でしょう︒そことの関係です

ないと思っているから︒だけど︑彼の口から一回出ました︒それ

かといったら逃必ずしもそうじやない︒それ以外の力はあるけど︑

その当時からですか︒

から︑当時︑政調会長だったと思うけど︑山崎拓さんに会った時

外交問題については︑あまりパイプがないなという感じは︑僕ら

うん︑当時︒だが︑私は会ってないんです︒会っても意味

も︑宗男さんの話はポッと出たんです︒それは僕はそのあと会っ

田中︑竹下派︑小渕派︒

は思っとったんです︒

佐道

その前の段階では︑野中さんは幹事長代理ぐらいの地位で

佐道

ろは見極めの限界だっ．た︒結果としては︑一方で︑大田県政をつ
︑くったあと︑官邸につながる直前までは︑外務省北米局︑審議官︑

そうですね︒ですから︑大事なところだけど︑そこのとこ

ぐらいといったって︑それはものすごく大きい︒

吉元

伊藤

そうですけど︑あとの像が大きいからそうですが︑役職的

吉元

高野北米局長︒

のを言わんから︑一回︑酒を飲みながら︑高野さん︒

くもって回ったような話で︑従来から聞いている枠組みでしかも

局長などとの非公式の話は何回もやりました︒ところが︑まった

がる︑つまり︑小渕派ですよね︒だから︑幹事長代理という役職

佐道

でも︑あの時僕が感じたのは︑やっぱり橋本︑小渕につな

であるけど︑事実上︑彼が全部切り盛りしておったんじゃないか

彼が審議官かなんかの時かな︒課長連中も一緒に酒を飲み

ながら︑あんまりわから．んもんだから︑﹁なんでお前さんたちは︑

吉元
佐道

アメリカ国務省︑国防省の東京事務所か﹂と言って大問題になつ

加藤幹事長ではなくて︑実質的なところは野中さんが抑え
ていた︒

という感じもしました︒

にはそんなにあれなんですよね︒

佐道

すから︒

でないので︑野中さんに会ったのも︑幹事長代理という地位です︒

佐道

宗男議員に会ってくれ﹂と言ったりね︒

ていたんでしょうか0

佐吉伊吉伊
道元藤元藤
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いうんですか︑将来を考えるという党内組織︑議員連盟みたいの

を集めて︑日本なんとか会議というのを︑日本の安全保障問題と

になる前の梶山さんが党の長老というか︑相当経験を積んだ方々

の三人組が中心になってパイプをつくった︒その時に︑官房長官

なかつくれなくて︑結果的には︑きのうも話したように︑社会党

ということです︒その場合に︑自民党とのパイプというのがなか︑

な力関係が︑流れでいうならば︑沖縄がイニシアティブをとれた

と︑さらにはずみがついたというのかな︒食い込んでいけるよう

している．んです︒少女暴行事件があったから︑悪い言い方をする

が社会党村山さんにかわったというところから︑文字どおり出発

題は動かんということで︑たまたま何度も言うようだけど︑・総理

を県庁は持っているわけだから︑官邸と直接やらん限り︑この問

もう各省庁とはやらない︒官邸と直接やると︒だって︑長い経験

だけど︑少女暴行事件以降は︑私たちがつながる場所を変えた︒

ってなかった︒

さんご自身は︑それまで沖縄との．関わりは何かおありだったんで

という役職として関わってくるのはわかるんですけれども︑塩川

佐道

伊藤

で会うというふうな官邸とのペイプを︑梶山さんが最初につくっ

しろ自分のところに問題をいち早く出せと︒いつでもフリーパス

で︑梶山さんも︑官房長官になられたあとは︑︑ツー・カーで︑む

い人が私も親しいものだから︑アレッという形で︑そういう関係

ながる︒沖縄でも親しい人がおるということを聞いて︑その親し

昔からあるという話です︒戦後すぐから︑沖縄の石との関係がつ

仕事をやっていると︑その関係で沖縄との関係は長いと︒．ずっと

沖縄の関わりを詳しく説明してくれました︒兄貴ですか︒石材の

伊藤

わかりました︒非常におもしろい話だな︒

たのです︒

吉元

きのうもちょっと出てきました塩川さんですね︒総務会長

大きかったですね︒梶山さんは初めてあった時に︑自分と

梶山さんの役割というのは結構大きいんですね︒

決議につながったし︑連立与党三党の合意文書にもつながつた︒

塩川総務会長︑その後二回ほど︑具体的な話をしたいということ

をつくっていた︒このメンバレは︑．中山︵太郎︶さんなんかです︒

しょうか︒

た︒そこまでぎすぎすした論議をしたことがあります︒しかし︑

それから︑塩川さん︒だから︑私が塩川さんに会ったのはその場

吉一兀

で呼ばれて︑それは結果としては﹁政策協議会﹂設置につながり︑

が初めてなんです︒しかも︑自民党本部で︑梶山さんが来てしゃ

という話はそれ以前から聞いてないです︒

その頃はやつばりもう細川政権になつとるし︑覗田政権になつと

べってくれというから行って︑国際都市形成構想の枠組みと︑そ

佐道

そして︑梶山さんが﹁全県フリー・ゾーン﹂をやってもいいそと

れから︑基地返還アクションプログラムの考え方とか︑まだ政府

らは沖縄の問題に積極杓に関わるようになられたわけですよね︒

るし︑そういう時代ですから︑村山政権になってなかったかもし

にきちっと出す前だったんです︒そして︑東アジアの状況︑こう

吉一兀

いう決断をするための重要なものにつながっているんです︒噛国会

いう展開をすると思うよと︒私たちは中国︑台湾と付き合ってい

彼から問われた︒きのうも言ったけど︑﹁橋本行革では開発庁は

れない︒あるいはなった直後かもしらんけど︑そういう形しかや

る問題なども整理し︑基地はやっぱりそろそろ計画的に段階的に

ないよ︒覚悟してくれよ︒﹂と言ったのは官邸サイドです︒﹁ウ

じゃ⁝⁝﹂︑と言ったら︑﹁お前︑自分で考えておけ﹂とい

そうですね︒一体沖縄はどうしたらいいのかという話が︑

でも︑沖縄の話を︑先生などからお聞きになって︑それか

あまりわからんですね︒ほとんど僕たちはつながっている

r

減らしてもらわんといかんどいう話をしました︒その時に︑議論

ン？

．

になったのは︑︵中山︶太郎さんと︒それから︑橋本さん時代の

191

2002年7月31日
第5回

う言い方を︑中華料理を食べながら︑橋本さんから言われて︑考
えてみるかという話になったんだが︑橋本行革の自民党のなかで

縄は持っているかということの関連で︑一次振計︑二次振計はや

つばり国ペースの計画だよと︒公共事業をぶち込んで︑確かに効

果はあったと︒しかし︑将来は︑同じ公共工事で金をぶち込むな

ると︒その代わり︑それを処理していくためのきちっとした自治

ら︑公的資金をぶち込むなら︑それは基金として沖縄は受け入れ

組織をつくりたいと︒これは県政の基本でした︒当時の特別県制

のパイプというか︑責任者は水野さんなんです︒

吉元

佐道水野清︒
沖縄問題がこんな時期だから︑沖縄開発庁はなくなるということ

というのは︑復帰後十年後につくって私たちが出したやつだけど︑

そうそう︒水野さんが︑事実上当時は全部担いでおった︒

は早めに手を打たんといかんというのが党サイド︑橋本さんサイ

場には水野さんがおったし︑水野さんと同席の上で︑社会党の議

期に意見を聞きたいと言ったと僕は思っています︒

だから︑その

る種法案関係の最高責任者でしょう︒だから︑塩川さんが早い時

スαを取るよりは基金を取って︑それを沖縄が自前で計画をつく

部調べた上で︑将来︑どうあるべきかということで︑予算のプラ

ながら︑同時にもう一つは︑類似県の過去約三十年間の投資を全

程度沖縄に公共投資をしたか︑金をぶち込んだかというのを調べ

一兆円の基金構想というのがあったんです︒tれは十年間でどの

員もおったけど︑どこかのホテルの地下で︑朝飯のお粥を逸りな

り︑それを自前で執行していく︒優先順位も︒そのためには︑い

ドにあったんでしょうね︒だから︑当時の自民党の総務会長はあ

がら︑二時間ぐらい話し合ったことがあるんです︒その一つがい

まの県政と市町村の関係ではだめだから︑国との関係ではいまの

いけない︒それはわかりやすく言えば︑﹁第二の琉球政府構想﹂

ま言った﹁開発庁はなくなる﹂．と︒僕は︑﹁国際都市で描いてい

という︒その構想をしゃべったわけです︒おもしろいという表現

県以上の権限を持つと︒そのためには︑国からのある財政支出を

その後︑水野さんは行革担当大臣として入るんですけれども︑そ

で︑その後︑あれこれあちこちにその言葉が使われて︑しかし︑

基金として運用する︑ということがワンセットでつくらなくちゃ

の時に︑よせばいいのにあちこちに言い触らして︑﹁沖縄も開発

沖縄では消化不良のままで問題になりました︒

る将来の沖縄のあり方は﹂という特別県制の話をした︒﹁ウン？﹂

庁廃止はオーケーしている︒将来は︑特別県営をつくると言って

という話で︑その中身を具体的に言うとおもしろいなと反応した︒

いる︒その間︑どうするかの話だ︒沖縄が要求しているのは基金

佐道

より市町村が力が強いといってはなんですけれども︑独立性が強

なかにおける県と市町村の関係というよりかは︑沖縄の場合には︑

いんですけれども︑これは普通一般の日本の全体の地方自治体の

り強くするという話ですけども︑確認の意味も含めてお聞きした

いまの県と市町村との関係という問題で︑県の力を従来よ

を構想し︑金をくれと言っているトという話をパパーッとしゃべ

新聞で出る前に県議会で出たんです︵笑︶︒始末におえな

新聞報道になったんですか︒

ったんです︒それがまた問題になってね︵笑︶︒

伊藤

吉一兀

いぐらいの問題になりましてね︒

いというか︑県との関係でいうと︑どちらかというと︑力がある

けだから︑アメリカがいち早く手をつけたのが群島政府なんです︒

吉元

ということが前提になっているということですか︒
ああいう人の口は戸を立てられないから︒

■特別自治県構想の考え方
佐道

要請じゃなくて︑レクチャーのなかで︑どういう構想を沖

そうですね︒沖縄の戦後は︑もちろん沖縄県をなくしたわ
吉元
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島政府︑それぞれが住民の投票で知事を選出して﹁自治政府﹂を

沖縄本島の群島政府︑宮古郡島政府︑八重山群島政府の四つの群

琉球政府をつくる前に群島政府をつくったんです︒奄美群島政府︑
るわけです︒

ら︑一挙に沖縄方式のほうがいいんじゃないかと僕らは言ってい

すという前提がなければいかん︑そこは明確になってない︒だか

琉統一の琉球政府をつくるということになった︒そして︑そこに

た︒だから︑群島政府をつくったけど︑潰されて︑次︑今度は全

起こったから︑アメリカはこれを早く潰すということになりまし

都市形成構想を一

た︒だから︑二期目はまさにグランドデザインに基づいて︑国際

広げる段階に来ていない︒九八年︑大田県政でそれをやろうとし

つくってみた︒法案要綱までつくってあるけど︑まだ大衆的には

そこのところは琉球諸島自治制構想には現実的な仕組みとして

は司法・立法・行政の三権を持たせた︒立法院︑裁判所を持たせ

ラムなど︑経済振興策をセットする︒次︑実施の段階に向けての

つくったんです︒これは続かなかった︒ここのなかで復帰運動が

て︑その上に米国民政府が日常的にはきちっと管理しますよと︒

行政のあり方は当然のこととして︑九八年︑大田県政の最後の年

からその仕事は初めて︑それから︑﹁三期目﹂に二〇〇一年の全

つの枠組みとして︑基地返還アクションプログ

もちろんアメリカは援助で金をおろしますよという仕組みをつく
ったわけです︒その時に出てきたのは︑市町村には可能な限り仕

吉元

伊藤

そうです︒福祉事務所もそうだったんです︒保健医療福祉

全部県立ですか︒

センター︒それに︑今度は沖縄の研究者を集めて勉強させて︑ち

中央と地方自治総合研究所とそれから︑沖縄の自治労との自治研

するよりは︑むしろ広く外で論議させようということで︑自治労

県フリー・ゾーンの実施時期︑これは県民の大論争の結果︑二〇

は全部琉球政府の仕事だという仕組みをつくったんです︒琉球政

ょうど一年後︑九八年二月に大田知事に提言という形で出した︒

〇五年になりました︒二〇〇五年の実施の時期までには︑行政の

府は文字どおり一つの政府ですか与︑出入管理︑税関から︑検疫︑

その時︑僕はもう県庁にはいなかったけどね︒このずれが結果的

事を落とさないということで︑琉球政府のほうに仕事を全部持た

防疫︑一切合切やるわけでしょう︒そういうことを頭に置くと︑

に︒全県フリー・ゾーンの問題も︑まとめるまでは僕はおったけ

すような仕組みをつくった︒保健所などは市町村にはなかったん

本当にいまの国と県と市町村の関係を頭に置くと︑国から徹底的

ど︑十月中旬以降僕はいない︒それをどう国政レベルに︑沖縄政

仕組みは国との問で全部整理して︑琉球諸島自治政府をつくろう

に必要とする許認可権は沖縄自治政府におろす︒第一︑いまの課

策協議会にぶち込んでいくかというのは︑あとで参考として僕が

です︒その名残があって︑いまでも沖縄では那覇市に保健所はな

長以上は︑当時の琉球政府の職員でいちばん苦労した連中です︒

アドバイスした程度で︑実際にタッチしてないんです︒それが九

という話であった︒九七年二月に︑そのことで県庁のなかで議論

ですから︑そういうイメージが県民のなかにまだ残っている問に︑

八年二月の知事声明︑﹁海上基地はノー﹂以来︑国とのパイプが

く︑市町村病院は那覇市立病院以外はないんです︒

自治政府をつくろう︒違和感はないんです︒自治政府より独立の

切れちゃって︑五十億の執行に︑各省庁が群がった︒沖縄のプロ

ならば︑少しずつ逆転していく流れにつながった︒

ジェクトもコントロールタワーがいなくなったということでいう

ほうがいいんじゃないかという違いはあったとしてもね︒

だから︑全国で言われている分権論議のなかに︑道州制の論議
があるが︑一つわからんのは︑一つの九州という道州をつ︑くった

場合に︑函との仕事の持ち分野をどうするか︒これこれは州に渡

193

2002年7月31日
第5回

その力︑経済界かちの力も結集して︑五十三の市町村も結集した

佐道

ーンです︒この枠組みは議論の流れも変わってないんです︒この

アクションプログラム之か︑そして︑大論争した全県フリー・ゾ

うえで︑具体的に展開したのが国際都市形成構想とか︑基地返還

たいんですが︑一点だけ︑いまの問題で確認しておきたいのは︑

なかで一つ問題になったのは︑基地返還アクションプログラムの

■．全県フリー・ゾーン構想と大田三期目

前回にお話を伺った時に︑九九年の時ですね︒大田県政は二期八

なかでは︑軍用地地主会が︑俺たちはオーケーしないよと最後ま

本人の言い分です︒

全県フリー・ゾーンについては︑漁協と農協がノーと︒これは経

議会も基本的に理解した︒経済十団体もオーケーした︒それから︑

そこは非常に重要な問題なので︑あとでゆっくりお伺いし

年だよと︒三期目はないよというのが最初の先生の見通しも含め
吉元

九七年二月の段階で︑そういう構想をつくろうということ

でオーケーしなかった︒しかし︑市町村はそれをオーケーした︒

佐道

済団体のなかで徹底した論議が始まった︒最．終的には二〇〇五年

て︒

になさって︑九八年二月にそれができるわけですね︒それは三期

ーではない︒ある意味でのカバーはしますといヶことが前提にな

とした︒最初︑農業と水産業については特別措置で︑完全にブリ

大田県政三期目という意味じゃなくて︒

目を見据えてということですから︒
吉一兀

って︑全県フリー・ゾーンを経済十団体が全部オーケーしたんで

す︒で︑準備の問題がある︒なんやかやということで︑二〇〇五

ああ︑この流れのなかでということですか︒

吉一兀

年になった︒それでも合意した︒すべてオーケーした︒しかも︑

佐道

大田県政三期目というぐらい︑あなたが言っている言葉はまさに

結果として︑全県フリー・ゾーンになるなら︑規制緩和委員会と

る課題をこう展開するという話で言うならば︑まさに出てくる課

ているわけです︒大田県政下ではこういう提言で︑いまやってい

吉元

伊藤

流れとして︑大田さんは自分は二期だよと︒そう理解され

結果としてそうなった︒

事の諮問機関として︑検討委員会をつくってへそこでしばらく時

ういうものを出してくれという要望がある︒そこで︑沖縄県は知

興策については︑ではこういうことを沖縄から提案してくれ︑こ

論して︑グランドデザインに基づく国際都市形成構想も︑経済振

別にその時までに︑代えるという動きはなかった︒だかち︑

そういう︒

題は︑たとえば全県フリー・ゾーンなんてそうです︒大田県政二

間を貸してくれということで︑．次の政策協議会のなかで議論され

いうのは経済振興策をつくる︒これは沖縄政策協議会のなかで議

期目では処理できない話です︒それから︑いまの﹁特別県制﹂な

田中委員会をつくるわけですね︒

て︑幹事会で議論された路線を持ち帰ってきて︑田中直毅さんを
佐道

田中委員会です︒だから︑本間︵正明大阪大学教授︶さん

んかもそうでしょう︒そういう意味では︑絶えず僕たちは﹁大田
そういうことで三期目ということですか︒わかりました︒

吉元

中心にして︒

佐道

大田県政と言われても︑誰を担ぐかは別として︑流れをか

県政三期目﹂という表現をしとった︒

伊藤

しょう︒最近︑財政諮問委員会のメンバーになってます︒彼なん

んから︒本間さんはいまは国の経済審議なんとかをやっているで

は僕らの推薦じゃないんです︒私もあの時本間さんはわかりませ
一期目の選挙でぎりぎり三万票近くの差で西銘さんに代わ

なり長期に想定しておられたという？

吉元

って︑二期目の選挙では圧倒的に県の経済界を含めて一致した︒
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になって︑全県フリー・ゾーンに踏み込むと︑関係省庁の許認可

ー・ゾーンにすると踏み込んだほうがいいんじゃないのという話

て︑田中さんが委員会のなかで︑ここまで来ると︑全県をブリ

論して︑規制緩和をぎりぎりまで一国二制度を追求した結果とし

かなりユニークな意見だった︒そういうのをつくって︑そこで議

たちは台湾と香港から入れようということで︑二人入れたんです︒

吉元

佐道

本土側から︒それで︑沖縄側からのメンバーも︑むしろ私

田中委員会のなかですか︒

前です︒復帰直前で︑山中さんが総務庁長官で︑沖縄返還の受け

は対立したわけですよ︒私と山中さんとの関係というのは復帰直

吉元

伊藤

場合によってはですね︒だから︑全県フリー・ゾーンの時

逆にいえば︑対立する可能性があるじゃないですか︒

とまったく違う領域なんです︒

でというのが始まった︒これは沖縄の将来をどう描くかという話

くりたい︑港湾を拡大したいというのが県を飛び越して︑山中詣

させるというやり方で︑これが幾つかやるうちに︑今度は橋をつ

中さんが取り上げて︑大蔵等関係省庁と話し合って︑特別に措置

が関わったというよりは︑沖縄市町村が仕組みに乗らん︑制度に

権をどこかで一括しなきゃいかんなと︒僕は副知事として毎回陪

入れの準備を全部しておった︒私は琉球政府の労働組合の書記長

かはむしろ官邸サイドから推薦があって︑田中さんの推薦かどう

席していた︒﹁吉元さん︑特別県制を同時に走らせたらどうか﹂

です︒賃金はうまく引き継げない︑沖縄が高いと言われて︑そん

乗らんという問題をなんとかしたいと持ち込む︒そういうのを山

というアドバイスが出たりしたんです︒ですからハ確かに全県ブ

なばかな話はあるかと再検討させたんだけど︑それでも︑特定職

かは知らないけどね︒

リー・ゾーンに高まったのは︑この委員会の議論と︑経済界を含

が出たりして︑本土並みにするんだから︑再計算すると︒こうい

というのがありまして︑たとえば獣医師とか︑薬剤師とか︑沖縄

佐道

うのをどう処理するか︒これは生活費になつとるから︑︑では剥が

めて︑それを沖縄側が議論の結果︑﹁いいそ﹂というからまとめ

細かく伺っていきたいんです︒国際都市形成構想に入る前に︑﹈

すのか︒いや︑剥がすことはない︒身心保障をしょうというわけ

は人材が少ないから︑初任給が係長の初任給なんです︒大卒の初

点だけ︑さっきの自民党とのパイプの問題で補足でお聞きしてお

です︒その代わり何年間の昇給で消していくかという話が一つあ

た︒しかし︑出発は大胆な規制緩和という表現で︑沖縄政策協議

きたいんですけれども︑西銘さんの関係で旧田中派︑竹下派︑小

る︒もう一つは︑沖縄は特別昇給というのをさせなかったんです︒

任給じゃないんです︒こういうのを元に戻さんといかんというの

渕派ということはわかるんですけれども︑もう一点︑たとえば自

不公平になるから︑管理職が一方的に査定するから︑全然させな

会から始まったのです︒

民党でいうと︑山中貞則さんという方がいらっしゃいまして︑沖

かったんです︒この分は本土では特別昇給の仕組みがあって︑三

重要な問題なんですけど︑少し時間をおって整理しながら︑

縄の問題については山中さんという話が出てくるという︒前回お

たから︑この分を全部入れこもうという話をしたり︑それと合わ

年か四年に一回回ってくるわけです︒それが沖縄はさせてなかっ
あいさつには行きました︒

聞きした時も︑節目になる時は︑山中さんとはいろいろ話は︒
吉一兀

せていくんだけど︑結果として︑それでも吸収できない分は特別

あ︑いさつには行かれたということだったんですけれども︑

佐道

話をしなきゃいかん︒大蔵の主計局長が相沢さん︒復帰直前に琉

な処理をする以外にない︒結局︑大臣である山中さんが大蔵とも
そうです︒山中さんの沖縄との関わりというのは︑沖縄県

しかし︑重要なポイントでは出てこられてないんですよね︒
吉一兀
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です︒話をして︑イエスという返事じゃない︒﹁やれよ﹂と言わ

目の前からすぐ主計局長に電話を入れて︑相沢さんだったらしい

て︑幾らかと︒婁孔という金です︒わかったということで︑私の

が立会人で︑自治労本部の三役も来ていた︒私も同席して説明し

で話し合い︑その時に︑全逓出身の社会党衆院議員の大出俊さん

球政府の労働組合はストライキをかまえて︑私と山中さんとの問

なんです︒ですから︑これは自民党のなかで制度を新しく︑戦後

うもちょっと話した厚生年金の問題とか︑ああいう時はまた必要

吉元

ことについては︑具体的な説明とかはしないんですか︒

佐道

吉元

すか︒

伊藤

吉元先生が進めようとしているような構想とか︑そういう

いまでもそうです︒山中詣でというのがある︒

その時期も︑山中さんは市町村とはつながっていたわけで

れておった︒﹁わかったか﹂﹁わかった﹂と言ったんでしょう︒パ

の電話回線を使

か︒電話連絡がなかなか通じない時代なんです︒大変な時代︒そ

二日後にストライキの準備を入っている現場にどう連絡する

ると︑最後に沖縄問題を俺が話しとるんだということを一言言っ

時期になんで沖縄問題だけか︒もう何十年もなるよという話にな

処理とか︑復帰処理という問題を片づけてもらうためには︑この

まったく次元の違う話です︒たとえば戦後処理とか︑きの

ンと切って解決︒

れで︑山中さんのヒントで﹁

てもらう役割は︑山中さんにいまもってあるんでしょうね︒そう

ホット・ライン

え﹂と︒これは復帰前から琉球政府との問にあった︒その回線を

いう意味では︑山中さんの役割というのは相当大きいのがありま

すし︑特に大蔵あたりは沖縄に関する税制上︑補助金︑補助率な

そこまでいって使って︑沖縄に電話を入れた︒団体交渉している
最中の知事室に電話を入れさせて︑委員長を呼び出して︑﹁解決﹂︑

どの問題で︑少し下がる時は必ず山中さんの了解を取るという不

文律があるみたいです︒そういう意味では︑いまでもね︒

﹁スト中止﹂と︒自分で中止ということで和解させたことがあり
ます︒そういう意味では︑山中さんにはお世話になったこともあ

佐道

山中さんというのはとにかく自民党税調のボスで︑先生が

るけど︑そういう解決の仕方には︑非常に沖縄のためになったと

から︑西銘さんの時代は西銘さんがあいさつする程度で︵県庁の

の幾つかのところから︑名誉市民︑町民となっているんです︒だ

かったですね︒それよりはむしろ連立与党三党と等しく付き合う

吉一兀

たんですか︒

すると︑山中さんを何かの形で使おうということは思われなかっ

いまおっしゃるように︑大蔵にもパイプがあるわけですね︒そう

職員なんかもほとんど行かなくてすんだらしいけど︑西銘さんが

というんですか︒話を通しておくというんですか︒これは必要以

いうのかな︒沖縄に貢献したという平なんです︒だから︑市町村

替わったあと︑大田さんになると︑監視役に回ったのかな︒そう

上に気を使いました︒ただ︑一つ︑この開発庁の問題の時は︑

そういう意味では︑官邸と直接つながってからは︑必要な

いう立場に山中さんはなワたんでしょうね︒前から面識があって
名前を知られているのは僕だけで︑僕が調整監時代に︑上京する

張って残せるか﹂と聞いたら︑笑っていました︒﹁いまは便利だ

﹁廃止はだめだぞ﹂と僕に言いよったからね︒﹁先生︑あなたで頑

れるけれども︑行くべき時には︑i知事は行かんけど−俺が

けど︑なくたっていいんじゃないの︒別にきちっとしたのができ

度に︑沖縄県東京事務所のすぐ傍だから︑暇な時といったら怒ら
行って︑﹁来ましたよ﹂﹁何かあるか﹂﹁何もない﹂と︒﹁東京まで

れば﹂と︒その時にすでに私の考え方が官邸を通じて向こうにい

っていた節があって︑それは開発庁の連中はものすごく怒ってい

来て︑先生に会わんで帰るとまた何を言われるかわからんから﹂
という程度の話で︑何回か︒
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くていいか﹂と言うから︑﹁ああ︑あれば便利だけども︑なくて

山中さんのところにその向きで行って報告した時は︑﹁本当にな

といえども最初に認めたということ憶大変問題になってね︒でも︑

たけど︑キャリアの連中のなかで︑開発庁廃止を沖縄県が非公式

同士だけど︑沖縄問題については︑一言は山中の話をというのが

はなっていたんです︒沖縄問題を自民党のなかで︑ベテラン議員

山さんは山中さんとの間ではどういう発言をやったんかなと気に

リー・ゾーンに突っ込んでいくよ﹂﹁いいよ﹂と言った時に︑梶

吉元

その話のなかで気になっているのは︑梶山さんが﹁全県ブ

もなんとかなるんじゃないですか﹂と話して︑それにはあえて残

普通のルールですからね︒

あまりそこに突っ込んでいかないほうがいいかな︒

■国際都市形成構想の合意形成

︑伊藤

す必要を彼は強調しなかった︒そのあと︑言われたのは︑﹁大田
は全県フリー・ゾーンと言ってるけれども︑政治経済もわからん
やつが態っとるから︑あんなのを暴走させるなよ﹂と僕に言うか

でをしている︒もちろん政治資金にもつながっているだろうけど︑

ういうところは軽減措置の延長をいつも意識しとみから︑山中詣

とか︑沖縄電力とか︑いまは三つぐらいしか残ってないけど︑こ

中です︒税制上優遇されているところ︑たとえばオリオンビール

沖縄で山中詣でをするのは市町村首長だけじゃなくて︑企業の連

んとの詰めが必要だという認識はあった︒それはなぜかというと︑

後でした︒極端な言い方をすれば︑全県フリー・ゾーンは山中さ

山中さんは言っていた︒︑僕はその諸行ってないんです︒それが最

ら︑大田と話し合ってくれ﹂と︒﹁間違いなく連れて来いな﹂と

連れてくるから︑いっぱい酒を飲みながら︑泡盛を持ってくるか

であった︒そもそも全県にも広まっていない状況だということで

の段階で︑まだ本島の中南部を中心とした拠点形成プランが中心

最初ゆっくり懇談会の形式で調査を始めていって︑九五年ぐらい

の策定を下請けでやっていた都市経済研究所の話を聞きますと︑

スケジュールでやろうと考えたのか︒たとえば国際都市形成構想

なっていくわけですが︑国際都市形成構想をもともとはどういう

を県の案にまとめるためにいろいろ努力をされているという話に

それで︑九六年︵平成八年︶には︑国際都市形成構想ということ

それから︑国際都市形成構想の概略みたいなことをご説明になる︒

会いになる︒かなり早い段階に︑アクションプログラムの素案と︑

階で︑九月に少女暴行事件が起こって︑先生が村山さんとかにお

ら

ら︑﹁あれは私の案ですよ﹂︑﹁なに﹂と大声が返ってきた︒﹁この

私たちはそういう意味では︑十年に一遍振計をつくる︑特別措置

すし︑これはのちほどドッキングはしていくことになると思いま

いよいよ国際都市形成構想なんですけれども︑九五年の段

︑・法が国会で審議される︑﹁頼みます﹂というあいさつは当然だけ

すが︑県のほうで独自に作成されていた産業振興アクションプロ

佐道

ど︑普通の問題では︑県はあまり関わっていないです︒今度の問

グラム︒それとのドッキングはそもそもはどういうスケジュール

時間では︑全県フリー・ゾレンの話はできないから︑今度大田を

題︑つまり︑全県フリー・ゾーンの問題では︑きちっと話しまし

とはどういうふうに考えておられたのか︒

開していくので︑逆にわからないところがありますので︑もとも

で考えておられたのかとか︑九月以降の事態がものすごく速く展
私は役割が終わったから︒議会で再任を拒否されたからね︒

それからあと︑行かなかったというのは︒

ょうということだけは言ったいきさつがあります︒
伊藤
吉一兀

吉元

三次振計に一項目目標にさせると言いましたね︒きのうも
佐道

ちょっと言ったんですが︑﹁我が国の南の交流拠点として云々﹂

すべ︑てが︑そこのタイミングがずいぶん大きいなという感
じがしますが︒
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には︑企画の仕事じゃなかったんです︒私のもとで三名の補佐ク

ます︒私が特別に政策調整監として︑国際都市の議論を始めた時

と︒これを中間で見直す必要があるかどうかと︒これは一つあり

についてチェックしながら︑そして︑この計画でよかったのかな

す︒県もそうです︒その作業が三年目頃から始まるんです︒実施

期の課題と展望﹂という方針をつくるんです︒これは国もそうで

す︒それは意識したのは︑振計を策定しますと︑中間年には﹁後

目の政策をどういう形で行政に乗せていくかという話が一つで

という部分ですね︒あの文を一つのきっかけにして︑大田の一期

ら︑早い時期にそれをしたんです︒

はまずいという下河辺さんの反省もあったんでしょうね︒ですか

す︒この経験があるものですから︑ああいう中途半端なやり方で

かち合うんです︒だから︑五︑六行で沖縄編がぶち込まれるんで

話です︒それはなぜかというと︑﹁新全総﹂に沖縄の復帰段階が

ルで沖縄は枠組みができるわけだから︑それに乗ってくるという

させていこう︒そうすれば︑当然︑ポスト三紅舌計には︑国レベ

識した︒もう一つは︑国の次の全総との関係で︑それに位置づけ

という二つの課題がありました︒三次振計の﹁後期の課題﹂を意

るんです︒下河辺さんはその時に経企庁におって︑これを指導し

琉球政府の時代に︑長期経済計画というのを琉球政府がつく

佐道

た人なんです︒沖縄に何回も来ておった︒復帰直後︑私も組合役

ラスのチームをつくって︑そこで彼らを中心にさせた︒

整室ではなくて︑スタッフたる先生の政策調整監のもとでやった

員だったけど︑直接会って︑いろんな議論をしながら︑実は特別﹁

企画というのは︑つまり従来のラインのなかにあみ企画調

と︒

ちがいま考えているポスト三下振計に関わってくる︒では国土庁

と︑だいたい二〇〇〇頃から始まるという話です︒それでは僕た

〇年とか︑あるいは二〇一五年とかといって︑いっからかという

辺さんのほうから︑﹁本格的に始まるよ﹂と︒目標年次が二〇一

スト四全総の話が国で始まつ充んです︒これは幸いでした︒下河

で突き上げていくかという話です︒これが一つ︒そのうちに︑ポ

んだから︑これはまだ実施されてないんだから︑五年間でどこま

その項目を入れたんだから︑国の了解を取って︑国に入れさせた

で﹁後期の課題﹂に反映させようと︒つまり︑三次振計の当初に

やる中間の睨んだやつを︑最初から︑私たちのチームは中間段階

補佐以下下名がいた︒そこでこの仕事が始まった︒それは企画が

このポジションに入ってくれと言われたので︑私のもとには課長

リカ大統領方式でいうと︑特別補佐官︒それを意識して︑知事は

調整監の英語名は知事に対する政策アドバイザーですから︑アメ

吉元

るもの以外は原則として全部止めうと︒とりわけ︑三次振計の県

た︒重要な決裁を全部止めうと︒公共事業の入札も︑緊急性のあ

県庁入りした︒．﹁政権交替﹂の事務引き継ぎのため事前に協議し

で知事が代わった︒大田が当選し︑私も政策アドバイザーとして

り︑知事が決裁するというところまで来ておったんだけど︑選挙

していなかったかもしらんね︒で︑三次振計の県案策定のぎりぎ

で︑もちろん下河辺さんは離れとった︒県が下河辺さんを必要と

に使えなかった節がある︒で︑三次振計の段階が来るわけです︒

なかうまく知事は下河辺さんとの呼吸を合わし切れなくて︑十分

の知事のアドバイザーとしてセットしたんです︒ところが︑なか

で知事に会わせて︑で︑下河辺さんを沖縄の二次振計をつくる時

らそう言われているから︑人を探してくれと︒下河辺さんを呼ん

イザーはおるかという話になった︒私に担当企画部長から知事か

もう西銘さんにかわっていた︒西銘さんのほうから︑誰かアドバ

議論のなかから出てきた話なんです︒二次振計策定の段階では︑

県制というのは︑これはあとに回しまずけれども︑下河辺さんの

私のいるところの知事とは直接のパイプですし︑私の政策

がやっているポスト四全総の作業にどこでぶち込んだらいいのか
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当時の副知事︑いまは國三組の会長をやっている宮城宏光さんと

事の印鑑を押すなと︒これはもちろん知事との話し合いであって︑

案策定につ．いては︑私の同期生が企画部長でしたから︑勝手に知

佐道

ておかなければいかん︒

吉一兀

ですね︒

なった︒それが一つの流れです︒ですから︑きっかけは三次振計

後半︑あるいは橋本さんになってからは︑下河辺さんは相談役に

もらうという形になる︒それから︑九五年以降︑特に村山さんの

こまで来たのかと言う話になって︑私たちのやる仕事を見守って

に僕は下河辺さんと細かい話の討議を何回かやるんです︒彼もそ

国際都市形成構想の仕事を都市経済研究所にぶち込む︒あの前後

をやる︒その後︑この振計が走ったあと︑さきほど言ったように︑

庁はそれをやりきらんというから︑下河辺さん抜きで最後の詰め

れをするような余裕があるかどうかの意見を聞いた︒いま砂開発

と︒国の審議会が開かれた時には︑．勘案を審議する︒そこで手入

結果として︑その段階で下河辺さんに連絡を入れて︑どうするか

伴う﹁代理署名﹂問題と重なり︑非常に問題になっていくんです︒

これは譲らんということで押し込むんだけど︑これは土地収用に

ど〜つするか︒もうほかは触らんどこう︒基地問題だけは触ろう︒

でも︑県の審議会は終わっている︒国との調整も終わっている︒

てみてみると︑やっぱりこれはまずいなと︒幾つか問題があった︒

で来て︑最後に大田知事が就任して︑私が政策調整監として入っ

き継がせる︒そういうことがあった︒だから︑結局︑ぎりぎりま

すということで︑引き継ぎ文書をつくらせて︑それで︑知事に引

らい早かったということですね︒

ども︑それは当初の構想より︑プランの熟成度志しては︑一年ぐ

れでいきたいんだということで︑現実は進んでいくわけですけれ

件があって︑そして︑これを緊急にお示しになって︑沖縄県はこ

佐道

経済に非公式な調査をさせたということ︒

うので︑時系列的には少し早かったけど︑四月五月段階で︑都市

連で︑やっぱり準備に基地問題もかませておかなきゃいかんとい

れは大田知事が﹁代理署名﹂にサイγしないよということとの関

吉元

ことを始められたわけですね︒

ンプログラムも︑九五年の四月の段階で︑具体化を始めるという

の初めに新聞なども使って少し公表し始める︒基地返還アクショ

佐道

ばれてやっていますから︒

のあの仕事のなかで︑どこまで反映されるかと︑直接国土庁に呼

すために︑相当入れ込んでいますから︑それで︑国は例の国土庁

国も後期の審議会を︒それぞれに国際都市の中のものを持ち込ま

吉一兀

いを一つの目処で考えている︒

つまり︑タイムスケジュール的には︑だいたい九七年ぐら

そうそう︒だから︑そのためには三次振計の後期から入れ

いう西銘順治さんの最後の時の副知事と話し合って︑彼も当然で

の後期に反映させたいと︒より具体的には︑ポスト四全総︑国の

吉元

そうすると︑これもきのう伺った話ですけれども︑九五年

基地返還云々の話は︑タイミングはそのとおりだけど︑そ

それで︑指示をされたということですね︒九五年九月の事

佐道

そうですね︒そこが問題でありますね︒

考えます︒

かったと思うけど︑なかったとしたらどうなったかということを

まったくそのとおりですね︒逆にいえば︑結果として︑早

〇二年の四月から新しいのが始まるということになるわけです

佐道

いや︑通常︑その種のものがなければ︑︑出せなかったか︒．

」

まったくそのとおりです︒現に︑県も審議会を起こしたし︑

全総のなかに︑作業が始まってからぶち込もう︒この二つです︒

が︑二〇〇二年の四月以降の沖縄の将来を決めるような構想には︑

吉元

つまり︑三次振計というのは二〇〇二年までですね︒二σ

もちろん国際都市形成構想が反映していくということを睨むわけ
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備したんだから︒ただ︑基地を除けうとか︑沖縄の将来を描いて

いや︑少女暴行事件がなくても︑出していったよ︒そのために準
佐道

考えとるのと違うなというのはずいぶんありました︒

九八年に入って︑レポートは出てくるんだけど︑何冊かみたけど︑

かった︒それでは基地問題も検討しよう︒それで︑沖縄の二十一

に少女暴行事件との関連︑県民の盛り上がり︑そして︑国が﹁わ

ています︒ですから︑その仕事が一年早まったというのは︑確か

吉元

九六年ぐらいにやろうというふうに考えておられたんですか︒

佐道

吉一兀

いうのは商工労働部︒

もともと産業振興減たる産業振興アクションプログラムと

ないじゃないかという話では︑自治体としての県が責任を問われ

世紀のグランドデザインも検討しよう﹂というつながりのなかで︑

事の時に︑大田から特命が出て︑産業政策がいちばん弱いから︑

ました︒私の前任者のいまの沖縄電力の社長の仲井間さんが副知

いや︑産業創造アクションプログラムはもっと早くと思い

それを国際都市形成構想のなかにはめ込むという作業も︑

そうですね︒産業政策課がつくって向こうに出した︒

スピードを速めたと言えます︒これは間違いないです︒

佐道

ここは少し金目を心配せんでいいから︑徹底的につくりあげうと

つまり︑プランの熟成度からしたら︑一年早いのはわかっ

てはいるんだけれども︑このタイミングでもやらなければいけな

と言われたのと同じです︒そういう次元で考えるど︑あの五十億

振興策のうち︑規制緩和の部分で︑沖縄に先に検討を深めてくれ

場で詰めてみようじゃないかという話です︒さきほど言った経済

これは国がやるというんだというんだったら︑沖縄政策協議会の

できてないというだけです︒この部分をどこでやるかとなると︑

うよりも︑リストは全部できているんです︒中身がそれぞれまだ

てある︒しかし中身はというのをまだやっていないんです︒とい

全部つくったと思います︒つまり︑大学院大学が必要だとは書い

県があと一年抱え込むことができていたら︑沖縄県でメニューは

縄政策協議会をつくった時︑五十億の金を最初に取ったか︒沖縄

早いうちに出して︑だから︑県議会でも誤解されたけど︑なぜ沖

じゃなくて︑次のステップ︑だから︑タイムラグはあるわけですρ

吉一兀

業の問題は仲井間副知事が中心にやっておられて︑商工労働産業

根っこが違うわけですね︒国際都市形成構想は先生のほうで︑産

佐道

枠組みのなかに全部ぶち込んだということは言えます︒

吉元

佐道

そうです︒それを単独で政策化しなかったというだけです︒

引き継がれたわけですか︒・

として私が引き受けた形になります︒

でまだ完成しないうちに︑彼は副知事を辞めていったから︑結果

そういう意味でいうならば︑副知事が一︑二年担ぐんです︒そこ

問題があったから︑企業が潰れていくという問題もあったしね︒

ではありまずけれども︑この部分を先行させる︒それは失業率の

国際都市形成構想の枠組みのなかで︑議論するターゲットの対象

れではその話はあなたに渡しましょう﹂ということです︒だから︑

私が調整監時代ですから︑私の領域だったから︑﹁わかった︒そ

言われるんです︒副知事は﹁これは私にさせてくれ﹂ゴと言って︑

いという判断でお示しになった︒それが国を動かしたわけですか

の金がその段階で使えるから︑前もって︑沖縄政策協議会やその

政策課のほうで中心にやっておられたわけですね︒いずれドッキ

ら︒

他を通じて︑関係省庁の担当局長や課長連中がペーパーをもらっ

ングするにしても︑沖縄の将来構想というかなり長期の問題を見

それがストレートに来年からという実施を求められた課題

とるから︑それで自分らは頭づくりして︑どう関われるかという

越してつくっておられたプランと︑失業率をどうにかしなきゃい

そうすると︑一つの問題として︑もともとは実は始まりの

話に飛びついてきたということなんでしょうね︒私が辞めたあと︑
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だったと思います︒現に︑そういう意味でいうならば︑・二〇〇〇

です︒それは出たものは取り入れていくというやつは当然の課題

ら︑その枠内でやらんといかん仕事です︒それを先行させたわけ

年になったけど︑しかし︑三次振計は二〇〇二年までの話ですか

は先の話ですから︑たとえば二〇〇一年の最初の案は︑二〇〇五

私は理屈はそうあるべきだと思つとるけど︑全県ブリi・ゾーン

だしました︒枠のなかに全部ぶち込むかどうかということです︒

たやつをどうするかという問題になりました︒それはすったもん

のなかで全県フリー・ゾーンの話が出てきて︑では彼らがつくっ

出したなかで︑それと連動させましたから︑そして︑同時に︑そ

吉元r出発はね︒だけど︑国際都市形成構想の規制緩和委員会が

てが一致するというのは︒

けないという具体的な産業振興の問題というのは︑必ずしもすべ

るんですが︑一つは基地問題をどうかますかです︒これは企画調

問題があって︑いま︑ちょっと読み上げたもののなかから感じと

なるほどと︒ではこれは独立させようという話になった︒二つの

格として無理だという企画から出てきて︑僕も企画におったので︑

で︑本来ならば︑企画調整室で担がせていたい課題だけども︑性

は︑現実的な課題が出て︑それは片手間でできないよということ

ている︒十一月段階で︑プロジェクトチームをつくったというの

で︑時間を稼いでいるという程度です︒そことの閑係でやり合っ

軌道に乗ってない段階で︑どちらかというと︑委託調査との関係

な認知ですよね︒元締めとしてはね︒そこでやっとる範囲はまだ

うね︒企画調整室のなかにチームをつくったというのは︑組織的

吉元

県庁の内部での反応というのはどうだったんでしょうか︒

与されてい九という段借かなというふうに思うんですけれども︑

佐道

そうすると︑恐らくまだまだ当時は一部分の人がこれに関

年を待たずに︑産業創造アクションプログラムのなかから出てき

整室がやってきた従来の仕事の範囲と違ヶ︒もともと基地問題は

それは何がどうなつとるかというのはわからん段階でしょ

たやつは︑幾つかいまの県政のなかで芽を出したやつはあるよう

別のところでやっていた︒

です︒それはそれほど大きなずれじゃないと思います︒

九五年の九月の事件が起こる前の四月の段階で︑企画調整

佐道

佐道

知事公室に基地対策室があって︑そこでやっておられたわ

室に国際都市形成推進班を設 置 Q
佐道

それで︑また戻っちゃうわけですね︒何を考えているのかと思い

佐道

でやっていた跡利用問題を取り上げて︑ここに全部︒

吉一兀

けですね︒それをここで︒

成構想に関する予算化を具体的にされて︑推進をしていくという

ますが︒

︵平成︶七年度からですね︒

ことを県庁内部でも明らかにされていく︒十一月に事件が起こっ

足跡を消すと︵笑︶︒クリントンもそう言ったけどね︒

吉元

たあとですけれども︑﹁国際都市形成及び基地返還促進対策プロ

吉元

国際都市形成構想と沖縄将来の構想というのは︑基地の問

日常的な通常業務としての基地問題はそこでさせて︑そこ

ジェクトチーム﹂をおつくりになる︒年度が変わって︑四月にそ

佐道

この段階ではまだ規模は大きくないけれども︑国際都市形

れが室になっていくということですけれども︑この段階で︑国際

て︵意味がかなり大きかったと思いますが︒

おとりになるわけですね︒この処置をされたのは︑組織変更とし

・題と一緒に考えなければいけないということで︑︑こういう措置を

企画調整室のこのチームにドッキングさせたわけですね︒

都市形成構想を︑都市経済とかが下請けでやっていたのが県の企
画調整室のなかの具体的な重要な仕事として組み込まれていくと
そうですね︒

いうことになりますね︒
吉元
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チームをつくって︑そこでその仕事を徹底して金をかけて︑すべ

時︑琉球政府の最後に︑．三年間で︑琉球政府自体がプロジェクト

庁が全部担当でしょう︒データをくれなかったと思います︒あの

るけれども︑これをやっていなければ︑恐らく復帰後︑防衛施設

膨大な資料をつくるんです︒これはワンセットわが家に置いてあ

ど︑私の後任が中心になって︑米軍基地の総点検をやるんです︒

年︑二年かけて︑琉球政府が︑これは文字どおり最後の仕事だけ

きのポストを担ったことがある︒復帰直前に一九七〇年から七一

がありまして︑私は琉球政府で最初の﹁基地専門官﹂という肩書

という話になったということです︒実は︑これには私自身の経験

ですから︑あるいは中間見直しをするんですが︑これでは無理だ

企画調整室では︑振興開発計画の十年間のフォローをするところ

てのケースとして︑基地問題と計画を一緒にした︒それだけに︑

まないと無理だと︒別々にさせるわけにいかんというのが︑初め

う意味で言うならば︑これは完全に一つのプロジェクトに組み込

だから︑普天間の︑那覇軍港のという部分が先なんです︒そうい

というのは︑沖縄県全体の絵を書くとい︑うよりは︑中南部圏の︑

込んで︑跡利用の仕事と一緒にしてつくりあげていく︒この段階

縄県になって︑沖縄の将来を描く絵のなかに︑基地の返還を組み

吉元

ゃったかもしれませんし︑そういうことでいうと︑たとえば自分

かなか触れたくないというような人たちだっで︑恐らくいらっし

わけではないわけですね︒恐らく県庁内でも︑基地の問題にはな

が入ってこられたわけで︑庁内としても︑すべてが一致していた

は︑西銘さんの十二年の県政のあと︑保守県政のあとに大田さん

になったと思いますが︑大田さんが知事になられて一期目の時に

ームも加わったと︒県庁内に対しても︑かなり大きなメッセレジ

佐道

はいまでも残っています︒．

でも︑あのグループのなかでも︑残っていると思います︒何名か

握してないことまでわかっていました︒これはいまの県庁のなか

しかわからんけど︑彼らは可能性の話についてやる︒・市町村が把︑

に動かしていいかという話の優．先順位が浮かぶ︒僕らは感覚的に

べて︑全部チェックする︒その時に初めて︑この基地をどの時期

彼らがかつての仕事を持ち出してきて︑そして︑全部データを並

若い係長クラスを︑実はプロジェクトのリーダーに集めたんです︒

いますよね︒あの時に︑この仕事をざせたグループの中心だった

転皆皆法というのは︑沖縄県でいうなら︑復帰直前から手掛けて

これは国に出すんです︒見向きもされなかったです︒だから︑軍

すか︒平良幸市知事の時に︑軍転特措法案要綱をつくるんです︒

につくらせようとしたんです︒これは少しずれるけど︑五年目で

部が機密だから︑機密と思わんじゃないか︵笑︶︒だから︑あの

吉元

伊藤

だから︑今日的に言えば︑⁝機密でしょうね︒あの時は︑全

これはかなり軍の機密ですよね︒

保を認めるか認めないかという︑組合運動をやったかやらなかっ

吉元

だっていらっしゃったかもしれないと思いますが︒

沖縄県のなかで初めてのケースなんです︒七〇年以降に沖

て地下構造物︑配線まで︑これはすぐ問題になりましたけれども︑

は企画なら企画でも︑将来構想の経済振興とか︑そういうことは

データはずいぶん参考になりました︒ずいぶん細かいのがわかっ︐

たか︑それから︑復帰運動に関わったか関わらなかったか︒地域

国際都市形成のプロジェクトチームに︑基地返還促進のチ

あの頃︑米軍は気持ちが大きかったんだろうね︵笑︶︒

たからね︒あの時︑琉球政府が復帰直前でなぜあれをやったかと

の生活との関係で基地に接触があるとかないとか︒それぞれある

けど︑基本的には基地問題については︑触らんといかんという認

沖縄の場合は︑基地問題に関して言うならば︑思想的に安

﹂生懸命だけども︑政治的な問題には触れたくないという人たち

いうと︑将来︑基地問題をきちっと残しておかないといかんとい
うのが一つあったけど︑もうヅつは︑軍転特措法を復帰直後直ち
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ると︑最終的に名簿をみると︑それほど大きな感覚のずれはなか

事課の連中が膨大な人事記録のなかからリストをつくってきてみ

てきても︑この問題では使い物にならない︒という意味では︑人

あります︒もっぱら一つの方向をやってきたやつを無理して連れ

いんです︒使えるか使えないかの問題︑能力の問題︑これは差が

るんです︒そういう意味では︑向き不向きは思想的な問題じゃな

でに全部見直しの決議していますから︑というぐらいの体質があ

から︑地位協定については︑五十二ぐらいの市町村がもう六月ま

過ぎるというか︑面的にも多過ぎるけど︑問題も多過ぎると︒だ

識が県庁のなかに︑これはすべての市町村にあります︒問題が多

まして︑非常に印象的でした︒スケジュールの面ですが︑どうし

のことを現代の坂本竜馬のような人だと言って心酔をしておられ．

佐道

れたんです︒

秘書もいないって他の部長たちが︒それでも宮城さんはやってく

チームの長に持つ︑てきたんです︒そしたら乗用車どころじゃない︒

車付きの部長クラスだけど︑商工労働部長からこのプロジェクト

勤監査をやってます︒彼を中心に据えた︒本当言うと︑彼は乗用

企画開発部長までやったけど︑宮城正治という︑いまJTAの常

たんじゃないかなという感じがします︒この人はいま退職して︑

いうことを言ってあり︑多分彼を軸に︑彼の意見聞きながら集め

れはやっぱり総務部長や人事課あたりが出してくるものとは違う

グのずれがあったわけですよね︒翌年の九六年からは︑初めから

てもしょうがないですけれども︑国際都市形成構想は︑タイミン

いや︑宮城さんにお会いしましてイン．タビューして︑先生

った︒但し︑誰をリーダーに据えるかという点で言うならば︑こ
ということがあるんです︒

県外の各団体や各勢力に説明と協議とをいろいろお話を進めなが

このプロジェクトチームは本当に特別なプロジェクトチー

佐道

両方お進めになるわけですね︒

ら︑よりプランとして全県に広げつつ︑産業振興策とのドッキン

これは人選まで先生がすべておやりになったんですか︒

吉元．そうです︒ですから︑最初は︑中南部都市なんです︒基地

ムですよね︒

佐道

いや︑人選はしていません︒私は人事についてはノータッ

グもされてということで︑プランとしてまとめていかれる作業を

吉元

との関係で︑都市構造をどうするかコ北部とか︑宮古︑八重山と

吉一兀 そうですね︒

チが原則で︑もともと職員だっただけに︑私がどの部長は使える

か︑そのブロックはいま手をつけんでもいいと︒手をつけなきゃ

あるけれども︑中南部都市構造のつくり変えもある︒もう一つあ

なんてやると︑えらい．ことになりますから︑組織がもたんですか
一つのプロジェクトをやる時に︒

るのは︑那覇空港と那覇港湾を一元管理する︒同時に︑中城港湾

いかんのは中南部都市︒それは一つは普天間の跡地という問題が

伊藤

リーダーをつくる時は違います︒集めてきた名簿をみて︑

をどう連動させるか︒ここが仕事の中心で︑これを先にやると︒

らね︒

吉元

これはちょっと無理だよと︒これ

誰がトップですか︒この人？

これは無理だとめこれはやれるけれども︑弱いよというふうに︑

たちも長いこと県庁に関わゆ仕事もしているし︑人を知っている．︒

伊藤

はい︒極端に言うとゲリラ演習場以外は︑そこに全部基地

中南部にですか︒

こを軸として︑百三十万県民のうち︑百十万住んでいますからね︒

も言うんだけど︑それを先に手をつけようと︑中南部都市を︒そ

﹁シンガポールのような都市国家﹂という表現を私は絶えずいつ

ずいぶん差がありました︒だから︑この問題については︑最初か

吉元

は意見を出します︒誰をトップリーダーにするかというのは︑私

らこれしかいないと︒総務部長にこいつをリーダーにしたいよと
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吉一兀

佐道

たとえば国頭からずっと座るんです︒私のすぐそばに与那

もう全県の︒

が集中しているでしょう︒具志川・嘉手納以南ね︒基地の問題を

にしても何も書いてないよ﹂って︒やっぱり﹁独立国﹂だと思つ

じゃなくて︑八重山郡全体の話をしとるんだ﹂﹁いやいや︑それ

んにも書いてないよ﹂と言いまして︑困っちゃってね︒﹁島単位

国町長がおる︒ぼくの先輩だから︑﹁おい︑俺のところの島忙な

触ろうとすれば︑同時に︑．これだけの人口が集積し︑都市が集積

すると︑臨海︑つまりハ海との関係︑物流を考えると︑やっぱり
空との関係︑これはここにしかありません︒ここをどういう形で
論をし︑出発し︑これを持ち込んで︑国にも頭を下げながら始め

とるだろうなと︵笑︶︒いろいろありました︒

絵を描いておくかというのは避けて通れない課題です︒それで議
ていって︑そして︑市町村の相談の段階に来ると︑ちょっ．と待て

国際都市形成というのは︑沖縄全体を含んでいる︒

ポールというのは実は島がたくさんあるんです︒

伊藤

そうですね︒周辺に︒

そういうイメージでわれわれは言っているんです︒何度も

伊藤

あそこだけが島だと思っているけれども︑そうじやないで

吉元

のブロックも絵を描いてくれということになって︑広げていくん

吉元

と︒俺たちは入らないかという︑宮古︑八重山︑北部から手が挙

です︒それは振計全体の論議の時にやろうとした話です︒でも︑

す︒ハワぞだって︑われわれはオアフ島の話ばっかりしとるけど

言うんだけど︑シンガポールのようなという都市国家を︒シンガ

これは一緒にやったほうが全県的な県民の意識が結集される︒そ

も︑ハワイ島にまでわれわれも行って︑深層水の勉強に行った時

がる︒いや︑そうじやないよ︒それは次のステップだというが︑

れで︑このことによって︑県民に等しく影響する経済振興策など

に︑えっ︑ここもハワイかと思うほど︑やっぱりあれです︒プエ

それは困るという︒市町村長と一緒に議論するならば︑自分たち

もみえてくるし︑同意ができるし︑それから︑基地問題といった

ルトリコは︑僕は不幸にしてまだ行ってないけど︑向こうだって︑

って︑中南部の基地所．在の市町村の問題だけじゃないだろうと︒

確かに土地問題は地主との関係︑市町村との関係だろうけれども︑

街とまったく違うところです︒米軍基地まで抱えて︑大変なとこ

市町村連絡協議会の発足の準備を進められておられる︑ま

吉元

最初に説明した時は中南部という形なんですね︒

これも全部︒走った時からは全員です︒五十三市町村︒

吉元

おつくりになったんですか︒

あたって︑庁内を一つにまとめようということでこういうものを

形成構想を進めていくにあたって︑まず︑いろいろ説明にするに

議会というのをつくっておられるんですけども︑これは国際都市

さに最初の段階で︑九六年の最初には︑国際都市形成庁内連絡協

佐道

ろです︒

俺たちも基地によって苦しんどるんだという話がボーンと出てく
るでしょう︒ですから︑市町村の長の皆さんは当然のこととして︑

最初に︑国際都市形成等市町村連絡協議会ができていくん

同時に︑構想を明らかにせよということになったんでしょうね︒

佐道

伊藤

非公式に企画担当者を集めてきた時は中南部が中心です︒

ですけれども︑これは中南部の中心のものを︒

吉元

そうすると︑北部が俺たちのところはどうなるんだという

将来の計画を集めてきて噛情報交換して︑絵を描くというのと違

は通常の振計の作業と違いますから︑各部局の蓄積と︑それから︑

想をつくるためのパイプじゃないです︒逆です︒あくまでもこれ

いや︑むしろ各部局からの意見の集約をするわけです︒構
伊藤

それは新聞に出ると︑必ず言います︒ですから︑そういう

話をやってくる︒

吉元

意味では︑五十三集めた時はもう︒
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連絡会議も︑本来からいえば︑企画調整室が持っている振興開発

ていくというのが役割として︑庁内連絡会議︒だから︑この庁内

りはだめよということもあるだろうし︑つまり︑ここから発信し

ったから︑これはある程度刷り込まれたもので︑新しい状況のな

三次で一区切りという認識があった︒ましてや︑開発庁がなぐな

たとしても︑同じことになると思います︒ですから︑文字どおり︑

﹁次の﹂という言葉さえ使っていない︒ここはもし私たちがおっ

から︑これとちょっと離れるけれども︑いまの稲嶺知事がポスト

計画に関わる調整会議を使えばいいんです︒使わなかった︒ここ

かで︑新しい発想というのは︑これとの関係でいうと︑仕事は重

三次振計を描いた時に︑﹁新たな﹂という表現しかしていない︒

を使うと︑まさに通常の振興開発計画のシステムにつながるから︑

なって忙しかっただろうけども︑だいたいこれがつないでいくと︒

いますから︑こういうのを二十一世紀につくりたいと︒グランド

それにつながると︑今度は国︑開発庁との関係が出ますから︑だ

だから︑さきほど言った県庁のなかでは︑ポスト四全総との関係

デザインのなかで︑どういうふうな関わりを持つかゆ従来の関わ

から︑そこはまったく触らないで︑このプロジェクトチームの室

夫だという認識があったわけです︒だから︑振計づくりとまった

の沖縄振計では︑それはベースとして国に位置づけておけば大丈

で︑全総のなかにこの考え方をぶち込んでおけば︑三次振計の次

単純な疑問なんですけれども︑つまり︑従来の流れからの

との関係で新しくつくりました︒

佐道

一次二次三次の振計があって︑その流れのなかで企画調整室の調

伊藤

いや︑それは千差万別ですね︒特に東京サイドの省庁の事

反応はどうだったんですか︒

度知っておったと思います︒

く違う話じゃなくて︑振計から出発したという原点だけはある程

いるわけですね︒この国際都市形成構想はそれとは全然違う発想

吉元

整をやっておられた︒従来の県庁の仕事では︑その流れでやって
でやっておられるわけですね︒

たぶんポスト三次振計にどうつながっていくのか︒県庁全

これは相当刷り込まれています︒だから︑ポスト三次振計という

はそれ以上ないよと︑ずっと県庁のなかで刷り込まれています︒

こが言ったか別として︑特別措置は﹁三十年﹂だよと︒特別措置

どうするかというと︑もうこれは復帰直後から︑国が言ったかど

興開発特別措置法︑振計︑開発庁︑公庫︑もう三十年になる︒次

どう取り返すか︑﹁本土との格差﹂に追いつくか︒それが沖縄振

吉元

佐道

いや︑それよりはむしろ復帰までの二十七年︑約三十年を

なかなか理解できないという︒

農林とか︑建設省とか︑運輸省というのは︑公共事業の何々整備

なものはないそというふうなことを実感しています︒ですから︑

伸びないかの話です︒そういう時代ですから︑特別措置も︑そん

感じる時期です︒国との関係で︑一％︑予算が前年比で伸びるか

ません︒九五︑九六︑九七年夏いうのは︑全部それはひしひしと

ら︑九七年以降は︑公共事業の工事費も落ちています︒伸びてい

と変わってきまずから︒それは金はかいというのは知ってますか

吉一兀

伊藤庁内でも︒

という話ですよね︒

吉元

のは︑振計とも言わんどこうという話もあった︒県庁のなかでは︑

業官庁︑農林とか︑建設とか︑運輸とかというのは﹁そんなのは﹂

大部分が補助率︑その他については財政力が弱いから︑まだ︑プ

五ヵ年計画とあるでしょう︒これに乗せさえずれば︑ああ︑こん

体がそれを見ておったんですね︒

ーラスαが必要だと︒だけど︑いまの振興開発計画のやり方はよく

なのはいいよ︒予算もとれる︒金もくれる︒事業もくれるという︑

いや︑それは違います︒庁内の場合は︑優先順位がガラッ

ないというのを︑呼吸合わせは基本的にできていますから︑です
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が幾つか出ました︒

た︒沖縄が目指そうとしている方向をつかんでいないなというの

読んでみて︑あれ︑これは先取りの話じゃないかという感じでし

うというような発想でプロジェクトをつくった︒だから︑あとで

上の意味で︑沖縄に回す金を先に回すために︑何かこの金を使お

いできるでしょう︒このなかでも︑なんか知らん︑従来の延長線

も︑プロジェクトチームが沖縄政策協議会のなかで十チームぐら

発想があったんです︒だから︑そういう事業官庁は︑東京サイド

伊藤

たとえば市町村との連絡協議会に︑知事が来てあいさつを

では知事さんの役割は︒

関係というのは︑九十九％私だったと思います︒

しれない︒特に︑そういう団体との関係︑それから︑経済界との

はわからんからということもあるけど︑私のほうがよかったかも

ってもらったほうがいいけど︑暇もなかったけど︑むしろ詳しく

はこうやりたい︒どう思うか﹂という話をすべきです︒これはや

この種の業務というのは︑できれば知事が直接出て︑﹁俺の政策

から︑さっきから言う通常業務だったら︑それでいいんだけど︑

ところが︑それ以外のところなどは真剣に考えていた部分があ

仕事にいつまでもおんぶされている仕組みはよくないよという自

ながら︑将来のことを考えながら︑いつまでも甘い︑沖縄の県の

んと持たすべきだとか︑そういうのは︑東京サイドも︑全国を見

れと︑ここまで来るならば︑福祉関係の福祉事務所を市町村にう

立病院をずっと担ぐのか︒あの時︑いろんな議論が出ました︒そ

ね︒それは何かというと︑那覇市でも︑天久ですが︑副都心とわ

音は︑土地を返してもらったら困るということなんです︑本音は

いう全県組織は最初から警戒しました︒・これは何かというと︑本

吉元

ちは最初からやっぱり問題にされるわけですか︒

佐道

して終わるという感じで︑あとは私が進めると︒

吉元

覚はあったんでしょうね︒ですから︑このなかで︑中南部の位置

れわれは呼んでいるけど︑あれだけの米軍の土地を返してもらっ

ります︒たとえば厚生省なんかは︑離島医療をどうするのか︑県

づけのなかで︑ヘルシ丁・リゾード・アイランドとかなんとかと

たけど︑三段階か四段階かの小間切れ返還になって︑その間︑時

言葉だと運輸省だけど︑そうじやなくて︑健康︑長寿という領域

くて︑今日まだ不十分ですから︑あれを見ていますから︑本当に

間がかかって︑交換分合ができなくて︑区画整理がうまくいかな

市町村地主会は賛成と反対に分かれました︒軍用地主会ど

では︑具体的な話は副知事にという形ですね︒地主さんた

いう言葉が幾つか出ています︒厚生省あたりは︑リゾートという
で沖縄とどう関わるかと︑厚生省あたりで少し興味を持った経緯

返してもらったら︑地代がなくなる︒どんなにして食ったらいい

返してもらえるか︒あんな形ではだめよというのと︑もう一つは︑

佐道

のという話でしょう︒だから︑結果的には︑軍用地転用基本計画

がありますp

地主連合会の三役にまず説明をされる︒一月二十二日には︑沖縄

をつくらせた︒三年なんです︒返還後三年前土地代の補償がある︒

庁内の連絡協議会をつくる一方で︑九⊥ハ年一月には︑軍用

県の経済団体連合会に説明されるという形で︑どんどんそういう

私たちは五年を出したんです︒値切られたんです︒軍用地転用計

画案をつくる時は︑軍用地主遣と県と一緒にやったんです︒．国会

説明をされていかれるわけですね︒こういうのに先生もお出にな
ったり︑直接おやりになったわけですか︒

で統一行動をした︒傍聴まで一緒にやった︒残念だった︒三年だ
文字どおり︑どんどん私が︒

吉元

にかく基地返還をさせなきゃいかんというのは︑地主会とも一緒

つたな︒次︑法改正を目指す時は︑五年にするとかね︒沖縄でと
これは職員︑部長クラスにさぜる仕事じゃないですね︒だ

伊藤．矢面に立っているということですか︒

吉元
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いう理由が基本です︒

それでなきゃ納得できないと︒反対というより︑納得できないと

な形で跡利用がうまくいくのかという点で︑明らかにしてくれと︒

本当に自分たちに被害が及ばないか︒生活に影響を受けないよう．

号んです︒しかし︑こんな計画でタンタンタンとやられていくと︑

うような関係です︒だから︑物理的に反対するというところまで

だなあと︒走るしかないと︒一方的に宣言して終わりましたとい

言っていることは全部聞きました︒あとは同意を求めるのは無理

までやれるかという話は︑二度ほど相当遅くまで酒を飲みました︒

を受けます︒ですから︑そういう意味では︑本当に腹割ってどこ

きせるのかということです︒もちろん代替港湾が．できればの話で

わってます︒あとは事業主体を広げるということで︑誰に事業を

独自につくる︒市も独自につくる︒突き合わす︒もう二回目を終

覇の軍港の跡も︑ここも地主会と市と盛んに︑向こうも︵地主会︶

場合は︑市と一緒になって︑現実の利用計画が入っています︒那

り切ってますから︑県軍用地主会としては反対だけど︑普天間の

吉一兀

吉元

伊藤

労働組合のなかでいちばん問題になったのは︑全駐労です

労働者はどうだったんですか︒

呼吸合わせはできました︒

え︑最終的には︑県民の気持ちとしてはそうだよなということで︑

全会一致でまとまったし︑政治的な色濃い論議をする県議会でさ

言ったし︑経済団体もいちばん敏感な連中は︑なるべく論議して︑

に賛成したし︑特に米軍基地所在の市町村は﹁わかった﹂と先に

られたから︑五十三の市町村長も基地返還アクションプログラム

いかない理由は︑そこにあったんじゃないですか︒それが踏まえ

す︒そこまで詰まっています︒そういうところは返還がはっきり

ね︒駐留軍労働者ですね︒これが普天間返還︑橋本案が出た九六

場所によって︑温度差がある︒

すれば︑いっからその作業を始めるとか︑跡利用が始まるという

年四月︑いち早く俺たちをどうするつもりかという話になったん

伊藤

ことがわかれば︑それを前提にオーケーする︒・それはかなり多い

です︒私は橋本案が出そうだと言った時から︑状況は知らされて

もちろんそうです︒普天間の場合は︑最初から地主会は割

んです︒個別に決着すれば︒

うなニュアンスがあの時期︑地主会のなかには強かったと思いま

政治的な意図で賛成しかねる︑反対をいわざるを得ないというよ

吉元

伊藤

基地で働いている労働者の数︑職種︑年齢︑居住地︒・

吉元

伊藤

県庁で担当者のなかに詳細な計画を作らせました．．普天間

まあ︑匂いはしてきたんですね︒

いましたので︑いや︑知らされていたというのは撤回しよう︒予

す︒本当に安保は日本全体の問題だ︑沖縄は安保破棄までは言っ

吉一兀

そういう意味では︑計画と返還のアクションプログラムと

てないよ︒だけど︑基地は二〇一五年ゼロと言っている︒本当に

て︑第一次的には︑配置転換︑希望する基地に︑基地のなかなら

伊藤

これでいいのというのが東京サイドから出る︒沖縄だけか︒それ

安心できまずから︑そこではまらん場合は︑公的な場で︑つまり︑

測できたから︒

は困るよ︒沖縄の米軍基地がなくなると︑安保はどうなるかとい

市町村を含めた場でハそれは住民であることが前提です︒地域環

は非常にリンクしているわけですね︒特に第一期の場合は︒

う議論が政治サイドでボンとされてくると︑そことつながってい

境との関係です︒四段階ぐらい決めまして︑そして︑それを三管

そのとおりです︒第一期は緊急にね︒．それと︑私はむしろ

る支持団体︑ちょっと言いにくいけど︑軍用地主会というのは自

事務所を通じて全部データを把握する︒いけるということで︑非︐

四百名ぐらいです︒そして︑家族構成︑それをベースにし．

おおよそどのぐらいの方ですか︒

民党の﹁支持団体﹂ですかちね︒そういうところはやっぱり影響
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公式に連合沖縄を通じて︑県はここまで準備しますよと︒表にな
った時には︑知事に会いに来たら︑知事はそのことについて﹁実

地主といっても︑ごく僅かな土地の人と非常に大きな土地

種落ち着いた時期がありました︒

伊藤

それで︑突如として契約が切れちゃう︒そこで働いた者はパーで

できるとは限らんでしょう︒ミルクなど︑フードがあるでしょう︒

地内における民間委託業務︑契約更新︑必ずしも同じ業者が継続

働部と詰めさせるということをやりました︒この間もあった︒基

と一緒に来た時に︑その議論をし︑実務的には担当部局︑商工労

うなということで︑その後︑私のところで連合沖縄と全駐労さん

くっても︑やっぱりそこに家をつくりたいという気持ちがある︒

れたら︑いまはどこかで土地を買ったり借りたりして︑建物をつ

家を立ち退かされた時は︑文字どおり畑も取られた︒それは返さ

かい畑というのはめつたにないですから︑小さな単位ですから︑

ととして︑その土地には家があって︑畑があったわけです︒でっ

吉一兀

伊藤小間切れが多いんですか︒

吉元そうですね︒小間切れが多いですね︒

−を持った？

す︒復帰前だったら︑新しい業者は働きたい者を引き取るという︑

普天間の場合なども︑自分の土地に住みたいというお年寄りはほ

務的に相談する﹂ということを言いますから︑そこでやりましょ

それは労使関係でできたわけです︒今はそれができない︑アメリ

とんどそうです︒だけど︑そこは学校用地に計画したんだけど︑

話をして︑その場所じゃないけど︑少し遠いけど︑交換しような

ど真ん中にあなたの家だけをつくるわけにいかんでしょうという

沖縄の土地というのは小さい単位が多いんです︒当然のこ

っと希望を聞いて︑﹁どこで働きますか︑希望は﹂と現給保証を

カ的契約社会では︒どうするかというと︑県が労管事務所できち
前提に引き継ぐところを探す︒いままでこれを県がやっているん

画の難しさです︒

どいう話をいろいろ⁝⁝⁝︒これがいまの那覇市の返還跡地の計

です︒だから︑それはきつい仕事です︒それはそういう形で︒
吉一兀

伊藤

いま︑この失業率の高い時に︒

その種の仕事というのは︑実はわりとすごく展開しておったんで

吉一兀

伊藤

すが︑基地ごとに労働者の数は出てくるし︑それに基づいた働き

まで言う住民基本台帳ですが︑これも焼失してなくなったんです︒

それはやろうということでやっていました︒可能な限り︑

場所をどこに持っていくかということは︒これは当時つくった返

複写したのが福岡で残っていたというんです︒福岡の登記所で残

っていた︒それで︑戦後︑これで戸籍を再現してつくるんです︒

これが問題だったんです︒残ってないんです︒戦争で︑い

これは土地台帳は完全に残っていたわけですか︒

還アクションプログラムは︑二〇〇一年から二〇一五年でしょう︒

基地名を全部いれて︑そこにどのぐらい労働者がおるかというの

ています︒防衛施設庁あたりも︑そういう点では︑沖縄県のこの

ことは国の沖縄政策協議会︑あるいは幹事会の場で詳細にやられ

然関わることですから︑こういうやり方でやっていくんだという

れをどういう形でどの時点で計画をつぐっておくか︒米軍とも当

どうしようもないんです︒それで︑幾つかお年寄りを集めて︑本

請させたんです︒そしたら︑いまの町の倍の申請がある︒これは

ます︒そこは地形がものすごく変わったんです︒自分の土地を申

は︑こんなになると︑五十も残らんです︒与那原という町があり

ったら面積が変わってくるでしょう︒百平米持っているという者

土地については︑ほとんど地形が変わったんですね︒地形が変わ

仕事の展開については︑予め説明してあっただけに︑専ら自分た

当に間違いないかと︒．ここに何があったかと︒それで︑掘るんで

を全部書いてます︒これは従業員数の表じゃありませんけど︑そ

ちだけに責任を負わされるということがないということで︑ある

208

い︒しかし︑それとは関係なく︑不在地主︑つまり︑ブラジルに

は︑特殊な例での﹁境界﹂争い︒これは裁判に持ち込ます以外な

は国が予算を出すようになりました︒いま︑問題になっているの

界不明地﹂ということで︑いまでも事業名になっている︒復帰後

土地調査に入りましたが︑いまでも若干残っているんです︒﹁境

づかなかったんです︒これは琉球政府が文字どおり金を出して︑

図をつくると︑でだいたい調整がすみます︒これは琉球政府で片

石が見つかった︒それを掘り起こして︑これを全部結んでいって

敢當があったと︒石敢當はないけど︑石敢當を奪いとったという

すよね︒井戸の跡が出てきたりね⑩境界線のところに︑確かに石

佐道

かです︒で︑変な言い方だけど︑自治をやってますから︒

す︒金武︑宜野座あたりはそうですね︒だから︑町財政よりは豊

ごいですよ︒公民館なんて︑ちょっとしたすごい建物をつくりま

に入るわけですね︒で︑区は積み立てて︑奨学金に使ったり︑す

山地と原野は役場か字︵アザ︶の用地です︒だから︑土地代が区

国頭では︑米軍用地の土地は個人ももちろんおりまずけれども︑

は︑共有地とか︑市町村有地とか︑字有地︑沖縄本島の北部で︑

ていませんから︑そうじやないところはどんどん残って︑最後に

そういうところが多いんです︒利用できるところしかそれをやっ

耕していくんです︒そういう意味では︑地方に行けば行くほど︑

と︒そういうのが行ったところで新しく集落をつくって︑土地を

その分︑財政のなかに︑基地を持っているということが占

おるとか︑ブラジルまで行って確認しなきゃいかんというのがい

めている割合が大きくなるということですね︒

そうですね︒基地返還アクションプログラムをつくった時

せたら︑収入がなくなって︑市町村財政が落ち込む︑この分をど

に︑市町村との問で最大の課題だったのは︑市町村有地を返還さ

吉元

くつかあるんです︒ブラジルだけじゃなくて︑ハワイもそうです︒

戦争でみんな死んじゃっているというのはないんでしょう

こういうの多くはないが最後に残った︒

伊藤
吉元

うするか︒これを前提に職員を採用し︑事業を執行しているわけ

か︒

だから︑いまでもその屋敷はそのままです︒親戚が来て草を刈る

でしょう︒

それはありますつそれは糸満あたりに行きますと多いです︒

という程度で︑昔の石垣が残って︑家が吹っ飛んで︑土台が残っ

伊藤

吉一兀

これは失業対策みたいなものですね︒

ておるというところは草ぼうぼうです︒
それは所有権はどうなるんですか︒

市町村は︑本土で騒いでいるような地方交付税の問題とはちょっ

必要のない山の中まで道をつくったり︒ですから基地所在

伊藤

どうなったんですかね︒わからんけど︑そのまま誰かが管

九五年あたりから︑この議論に入ったときから︑私もそうだけど︑

吉元

やっぱり土地を確定するというのは非常に難しい︒

大田知事はさかんに市町村長には﹁特別積立にしなさい﹂︑﹁特別

と違う意味での問題がいま出てきているんです︒それを見越して︑

伊藤

これは命と同じですから︑沖縄的にいうとね︒

会計に入れなさい﹂︑⊃般会計に入れるな﹂と︒﹁奨学金にした

理しているんじゃないですか︒

吉元

沖縄の中南部というのは大地主というのはいなかったんで

これは一般会計に入れていたら︑なくなった瞬間に︒

移したんです︒

り︑別に使いなさい﹂と︒金武町は実行したんです︒たしか半分

伊藤
吉一兀

伊藤

身動きが取れなくなる︒

すか︒

地にするけど︑首里が検地をして︑それを財政的に困った首里王

佐道

ほとんどないですね︒もともと利用できる土地憶自分の土

朝は武士をあちこちに行かすんです︒土地があるからそこで食え
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吉一兀

︵基地が︶動くんかな？

それで︑︵基地を︶残すために︑あるい

認識でした︑沖縄としてはね︒﹁動くそ﹂というとらえ方は県も

いま︑そのために那覇市が困りまして︑そのために結果的

那覇市もそうなんですか︒

等しくしたしね︒それは︑その前に私たちが出した﹁基地返還ア

は現状を固定化させるために︑こんなのつくるはずがないという

伊藤

ええ︑那覇市も土地を持っていますから︑いまは自衛隊基

には︒

吉元
結局︑那覇市は前市長の時は契約拒否︒収入が小さいんです︒そ

もちました︒行政としても持ちましたしね︒だから︑強いて言う

︑クションプログラムの素案﹂︑あるいは﹁地位協定の見直し﹂に
ついての十項目の要求などがありますから︑かなり大きな期待を

地になっているところなんか︑土地を持ってますから︑それで︑
れで︑財政が困ったというから︑いまの市長は自衛隊と契約する

吉元

伊藤

そこは︑実はSACOの話が出てきた時には︑むしろ﹁日

外交ルートとの関係は︑どうなるんでしょうか︒

らせた意味も︑そこにあった︒

と基地返還アクションプログラムのプロジェクトチームを先に走

ちょっと休憩にしましよう︒

といって︑三倍ぐらい増えるって︵笑︶︒

佐道

︿休憩﹀

米間で真面目に話し合ってくれ﹂と︑強いことを我々は言ったん

です︒つまり︑官邸とやつ■ているわけですから︒外務省との関係

Oというのが始まるということになるわけですね︒これは先生が

地問題協議会を立てるということを実現され︑日米間ではSAC

説明をお始めになるわけですね︒その一方で︑一九九五年には基

佐道

最初︑そうじやないんですよね︒まあ組織ですから︑仕事です

出すんですよ︑結果として︒

ういう仕組みをつくった︒これを後で日米安保協議委員会の場に

少なくとも﹁外交ルトト﹂に乗せないほうがいいと︒だから︑こ

の仕事ですね︒責任者は官房長官です︒そういうことがあって︑

というより︑官邸主導でやる仕事だから︑まさに古川官房副長官

プッシュをして基地問題協議会をつくるということが︑非常に影

から︑当然︑安保に関わることですから︑日米安保協議委員会の

■SACOの感想

響を与えたということになると思うんですが︑このSACOが出

下にこれが位置づけられるのは当然だと思うけど︑それを前提に

県内の地主もそうですし︑経済団体連合会もそうですし︑

来たということ自体については︑この当時どのように見ておられ

同時に何らかの形で成果を得るだろうと︒途中で中間報告の段階

つくらせただけじゃないからね︒当初は︑ものすごく期待して︑

やっと日米政府が沖縄に限った一前提条件であるけれど

たんですか︒

吉元

1米軍基地に関わる全てのことを︑基地の縮小だけではなくて

ょう︒だから︑完全に動くという感じを受けました︒

で︑ああいう形で普天間の移設も海上基地が出てきたりするでし

佐道

地位協定を含めてね︒日常的な犯罪そのものを含めて︑全てのこ
とについて話し合う場ですから︑これは外交ルートとはちょっと

き始めて︑基地問題協議会も︑これもまた早めに動き始めました
いう期待︒つまり︑私たちもその期待を持っていたけれど︑県民

本内閣に一月十日の段階でチェンジをすると︒その一方で代理署

よね︒ところが︑動き始めた途端にといいますか︑村山内閣が橋

SACOというのは︑できるのが決まった︑ら結構早めに動
違う話ですよね︒そういう意味では実務的に問題が展開されると

から見るならもっと大きな期待を持っていたでしょう︒やっと

O
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前回かなり詳しくお聞きしましたが︑橋本内閣に替わった段階で︑

名拒否の問題があって進んでいくわけですね︒代理署名の問題は︑

れとしては必然かな︑という感じがしましたね︒だから︑私自身

かっていました︒年明けに退陣した︒あれ︑と思った︒でも︑流

たから︑﹁あ︑これは沖縄にいちばん関わりの深い派閥という形

はとくに村山さんが替わったことでショッグを受けなかった︒む

吉元

で関わってくれるならば﹂という気持ちがありましたね︒だから︑

古川さんがかなり重要な役割を果たしていらっしゃったというこ

官僚キャリアを彼が押さえている︑彼がリード出来る︒政治に対

予定していたものを早めに出すことにした︒﹁大田−橋本会談﹂

しろ橋本さんにバトンタッチということは︑すぐ直前に聞いてい

しては︑官房長官を中心に与党三党の中で誰がイニシアチブをと

を一回入れないとセレモニーにならんということで︑一月の中旬

とがあるわけですか︒

るかと︒ただ︑その時点までは自民党が前に出てきてないんです

かな︒

そうです︒これはもう間違いないですね︒つまり︑各省庁

ね︑村山さん時代は︒それは当然︑総理が村山さんだから︒です

佐道

二十三日ですね︒

からそこは私たちは︑若干の不安を感じていました︒

非公式の話︒外交の話ですから︒政治の話ですよ︒結局︑十万人

べきだ﹂という意見を出したことがあります︒これはもちろん︑

るよ﹂と︒具体的に三点ほど︑﹁ここと︑ここと︑ζこはこうす

明の内容になりそうだ﹂というのをつかんだ時に︑﹁ちょっと困

で日米共同声明の話が出た︒そこで︑﹁こういうものが︑共同声

リントン米大統領が来るということですよ︑一九九五年ね︒そこ

佐道

も入ったんですつ

吉元

伊藤

合いをさせたんです︒

伊藤

でも︑同席はされていたでしょう︒

吉一兀

終わったあとでね︒総理が﹁入ってくれ﹂と言うから︑僕

﹁大田−橋本会談﹂を入れて︑徹底的な話し合いをさせて︒

を東アジアに配置しておくという︒これは固定化ですよ︒それは

吉一兀

吉一兀

困ると︒SACOが始まるのに︑そんな声明が先に出ては困ると

た︒自分は︑こう言った﹂ど話があって︑それを聞いた上で︒少

結果として懸けたのは︑十一月の大阪APEC総会ですよ︒ク

抗議︒結果としてクリントンは米国内事情で来日しなかった︒だ

なくとも︑﹁これでやっていけるかな﹂という感じをもちました︒

その後︑夕食懇談の時に︑大田さんが橋本さんに泡盛を注ぎな

橋本さんから︑﹁実は︑こういうことを大田さんに言われ

大田さんと橋本さんの差しの会談の後に？

はい︑最初でしたから同席しました︒二人で差しでの話し

同席なさるんですか︒

から︑﹁日米共同宣言﹂が出せなかったんです︒

そういう意味では村山さん︑ものすごく困っていたんです︑こ

がら︑﹁実は﹂という話をしました︒﹁橋本さんは︵日本︶遺族会

思っている︒どうして︑あなたばそうなんですか︒あなたのよう

の時期ね︒自分が日米共同声明を︑安保の再定義をやらざるを得

−

の会長で︑前の靖国神社に参拝しているし︑政治的にはタカ派と

・

ないというのは大変でしょうね︒いくら安保を認めてもね︑自衛

隊を認めてもね︒

な︑若い方が﹂というようなことを言った︒その席には︑橋本︑

もう一歩進むわけですからね︒

伊藤

すから︒橋本さんは︑なんやかや言つとった︒

なと思って︒まあ︑これはアフター5の話ですからフリーの場で

大田︑そして私︑古川さんの四名がいました︒大胆なことを聞く
それは大変だと思いますよ︒そういヶ意味では︑苦渋はわ

■橋本政権の誕生
吉元

211

2002年7月31．日
第5回

﹂

今度は逆に橋本さんが︑﹁大田さんが高等弁務官について書い

﹁こういう返事を貰ったよ﹂と︑口頭で受けるようになったんで

す︑その後はね︒たとえば留学生の派遣など︑その時の話なんで

ですから︑橋本さんがいみじくも大田さんの﹁海上ヘリ．ノー﹂馳

す︒幾つかあります︒二人は︑そういう関係まで深まった︒

てたんだけど︑橋本さんは盛んに食ってかかるんだよね︒書いた

と言った記者会見の直後に橋本談話として出たのは︑﹁イエスと

た本を読んでみたけど︑あれはこういう意味かな﹂と質問する︒

者に︑﹁そういう解釈はできない﹂と食ってかかるんだから︑面

は言わなかったけど︑だからといってノーとも言わなかったはず

大田さんは︑﹁いや︑書いた意味はそうじやないんだが﹂と言っ

白いですよ︵笑︶︒それを見とって︑かなり打ち解けてなんでも

だ﹂と︑さも﹁裏切られた﹂と言わんばかりの言葉で表していた

第一回から始まってですか︒

っきりする人だから︑曖昧にしない人だから︒言うことは言うL︑

っていたど思ったかもしれません︒大田さんはイエス・ノーをは

いう意味では﹁あ・うん﹂の呼吸でいけるぐらいの信頼関係にな

でないかもしらんけど︑橋本さんは︑大田さんとの関係は︑そう

けど︑そこは政治家同士︑大人の話だから言葉の綾はあまり大事

話しあえる雰囲気を双方がつかんだなかな︑という感じがしたね︒

﹂結果論だけど︑大田さんと橋本さんは十何回話しあっているんで
伊藤

そうです︒その度に︑大田さんは何か実現を要求するんで

すよね︒

吉元

かというのをこっちはわからない︒大田さんは二人で話をしてい

えば︑まさに沖縄のトップだからね︒何を話し︑何が合意された

そういう発言をされているということになりますね︒

ス・ノーをはっきり言う人だろうということは理解をした上で︑

佐道

か詳細には僕はわからんけど︒

必要のないことは言わんし︑言われても必要のないことは黙って

すね︒可能な限り︑それが実現していくんです︒それは二人の会

るから︒そのとおり︑僕にさえ言わないんです︒

そういうことでしょうね︒

いるし︑そういうタイプの人ですから︑どういうことがあったの

ところが︑翌日早い時間に僕は那覇に帰る︒県庁に戻ると古川

吉元

首脳会談の中身について︑橋本さんのほうは実現するため

談だから︑沖縄では﹁首脳会談﹂と言ったんですね︒本当は︑そ

さんから電話が入って︑﹁この件は︑こうなりそうですよ︒それ

佐道

ういう言葉を使ってはいかんかもしらんけど︒でも︑沖縄的にい

でいいですか﹂と言われる︒﹁え？︑何のですか﹂﹁いや︑夕べ︑

にも下に降ろしていかなければいけませんから︑古川さんに連絡

がある︒古川さんは︑︵吉元︶先生に連絡をされる︒大田さんは︑

しかし︑橋本さんも大田さんとの会見を重ねる中で︑イエ

知事と総理が話し合った件ですよ﹂﹁わかりませんよ︑私は﹂と
言ったら︑﹁何？﹂と︑これが毎回だった︒

ほど僕は黙っていたけど︑それ℃や仕事ができないから知事に︑

つたか﹂﹁いや︑二人の話だよ﹂という具合︒これは︑一︑二回

つたよ﹂﹁よかったか﹂﹁うん︑いろいろあったよ﹂﹁何を話し合

目あたりからは︑﹁こう言われているんだけど︑何があったのか﹂

吉元

先生がお聞きになってお話しになるのか︒

から︑﹁今回会った時には︑こうだったよ﹂と必ず言われるのか︑

って話をされたということですけれども︑それは大田さんのほう

先生にはさすがにおっしゃらなかった︒しかし︑先生がおっしゃ

﹁い々︑それは困るよ︒古川さんはわかって僕に連絡が来るのに︑

大田知事が帰って来て︑﹁総理と話し合ったか﹂﹁うん︑話し合

僕がわからなかったらどうしょうもないだろう﹂ということにな

と聞き出した︒それから言うようになったんです︒それは︑古川

いや︑一︑二回は僕は黙っていたけど︑古川さんから三回
つて︒その後︑大田さんは帰って来て︑﹁こういう話をしたよ﹂
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さんから聞いていると言ったから︒﹁僕がわからんじゃ︑仕事は
佐道

食事をしながら︑飲みながら︒

終わった後でどこかでと︒

梶山︵静六︶さんが︑官房長官室︑ある種フリーパスで行けるよ

った場合もあるし︒おった場合が多いけど︒むしろ︑それよりは

それは︑徹底した時間をとってね︒それは︑大田さんがお

その後は︑どうなさったんですか︒

吉元

伊藤

首脳会談の後には︑必ず古川さんなりから先生に連絡があ

できないよ﹂と言ったから︒

佐道
るわけですね︒

ら聞いているけど﹂︑﹁そうです︒こういうことですよ﹂という話

吉元

伊藤

はい︑私がやるときもあったし︒﹁こういうことを知事か

とったんですか︒

佐道

そのとおりです︒

じゃ︑必ず古川さんが基本的には入るという形で？．

からね︒古川さんが必ず立ち会った︒

繁だったですね︒しかし︑その時は私は必ず立会人を求めました

部分については五時以降ということで︑話し合ったというのは頻

うに連絡をとれば︒そういう形で︑ちょっと話すことができない

は︒

吉元

ということは︑古川さんは今もいらっしゃるわけですけれ

それは︑やっぱり連絡をとりましたよ︒

伊藤

佐道

吉一兀

吉元︑基本的にないです︒だから︑﹁大田−橋本会談﹂の細かい

ども︑ずっとその間の流れは古川さんが引き継ぐというか︑流れ︑

すれ違いなんかはなかったわけですか︒

話は抜きにして︑何がまとまったのかという︑必ず一致した意見

そうですね︒だから︑官房長官と話す時には︑時々込み入

を知っていろいろなことをやるという？．

吉元

交換︑確認はしました︒

った要因︑つまり東アジアの軍事情勢とか︑だいたい基地問題︒

そう頻繁ではなかったけど︑ある時億︑いま防衛庁の防衛局長の

何がまとまらなかったについては︑どうですか︒

吉元 それはほとんど︑そこまでの話はなかったです︒まとまら
．なかったとかいう場じゃないからね︑二人の話の場は︒

守屋さんが一緒にその場に来て︑飯を食いながち酒を款みながら

佐道

いろいろな話が出て︑その中でまとまるものはまとまると

伊藤

ワイワイガヤガヤということもやっていました︒何故か知らんけ

ど︑外務省は一人も入らなかったですね︒

いうことでしょうね︒．

そういうことでしょうね︒そこはもう︑橋本さんに聞く以

吉一兀

出来て︑SACOは防衛庁と外務省が出るわけですね︒防衛庁の

実は今︑それをお聞きしょうと思ったんです．SACOが

佐道

大田さんは十五回ですか︑十数回⁝⁝︒

外にないですね︒

佐道

側は守屋さんが審議官で担当されて︑外務省の側は北米局の︵今︑
十七回とか︒ちょっと回数はわからんけど︑そんな話をし

吉一兀

アジア太平洋局長の︶阻中均さんがやられるわけですね︒これを︑

政府としてはセットになってSACOでやっておられるわけです

ていました︒

けれども︑沖縄県としておやりになる時には︑防衛庁の守屋さん

吉元先生ご自身は︑非公式を含めるとその倍ぐらいおやり

佐道

などがお入りになる時でも︑外務省は入らなかったと？

になって？

橋本さんとですか︒いや︑総理とは大田さんぐらいは会っ

吉元

吉元

外務大臣︑防衛庁長官︑大田沖縄県知事ですね．同じ構成で幹事

沖縄米軍基地問題協議会というのは︑官房長官が座長で︑
て患いです︒ただし︑会う時は長い時間ですよね︒日中は︑官邸
で総理執務室に入ってというのはほとんどないです︒もちろん︑
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したりして︑関係省庁が︒そこは︑わりと厳しい話をしたりした

守屋さん︒ここは︑徹底して何でも話しましたね︒ちょっと拡大

込んだらという話をしたりさ︒いやいや︑と︒そういう様子の中

の選択よりは陸上案のほうがいいんじゃないのか︒嘉手納にぶち

それの後ですから︑結局︑﹁これ厳しいよ﹂と言いながらも︑そ

っと︑移設はね︑県内移設が出たのはもうちょっと後ですよね︒

こともあります︒ですから︑その時には外務省は議論の中心では

で三年という話が出ている︒三年というのは何だろう︒梶山さん

会があって︑古川さんが座長で︑沖縄からは私で︑田中さんで︑

ありますよね︒でも︑官房長官などが特別に話し合いたいといっ

はそれ以上のことを言わなかったけど︑たぶん︑その後の私の理

沢民さんを招毒すべきだと︒東アジアの緊張緩和のためにはそれ

て話す時は︑僕は一回も外務省の立会いを見たことがないです︒
何故か︑ちょっとわからないです︒

が出発だという言い方なんですが︑総理に会ったとき言ったこと

解では二〇〇〇年沖縄サミット︑それで︑同時に要求したのは江

吉元

それは︑梶山さんがつまり政府側のメンバーをお決めにな

佐道・何故ないんでしょうか︒

佐道

伊藤

吉元

しかし︑あのクラスになると非公式というのが正式だから

つまり非公式なあれなんでしょう？

こっちはそんなこと言ったことないですね︒

二〇〇〇年サミットを要求した後ですからね︒そのときなんか︑．

﹈九九七年に入ってからですね︒

これは一九九七年の話だな︑ちょっと後ですね︑この三年の話は︒

があるし︑私なんかも官房長官に︒その中で一九九六年︑失礼︑

吉元

﹁三年担げんか﹂と言ったときに︑﹁三年っていったら二〇〇〇年

ったと？

ね︒政治的な話は︒

だな﹂と︒そういう状況だなというような認識があるしね︒それ

そうですよね︑非公式に腹を割って話をするというあれで

佐道

で︑そのときに通常空港を一本造るのに︑五年で基礎調査をやつ

それはもう︑かなり厳しい話を︒

すよね︒

吉元

出来るよと︒それがどういう意味あるの？と言ったら︑それ以上

・て設計やって︑アセスをやって中断してOKするのに︑だいたい
三年から三年半︑四年かかるよと︒アセスで三年引っ張ることは

吉一兀

言わなかったですね︑梶山さんは︒︑それを言われてみて帰ってき

日本の政治の中では︑実はそっちが大事だと︒

話になったもんね︒梶山さんは︑官邸でやったんじゃないですよ

て︑スタッフと細かい話を繰り返し︑繰り返し︑梶山さんがいっ

佐道

ね︒飯を食いながら︒ちょっとしたところに招待されてね︒こん

たという言い方はしないけど︑考えていくと︑はっと気付いたの

たとえばの話だけど︑﹁海上基地を三年担げんか﹂という

なところでやっておるかと︵笑︶︒料亭政治というやつですよね︒

ということだったのかと︒そういう感じはしたしね︒

はやはりサミット後に最終結論︑それまではこれは吊るしておく
うん︑

それで話す︒古川官房副長官︑守屋さんが中に立っておると︒徹
底した話をして︒そのときに︑﹁三年って二〇〇〇年か？

一九九六年の一月の初めに総理が変わりますよね︒大田と橋本

会談がありますよね︒一月三十か三十一日に米軍基地問題協議会︑

ははっ﹂と笑っているわけ

です︒﹁江沢民さん呼んでおるか﹂と言ったら︑また笑っている

そこで基地返還アクションプログラムも正式に提出した︒それで︑

そうだな︒サミット要求した よ な ？

わけだよな︒﹁どうなるかは︑まあ今忙しいから橋本さん︑決断

ミサイルですね︒

二月か三月に台湾での︑例の一︒
佐道

しないのよ﹂とか言ってるのね︒

しかし︑橋本案が出たのが一九九六年四月でしょう︒もヶちょ

、
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このときに橋本さんが︑もう大変だと︒これは基地問題ど

いんだから︑呼吸合わせはしておると思ったんでしょう︒それが
ずっと続くわけです︒

吉元
ころではないと︒ものすごく顔色を変えて︑三月の下旬だったと
佐道

先生がその段階で︑大田知事に︑﹁普天間返還の県内移設

思うけれど東京に行ったときに︒私ははっきり言ったんです︑

いてね︵というような話で︒しかし︑そういうこともありながら︑

から﹂と︒たしかに第七艦隊︑空母が台湾海峡の北と南に張り付

吉元

那覇のあれは別としても︒

あそこまでは私．は︑時間的に無理だと思ったんです︒

那覇︑沖合い展開をした新滑走路の多機能集約型という構想を︒

れは昨日の話のいちばん最初に出てきた問題ですが︑たとえば︑

というのがあるけれども︑受けなさい﹂とおっ．しゃつたのは︑そ

いやこれはSACOは動かないんじゃないかという危機感を橋本

佐道

いや︑私はもう普天間の話は︑嘉手納のことが頭にあった︒

．﹁そんなの関係ないよ︒あれは別に本気でやっているんじゃない

さんは感じた節はあるんですよね︒だけど︑急遽︑例の橋本流の

吉元

もうそのときの段階から一︒

．やり方で四月の十何日かですかね︒

佐道

伊藤十二日︒

吉一兀

から︑基地が無くなるというよりは︑やはりどこかに移すだろう

たんです︒そうい︑つやり方で︑空けうと言っているんですね︒だ．

たと烹ば︑那覇の上之屋︑今の那覇の新都心と言っているけれ
ど︑米軍家族の住宅地だった︒結果的には嘉手納基地の中に移し

﹁退け﹂と・
︵米軍に︶言ったって︑退かんよと︒

﹁基地の整理縮小﹂とわれわれがいう言葉の中には︑集約

吉一兀

を前提として︑ ひとつずつ片付けられるやつは片付けていこうと︒

モンデール会談ですね︒その前日かその当日だったか．な？

大田知事に電話が来て︑それで県内移設︑どうするかコ返事を求
める︑記者会見は何時からと︒それで︑知事はびっくりして︑三
役が緊急に集められて︑総理からこういう電話があった︑どうし
ょうかと︒どうしょうか？総理がこういうものをやると言うんだ
ったらさせなさいよ︒なぜ拒否する必要があるか︒県内移設だか
何だろうか︑とにかく中身を出させないと︒その上での話だと︒

ん同席の上︑官邸で記者会見をやって︑あの発表になったんです

大田さんが発言しておったんです︒それを踏まえてモンデールさ

向きに受け止めたような形で電話を待っていたときにきたから︑

納村で海兵隊の都市型ゲリラ訓練施設をつくるために︑キャン

座り込み闘争をやって大変なところまでいったんです︒現に︑恩

ろうとしてつくれなかったんです︑反対運動のために︒長期的な

トナム戦争の最中でさえ︑具志川市の昆布という所に基地をつく

と︒それは新しい基地じゃない︒復帰前でさえ︑新しい基地をベ

ね︒それに対して︑大田はコメントを求められて︵まあ前向きに

プ・ハンセンの中ですよ︒軍用地の中に︒そこにつくろうとして

﹁イエス﹂も明確に大田は言わなかったみたいだけど︑それを前

受け止められるような発言につながったんです︒

．中止させたんです︒この村長は今︑県の副知事ですよ︒

も︑恩納村民が反対行動をして︑ブルを入れないし︑工事車両を

ここでひとつ受け止めないとどうなるかわからんと︒その三月の

だから︑ベトナム戦争の最中でさえ︑沖縄では新しい基地をつ．

普天間をどう動かすかという点で︑なんか考えなきゃいかんと

問題もあったりして︒だから︑イエス︑ノーをはっきりしている

くれなかったんです︒復帰後も都市型ゲリラ訓練施設はつくって

入れないし︑結果的に村長が先頭に立って︑機動隊とぶつかって

大田さんがノーといわなかったのは︵つまりそういう意味ですよ

ないんです︒つくれないんです︑物理的に︒もう県民が許さないr

いうのが︑知事の腹の中にも︑・きっとまだすわってなかったが︑

ね︒そういう意味で︑橋本さんに言わせれば︑﹁ノー﹂と言わな
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えない話なんです︒だけど︑基地の中に移すというんだったら︑

んです︒だから︑新しい基地をどこかにつくるというのは︑あり
吉一兀

伊藤

各省は次官ですか︒
いや︑局長クラスです︒

年︑一九九六年の九月十七日ということですが︒

この沖縄政策協議会が正式に閣議決定されるのは︑平成八

九月十日が総理談話ですか︒

佐道

さんがいわれるように︑沖合い展開のあれは︑スケジュール的に
吉元

﹁ノー﹂とは最初から言うなというのが私の考えなんです︒佐道
無理です︒もうとてもじゃないけど間に合わない話︒嘉手納基地

総理談話ですね︒
それで表明されて︒

佐道
吉一兀

はい︑実はその前の段階︑SACOや普天間の返還とかの

一方で︑一九九六年︑たとえば六月には︑自民党の中に特別調査

佐道

だったら︑カネの工面さえつけば三年で使えますよ︒中に入れる
そうやって普天間の返還という問題が出てきたりとかする

話はね︒

佐道

会が出来たり︑それから社会党の中にも︑同じこの一九九六年の

わけですが︑一方で前年の一九九五年から始まった基地問題協議

七月に沖縄総合振興本部というのが出来たりしますね︒結局︑そ

吉元

となると思いますが︒これは︑具体的には党にはどのように？．

ういうところとの調整といいますか︑あの意見の集約とかも必要

会ですね︒結局︑ある段階で基地問題協議会では不十分であると
基地問題協議会は︑あくまでも基地問題だけ︒沖縄の二十

いう形で︑やがて九月以降に沖縄政策協議会という形になって︒
吉一兀

九九七年かな？ 例の米軍用地の強制収用に伴う特記法の改正が

一

はここでは論議出来ないから︑新しいのをつくろうと︒村山さん

きっかけは一九九六年のその時期︑一九九六年かな？．

のときは基地問題︑これで走るから︒それを前提にしながら︑県

なされてくるんです︒首長が反対する︑大田知事がノーと言った︑

一世紀のグランドデザイン︑国際都市形成構想︑経済振興︑あれ

は署名拒否を続ける︒村山さんは︑大田知事を提訴する︒これは

仕事だから︑法改正して︑こんなものが県︑自治体と関係無いよ

また裁判かという話ですよ︒そんなのだったら︑元々これは国の

最高裁まで行く︒基地問題は橋本さんになっても続くのです︒
一方︑沖縄の二十一世紀のグランドデザイン︑国際都市形成構

想︑沖縄をどうするかという話は︑これでは取り扱わないことに

うにしょうじゃないかというものが出てくるんです︒
これに対し︑沖縄では反対運動が起きるんです︒こんなことを

佐道

そう︒橋本さんになって︑﹁これどうしますか﹂と︒そこ

別の問題だということですね︒

体が関わるべきだと︒それをやったんだけど︒結果的には︑政治

ももちろん反対するんです︒これは身近に住民と接している自治

すると︑何でもかんでもやられちゃうんじゃないかと︒大田知事

吉元

の流れは自民党サイドが︑さきがけもそれ以外にないと︒それで

なっているから︒

で︑塩川さんなんか政党サイドの役割が出てくるのです︒似たよ

顔ぶれは？

調べてください︒

策委員会︑これじゃ機能しないということになって︑主に基地問

ことになって︑従来あった自民党の沖縄委員会︑社会党の沖縄対

結果として沖縄の問題を基地問題だけに集約出来ないよという

たと思いますが︒．一九九七年かな？

社民党もついていかざるをえない︒・あれは一九九六年の国会だっ

うなのをつくろうと︒具体的な話になっていくのですね︒これが
伊藤

顔ぶれは総理大臣と北海道開発庁長官以外は全閣僚が入る

沖縄政策協議会として走ったのですね︒

吉元

わけです︒官房長官が座長で︑それに大田知事が入る︒幹事会も
同じ構造ですね︒
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橋本談話を前提にしたような形で︑対応する組織が出てくるんで

題だけやるから︒それで︑沖縄のこれからをどうするかという︑

でこれをやらなきゃいけないということで︑このような流れにな

うことで︑これはもう内閣でやると︒それについては内政審議室

し︑内閣を中心に基地問題も含めていろいろやっていくんだとい

ったと︒

吉一兀

そうですね︑全くそのとおりですね︒それが前提になって︑

す︒たしかさきがけでも出来たと思いますよ︒足並み︑三つが揃
それとの接点は？

えたと思います︒

伊藤

沖縄政策協議会をつくったときも︑開発庁長官はメンバーではあ

私が関わりました︒つくられるときには︑それぞれ事前に

吉一兀

ということが原則として沖縄がこだわった

るけれど︑事務局は開発庁でないと︒あくまでも幹事長が古川さ
んだから内閣でやる︑

呼ばれて︑話し合ったことはあります︒だけども︑その構成とか
⁝機能とかというところまでは︑私はタッチしないで︒まあ政党の

きましたけれど︒

わけですね︒それほどもめなかったんです︑これは︒すんなりい

意見のために呼ばれると？

佐道

問題ですからね︒

伊藤
それはないですね︒

ちょうど同じような時期なんですが︑五月に﹁国際都市O

吉元

KINAWA懇話会﹂という︒

沖縄がアルファベットで﹁OKINAWA旨と︒﹁国際都

これは何ですか︑どこのあれですか︒

．佐道

吉元

それはないんですか︒

ええ︑それは何度も言うようですが官邸ですよ︒それは政

伊藤

吉一兀

市OKINAWA懇話会﹂というのの設置要項というのを︒

策協議会とか︑基地対策協議会とか︑．このルールを外すと︑政党

が何を言い出すかわからんですからね︒これは橋本さんになって

吉一兀

一九九六年の五月三十日に︒

どこのあれですか︑記憶が定かでないので︒何月ですか︒

も︑ガンとして私は守ったんです︒このパイプは崩さんと︒これ

佐道

そうですが︑それの第一学派六月十一日に﹁国際都市OK

吉元俺のメモには入ってないな︒

佐道

来てくれということは？

佐道

吉一兀

沖縄ですね︒

政党がそれぞれ沖縄調査に来たりというのが頻繁にありま

政党の側からはどうですか︒

以外の話はしないという形で︒
伊藤

吉一兀
伊藤

ほとんど呼ばれたことはないですね︒だから︑さっき言っ

これは︑県の国際都市基本計画︑これをオーソライズする

INAWA懇話会﹂を開かれて︑意見交換をおやかになったと︒

吉元

吉元

した．ね︒

た梶山さんのあのグループ︑日本何とかをする会とか何とかとい

ために構想︑策定を︒これは十一月十一日に閣議決定しています

それはどこですか︑沖縄ですか︒

う︑自民党の中の議員連盟ですよ︒あそこに呼ばれたのが正式な︒

から︒そのために民間を中心にして︑県内で有識者を集めてつく

だから︑この沖縄というのをわざとアルファベットで﹁O

ったものです︑そうです︒

その種の議連に呼ばれたのはですね︒

ちょうど︑同℃ような時期なんですが︑これは昨日からう

佐道

佐道

KINAWA﹂と書いておられるわけですね︒
そうです︒

かがっている話で︑ある種確認にもなるんですが︑六月に内政審

吉一兀

議室に沖縄の米軍基地問題担当の事務局を設置するという話にな
りますが︑それは︑つまり開発庁がもちろん基地問題は触らない

7
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橋本談話の中に二十一世紀沖縄のグランドデザインと︑沖

する必要はないけれど︑大臣のところにも表敬しなきゃいかんし﹂

と言ったら︑﹁すぐ来い﹂と言うから︑飛ばして行ったんです︒

佐道
縄県が出してきた二十一世紀沖縄のグランドデザインを踏まえて

それで︑﹁実は⁝⁝﹂と話して︑﹁こういうことが出ておるよ﹂と︒

﹁聞いています︑調整しています︑ありがとう﹂と言った後で︑

という言葉をいわれますよね︒結局︑この段階ではつまり沖縄県
として沖縄問題について内閣総理大臣談話という︑二十一世紀沖

かい問題はその場ではやらなかったんですがね︒しかし︑この特

﹁それ以外何かあるだろう﹂と言うから︑﹁改めて来ます﹂と︒細

承知いたしておりますということで︑政府としてはこの構想を踏

別の調整費という五十億の話というのは︑かなり沖縄にとっては

縄のグランドデザインは沖縄県のその願いを聞いた構想であると
まえ︑云々ということになるわけですね︒つまり︑これは基本的

騒ぎい額でびっくりしましてね︒これを各省庁が狙ったんですよ

これでは少し揉め事が後で起こったんです︒当時︑下河辺さん

ね︑どう使うか︒

には﹁国際都市形成構想﹂なわけなんですが︑この談話の中には
﹁国際都市形成構想﹂という言葉は︑ある種固有名詞です

﹁国際都市形成構想﹂という言葉自体は入ってない？

吉一兀

などが十分裏ではツー・カーで関わっていたから︑このカネは勝

手に各省庁に使わさんどこうと︒沖縄ではこれに使うという形に

から︑県がオーソライズしないと使えないわけです︒

佐道

絞って︑三つか四つぐらい徹底的にさせていこうと︒私もそうだ

使えないわけですよね︒だから︑時間のタイミングの問題

でこの言葉になったということなわけですね︒

ったんです︒ところが︑官邸が︑内政審議室が︑先に走っちゃつ

まさにそうです︒中身そのものは︑ストレートにそれにつ

lo

佐道

クトを出してきて︑それが結局︑三十四項目のあれに集約をされ

に三つの作業部隊でやろうとされていたのが︑八十八のプロジェ

八十八のプロジェクトで︒最初は先生がおっしゃったよう

やつを出して来い﹂と言って︑バーツと集めたんですよ︒それが

沖縄から説明されたものを踏襲えて︑各省庁馬﹁沖縄に関われる

吉元
もうそれ以外はないわけですよね︒

て︑従来の発想で各省庁に国際都市形成構想︑この展開のために

佐道

だから︑その政策協議会にはまさに国際都市が必要だから︒

ながっていくんですがね︒

吉元
ということになりますね︒

そうです︒

佐道

■特別調整費五十億円

ることになるという︑それで十のプロジェクトチームが出来るん

このとき︑例の五十億の話が出るんです︑特別調整費です

吉一兀

ね︒

ですね︒これに外務と大蔵とか︑あと細かいところですが︑以外

に会いに行きましてね︵笑︶︒それは︑そのためにというよりは︑

吉一兀

ね︒やはり五十億の話です︒これを取るために︑噛本当は総理が約

むしろ大蔵大臣にしばらく会ってなかったものだから︑社会党の

の主要なところはみんな入ってくるという形になってくるんです

久保亘さん︑彼がやっていたので︒それで︑しばらく会っていな

くつかの部分は一これは大部分といっていいかもしれないけれ
ど一やるべき仕事︑やるべきプロジェクトを︑これを利用して

束すればそれでいいんだけど︑ちょっと念を押すために大蔵大臣

かったから︑﹁会いに行きたい﹂と電話を入れたら︑秘書官が取

先取りするというような各省庁の思惑が働いた部分もいくつか出

そうですね︑これは異様でしたね︒だから︑結果としてい

り次いでくれて︒﹁いや︑総理からそう言われたんだけど︑確認

8
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く規制緩和委員会を︑沖縄政策協議会の了解の下に走らせるとい

対応をさせながら︑私のところでは全県フリー・ゾーンに結びつ

ポートが出るのは一九九八年に入ってからで︒これは各部局との

きた︒しかし︑これが軌道に乗るのは一九九七年後半︑成果︑レ

ているというのが︑あとで県庁の対応させた各部局から出されて

では描いていたんですがね︒

ここに集約した共同作業というのが本来だったんですね︒そこま

集めて︑こういう沖縄国際都市形成構想︑こういう狙いだよと︒

枠組みで進めるべきだったんですよね︒そこに関係部局︑省庁を

吉一兀

佐道

の項目身体忙本当に多岐にわたっていますが︑これは結局︑企画

佐道

まり︑これはまずきちんとやってということが土台で︑これが真

産業︑振興に関する要望五項目を政府に提出されていますね︒つ

佐道

そうなんです︒そこがひとつの限界だったんですね︒この

そのはずだったんですよね︒

うのがあるんですね︒三か月か四か月ぐらいかかったんですかね︒

調整室の国際都市形成構想推進室が実質的に具体的な窓口で︑こ

ん中ということですか︑中心のテーマ︒規制緩和という問題が出

本来は︑その前のこれが出来る八月に沖縄県は規制緩和等︑

こが十のプロジェクトチームを相手にして議論されていることに

てくるわけですね︒

これは十のプロジェクトチームが出来て︑︑実際この三十四

層なるわけですね︒

吉元

そこまで細かい︑気配りに最後まで専念しなかったということが

その後︑相当指摘されたんですが︒結局︑そこのところが︑私も

吉元

伊藤

違いますね︑ここが問題だということは下河辺さんからも︑

当初考えたのと︑全然違うことになっていますね︒

これの受け皿が各省庁に振り分けられて︑そして国がやる通常の

吉元

をされていくということになるわけですよね︒具体的には︒

ら規制緩和委員会のほうもあり︑という形になって︑相当︑忙殺．

佐道

だから︑通常行う振興開発計画のプロジェクトみたいな形

吉元

で分散してきちゃったんです︒そのとおりでしょうね︒

あったかもしれない︒私が継続出来なかったところで︑少し野放

調整業務に入っていく︑それに対して沖縄がちょっと違うよ︑と

そうです︑それで庁内連絡会議を通じて︑関係部局との問

では調整するという形ですね︒

図にな瀕始めた之いう感じはしていますけれどね︒それは︑責任

いう歯止めをしきれなかったというのがひとつありますね︒そこ

てどうするかというのが︑実は描いた絵だったんです︒そのよう

つまり︑規制緩和の検討会をつくらせて︑それの結果を踏まえ

しては調査のタイトルに使いながら︑実態としては通常の部分に

十一世紀の沖縄のグランドデザインを頭に置いた部分を︑文言と

がひとつのポイントだと思います︒ですから︑各省庁は特定な二

結果的にそうですが︑内政審議室の中でチームが出来て︑

先生は︑特措法の問題もあり︑基地の問題もあり︑それか

転嫁になるかもしれないが︒

につながらなかったという︑そこに問題があるんですね︒

一

走るんですよね︒﹁

﹁

佐道づまり︑この三十四の項目で十のプロジェクトチームがあ︑

吉一兀．それを勝手にさせるんでなく束ねてね︒三つ︑四つの部会

て︑それを自主的に調整し始めたわけですよね℃

よ︑翌年度ですね︒これは推進計画と︑具体的にこの頃五十億の

六年の十一月ですよね︒その次に︑推進計画の作業に入るんです

るんです︒国際都市形成基本計画を最終的に決めたのは︑一九九

それにはひとつ問題があるんです︒われわれの問題がひと︑つあ

をつくったんです︒三つかな︒これが基本なんですよ︒それ以上

プロジェクトを結びつけるというのが目的だったわけです︒一九

って︑具体的な細かい︑各省庁から上がってくる細かな話があっ

分散しないと︒
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結果的には調査物は国際都市計画から出ておるけれども︑県庁の

す︒結局は︑それをかみ合わす力が沖縄県になくなつちゃつて︑

から︑この調査とこの推進計画とをかみ合わせる目的だったんで

にさせて︑これは一九九八年に成果物は出るんですが︑この段階

九七年に入って︑推進計画を四月から委託調査に︑同じ都市経済

佐道

して︑大田知事が敗北するんですよ︒

九九六年の八月三十日かな？ 最高裁の判決が出るんですよ︒そ

一九九六年のこの時期というのは非常に問題がありましてね︒一

吉一兀．この時期︑九月はまだ臨時国会開いていないですからね︒

伊藤

しかし︑．補正で組むとかなり急がないと︒

中でさえ一九九八年四月以降︑これが眠っちゃったんです︒推進

■海上基地を巡る住民投票

佐道

これはかなり力作ですよ︒一度︑都市経済から取って見て

一九九八年︑もう先生はいらっしゃらないわけですね︒

話ですよ︒この間で相当苦しんだんです︒県民投票の結果は想定

吉元

八月二十八日ですよね︒

計画がね︒

吉元

たけれどね︒ボイコットを自民党が展開したものですから︒それ

したとおりの結果になったんです︒やはり投票率は下げられまし

九月八日が県民投票なんです︒そして︑その直後総理の談

ください︒これを見てください︒

吉元

でも︑約六〇％︑五九・何％の投票率︒それで︑九〇％近くの基・

佐道見ました︒
ような形で︑どの領域を展開していくかということが一︒だか

地返還︑整理縮小と地位協定の見直しの支持があった︒これを力

そうですが︒これを見れば︑いわゆる国際都市形成がどの

ら︑構想があり︑基本計画があり︑そして戦略的課題︑政策課題

に︑それじゃもうひとつ戦いを挑んでいこうという前提だったん

その前に県民投票を入れようと︒ここはものすごく官邸の政治の

裁の判決がたぶんその後だろうと︑われわれは見ておったんです︑

ないというのがうちの弁護団︑県の弁護団の判断︒だから︑最高

邸の意向が入ったと思いますがね︒通常だとその時期に判決が出

ところが︑最高裁の判決が先に繰り上がったんです︒これは官

です︒

を立てて︑その上で推進計画の作業を入れたんです︒この推進計
画と五十億のカネがどう結びつくかという形で︑個々のプロジェ
クトと結びつきがあればよかったんですよね︒個々に結びつくま

結果的にはそのとおりです︒

そっちが先にいっちゃったんですね︒

での間に実務が入っちゃったんです︒
伊藤
吉一兀

これ︑その特別調整費というのはいつ使うんですか︒

力と︑沖縄の運動とが競り合った時期です︒私はその年の六月議

伊藤

会で︑連合沖縄の二月から始まった署名運動がまとまって︑大田

一九九六年の何月かに︒総理談話は九月十日ですね︒その

吉一兀

知事に条例制定の要求が出て︑それで与野党を調整した結果︑や

一の県民大会の流れがあるものですから︑﹁県民投票条例﹂を一

はり条例をつくるべきだということになって︑その前の一〇．二

ときに約束して︒だから︑その年の年末で︑次年度に措置された

補正か次年度ですね︒だから︑ちょ

次年度ですね︒では一九九七年に？

んですかね︒

伊藤

補正だったのかな？

九九六年の六月議会でつくる︒投票実施は県の仕事ですから︑県

吉一兀

っとそこは覚えてないから︑一九九七年の四月以降の予算になる

は補正予算を組んで六月議会に出して︑同時にいつ投票させるか

と設定するんです︒この設定と今いった最高裁の判決がいつ出る

か︑それとも補正で組んだのか︒ちょっとそこは記憶がないです
がね︒
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かというのが︑これが一︒

一九九七年になって︑十二月二十か二十二日辺りに︑名護市民投

よ︒知事にね︒最高裁判決が出たが︑それでもするなですよ︒そ

んです︒そのときに県民から出たのは︑﹁代理署名するな﹂︑です

だから︑九月八日の県民投票が︑その最高裁の判決の後になった

んでしょう︒まさかと思ったんですが本当に判決が出たんです︒

と国のほうはそれを先取りして︑最高裁の判決を八月中に入れた

後v上京して︑橋本さんに会って︑市民投票の結果を尊重するど︑

どう判断するか︑これが最後の勝負だと︒名護市長は投票日の直

結果として名護市長がどう判断するか︑それを踏まえて県知事が

ちが狙ったとおり︑仕組んだんじゃなくて展開のとおりですから︒

吉元

佐道

名護市民が︑﹁ノー﹂という結論を出した︒それは︑私た

十二月二十一日ですね︒

票が実施されたのです︒

うすると︑・これは明らかに法律違反だから︑これは知事が辞める

自ら条例を作っていながら︑尊重しないで︑﹁イエス﹂と︑﹁受け

結果的には投票日というのは︑予め告示するんです︑そうする

ということの選択しか残らん︒それでもいいかという話で︑私が

入れます﹂と言い︑辞意を表明した︒大田はそれを踏まえながら

・も︑なおかつ︑各団体︑政党などの意見を聴取した上で︑一九九

九月八日直後︑深夜まで政党や労働団体などと議論を徹底的にや
ったんです︑単独でね︒団体ごとに︒本当に徹夜状態ですよ︒終

が九月十日の総理談話につながっていくんです︒それで︑それに

で東京に行くんです︒そして︑総理と会って帰ってくると︒馴れ

案を市長がOK七て議会に提案した︒議会は与党多数であり︑全︑

の市長で︑市長与党が圧倒的多数の議会でしょう︒住民投票条例

だから︑国の場合は一九九七年の名護市民投票に向けて︑保守

っている︒

八年になって︑﹁ノー﹂と言ったんです︒この流れは国もよく知

は県が受け入れるということが前提だったんです︒もちろんその

わった後で知事に報告した︒知事は︑﹁総理に会う﹂ということ

間に︑事前に私は行っていますから︒

会一致で通したんです︒その結果に対して︑どういう読み方をし

九月議会前でしたが︑私はまだ県副知事でしたが︑この投票結

そういう意味で︑結果としてあのときに代理署名に応じた知事

果がどうなるのか︑官邸サイド︑さらには自民党サイド︑どう読

ていたか︑ですね︒すごい投票運動を国はやったんです︒それは

名したんです︒その後は私が矢面に立つんですが︒結果として︑

んどるか︑興味があったから︑官邸サイドに聞いたら︑﹁勝ちま

が問題だという批判が︑今日まで残っておるのはそのことなんで

私はそれが勝負どころではないと見ていたから︒勝負どころはも

す﹂と言う︒僕が︑﹁勝つよ﹂と言ったら︑向こうは︑﹁いや勝つ﹂

野中さんなんかも入ってきて︑いろんな大物政治家が入ってきて︑

うひとつ︑つまり海上基地の受け入れ自治体である名護市がどう

と言われた︒私が言っておるのは︑﹁いや︑これは投票になると

す︒私は︑最高裁の判決を無視して︑﹁ノー﹂と言って署名しな

するか︒これはもう議会で毎回論議しておったから︑第一義的に

必ず反対が多数になるよ﹂と︒そういう意味で︑私は︑﹁これは

それだけじゃなくて防衛施設庁︑施設局の職員を総動員して︑個

は関係市町村が︑地方自治体が自ら市民との関係で判断すべきだ︑

ければ︑rこれは明らかに法律との関係︑判決との関係で首長は辞

と︒それを踏まえ︑沖縄県は全県的な視野から︑関係団体や県民

そこまで追い込んだらノーが出るよ﹂と︒だから︑﹁私は勝つと﹂

別訪問もするんです︒それで︑勝つとみたんです︒

間の意見を聴取して判断するというのが︑この海上基地︑イエス︑

言ったんだけど︑﹁いや絶対に自信を持っておる﹂と︒名護市出

めるべきだと︒継続するとすれば署名すべきだと︒大田知事は署

ノーを巡る闘いですよ︒ですから︑一九九六年はそういう形で︒
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崖っぶちに立って国とのやり取りをしながら︑県民の意向を考え

縄の言葉で言えば︑﹁フチバンタ﹂という言葉があるけれどね︑

だから︑そこまで沖縄県との関係は本当に裏表の関係でね︒沖

ところがそうでなかった︒

たら︑こればこれで一件落着します︒それを狙ったんでしょうね︒

りがあったと思うんです︒市民投票のほうで︑﹁イエス﹂となっ

言っていたんです︒だけど︑もうこれで決着をつけたいという焦

か︑吉元さん？﹂と言って︒﹁きっとそうはならんでしょう﹂と

んです︒官房副長官の古川さんだけが︑﹁本当にそうなるんです

ておったんです︒官邸に行ったら同じような言い方をしておった

決着つけたい﹂と言ったんです︒同じことを自民党サイドは言っ

官︑彼の部屋に表敬で行ったときに︑彼は﹁勝つ﹂と︒﹁これで

身の国会議員︑衆議員である嘉数知賢さんが沖縄開発庁の政務次

たからね︒条例制定まで持ち込んできた︑市長のところで受け止

名運動が始まって︑条例制定の︒それは地域住民が自主的にやっ

吉元

伊藤

吉元

取っておいて︑そしていろいろ手を打つべきところは打ちながら︑

と強引にやるのではなくて︑も︑つちょっと長めのタイムスパンを

ておったと思いますね︒

いかみたいな話をされるわけですよね︒サミットまで見越しで︒

佐道

そこは︑やはり官邸じゃなかったと思う︒そう思いますね︒

吉一兀

そこはというのは︑つまり強引にやったほう？

落着点を見つけていくということですか︒

佐道

その住民投票までの持っていき方︒だから︑住民投票の署

なるという︑そういうパターンに見えますね︒．

一年前に県議会であったことです︒このときは︑九五年の県民

めた︑市長がどう判断するか︑ここからですよ︑問題は︒﹂

そうすると︑梶山さんなんかはその話ですと︑もうちょっ

そのとおりですね︒結局︑朝鮮半島の情勢を梶山さんは見

そこのところで︑先ほどたとえば梶山さんが︑三年担げな

ながら︑ギリギリのところで沖縄県は来ておるんです︒ところが︑

一挙にそれを︑その海上基地案に一挙に賛成まで持っていこうと
いう︑市民対策さえやれば︑という安易さが︑今日まで延びた理

らといって︑国のほう︑官邸が﹁大田と会わん﹂ということで︑

重する﹂と言ってきたんだから︒ところが︑﹁ノー﹂と言ったか

然のことで︑県や議会でも﹁第一義的には地元自治体の意向を尊

とだけど︑﹁海上ヘリ基地﹂に大田知事が︑﹁ノー﹂というのは当

だから︑その流れからすると︑今さら言ってもしょうがないこ

は︒条例制定の最終段階で︒それでも通った︒自民党から反対者

ら︑通るとみたんでしょうね︒退場者が出たんですよ︒本会議で

れが変わった︒それで︑革新の与党のほうが二︑三票多かったか

ら︑いわば東京︑自民党絡みになったんですね︒政治的には︑流

自民党は反対に回るんです︑いつの間にか︒ここは東京サイドか

整がすみ︑やろうと来たんです︒ところが審議の最終段階にきて︑

大会の流れがあって︑事前では︑自民党まで条例をつくろうと調

それで︑﹁大田つぶし﹂に入るわけでしょう︒結果として大田の

が出たが︑条例は制定された︒県が九月八日を投票日に設定して︑

由でしょうね︒

三期目がつぶれて︑稲嶺さんが当選し海上基地は無くなって︑埋

投票準備︑各市町村と調整に入る︑走る︑その中で自民党がボイ

コット運動をしたんです︑公然と︒投票に行くなと︒これは︑も

め立て方式が選挙公約として出てくるんですが︒この流れはまた

同じことに入っちゃったんです︒地元の意見はどこまで聞いた

う明らかに自民党中央との関係で投票に持ち込むと︑この流れか

埋め立てという違う中身が作られちゃって︑またすぐ始ま

の？

らするとどうなるかと知ったんでしょうね︒だから︑結果として

は投票率は下がって︑五九・六％だったかな？ それでいて九

っているでしょう︒どこか無理があるような気がしてね︒沖縄に
対する関わり方︑焦り︑組み立て方の雑︑カネさえ出せば何とか

222

pntE662iE7ii5ifiTe一
r−L

べきだと︒

○％近くが基地の縮小・整理︑地位協定の見直しに賛成だ︒やる

さん出るんです︒梶山官房長官は︑竹下派︑竹下さんが総理のと

吉元

めることとなるんですが︒

習したんだが︑なのに突っ込ませたでしょう︒投票に行かせた︒

この県民投票のことを知っておる︑︐反面教師として勉強した︑学

特別交付税の上積みの問題については︑何とか考えんといかんな﹂

山さんがそのこととの関連で私に︑﹁沖縄の市町村から出ている

きの自治大臣だったかな？

この経緯はこうですよ︒沖縄から特別交付税の要求がたく

その次に海上基地の問題でしょう︒自民党は当然沖縄も中央も︑

それは︑だから積極的に関わっ℃︑地域対策をやって︑そこで勝

という話をしたんです︒﹁それはどういう意味ですか﹂と言った

例の．一億円のふるさと創生資金︒梶

負をつけようという形に変わったんだと思いますよ︒だから全会

縄だけ特別交付税を上積みするというのもおかしいしな﹂という

ら︑﹁いや︑まあいろいろ方法を考えていかなきゃいかんが︑沖

議会が積極的になった︒それで︑投票に入ったんです︒あれだけ

話になって︒﹁それはそうですね﹂ということで︑少し考えてみ

一致で名護市議会はやったんです︒市長が積極的に条例を提案し︑

沖縄県にある国の機関の管理者は投票運動やっていますからね︑

たいという話が出るんですよ︒

それで︑梶山さんが出してきたのがこの基地所在市町村につい

とりわけ集中的にやったのが防衛施設局ですからね︒でもこうな
ったでしょう︒それで上手くいかなかったから︑今度は﹁大田つ

題が起こると︑一九九五年どころじゃなくなりますよ︒これは︑

なやり方で毎回くると︑どこかでもう一回爆発しますよ︒︑何か問

僕は政治的にはわかるんですよ︑このやり方は︒だけど︑こん

に私は賛成したんですよ︒ただ懸念したのは︑掴み金では駄目︑

市町村についてはなんか考えるということで案を出してきたとき

地との関係は︑．これは本土ではない沖縄の問題だから︑基地所在

分じゃない︒あれは十分な使い方は出来ないと︒むしろ︑米軍基

ては︑なんか目配りせんとおかしいと︒基地周辺整備資金では十．

今度は一九九五年は犯罪を犯したのはアメリカ人だったけど︑軍

きちっとした地域計画とか︑整合性をちゃんととった形でやらな

ぶし﹂でしょう︒・

隊だったけど︑今度何かあったら︑地位協定も運用問題も上手く

いと駄目という形にしたんです︒それで︑これは走るときにばも

うひとつ条件を付けたんです︒明らかに基地所在市町村の懐柔策

につながらんようにということで︑懇話会の人選は厳密に求めた
んです︒

だから︑沖縄ではマスコミ︑つまり琉球新報︑沖縄タイムスの

たと︒その一方で︑先生がおっしゃるようにかなり強引なことも︑

佐道

に準じた形で対応してもらρた︒それで島田懇が出たと︒ここま

うよヶな︑今の知事です︒こういう形で︒それで︑本土側もそれ

が︒そして︑労働組合の︑あるいは経済の点は経営協の会長とい

社長に出てもらったんです︒極めて公平︑公正にモノを言える人

党を中心にやり始めたというんですが︒一方で︑梶山さんのとこ

ではよかったと思うんです︒それは︑過大の期待を島田懇は与え

、

いかない︒おざなり︒結果的には基地問題︑動いていない︒バー
ツと重なってくる︒こういうやり方をもうやめようというのがあ
の取組みだったから︒にも関わらず︑．今回また同じような土壌が
蓄積され始めているというのは気になりますね︒

■島田懇談会設置の経緯

ろで︑島田懇が出来ますね︒これが一九九六年の段階なんですが︑

すぎたと思うね︒ここに問題があったと思うんです︒しかし︑作

すると︑沖縄政策協議会をつくって︑いろいろ議論を始め

これが具体的に基地所在市町村と直接つながっていろいろやり始

︑
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と言いながら︑今度は︑やれ

というのはおかしい﹂と︒さらに︑

私は﹁そのとおりだけど︑本当にみなさんは島田懇のカネの使い

つちまえばそうなるというのは︑最初からわかっておるだろうと
言えばそれまでだけれど︑結局︑また同じことになるが︑私のい

方というのは︑公平な形で出来るか﹂と︒これはハーバービュー

の地下の会議室で︑彼と論争したことがあるんですよ︒昨日︑鷲

ない後のことだから︒それはもう︑何ともいえない︒

﹁国が直接やるから︑県は関係ないよ﹂と言われたときに︑

尾︵悦也︶さんが同じことを言ってね︒﹁吉元さんに一回怒られ

か窓口をつくってくれませんかとなって︑プロジェクトチームを

とを市町村から言われて︑内閣府は県のほうで対応するための何

後になって︑県は関わっていない︑おかしいじゃないかというこ

ことがあって︑内々にプロジェクトチームをつくらせたんです︒

求したいけれど︑︵と市町村は︶計画を相談しにくるからという

の体質を知っていますから︑いくつかを除いては︒必ず何々を要

資金のやつはあるんですよね︒自衛隊基地を中心としながら︒こ

るのか︑そうしないと︒

つくって︑別個に何らかの仕組みをつくっておくということにす

だから何らかの形で交付税方式に変えていくとか︑特別な要項を

思う︒だったら︑﹁制度的﹂に何かの形に乗せるべきだ︒それは︑

ている︑今日的にね︒これは︑いつまでも続ける仕事じゃないと

ただこのことは結果として基地の無い市町村から逆に問題にされ

しかし︑もう少し時間が経たなければ何とも言えないのだが︑

たな﹂とか話し出していましたけれど︒

﹁わかった﹂と︒しかし︑私は企画調整室に対応するプロジェク
トチームをつくらせたんです︒必ず市町村は県に持ち込む︒自ら

表に出した︒今でもそれは続いているんですね︒
これが︑少し人的な問題︑解由︵晴雄︶さんに対する︑これ僕

れが不十分だからこんなことが起ごつてきたんですね︒

つくれないという力量を知っているから︒特に基地関係︑市町村

は個人的にわからないですが︑その後やめた後︑市町村の講演会

■副知事再任否決と官邸
伊藤

だから︑米軍基地に対する関わり方じゃなくて︒基地周辺整備

などに頻繁に呼ばれている︒その関係市町村の︑島田懇のカネの．

るわけですね︒

今のお話の最後の段階は︑吉元さんの再任問題の時期にな︑

も相当問題にされた時期があゆました︒私は率直に言って︑島田

吉元

使い方などを見てみると︑フェアじゃないですね︒マスコミから
懇は︑梶山さんが走らしたモノを︑少し広げすぎたかもしれない︒

整理縮小︑移す先の関係市町村︑そこの面倒までみるべきじゃな

こまでやるならば︑もっとSACOの最終報告に出ている基地の

をしたことがあります︒これは問題になった︒﹁あなたたちがそ

回目の沖縄での会議のときに︑夕食会に呼ばれて︑こういう発言

伊藤

吉一兀

しかし︑その官邸と同時に自民党の幹部との一︒

そのとおりです︒

けですよね︑まだこの段階で︒

と︑一方での官邸との関係︑これは一応ずっとつながっているわ

伊藤

だから︑一九九七年の六月議会で︑私の任期が十月の十六︑

からね︒

そうですね︑十月の十七日か十八日に僕は終わっています

そういヶ意味で︒

いか﹂という発言をしたんです︒そしたら︑当時の連合沖縄の会

吉元

これは︑前にうかがいましたけれど︑今までの流れでいう

長が︑﹁吉元さん︑この間言ったことと違うじゃないか︒あんた

十七日だったから︑九月議会で再任の同意案件として審議される︒

私は︑そういう意味で所在市町村の島田懇のメンバーとの第二

は︑米軍基地を抱えているからと言って特別なことを︑やるな
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けて︑そしてそれを通じて県議会︑特に自民党サイドを同意させ

の動向を把握した上で︑さらにそれを与党三党︵東京︶に働きか

で聞いたんですが︑官邸サイドが相当びっくりして︑沖縄県議会

・はいち早くマスコミが取材に来てわかるから︑私は結果として後

っと上手くいきそうもないよという話が出てきて︒それで︑それ

ると見られているわけだから︑これに食い込むためには︑知事を

を中心に官邸とつながっているって︑政治はそこで相当やってい

権党だといったって︑沖縄県知事がとられちゃって︑しかも吉元

関係︑それがことごとく︑いくらか中央とはつながっている︑政

たことが︑自分たちの勢力︑自民党内︵沖縄県支部連合会︶の力

員から聞いたけれど︑ところが沖縄の中で︑やはり知事をとられ

で︑いろいろ議員個人個人を説得されたということは︑県内の議

るような工作をしたと言われています︒同時に︑県内の経済界も

つぶさんといかんと︒そのために︑まずは目の前にある副知事を

そしたら︑いろんな意見が出て︑与党かちも出たんですね︒ちょ

総力を挙げて説得をしたという︒今の知事なんか︑﹁働きかけた﹂

りになっているんです︒

つぶすということから︑彼らが描いた戦略というのは︑そのとお

つぶすまではわかりますが︑つぶした後のことを︒

ということを本人が後で言っていました︒ですから︑そういう意
味では︑私がいなくなることでの問題に︑いちばん危機感を感じ

伊藤

二つありましてね︒一つはその年の八月の末あたりから動

きが出てくるんです︒一九九八年の八月末あたりから︒公明沖縄

吉元

特に官邸？

たのは東京サイドでしたね︒

伊藤

官邸サイドですね︒そのとおりでしょうね︒だから︑そう

が基地問題について大田知事に対する批判的な意見を出してくる

吉元

いう意味では名護の市民投票の前︑十二月︑直前でもありますね︑

どっちの面から批判的なんですか︒

んです︒

伊藤

ある種の危機感を感じておったかもしれませんね︑いろんな意味
で︒

がまず一つです︒﹂それで︑八月の末に大田知事に対して六項目の

あまりにも︑頑なだということで︑いわゆる海上基地につ

要求をするわけです︒その時︑これに対して知事が答えてないん

吉一兀

それだけ︑いろんな中央も︑ある意味では働きかけたりな

吉元

ですよ︒

伊藤

民党の幹事長ですよね︒彼が︑﹁東京が何を言おうが︑俺たちの

伊藤公明つ一

いては︑検討に値す惹んじゃないかというような流れです︒これ

目的は知事をつぶすことだ﹂と︒知事をとらないと︑基地問題に

吉一心

んかしたにも関わらず︒

しろ︑安保の問題にしろ︑小手先じゃ駄目だということで︑最初

で聞き逃しちゃうんです︒それで︑九月議会になるんです︒これ

その後︑今の那覇市長になっている翁長雄志さん︑当時自

に吉元をつぶして︑翌年の知事選で勝利するという戦略ですよね︒

が一つ︒そこで︑公明が大田知事どの関係を少し距離を置く理由

になったんじゃないか︑とも言われているんです︒

その要求に対して︒与党ですからね︑きちっと答えてない

それが本人の発言として出ていましたコ狙いとしては正しいと思
まあそうでしょうけれど︑やはり自民党の中の強硬路線が

いますよゆ

伊藤

しかし︑それはそれとしても︑もう一つあるのは︑一九九七年

の八月の末あたりから与党の一部で︑表向きは那覇軍港の移設に

突っ走ったんでしょうかね︒

吉元

ついて︑私が浦添商工会議所で講演をし︑やりとりの中で言った

どうなんでしょうかね︑そこのところはちょっと読めない
ですね︒東京サイドからのは﹁承認せよ﹂︑﹁同意せよ﹂という形
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とまってないのにという話で︒九月議会は明らかに共産党反対と

れは自民党さんのほうはそれに飛びつくことになる︒与党さえま

な︒それにつられて一︑二名︑与党の一部から抜けるんです︒そ

認めない︒これが理由で共産党はパッと抜けるんですね︒六名か

ど︑こ耽は議会でも論争になりました︒結果として吉元の再任は

の移設と同じだ﹂と言ってくる︒﹁全く違う﹂．と僕は言うんだけ

の話に対して共産党がものすごく反発するんです︒﹁事実上軍港

うわけにいかんと︑現にやっておるだろうという話をすると︒こ

の方式でも考えていいんじゃないですか︒そこまで拒否するとい

からね︒現在の那覇軍港はもう狭い︑浅いですからね︒今でもそ

理者が積荷の安全確認して利用させる︒船は大きくなっています

港湾は︒そして︑今でも．やっているように商港のバースを港湾管

のは︑﹁軍港の移設は認めん︒商港︑民営として造る﹂と︑那覇

が起こったんだと思うんです︒地元は三つの行政区は︑沖でなき

すのかの違いでもあって︒だから︑今回の場合も同じようなこと

もう少し幅を広くして︑その範囲だったらいいよといって見過ご

れでもないし︒だから︑それは時間的なものとして理解するのか︑

の違いではなくて︑そういう意味でのずれだと思いますよ︒ねじ

いうのは︑一部政党の中におけるずれというのは︑．基本的な路線

は平気で関係なくやりますからね︒僕は沖縄問題に対するずれと

たちの勢力拡大ですから︑マイナスにならんような形で紆余曲折

ートに直線的に効率的に進めますので︑政党はやはり絶えず自分

吉元

ますよね︒

伊藤

吉一兀

ているというか︑割れている形がありますね︒

やはり政権党といっても︑官邸はやっている仕事をストレ

僕はさっきのお話をうかがっていると︑強弱．がこう出てき

ありますね

いう形で︑数が足りない形で終わるんです︒

ゃダメと言っているにもかかわらず︑官邸で決めたのは︑リーフ

いやそれは沖に出していれば︑一兆円に近くなると︒このリーフ

十二月議会でもう一回出すと知事から言われて︑僕は嫌だった

んです︒だけど︑結果として今度は自民党が退場するという形で︑

に埋め立てをやったら三千億ぐらいで済むと︒カネの問題だとい

にボンと入れちゃつた︒これで今︑問題になっているんです︒誰

いわゆる成立要件が少なくなっていく︒本会議場から退場する︒

わんばかりの言い方をする︒冗談じゃない︑騒音はどうするか︑

んです︒それが前もってわかっていることだし︑また同じような

だから︑その過半数というのが厳しくなっていくわけだからね︒

埋め立てのために流れが変わる︑ジュゴンどうするか︑海藻どう

がそんなことを言ったのか︑﹁裏切った﹂と︑市長が矢面に立つ︒

というような形で︑結果はそのとおり十二月議会でも同意を得ら

するかと︒そういう問題は結果的にはカネで片付けるというので

ことで与党の一部が割れるのは嫌だった︒そしたら︑﹁いや与党

れなかったということです︒その間に九月も十二月も含めて︑官

しょうね︒そういう意味で︑やはりずれますよ︑それはね︒だか

知事が矢面に立つでしょう︒それは官邸サイドから見れば︑いや

邸サイドは相当な力を入れて︑．自民党を含めて集中的に沖縄の経

らそういう意味での違いだと思うんで︑幅の問題だと思うんです︒

は責任をもってまとめる﹂と言って大田さんは共産党説得に入る

済界︑および自民党の議員の説得に入ったというのをあとで聞き

伊藤
佐道

が否決されて︑そこから先パイプはどうなつちゃったんでしょう

プを非常に大事したいという意味だろうと思いますが︑これ再任

すみません︑官邸がそれだけ考えたというのは︑このパイ
ました︒

たりいろいろしたということですが︑しかし具体的には先ほどか

か︒

官邸も沖縄県の自民党議員に︑いろいろ説得の電話を入れ
らのお話のからみもあるんですが︑党と官邸が︑多少意見がずれ
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吉一兀

理しきっていたかな？

吉元

沖縄政策協議会は一︒︑
吉元

伊藤

二期という約束をやりながら︑三期目も出たわけでしょう︒

そうですね︒

三期目出ると決断したのは⁝⁝そこの本

いや︑どうなんだろうね︒そこまできちっと大田さんが整

終わりましたから︑その後は私は県庁の仕事をやっていませんか

音がわかればね︒そりゃ回答になるんだけど︒

佐道
やってますよね︒

翌年ですよね︒

結局︑十月中旬に十七︑十八︑十九日あたりに私の仕事は

ら︑その後は沖縄政策協議会もあったかな︒

吉元

伊藤

結果としては︒その間︑沖縄政策協議会もつまっておるし︒・

やっていると思いますよ︒

吉元

出るという話じゃハそれはどうなんだろうな︒そこのところはち

その年に二回ぐらい入れたかな︒たぶんあったと思います

伊藤

吉一兀
平成十年に再開していると︒

ょっと読めないですね︑本人じゃなけりゃ︒

それとのパイプを切られたわけでしょう︒単なる悔しさからまた

伊藤

先生がお辞めになった後ですか︒お辞めになった後はすぐ

ね︒

佐道

伊藤勝つつもりでもちろん立ったと思うんですよね︒
そりゃそうでしょう︒

には開かれていなくて︑翌年の暮れに稲嶺さんが︒

吉元

っしゃって︑それから梶山さんがいらっしゃつたわけですね︒と

そうですが︒

私がいなくたって組織はあるんだから︒

ころが︑一九九七年に月があれなんですが︑内閣改造︵※︶で村

官邸側でのキーパーソンとして︑もちろん橋本総理がいら

組織はあるでしょうけれど︒

岡さんに官房長官が替わる一1︒

佐道

知事もおるしね︒

吉元

だから︑それは逆にいえばパイプが無いという？

そりゃそうでしょう︒

ね︒

一九九七年の九月の末か十月の初めです︒総選挙の後です

︵※九七年九月の改造︶

だから︑私の後がすぐ埋まらなくても︑副知事はまだ残っ

吉一兀

そうですね︒

いや︑もっと前ですよね︒

佐道

ぐ出来るはずだけれど︒ それはしかし形式論で︒実際として相手・

佐道

第二次橋本内閣が出来たのはム九九六年の十一月ですか

やはり県庁の中でも分担を変えれば︑それはす

との関係でどうなったかという話でしょうね︒

伊藤

ているん．だから︒

伊藤

ら︒

それで︑一九九七年一︒梶山官房長官はまだやってます

だから一九九六年の︑違う︑一九九七年？

と思いますけれど︒これは︑しかし大田さんとしては吉元さんを

吉元

よね︒おそらく橋本さんと一緒ですよ︒辞めるのもそうですよね︒

はい︒長年築いてきたものを︑そう簡単に修復は出来ない

失っ﹁たとき︑どうなるかというそのこどを考えていたんですかね︒

吉元

だから︑一九九八年に入って去月かに総理が橋本さんが終わって︑

もう少し時間を重ねないと︑やはり年を重ねないとそこの

ところは出てこないでしょうね︑本人か与は︒難しい問題かもし

その段階で梶山さんも終わっていると思う︒七月十三日ですね︑

総理退陣は︒小渕内閣が三十日に出来ていますね︒辞意表明が十

れないですね︒

伊藤

三日で退陣が三十日ですね︒小渕内閣の成立ですね︒

これは非常に微妙な問題ですね︒微妙だとはお考えですか︑
やはり︒
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伊藤

十一月にはありますね︒

これ︑否決された後に政策協議会が行われているんですね︒

傍で解説してみたり︵笑︶︒そのうち僕らも︑ある程度だが梶山

佐道

先生からご覧になって︑橋本さんと梶山さんというのは︑

吉元

佐道

うね︒ところが︑実際のものごとをタンターンと重ねていくとい
吉一兀

さんの話はいち言ったら︑だいたい読めるんだけど︒

う能力は︑はるかに橋本さんでしょう︒それは何かというと︑議

きですね︒新たな振興策です︒そうですね︑これがひとつありま

これは︒

論が好きだということと︑官僚とのやりとりが好きだということ

す︒

戦略思考からすると︑はるかに何枚も梶山さんが上でしょ

でしょう︒しかも︑目の前で官僚を罵倒−罵倒じゃないな1

伊藤

十二月ですか︑村岡さんになったのは︒

ったんですか︒

それを出したときに︑それを推進してきた役者はいなくな

七日ですね︑第八回︒これは全県フリーゾーンを出したと

叱責するからね︒それはやはり仕事︑官僚の対応も早いでしょう
ね︒梶山さん的仕事というのは︑枠組みをポンと示して︑あとは
やれよというようなタイプだよね︒だから︑古川さんという人が
おって初めて活きてくるタイプです︑梶山さんというのはね︒だ
から︑梶山さんという方は一人でというよりは︑そこに﹁あ・う
ん﹂の呼吸で一緒に仕事をする何名かがついていないと︑あの人
要するにそれを具体化してつめて︑仕事にしていく︑とい

は光らない人じゃないかな︒

伊藤
う人ですねゆ

それは翌年？
これは翌年ですよね︒

でも︑橋本内閣のときなんですよね︒

橋本内閣のときに替わってる？

十二月ですよ︒そうですよ︑︵梶山さんは︶最後までいな

かったな︑ たしか︒なんかそういう感じがするね︒

のと言いたいよね︒こうやって決まれば︑あとはどういうやり方

なったらどうするかという話をね︒何であなたがそこまで考える

ら︑あまりにも細かすぎるのね︒こうなったらどうするか︑こう

物評価は出来ないけどね︒夜の部で橋本さんと話し合っておった

ある種スター性があるという意味では違う︒ちょっと︑あまり人

略的な発想は出来ないだろうな︑係長クラスの仕事しか︒でも︑

にトップになるというタイプじゃないなと︒橋本さんの場合は戦

ップになる人じゃない︒仕事をする人であるけれど︑カリスマ的・

中委員長が﹁全県フリー・ゾーンに行かざるをえないなと︑県は

するし︒事務レベルからもデータが上がっていきますからね︒田

したよと︒知事には︑常時報告されていますから︒私からも報告

こうですよ︑前回こうでしたよ︑終わりましたらこういう内容で

吉一兀

すね︒大田さんとはそこら辺の話というのは？

ということで︑ じゃもうこれでいこうという決断をされるわけで

くと︑

すけれど︑ これも確認になるんですが︑規制緩和を突き詰めてい

として十一月に出されるわけですが︑先ほどからのお話もありま

この全県フリー・ゾーンを︑こうやって政策協議会の要望

が出来るかというのは︑やる奴がやる︑という主義だけど︒好き

どうする？﹂と言われたとき︑﹁持ち帰ります﹂と言って︑私は

佐道

なんでしょうね︒ただ梶山さんの場合は︑酒を飲みながらもそう

大田知事に相談した︒大田さんはいの一番にやろう︑そうならざ

それは総裁選を見ておって気付いたんです︒梶山さんはト

だけれど︑モワッとした話しかしないですよね︒細かい話はしな

規制緩和委員会︑検討委員会で事前︑こういう議題︑次は

全県フリー・ゾーンになると︒これもやらざるをえない︒

い︒最初はあの人のほうから︑口から出ないですよ︒古川さんが

吉一兀

吉伊佐吉伊吉
元藤道元藤元
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いさせながら︑合意を取りつけるために︒十団体の長でなくてね︑

は無かったですね︒ただ︑知事を通じて経済団体︑何回か話し合

APECの話を含めて︒そういう意味では︑基本的な認識のずれ

くよという認識は︑詳細に知事との議論をやっておった︒まさに

いうこと︑また失敗したくない︒どうせアジアの中でそこまで行

ひとつは︑那覇軍港で始めたフリー・ゾーンが使えなかったと

かざるを得ないというのが︒

りと決断は早かったですよ︑全県フリー・ゾーンは︒そこまで行

地問題も関連しているし︒また部長から聞いたんでしょうね︒わ

に農林水産部長を呼んで︑いろいろ相談︑議論をしておった︒基

どうにかなるかという話だね︒それは︑大田さんは大佃さんなり

﹁るをえないと︒．中途半端は無理だと︒そういう結論をポンと出し
たんです︒それにしても摩擦は大きい︑農業団体︑漁業団体も︒

ばということで︑事実上の吉元はゴーのサインだと見て︑これが

らん︑民港だと︒バースは使わす︑港湾管理関係者の判断であれ

もうひとつ︑先ほど言った那覇軍港の移設との関係で︑軍港は造

けれども︑議論としては最後まで彼らはこだわりました︒それと

吉元

伊藤

吉元

伊藤

そういう意味では︑結果としては強烈に反対はしなかった

ノーですか︒

ノーです︒

こだわったというのは？

ー・ゾーンにこだわったのは共産党さんです︒

切り捨てにならないかという話で︒これは︑最後まで全県ブリ

吉元．いやいや︑農協団体︑漁協団体の問題ね︒つまり︑弱者を

■与党・共産党の思惑

の後︑マスコミにもそう書かれていたんです︒

大きな理由ですね︒全県フリー・ゾーンも理由にくっ付けたかど

だけど︑数からいえば自民党が︒

数名とね︒知事との話し合い︑何回か場をつくったことがある︒

その問題と再任拒否の問題はあまり関連が無いんですか︒

伊藤

もちろん︑全部が賛成すれば共産党六名がいなくなっても︑

うか知らないけれど︒ただ︑十二月議会に向けて︑知事が共産党

伊藤

自民党サイドから言えば︑彼らは賛成だからね︒

吉元

全体と話し合うのはもう僕の仕事じゃない︒特に農業団体︑漁業

吉元
賛成なんですか︒

反対しても︑そりゃ問題無いけれど︒そこが先ほど言ったように

県委員会︑事務所に行って議論したときに︑彼らが言ったのは那

伊藤

経済団体がまとまった段階では︑もうそれで行こうと︒二

団体とは差しで話し合って詰めていくという過程をやりましたけ

吉元

まさに自民党としては︑大田県政をつぶすにはここで吉元をつぶ

覇軍港問題だけだったんです︒それだけが理由だったんです︒そ

〇σ一年︑ちょっと早すぎるんじゃないかということで︑二〇〇

しておくと︒

れど︒

五年︒だから︑経済団体が二〇〇五年という形でまとまって県に

伊藤

それは吉元をつぶすという点でいうと︑逆にいえばそうい

出してきた︒県議会に参考人として呼ばれたときもやりますと︒

う数を見ればすぐわかるわけですから︑共産党はつぶそうとい
︑つ？・

それを踏まえて県議会もまとまったんです︒ですから︑それが理

由じゃないですね︒むしろ一 ︒

吉一兀

共産党は吉元がいなくなっても︑代わりを大田知事が出し

佐道

てくれればいいという話でね︒一期目に女性刮知事を大田さんが

時期だけを問題にしていたということですか︒タイミング
の問題︑実施の？

出してきたときがあるんです︒これは︑私がまだ県庁に入る直前
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任されないということが一回転って︑最初の︑大田さんが当選の

議会に出すんだけど︑出したら与党が反対しました︒それは︑信

まあそれはそれでいいでしょうと︒あとは︑与党調整しながら︑

の奥さんで︑歯医者さんだという︒それでいきたいというから︑

いたことのない名前だから︑誰だろうと思った︒琉球大学の仲間

でしたが︑事前に大田から言われていた︒僕は見たことない︑聞

すかね︒

伊藤

以上に警戒したということじゃないですかね︒

吉元

か︒

伊藤

吉一兀

いや︑それは違って︑吉元は駄目だよということで︒

それよりは︑まだ保守のほうがましだと︑こういうことで

それは︑私がつまり大田の後継ぎになることを︑相当必要

そのことでどういうメリットがあるということなんです

そうですね︑だから一︒

とき︒そのときの十二月議会で大変問題になりましてね︒

吉元

吉元先生をターゲットにしていたということですか︒

与党は賛成しなかったんですか︒

佐道

伊藤

吉一兀

吉一兀

大田さんは︑つまり共産党の方とは結構近かったという？

吉元

で大田さんもっぶすと︒

でも︑自民党の側からいえば︑吉元さんからしてその勢い

佐道
違いますね︒

ながら︑選挙で大田さんが負けた後は︑やはり吉元をつぶしたの

共産党は賛成したんです︒そこで社会党と社大党が猛烈に

反発した︒公明党さんも反発して︒与党の大部分が反対して︑結

伊藤

そう言われていた︒

局は同意出来ない︒

吉元

そうではなかったんですか︒

明党沖縄県委員会は大田さんの選挙運動に顔を出して演説はする

ね︒だから︑結果として大田さんの三期目の選挙というのは︑・公

大田さんの・三期目の選挙の一九九八年はもう明らかでしたから・

ど︑それを事実上もうそういう関係に︑自民党の問は︒ところが

が事実上︑だけど連立じゃなかった︑まだ自由党との問が︒だけ

すよね︒橋本政権が終わり︑次のステップに行く過程︒自公路線

少し大田さんとの距離を持ち始めたのは︑やはり東京との関係で

は必ずしも遠くはない︒だけど︑先ほど言ったように公明沖縄が

そういうのを通じて学会とは近いし︒公明党と大田さんとの関係

め平和運動のアドバイザーとか講師に相当呼ばれていますので︑

吉一兀

動にも真っ向から対立したし︑復帰運動の中でも私は若いときに

ごく私は反発して拒否したほうですからね︒徹底的に︒原水禁運

の沖縄人民党と共産党の労働運動に対する介入に対して︑ものす

らの闘いですからね︒労働運動の現場でもそうだったしね︒当時

吉元

伊藤

いや︑それは私にはわかりやすいんですよ︒一九六〇年か

そこは何と言われてもよくわからないんですよ︒

で︑吉元の話は最初から共産党はもうノーということですから︒

最初からずっと今日までこれからも続く政党間の話し合いの中

・ながら︑今度︑知事選の議論が始まって︑どうするかというのは︑

という話になるし︒共産党にしてみるならば︑それは別だと言い

ころが︑やはり吉元をつぶしたことが大田の敗北につながったな

が正しかったなと自民党は言うし︒大田さんの支持政党であると

だから︑一九九八年選挙が結果的に危ない危ないといわれ

佐道

けれど︑実働部隊は向こうということを平気でやつちゃったんで

事務局長をやったんだけど︑そのときにも強烈な反対がありまし

共産党と比べると公明のほうが︒どちらかというと︑学会

す︒

伊藤

まり琉球政府の労働組合の中では︑役員選挙で私に対する不信任

たからね︒その後︑労働運動の中では文字通り︑沖縄官公労︑つ

僕︑よく考えてわからないのは共産党が︑これは吉元さん
を自分たちがつぶすことになるわけですよね︒
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・ではどうしてもあの政党に妥協出来ないところが︑やはり問題に

は︑いちばん人民党サイドが多かった︒それは︑一連の流れの中

もう逃げられんぞと言って︑四年間待った︒そして︑もうそろそ

吉元

なったとき︑考えていたにも関わらず⁝⁝

吉元

伊藤

私が政策調整監として︑入ったときは一般職としての人事

副知事就任のときは？

金への影響の問題︑全部処理する仕組みをつくった︒条件整備し

たけれど︒出るまでの条件整備︑退職金の問題から一切合切︑年

ろ来年選挙ですよと︒再び行って説得した︒う一んとか言ってい

大田さんの説得では︑一回断られてね︒そして︑二度目は

なったんでしょうね︒それは復帰後もつながっているんです︒

だから︑文句を言わなかったようですが︒副知事をやるときは知

て政党や労働団体などの根回しを含めて︑全部事前に了解を取っ

表立ってはということですか︒

結果としてはね︒議会では反対しませんでした︒

ても︑県庁に入ってもらえばサポート出来るわけですからね︒

ゃないですかね︒だけど︑それはそれとしても︑別に三役でなく

︵私が︶いないと仕事が出来ないという感じは持っておったんじ

た︒政策協定までつくりました︒ですから︑そういう意味では

事には︑やはりひと言あった︒

反対はしなかった？

表立ってね︒

佐道︑まあそれはそうでしょうけれど︑最初から表に出るのはま
ずいということですか︒

しかし︑先生が入らないと二進も三進もいかない状況にな

っていたわけですね︒大田さんとしては︒

私だ︒だけど︑仲井間さんと最初からトラブって︑基地問題など

仲井間さんの名を出した︒仲井間さんを大田さんに会わせたのは

んから出てきたのは︑ 国とのパイプになる奴が欲しいと︒その後︑

女性にしたほうがいい︒ 次に︑私の名前をあげながらも︑大田さ

直後に県三役人事︑ とりわけ副知事人事の相談があった︒一人は

ということですか︒

言っていたけれども︑表立って反対はしなかった︑出来なか・つた

が︑このときは︑r共産党は裏では大田さんに問題だということは

佐道

も推薦して仲井間さんになってもらったということです︒

いうのが原則で︒それに相応しい人を選ぶということだから︑私

吉元︑いや︑そういう意味ではなかったですね︒国とのパイプと・

を巡ρてね︑やばり違う︒代理署名の問題から真っ先ぶつかって︒

吉元

結果的にそうなんでしょうね︒最初に大田さんが当選した

それで︑大田さんは二年後に替えたいと言って︑仲井間さんに通

事のすぐ後ろに座るんですが︑反対はなかったですね︒

吉一兀

告したときに︑﹁知事がそうでおればそれでいいです︒だが︑し

佐道

い？

﹁伊藤

この間に別に積もり積もるほどのことじゃないんじゃな

それが︑この段階になると︑ほかのいろんなこともやはり︑

そういうことですよね︒議会では政策調整監ですから︑知

その仲井間さんの後に先生が副知事になられるわけです

ばらく残してくれ﹂と︒植樹祭で天皇が来るので︑それまではや

積もり積もってきたということなんですかね︒

やりたいという本人の希望を入れてね︒四月の末の植樹祭

どうしてもそこまでやり た い と ？

りたい︑とのことであった︒

伊藤
吉元

吉元

すから︒やはり︑かなり原則に戻るんですね︑そういう話は︒県

それほど問題は無かったと思うんだけど︒ただ︑やはり基

を終わらせ︑六月いっぱいまで︒その段階で私︑は︑彼の後任とい

地問題に関すると︑共産党という政党の性格︑綱領に絡む問題で
いちばん最初に大田さんが吉元さんを考えたとき︑最初に

う形で知事から言われた︒

伊藤
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佐吉伊

道元道元藤

佐吉

が保守で三割が革新で︑それで後残った四割が浮動票と︒昔の言

分は保守で︑半分は革新ですよね︒もっと厳密にいったら︑三割

とえば共産党から出たとしても︑首長になったときには市民の半

知事︑首長というのは︑たとえ特定の政党から出たとしても︑た

通らなければ無いほうがいいと︒保守に取られてもう次また取れ

吉元

るよりはマシだと？

伊藤

やるのと︒この仕事︒それは当然見ますよね︒そこに対するね︒

ばいいという話で︒それはもう各県の首長選挙でも︒だから︑最

そういう運動体質を持ってないですよ︒自分たちの意見が

そこまではわかるんですけれどね︒だけど︑保守に取られ

葉でいったら無所属みたいなね︒こういう構造を頭に置きながら︑

これは政党の間尺では今まで描かれていないことですよね︒たと

でしょう︒だから︑政党の組み合わせも違って︑市民の政治的関

党という枠組みの違う︑民主党︑自由党というのが出てきておる

近になって共産党の市長がつぶれていくところがいくつか出てお

施策︑政策を展開して︑行政を執行していくという場合︑どこを

えば︑ちょっと極端な言い方だが︑二十年後の日本のあり方を描

心も違ってきた︒だから︑硬直しているだけにつぶれていくのは

るんですね︒従来と違う政治構造もある︒社会党︑共産党︑公明

いて︑具体的な政策︑立案をせよといったって︑︑国だって無理で

必然ですよね︒だから︑政党とか何とかって支持されない形の首

選択するかによって︑彼らは変わってくるんですよ︒県政の仕事︑

しょう︒それは自治体だってね︒しかし︑やらざるを得ない︒そ

長選挙がたくさん出てきた︒沖縄は︑そういう意味では少しまだ

特に基地問題︑あるいは経済政策二十一世紀のビジョンとなると︑

れは何かといったら︑基地があるからそれをやらざるをえなかっ

古いというのかな︒凍則的領域からは抜けていない︒政党が集ま

って次の候補者を誰にするかという︑そこで︒決まるまでみんな

たんですよ︒だから︑基地反対のためのものじゃなくて︑県民が
理解し︑納得し︑それで一緒に歩けるようなものをつくるとなる

黙ってみておる︒まだその域を脱しない︒それが︑沖縄的政治の

︵終了︶

仕組みなんでしょうね︒

ちょうど時間ですので︒

と︑必ずしも政党次元からイエスと言えない部分が出てくる︒そ

伊藤

このところで︑それが重なっていく︑進んでいくと︒しかも知事
のイニシアチブで進んでいるような形になっていくと︑次︑︑誰が
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佐道

吉元先生がいちばん担いでいるのは今は民主党なのです

つなぎ目になっているという︒

の緩衝地帯の役割︒

伊藤

■県内革新政党の相関図
伊藤
か︒

吉元

きのうのお話の中で共産党の話が出ましたけれども︑共産

党の中で吉元さんに同情的な部分というのは全然ないのですか︒

吉元

も出してないし︑ほとんどない︒労働組合は系列化されて︑全逓

いや︑民主党という組織は︑沖縄にはまだ県会議員を一人

イドとはそれほど仲が悪くないのですよね︒しかし︑あの政党は

とかNTT労組とかいろんなところは︑基地労働者の全駐労も民

比較的インテリゲンチャというのですか︑学者︑文化人サ

白黒レッテルを貼ればもう変わらんですから︒

主党支持労働組合なのだけれども︑組織上はそうだし運動方針上

でも︑六〇年代以来の因縁だとおっしゃいましたけれども︑

社民党に行くわけですか︒

伊藤

伊藤

まあ︑ほとんど︒

はそうだけれども︑沖縄はそうじやない︒民主党にはなかなか行

吉元

どうして民主党にはそんなに限界があるのでしょうか︒

やはりその六〇年代ころに戦った相手はまだ現在でも向こうのリ
もうリーダーはほとんどいないです︒

佐道

かないし︑転ばない︒

吉元
いないでしょう︒

ーダーなのですか︒
伊藤

吉元

伊藤

消えないどころか︑それを学習することによって︑当時同

そうですが︑継承されていますか︒

しかも改憲の動きでその方向に走るのか︒大体︑改憲の部分が県

主党が安保を容認し︑・もちろんそうであったら基地を容認するし︑

大衆党︑ローカル政党でさえ反安保︑反基地なのに︑どうして民

中途半端だというのが一つあります︒極端にいうと︑社会

じ若者で向こうのリーダーになったって︑僕らみたいにこのクラ

民的な体質の中からは︑﹁おかしい︒あの政党はけしからん﹂と︑

吉元

いないですけれども︑過去のそういう積み重ねというのは

スまで来ると︑やはり自分たちの勢力拡大からいうと邪魔な対象

こうなるのです︒安保問題というのはそれなりに緩やかな意識が

吉一兀

ですから︒革新という枠組みの中では共通に走るけれども︑それ

出始めているけれども︑憲法問題になるとちょっと許さないとい

消えない組織です︒

はローカル政党がかすがいとして中に入って大きくまとめている

う感じです︒

重いです︒それは戦後の憲法五十年余りの歴史の中で︑私

沖縄の中では憲法問題はそれだけ重い︒

たちは三十年しか憲法適用されていません︒まだ血肉につながっ

吉一兀

・佐道

うちの話であって︑そのローカル政党のそういう役割が薄くなっ
たり︑あるいはそういう役割を持たない領域になると︑ナマで社
共がぶつかってくる︒これが復帰後の三十年です︒
社民と共産もだめなのですか︒

ていないでしょう︒憲法適用外の二十七年間のそっくり同じ構図

伊藤

吉一兀

で米軍基地がそのまま来ているでしょう︒事件︑事故ばそのまま︒

比較的よくないです︒県議会では圧倒的に社民が革新野党
の第一党︑次は社会大衆党︑︑それに共産党︒こうなるのだけれど

保や地位協定はおかしい︒憲法違反だ﹂と我々が言っていけるの

つまり︑安保も地位協定も憲法も一緒に適用された︒﹁こんな安
かけは社会大衆党がやる︒共産党が動くより︑社民党が動くより︑

は︑ただ単に憲法との厳密な問題というよりも︑憲法が適用して

も︑なぜか知事選の候補者擁立のための政党間の話し合いの呼び
社大型が呼びかけて座長になったほうが隅というふうな形で一種
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1

ているのか︒俺たちの基本的人権さえ⁝⁝と︑こうなる︒これが

いない前からのものがそっくり持ち込まれて︑なんで今適用され

始めているけれども︒やはり︑今回でも︑例えば去年の参議院議

た県会議員が出た︒そういう意味では一つひとつそういう芽は出

させたのだけど︑共産党は対立候補を出して︑自民党と三名で争

員選挙のときに照屋寛徳さんを社民党系ということで二期目挑戦

そうですが︒それが︑社民党はほかの地域でほとんど消滅

そんじよそこらでは消えないです︒

伊藤

た︒だから有識者かち共産党批判が出て︑﹁こんなことをしてい

って︑二人の得票では勝っているが︑結局自民党が漁夫の利を得

たのではどうにもならんではないか︒那覇市長も負けだろう︒浦

に近い状態なのに︒

吉元

沖縄だけは旧社会党が残った社民党︒つまり︑衣は変わっ

たけれども中身は社会党という形です︒現に社民党の沖縄県連合

ということで話は始まっているけれども︑名前が出ると︑ポンポ

添も負けただろう︒四年前の知事選挙もそうだっただろう﹂とい

吉元先生はやはり社民党の系列だというふうに︒

ン︑ポンポン︒この政党が︑あれは嫌だと︑ここへ出すと︑これ

は今でも︑委員長︑書記長︑副委員長という職名なのです︒ほか

伊藤

それは根っこにあります︒復帰直前の第一回の国政選挙に

も嫌だ︒それで結局︑六〜七名の名前が出て全部つぶれされて︑

うような形で︑この際︑今回の十一月の選挙についてはそういう

吉元

まだ決まらんという状態が今続いています︒

のところはもう︑幹事長︑代表という職名になっているけれども︑

上原康助さんを出すときに当時の社会党は︑﹁党員が少ない︒三

伊藤

ことにこだわらずに一本化︑政党が譲って市民が支持できるよう

百名党員をつくってこないと公認しない﹂といって︑﹁ばかか﹂

よね︒

やはりまだ県民的な呼び名がそっくりその組織の名前として︑そ

といったんだけど︑この際一人出したほうがいいということで上

吉一兀

な人︑しかも保守に食い込めるような候補者を選ぼうじゃないか

原康助さんを出すためにそろって党員になったといういきさつが

縄は四年前の知事選ですから︑ここから出発です︒従来は︑私た

の支部規約も改正しないでそのまま︒

あって︒

帰後はそういう意味で政党の党員であった者については首長選挙

吉一兀

やはり中央の枠組みとそのまま︒

き算です︒単純な算術計算ですね︒何万票か動いたわけだから︒

ときも一緒︑そこがパタッと向こうへ行った︒その分が足し算引

ちと復帰運動も一緒︑平和運動も一緒︑基地反対県民大会を開く

そうですね︒構造的にいうと︑公明党が保守と組んだ︒沖

でも︑本当はもう今ごろ決まっていたら大分強いわけです

伊藤それが今でもずっと続いているわけですか︒

の候補者としては認めないというのが復帰後の日本共産党の沖縄

伊藤

続いています︒抜ける必要もないし︒しかし︑一時期︑復

県委員会の方針だった︒だから︑ずいぶんいい人材が首長選挙で

それが橋本︵龍太郎︶さんの最終段階から始まって︑小渕

年︒そして九八年の知事選では︑公明党さんが大田支持︒与党だ

︵恵三︶さんになった段階でガラッと変わってくる︒だから九八

吉元
そのために離脱してもだめなのですか︒

は候補者になり得ない︒
伊藤

﹁党員であった者﹂になるので︒

過去でもだめだということになるのですね︒．

は全部⁝⁝︒で︑選挙で大田が敗れ稲嶺さんが出ると︑与党とい

吉一兀

佐道

それを例外的に認めるべきではないのかという動きが出て

うことを利用して︒今はその構図で市町村首長選挙をやっている︒

ったから大田のところで演説会なんかに顔を出すけれども︑中身
吉元

一時期︑浦添市長選の統一候補に︑社会党︑社民党であっ
きて︑
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妙ないい方だけど︑公明党は向こうに走ったのだけど︑公明党は

それでも︑宮古と八重山︑石垣市と平良市為こ．れはまあいいです︒

したほうが︑いちばん国との関係︑財政︑公共事業との関係で食

に徹底的に︑我慢に我慢を重ねながら食うためにはだれを首長に

吉元

なものがありますから︒飯を食わせているやつが主人だ︵﹁物呉

結局︑沖縄県民の体質です︒振り子が振れるのと同じよう

関係なく我がほうが勝ってしまって︒向こうは乱立で負けちゃっ

いつなげるかという︑ある種︑明治以来の沖縄県民の体質みたい
公明党も沖縄全体の中では地域差がかなり大きいと・いう︒

た︒

佐道

ゆどう我御主﹂︶という沖縄のことわざもありまずけれども︒そ

ありますね︒私の出身地の八重山はひつくり返っても保守

てきたにもかかわらず︒でも︑土壇場まで追い詰められ︑追い詰

吉一兀
地域性があるのですね︒

められ︑何か起こるとバーンとバネが吹き飛ぶんです︒それで九

れはいちばん我々の先輩方が批判をし︑克服すべきことだと言っ

伊藤

それはどちらかというと公明党の組⁝織というよりは創価学

と一緒にはならんのです︒そういう体質︑地域性︒
吉元

五年のまさに少女暴行事件みたいなのがあって︒

ですが︒それで西銘︵順治︶さんを圧倒的に︑これだけすばらし

に戻ったというのかな︒むしろ私は中間に戻ったといっているの

もっというと︑八九年︑九〇年の冷戦崩壊で一つの振り子が左

会の青年部とか婦人部とか︑いわゆる創価学会のその地区の責任
者とかいうふうな人々の生き方の関係です︒

■大田県政の総括

い政治家をつぶしたわけだから︒それで当選し︑いろいろ問題は

拒否する︒署名しない﹂というところで決意する︒それは不動な

九七年に再任を拒否されて大田さんはつつかえ棒を失っ

吉一兀

決意を応援した︒そのかわり裁判受けるぞ︒いいよ︑最高裁まで

伊藤

輩を選対の責任者にぶち込んでアドバイスしながら︑大きな枠組

やるぞということも固めた︒まだこれをしないうちに少女暴行事

あったけれども︑大田が苦吟するなかで九五年の二十一世紀のビ

み等につ．いては大田さんの相談を受けたり︑あるいは当時の県の

件が起こった︒これを発表する︒県民大会と︑一連の流れですよ

て︑翌年選挙があって負けると︒その翌年負ける選挙には先生は

三役が飛び込んできたりという形で︑地方自治研究センターに私．

ね︒ですから︑ああいう事件があったからボーンと準備もなしに

ジョンを出しながら︑そして大田が腹をくくって︑﹁代理署名を馳

がおるころ︑そこに頻繁に相談に来ていました︒私はいちばん表

出したのではなくて︑準備されてきたやつがあの節目で加速した︒

どの程度かかわりになったわけですか︒

の仕事ではなくて︑情勢分析とか一種の市民の動向調査とか︑そ

県民も︑もう我慢できないと︑基地問題︑事件︑事故︑凶悪犯罪

文字どおり選対には私はかかわっていないけど︑むしろ後

ういうのでアドバイスしたり︑その結果︑分析をふまえて︑との

に対する反発が全．部一つに重なつちゃったのです︒だから︑保

る実行委員会に入ってくる︒右左問わず︑すべての団体が結集す

地域にはどういう手を打とうというふうなアドバイスをしたりし
そのときの予測ではやはり勝てるという︒

る︒あの県民大会はつくられていくのです︒しかし︑まさか本当

守・革新の県会議員の全員︑全会派が一緒になって県民大会をや
伊藤

私は最初から︑九八年大田が出馬表明した六月の段階から︑

たのです︒

吉元

を日米政府が夢にも思っていなかった節がある︒

に沖縄県民がそこまで開き直るというか︑立ち上がるということ
それは何ですか︒

もうそれは無理だということを強く意識していました︒
伊藤
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僕はそこはある種手抜きだったという気がする︒そういう中でボ

細かに沖縄を分析する︑情報をとらえる︑組み立ててみるという︑

いう意味では日米政府が事前に対応しきれなかった︒事前にきめ

政治的に安定した状況ではないですからね︒ですからまあ㍉そう

うときでしょう︒アメリカだって決してクリントンのあの時代は

佐道

大田がノー︑市民投票はノーという結論ですから︒

う意味では︑名護市民投票の結果は︑市長が結果的にはイエス︑

の勝負をするかというのはまだっくっていないわけです︒そうい

で︑押し合いへし合いが始まっておったわけだから︑どこで本当

日本政府がオーケーしてアメリカ政府に要求するはずはないの

日米政府と真っ向からぶつかっていくよと︒それは沖縄県だけで

て︑この処理を誤ると︑つまり名護市長と大田知事が別々の行動

ーンと出たものだから︒それはアメリカの東アジア戦略との関係

ね︒九七年の十二月です︒比嘉︵鉄也︶市長が十二月二十四日に

をとると︑せっかく沖縄がここまで持ち込んできて中長期的に︑

もあります︒朝鮮半島から始まって︑なかなかうまく︑どうもっ

橋本さんと会って受け入れ表明をして︑辞任をされる︒大田さん

日本の場合は︑細川政権がつぶれてその後の﹁自・社・さ﹂の

ていくかきちんとしなかったでしょう︒そういう意味では九五年

が海上基地反対を表明されるのが翌年の二月六日ですね︒その二

連立ですから︑ある意味では政治的パワーからするとごちゃごち

というのは︑県民の爆発もあったけれども︑日米政府も冷戦崩壊

日後が名護市長選挙で︑岸本︵建男︶さんが勝たれて容認のほう

アクションプログラムも含めて︑道筋をつくったにもかかわらず︑

後の一時期︑どう対応したらいいのかというアメリカ側の東アジ

に行くわけです︒まさに二月八日に名護市長選挙があるというの

ゃになって︑どうするかという話でしょう︒対応しきれないとい

ア戦略との関係を含めて少し落ち込んでいる︑戦略をつくり直す︑

はもちろん当然のことながらわかっているわけで︑それでその六

そこのところなのですけれども︑市民投票でノーが出ます

そういう問に沖縄が突出した︑噴出した︒そこなんでしょうね︒

伊藤

日というタイミングというのは︒

その後︑九六年︑九七年と大田県政が続いて︑これで非常

に安定したと︒

責任を感じて︑海上基地を受け入れますという市民投票とまった

が︑結果として市民投票ではノーという結論が出て︑市長は政治

・票の結果をふまえて︑受け入れを実質的に了解していた名護市長

はもちろん︑当時の与党︑地元からそういう要求があったからで

あったと思うべきでしょうね︒だから三日前なのでしょう︒それ

地にノーといっている玉城義和を押し上げるという政治的狙いが

るんです︒だからそれにタイミングを合わせて︑要するに海上基

挙では三日戦争というのです︒投票日三日前︑最後の総行動をや

虹そらく︑どうなんだろうね︒普通︑三日前というと︑選

く違う結論を出して辞める︒それからが大田知事の出方をどうす

しょう︒ただ︑いつ発表するかという問題は︑三日が早かったか

吉元

るかと︒大田はノーといったから︑それじゃあもうこれはつぶさ

遅かったか︑もっと遅くてもいいんじゃないか︑これはいろいろ

そういう見方をしておったのだが︑結果的には名護市民投

んといかんぞということで日米政府が沖縄のいろんな分野に手を

あったかもしらんけれども︒僕はその後橋本さんがマスコミにち

吉一兀

入れて︑そして反大田の体制をつくっていくのが九八年の二月︑

吉元

伊藤

私は見えていました︒私自身が官邸とのつながりを日常化

それはよく見えていましたか︒

たことがあるのです︒この問題をそういう形で使ったといってす

意詩的に政治的に利用したといわんばかりの発言をちょっとやっ

ょっとしゃべった言葉を今思い出しているのだけれども︑なんか

三月ごろからの急速な流れです︒

していただけにね︒ですから︑九七年の市民投票の結果をふまえ
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のでしょう︒

あ︑そう見られたでしょう︒また︑それが勝つ禿めの狙いだった

ごく大きく反発したというのをちょっと覚えているのだけど︑ま

るかというのが政治的話題としては⁝⁝︒議会の二月定例会も始

があるから︑当然のこととして︑もちろん知事選についてどうす

もう結論を出したわけだから︑その問題は一段落したという感じ

まる段階ですから︑と思ったのだけど︑知事サイドからそういう

大田知事三選に踏み切る以外に革新系には方法はなかった

伊藤

のはないしね︒むしろ二月議会というのは︑新しく一月下旬の臨

時議会で副知事と出納長の同意を求める︒それで新年度の方針に

わけですか︒

が︑依然としてそういうのは知事サイドからはなかった︒だから

対応するための議会ですからそんな余裕がなかったかもしらん

吉一兀

まあ︑大田さんがそのまま三期目に挑戦していくと︑国との関係

■再任否決後の吉元氏の去就
表が数名で仕組むのです︒普通︑経済団体会議というのは十名の．

などを含めて︑県内の経済界が支援するか支援しないか︑支持す

九八年の一月に︑実は私の慰労会というのを経済団体の代

団体ですから︑その嘉名がいつも集まる場所に集まって︒あのと

ばん苦しんだ時期じゃないかなという気がします︒あれ以降私は

るかどうかという問題を含めて︑おそらく経済界の皆さんがいち

﹁俺はそんなのは面倒くさいことは嫌だ﹂といったのだけれども︑

明確に︑﹁大田さんから頼むと言われたら検討はします︒しかし︑

きは八名︑農協と漁協はいなかったけれども︑それ以外は全部︒

｢や︑自分たちがお礼をするのだから﹂というから︑それを断

るわけにはいかんといって言った︒ハーバービューホテルの地下

んよ︒筋が違うだろう﹂と︒

皆さんから言われて︑はい︑そうですがというわけにはいきませ

がら︑海上ヘリについても投票の結果をふまえて県民的合意形成

う︒ましてや大田さんは皆さんとも相談しながら︑意見を聞きな

るから︑﹁この時期にイエス・ノーがいえる時期ではないでしょ

ったら大田さんから言われるのが普通という印象を僕は持ってい

いうことだったから﹂と︒それは経済団体から言われる前に︑だ

ました︒﹁吉元さんが三期には出てください︒もう大田がないと

ほうもそのほうがいいという形で︑逆に当時の三役︑大田さんで

ないかというふうなアドバイスがあったのでしょう︒大田さんの

なくバックアップしていけるようなポジションをつぐれるのでは

しくて︑吉元さんが出てくると国政の場で沖縄県の問題を切れ目

つてね︒それは既に社民党は大田さんにはアタックしておったら

といったら︑参議院に出てくれということで︑ウーンと迷っちゃ

山︵富市︶さんから東京へ来てくれということになって︑なんだ

そのうちに社民党の土井︵たか子︶さんから︑総理をおりた村

で和食の飯を食って泡盛を飲みながら話していたら︑本当の狙い
．は﹁頼む﹂という話だったんです︒露骨にそれは明確にいってい

をどうしょうかとしているのだから︑そういう最中にこういう話

はないけど三役のほうから︑﹁ぜひ出たほうがいい﹂というアド
バイスがあった︒

・は出ないでしょう﹂といったら︑﹁まあ︑それはそうだ﹂といい

ながらワイワイやっていたのだけれども︑これが一回目︒都合三

伊藤社民党のですか︒

県の三役からもね︒私もそれで少し心を動かされて︑どう

＼さんから頼むということで名簿順位一位と明示されて︑これは少

しようかなと迷っちゃって︒もっと早く一月末あたりに︑菅直人

・吉元

回あるのです︒三月までかかったかな︒今さっきの発表は二月六
日ですか︑二月の中〜下旬あたりに二回︑三回同じことがあるの
です︒

大田さんの心情からいえば︑県民に対する知事のメッセージは
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なしかいないよ︒ここはこんなにあるよ︒やろうと思えば﹂と︒

なんだね︒﹁いやいや︑それは筋が違うけれども︑社民党はこん

中は︑﹁なんで民主党から出るのか︑筋が違うだろう﹂という話

吉元

伊藤

それで迷っていろんな相談をしたのだけれども︑身近な連

それはもう絶対ですね︒

議員になりたいという人よりは︑どの政党から出るのかというの

え出せないという状況がまだ続いている︒それは何かというと︑

国政レベルで沖縄から一人も民主党から出せない︑県議レベルさ

言われるよといわれてね︒そうではないよといっても︒ですから︑

吉元︐いや︑それを言われましたよ︒組合の若い連中からはそう

佐道

伊藤

裏切り者になるのか︑という話になるわけですか︒

そうか︑裏切り者の仲間入りすることになるわけですね︒

し迷ったんです︒確実に一位ですからね︒

僕は菅さんとも鳩山さんとも︑安保の問題とか基地問題とか︑特

が絶えず県民の目にさらされる︑あるいは有権者が選択の基準に

する︒これは今でも続いています︒

別害毒とか︑わりと細かい沖縄の二十一世紀像の説明なんかをや
ってきているから︑ある意味では沖縄政策というのをワンパッケ

伊藤

仮に民主党から出ていたらどういうことになっていたでし

ージで民主党の中に持ち込めるという利点を感じておったのだ

後にさきほどいった村山さんの話があって︑これを相談したらみ

はいなかった︒結果として二度も菅さんの誘いを断って︒その直

ことは断られましたよね︒今度私からのことを断らんでしょうね﹂・

のです︒頼むと︒これはまた厳しかったですよ︒コ回菅さんの

吉一兀

ょうか︒

んなが︑﹁出ろ﹂ということで︒民主党から一位ではだめだけど︑

とまでいわれたよね︒一回呼ばれて︑鳩山さんと三時間ほどワイ

が︑だれ一人として︑﹁民主党から出ていい﹂というのは沖縄に

社民党だったら順位はわからんけど占うと︑バカかと言ったのだ

ンを飲みながら徹底して話し合ったんです︒そう大きな乖離はな

去年︑総選挙のときに鳩山︵由紀夫︶さんから口説かれた

けど︑しかし結果として出たのです︒

かった︒本質・的な部分で曖昧さを残しながらも︑﹁今の民主党と

社民党に対する沖縄のイメージというか︑社民党ならある

佐道

いう政党のこの枠組みしかできません︒それ以上のことは︑沖縄

県が懸念しているようなことは変えられません︒例えば九条の改

程度の順位でも当選するだろうとか︑そういうあれがあるのです
︐

正まで︑そんなところまで民主党はいけませんよ﹂という限界を

﹂

吉元

整理していた︒そういう意味では︑現実的にこの政党の力量から

O

民主党は改憲までやる︑しかも基地問題も曖昧だろうとか︑そう

してどこまで政策の枠をつくっていくかというのはあゐ種明確に

︑

いうのが払拭されない時期ですからね︒社民党だったら社会党か

把握して説明を淡々としておったので︑あ︑なるほどなと思った︒

力

らの流れで︑それはもう体質的に全部県民も知っているわけだか

ただまあ︑それが一つあって︑それを持ち帰ってきてみんなに相

いや︑それよりはむしろ県民的理解を得やすい︒つまり︑

ら︑という意味では理解しやすいということだったと思います︒

談したけど︑﹁またか﹂と言われてね︒だから結局︑衆議院選挙
民主党左派には社会党からの系統の人も入っているという

佐道

の問題もだめになった︒

今でもやはりだめなわけですか︒

ことでは説得にならない︒

佐道

ならんですね︒沖縄的な社会党から言わすと︑﹁あの連中

吉一兀

去年の参議院選挙の前に土井さんから︑﹁最後のお願いだ︒

一月に説得に来る﹂というから︑﹁いや︑来るな︒来ても俺は断

吉一兀

ああ︑そうですが︒

は裏切り者﹂になる︒

佐道
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るよ︒それは話がややこしくなるから︑俺が行く﹂と︑一月下旬
吉元

伊藤

そう︑それがないような感じがするね︒

こちらから枠組みをつくって︒

ったいきさつがありま七たけれども︑結果として土井さんとの話

たという話がバーツと出て︑﹁何を1﹂ということでみんなが怒

りました︒選対をやっている熊谷︵弘︶さんとの話しでそうなっ

から出るという感じの返事をした記事があって︑すごく問題にな

から働きかけがあった︒聞くところによると︑大田さんは民主党

を説得に入って︑大田さんが出たわけです︒大田さんにも民主党

あれは終わりましたから﹂と断った︒その後土井さんは大田さん

前は順位を決めたけど︑今度は得票率でしょう︒私は︑﹁もう︑

るつもりか﹂と言ったんだ︒結局は︑それは保証の限りではない︒

ていくというか︑沖縄が訴えてこられたもののままにしていくか

従来求められていた方向にあるわけですね︒ただ︑これを形．にし

と並んで沖縄の振興が組み込まれていくということです︒これは

土のグランドデザインが閣議決定をされて︑この中に首都の問題

これは従来要求されていたことですね︒五雲総の二十一世紀の国

別措置法が一部分改正されて︑・特別自由貿易地域の創設という︑

くるまさにその時期なのですが︑三月三十一日に沖縄振興開発特

て︑先生のところに県の経済団体が知事選の出馬の問題を言って

も︑九八年の例の知事の海上基地移設反対と名護市長選挙とあっ

佐道

■九八年県知事選の背景

に上京して土井さんの部屋に行って︒﹁出てくれ﹂というから︑
﹁あなたに口説かれて前も出て︑僕も嫌な仕事をして頭を下げ選

で社民党からという形で出た︒ですから︑衆参︑国政という場で

どうかとなると︑︑実はこれから大きな問題になっていくというこ

挙をやってきたのだけど︑今度また出て行って︑今度は何位にす

は魅力ないですね︒むしろ︑生きている自分の島に何を貢献でき

とだったと思うのですが︒

伊藤

参議院のうちの一︑衆議院何分の一︑まあまあ︑そういう

つまり︑議員さんになればワン・オブ・ゼムですよね︒

現でさせなかった︒もうちょっと大きかったと思う︒つまり︑規

吉一兀

実はその問題と関連あることをお聞きしたいのですけれど

るか︑役割を果たせるかというのが基本のような気がするのです︒

佐道

制緩和の検討委員会︑沖縄政策協議会の了解のもとに走らせて︑

特別自貿というのは︑もし私がおったとすればそういう表

ところですね︒

そしてあの経済政策をつくった︒その中には︑全県自貿を前提に

題︑もう一つは国際観光リゾート問題︒それのうちの自貿の問題

一遍首長に近い地位でいろいろおやりになったち︑とても

吉元

です︒これは︑まさに特別自貿も︑今ある自由貿易よりは内容的

伊藤

あれなんかを見ると︑僕らが取り組んだ五年前の話ですよね︒こ

には強化され︑場的にも大きくなる︑場所も違うけれども︑しか

して︑どうそれに近づけていくかという話が組み立てられた︒三

の五年間は空白になっています︒だから︑県政のトップに近いと

しそれも中身は同じ︑ほとんど変わっていないんです︒薪しくつ

じゃないけれどもまだるっこくてやっていられないという感じだ

ころでも︑﹁なぜ今まで進んでやってきたごとをつぶしているの

くる場所の埋め立てがすんで︑ここにつくるよと．いう場所を決め

つあって︑一つは自貿の問題です︒もう一つは情報通信特区の問

か︒遅くないから手を挙げろ︒発表しなさい﹂という︒今の県政

たから︑もうエリアを区切って︑そこにやるのには今と同じのを

ろうと思うのですが︒

は︑国の納得︑理解をしてもらう枠組みの中でしか動いていない

やったらまた問題になるから少し中身を濃くしょうという形でで

そうですね︒最近例の借名の知事が動き出していますね︒

ふしがあるものだから︒
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がもしおったとすれば﹂という表現をするけれども︑私はこの沖

緩和の田中︵直毅︶委員会の議論の結果なんです︒だから︑﹁私

きただけの話︒その話ではあまり意味ないよというのがこの規制

吉元

伊藤

そういうサインとして見るべきだったのでしょうね︒だか

あとは要するに︑大田さんの路線はもうだめよと︒

うふうな意味でしか私受け止めなかった︒

から何か沖縄のためにやらんといかん︒しかし中身は別よ︑とい

ら︑少なくとも今度の知事選が焦点ですよという明らかなサイン

縄政策協議会でそういう中途半端なことをさせなかった︒

でしょう︒

九七年の八月の段階で商都として出されたのが全県自由貿

佐道

佐道
易地域であり︑マルチメディア・アイランドの構想であり︑観光

地域がまず特別自由貿易地域になった︑マルチメディア．アイラ

佐道

吉元

出してあるわけですよね︒それがここでは︑全県自由貿易

それは沖縄政策協議会にも出してあるわけです︒

経済界の皆さん︑次はだれが出てくるのですか﹂﹁いやいや︑こ

吉一兀

このままの流れでいいのかみたいなことがあったのでしょうか︒

うことですから︑先生の出馬というのはやはりそういう問題も︑

その流れの中で︑その先の経済団体などの︑二月三月とい

リゾー︐ト基地の形成だということですよね︒

ンド構想とかそういうのが︑﹁沖縄の振興﹂という形で大きく︑

の仕事を実質的にやっている吉元がおるじゃないのか﹂と︒それ

おそらく︑論理的に整理するならば︑﹁大田は終わりだよ︒

ちょっと曖昧な形でいろいろなるようになってきた︒これは変わ

取り上げたグランドデザインの︑しかも沖縄政策協議会で︑そこ

くわけにはいかんから︑やはり沖縄からこれだけ出されて総理が

されて︑より積極的にというよりは無視して︑元のそのままでお

視されたなと思いました︒大田県政でやっていた仕事を全部つぶ

吉元

吉一兀

伊藤

が︑上原康助さんを口説いて知事に出すと︒

だけど︑本当かどうかわかりません︒新聞にはそう出ていたのだ

時︑東京サイド︑自民党サイドから︑これは野中さんがという話

四月に入ると私の名前が下旬からは社民党のあれに出ちゃう︒当

かもしらん︒で︑私が断った︒じゃあどうするか︒三月︑四月︑

で経済界が動き出したというふうなのが流れとしては読みやすい

で何かしなきゃいかんというならば︑一歩進めたという程度の話

がマスコミにバーンと載るのです︒﹁え︑どうして？

ったなという︒

であって︒﹁ここまでは認めるよ︒しかしこれ以上はこの県政と

田をつぶすんか﹂という話があった︒

いやもう︑変わったなどころではなくて︑確実に大田は無

は付き合わんよ﹂というような︑まさにこれはサインだとしか僕

ノ︐

佐道

保守の候補としてですよね︒
そうですが︒

上原さんは民主党に入るかどうかの瀬戸際だったから︒

結局︑上原康助さんの話が表に出て︑そして労働組合連合

党して民主党に鞍替えした︒しかし︑その直後に今度は自民党サ

ふうにみんながびっくり︒そのうちに上原康助さんが社民党を脱

沖縄の中でも民主党としてという話が出てきて︑﹁エッ﹂という

吉元

．伊藤

吉元

上原が大

上原さんが急遽知事の候補︑本人もその方向でという表現

上原さんを︒

は思わなかった︒あ︑これはうまくないなと︒本当に僕たちが狙
ったのは沖縄振興法の改正ではなかったのです︒もっと抜本的な
ものです︒極端にいうと︑全県自署の話だったら今度の法改正︑

︑

沖縄振興開発特別措置法の全面改正に向けて︑それまでにどうい
ポスト三次振計の︑ということですね︒

う形でつないでいくか︒
佐道

まったくその通りです︒この途中から急遽こういうのを一
︑部族改正ということで出してきたのというのは︑要求されている

吉一兀
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なかった︒

っと身近なところではあったかもしれませんけれども︑私は知ら

からはずしたのかどうかはわかりません︒筋を通すと︑橋本時代

ださいなのですか︒

伊藤

イドから上原さんのはしごをはずした︒これは民主党に入党した
はまだ自・社・さきがけの連立ですから上原康助さんを担ぐとい

でしょうね︒これはちょっと僕の時系列的な誤解かもしらんけど︑

から︒だけど︑民主党に入っちゃうと話が違ってくるということ

伊藤

県内は︒

吉元

大田さんは︑参議院選挙の問題についてはどうぞおやりく

うのは橋本政権としてもおかしくはない︒三党連立政権で一緒だ

民主党に上原さんが入ったために自民党が上原康助のはしごをは

たわけですから︑自分の後を誰に託すかということは何かお考え

むしろ積極的に選挙応援演説なんかも走り回ったからね︑

ずしたのか︑そこはちょっとわからんけれども︑いずれに七ても

があったのでしょうか︒

でも︑その前は大田さんは二期しかやらないと名言してい

その辺の動きは︒

それは新聞で見れば大体わかりますね︒．

はいかないと言ったとき︑そこで．一つ区切りをつけて︑自分が三

った職員の中では︑二月の﹁海上基地ノー﹂︑受け入れるわけに

そこは本当にわからんのです︒県庁内部で知事の身近にお

伊藤

その後︑上原康助さんの話が急にしぼんでいって︑本人も

吉一兀

吉元

が︑ささやかれていたが︒しかし︑これもそれぞれの感じですか

期目にという決意をする節目になったのではないかということ

ら︑職員の受けとり方の問題ですから︒

もう出ないといった︒それで今度は大田の話が︑初めてそこで大
そうですね︑出馬表明は︒

佐道

田の意思が前に出てくる︒だから六月じゃないですかね︒
佐道

その間にまだずっと時間がありますから︑変な話ですけれ

かけというふうな︒

海上基地反対表明を明らかにするということが一つのきっ

伊藤

いや︑そのときはもう私は社民党の指示で参議院選挙の選

ども禅譲というような動きはなかったのですか︒

吉元

余裕はないです︒もちろん告示されていないから法的にはまだ候

う危機感じゃないのかなという感じはするのだけれども︒常識的

結局は︑自民党に渡すと︑保守に渡すとこれは復活されるぞとい

そのことによって︑自分で三期目を戦って︑三期に：：：︒

補者ではないけれども︒だけど︑最初に﹁大田さんありき﹂がも

にいくとそういう感覚になりますよ︒せっかくここまでやったの

吉元

う始まっていますからね︒逆に言えば︑それが明らかにわかった

に︑という︒

・挙運動で北海道から鹿児島まで走り回っていますから︑もうその

からこそ決断をしゃすかったんじゃないかという気がするのだけ

佐道

さきほどの経済団体連合会ですね︒農業団体と漁業団体を

れども︒

除く代表が︒

先生のところに出馬の打診をされてきたということですけ

数名でしたね︒⊥ハ〜七名かな︒

吉一兀

大田さんは三期目で回るという気持ちは内々的には伝わっ

佐道

佐道

ていたわけですか︒

れども︒

なかったです︒私は参議院議員の社民党に考えましょうと
いって四月の下旬あたりにゴーのサインを与えたときまでは︑大

吉元

吉元

田さんはまだ表明されていないし︑大田さんサイドもはっきり大

かし︑口を揃えていうというのはある種打診でしょう︒

それが正式な打診⁝⁝︑まあ︑ああいう場ですからね︒し
田が三選挑戦という表現はだれもしていなかったし︒しかし︑も
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てきた全県フリー・ゾーンの問題を中心にした国際都市形成構想

佐道
佐道

吉元

佐道

いや︑国政でもそうですけれども︵笑︶︒

でも︑あの人は沖縄ではまったく存在感がない人ですから︒

仲村正治さんですか︒

ぶち込まれてきて︑それで三々五々集まって打ち合わせしながら︑

をするということは沖縄では一〇〇％ないです︒東京から何かが

種の問題で経済団体の親分衆の出方を見ていると︑自主的に何か

団体の彼らが動き出したと見るのが普通でしょうね︒過去のこの

していったほうが︑というふうなアクションが当然出たから経済

サイドというのか︑そういうところがら︑結果的には吉元が継承

に言うならば︑政治的に読むならば︑官邸サイドというのか東京

吉元

ないのが沖縄の政治的リーダーとしては多かったのではないでし

吉一兀．自分の限界を悟りきれない︒最も人間的な次元を抜け切れ

伊藤後継者を育てるというのは難しいことですよね︒

吉元

すか︒

佐道

認識はだれも持っていない︒

声もでかいし︒でも︑県民との問で彼が保守のリーダーだという

回っているのは︵下地︶幹郎さんでしょう︒確かに光っているよ︑・

それはつまり︑これまでやってきた県が政策協議会にかけ

も︑やはりここまで来た以上これをもっときちんと推進させるこ
吉一兀

強力なてこ入れを中央からされながら動き出すというのが沖縄の

ょうか︒そういう意味では︑屋良︵朝苗︶さんなんていう方はあ

あとは二回生だけど︑マスコミを賑わしたりあちこち飛び

とが重要だという認識で経済団体の代表がまとまっていたと︒

経済界のパターンです︒それから見ると今回の場合も︑彼らが自

る写すごいと思う︒﹁私はここまでしかできません﹂と︑明確に

そう見るのが普通かもしれませんね︒でも︑もっと積極的

主的に集まって︑大田知事がおるにもかかわらず︑﹁次はお前だ

線を引いて︑それで本当に終わる︒ちょっと私がこういう形で批

そういうことが一つあります︒

それは西銘さんが後継者を育てなかったということなんで

よ︑頼むな﹂という︑そんな勇気のある連中ではないよね︒

判するのも問題かもしれませんが︑批判という意味ではなくて︑

佐道

職員会がずっと担ぐものだから切り替えのチャンスがなくなって

と言っているにもかかわらず︑しかもバックアップ組織である教

引き際が悪かったなと思うのは喜屋武真栄さん︒もう終わりだよ

合会︑商工会︑いろいろございますね︒その長という名前がつい

ずっと来ちゃった︒ですから︑屋良さんのいちばんの教え子であ

■県民的なリーダー

ているだけではなくて︑そういう名前ではないのだけれども隠然

る喜屋武さんでさえ︑そういうところまで走っちゃったでしょう︒

沖縄の場合には︑例えば経営者協議会とか沖縄経済団体連

と力を持っておられる方︑四天王とかいろいろいらっしゃいます

その後︑革新の中ではいいリーダーがたくさんおったけど︑共産

党の瀬長亀次郎さんなんか病気で倒れたりして︑そういう方々は

よね︒やはりそういう人たちのほうが力はあるのでしょうか︒

吉元

おるけど︑やはりいないですよね︒

ね︒九〇年代に西銘さんがいなくなってしまって︑国政に一時期

そうですよ︒どちらかというと沖縄の政党というのは︑特

に保守の場合は西銘順治さんが亡くなった後は県民的なリーダー

佐道
伊藤

出られまずけれども︑保守はいなかった︒では︑革新のほうのま

西銘さんは八○年代の沖縄の保守のトップリーダーですよ

の役割を担う者はいませんからね︒

吉元玉がいません︒強いていえば︑古いという︑回数は重ねて

とめ役になるようなリーダーというのは︑これも例えば政党とい

玉がいないということですか︒

おる仲村さんがおるけれども︒
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吉元

本人が︑もう沖縄におっても自分の役割は無いと︒復帰直後から

二度︑そのチャンスをつぶされたといういきさつがある︒そこで

党の沖縄の委員長で︑つぶしにかかるという状態になって︑一度︑

地域運動にしろ︑住民運動にしろ︑自分のテリトリー︑自分の領

吉元か仲吉か本部に来てくれと中央から求められていたから︑私

うことで言えばいらっしゃらなかったと思いますか︒

域の中では一所懸命やる︑で終わる︒それ以上はやらない︒役割

はもう沖縄で最後までということで︑仲吉のほうはそのときに自

いないですね︒沖縄の労働運動にしろ︑政治活動にしろ︑

が違うという認識があります︒これは県民性も一つあるのです︒

治労中央本部の副委員長に行きました︒

その後︑全国闘争の︑平和闘争︑反基地闘争などのリーダーに

前に出て行って︑﹁俺が﹂というのば沖縄ではなかなかないので
す︒

しながら︑国政レベルの仕事をさせながらという育て方をみんな

ほかの県でも多かれ少なかれそうだと思うのですけれど

す︒じゃあ︑仲吉さんを連れてきて彼を出そうとした︒当時の県

伊藤

吉元

労協はオーケーした︒教組がオーケーした︒労働団体は全部オー

でしておったのです︒それなりに育っていた︒西銘知事が三期目

も︑やはりそういう雰囲気で育っていないでしょう︒学者で︑大

ケー︒政党もオーケーした︒最終段階で共産党がノーといってき

も︑この場の要するに殿様になって終わりと︒それで︑大凪さん

学の中で︑生徒とのつながりでしか︒せいぜい引っ張り出しても

たのです︒それでつぶれるのですね︒それ以外に︑共産党がノー

に入るときの選挙で︑大田さんを説得したらノーと言われたんで

こういうものを頼んでしゃべる程度の話で︑↓方的にしゃべる話

といった理由も決して思想的な問題ではなくて︑プライベートの

も自分の限界をわからないと︒

です︒あとはといったら︑学者生活の中で本を読んだり︑新聞︑

問題もあったけど︑とにかくつぶれちゃつた︒

皆さんを前にして言ったら怒られるかもしれないけれど

そのくらいを見るくらいじゃないかなと思うよ︒そうするとやは

伊藤

ない︒これでずっとやってきましたからね︒

みち勝て早いよと︒保守と全面対決のなかではそれでないと勝て

のがありまして︑ここで統一候補をつくる︒そうしないとどっち

ですから︑沖縄のこの種の問題というのは︑国政レベルは政党

限られた地域ではなくて︑沖縄から全国を見て︑あるいはもう少

伊藤

り範囲が︒だから結果的には僕たちが引っ張り出して︑この人を

し広い地域を見てという︑そういうリーダーがなかなか生まれに

吉一兀

同士でやるからいい︒沖縄での首長選挙︑．知事選まで含めて︑政

くい︒それはどこだってそうですよ︒

う意味では公明党と同じくらい取るのです︒

説得してみようと組み立てていくでしょう︒そういう仕事をやる

吉元．一人︑意識的にリーダーとしてつくった︒自治労本部の副

二万票︑三万票の差で知事選が勝利になりますものね︒

党も反自民でずっとやってきた︒復帰前から革新共闘会議という

委員長までいったのです︒仲吉良新といいますが︑私が官公労時

佐道

そうです︒

やつは多いです︒

代の書記長︑彼は委員長をやった︒復帰後も︑自治労の委員長︑

吉元

キャスティングボードを握っているようなものだな︒

結局︑修羅場をくぐって伸びてくるっしかもその修羅場が

県労協議長をさせながら︑そして︑近い将来の知事候補というふ

伊藤

そうなんですよ︒今の自民党さんは公明党の票をとらんと

︐

やはり三筆から五万︑四万近く確実に取るのです︒そうい

共産党の力がなければ勝てない︒

うにつくっていたのだが隅次に国政に出るか知事候補に出るかと

吉元

いう悩みのゴタゴタと︑既に国政に出ていた上原康助さんが社会
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負けるとはっきりしている︒わがほうも共産党が来ないと負ける
共産党がイエスといわない候補者はなかなか立てにくいと

というのがはっきりしています︒

佐道
いうことになるわけですね︒

ほのめかしも何もなし︒すみません︑この問題はちょっと

■沖縄の﹁夜の部﹂
伊藤

厳しいからまったく話題を変えてしまいまずけれども︒

よく泡盛を飲みながらお話しをするということがございますよ

ね︒私にも内地の地方でいろいろ話しを聞いていると︑政治家は

去年の︑照屋寛徳参議員の二期目も共産党が対立候補を出

大体こういうところに巣があって︑この政治家はここに巣があっ

吉元
した︒自民党一人に公明党がついているから︑社民党の照屋寛徳

ら︑講演へ呼ばれて必ず地域で言っているのは︑﹁言い古された

い立場でも︑アフターファイブは別だって︒別に上司乏も付き合

るかに個性的ですよ︒一緒に政党や一緒に仕事をやらざるをえな

吉元

てというふうなことを聞きますが︑沖縄の地方政治の場合にはど

と共産党も出て︑両方を足したら軽く上回っているんですよ︒

言葉だけど︑政治的統一戦線をもう一回やれ︒自由党だから嫌だ

わんしね︒そういう意味では︑わりと自分たちが行くところは︑

共闘していれば勝っていたのに︒

というなと︒民主党は当たり前だろう︒もう兄弟と思いなさい︒

知事が行くところはあっち︑だからあっちへ行かないとかいって︑

佐道

せめてそれで反自民でまとまらんと︑それでも公明党さんが向こ

それぞれ別々です︒

一うなのでしょう︒同じ泡盛を飲むといったって︒

うにつくのだから勝てるかどうかわからんけど︑これが出発じゃ

伊藤

そうそう︒それで私はこの四年間あちこち全国まわりなが

ないのか﹂と︑ものすごく厳しく主張してきたのです︒この何カ

吉一兀

吉元

月か前から小沢一郎さんがそれを言っているのですね︒だから︑

ないです︒

それぞれアジトは別ですよ︒趣味の違いは沖縄のほうがは

そういう意味では沖縄のやり方というのは確かに人を選ぶ視野が

そのなかで︑共産党と民主党とは違うよと︒いわゆる野党の中に

らば︑原点としてはるかに全国よりは一歩先に行っていると思う︒

という形でずっと対立していく︒このことを一種の政治というな

いう県民の認識︒物事を曖昧にしないで︑真っ向から保守︑革新

伊藤

りそんなことはやらないです︒もっとも仲間だけだったら別です

伊藤

じゃあ︑交渉ごとというのがあるじゃないですか︒

よ︒昼の延長線上をやりますよ︒

吉一兀

それは持ち込まんです︒不思議なほど︑沖縄ではそんなの

しかし︑この夜の部で結構いろんな話が︒

細かくばらばらがありすぎて︑ここでの議論が復帰後三十年にな

吉元

そうですね︑夜の部というのは本当に一緒に飲んだことは

じゃあ︑大田さんなんかと吉元さんは全然別︒

若干狭くなるのは欠点だけど︑しかし︑それでないと勝てないと．

ると東京からのつながりにものすごく影響されている部分がかた

は持ち込まんです︒仲間同士のやり方はやるけど︑まったく違う

伊藤

きのうの話で︑東京へ行って︒

それを非常に珍しそうにおっしゃったので︑あれ︑じゃあ

吉一兀・あれは向こうの体質がそうだから︒

伊藤

部分がね︒

いや︑そこがおもしろいんですよ︒出ないんです︒あんま

くなになったという問題はあります︒でも︑まだ集まろうという
大田さんの頭の中には吉元さんの名前は出てこなかったと

体質があればね︒

伊藤

そればもうまったく想定つかんですね︒

いうふうに︒

吉元
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吉元

佐道

それは保守系もそうですが︒

料亭政治とかああいうのはほとんどないですね︒

料亭待合型の︒

くないみたいです︒僕ちはせっかく飲むのなら大田さんとは飲み

とか︑それから⁝⁝︒そうですね︑あんまり付き合いの範囲は広

もちろん大田さんの知事時代はOBになっている人とたまに会う

吉元

お呼びになってということですね︒

伊藤

それはわからん︒多分ないんじゃないかな︒聞いたことが

沖縄では料亭はないのかな︒

吉元

たくないしね︒まったく別のところに行くしねゆ

わりとそういうタイプのようです︒同僚であった教授連中︑

ないものね︒

きのうの話の中で︑橋本さんに泡盛をつぎながらというお

佐道

経済団体の方に呼ばれたとき︑ホテルの地下とかとおっし

伊藤

話があったのですけれども︑大田さんが泡盛をお飲みになったの
・

ゃったでしょう︒

ですか︒

大田さんは泡盛を飲みますよ︒

吉一兀

いえ︑大田さんじゃなくて橋本さんです︒

大田さんは泡盛好きですよ︒本当はあの人はウイスキー派
なんですよね︒

吉一兀

伊藤

佐道その飲みながらとかというのは︑普通の飲み屋さんという

そんな開かれた場だったらみんな聞こえちゃうじゃないで

そうなんだろうね︒

感じで考えておけば︒
吉一兀

伊藤

佐道・ええ︑泡盛は飲まないとおっしゃるようなことを聞いてい

すか︒

吉元

ますけれども︑

いや︑経済団体の連中がやるときは彼らの顔でやるから︑

やはり個室とかそういうのを使っています︒僕らが行くときはワ

吉元
佐道

アメリカ時代を思い出すんだろうね︒

カクテルですか︒

いえ︑飲みますよ︒飲みますけど︑最初にカクテルを飲ん

イワイガヤガヤのところで︑﹁できたらいちばん隅がいいです﹂
けっこう聞こえちゃう︒

吉元

でね︒

伊藤

そうですね︒あちこちでやっとるのは︑﹁どこの連中が来

と隅を確保して座ったりするけど︒

吉元

ないですか︒

アメリカも南のほうでしょう︑それはメキシコのほうじゃ

だいたい西海岸はテキーラを飲んでいる︒

佐道

佐道

伊藤

大田さんあの人がいたのは東海岸ですよね︒

ているのかな﹂という感じで顔を見るのは時々ありまずけれども︒

家の方とか︒

佐道

彼が行ったのはね︒

大田さんは例えば飲みながらそういうことを部下とか政治

吉一兀

伊藤

強い酒︑バーボンなんかが好きですよね︒ウイスキーが好

大田さんのタイプは気が許せる人との飲み会というのが多

いです︒そういう意味では︑昔の仲間である大学の自分が教授時

吉元

きみたいです︒しかし︑ほかの連中が泡盛が好きなときは泡盛で

代の助教授︑講師とか︒

伊藤

やりますよ︒

先生︑先生と言ってくれる人ですね︒

吉元︑﹁俺は議会で怒られているけど︑おまえらは何をしている

吉一兀

いや︑けっこう飲みますよ︒だけど︑どちらかというとウ

泡盛は絶対に飲まないというわけではないのですね︒

佐道

ご自身の学部長選挙では︑お使いになったような人たちを

のか﹂と言われているんじゃないかなと思うくらい︒

佐道
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イスキーが好きというタイプです︒

好きだから︒

伊藤

一般的に政治家の話を聞いていると︑やはりお酒の席でな

伊藤

んとなく︑そこではっきり物．事は言わないですけれども︑お互い

大田さんは酒を飲むとどうのこうのといういろんなうわさ

がありまずけれどもね︒

の感触をつかまえると︒

うかもしれないのか︑私と大田さんの問はまさに典型的です︒通

わりと飲むほうですよ︒大田さんが酔っ払うまで僕は見た

吉元
吉元

それは幸い︵笑︶︒

常五時以後に仕事の延長線上で話すというのは私の記憶にないも

これはないですね︑一〇〇％︒沖縄的な仕事のやり方がそ

ことがない︒

佐道

めったにないんですよ︒何かの集会の帰りに︑﹁ちょっと

の︒

そうですが︒

吉元
寄るか﹂という︒第一ほら︑車が別々でしょう︒これ幸いですか

伊藤

吉元

そのかわり︑日中だと私は秘書を通さずにいきなり知事の

■県知事としての大田氏

らね︒同じ道は通らないですよ︒知事が行けば︑秘書が気を利か
私は吉元さんのお話を伺っていて︑本当に大田さんと腹を

せて別の道から帰るのです︒

伊藤
割って︒

吉一兀

職員の関係部長を同席させて︑仕事の上では大喧嘩もしたりする

が出て行って知事を呼び戻して︒そういう行き交いはやります︒

ところへ飛び込みます︒知事も時々黙って来るのです︒会議をし

にお互いに立ち入れない領域というところはさわらない︑入って

んです︒これはまあ仕事のことですから︑それは大変な言葉を言

仕事の上では大変な論議をしますよ︒

行かない︒家庭の問題とか個人的な問題とか︒

われますよ︒目をむき出しでね︒わからんのに怒るなと僕は言う

吉元

それはそうだと思いますけれども︒

のです︒わかって怒るのは聞くけど︑わからない人が怒ったら職

ておると来て︑﹁あ︑会議か﹂と帰ろうとするので︑みんな職員

伊藤

これは大田さん自身が徹底していますから︑そういう意味

員は逃げていくよ︒それはだめだよと︒

論議ではなくて︑お互いの腹の中に信を置いて︒

吉元

わかってなかったのですか︒

伊藤

では僕らも付き合いやすい︒向こうも言わんし︑僕ももちろん言︑

佐道

わかってないですよ︒あれだけほかの仕事をしてきた人に︑

大田さんのタイプがそうなんです︒僕もそうですが︑絶対

わんし︒そういうのがあるので︑仕事は仕事︑五時以降になると

吉元

よなという話になって︑一緒に行こうというときは︑そうか︑で

ってちょっと遅く八時ごろまでやりとりすると︑飯はまだだった

やっているけど︑夕方知事への報告ということで東京事務所で会

も別だし︑車も別だし︑知事は知事の仕事で私はまた別の仕事を

んかは︑たまたま知事︑副知事が一緒に行っている︒もちろん宿

いう意味では淡々としているのです︒むしろ東京に行ったときな

という議論はもうそこにはない︒また︑そこまで知事のところで

話でね︒どういう違いがあると︒だから︑法律的にどうのこうの

とんどです︒そうでなければ︑﹁どっちを決断しますか﹂という

て︑知事に決断を求めるというのは︑﹁これでいいですか﹂がほ

知事までの問に選択肢がもう絞られて一本か二本ぐらいになっ

の決断︑それをさせるというのはきつい仕事ですよね︒だから副

行政の仕事の︑しかも法律やその他にかかわる非常に微妙な問題

一緒には飲みに行かないという形で終わってしまうのです︒そう

はおごってもらえるかといって行くのですがね︒しゃぶしゃぶが
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その職員は首になります︒そこま．でには全部チェックしていく︑

な解釈で結論をもってくるならば︑間違った問題を出してくると

れぞれの責任で判断していくということでしょう︒これが意図的

システムとしてできあがった行政の構図の中で︑職階制の中でそ

責任でしょう︒株主総会に対して全部責任をとる︒知事の場合は︑

は︑ある種︑初めにありき︑最後にありきでしょう︒それは全部

な違いはそこなんです︒民間会社の場合のトップの決断というの

いから︑これは意味のない話です︒いわゆる民間会社との決定的

佐道

ークで︑決裁文書には︑起案をした職員の名前と印鑑を押してい

伊藤

吉一兀

それはありますよ︒大．田知事の場合はかなりその点はユニ

知事が直接部長と︒

っていかないといけない︒

佐道

係長さんとかそういう︒

ますが︑この職員を電話で呼び出していた︒最初の二年ぐらい︒

吉元

これは異例なことです︒﹁どういう意味か説明せよ﹂から

︐うがいいと思いますね︒・

その方が︑知事にそういうものにかかわらない余裕を持たしたほ

それは知事の政策をふまえて部長連中は判断しますからね︒．国の

吉元

論議されても︑行政はもともと知事にそういう能力を求めていな

官僚組織と違うのはそこなんです︒国の官僚組⁝織は大臣がどう考

始まるんです︒

伊藤

係長なんかがいきなり呼ばれて︑﹁説明せよ﹂といわれて︑

それはびっくりしたでしょう︒

まったくそのとおりです︒

それだけ副知事が例えば各部長との調整をよほどうまくや

えようと関係なくタンタンと決まってくるでしょう︒

伊藤

吉元

それはそうですけれども︒だけど︑それと類比でいうと︑

知事というのは政治ではないんですか︒

原則です︒それ以前は機関委任事務が七割八割でしょう︒機関委

前の地方自治法の改正後︑機関委任事務なんていうのはないのが

長洲︵一二︶さんに会ってもらおうと思いまして︑長洲さんのと

そのときに︑大田さんにいくらいってもなおらんから神奈川の

した︒

﹁ウーン︑何ですか﹂という話だよね︒ものすごく問題になりま

任事務にイエス・ノーはないもの︒だから知事が判断するという

ころへ行って︑﹁うちの知事と一杯飲んでくれんか﹂と言って頼

いや︑政治ですよ︒政治ですけど︑今でいうならば︑三年

のは一部分の予算︑県の予算の枠の事業範囲のそれはやります︒

んだら︑﹁いいよ︒何か︑吉元さん﹂と言うから︑﹁いやいや︑ま

吉元

やりまずけれども︑でも大した量ではないです︒

吉元

あ︑それを言えばいいか﹂﹁お願いします﹂ということにして︑

を呼んでいたというのを聞いておったので来たのですよ﹂﹁じゃ

だやっているんですよ﹂と言ったら︑﹁ああ︑やっぱりそうか︒

の政策の優先順位を知事と相談してきちっと認識した副知事クラ

予算折衝で知事が行ったときに私もおったので︑神奈川に行って︑

知事が政治だとすれば︑行政のトップは副知事になるわけ

スが︑担当部長との間で各省庁との調整をやるときに︑﹁おまえ

長洲さんと向こうの副知事と秘書室長︑沖縄からは私と知事が行

伊藤

のところの優先順位はこれが第一番だよ︒これは後でもいいよ﹂

きました︒一緒に飯を食いながら︑大田さんが︑仕事はどんなふ

自分も最初の一年はそうだウたんだよ﹂と︒私は︑﹁先生が職員

という範囲をもたさないと︒つまり︑そこまでは知事がいえませ﹁

うにしたらいいかと言わんばかりの質問をして︑﹁今私は起案者

ですか︒

んから︒知事の政策をきちっと認識して︑その中で優先順位を絶

を呼んで説明させるのだけど︑これが評判悪くて﹂と︒長洲さん

いや︑やはりトップは知事だろうけれども︒だから︑知事

えず知事と論議しておったら︑後は副知事がすべてを動かせる︒
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しているのです︒もう一年過ぎですよ︒それで長洲さんが︑﹁吉

発言をしてから︑﹁いや︑私はまだ続いていますよ﹂という話を

ことはしないで知事の仕事に専念したほうがいいですよ﹂という

課長にもう一回調べさせるということはあっても︑そんなむだな

知った︒副知事の印鑑が押されていみことば︑特別なものは秘書

えることを考えている余裕がなくなった︒だからこれはむだだと

ど︑一年間を振り返ってみると︑これをやっておったら知事が考

吉元

の関係とはちょっと違いますね︒

すると︑知事と議会との関係というのは︑国の総理大臣と国会と

会で選ばれるわけですね︒地方自治の場合は直選ですよね︒そう

伊藤

ていません︒

きさつを聞いているのですけれども︑どういう議論をしたか聞い

ちゃって︑沖縄県職労の三役が直接話し合いたいと乗り込んだい

ッと文句が出るものだから︑とうとう労働組合あたりまで上がっ

元さん︑．もうそんな仕事のさせ方をしないほうがいいよ﹂という

首長と議会との関係のことをきちっとわきまえて︑お互いが住民

がおもむろに︑﹁大田先生︑私も一年間それをやっていた︒だけ

から︑﹁いや︑うちの大田知事は二年やりそうですよ﹂と大笑い

代表だと思っていないと︒双方のテリトリーをきちっと︑住民と

今度の長野の場合なんか︑ちょっとケースは違うけれども︑ま

場合があるのです︒特に議員の中に錯覚が多いのですよね︒

直結している場だということを双方が認識しないと錯覚を起こす

そうですよ︒議員内閣制とは違う部分︑地方自治の場合の

国の政治のレベルだと︑総理大臣は議員内閣制ですかち議

して︑その後に知事は止めた︒やはり二年かかりました︒

起案した職員がどういうものの考え方をしているかを聞きたい
のですかね︒だから県議会で一度それが問題になりまして︑本会
議での質問に出ました︒ゼミと間違っているんじゃないかと︵笑︶︒

さに象徴的な事件が起こった︒本当だったら議会は︑ま︑それは

議会の権能としてあるのだけれども︑不信任を出したら普通は常

佐道︑︵笑︶︑いや︑きっとそうでしょう︒

識的には議会の解散と議会政治は思うわけですよね︒しかしあれ

知事のところに自民党系の野党議員が︑知事の発言はおか

は︑あの不信任決議の文書を読んでいるとハッと気づいたのだけ

吉元

れども︑ダムについてどうのこうのというのはこ言もないのです

しいと抗議に行くんです︒そうしたら知事はそれを聞きながら︑
﹁わかった︒あなたたち︑問題があるのならレポートを出せ﹂と

よね︒行政の手法︑ある種人間的なことなんです︒それが前面に

出ていた信任でぎない理由ですから︑これは完全に逆手に取られ

いった︒何を考えとるかと︑それがまた大問題になってしまって

るなと僕は思ったのです︒案の定︑ぎりぎりまで引っ張って︑自

ね︒大変ユニークな方ですから︑一期目はいろいろありました︒

佐道

そういうのを経て︑少しずつ知事のお立場に慣れていった

ということですね︒

見たい︒わからんことは必ず確かめるというのがあるような気が

ど︒そういう研究姿勢を持っているものだから︑実に丹念に物を

積み上げというか︑僕たちに言わせればほじくり︒本人は怒るけ

論が答申されたものが知事に出てきて︑知事はそれを︑六月議会

くって︑まあ︑賛成︑反対はあるのだけれども︑いずれにしろ結

相当考えて︑議会が自ら条例をつくって︑ダムの検討委員会をつ

いるけど︑ああいうふうにやられちゃうわけです︒議会のほうも

ん︒私が辞めて問いますという形に︒議会はすり替えだといって

分に対する人間的な不信だから︑これは議会の問題ではありませ

します︒僕らに言わせれば︑それが行政組織という間尺の中では

と．いうのは国庫要求の前だから︑それを次年度の予算に反映させ

学問の領域が︑広報とか何とかということで細かい資料の

むだという気がするけれども︑ところが本人はそうではなくて︑

吉一兀

よりわかりたいという気持ちが強かったようです︒職場からワー
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ないためにも早く議会で表明されないといかん︒表明した場合は

は表の話︒質問︑通告がある︒それに対して答えを出す︑答弁を

場が︒答弁を書くのも係長クラスですから︑彼らが日常付き合っ

知事とつくる︒かなり再質問が予想されるやつなど︑︑議員の特性

この流れを長野の新聞をインターネットで引き出してずっと読

ているので︑もう一本答弁をつくっていますと︒それは三役調整

イエスかノーかの話ですから︒そして︑表明した上でそれにかわ

んでみると︑議会の怒り方はわかるが︑矛先の向け方を︑知事を

で︑知事調整のときに持ち出す︒じゃあ︑表のやつのこれはオー

というか癖というのは大体わかっていますから︑この議員はこう

県民側に向けちゃった︒投票という形でね︒そういう余地を残し

ケー︒裏のやつはちょっと待ってくれと私が預かって︑本番に案

る枠組みをどういう形で行政の中でさらにつくっていくかはこれ

ちゃつた︒これは議会のやり方としては︑直接選ばれた議会の在

の定そういう再質問が出ると準備したやつを出す︒これも間に合

いう質問をしておるけれども実はこれが狙いだよどいうふうに現

り方として下手だなと︒もしそこまでやるのだったら︑議会が自

わんときはもう知事は答えられない︒部長に答えさすか︑そうで

からの話︒枠組みは示しているから︒

分で解散してもう一回同じところで投票日を設定して議会の選挙

知事の答弁で再質問などすれ違いがあったとして︑混乱して議

なければ副知事が直接やってしまうというような展開です︒

ら反対した議員はおる︒彼らは辞めないという︒例えば共産党議

会が急に審議ストップすることもあります︒そのときの処理も副

もやればいいと思った︒議会も不信任は全会一致ではないのだか
員は辞めないでしょう︒辞めないというやつを引きずり下ろすわ

か︒大田さんは︑﹁いやだ︒この答弁以外はもう言わん︒俺は悪

知事の仕事です︒大田さんのときはもう空転︒空転という言葉が

もう一遍不信任ということもありうるのですね︒

くない﹂と︒悪い︑悪くないの話ではないよね︒相手の顔を立て

けにはいかん︒結果的には︑後で田中︵康夫︶が当選してくると

伊藤

それはあります︒でも︑もう来年の議会との関係だから︒

てくれと向こうも言ってくるから︑﹁じゃあ︑こういう文章で顔

沖縄は多いのです︒夜中まで議会が空転する︑二時︑三時ごろま

吉元

を立てるか﹂ど言ったら︑﹁この文章と自分の言ったことと本質

自主的に辞めるという人が出るかわからん︒これは県民から問わ

脱ダムがけしからんという不信任ではないから︑人間性の問題だ

は変わっていないだろう﹂﹁本質は変わっていない︒言葉は変わ

でとまったまま︒どう再開させていくか︑答弁のどこで折り合う

から︒今度はまじめにやりますって︒しばらく時間をかけないと

れますよね︒

いかんでしょう︒

っている︒これでいいと言っているんだから︑これを読め﹂と言

して与党︑野党︑事前に議案説明︒︑これは非公式の説明︒その上

会対策はすべての責任者で︑あとは担当部長と連携をとって︑そ

吉元

伊藤

それは副知事が担当です︒だから筆頭副知事である私が議

議会対策というのは︑知事の側ではどういうつ

うか﹂﹁任す﹂﹁それじゃあ﹂ということで事前に議会に行って︑

ゃあ︑そろそろ行くかって︒﹁どうする？ それとも答弁かえよ

に聞いて︑L﹁そろそろ知事もあせっているよ﹂と言うと︑それじ

けっと座っているわけですから︒﹁どうなつとるか﹂と秘書課長

なところがあります︒しかし︑夜中の二時︑三時まで知事室でぽ

ったら︑﹁いやだ﹂と言う︒そういう形で相当大田さんは個性的

にたって︑正式の表での議会の協議会に対する事前の議案説明︒

議会の質問者と話し合って︑﹁こういうことしか知事は言わんよ︒

■議会対策

これをきちっとやった上で本会議召集ですからね︒もちろんこれ

251

よ︒知事の答弁をあんたに見せるわけにはいかんだろう﹂と私は

まそうか﹂﹁文書を見せろ﹂と言うから︑﹁いや︑それは見せない

それ以上のことはだめよ﹂﹁ああ︑いいよ﹂︒﹁じゃあ︑それを読

う場合の調整は副知事がなさるというのはわかったのですけれど

佐道

責任も問われますから︒

最初から議長の前で言っておかないと︒安易な形でやると議長の

いないのです︒これが問題︒再質問してもまた同じ答弁をやる︒

今の県政で問題になっているのは︑書いたとおりにしか言って

てくれということでおやりになった︒結果的には案の定否決され

ういいよということがあったけれども︑大田さんが︑いや︑やっ

も︑吉元先生の例の再任の否決の問題ですね︒これは︑先生はも

通常の場合の︑例えば知事の答弁で空転したとか︑そうい

帰るけど︑担当部長がこっそりと︒

また再質問して︑また同じ答弁︒﹁なんだ︑これは﹂といって野

吉一兀

てというお話でしたけれども︒その下調整はどなたがおやりにな

ると︑与党多数ですから︑公明党が向こうへ行きましたからね︒

会というよりはむしろ支持政党︒与党のほうの代表には︑三役ク

ったのですか︒

だから議会はとめないで︑どんどん強行して議長が進めてしまう︒

ラスには知事が話し合ったということを聞いています︒そして︑

だったらまさに議会がとまるのですよね︒今とまらんところを見

野党と折衝する場合は︑議会の中で各党派のリーダーとや

党が批判をしているのはそこなんです︒これは︑大田さんのとき

伊藤

特に反対している共産党に対しては︑知事自ら共産党の事務所に

かと︒そして議長に通知が行って︑それで議長が︑﹁じゃあ︑開

先生はオーケーしましたよ﹂ということを報告して︑それでいい

全部議員個人と最初にやって︑そしてその会派のボスに︑﹁この

して︒これがほかの県との違い．です︒ほかの県は議長を通さない︒

吉元

です︒

欠席が出ると︑基礎数が減って︒

ですから︑万全だったかどうかというのが後で問題になったわけ

があって︒ま︑︐与党にも一名おったのだけれども︒そういうこと

は出なかった︒結果として︑野党に多ぐ退場者が出たということ

しては知事はやったかやらんかわかりません︒少なくとも新聞に

行って話し合ったということも新聞に出ました︒あと︑野党に対

それは与党の会派の代表というのですか︑政党︒これは議

るわけですか︒

いていいか﹂という話になる︒沖縄の場合︑ま︑これは私のとき

伊藤

そうですね︑会派の責任者︒そして︑原則として議長を通

のやり方かもしれませんが︑必ず議長室で最初の相談はする︒

そうですね︒同意案件は三分の︑二ですかね︒ですから︑ど

議長室で会派の代表を集めてやるわけですか︒

吉元

佐道

く︒今度の長野みたいにね︒

っちから欠席者が出るかによって非常に重要な要因になってい

だけど︑それはある程度読めるわけでしょう︒

そうです︒その発端になった問題の答弁は何か︑質問は何

か︒あなたの会派の議員はどこまで求めるかという話がストレー

伊藤

それは読めますよ︒あれは一票か二票差でだめになってい

吉一兀

トに出てきまずから︒そこに私も呼ばれますのでそこで聞いて︑

吉元

何とかという形で引っ張るのだったら知事と相談しますよ﹂と︒

上答えられません︒実質の中身ではなくて︑将来の検討課題とか

佐道

たのでしょうね︒

ますから︒多分そうだったと思いますから︑きわどいところでし

﹁いや︑それはむりですよ︒実質的な中身を聞かれたら︑これ以

あるいは︑﹁それはできませんよ︒しかし︑別の言葉で言えとい

かという話が後々出てきたということですね︒

でも︑最後のぎりぎりの調整とか説得をなぜしなかったの
うのだったら︑それは検討します﹂と︒どこが限界かというのを
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われている︒

そういうふうにマスコミにも書かれていたことはありまし

吉一兀

伊藤

しかし︑これは今までの流れからいうと︑自民党の中央が

たけれども︒しかし︑知事︑三役︑それなりにしっかりやって大

それを推進したとは考えにくいですよね︒

吉元﹂逆に︑どうも危ないようだよという情報が出て︑最終本会

ため休会に入ります︒本会議には採決のため議題が全部出てくる

そういう読み違いというのはやはり出てくるものですか

丈夫だということだから最終的には私も知事の説得に応じた︒

伊藤
読み違いと言っていいかどうかわからんけど︒

から︑そのへんから情報が出るのですね︒マスコミの情報はすぐ

議の前々日あたりから︑大体最終本会議の二日前には議案整理の

吉元
そこも微妙なところなんですよね︒

ね︒

伊藤

出ます︒マスコミのほうが詳しいですから︒それで東京サイドが
そう出ていましたね︒

再任を否決された後はもちろん副知事ではないということ

佐道

その委員会の中ではもちろん反対は大分あったのでしょ

佐道
そうです︒

伊藤

動いたという話は後ほど新聞に出ていたような気がすします︒

吉元

ただ︑それまでの部下の方などを通じて県庁の状況は情報

になり・ますから︑県庁にはもうお入りにならない︒

佐道

電話があって︑同意案件がだめになったということがわかった︒

そして帰って寝て︑十時過ぎごろ︑十一時ごろからな︑秘書から

ギスギスした論議だったから︑それで明け方まで飲んだんです︒

つれて酒を飲みに行って︒全県フリー・ゾーンの問題だったので

りますから︑十一時ごろ終わって︑最後まで残った部課長を全部

は二日酔いで出ていません︒前の日に徹底的に議会との議論があ

だったと思うのです︒そのときでだめになったので︒本会議の日

したとき︑その最終本会議が多分十六か十七日︑その前日あたり

吉一兀

整備されたバースを︑今でもやっているように港湾管理者が船舶

移設は認めません︑民港として那覇港は整備します︒民港として

とも違う︒私が講演の中では︑質疑応答でやっていたのは︑軍港

それは大田県政の政策とも違うんじゃないのか︒自分たちの政策

いて吉元副知事は軍港移設を認めているというそれが理由です︒

吉一兀

伊藤

委員会では通っているのです︒

したということはあったんじゃないかと思うのですが︑それでも

吉元

・つ︒

同意案件というのはどういう形で出てくるのですか︒

の積荷の安全確認をした上で利用させる︒これは考えていいので

としては︒

伊藤

議案として出るのです︒まさに︑﹁副知事に吉元政矩の同

もそういう流れが既にできていたということもあって︒そのこと

きのうもちょっと説明したのだけど︑那覇軍港の移設につ

その反対の理由づけは︒

僕はそこの記憶は今ないけど︑共産党が反対の意思表示を

吉元

はないか︒それまで拒否する理由にはならんだろうと︒そういう

任期が十月十七日だったと思うので︑肥立議会に最初に出

意を求める﹂︑というような議案です︒あとは履歴書がつく︒も

ことをやりながら︑現実に那覇軍港を返還してもらう︒浦添市で
委員会がある︒

ちろん議会の招集日に出されますから︑委員会で審議し︒
伊藤

が問題になったのです︒軍港移設を認みているのではないかと︒

私は認めませんから︑認めていないと︒そういう表現をしたのは

委員会審議は終わっているんです︒本会議でだめになった
のです︒なぜ委員会で否決しなかったかという問題もあったんで

事実です︒

．吉元

す︒あくまでも流れと七ては異例な展開が本会議で起こったとい
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伊藤

吉元

伊藤

それはそういう問題とは関係ないんですよね︒吉元をつぶ

いや︑吉元さんに反対︒

自民党は賛成ですよ︒彼らは軍港移設に賛成なんだから︒

共産党はそういうでしょうけれども︑野党のほうは︒

ですけれども︒田中委員会を経て︑もうこれで行かないといけな

ますね︒しかし︑一方で着実にプランをつくられているわけなの

さんは﹃国際都市の陥穽﹄などをお書きになって大論争をなさい

批判ですね︒それが︑例えば今副知事になっている牧野︵浩隆︶

ぎるという︒農業団体︑永産業界もそうですけれども︑そういう

っとついてまわった産業振興が甘いという批判について先生ご自

いということで踏み切られたという話だったと思うのですが︑ず

しておかんと︒

それはわかりまずけれども︑委員会でまさかそうはいわな

吉元
伊藤

身はどう思っておられるのかという点︒それとフリー・ゾーンも︑

いでしょう︒

やはり今から考えてもあれに踏み切るのはやむをえなかったのか

それは任期途中ではなくて︑任期が終わって次︑新しい議

吉元
伊藤

戦略的に向こうはやります︒

理由なしですか︒

れは復帰後ずっとつきまとっています︒これには特効薬はないと

吉元

どうかということについて︒

案ですからね︒認めるか認めんかということだから︑これはもう︒
吉元

やはり委員会で議論するときには何か理由を言うのではな

に出て行かない︒仕事として︑商売としてね︒この弱さね︒それ

産業政策が弱いというのはいつの時代でもあるのです︒こ

伊藤

思います︒一つはやはり︑保護措置︑優遇措置のために企業が外

︑

いかなと思ったのですけれども︒

吉一兀

から︑金融機関もなんとなく申し合わせがあって︑沖縄には当分

人事についてはあまり言わんです︒ほとんど認めるか認め

んかということで委員会の中ではやられるんです︒履歴詐称でな

の問は入らんと︒保険も︒というふうな流れがずっと暗黙のうち

土のゼネコンがきちっと吸い上げていく︒何割残っているかとい

それに刺激を与えるのは唯一公共事業だと︒これは︑大手は本

内側から外に出て行かない︒内だけで回っている︒

経済的な︑社会的な枠組みの中で︑外からのものが入ってこない︒

に続いているのです︒つまり︑沖縄が一つの閉鎖された社会で︑

いかぎり出ないでしょう︒

最終的には大田さんがどうされたかと︑これは吉元先生ご

■産業政策批判への反論
佐道

う話ですよね︒沖縄県の市町村の公共事業もさることながら︑ち

本人もよくおわかりにならない部分がおありになるので︑きっと
よくわからない部分があると思うのですけれども︒きょうは副知

市形成構想についてもずっとついてまわっていた批判が︑このプ

題で最後に確認的なあれをお聞きしておきたいのですが︑国際都

わっ﹁てという話だったのですけれども︒全県フリー・ゾーンの問

フリー・ゾーンでかなりハードな交渉をやって︑そしてそれが終

分は沖縄県の意思が働かない︒ということで︑業者からどの資材

公共事業︒つまり防衛施設庁︒これも大きいですからね︒この部

ですから︒もう一つ︑米軍用地にかかわる︑軍事基地にかかわる

轄事業︑いわゆる︵沖縄︶総合事務局の抱えている事業は大きい

入れなければいかんという︒ダムとかその他については︑国の直

ょっと大きなもの︑高度のものになるとやはり本土のゼネコンを

事を終わられて以降の問題があと重要な問題なのでそこに移りた

ランは理念が先行していて産業振興の問題が甘いのではないかと

を使うか︑県内でできるアルミ︑鉄筋︑セメントなどを使わんと

いと思いますが︑そこの前に一点︑さっきの議会の最後で︑全県

いう議論︒それから︑全県フリー・ゾーンが︑これは刺激が強す
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けです︒だから基地からの脱却が基本にあった︒どうするかとい

パターンは︒それを変えるためにどうするかが国際都市だったわ

が構造的には同じです︒基地に頼るか︑公共事業に頼るかという

まさに﹁ザル経済﹂ですよね︒この構造は︑首長がだれになろう

本当はそれが産業の基盤につながるはずだが︑つながっていない︒

この間ずっとある︒結局︑公共投資しても吸い上げられている︒

そういうチェックが働かないということがまた出ている︒これは

っている︒むしろ大田県政のときには私たちが声をあげます．から︑

政が変わっても変ねらんでも同じなのです︒今でもまだ問題にな

いうような問題が出たりして︑これが非常にトラブるのです︒県

水産業は︒それは確実にかつての︑今はWTOでやっているけど︑

貿易の自由化︑それに向けて進む︒では農業問題はどうするか︑

りやすい表現をすみなら︑二〇一〇年に先進国は投資の自由化︑

アの経済の交流︑将来の展開云々といってAPECの話に︒わか

かった︒ああいう二言ではなくて本物の自貿をつくろう︒東アジ

問題とかいろんな問題があります︒その優遇措置をつくる気がな

して日本政府はつくってくれなかった︒税制上の問題とか通関の

です︒ところがその自貿が︑国際的な競争をやれる自貿の中身と

った︒それが特別措置に残ったあの表現で︑自貿につながったの

て琉球だった時代にフリー・ゾーンがあった︒復帰によりなくな

リー・ゾーンの論議なのです︒それは何かというと︑沖縄がかつr

ト︒流通コストだけでも負ける︒では︑どこと競争するかという

市場に勝負をかけても負けるよと︒品質︑量的な問題︑流通コス

から︑それを一足先に沖縄に取り入れようではないか︒それを取

政治的な︒だけど︑二〇一〇年には文字通りFTAの段階に入る

るが日本政府は表に出さない︒それは農業団体対策かもしれない︒

その前から議論されているアクションプログラムがつくられてい

場合は︑私たちと同レベル︑あるいは私たちのほうが少し先に進

り入れるためには︑沖縄は幸い陸続きではないから︑一つの特別

僕らが考えたのは︑この体質を治すには︑沖縄から本土という

うところで方法論が違っている︒

んでいると思われている東南アジア︑中国︑台湾︑こことの問で

区をつくろう︒いわゆる﹁経済特別区﹂という表現をした︒この．

ところがその論議をしている中で︑いや︑中途半端すぎると︒

新しい競争といいますか︑新しい市場をつくろう︒これが国際都

二〇〇一年にこれをやったとしても︑二〇一〇年までの問に加速

論議の中で︑いきなりそれに入ることはきついだろう︒だったら

との問ではずっと復帰前から続けでやっていたのをさらに拡大す

度的に早くなるかもしらんよというのが出てきたり︒香港の学者︑

市形成構想の経済政策の基本になっている︒だから最初に蓬莱経

るために︑今までのショールーム方式を台北駅のどまん前に引っ

台湾の学者も入れているのですから︒しかも︑田中委員会の田中

それを踏まえていこうという形で︑規制緩和委員会という名前は

張り出してアンテナショップという形で仕組むのです︒これはシ

さんが経団連のシンクタンクのトップですからね︒彼らは︑日本

済圏構想というのを出して︑直ちに中国福建省との経済交流︑文

ンガポールにもつくったし︑香港にも沖縄事務所をつくった︒結

それなんですよね︒

果として︑ビジター・ビューローの事務所はソウルまで置きまし

のこれから︑二十一世紀の十年︑二十年という先を読んで経団連

化の交流の構築に入った︒開花まで結びつくのだけれども︒台湾

たけれどもね︒つまり︑本土での勝負というのもやりながら︑同

して許容できる範囲というのは何なのかというのに論議の結果と

は研究会をやっているのですから︑彼らが︑沖縄が経済特別区と

そのためにはどうしたほうがいいか︒今の日本の仕組みの中で

して行き着くのです︒それを検討委員会の最終段階で︑﹁吉元さ

時にもっと開けて︒

は︑外と競争させるのにはあまりにも障害が多すぎる︒だからフ
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ん︑これは中途半端な段階を踏まえるやり方はメリットないよ︒
あった︒

時代は一国二制度だっただろう︒そこに入ろう﹂という話が︒今

思っています︒今日的にいう乏︑済州島知事と︑あれは韓国のほ

二制度﹂というやり方についてはやるべきだったと︒今でもそう

私は︑この全県ブリ︐1・ゾーン︑あるいは﹁経済特区﹂︑＝国

の稲嶺知事が経済界を代表しての委員ですから︑彼も含めて議論

苦しくても一気にぽ一んといったほうがいいよ︒かつて琉球政府

したのです︒最終的には︑ではそのことについてもう一回検討し

んでみると︑あれはすごいですよ︒二〇一〇年を目処だったかな︑

うではチェジュ国際自由都市基本計画のダイジェスト版だけど読

一七年目処だったかな︒法人税なんかは七年間ゼロですよ︒あと

よう︒各団体ともそれでもう一回検討しようということで元に戻
るのです︒・

議をする︒一方で私は東京へ行ってそれを打診する︒政治的に︒

吉元

伊藤

二〇〇六年からかな︒ちょっとデータがあると思うのだけ

いっからですか︒

の五年は二分の一です︒

こういうことを続けてきて︑県内では新聞を通じてほとんどオー

れども︒なぜあれが早まったかということだよね︒それから︑中

その間に稲嶺さんは経済団体との話に入る︒私は県庁の中の論

プンに情報は出しましたからね︒それをめぐってマスコミに引っ

国はASEANと二〇一一年を目処に走って︑前倒しが始まって

釣りですよね︒まあ︑ASEANと話し合うところまで来た︒A

張り出され︑賛成︑反対だと私との論争がマスコミを通じて行わ
て︑反対のほうの︒論争と同時に電話を受けながら︑県民の動向

SBANは全体的にはもうそういう方向に行かざるを得ないとい

います︒日本は遅まきながら小泉さんがまねって︒それでも一本

を︑賛成︑反対の件数が出てくる︒そういうところまでやったの

うところまで来たけど︑ちょっと足並みが違う︒しかし︑いずれ

れる︒それの頂点としてコンベンションセンターで牧野さんも出

です︒

いましたけど︑しかし︑これはこれとして︒ですからある種︑日

漁協業団体は︑農水省からものすごく足を引っ張られたと聞いて

持ちとその態勢がとれれば行こうという話になった︒農業団体と

れはメリハリがきかんよというのがあったから︑あとは県民の気

なのです︒それをはずして後の中間年度に持っていったって︑こ

年というのは︑まさに沖縄振興開発特別措置法の切り替えの時期

九七年の話ですから︑二〇〇一年といったら四年です︒二〇〇一

らば二〇〇五年では遅いと僕は思っていたのです︒一方で︑一九

〇〇五年としでまとまったことを最大限に尊重しようと︒本来な

二〇〇五年︑もう少し時間がほしいということで二〇〇一年冬二

るのです︒結局は目指すのはこ〇一〇年になるか前後になるかわ

に優遇措置をおいて︑なぜ俺たちにはおかんのかということがあ

出てきますよ︒私たちは税制上の優遇措置がある︒じゃあ︑沖縄

もちろんあれは税制上の優遇措置はないという前提︒しかし必ず

沖縄県全体をそうしようといった︒どこに本質的な違いがあるか︒

って︑いいのだったら全部に広げようという話だね︒私なんかは

に変えることができないから︑させうといいたい︒させて︑見と

僕は思う︒でもやってみたい︒それはなぜかといったら︑画一的

に特区制度が出てきたでしょう︒ああいう細切れはげしからんと

いる︒しかし︑日本という国の中で規制緩和︑構造改革の名の下

まったような気がする︒で．も枠組みは変わってないと思って見て

にせよ東アジアはあのときに私たちが展望した流れよりは少し早

本政府の関係省庁がいちばん沖縄に何をするつもりかということ

からんが︑東アジアの中の全体的な︑FTAとの関係でしょう︒あ

結果として︑経済団体があれだけ苦しんだとはいえ︑r最終的に

で目を光らせた時期なんでしょうね︒県内でも同じような意見が
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の内容も︒私たちもそれを展望したんでしょう︒だから︑少なく

て︑ずっと続いとる︒

初に国政に上原康助さんを出す時に﹁入れ﹂と言われたから入っ
伊藤

ともあの認識は今でも正しかったと思う︒

なぜ︑経済政策としてあの時期に取り入れたかという是非につ
うのは︒

も賛成︑反対がおるし︑幾つかの大学でもそう︑﹁経済界でもおる

伊藤

吉元

那覇支部の役員も⁝⁝︒

それはもう地域組織としては︑那覇支部です︒

その場合は社民党の中のどこの組織に属しているか︑とい

いては︑それはいろいろ意見はあります︒それは琉球大学の中で
し︒その論議はあっていいと思うのです︒でも︑あの論議を完全

吉一兀−それもないです︒もう最初からさせるつもりないですから

光編を沖縄に入れようとしている︒その絵をいま描き始めていま

から今︑県内では北部のほうがいわゆる小泉経済特区︑あれの観

し︑それに見合う内容は出てこなかった︒とりきらなかった︒だ．

吉元

伊藤

それはないですね︒沖縄の場合はそれは目的化しないです︒

組合の中に党員協議会というのは︒

になったといっても︑労働運動という領域がありますからね︒

﹁吉元 みんなが︒結局︑運動の領域がそれぞれあるもんですから︑
党は党サイドでしっかりした地域活動が欲しい︒私なんかは党員

政党側が︑ですか︒

すね︒だったら︑あのときに私たちが出した規制緩和の三つの大

全国組織である自治労という組織は︑社会党時代に社会党員協議

．佐道

︵笑︶︒

につぶして︑特別に三つ挙げた全県フリー・ゾーンの部分の一部︑︑

つまり特別自由貿易の部分にもう少し中身を濃くせよという要求
に今の県政は変えた︒情報通信特区は同じ中身︒そして︑もう一

きな枠組み︑あの中の三項目をどうして手を抜いたのか︑と言い

会というのがあったが︑僕らはそれに出なかったです︒

つは国際観光リゾートね︒これはまあ︑大体同じでしょう︒しか

たい︒

その種の運動は︑市民組織的にはいろんな団体を通じて︑

んにもいた︒私は入ってなかったけれど︑大田さんも入ってなか

者は多いし︑もちろん管理者にもいるし︑大田県政時代も部長さ

はもちろん全部個人ですから︒県庁の職員にもそれに入っている

あるいはいろんなテーマを通じて︑たくさんあるんですよ︒これ

吉元

との関係はどういうことでしょうか︒

ね︒市民運動と言いますか︒それと大田県政と言いますか︑先生

運動ということで言うと︑大田さんの時代もひとつ注目さ

佐道

それはまざにお辞めになってから後の今の現県政の問題に

佐道

れたのが︑例の﹁一坪反戦地主﹂とかああいう運動体があります

では︑ちょっとここで中断しましょう︒

なりますね︒

伊藤

︿休憩﹀

■副知事退任後の県政との関係

ったようですが︒議会で質問されたこともある︒

政党はあまりお好きではないというお話ですが︑副知事を

伊藤

うなやりかたですから︒政党などははっきり選挙に尉わってきま

することは決めないところなんです︒それぞれ個人が︑というよ

ああいう団体は選挙などについて特定の支持者︑候補者を支持
一回もやったことはないです︒最

お辞めになってから後︑社民党の中で役員をやられるというよう
ないです︒政党の役員は

257

なことはないんですか︒

吉元

ノ

だけではなくて︑社会大衆党の支持者もおるし︑党員もおる︒共

ちろんそういう一坪反戦の場合だと︑必ずしも社会党︑社民党系

の支持派であることは間違いない︒全部とは言わないけれど︒も

としては動かない︒だけど中に構成委員としておる連中は︑大田

すけれど︑その他のそういう個人加盟団体のような部分は︑組織

仕事をやりとりしていた︒それは十月一杯︑十一月の初めごろま

吉一兀

内の情報はどのくらい⁝⁝︒

佐道

伊藤

佐道

お辞めになった後︑十月の十七日が任期で︑その後︑県庁

結構大きな組織だなあと思って︑見てたんですけれど︒

前に私たちが︑九九年に来た時にあそこにありました︒

あまり政党とは関係ないですね︒

﹁必ずもう一回出て欲しい︒責任は持つから﹂という話があった︒

で︒ところが十月の末か十一月のあたりになって︑大田さんから

少し経過があっただけに︑県庁のみなさんが私との関係で

産党もおる︒

佐道

ないですね︒全くその点では︑かなり沖縄の場合は裾野が

特に部長さんなんかは持っていた︒しかも私の時にまとめた︑議

県庁の中では当然戻ってくるだろうという認識が︑現場の連中︑

吉元

論した︑全県自貿の問題︑規制緩和委員会︑これは沖縄政策協議

広いですから︒

伊藤

副知事をお辞めになってから︑地方自治研究センターの理

事長にご就任になられるまで一年くらいありますが︒

会に報告しなきやならん課題だし︑県庁としても協議︑決定しな

そうですね︒選挙が終わるまでです︒九八年の参議院選挙

大田さんとの関係はどうなんですか︒

吉元

伊藤

それは直接はないですけれど︒もっとも今言っ・たようなパ

ければならない課題︑最後の経済団体との詰め︑それから五十三

吉元

です︒それとの関係がありましたから︒私は八三年か四年に県庁

って︑大田県政を作って私が県庁に入った時は︑私のポジション

イプでやってますので︑私の相談を受けたか︑というのが︑いつ

市町村との詰め︑その他がありますから︒そういう意味で言いま

は部長クラスです︒実質的には三役クラスですけれど︑職階上は

も知事のところに上ってくる場合の前提条件であったようです︒

を辞めたんだけれども︑専従制度が在籍五年というのがあります︒

部長クラスです︒議会同意のないポジションを作ったんで︒その

佐道

すと︑頻繁に連絡はやっていました︒早い話が担当課長クラス︑・

時は当然労働組合の組合員の範囲から離れているから︑組合との

ということになられるわけですね︒

それはもう復帰直後に使ってますから︑県庁辞めて県労協の事務

関係は切れています︒副知事が終わるまで︒終わった後︑今度は

部長クラスが書類担いで我家に来たこともある︒通常の県庁の用

自治労が私に自治研センターを担いで欲しい︑ということになっ

吉元

事はFAXで送り込んできた︑というふうなことがあります︒

た︒先程言った選挙があったので︑それが終わるまで私はノータ

ました︒可能な限り私の方は避けとったけれど︑そうはいっても

局長をやったのです︒その段階から︑県職労委員長の時代もあり

ッチ︒そういう意味では参議院選挙が終わって︑たぶん九月一日

生きた人間がやっておる仕事ですから︒沖縄政策協議会が九八年

ましたから︑特別執行委員として位置づけられた︒県労協が終わ

から自治研センターに入ったと思う︒そこの理事長をやって︒

は開かれていないと思う︒

吉元

佐道

新しい知事になってからでしょう︒だから︑ほとんど機能

九八年後半は開かれています︒

しかしそうは言っても︑仕事の相談はその翌年も受けてい

実質的には十二月にもう一度出されて︑もうそれでアウト

伊藤．これは前からあった組織なんですか︒

吉元

これは復帰直後からあるんです︒自治労のシンクタンク︒
これは各県にありますよ︒
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協議会はやられなくても仕事は続いているという認識を︑当時の

係で各部局が繋がっとったんです︒ですからおそらく︑沖縄政策

れがその間やられとるんです︒だからここの対応は︑それとの関

が沖縄政策協議会ですから︑特別調整費が五十億ついて︑これの
へ
調査に三十いくつのチームが入りましたからね︒結果的には︑そ

のは︑昨日もちょっと話をしたんだが︑総理談話が出た時の出発

はストップしているんです︒官邸との間は︒だからその間という

た︑だから県から出す時は私が非公式に関わっているんです︒辞

ここに県がどこまで関わったかというのが九八年の県から出し

言われたプロジェクトについては個別具体的な事業の話だから︒・

ったんです︒結局ここに沖縄政策協議会の意味があって︑あとの

これをきちっと動かしていたということであれば︑問題はなか

くという構図になっているんです︒

が作られていくんです︒これが今日︑特別措置法に反映されてい

を︒そしてさらにそれを踏まえて︑中間報告が作られ︑最終報告

めた後だけれども︒二月︑三月頃ですからρ四月ですか︒九七年

県は持っていたのではないか︒

の十一月二十一日に沖縄経済振興二十一世紀プランをしゃべりま

まさにそこをお聞きしたいのですが︑政策協議会という︑

佐道

てv一方で個別の各省庁のいろんな議案が推進室にワッと集約さ

なったわけです︒政策協議会という大きなパイプが働かなくなっ

先生がいろいろ議論をされていた︒その先生がいらっしゃらなく

先生であり︑そこの室長︑実質部長を直接指揮下に置かれながら︑

されるわけですね︒もともと国際都市形成推進室を作られたのも

れの省庁が出してくるプランを国際都市形成推進室を中心に議論

ん︒県政が変わって︒だからここからこの中身がずいぶん︑今の

に出て行くんです︒このところは事実上置はもう相談受けてませ

三月段階︑四月段階に中間︑県の考え方がこれに反映されるため

年の十二月の沖縄政策協議会に結びついて︑そし．て表で九九年の

した︒その次にこれが続いていって︑約一年ぶりに開かれる九八

ましたから︑辞めた後も非公式に官邸との問では相談しておりま

ね︒しかしここは文案等に付いては事前に私も相談を受けており

したね︒復帰二十五周年式典で︒ここはもう私はいないですから

大きな公的な︑県のトップと国の協議の場ではなくて︑各省庁が

れて出て行く︒そうすると指揮命令を下す方がいらっしゃらない

県政︑知事のスタッフとの関係で作られていくんです︒

一斉に入った十のプロジェクトチームの︑細切れの議題でそれぞ

で︑県の側は各日本の︑オールジャパン中央省庁との仕事をやら

■稲嶺県政

その間の橋本総理の九七年十一月に沖縄経済振興二十一世

ざるを得ないということになっている︒

吉元

さっき九八年三月の︵五︶全総の問題ですが︑その前の振

佐道

みで入れるようになった︒これはもう従来とはかなり︑沖縄が求

興開発特別措置法の一部改正で本当は﹁全県自貿﹂だったのが

です︒だからタイミングとしては︑私がいなくても︑この政策協

めているものとは違う︑無視されたんだというお話でしたけれど

ば私たちが規制緩和で出したあの大きい三項目︑中にたくさんの

・議会の延長線上で沖縄から出した規制緩和の報告に基づいて︑こ

も︑その流れの中で︑稲嶺さんが登場されて︑その中で二十一世

紀プラン馬これが実は大事な部分なんです︒このなかに本来なら

れに反映されていく仕組みだったんです︒だから﹁これは総理が

紀沖縄振興プランという名前は変わらないけれど︑中身が大きく

﹁特別自貿﹂になった︒そして全総に基地の沖縄振興を一つの絡

策定します︒﹂と︑その時期表明するんです︒そして翌年になっ

変質した⁝⁝︒

項目があるけれども︑これを基本に入れていくのが目的だρたん

て沖縄県側からそれに対するコメントを出すんです︒県の考え方
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否定するんですか﹂ということで︑これは大問題なんです︒議会

か︒今まで議論してきた一国二制度的経済特別区的経済振興策は

実はこれが問題なんです︒﹁国際都市形成構想は否定するんです

吉元

しか入っていると思います︒

出された︑政策協議会に出された文書にも入っているんです︒た

ますよ﹂というのが︑この規制緩和の最終報告書に沖縄審議会に

るにあたっては︑この規制緩和の諸施策はのせて︑厚くしていき

沖縄における産業振興の枠組み︑アクションプログラムを展開す

稲嶺県政が出来た時の十二月議会︑翌年九九年の二月議会︑

がとまったりするんです︒その時に非公式に執行部︑知事を中心

そういう意味で言うと︑やっぱりそれから今日政権がかわって

す︒たとえば二〇一〇年でもいいんですよ︒あるいは時限を切ら

とした担当部長のグラスを含めて︑相談が相当やられているんで

市推進室︑あるいは担当部長である企画開発部長とやりあいをす

なければいいんです︑検討課題とすれば︒日本全体がそうなるん

今の県政になっても︑そのまま継承していけばそれほど矛盾した

るんです︒その時に問題が出て﹁これを全否定すると沖縄政策協

だから︒そういう意味で言うと︑全県フリー・ゾーンあるいは三

すよ︒僕はそれを後で酒飲みの場でしか聞いていない︑議会が終

議会を潰すことになります︒橋本談話から出発してるんです︒橋

つめ当時の県政時代の政策︑振興策︑経済政策を意図的に消すた

わって︒実は今の県政の経済担当の三役は全否定だという言い方

本談話の前提がなくなるんですよ﹂ということで︑はじめて県の

めに︑ちょっと無理したきらいがありますね︒だから沖縄経済振

いということは︑．政策上の判断があるから延ばせばいい話なんで

三役がその仕組みを理解するのです︒そして議会答弁を作り替え

興二十一世紀プラン︑これの後半︑本格的中身からずいぶん︒各

形にならなかった︒ただ︑全県フリー・ゾーンを実施する︑しな

て︑これは継承されているという前提の文章を知事から議会答弁

省庁との許容の範囲に︒

で︑事務局と担当部局1というから企画調整室あるいは国際都

として発表させた︑といういきさつがあるんです︒

今言った経済政策の部分で︑たとえばコ全島フリー・ゾーンの話

ど︒ところが随所に全く違うのが出てくる︒それは何かというと︑

部入つとるな﹂と思うくらいなんです︒表現がちょっ．と違うけれ

みようによっては﹁なんだ︒文章を変えただけだな︒底流では全

の私たちが作った流れがそっくり入っている︒ところが違う︒読

計︑今の県の新しい振興計画を読んでみると︑国際都市形成構想

ておられた方だから同じです︒だけど︑企画調整室長は全く違う︒

吉一兀

たんですか︒

伊藤

のが現実ではないかな︒

吉元

るか︒

国︑政府︑現在の規制の仕組みの許容範囲の中で何が出来

を抹殺するためにどうするか﹂とかいうようなものが︑ずいぶん

という意味で言うと︑肝心な部分はやはり人事は変わっています︒

佐道

置き換えられていっているんで︑やっぱりサァーッと読むとちぐ

佐道

ところが実際問題として︑今度のポスト山鴫総︑ポスト三次葉

はぐな部分が出るようです︒一貫性がないなという感じ︒あの当

までの段階が終わるまではそうですけれど︑ある段階で変わった

そういうところにずいぶん押し込められていった︑という

作業をしている人は同じなんですか︒それも入れ替わられ

県では担当部長は同じ︑今の部長も国際都市の次長をやっ

そうしますと︑二十一世紀プランの中間報告が出るくらい

二十一世紀プランが出される段階までは︑メンバーは同じ

：・：．o

吉元

・

時作った産業振興アクションプログラムもバイオから一切合切の
領域までたくさんの範囲が入るんです︒あれは結局﹁国際都市の
議論の中での規制緩和の委員会は︑別物じゃありませんよ︒この
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です︒中身をやったりしました︒その後︑九九年の四月から人事
がガラッと変わりますから︒だから実務の段階︑県と最終的に擦

吉元

今年︑選挙の年だから言いたくはないんだけれど︵笑︶︑

一年に一遍は向こうからきちんと連絡があって︑九九年も︑二〇

を︒平たく言えば︑沖縄の経済界と行政の関係など︑つま噸経済

〇〇年も︑二〇〇一年まではきちっと連絡があって︑二時間ほど

新しい稲嶺知事の県政と吉元先生の関係というのは？

界の人的な将来構成︑リーダーをどうするか︑という問題などを

り合わせする段階からは︑つまりこのプランの中間報告をまとめ
伊藤
基本的には稲嶺さんが知事になったわけですから︒

含めて︑相談を受けたことがあります︒一年遅れてずれているけ

じっくり相談を受けてきました︒その節々︑毎年違う課題で相談

吉元

稲嶺さんはもともと全県フリー・ゾーンに関わっていたわ

る段階では︑もう変わっちゃつた︑と見た方がいいでしょう︒

伊藤

佐道

れど︑だいたいその方向に来ているようです︒

吉元

さきほどの四人組︑三人組︑そういう方々だったと思うんですが︑

けでしょう︒

し合って︑検討委員会にも入っているし︑県の︑国との関係のす

実際に公約の台本をその方々がお書きになった︑ということもあ

稲嶺さんが登場するにあたってシナリオを書かれたのが︑

べてのところに顔を出している︒そういうことからすると︑相当

ると思うんですが︑稲嶺さん自身はたとえば経済界を全島ブリ

経済十団体のトップですから︒そして彼が代表して県と話

苦しんで全県フリー・ゾーンを割り切った時の︑あれは彼自身が

る︒やっぱりそこがチェック機能を果たしたと思った方がいいか

︑これはいうところの保守側のブレーンですから︑それが選挙の段
階からそっくり稲嶺さんにいたし︑今日まで一緒だといわれてい

そこは分からない︒でも大部分は牧野さんを含めて四人組という︒−

といわれている︒彼らがそこまで関わったのかどうか︑ちょっと

姿が見えないんです︒俗に言われているのは︑琉球大学の三人組

興策︑これがどこでどういう形で︑整理していったのか︑という

いるブレーンと稲嶺さんとの間︑一緒に関わりをまとめた経済振

しかし稲嶺さんが作った新しい県の三役︑そしてそれを支えて

つたかもし．れない︒

体はあれだけまとめた︒これは変わらなくて引き継いだ方がよか

ておられるわけですね︒︐沖縄県として︑先生も副知事としていろ

ますし︑県の経済界の代表として重要なポストにいろいろと就い︐

佐道

その辺の体験があったようには見えない人ですね︒淡々としてい

があったのかどうかわからんけれど︑そういう点で言うとあまり

す︒そういう意味で言うならば︑一種修羅場をくぐるということ

事をするためにトップダウンで仕事をさせる人ではないみたいで

かれば︑わかりやすいです︒ここからはノーコメントですね︒仕

自らの企業で﹁トップリーダーとして何をしたか﹂というのがわ

吉元︐それはわかりません︒それを判断する材料としては︑彼が

れども︑稲嶺さん個人は何をなさりたいということでしょうか︒

ー・ゾーンでまとめるとか︑いろんなことがなさっていたんだけ

もしれません︒現にそのメンバーはこの四人が四人とも︑牧野さ

いろな関わりを持っておられたわけですね︒知事選に出られるま

﹁ほんとに苦しかった﹂ということを言つとるから︒でも経済団

んを除いて三人が三人とも︑国の審議会︑県の審議会などいろん

での間︑︑政治的なお話をされることは⁝⁝︒

事の立場で話し合うというのは︑特定のテーマがあってはじめて

ないですね︒経済界の皆さんと私が行政の立場から︑副知

大田県政の中でも規制緩和委員会にお入りになっておられ

る人です︒

な公的な協議の場には全部入っていますからαそう見たほうがわ

吉元
先生と稲嶺さんとの問にはパイプは全然ないんですか︒

かりやすいんじゃないかという気がするんです︒
伊藤
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か︑あるいは国際都市をどう描くかとか︒それは個々のプロジェ

頻繁に会ったというのは︑まさに経済振興策とか︑どうするかと

飲まんし︒あの人なんかも忙しい人ですから︒そういう意味では

やっているんで︒僕も特定のテーマがないと︑飯も食わんし酒も

ろんないわけですね︒沖縄経済界の天の声を発する方々がいらっ

はあれですけれども︑りゅうせきというのは一番の企業ではもち

伊藤

吉元

やはり沖縄の経済界ということで言えば︑こういう言い方

ちょっと読めないですね︒

を取らないと︑国や政治に対する政治的なアクション︑沖縄関係

来ないものは出来ないといったこともあったし︒むしろ県の了解

は行政が出来る範囲を見極めながらも支援することはあった︒出

業のことですから︑あるいはこれからのあり方論ですから︑それ

うな問題などは︑それなりに相談を受けたり︒もちろん県内の企

が抱えているものに対して行政のバックアップが欲しいというよ

を那覇に持ってくるか持ってこないか等を含めて︑いくつか民間

わさず︑どいうことになった︒自分からそういう場に出て行く人︑

てこい﹂と言われて︑せっつかれて帰って来たら強引に有無を言

階でいなくなつちゃって︑本人説得の場がなかっ︑た︑﹁早く帰っ

に本人が言って大笑いする︒四年前の知事選挙の時もきわどい段

論だけれど︑ほとんど海外出張でいなくなるし︑ということで現

もその通り従う人でもないし︒大きい選挙になると︑これは結果

吉元

いろいろご意見をおっしゃるのか︒

しゃいますよね︒天の声を受けて行動される方なのか︑天の声に

施策なり予算なり公共的な需要も引っ張り出しながら︒それは県

そういう役割を引き受ける人ではないですよ︒

クトもたくさんありますよ︒たとえば海洋博の時のアクアポリス

がオーケーしないと駄目だから︑というようなこともあって︑そ

伊藤

地方自治研究センターの理事長という仕事は︑それに専念

天の声を出す人にはならないけれど︑天の声が出たとして

れは緊密な関係で展開したのは事実ですね︒

して非常に忙しいというわけではないですね︒

規制緩和委員会とかそういう場にもたくさん参加しておら

佐道

吉一兀

いえ︑そうではないです︒むしろこの本来の仕事よりは︑

れたんですね︒そういう場で積極的に発言される方ですか︒

この間というのは︑去年の初め頃までは︑理事長時代二年間は全

ら︑ほとんどここでの仕事というのは⁝⁝︒

国の講演に頼まれて︑ひと月二回くらいの頻度で出ていましたか
それは自治労の仕事？

それほど自ら積極的に︑議論が沸騰した中で整理するとい

伊藤

吉一兀

役割的には︑では⁝⁝︒

いや︑講演は自治労だけでなくて︑ほとんどいろんな地域

う役割をする人ではないです︒
佐道

吉元

団体です︒

規制緩和検討委員会の中では田中直毅さんの個性を見ると

ら﹂というような課題で︑しょっちゅう求められてました︒最初︑

吉元

全体の役回りとして︑まとめ役なんですか︒

いろんな団体から言われて﹁沖縄の今︑過去︑これか

伊藤

もちろん民間経済団体の中ではその役割を彼はきちっと果

だいたいわかるでしょう︒彼が全部切った張った︑するから︒

吉元

ういう事が出来るのか︑というような素朴な意見が︑つまり四十

ったのか︑全県フリー・ゾーンと言っているけれど沖縄だけがそ

出したのか︑基地返還アクションプログラムは本当の意味は何だ

まり大田県政の国際都市形成構想とは何だったのか︑なぜそれを

九八年の後半から九九年の初めにかけては︑九十年代の沖縄︑つ
まとめ役と言っても︑自分がこっちの方へ持っていこうと

たしています︒

伊藤

いうことで︑だいたいそっちの方へ集約させていく︑というのか︑

それとも全体の意見を目配りしながらだいたいこっちの方向か
な︑と︒
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ですから︑単なる基地反対運動とは違う︑という意味で︒行政の

七都道府県の中で極めて異例な問題提起を︑将来を目指したわけ
トップが単に走ったんではなくて︑県民が一緒に︑経済団体が一
緒に︑この構図．はあまりなかったんじゃないか︒そういう意味で

は珍しがられた︑といヶのか︑聞きたかったというのが︑最初は
あったかもしれないですね︒

自民党は？

その種はないですね︒

講演じゃなくて⁝⁝︒
つながり︑ですか︒

意見を聞かれるとか︒

■小泉政権の沖縄政策
吉一兀

九九年の後半は︑小渕政権時代の日の丸︑君が代の立法化をは
じめ周辺事態法などを含めた盗聴法ですね︒さらには住民基本台

去年︑塩爺から呼ばれました︵笑︶︒財務大臣ですか︒突飛にね︒

の関連で﹁どうなるの︑日本は﹂ということとの関連で﹁沖縄か

小泉政権の中枢部には沖縄がないんです︒あの政権の中には三

﹁どうするか︑どうなるか﹂と︒

九八年の知事選の前に︑そうですね︑去年ありましたね︒

帳の一部改正問題︑今の住基ネットにつながるね︒一連の動きと
ら見た日本のこれから﹂︑﹁沖縄から見たアジアの中の日本﹂︑つ

というのが中心に︒したがって︑私は講演する時のタイトルはか

ば去年の九・一一テロ後︑沖縄への修学旅行が全部キャンセルと

さんの政策に一つもない﹂という言い方をするんだけど︒たとえ

つと富里がいないんじゃなくて︑沖縄がないんです︒僕は﹁小泉

なりショックなタイトルをつけるんだけれど﹁二十一世紀の日本︑

いう状態が続いた時︑TBSかどっかが番組を作って小泉さんを

まり沖縄から見える日本のあり方に対する声︑意見を聞きたい︑

改憲に向けて云々﹂というネ︸ミングで︑あとはレジメを作って

記念講演で呼ばれたり︑北海道などは沖縄の特別血汐とか盛塩政

からあまり多くはなかったけれど自治労サイドも大会やその他の

団体の記念講演とか︑それでも地域の県レベルの平和団体︑それ

吉元

伊藤

そうですね︒地域の任意的なグループ︑それからなんとか

だいたいは民間団体ですか︒

がなくなったから︒﹁横須賀も阿じだ︒基地を抱えているし米軍

だよ﹂と言わんばかりに反論しようかと思ったけれども︑マイク

の感覚はいったいなんなんだ﹂と言ってね︒﹁ここは日本︑沖縄

もグアムも同じだ﹂と︒そうよね︑あっちはアメリカだね︒﹁そ

されて来なくなって大変だ﹂と言ったら︑小泉さん曰く﹁ハワイ

て来て︑涙を流し残念がっていた︒﹁沖縄は大変だ︒キャンセル

呼んでやり取りした時の︑その場に沖縄から呼ばれた若者が帰っ

府構想を．北海道も勉強したいということで﹁いやいや沖縄はしば

を抱えている﹂という言い方をしたんです︒その若い観光関係の

一時間半くらいの講演をする︒これは非常に頻繁にやりました︒

らく出来ないから︑北海道走ってくれ﹂と言って︑二︑三度集中

伊藤

青年は︑ほんとにショックを受けたようですね︒
それは行政の方ですか︒

吉一兀

的に呼ばれたり︒

伊藤

行政も入ってます︒北海道大学の先生なんかを中心とした

今︑︑内閣の中で沖縄を考える⁝⁝︒

吉元

ば好きな仕事としての大学院大学を一生懸命やっている︑という

のが沖縄で口さがないもつばらの言い方なんだが︑それは私たち

ないですね︒結局︑尾身︵幸次︶さん一人で︑言ってみれ
グループですね︒

伊藤

が国際都市構想の中でも出した大学院大学構想で︑中身が一緒か

中央との関係はないんですか︒
吉一兀 中央と言うと︒
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どうか︑これは別としても︑少なくとも先鞭をつけていた︒ある

つ重要なところで入っていないのが︑大蔵なんです︒あの中には

まずひとつ︑そして自分が何かをしたい︑というのが出てきてい

縄戦後史とかとは全く関係がないんです︒担当大臣であることが

しかし︑尾身さんの沖縄への思い入れというのは︑基地とか沖

吉元

にご覧になっていますか︒

う離れられていたりするわけですけれども︑これはどういうふう

められないという話になってまいります︒その段階では先生はも

大蔵の存在はないんです︒後で規制緩和の問題や税制等の問題で

る︒だから沖縄に対する関わりは淡々と官僚に任している︒しか

ては金を出すのはどうということはない︒しかし仕組み︑制度と

所で稲嶺知事が﹁これも吉元さんの計画の中にあるよ﹂と言った

しこれだけは俺がやる︑というのが大学院大学構想だということ

いう部分に触れるというのはまず最初からノーだ﹂と︒これは二

自民党税調もこれに噛みついてくるし︑大蔵省もそんなものは認

なんです︒それに対して塩詰が﹁お前さんそんなこと言うけれど︑

十年前に出来た自由貿易地域︑この議論から出発している︒特別

という話が︑後で出てマスコミがびっくりしたらしい︒

大学設置審議会に相談しとるか﹂と︒それでバタバタしているで

自貿で︑二つ目ね︑橋本さんの時に︑中身がはっきりした︒それ

のうちに自民党の政調会長の麻生さんがコ兆円近くで海上基地

う感じで財務大臣とのやりとりがあった︑と言っていたけど︒そ

ょう︒ところが﹁それとこれは別だと︒総理の了解を取る﹂とい

に大学院大学︑﹁金ないよ︒優先順位をつけろ﹂という意味でし

結局︑国としては財政的に基地移設に関わる費用の問題︑さら

っていた内閣はもうない︒今の小泉さんの体制というのは︑文字

ておこうというのがあると思います︒これを左右しきれる力を持

仕組みに関わるような問題︑そういう部分についてはきちっとし

中でさせていいんであって︑それ以上の税制上の問題とか国家の

ます︒だから沖縄がどういう構想を出してこようが︑関係省庁の

以上のことについては﹁とてもじゃない﹂というのがあると思い

大蔵は最初から﹁規制緩和︑税制に関わる部分などについ

しょ・つ︒

を造って︑十五年後にまたどこかに造るのか︒そんな馬鹿な︒国

どおり財務省の力を借りないと何も出来ませんからね︒結果とし

も︑塩川さんがああいう発言をするぐらいになってきたんです︒

民は納得しないよ︒嘉手納統合案という下地議員の提案も検討に

つまり小泉政権の中で沖縄との関わりというのは︑政策的な︑

今までは沖縄に関して基地に関わる費用を値切るということは︑

てそうなっている︒ですから︑今の小泉内閣に沖縄政策がないど

党どの関係を含めて整合性のあるような形できちんと整理してい

百パーセントなかった︒これはお家の台所事情といえばそれまで

値するのではないか﹂という︒そういう発言が出て︑政府と党︑

るか︑というとそれはないような気がしてね︒ただ唯一アメリカ

だけれど︑僕はそれ以上の問題だと思う︒つまり︑沖縄を三十年

いうのは︑まさにそこに入っている︒金だけ出す︑というだけで

との関係で言うならば︑何にもまして優先しようという︑そこが

面倒見たんじゃないの︑と︒あ・うんの呼吸として復帰後あった︑

党内で衝突したり︒

すべてだ︑というような認識があるような気がします︒

官僚の中にある三十年︒沖縄覚悟しておけよ︑というのは︑やっ
自民党との関係で言うと︑今︑財務大臣の塩川さんの問題

佐道

もう一つは︑たとえば沖縄開発庁があった時のように﹁事務次

ぱり継承されていると思う︒

十四項目で十のプロジェクトチームがございましたね︒オールジ

官になる奴は大蔵から連れてくる︒自治省と交代交代だ︒振興局

が出ましたけれども︑たとえばさっきから議論になっている︑三
ャパン中央官庁ということを先ほど私︑申し上げましたが︑ひと
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のあと通産から来た今の安達︵俊雄︶さんに代わって︑安達さん

の遺︑最初は担当室長はたしか大蔵から来ていたと思います︒そ

議室に最初に沖縄政策協議会を作って︑事務局を担当したという

振興局にあるのか︑というとそれはちょっとわからない︒内政審

長は原則として大蔵だ﹂というような仕組みがこの内閣府の沖縄

は一つ﹂だという仲間意識が非常に強い︒逆に言えば中南部に人

それから北部という体質がありまして︑名護市を中心に﹁北部

いう話なんです︒

んです︒三つの町村にまたがるから︒結局それをどうするか︑と

所と近隣︑隣接する地域の振興です︒これは名護と限定できない

本音で勝負しなければいけなかったのは︑普天間の移設のあの場

つけられていない︒﹁俺たち捨てられている﹂という認識が常日

伸びますから︑結局︑北部が切り捨てられ︑残されている︒手を

間が百十万住んでいますから︑公共事業が集中する︑そこは先に

が今︑統括官︒ここまできたんでしょう︒それを大蔵が取らなか
仕組みは動かさずに済んだ︑ということが前提で︑そうい

ったという意味は︑そこにあるんじゃないですか︒

佐道
うことになるんですね︒

頃から強いんです︒振興開発計画の中でも︒だから過去三十年︑

そう思いますね︒だからこの県政の四年間の歩き方を見る

吉元

まりこれは北部中心の名護市が叫んだことなんです︒当然名護市

二十年は振り返ってみてもそういう言い方をする︒だけど振興開

佐道

に基地を持っていくから辺野喜と三つの集落に関わる︒政治的に

と︑つまり沖縄振興特別措置法は︑時限立法の十年ですから︑抜

官の時代は︑これは昨日も伺っていますが︑一国二制度という話

は︑名護市だけで孤立するよりはみんなで一緒に金を取ってみん

発計画の中で必ずしもおろそかにしているのではなくて︑北部の

をかなり議論をされていた段階があったと思うんですけれども︑

なで責任をもとう︑と︒つまり北部圏域で反対をなくすという前

本改正の前に今がチャンスだから︑これだけ蓄積してきた中身を

いろいろ経つ問に先生もいらっしゃらなくなって︑今のように大

提です︒これが保障されみと金は出ます︒あくまでもあれは北部

特性︑つ︐まり山と海とリゾート地を前提に︑逆に言えば手をつけ

蔵が︑税調が噛みつくというような時期になって︑一国二制度的

振興策というよりは︑基地受け入れのためのお金を出した︑とい

ご破算に︑潰せと言われたから潰したはず︒だから許容の範囲と

な︑仕組みを大きくいじるというようなことはしないという流れ

う話で受け取るべきだと思います︒

ていない︑という形になってしまう︒﹁この際︑基地を押し付け

になっていった︒その一方︑県のポスト三次振計に繋がる沖縄振

佐道

いう形で終わるというのは︑やっぱりそうだと思います︒その枠

興二十一世紀プランというのは︑内政審議室を中心に議論がされ

えばついこの間岸本さんが講演会で何をおっしゃったか︑という

られるんだったら︑迷惑施設だから俺たちの振興策も作れ﹂︒つ

て結局向こうが中心になって作っていく一方で︑北部振興策とい

と﹁北部振興策は北部全体をいかに活性化させるかで考えるべき

の中にきちっと納まつ︐ていくような形でやられとると思います︒

うのが具体的に国と基地所在市町村が直接つながる形で進行して

である︒従来は各市町村が思い思いに勝手にいろんな事をやって

か︒だから北部全体のことを考えるようなプランにするべきでは

もうひとつ重要な問題としてあるのは︑梶山さんが官房長

まいりますね︒これはすごく意味が大きかったのではないかと思

きた︒ばらば与にやっているので︑これではいけないのではない

吉元北部振興策の原点は基地所在市町村懇話会です︒梶山さん

ないか﹂と岸本さんはおっしゃっているわけです︒北部のいうん

まさにそのとおりだと思います︒もう一つあるのは︑たと

いますが︒

が出発させた﹁島田懇﹂です︒それを見ていて次に出てきたのが︑
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な首長さんのご意見では﹁振興策については県は通さなくてもい

﹁中部振興資金﹂を取ろうという言い方をしている︒こういうや

手納基地の住民は︑俺たちも取ろう︑というのがもう出とている︒

めに︒前にも言ったように︑六〇年代にベトナム戦争中に天願桟

らどうなる？一つは環境問題で︑一つは市民運動︑県民運動のた・

普天間移設が名護のあそこの場所に造れないということになった

こんなことしとったら︑じゃあ問題がたとえばの話ですよ︑今の

かするためにとにかく金をぶち込む︒文句あった金を投入する︒

問題だけれども︑政権に沖縄政策がないからです︒基地をなんと・

なっている︒これは何かというと結局日本政府︑これは自民党も

ということで︒﹁弁務官資金﹂と同じような構⁝造に今︑どんどん

り方をすると︑南部もまた要求する︒基地の被害は全部一緒だ︑

い︒国と僕ら直接やるから﹂という話が出てくるわけです︒そう
すると基地所在市町村と国が直接パイプでつながった︒県は県で
振興策でいろいろだくさん総花的にやっているし︑基地所在市町
村にこうやってピンポイントで落としているし︑これでもうだい
そのやり方が実は琉球政府時代の高等弁務官のやり方だつ

たい沖縄は全体がつかめたな︵ということですか︒

吉元
たんです︒高等弁務官は水︑電力︑石油︑この三つを握ったんで
す︒そして電力については配電会社を作らせて︑アメリカが作っ

橋︑これは軍の桟橋ですが︑天願ピア︑そこにストックヤードを

た電力を配電会社に売って︑配電会社が民間の家庭や工場まで引
つ張ったんです︒これは復帰までそうです︒だから沖縄電力を作

結果的にそうなる︒それよりも沖縄全体を次どうするか︑という

のはおかしいです︒将来ビジョンをもった沖縄政策がないかぢ︑

がるやり方は︑いくら地元が要求したって︑それを認めるという

結局基地を抱えている市町村︑そういう単位の要求に直接つな

いう責任が問われます︒

果的にそういう問題が出てくると何のためにこれをやったの︑と

市への金融特区︑これを元に戻しますか︒全部はがすという？．結

造れないといった時に︑北部振興策とか名護地域振興策とか名護

な連携も︑あるいは市民の運動・県民運動含めて︑行き詰まり︑

でさえ︑やりきれなかった︒今の時代に環境問題も含めて国際的

﹂本触りきらん︒布令で強制的にやれる力を持っているアメリカ

時でさえ︑県民運動︑座り込みが始まって︑大闘争に発展して指

造るための基地を建設しようと︑新たな土地を収用しようとした

った時に配電会社を統合して︑県庁も出資して沖縄電力を作った
んです︒水道についても公社があった︒それからエネルギーにつ
いては特定な琉球石油を中心にああいう形でやつちゃったから︒
つまりこのことで吸い上げた果実である資金を︑今度は高等弁

務官が基地︑アメリカとの摩擦を起こさない︑あるいは文句のあ
るところ︑首長選挙にかかわる部分などについて︑そこに重点的
に直接補助金をおろす︒もちろん琉球政府を通さない︒弁務官が
直接おろすんです︒視察をしてすぐ︒﹁弁務官資金﹂という言葉
がある︒

これと同じ事が今︑始まっているんです︒これは必ず失敗しま
す︒現に中部の市町村は中部振興資金を取ろう︑と言っている︒
です︒だから昨日もちょっと話したように︑防衛施設庁の基地周

方向に持っていくのが筋でしょ︒ところが今度の三振計の次の振

現に今︑嘉手納基地を受け入れているではないか︑という話なん
辺整備資金という仕組みがあるでしょう︒これでは足りなかった︒

な話がどうしてあるの︒十年間の振興計画ですよ︒SACOの今

部圏の振興︒ここの最初に基地移設︑SACOが出てくる︒こん

計︑今新しい振計の中に訴訟別振興策というのがあるんです︒北

ということで梶山さんが善意に考えた︑特別交付税の中にも入っ
ていなかった部分をどうするか︑ということで作った︒さらに島
田懇とは別に今度は地域ブロックとして特別に北部に普天間移設
の迷惑料として出した︒それでは基地の迷惑を被っている今の嘉
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の普天間移設は三年間で環境アセスをし︑それから実際のゴーの
佐道

■沖縄臼取り巻︽国際情勢

たとしてもだいたい短くて九・五年︑約十年とみよう︒あわせて

んは一生懸命おやりになろうとした︑ということがあると思うん

サインが出た︑といっても四年から五年︒そしてそれから着工し
十三から十四年でしょう︒十五年使わすという︒二十八年︑約三

ですけれども︑そういういろいろ自民党の中での沖縄問題の関わ

野中さんがいて︑鈴木さんがいてという︒もちろん小渕さ

十年︒そういうやつを頭に置いて︑どうして今のような補助金の

り方の変化︑これは影響が大きかったんですか︒

沖縄から見ると︑森さんから︑変わったと思います︒それ

おろしかたが将来的に安定的なものになると思うのかな︒

吉一兀

はサミットで窟︒サミットは九七年の年初に大田さんと相談して

今の政権︑小泉政権︒森政権からと言った方がいい︒小渕さん
の時代までは︑何をしょうとしているか見えた︒僕は辞めた後だ

視できない﹂︒まず一つは︑﹁受け入れるかどうかは当該市町村︑

﹁SACOが終わった︒問題がある︒兵力削減はない︒しかし無

す︒今は見えないんです︒沖縄から持ち込んでいない︑というこ

自治体がハ住民が第一︑義的には判断すること︒それを踏まえて︑

つたけれど︒沖縄に対して何をしょうとしているか︑見えたんで

とも問題︒これは原点︑出発です︒出発だけれど︑そればっかり

県は全体的な視点からやろう﹂という話をした︒もう一つは︑

﹁次の目標として兵力の削減を明確にしよう﹂と︒それは何かと

言っておれないです︒

いうと海兵隊の撤退を次は求める︑ということです︒それを明確

その問題で重要な点は二つで︑今︑先生が指摘された問題︑

佐道

ぼう︑と︒そしてサミットできちつと沖縄を軸に東アジアの中で

に出したんです︒あわせて︑もう一つ︑﹁サミットを沖縄に﹂呼

将来的にアメリカと対決︑対立するであろう中国の江沢民を呼ぼ

どを見ましても︑県もこの流れで容認をしているのではないか︒
吉一兀

政府に沖縄に対する確固とした方針がないから︒今の振興計画な

選んだ︑選ばされた︒選んだのは県民だけれど︑そういう知事を

う︒テ﹂マは﹁人間の安全保障﹂︒これを具体的に役割分担して︑

そういう県政を作った︑ということです︒そういう知事を

作るために仕組んだ︒それが九八年の流れです︒出発はすべてS

知事は総理に︑私は官房長官に︑その上︑私は各政党を回った︒

それは何だったかというと︑一つは朝鮮半島の問題をどう見る

ACOから出発した普天間の移設︑﹁海上基地ノー﹂と言った︒
そこから始まったということです︒

んも議論されたということをお話しましたけれども︒それがある

んじゃなくて︑その次を目指すとすれば︑やはり海兵隊だ︒そこ

乖離のないままで持っていける︑と︒私たちはSACOで終わる

一年から全県フリー・ゾーンも含めて︒その流れと︑そう大きな

かということとの関連︒二〇〇〇年のサミットを沖縄にさせるこ

段階から︑たとえば野中さんが苫東移設案を潰したという話があ

までは視野に入れておこう︑と︒具体的なアクションプログラム

そこでもう一つ問題になるのが橋本さん︑梶山さんといっ

りまずけれども︑自民党の中でも沖縄問題に対するパイプが微妙

を出してあるわけだから︒そういう意味で県民に絶えず︑今の問

佐道

に変わりかけた︒昨日のお話の中でも︑政府と党とずれが出てく

とによって︑ちょうど私たちの持っていこうとする流れ︑二〇〇

る︑という話がございましたけれども︒

題で終わる・のではないから許容の範囲は許容していこ・ワ︑という

た方々が︑いらっしゃいましたね︒さっきも一国二制度を梶山さ

今日的にはもっとひどい︒

吉元

メッセージを出しながら︑次の目標として︑兵力が動いていない︑
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から︑﹁次は兵力削減を目指そう﹂︑こういうことを立てたんです︒

リントンの訪朝︑ブッシュのブレーンがノーと言った︒それで終

北朝鮮に行ったでしょう︒十一月前いし十二月といわれていたク

から︑それは確実にブッシュ政権の中心メンバーに引き継がれて

ったが︒﹁アーミテージ・レポート﹂は十月に出ているわけです

だからサミットの二〇〇〇年は私たちに言わせれば︑ひとつの節

目になる︒二〇〇〇年以降は具体的にSACOHを求めたと思い
ますね︒明確に︒

う一回戻るんだけれど︑やっぱり梶山さんは朝鮮半島のことを睨

しを出していく︒﹁ちょっと待てよ﹂と思いながらも︑枠組みど

しかし︑二〇〇一年の段階でブッシュが来て北朝鮮政策の見直

いる︑という認識を僕らはしておった︒

んで言っていた︑と僕は理解した︒だからそのことを︑真剣に受

してあれはくずれんだろうと︒大きなずれはないだろうという感

梶山さんが三年ぐらい海上基地を担げんかといった時の話にも

け止めて大田知事とも相談した︒三役とも相談したし︑県庁のス

じがした︒つまり言葉を変えて言うとSACOHの話と︑もう一

本が全体的に集団的自衛権の問題と憲法改正まで︑とは言わんけ

タッフとも相談した︒同時に政党とも相談し個別に話しをした︒
ら︑支持団体︑労働組合︑すべて政党も共産党まで含めて集まっ

れど︑そこまで持ち込みが出来るならば︑ということがいくつか

つは沖縄側の議論の中でもう少し議論が出来るとするならば︑日

てもらって︑三役︑大田さんとの議論もさせた︒大変な議論をし

条件があるけれども︑それを踏まえた上で沖縄の問題をどう処理

積極的に自民党県議会野党にも相談した︒なかなかまとまらんか

たんです︒結局は共産党さん以外はローカル政党さんも含めて︑

するかという方向が見えていた︒

ランド研究所の報告も冷ました︒これはうムズフェルド国防長

最終的には﹁知事に任そう﹂︑と︒しばらく担いでいけるのか︑
アセスで引っ張っていけるか︑ほんとにそれで固定化されないか︑

これまでやりながら海上基地問題は真剣に大田県政も受け止め

トが置かれているのか︑全部見える︒でも︑九・一一テロ以後を

の在日米軍基地を見た場合︑何が最後に残るのか︑どこにウエイ

官就任前のもとでです︒それを見ながら︑沖縄の南部︑離島に︑

て動いた︒で︑﹁同時に名護市民投票の動きも始まっていたんです︒

みても︑そのずれ︑遅れはあったにしても︑量的な大きい小さい

という最後の判断は知事に任そう︑という話だった︒これは九七

そして結果があの話になる︒ですから︑そういうことを考えてい

はあったどしても︑僕はアーミテージ・レポートの枠組みはそう

これは下地島のことでしょう︑台湾有事を前提とした流れで沖縄

くと︑私は少なくとも︑いま当面する課題も頭に置きながら考え

大きく変わらんと思う︒

年の夏ですよ︒

ると︑大きな枠組みとしてはそう間違った判断はしていなかった︑

いるのか︑乏いう感じがした︒それはアーミテージさんの個性だ

ンバーに提案した情報源に︒ここまで細かく沖縄問題を把握して

た枠組み︑レポートを作った︑書いた︑あるいは分析の素材をメ

﹁アーミテージ・レポート﹂を見た時に︑それは私たちが描い

ろシンガポールはアメリカの方にもっと使ってくれ︑でしょう︒

頭に置くと︑やっぱりアセアン地域フォーラムとの関係で︑むし

政府が許容するかということを含めて︒同時に南沙諸島の問題を

会主義国ベトナムにカムラン湾を中心にどう関わるか︑ベトナム

され︑憲法改正までされたフィリピンにどうコミットするか︒社

むしろ︑アメリカ側はそれよりもっと積極的に︑かつて追い出

けではない︒二〇〇〇年の六月に金大中が北朝鮮に行ったでしょ

そういうのを睨んでいくと︑アメリカはいつまでも沖縄で海兵隊

という気がする︒

う︒七月に沖縄サミットです︒九月にオルブライト米国務長官が
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吉元

伊藤

僕は二年前に朝鮮に︑大田さんを団長にして︑百二十名近

朝鮮問題はどうですか︒

ればいけないだろうと︑見ています︒

将来︑海兵隊の問題というのはアメリカ自身が先に手をつけなけ

んといかん課題だから︑そこも睨みながら考えても︑やはり近い

いう道筋がまだ見えないけれど︑それは国際的にはつくっていか

介入を抑えながら︑平和的に時間をかけて軟着陸をさせていくと

湾に住んどる人の結論が出るまでは︑しかも中国の軍事的な強硬

だけど台湾問題が最後まで残りますから︒それは台湾問題が︑台

含めて︒グアムから測ってみるとそれほど大きな違いはないです︒

けの﹁財産﹂を︑基地としての財産をどうするか︑ということを

上で︑南との対決を構造的に煽っていたら︑北はもっと︑﹁悪の

攻撃が本物のように見えて来ている︒この際あの銃撃戦の延長線

読み過ぎかもしれないけれど︑情報としては︑アメリカのイラク

う紆余曲折はないだろう︑と思う︒それは何かというと︑これは

の意を表明︑という程度で終わったけれど︒今度の付き合いはも

いか︒この間の銃撃戦は暴発だと僕は見ている︒結果的には遺憾

離を置かれたということに対する北朝鮮のあせりがあるのではな

を出さんし︑という構図だから︒何よりもやはり中国から少し距

リカからいい返事はもらえんし︑いい返事をもらえんと日本も金

の話し合いをどうするか︑日本との付き合いをはじめないとアメ

来るともう行き詰まっているから︑後はアメリカと真っ正面から

るだろう︒そうすると当面暴発はもちろんないけれど︑ここま・で

のすべてを前提に将来を描く︑というのは無理が来ているような

く沖縄から連れて行った︒これは朝鮮問題を沖縄のいろんな人々

枢軸﹂論の一つですから︑アメリカの出方を非常に危険視するロ

視察に入ると思い衷す︒だからプーチンとの対談もそこで行われ

に意識させようと思って︒学者だけではなく︑文化人だけではな

シアが︑北朝鮮に相当大きなアドバイスをした節があると思う︒

塞にも情報が出ていたんだけれども︑金正日は極東ロシアの経済

く︑労働運動や地域運動︑平和運動をしている人を連れて行った

それはロシアとアメリカの今日の関係を見ればわかります︒

気がする︒だから︑ひとつグアムをもう一度どうするか︒あれだ

んです︒その三日くらいの問に何を掴んだか︑というと︑行って

えながら︑暴発させないペースでながら︑少し経済政策の指導に

中国はあんまりうるさいと少し距離を置くが︑金正日を抱きかか

るかの役割︒︑ロシアはやっぱり極東に関心を持ち︑強めてきた︒

間はかかっても直接的には南の仕事︑日本がどこまでサポートす

ではない︑軟着陸をどうさせるか︑という意味で言うならば︑時

が崩壊するとは思わないし︑言ってみれば軟着陸︒東ドイツ方式

れは今回いみじくも出たような気がする︒でもそれだけであの国﹁

いう言い方を私はしているんです︒それはもう見てその通り︒そ

あの時から言っているんですが︑北朝鮮は経済的に破綻すると

させるというのが目的だから︒

じゃないかな︒

するか︒という話でね︒ここがこれからの一︑二年の沖縄の課題

いけれど沖縄でなければならないという話にならん︒じゃあどう

ればならないという理由にはつながらない︒沖縄の方がいい︑・い

の海兵隊の役割︑これは見直しが始まる︑と︒しかし沖縄でなけ

せて九・一一以降が東南アジアのゲリラ対応のための機能として

機から台湾有事だよ︑と︒沖縄の基地は台湾有事を睨んだ︒あわ

流れ︒そうなってくると︑次に私たちいつも言うんだが︑朝鮮危

の国の中からでないけれど︑見とったらやはり一つ一つそういう

ことで︑むしろ北朝鮮の方が焦っていますから︒こういう点があ

吉元

伊藤

はい︒韓国と中国の経済的な連携というのが非常に進んだ

ロシアとウラジオストックで条約を結んだんですよね︒

・きたことによって日常的に関心を持ち︑情報を自分にインプット

入った︑と言っている︒たぶんこの一︑二ヶ月後には二︑三ヶ月
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後のモスクワオリンピックはボイコットされたでしょう︒それを

リンピックと同じように︑七九年のソ連のアフガン侵攻︑その直

吉元．はい︒二〇〇八年の北京オリンピック︑これはモスクワオ

それを見据えながら沖縄も考えていかなければならない⁝⁝︒

佐道

ままだというのか︑という話です︒そこが︑今︑稲嶺知事が出し

吉一兀

佐道

すよ︑県民に︒

はそのままでいいのか︑どいう議論はやはり問い直されていきま

識的に見た場合︑ない︒そうするとあと八年ある︒沖縄の海兵隊

ひ

よく知っているだけに︑今の中国はそんな馬鹿のことはしない︒

ている﹁十五年問題﹂とぶつかった理由なんです︒普天間の移設

長期的なアメリカが恐らく見直すであろういろんな事を︑

だから二〇〇八年までに台湾問題については有事に繋がるような

がそれまでにできないんですから︑施設が︒その後十五年間認め

これを押さえた上で︑それでは中国の福建省を中心とした部分に

湾問題は決着をつける︑解決する︑と︒これは変わらんと思う︒

江沢民が言っているんです︑九六年の段階で︒二〇一〇年には台

それは何かというと︑すでに﹁二〇〇五年には方針を出す﹂と

いいか︑悪いか︑どいう論議よりは︑それもひとつの自民党とい

ら︑幸いだから︑そこで出てきたのが下地幹郎案ですね︒それが

と言っているんです︒だからアメリカがノーと言っているんだか

若い連中から出る言葉なんです︒これほど矛盾した話はないよ︑

言うのか︑という話です︒これは本当に笑い話︑と酒飲みながら

るんで︒ひょっとすると﹁いらん﹂というのに﹁もっとおれ﹂と

そうですね︒なんでそこまでね︒アメリカの海兵隊はその

沖縄県民の中から？

ことはない︒もちろん口で攻撃はやりますよ︒

配置し始めたミサイル問題など︑報道の範囲でしかチェックでき

何度も言うようだけれど︑小泉政権の中には沖縄はない︒とい

う枠組みの中での議論だよ︑と︒

ないけれど︑それをひとつ頭に置きながら︑一方で台湾の経済が
落ち込み始めて︑ポスト香港が台湾ではなくて︑ポスト香港は文
字どおり上海になつちゃつたから︑上海に全部台湾の資本が流れ

議のあの連中︑出てきますよ︒もちろん日本自身の集団的自衛権

うことで︑自民党の中で議論が始まった︒地位協定問題もしかり︒

の問題︑憲法改正までいかなくても解釈︑改憲ということに踏み

始めて止まらない︒﹁三通﹂以前の問題として止まらない︒台湾

をどう作るかの話でしょう︒台湾の当時の国民党のシンクタンク

切ることも含めて︒そこまで読んでいくと︑アメリカからせっつ

それから普天間問題もしかり︒もっと構造的．に言うと︑これでい

も︑今の陳三遍さんの若手の学者グループ潔いわれているけれど︑

かれて二〇一〇年を待たずにやるんじゃないですか︒その時がひ

は投資の制限をしていた法律の枠を取っ払いましたから︒そうな

私に会いに来た︒沖縄の自治政府構想などに興味を持ち︑いろい

とつの︑海兵隊問題の決着をつける時期だ︒それでも海兵隊を残

いのか︑在日米軍基地︒これは確実に自民党の若手︑地位協定論

ろ勉強している︒つまり︑香港ではない︑一国二制度というのが

すというのなら︑何のためにというのを国民から問われる︒そう

ってくるとあと残るのは︑中国との間で台湾政府が台湾のあり方

本当に模索できるのか︒これは従来より緩やかな形で︑北京政府

いう意味では︑基地問題を真っ正面から自民党の若手が取り上げ

からは台湾に投げかけられていますが︒

るよりは︑地位協定問題に対等なパートナーシップを目指してや

るとするならば︑正論でしょうね︒

そうするとあと残るのは︑それでも不安だとするならば︑二〇

伊藤

一〇年の上海万博の前に︑ということはないでしょう︒結局は︑
基地返還アクションプログラムで私たちが描いた二〇一五年まで

そっちから行くということですか︒

の間尺の中では︑台湾問題で大きなドンパチが起こることは︑常
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台作り︑九月である程度完成しよう︒だから九月になると︑ある

自民党の中で議論が始まった︒彼らが八月一杯は勉強会︑たたき

問題をつけて十一項目出していますから︒それがベースになって

九六年に十項目の改正案を出しています︒稲嶺県政になって環境

っていますから︑あとは中身の問題︒中身の問題は大田県政の時︑

を探すか︵笑︶︒こんな非効率なことを領土問題にも発展するか

はやっぱりロシアから買うか︑でなければ尖閣の周辺の海底油田

経済成長の中で︑エネルギーをどうするか︑という話です︒これ

そうだとするならば︑中国にとっても同じ事だから︒これから

るんです︒そこは︑情報としては︒だけど本当か︑そこがひとつ︒

いいんです︒だからアフガンですよ﹂と︒それはみんな知ってい

る中央アジアの利権の問題です︒ビンラデインが犯人でなくても

をどうするかという話です︒将来的にはインドというマーケット

いは八月から始まるかもしれないが︑彼らはグループを作ってア

らやらんでしょう︒そうすると中央アジアでしょう︒それはアメ

吉元・たぶん行くと思います︒自民党︑つまり県内でも県議会や

メリカに行くでしょう︒そして議論が始まるでしょう︒
そうすると小泉政権やあるいは外務省という窓口とは違う動き

リカと中国のぶつかりあいでしょう︒だからアフガンの戦争を利

をどうするかという話です︒もう少し言うならば︑サウジを中心

が政権党の中に出はじめる︒これをアメリカ側がどう受け止める

用して︑パウエルは﹁何々スタン﹂という三つの国に手を打った︒

その他も地位協定については︑全面見直し︑決議を五十二の市町

か︑国務省は︒アーミテージがおるという安易さをいうわけじゃ

基地を置いた︒ロシアはそれをけん制しているけど︒ロシアだっ

とした中東のエネルギーに頼らなくても︑ガスと石油が確保でき

ないけれど︒今のブッシュ政権がやろうとしている︑中間選挙を

て自分の石油を売るためにパイプラインを大いに使って︒アメリ

村の内︑四十八までやってます︒もう県民的コンセンサスは終わ

前にした︑MD計画を含めた予算の問題などを含めて︑経済問題

そこまでやっておいて︑あと残ったのは日本のエネルギーの問

カはこの間ロシアと手を打ったのはエネルギーをくれるという話

題でしょう︒日本だけがうまく行っていない︒でも今度のアフガ

を抜きにするけれど︑もう少し民主党との問のかみ合いがきちっ
ャンネルを作って最後に残ったイラクの問題︑アフガン以上にど

ン問題で護衛艦を出した︑船を出したということが︑ある意味で

だから︒

の程度協力体制が国際的に出来るのか︑国連抜きに︒そこまでや

は中央アジアからのアフガンを経由⁝⁝︒そして︑ここですね︒

とおさまれば︒テロ戦争というのは見えてきましたから︑後はチ

に動く自民党の若手の連中がそれも含めて日米のあり方︑在日米

りそうな気がするんだ︒そうだとするのなら︑この一︑二ヶ月間

まさにここですよね︒今問題になったのはトルクメニスタンです

ね︒アフガニスタンのパイプラインでしょう︒一千何百キロ︒パ

軍基地のあり方︑これをすごく問われるでしょう︒

伊藤

キスタン︑インドまでの話ですね︒南を通るかどうかわからない

基地の問題というのは日本側がどう対応するかという問題

と同時に︑アメリカが世界情勢をどういうふうに読んで世界戦略

けれど︒ここに支援に行った自衛隊の自衛艦の役割︑そういう意

味で言うならば︑日本の新たなエネルギー政策︑つまり中東に対

をするか︑ということによって決まる方が大さいと思いますか︒

私は自民党のこの若手の連中の中で︑名前は﹁言うなトと

して対等な平等な形︑どこにも︑ソ連にもアメリカにも組みしな

吉元

いうから言わないけれど︑この話を．しているんです︒もう一つは

いで付き合っておった︑安定的な供給をやっておった︑これがい

ざというときどうなるかわからんよというときに︑今度こことの

﹁これは経済戦争だ﹂と僕は言っているんです︒﹁東アジアの中で

の経済戦争です︒アメリカにとってみれば中国というマーケット
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俺が説明したら︑社民党の連中から怒られたけれど︒お前はどこ
．の味方かというから︑冷静に考えろと︒これが一つ︒その上でシ

関係で確保されたという感じをアメリカは信用しとった︒これは

うのが沖縄にとっては最高の仕事をする時期でしょう︒枠組みと

吉元

材がたくさんいるわけでもないと思いますし︑具体的にはどうし

伊藤

そうですね︒そういう意味で言うならば︑朝鮮半島が中国

台湾海峡が問題です︒

必要はない︒今の県政の中でも経済政策の部分ではずいぶん潰さ

しては国際都市構想を出した理念︑そして仕組み︑それは変える

そういう意味ではこれからの五年︑十年︑まさに十年とい

ますか︑という問題が出て来ると思いますが︒

ーレーンの話でしょ︒どうするかの話︒これは夢の話ですか︒

吉元

かなんとかというもめはそっくりそのまま引き継がれているか

れたものがあるけれど︑それはもうこだわる必要はない︒理念と

ュは中国を刺激している︒ここに軍事力を強化しておこうと︒そ

を包囲する右腕︑これ︑左腕︒ここが喉元︒この喉元からブッシ

しているわけだから︑そんな馬鹿な話はないだろう︑と︒ここは

めに台湾の要請も含めて︑沖縄の米軍基地をそのままにしようと

味は︑ここを緊張させるだけだろう︒そのため．ここを強化するた

しようとしたんです︒それが元に戻っちゃった︒これを今度はも

ということです︒沖縄と東京の関係になったんです︒それを脱皮

元に戻った︑ということです︒つまり﹁沖縄﹂になつちゃった︑

しかし今の新しい振計︑十年計画の中で︑決定的に不足なのは

ら︑私はそれでいいと思う︒新しい振計も︒

中国のものなんだから︑たとえ一国二制度になったとしても︒そ

う少し︑もっと広げていこう︑外に目をむけよう︒東京と那覇と

うじやないだろう︑と僕は言っている︒ここに強化するという意

うすると台湾の問題と言うのは︑やはり沖縄にとってみるならば︒

め問で︑同じ距離に北京が入るんですから︒鹿児島の距離と中国

の福建省との距離は同じなんですから︒そうだったら︑なぜ遠い

私などは国際都市形成構想の経済施策の中で︑琉球之台湾と福
建省の三つで蓬莱経済圏構想を出して︑一緒に動いていた︒中国

東京まで行かすか︑と︒沖縄から少し勝手に動かしてくれという

意味で︑沖縄の気持ちを︑県民自体︑経済界自体が︑あるいは地

からは知事︑副知事は台湾に行くなと言われた︒勤務時間中に行
ってないんです︒連休中に行つとるんです︒大田知事は正月休み

域の政治家自体が︑その気になって︒

らったけれど︑今︑台湾との問では果実の品種の交換までやって

って行っているんです︒サトウキビの改良品種まで︒台湾からも

ももらったけれど︑今は沖縄の農業試験場で品種改良した苗を持

ているんです︒農業︑水産業︒かつて︑五百年前は向こうから芋

だって行政としてはすでに福建省との間では技術交流までやっ

に行く︒行ったことは彼らも知っているけれど︑僕らは別に旗立
てて行ったわけではないから︒だから︑きちっと話し合って︒

そうい・ワ意味で言うならば少し民間外交を沖縄に任せてもら
う︒この領域の︒アメリカがやるよりは︑日本がやるよりは︑沖
縄にそれだけの役割を持たせてくれ︑というか︒合湾と中国との
関係を含めて︑尖閣問題を含めて︑うまく処理していきますよ︒

いるし︑それはこの間やって来た︒確立したルートがあるんです︒

接協定を結ぶんです︒そして技術交流をやるんです︒こういうの

沖縄県の農林水産部長と台湾の台北市の農林部長と五年単位で直
佐道

はもちろん戦前から切らしてない︒そういうことが周辺の国では

■沖縄の将来に対する期待と現状の不安
ふうに沖縄にそういうことを任せてもらうように仕向けるには︑

なく地域との問では日常茶飯時的にやっていける︒

非常に面白い考え方だと思うんですが︑たとえばそういう
どうずればいいのか︒先生はおやりになりましたが︑そうそう人
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︑軍事的な仕組みをゼロにしろ︑と僕は言わんつ言わんげれど︑

と減っていく︒そのことを埋め合わせをこれでできる︑という発
想なんです︒それが一つ︒

縄の方言だけれど︑やはり違うんです︒というほど個性がある︒

今のままでなければ駄目だ︑という発想には立たない︒県民的に

海兵隊？あれはもう全部撤退しろ︒必要だとするならばストック

強いです︒そういう意味では市町村合併はなかなか出来ない︑と

・もうひとつは自治体は市町村合併を目の前にして︑やりたくな

ヤードくらい置いておけ︒どこか？キャンプハンセンくらいか︑

いうことなんです︒市町村財政からいえば︑全部飛びついている

言っても︒やはりスリム化すべきだと︒県民合意として成り立つ

シュワブか﹂という話だ︒﹁じゃあ本体はどこに持っていくの？

んです︒金を貰いたいのは公共事業です︒何か作りたい︒公民館

いんです︒沖縄は十キロ村が外れると言葉が違うんです︒同じ沖

岩国に持っていけ︒あと五年︑七年で出来上がる︒三千メートル

を立て直したいとか︒これはなくても市町村はつぶれない︒そこ

とするならば﹁嘉手納は仕方ない︒ホワイトビーチ？仕方ない︒

の空港︒水深十五メートルの大港湾が出来る︒その上︑なんで沖

に住んでいる住民もつぶれない︒ということであるならば︑もう

間の移設がどうしても実現できない︑県民がいがみ合ってどうに

やるか︑ということ︒それは基地がなくなるなら︑たとえば普天

一回こんなあぶく銭取らんでもいいんじゃないかという話を誰が

縄にまで作るの﹂どいうことになる︒ですから四年前の選挙の時
に︑突如として稲嶺さんが言った十五年使用とかいうような問題
は︑この四年間で随分変わったから︑あれにこだわらないでもう
一回︑見直す︒三年間の内に︑つまり環境アセスをやσておる問

の新しい振計で︑また従来の三次までの振計と同じように国から

には直接お金がおりてくる︑二十一世紀プランをもとにした沖縄

しかしたとえば先ほど申し上げた︑北部振興策で基地所在市町村

模だっていろんな見直しが島来る︒その通りだと思うんですが︑

体外交的に沖縄にいろんなことを任せる︒その沖縄にある兵力規

わり方の中身としては︑先生がおっしゃるように︑もう少し自治

佐道

伊藤

しかし︑自民党にしか期待が持てなかったら⁝⁝︒

という︑今のままで︒

党の中から︒そういうやりかたをしないとそっくりそのまま残る

問題だけれど︑こういう考え方もあるよという提言︒しかも自民

そういう意味では︑下地幹郎さんの提言美いうのはすごく大ぎな

五年と言い続けたら大変なことになります︒全く変わらんから︒

していくような役割を誰かが持たないと︒今の知事が十五年︑十

これは誰の責任かという責任の問題とは別︒そこにうまくシフト

もならん︑社会情勢も軍事情勢も違ってきたというんだったら︑

のお金がおりてくる︑高率補助金もそのままという仕組みが︑と

そこで出てきたのが麻生太郎さんのあの発言だった︒﹁ち

に見直す︑という機運を作るには︑今度の知事選挙で大変重要です︒

りあえず残ることになる︒しんどいこどをやるよりはこれの方が

ょっと待てよ︒彼は政調会長だろ﹂という話です︒麻生政調会長

吉元

そうですね︒しかし一方で四年間で変わったというその変

今のところ心地よいし︑いいんじゃないかという⁝⁝コ

の発言というのは︑つまり下地幹郎さんの普天間の嘉手納統合案

北部振興策十年間で一千億円は︑公共事業が多いだろうと

けれど︑︑すごく大きな政治的メッセージだと思います︒小泉さん

吉元

基地の移設︑普天間の移設を含めてだが︑相当沖縄のゼネコンに

は終わり︒次は誰がやるのか︑ということとこれはセットだと思

も一つの考えだ︑見識だ︑という言い方というのは表現もうまい
期待を持たせている︒一方で道路︑港湾︑空港という国の公共事

います︒それは自民党の中でも︑地位協定なども含めて︵三態依

いう期待が相当土建業にはあるんです︒土木建築業でね︒それと

業は減っている︒これは九七年からどんどん減っています︒もつ・
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という見方をしている︒だから呼ばれたら僕はアドバイスするん

に小泉離れが︑派閥と関係ないと思う︒あれは一つの力になる︑

然とした自民党を変えなければいけないというグル︑ープは︑確実

であるはずなんです︒

すから︑それはもうありとあらゆる⁝⁝︒このフォーラムの仕事

るまでの手法ですから︑戦略的な手法をどう持って行くかの話で

極の目標までは変える必要はないけれど︑当面する課題に到達す

吉元

COを作り︑というこの形を作っていって︑それがポシャッた︒

このフォーラムですか︒だから︑ずっと協議会を作りSA

とするならば︑どこに作るか︒民主党も頼りにならない︒では︑

り温度差がある︒基地のないところで基地のことを喋ってもなか

伊藤

だけれど︒そこがひとつの今までなかった︑つまりかつて私がい

どうするか︑と言ったら︑やはり政権党の中軸である自民党の中

なか︒外国人を見たこともない人のところで危ないよといっても

った橋本派︑小渕派という意味での政権作り︑枠組みが使えない

に出来上がったこの部隊︑それはストレートに普天間問題ではな

仕方のない話でっ

これを再構築するために全国行脚をしてきたけれど︑やは

いけれども︑地位協定問題ですからね︒真面目に勉強してもらう
・ことによって︑ここから切り拓いていく︒通常国会まで五︑六ヶ

それはその通りですね︒

吉一兀

伊藤

そうですが︒社民党かと思つとりました︵笑︶︒

やはり沖縄問題は沖縄問題です︒沖縄の中でもう一度︑構築する

月でしょう︒た・いした長さじゃないですよ︒

伊藤

ほんとはそう言うべきでしょうが︒実は一昨年から呼びか

やはり運動している部分で政党ともつきあってきた︒でも

吉元

とするならば︑ということで去年の十月にこれを立ち上げたのは

それはこのフォーラムとは関係があるんですか︒

憲法を見直すくらいなら国際条約であり︑軍事同盟である︑日米

形でまだ後生大事に御輿に乗っけていこうとするのは︑問題だ︒

だけど︑今の日米軍事伺盟である︑日米安保条約が︑そのままの

いことにはこれはできないんじゃないですか︒

伊藤

す目を﹂︑この三つの言い方でね︒

何が問題か︒﹁過去を見る﹂︑﹁今を読む﹂︑そして︑﹁将来を見通

そこで押し付けるつもりはないけれど︑今どうなっているか︑今

つている人が来たり︑いろいろあります︒いろいろありますが︑

たり︑全くの市民運動の連中が来たり︑明確な政治的な目的を持．

一緒に酒を飲もう﹂︒だから経済界の若手の連中が飛び込んでき

﹁ここにいろんな人が手を挙げて相談に来なさい︒あるいはまた

けをして︑去年の夏鳶から始めた研究会があって︑東京でやっと
伊藤

いえ︑全く︒軍事同盟を破棄して︑平和友好条約︒あれを

るんですが︒

吉元

安保を見直して︑そしてはじめて日本が持っている軍事力をどう

その通りですね︒それは無視できないより効果的な手段です︒

作ってやってきたんだけれど︑それにいきなり行くとは思わんよ︒

いう形で憲法に位置づけ︑どういう形で国際的な位置づけの中で

吉元

そうするとやはり官邸とあるいは政権党とのつながりを作

吉元

伊藤

そうだとするならばそれは誰がどこにさせるか︑となると︑

それはその通りです︒

操作しても﹁乗り越えずに﹂という流れの中ではどうしようもな

吉元

佐道

だから県をどうするか︑という話が一つある︒でも︑県を

沖縄県がやると強いんですけれど︒

るために⁝⁝︒

それはわかりました︒だけれど︑やっぱり県政を奪還しな

パートナーシップを作っていくか︑ということを抜きに議論でき

伊藤

政権党にさせないと意味がないでしょう︒政権党にさせるとする

るはずはない︒

と︑悪いけれど社民党にだけ頼ってはいかんでしょう︒それは究
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んな︑ということもひとつある︒それに次の日本のトップを構想

い形になってきたから︑やはり向こうも変わってもらわんといか

■次代を担う人材

柄がはっきりしてから︑もう一度伺うしかしょうがないです︒

中で見ながら︑それに繋がっていくであろう政策的な提言として

人を今のうちに︑教育といったら変ですが﹁こういうことを考え

佐道﹁先生は中央も沖縄県の側でも受け皿になっていろいろする

しながら︑ということも自分で構想するわけではなくて︑議論の
の地位協定とか基地問題がどっと出始めた︒それが政権党の中で

ないといけないよ︒こういう見方をしなきゃいけない﹂とか︒そ

んです︒そういう人材は育ちつつあるんですか︒

どう吸収力を持って議論が広がっていくかを見たい︒その時に派

吉元

ういうことをいろいろおやりになっている︑ということだと思う

いや︑もう潰せないでしょう︒

閥の長が潰すか︒そんな時代ではない︒そこまで来た︒
伊藤
派閥が弱くなりましたから︒

集中的にですね︒五十過ぎた連中というのは︑自分の今のポジシ

かなり若い連中︑三十代の後半から四十代の前半の連中が

佐道

ョンの将来しか頭にないから︑あまりこの種の話には真剣に乗っ

そこまで来るとあと残るのは︑政権の次の姿は見えてきた

から︑それではそれにあわせて沖縄をどうするか︑という話です︒

てこない︒これは本土でもそうかもしれませんが︑沖縄はその傾

吉一兀

十一月の選挙というのは避けて通れない課題です︒誰か手を挙げ

向が強いです︒だから今の県会議員とかはあんまりあてにしない

ほうがいい︒決まれば動くから︒筋が通れば︒

るでしょう︒

ここから先はちょっと聞きにくいな︒

その次の世代ですか︑もう︒

伊藤

佐道

いや︑私は早く与那国に帰らないといけないので︒大統領

吉一兀

ぞう︒そのもっと前ね︒理由は沖縄の経済界が三世代目に

入ったということです︒つまり創業者であった戦後の苦しんでき

吉元

与那国大統領ですか︒

のポストがもう決まっていますので︒
佐道

吉元

伊藤

与那国大統領として自治体外交を展開される︒

帰らんといかんのです︒︑

肩書きも決まっているんですね︒

って下さい︒名刺も作りました﹂と︒

吉元・そうですね︒ですから︑五十手前が三二雪おるけれど︑

伊藤

です︒これが今言った四十前後ですよ︒

ない︑商売が成り立たん︑という連中が今︑社長をはじめとるん

もう使い物にならん︑今の時代じゃおやじの感覚では仕事が出来

た大ボス︑おじいさんが︑おやじにバトンタッチして︑おやじが

佐道

笑い話になるけれど︒台湾問題は与那国で台湾と北京とが

これはもう一昨年の夏に町長と全町会議員が来て﹁早く帰

吉元

あとはやはり西十前後です︒この連中がいま経済界の中で発言力

吉一兀

会談をやったら一番早いでしょうね︒福建省も交えて︒これはほ

を増してきた︒言葉を換えて言えば︑政治的に弾圧する奴がいな
伊藤

佐道

議論の場を提供すると前からいっているんです︑中国では︒

いやいや︑ほんとにそう思いますね︒

ちょ．つと最後にけむに巻かれた気がしますが︒

屋へ平気で来るんです︒普通だったらここに入つとる︑吉元の所

い︑ということです︒それだけの力を持った奴が︒だからこの部

なりはじめているわけですか︒

かでやっても意味がないです︒

吉元

これはけむに巻かれる以外しょうがないんです︒それは事

佐道

かつての大長老︑軍政下に置かれていた時代からの戦後の

へ行ってきた︑といったら翌日から大変ですよ︒

伊藤
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の人たちの影響力が今は急速に低下したということですか︒

沖縄をつくってきた大長老がついこの間までいらっし却つた︒こ

の社会党・総評みたいな︒そういう意味で言うならば連合と民主

と言うんだけれど︑それに対応する政党を作りきれない︒かつて

ます︒そういう点で言ったら︑この間︑大田知事のもとで︑私が

分の仕事を真面目に︑受け継いだ仕事を積極的にやろうとしてい

です︒だからこれを今の労働運動のあり方として認知した上で︑

望退職者から募る︒するとなぜかいるんです︒それで終わる流れ

ためにストライキをやるという話になっていないから︒まず︑希

いるように︑リストラが始まっている︒そのリストラも首を守る

党との関係も必ずしもそうではない︒

中国や台北やシンガポールや香港やいろんな手を打ってきた︑ソ

そういう場から政治的な領域に手を挙げていく奴がおるかという

俺たちの先輩だけれど︑後継者を作らないことによって長

ウルまで︒これが生きて来ているんです︒そういう時代です︒

と︑かつてはおったけれど今はいない︒全くいない︒そうすると

吉一兀

経済界以外の部分で︑芽はいかがでごさいますか︒

そういう連中も労働運動が一つの政治的な役割を負っているとい

あれはマッチしていませんね︒

伊藤

政治の領域というのは︑ものすごく今言ったような断層が

う自覚が薄くなってきている︒だか与政治の場に出ないんです︒

伊藤

吉元

そのことがいいかもしれないけれど︑ある意味では︒

期政権を安定化していた︒そこでガタッと若返っている︒だから

あって︑少し使えると言う者が見当たらないです︒戦後沖縄が︑

昔でいえば︑労働組合か青年団とかですね︒

そう見てくると組合が閉鎖的になっていく理由がわかる気

あのアメリカの苦しい支配の中で生きてきたのは︑三十歳前後で

餌藤

そうですね︒そういう運動︑社会的な運動︑．社会的な役割

吉元

仕事を始めているんです︒ずっとそれでやってきた︒だから経済

吉元

といってこの若い連中が今経済界の重要な業界団体︑業種団体の

界の三世代の四十前後というのは︑別に若いわけではないんです︒

を担いながら︑政治的に目覚めて︑・首長とか議員とかいろんなと

がする︒それは何かと言うと当面︑自分の企業との関係︑そうす

自分たちが若いと思っているだけであって︒だから私は酒を飲む

ころに顔を出しながら︑揉まれて育っていくんです︒だからたぶ

リーダーに入るということは︑やっていない︒むしろ入らない︒

時に言うんです︒﹁私たちはまだ若いのに﹂という彼らに︑﹁馬鹿

ん経済界も同じだと思うけれども︑そういう場がなくなったんで

るとこの企業では︑グローバルな経済社会の中で云々と言われて

かお前は︒僕は二十七歳で復帰協の事務局長をやった︒全県運動

しょ・つ︒

﹁それどころではない︒そんな遊びはいやだ﹂と言っている︒自

を指導した﹂というと﹁えっ﹂．とこういう︒だから﹁同じだよ︒

です︒夏でいうならば︑エイサー︑盆踊りですね︒そういう集団

ただ沖縄の場合は地域の祭りごとに関わる若者が増えてきたん

ただただその場にあわなかっただけだし︑︑役割を負わなかっただ

けであって︑今からでも遅くはないからそういう役割が回った時
には積極的に発言して欲しい﹂と︒

的な場に関わる若者が増えてきた︒これはまた今までで言うなら
私は︑一般的に言って組合運動の中から新しいリーダーが

伊藤

ここに人が増えている︒こういう中から市会議員を出そうかとい

ば労働運動とか政治とか︑それが全く不得手な文化運動でしょう︒

吉元

う話が出たり︑意外に出はじめています︒これはユニークで︒こ

出てくる可能性は非常に低いのではないかと︒

働運動はものすごく視野が狭くなったというか︑企業内は当然だ

の間︑四月の沖縄市の市長選挙の時に普通の感覚でいう﹁候補者﹂

それは賛成します︒かつての労働運動に比べると︑今の労
けれど︒それと格好よく社会的などうのこうのと言って政策闘争
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がいなかったんです︒どうするか︑と大変な問・題だった︒市長も

変な話ですよ︒けれども結局出る奴がいない︒政党からもない︑

に市が金を出してクリントン公園を造って︑パーになってみたり︒

吉元

そう見たほうがいいでしょう︒

わりつつはある？

佐道

沖縄の自民党も変わりますか︒

■県内政党の今後

有識者もいない︑どうするか︒全く若い奴が︑しかもこの子は劇

伊藤

僕は変わると思います︒それはだから自民党の市町村議員

ミスばかりしている人です︒クリントンを迎えるために基地分中

団をやっている子でポヅと名前があがって来て︑本人も出てもい

吉元

局︑本人はそれを理由に止めてしまうんです︒もったいないなと

息子が選挙に出ると裏で色々言われて大変だ︑家族も親戚も︒結

から︒あれは西銘派︑上は田中角栄だとだいたいわかった．︒今は

ろ聞いてない︒昔は西銘さんに繋がってる人がはっきりわかった

も首長も含めて︑何々派というのがなくなったんです︒このとこ

沖縄のたとえば自民党とかはそういう政党自体は大きく変

いよ︑ダブルですけれど︒ところがお母さんがその事を気にして︑

思いながらもね︒そういう人材がいるんです︒どうするか︑と本

そんなのないです︒強いて言うと国政レベルの選挙に出る時に︑

派閥かという話になる︒それ以外にはほとんどそういうつながり

人に聞いたら﹁市会議員から始めたい﹂︒今度︑市会議員に出る
それも含めてですが︑そういう意味では市長村議会の議員のみ

で見るような県民性もなくなってきた︒だからホワーつとなって

誰が金を出しているか︑誰が応援しているか︑と見ているとあの

なさん︑若い︑地域で労働運動でもない︑政治活動でもない︑そ

います︒

んですが︒

ういういろんな地域の活動の中から︑ポンと出てきた︒あいつが

佐道

一時期﹁宗宗と幹幹﹂︵ムネムネとミキミキ︶というよう

出るなら面白いから出そう︑とまとまった︒これは四十代前後で

すか︒

な問題がありましたけれど︑それは．一部ということになるわけで

しかし︑今の様なお話は頭の固い左翼が聞いたら︑これは

すから︑私が言う連中とふれあう場が将来作れると思います︒

伊藤

ないでその他の団体で一緒に議論するんだったら︑決してひびは

僕は政党が政治団体としての綱領なり運動方針の枠組にこだわら

でいこうと言うくちいの気持ちに過去はなっておったんだから︒

たい一番融通の利かない県庁の役職員がこれで理解できて︑これ

吉元

社民党はどうですか︒

後遺症として余り残らんかもしれません︒

うな︒金を返すくらいだから︒これはまずいと思うんでしょう︒

れ︑刑事事件になってくるとやっぱり悪いんだなと感じるんだろ

は返しました﹂と公言するくらいだから︒それが社会的に指摘さ

とを本人も認めているし︑﹁選挙の時には金をもらいました︑金

うことはないでしょう︒但し︑現に宗男と繋がっていたというこ

あの業界の話でしょう︒県民的な視点から言うとどうとい

入らないと思います︒特定の政党は別ですが︒それは無理ですけ

伊藤

県議会野党第一党であるし︑雀羅近くの会派ですから︑四

吉一兀

・れど︑かなり地域のこと︑オールジャパンで画幽的に物を考えな

吉元

：：：o

い︑地域に責任を持たせて運動しでいくような体質のある政党だ

十四︑五三の定数の中で︒ですから︑力はそれなりに持っている︒

いや︑行政の中でこの話が通用してきたんですから︒だい

ったら︑特に異論はないと思います︒

日本の社会民主党とは必ずしも運動的に一つに繋がっているよう
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伊藤

ている︒

ではないんです︒沖縄の運動︑沖縄の課題をもっぱらの仕事にし

吉元

伊藤

佐道

社民党も変わります︒ついてくるんじゃないですか︵笑︶︒

本音は︑本当に社民党でやっていけるのかな︑と︒

ちょうどお時間になってしまいました︒

く伺っちゃって︒

なった︒臨時議会を招集して全会一致で提案するということで決

名護市議会が︑軍特委が代替施設計画白紙撤回決議をすることに

ベースにするのはわかりますがAベースにして︑日本全体

そして日米関係というところまで︒

吉元

まったんです︒この間の基本計画︑当の名護市議会が︑軍特委が︒

最近学習する連中が少なくなってきたんです︒政党も含め

て︑あらゆる領域で︒情報が得やすくなってきた時代だけれど︑

来て自分で勉強するという感じで︑誰かからきっかけになるコン

作りをする︒﹁あの本読め︑あの資料を探せ﹂と︒自分で探して

という感じですね︒

佐道

とをやるどいうのも馬鹿じゃないかと思うけれど︒

一番懸念したことになつちゃった︒普通︑知事選挙前にそんなこ

案外蓄積していない︒だから自分たちが必要な時にたとえば僕を

パクトな情報を仕入れて︑そして自らの領域を認識して役割を果

吉元

呼んで︑一時間くらい喋って︑あとはやりとりして自分たちの頭

たしていく︒こういう場が増えてきた︒だからそれが︑議員団活

う︑早く決めた方が選挙にとっていいよ︑というのが東京の考え
︑方︒﹁いやそれはちょっと困るよ﹂とも﹁いいよ﹂とも言わない

で︑設定されたものにノーは言わずに沖縄が応じて︑しかも決ま

十五年問題について一歩も動かないのに︑早く決めておこ

そ分意味では県もそうだし︑国の方にも司令塔がいない︑

動というのかわからんけれど︒投資効果はあまりないみたいです︑
社民党の中から新しいリーダーが出てくる可能性は︒

った基本計画の中身そのものが地元と調整した内容と違うんで

そういう意味では︒

ないことはないけれど︒

残そうと思えば残る政党ですね︒

社大党は残りますか︒

まだまだ使える政党ですね︒

に追い込まれていきますよね︒十一月の知事選挙です︒すんなり

市議会が白紙撤回を決めちゃうと︑県議会もいやおうなしにそれ

九月議会︑県議会は正面から取り上げていきますから︒おそらく

も︑東京ではオーケーしてきたわけですから︒市議会が決めると

いうことです︒市議会から白紙撤回を突きつけられると少し市長

す︒そこに今問題が起こっているんです︒これをどうするか︑と

必要であるということで︑残そうと思えば⁝⁝︒

佐道

伊藤

これをどういう形でまとめるかわかりませんが︑まとまる

そうですね︒あっという問に十一月です︒

十一月ですから︑もうあまり時間もないですね︒

は終わらないかもしれない︒

民主党左派は全然駄目なんですか︒

伊藤

って︑社民党があってというところから︑社丁丁は必要︒
伊藤

民主党左派という存在価値を上原康助さんが代表をしてい

︵終了︶

吉元

長時間ありがとうございました︒

までには十一月は過ぎて︑ということになります︒前書きなり何
伊藤・佐道

たというけれど︑あの人が引退して民主党を抜けてしまったから︑

やはり全国的とはちょっと違うんだ︒非常に僕は最後面白

なりをお書きいただくということになると思います︒

伊藤

と言われています︒

運動の量とかエネルギーということではないんです︒共産党があ

必要であるというのをこの政党が持っている運動の質とか

僕は全国的に見たら社民党は駄目だと思うんです︒

吉佐吉佐吉伊吉伊
元道元道元藤元藤

278

第7回

日 時＝2005年1月5日（水）
開始時刻＝13時30分
終了時刻＝16時00分
開催場所：那覇市・吉元邸

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

佐道明広（中京大学助教授）

って先生のオーラルをとらせていただいて︑︑これで最後に冊子に

ですから︑今回はぜひ︑大きくいうと二つの柱でお聞きしたいと

後半にございましたが︑それが本格的に始まる前のことでした︒

うど二〇〇二年ということで︑それこそ知事選のお話ですとかが

佐道

また明日のお話ということになると思いますが︑きょうはまず︑

めて︑それを最後にまとめて話していただきたいと︒このへんは

れるか︒今後の期待︑あるいは沖縄が抱える課題ということも含

れて︑沖縄政治というものをどういうふうにごらんになっておら

の部分と言いますか︑先生ご自身のこれまでのご経験を踏まえら

まとめさせていただくということになって︑最後にいわゆる結び

思っております︒一つは︑二〇〇二年にお話を伺って以降のわず

沖縄政治の中の動向を中心に伺わせていただいて︑明日︑本土と

i﹁沖縄21戦略フォーラム﹄設立の背景

か二年くらいの間ですけれども︑沖縄の中の政治の動向もかなり

沖縄の問題︑地方再編と米軍基地の問題を伺うというふうに考え

前回︑私どもが沖縄に参りましてお話を伺ったのが︑ちょ

変わったのではないかということが一つです︒この沖縄政治の中

ています︒両方とも︑かなり重い問題ではあるのですね︒

前回︑伺ったのは︑先ほど申しあげたように二〇〇二年七月か

の全体の動向ということについては︑これも主に二つございまし
て︑いちばん大きなところは先生が知事選に出られたという問題︒﹂

けですね︒前回の部分と重複することになるのですけれども︑こ

ら八月ということです︒先生が﹁沖縄21戦略フォーラム﹂︵以下

の﹁フォーラム﹂︑いわゆるシンクタンクと言いますか︑そうい

それから︑知事選後︑いま現在の状況ということ︒これが大きな
題ということで︑それが市町村合併の問題を含めまして︑自治体

うものを立ち上げられた動機から入っていただければと思いま

﹁フォーラム﹂︶を立ち上げられて︑もうだいぶ動いておられたわ

の再編成という問題が起こって︑先日︑十一月︵二〇〇四年︶に

二つですコそれからもう一つの大きな柱は︑日本と沖縄全体の問

私がこちらに来させていただい．たときに︑若手が立ち上げた道州

吉元

す︒

でもそういういろいろな問題に関心が高まっているということが

九七年からありました︒九七年の正月早々︑大田知事に県民向け

・制の勉強会にちょっと顔を出させていただいたりして︑沖縄の中
あると思います︒実際︑市町村合併といいますか︑その話自体が

の正月メッセージを出してもらいます︒その中にへ九六年十二月

二〇〇〇年に沖縄サミットを実現させる布石というのは︑

いろいろ進んでいる︒それはもちろん本土の動向を踏まえてとい

の状況︒それから︑日本と沖縄の問題︒まず地方自治体の地方のr

から大きく︑沖縄の中の政治の問題︒それが︑知事選と知事選後

る︒基地がどう動くかという話になつでぐる問題ですので︒です

てもきれない問題で馬これ自体も市町村の動向と大きく絡んでく

問題は︑米軍の再編の問題と基地の問題︒これはどうしても切っ

いうふうに考えておられるかということがヅつ︒それから最大の

も官邸サイドもびっくりしましてね︒﹁なぜSACOをまだやっ

というメッセージを県民に出すのです︒これはかなり東京サイド

わりじゃないよ︒これからは海兵隊︑兵力の削減を目指します﹂

ないかと︒大田知事にしゃべってもらったのは︑﹁SACOで終

ているものですから︒そういう意味では︑少し明確にしょうじゃ

という前提で︑普天間移設︑普天間の今の場所から移設が始まっ

ていくかと︒野江をたらいまわしですからね︒とりわけ県内移設

遅SACOの最終報告を踏まえて︑県民がどういう形で受けとめ

再編の問題と︑米軍の再編問題︑基地問題︒その大きな二つをお

てもいないのに﹂と︒それと同時に私たちは︑兵力削減を狙うと

うことなのですけれども︑先生もそれに関わっておられて︑どう

聞きした後で︑最後に全体の総括といいますか︑数十時間にわた
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政治情勢というのですか︑軍事体制の問題ですよね︒これとの関

あるように︑いわゆる沖縄︑あるいは日本を取り巻く周辺諸国の

うに︑十万人体制を崩さなきゃいかんわけですから︒その中にも

するならば︑九六年四月のクリントン・橋本共同宣言にもあるよ

佐道

五月の段階で︑私たちは連休を利用して︑百十名近く︒

それで︑二〇〇〇年のどの時期にするかと非常に迷いましてね︒

吉元

があると︒

吉一兀

それは︑沖縄がやっておかなければならない最後の仕事だ

かなりの数ですね︒

それをやりました︒向こうは快く引き受けてくれたのです︒

係で︑米軍基地の整理縮小︑兵力削減というのが位置づけられて
いるわけだから︑そこに食い込んでいかないといかんというのが

れが︑緊張緩和につながっていくのではないかと︒

のをやって︑東アジアの平和について話し合ってもらおうと︒こ

うかと︒沖縄でクリントン・橋本・江沢民の﹁三者会談﹂という

が要請したものの一つに︑中国の江沢民国家主席を招待したらど

題にすると︒これはもう︑確実に私たちの要請なんです︒私たち

首脳会議を沖縄で﹂と発表したのです︒﹁人間の安全保障﹂を議

た段階で︑ケルンサミットの終了後︑記者会見して︑﹁サミット

うのを繰り返すのです︒結果としては︑小渕︵恵三︶総理になっ

山官房長官に話す︒大田知事が上京して橋本総理に要請するとい

らかの形でそれを官邸に持ち込もうということで私は飛んで︑梶

官邸に対して出すのです︒表へは出していません︒それから︑何

のサミットを沖縄で開いてほしい﹂ということを強烈に︑これは

が本物ですよ﹂という数字を出しながら︑同時に︑﹁二〇〇〇年

に行って話を詰めたいと︒七かし︑・ブッシュのスタッフから﹁ノ

統領選挙︒にもかかわらずこの時期にクリントンさんは︑北朝鮮

には︑オルブライト米国務長官が北朝鮮を訪問し︑十一月が米大

月は南北のトップが平壌で会い︑七月が沖縄サミットです︒九月

いということだったので︑二〇〇〇年の五月に行ったのです︒六

すが︑それは私がもういなくなっていたから︑ぜひ自分も行きた

ら九八年︑大田知事の二期目の最後の年にそれを考えていたので

意味では︑唯一手付かずのところは北朝鮮だったのです︒ですか

実際は県の事務所ではないのですが事務所を置いたり︒そういう

をやった︒韓国にも︑﹁沖縄事務所﹂という言い方をしたけど︑

リ島︑海南島︑﹁四つの島﹂の国際観光フォーラムを︑サミット

の問でも親密な関係をつくった上で︒加えて︑済州島︑沖縄︑バ

きる段階までいって︑一方で︑表向きではないけれども︑台湾と

な交流が始めます︒経済・文化の交流などを通じて将来を展望で

つたと思います︒九〇年︑大田知事が誕生し︑中国福建省と正式

これは︑小渕さんはそのとおりやったのです︒それを公明党の

ー﹂と言われて行けなかった︒そヶいう流れからすると︑私なん

ありました︒﹁県民は兵力削減をこれだけ求めていますよ︒これ

神崎︵武法︶さんを名代にしたりしたのです︒北京サイドもちょ

にして︒その流れで︑構想した枠組みを継承する知事が誕生して

かの構想は間違ってなかったと思う︒沖縄サミットを一つの節目

ノつと心を動かした様子があったみたいなのですが︑結果としては︑
それは実現しなかったんです︒私は二〇〇〇年にどうしても北朝

発テロのときに沖縄も地域経済が混乱した︒米軍基地がテロに狙

いたとするならば︑これは確実にそこに持っていけたという自信
私が最初に先生のオーラルをやらせていただいた年で︒

われているということで大混乱になりました︒沖縄の警察では米

を持っています︒二〇〇一年︑ニューヨーク・ワシントン同時多
佐道

あ︑その話は出ましたか︒

軍基地を警備できないということで︑本土から動員する︒そうい

鮮に沖縄から大量に交流団を派遣したいと考えていましたから︑

吉元

はい︒北朝鮮に行くと︒なんか連絡をとっておられたこと

九九年の十二月あたりに北朝鮮に行った︒

佐道
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を支援したりして活動するの．です︒

手の経営者と一緒に話し合って︑シンポジウムを開いたり︑それ．

ォーラムを立ち上げて間もなく︑この問題が飛び込んできた︒若

ということ．で︑﹁フォーラム﹂を結成しようと動いた︒それでフ

気軽に相談する場所︑協議する場所︑論議する場所をつくりたい

が私のところに飛び込んでくる︒私は︑二〇〇一年の夏ごろから︑

とに︑経済界は目覚めるんです︒そのときに経済界の若手の連中

ッと変わるでしょう︒﹁やはり基地問題じゃないのか﹂というこ

めに︑一見華やかに見える沖縄の経済発展と思われる部分がガタ

に入る︒これが二〇〇一年の十一月以降ですよね︒米軍基地のた

う体制の中で観光客がバタッと止まる︒ものすごく危機的な状況

すよ︒

近く影響は克服できなかったです︒これが二〇〇二年に入ってで

それによってはなかったと思うのです︒ですから︑あれかち一年

のサミットの延長線上でもあったのだと思います︒大きな効果は︑

のですね︒国際会議を入れるとか︑何とかと︒これば二〇〇〇年

ら︒その部分はそのままにしながら︑いろいろな支援をしてくる

向けながら︑米軍基地をどうするというこ︑とはできないわけだか

らいいかということで皆が右往左往するのです︒国も︑熱い目を

がもろにその被害を受けた︒それを今度は克服すると︒どうした

で︑﹁．どうしたらいいのか﹂という高まりをつくった︒沖縄経済

が動きだした︒沖縄の政治家が動き出す︑県が動き出すという形

そういう中でどうするか︒知事選がある︒もう︑知事選の候補

者を決めるいろいろな議論が政党間で始まっている︒それは当然︑

二〇〇〇年の中ごろに相談をされはじめていたというの

は︑先ほどおっしゃった︑県政にいらっしゃる問につくった枠組

候補者を出すと私は思っていたが︑うまく話がいかない︒結果的

佐道

みが︑北朝鮮訪問であるとか︑クリントンさんの動向であるとか︑

に崩れ︑出せないと︒それはいちばん危機感を感じたのは公務員

・ので︑連合沖縄が動き出す︒そこに私が結果として追い詰められ

の労働組合です︒市町村の労働組合であり︑政党が放り投げてた

一応部分的には進みつつあるように見えたけれども︑﹂結局その全

県的に後押しするわけではなくなっているわけですね︒県政が代
わりましたし︒そういう動向をごらんになって︑やはりもうちょ

が︑私たちの言う危機感です︒﹁それが案の定でたのです︒ですか

だから︑県内の課題も結果的に片付かないのではないかというの

です︒﹁それみたことか﹂というのが二〇〇一年の結果ですよね︒

める前提で︑あとはどの場所にするかという選定に入っているん

は触らない︒むしろ︑普天間の移設を自ら積極的に県内移設を認

当の意味が︑いまの知事には継承されていないし︑基地に関して

吉元

て︑政策に生かそうという施策を出しえない︒これに対して言い

と︒二つの問題から︑いまの県政がそれに対する適切な手を打っ

縄経済はこうなつ．たんじゃないですか︒これをどうしたらいいか﹂

もう一つは︑﹁テロは︑結果として︑米軍基地があるがために沖

意味は何だったのか︒本当にそれが生かされているのですか﹂と︒

けるときの記者会見でも言ったのですが︑一つは︑﹁サミットの

すから︒結果として︑それは受けざるをえなかったのですが︒受

十一月が選挙です︒もう七︑八月です︒．その段階で出てきていま

ていくのです︒﹂﹁もう勝ち負けじゃない﹂というムードの中でね︒

ら︑基地と沖縄の問題︑経済の問題というのは︑まさに表裏一体

切れない︒やはり問題だというアクションを起こそうというのが

っときちんとやらなきゃいけないと︒

の関係だという認識︒﹁これは危ないそ﹂と︑これが一つ＼フォ

知事選に出るきっかけだ︑という表現を私はたしかしたと思います︒

そうなんです︒二〇〇〇年サミッふを沖縄でお願いした本

ーラムにつながったし︑フォーラムをつくったことで若手経済界

佐道

この二〇〇二年の知事選に関しては︑いわゆる各政治勢力︑

との議論の場がつくられたし︑シンポジウムをやった︒これに国
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例えば︑特に革新側ということでいうと︑取り組み方自体も遅か
ったと思うのです︒

う状況でしょう︒民主党は一人も議員がいないつここのアンバラ

ンスが影響したのでしょうね︒ですから政党間では︑三党ではう

まくいかない︒前参議院議員の照屋寛徳さんを出そうという動き

まく話し合えて︑じゃあ︑民主党を入れようという話で民主党を

があって︑照屋寛徳さんは後援会と相談した結果﹁ノー﹂だとい

かなり遅かったです︒従来︑社会党の流れである社会民主

っているのですよね︒そういう状態なんです︒この稲嶺県政が誕

う︒それでもう︑だめになったんです︒ですから︑かつて沖縄の

吉元

生して以降は︒それは九八年の参議院選挙がそうでしたけれども︑

革新といわれている政党の枠組みが︑そういうふうな機能︑役割

呼び出して︑四者の話に入るのです︒形の上では︑最初からそう

結局︑私はそのときに大田知事から言われて︑出ることになった︒

なった形になるのだが︑パターンは違うのです︒そこでも話がう

だから︑沖縄が一個にまとまって何かをしょうという動きがなか

をなしえなくなった︒前回︑三年前の知事選挙も︑そのことで時

党︑ローカル政党の社会大衆党︑共産党︑この三党が同時に話し

なかつくれない︒で︑民主党というのが本土では︑国会の場では

間がかかるだけで︑そうすると四月いっぱいになつちゃって︑も

合うのです︒普通は︒大田のときもそうでした︒その政党が見合

表に出てくるでしょう︒社会党というのが社民党になって︑相対

うだめだということになる︒各党どうするか︑といっても手がな

い︒適当な駒もない︒そういう中で労働組合は︑﹁ちょっと困る

的にバランスが逆転する︒結果としては︑その流れが全国に流れ
るし︑沖縄にもそういう意味では影響したと思います︒

よ﹂という動きが出始めたということです︒だから流れとして︑

私が出てくれと言われたときは︑たしか政党の支援︑特定の政党

この二〇〇二年の段階では︑かなり影響していたという︒

の支援というのは要りませんよと︒文字通り︑吉元政矩というの

佐道
吉一兀

が立候補して︑私の政策を支持してもらえる政党と一緒にやりま

そう見たほうがいいんじゃないですか︒だから︑当時の社

民党がイニシアチブをとって︑﹁こうしていこう﹂という引っ張

しょう︒そういう団体・個人と一緒にやりましょうというパター

今後の沖縄における首長選挙など︑そういうパターンに行かざる

り方が︑弱かったと．いえるでしょうね︒社会大衆党は︑年数が経

を得ない一つのきっかけだという認識だったんです︒だから︑そ

ンをつくった︒これは︑ちょっとオーバ弓な言い方をしますと︑

共産党もそうですね︒

てば経つほど活動ができないようになっていましたね︒共産党は︑
佐道

結局従来︑九〇年代に大田県政をつくったときの状況とは

自分たちのパターンにはまりこんでね︒

吉元

退するわけにはいかないです︒文字通り政策は政党抜きでっくら

れていますからね︒私を中心に︒それには︑フォーラムがあった︑

ういう方向を切り拓くという意味でいうならば︑ここはやはり辞

う︒連合を通じた単一組合だとかがそうなっていくしね︒それか

つくって走っておった︒そこでいろいろな議論があったというこ

まったく違うのです︒そういう中で︑民主党を支持する労働組合

ら︑連合を通じて︑よりそれが広がっていく︒全駐労あたりも民

とが︑結果的には役に立ったのかもしれません︒

の数が増えてくるのです︒全逓がそうなったね︑NTT労組もそ

主党支持ということではっきりしてきたのです︒連合沖縄の場で

あの選挙戦を私も拝見させていただいて︑沖縄政治の中で

公明党の位置づけ

■知事選の枠組み
佐道

は︑流れとしては中央から︑連合中央との関係を含めると︑民主
党の流れが非常に強くなってきているけれども︑沖縄的事情で︑
沖縄では社会民主党が県議会では圧倒的に野党第一党であるとい
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な選挙戦をおやりになったと思ヶのです︒それはまた後でお聞き

も︑日本全国的にもそうですけれども︑実際に先生はかなり特異

の自由民主党と公明党の枠組みでいこうという話ですよね︒小沢︑

り普天間の移設問題を含めて︑方向は出ておるのだけれゼも︑こ

これで一体︒だから︑沖縄米軍基地問題︑SACOの推進︑つま

の二区の彼心その流れですからね︒ですから沖縄自民党は︑違和

するとして︑今の話の続きをお聞きしたいのですけれど︒大田さ
制がまだ崩れていない時期ですし︑いわゆる野党共闘といいます

感を持ちながらも︑中央がまとまっているから︑そこに流れなき

一郎萎んと一緒のグループにおった仲村︵正治︶さんという沖縄

か︑革新共闘が可能だったわけですね︒二期お務めになって︒

ゃいかん︒公明党は︑この際ということで表に出てきたというこ

んが最初に知事になられたのが九一年︒そこらへんは五十五年体

吉一兀 公明党も含めて︒

とでしょう︒大田知事が負けたあの知事選というのは︑曖昧模糊

ああ︑あのときはそうですね︒それが︑九八年に大田さん

佐道

よって︑稲嶺を支援する与党という意味ではかチッとまとまって

自民党の中では違和感をもちながらも︑公明党が関わったことに

とした中で東京サイドの政治路線が押し付けられてくるやつを︑

九八年の夏に︑八月の末だと思いますが︑普天間移設を巡

は選挙で敗れるころは︑もうおかしくなっていたのですか︒

吉元

って︑公明党県議団が大田知事に何項目かの要請行動をするので

挙は︑公明沖縄は︑大田に顔は阿けて支持し︑沖縄の責任者は大

容だったと︑私は後で見ました︒だからその年の十一月の知事選

ね︒それがその八月末の公明党県議団が大田知事に突きつけた内

ゆる旗幟鮮明にしてもらったというのが正しいかもしれません

を沖縄問題で公明党に線を引いてもらったというのですか︑いわ

自民党主導の政権を︑という形で構築されていたのですね︒それ

ときは新進党ですかな︑それと公明ですか︒その枠組みで新しい

・くったという意味であって︑本流は東京で既に︑自民党と︑あの

把え︑一線を引くのです︒これはしかし︑沖縄的に一つの形をつ

シングだ︒部分的に︑段階的にという考えはこの人にはない﹂と

それから公明党さんは︑﹁ちょっと違うそ︒オール・オア・ナッ

言わないで︑その年の九月の県議会でそのやりとりをするのです︒

のものが入っている︒これに対して知事は﹁イエス﹂︑﹁ノー﹂を

法違反だ︒日の丸・君が代は認めん﹂という前提で︑﹁沖縄はそ

きに︑沖縄の社会党県本部は︑﹁安保は容認しない︒﹁自衛隊も憲

吉一兀

か︒

のですが︑やはりあそこも共産党と同じで︑上意下達といいます

基地の問題とかもあって︑この問題はより切実ではないかと思う

だいぶかけ替えになりつつあります︒しかし︑沖縄の場合ですと︑

とにかく与党化していますから︑いわゆる平和の党という看板も

佐道

す︒

我々と一緒にやっていた枠組みから離れていったということで

吉一兀

まったということが強いと︒

佐道

いくのです︒稲嶺与党ではまとまる︒

田と一緒に演説はしておるけれども︑実態︑学会はほとんど稲嶺

れでいきますよ︑いいですね﹂ということで︑社会党解散︑社民

革新がバラバラになつ売というよりかは︑稲嶺与党がまと

さんに走っていました︒これはもう︑公然たる事実でした︒その

党に合流していくのです︒社民党は︑総理を出しながら︑国会で

す︒つまり︑県内移設はやむをえんじゃないかというような趣旨

結果が︑稲嶺さんが誕生し︑県議会で︑h待っていました﹂とい

ああいう村山︵富市︶さんの演説を踏まえて路線変更しながらも︑

似たようなケースとしては︑社会党が社民党に変わったと

公明党という政党は︑ちょっと一種独特な政党で︑いまは

つまり︑大田に決別をした公明党︑創価学会がごそっと︑

う形で公明が与党に入っていく︒中央では入っていますからね︒
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沖縄的にいうと︑沖縄は違うよと︒沖縄はこれまでの︑﹁県民と
吉元

思いますね︒思いますけれども︑それは何だろう︒そうい

縄は沖縄だよ﹂と︑こういう問題があるといわれているのです︒

です︒公明や学会中央が動いている中で︑﹁ちょっと違うよ︒沖

で︑公明党についても︑それはまだ残っていると言われているの

自由民主党もそう︒労働党もつながっているし︑自由連合もつな

ている︒社民党もつながっている︒民主党も︑公明党はもちろん︑

思います︒沖縄も︑そういう意味で言うなら︑共産党はつながっ

どうするのかを描ききれないというところに突き当たっていると

う意味では︑それぞれの政党が︑政権与党が日本の二十一世紀を

でもこれは︑私に言わせればこじつけではないかなと︒そういう

がっている︒だけど︑社会大衆党というローカル政党はどことも

一緒にある﹂という︑これを堅持しておったのです︒同様の意味

実態もなくなってきたんじゃないのかと言われるほど︑那覇市長

つながっていないけれども︑ここがどんどん力をなくし︑名前だ

けになっています︒そのぶん全体的に落ち込んだ︒そこが強い問

選挙なんかを見ると︑あそこが動かんと負けるという選挙ですよ︒
本土とまったく同じですね︒

は︑社会的に影響力を持てる問は引っ張ってきた︒そこに求心力

佐道

吉一兀

を集めてきたけれども︑落ち込んでいると︑皆がこう⁝⁝︒全国

まさに母屋を乗っ取られているという感じですね︒ですか

ら︑そういう意味では︑かなり自民党の中の亀裂もそれによって

のレベルで落ちとるから︒このまとめ役がいない︒これが最大の

問題じゃないですか︒二年前の知事選挙がそうだったし︑今度の

拡大されているということが現実に出ている︒沖縄では︒

佐道

那覇市長選挙がそうだったと思います︒

う︑議会政治として圧倒的多数派を形成するという形で︑許容の

が唯一の目的化しちゃったんですよね︒そのために支援してもら

吉元

としては評価できるようなものがなかったと思います︒落ち込ん

吉元

のは︑これは漸進的なものですか︒それとも︑けっこう急激に︒

っしゃるように大きいと思いますけれども︑社大士の凋落という

本土でも︑公明に配慮せざるを得ないがために︑自党の候

補者に︑﹁我慢しろ﹂みたいな話になりまして︑いろいろひずみ

佐道

範囲をオーバーしてでも抱きかかえんといかんわけでしょう︒そ

でいく中で︑議会勢力として︑個人の若手の県会議員とか市町村

与野党の結節点としての社大才の意味というのは先生がお

が出てきています︒

こが憲法の問題に移ってきたし︑教育基本法へと移って︒そのか

議員が社会大衆党に学ぶことで︑いわゆる沖縄革新だという錦の

結局は自民党そのものが︑国政レベルで政権をとる︑それ

わりといわんばかりに︑日米の安保の問題︑在日米軍の問題︑と

御重が使える問は存続すると思います︒いまの社会大衆党は︑唯

急激ですね︒私は︑八○年代の中ごろからは︑組織︑政党︐

りわけその種の問題について︑公明は逆に押し込まれていってい

その理念のもとに沖縄をどうするかというのがつながっているか

一それを錦の御包として担いでいると思います︒しかし︑本当に

が得しているかというと︑どちらとも少しずれておるようだが︑

というと︑つながっていないですね︒文字通り一人置とりが︑議−

るでしょう︒だから︑結果的には見合っているんですよ︒どちら
今日的に見ると完全に重なっている︒そう言ってもいいほどだと

もいいほど︒また︑ある時には︑逃げ道としてね︒社民党が推薦

員に当選するという利益のためにこの政党が残っているといって
佐道

すると共産党が別人を推薦し難航する︑その時︑﹁どっちも出す

思います︒

的に見ると︑お互いに首を絞めているんじゃないかと思うのです

な︑うちが出すから﹂というような意味では一定の役割がまだ残

政権をとるという目的だけでは一致してやっていて︑長期
けれど︒
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わったような気がします︒

最初からそういうのはないです︒だから︑社会的役割はもはや終

知事選挙では二年前からそうなった︒．今度の那覇市長選挙なども︑

っていた︒これも首長選挙で使えなくなりました︒ましてやもう︑

や自民党支持者よりも運動面では先行しますのでね︒あそこは忠

選挙のたびに︑﹁裏切り者﹂と言わんでおこうとか︒でも︑もは

まで追い込むな﹂という声はまだ残っているんですよ︒あんまり

とそこに移っていく︒これが見え見えだけにね︒一方で︑﹁そこ

あ噛いっかは﹂という期待もないわけではないんでしょうね︒

実ですから︒それでもやはゆ︑県民的にいうと︑﹁いやいや︑ま

与党という意味で︑県政与党︑国政与党という意味で持続

佐道︑一方で公明党はどうなのでしょうか︒

吉元

ないんじゃないですか︒そういう意味では︑何が自分たちの利益

る創価学会と重なった部分が︑きちつとね︒どこにも行きようが

生がお出にならざるをえなくなった知事選挙のときには︑沖縄の

佐道

ら聞きますから︒

﹁あまり叩くな﹂という声は︑選挙のたびにいろいろなところが

かということなのでしょう︒それは︑野党としておったほうがい

政界自体にかなり大きな構造的な変化が起こっていたということ

しているのでしょうね︒頑張っているというのか︒宗教団体であ

いのか︑政権与党としておったほうがいいのか︒これはもう︑い

ですね︒

いずれにしろ︑その九八年の選挙を経て︑この二年前の先

まの日本の流れの中では政権与党におったほうがいいですよね︒

吉元

うよりは︑創価学会の平和学習にずいぶん青年部とか婦人部とか

が声を出していくのは復帰後です︒実は大田さんは︑公明党とい

後に公明党さんが声を出し始めるのです︒ですから︑公明党さん

社党が直前に出た︒だけど︑これはなくなっていきますね︒その

網羅してずっと続いたんです︒それを機に︑沖縄的にいうと︑民

県労協が一緒になって︑革新共闘会議というのがあらゆる団体を

り︑社会党︑社会大衆党︑人民党ですよ︒それに労働団体である

府行政主席選挙はべつに公明党というふうな認識はない︒文字通

後の選挙︑まあ︑初めての選挙だったけど︑一九六八年の琉球政

吉元

で指名されて︑私も一週間悩んで︑﹁いや︑やっぱりだめです﹂

さんから︑﹁頼む﹂といわれて︑参議院比例一位というところま

ですが隅例えば九八年︑社会党より先に︑当時の民主党の管直人

吉元

佐道

吉元

沖縄の民主党を育てる指導者ということですか︒

そうそう︑まったくそうです︒

中におけるいい指導者ということですね︒

佐道

それは︑かつて私もこういうインタビューに答えたつもり

政治の場で人をつくりきれなかったというのが続くんです︒

県民の問では︑沖縄の中ではといっていいでしょうか︑なかなか

民主党がいい指導者に恵まれなかっただけに︑イメージとしては︑

そうなんですね︒それはすごかったです︒一つはやはり民．

佐道

主党ですよ︒そ．れで︑社会大衆党というローカル政党の凋落です︒

に呼ばれて︑いわゆる講演などを通じて︑ものすごく貢献してい

と言ったことがあるんです︒

沖縄における政治勢力として︑公明党を意識せざるを得な

というふうに先生がお感じになったのはいつごろからですか︒

ます︒ですから︑大田さんの一期目というのは何の違和感もなく︑

佐道

復帰後でしょうね︒復帰段階の選挙︑例えば琉球政府の最

公明党との政策協定も結んでいるのです︒だけゼ︑その大田さん

なことが︒

︑吉元

だから︑民主党中央が目をつけたというのはおもしろかっ

あのときに出ておられたら︑ちょっとまただいぶいろいろ

民主党がいい指導者に恵まれなかったというのは︑沖縄の

に対して決別をした︒それが何かというと︑沖縄的要因ではなく
て︑日本の国政レベルの政党の組み合わせという要因で︑ガタッ
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そうですね︒

すね︒一方で社民党も︑最低限現有勢力は⁝⁝と思っているよね︒

吉元

ね︒かなりおもしろいんじゃないかと思います︒

朝の新聞では︑今度の衆議院選挙に玉城デニーさんが出ています

佐道

それでもあきらめずに︑その後の衆議院の段階で鳩山︵由

たと思いますつ

吉元

だけど流れとしては︑社民党は堅実だと思われていた地域で︑例

民主党は︑全選挙区で候補者を出そうという一つの方針で

紀夫︶さんから︑﹁頼む﹂といわれたときも︑やっぱり人づくり

は出ないんじゃないですか︒そういう状況ですよね︒沖縄で唯一︑

えば大分から一人︑九州比例でおりますが︑おそらく社民党から

中で一人おったからつて別にどうってことはないはずだが︑沖縄

社民党は選挙区で一人だけ︑照屋寛徳さんがおるのです︒そこも
．含めて︑民主党は沖縄の四議席全部出すといっているのです︒本

佐道

ないどいうのが︑沖縄的にいうなら普通のやり方ですよ︒共闘︑

来ならば調整をして︑少なくとも現在議員がおるところはぶつけ

めているでしょう︒もはや︑沖縄的にそれぞれの政党がお互いに

出るのがあたりまえです︒しかし︑いまはそうでない形になり始

民主党はとにかく︑ある意味で安全保障にかなり力を入れ

ている政党であることは間違いないので︑その意味で沖縄の基地

日常的な平和運動と反基地闘争を一緒にやっているから︒労働運

今口的にも︑相当そこが壊れ始めていますね︒

動の領域でも一緒にやっているから︑という配慮が政党レベルで

吉元

は思います︒それを二年前の知事選挙に例えたのですよね︒

配慮して︑有効に相乗効果を出そうという時期は終わった︑と僕
佐道

その意味では︑﹁先生に﹂と考えると︑それは我々からす

をみなしているということですね︒

佐道
吉元

そのとおりでしょうね︒

民の声をどこに向けていくの？

吉元

すか︑そういう考え方は残っているわけですか︒

だ︑過去からの︑共闘して戦うということに対する残津といいま

つまり民主党は︑共闘を組む相手ではないと社民党のこと

けれども︑社会民主党さんはどうなると思いますか︒これはわか
惹でしょう﹂と︒これは︑沖縄ではみんなわかっている︒﹁だか

吉元

二〇〇二年に先生が出ざるをえなかった選挙というのはま

ね︒いやいや︑民主党があるじゃないか︒おるじゃないか︒早い

と一緒になって︑戸〆が一緒に論議する⁝⁝︒社民党︑社会大衆

これは大きかったですよ︒﹁どっちみち︑言い方はきつい

らって共産党は﹂って︑これも︒そうすると︑どこに県民のエネ

佐道

時期に上原康助さんが民主党に入ったでしょう︒社民党を脱党し

党︑共産党︑

ということですよ

てね︒彼を顔にしたつもり︒だけど︑県民的に見ると顔にならな

政策の面ではかなり危ないんじゃないかと思いますが︒今

佐道

もう︑ここでだめだよと︒

ことで︑やはりひと通り幕引きではないですか︒

のテーブルにつくなかで︑それでも候補者をつくりきれなかった

自由連合︑それに民主党︑五党ですね︒若党が一つ

残っていたと思います︒思うけれども︑その民主党が三党

かったようだ︒そういう意味でいうと失敗したといえる︒むしろ

佐道

納昌吉が出た︒いま︑彼を顔にしてやろうとして︑動いている︒

遠回りする原因になつちゃった︒今度︑昨年の参議院比例区で喜

だれが？

ルギーというのですが︑自公に対する批判的なエネルギーを︑県

ると全然無理がない話ではあるのですけれども︒

ね︒

問題というのは民主党にとっても︑かなり大きな試金石なんです

なれば︑その人が当然沖縄のトップになるはずだから︒

的にいうと︑﹁沖縄の吉元が出ている︒民主党だ﹂ということに

って︒まあ︑全国から集まるメンバーの中で︑参議院や衆議院の

じゃなかったんですか︒沖縄で民主党の顔になる人というのがあ

、
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ムは県民的に合意を得て︑国際都市形成構想もそうだったし︑全

県フリー・トレード・ゾーンも︑経済団体があれだけ論議してま

とまった︒むしろそこから︑きちんと東アジア全体の流れの中で

■二〇〇二年知事選に立候補
吉元

実証⁝⁝︒あのときは︑﹁なるよ﹂と想定しておったけど︑今度

だから︑労働組合が自主的に私を担ぐ︒私は︑﹁うん︑そ

うだ︒．問題は二うあみよ︒サミットを生かしてないな︒同時多発

は見えるようになってきているのだから︒二〇〇二年にはね︒そ

ょう︒そういう意味では︑沖縄の県民の目というのが十年単位と

テロの結果︑基地問題で観光客は落ち込んで経済は大変なことに

私は言うけれども︑中央の政権との関係をよく先取りしているよ

れを選ばなかったというのは︑日本の小泉体制が出来上がったい
︐ま︑﹁沖縄で政権が変わったら無視するよ﹂ということなんでし

みきれない今の県政というのは︑そのまま続けさせていいの？﹂
．と．いうテーマを挙げた︒そういう意味では︑本来ならばこの四四

うな気がします︒﹁じゃあ︑稲嶺さんが三期を﹂という声は︑も

なっている︒これに対して︑やはり基地問題に真正面から切り込

全部が支持してもいい課題だったが︑そうならんでしょう︒﹁吉

佐道

うないのだから︒

元が長元から︑共産党も出そう﹂という話でしょうね︒あとは︑

たと思うのですけれども︑本土の変化のほうが早くなっているの

それはそうでしょうね︒ただ十年というのは︑前はよかっ

最初から︑四党は知事選をやめたわけだからね︒

﹁選挙にならんから﹂ということですから︒選挙になりません︒

佐道各党は︑二〇〇二年の選挙戦に関しては︑最初から及び腰

で㌔もう十年待っていられないのではないでしょうか︒私なんか

からすると︑そう見えてしまうのですが︒いずれにしろ︑二〇〇

だったということになるのでしょうか︒

吉元

二年の場合は政党が候補をまとめきれなかったと︒で︑労働組合

結果的にそうかもしれないね︒積極的じゃなかったといえ

る︒これは今回に限ったことではないが︑だいたい十年単位で沖
ええ︑なんかそうですよね︒

う話が来ていたのですか︒

らせてもらったのが七月の末︑八月の頭︒あのときもやはり︑も

が出てきた︒私と伊藤隆先生が二〇〇二年に先生のオーラルをや

佐道

だから二期︒まあ︑西銘︵順治︶さんが三期やったけど︑

．

吉元

吉一兀

七月末︑八月の頭です︒

・

そういう言い方がずっとあるんですね︒それが沖縄のバランス感

佐道

八月の中ごろ以降ですね︒私が︑もうやらざるをえないな

縄は変わるんです︒

覚だとも言う︒学者が言うような分析ができるかぜうかはわかり

吉元

と思ったのは八月の末だと思います︒もうギリギリの段階でね︒

話はあったと思いますよ︒いや︑⁝⁝七月でしたか︒

ません︒私は県民性だと思います︒

たしかアプロ丁チを始めたのがそのころだったと思います︒

稲嶺さんも一期やって︑﹁まあ︑二期くらいやらせてやっ

佐道

あれはおそらくどこかが流したのでしょうね︒労働組合サ

新聞にちらほらと先生のお名前も出るか︑出ないかがあっ

ても﹂という︑なんか全体的な雰囲気みたいなものがあったのか

て︒

佐道
そうかもしれませんね︒それはそうでしょう︒それよりは

なという感じが七ますね︒

吉元

吉元

イドが︒それは巧妙にやりますからね︒マスコミさんはまたそう

むしろ︑﹁一期で終わらせると︑また元に戻るよ﹂という︑これ
が効果あったのですね︒僕がやったら元に戻ったかな？

いうのが好きだから︵笑︶︒

戻って
ないと思うんだけどね︒かなり︵基地返還︶アクションプログラ
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をご一緒させていただいて︑そのときに︑﹁先生︑知事選に名前

佐道

り︑自分たちだけが船を出しているんです︒そういうことがあっ

ですよね︒それで︑彼らはそれ一回で終わっちゃうのです︒やは

やるんです︒おかしいと思いながらもやる︒つまり代々木の指導

八月の伊藤先生とやらせていただいたときに︑最後に食事

がちらほら出ているようですが﹂という話をしたら︑先生が︑

たりして︒労働運動もそうです︒労働運動の現場に対して︑バス

の労働者が春闘でストライキをかけて闘っているさなか︑﹁この

﹁まあ︑こういうのは年中行事みたいなもので︑そうやって出て
くるものなんです﹂とさらっとおっしゃって︒

ストライキは誤っている︒バス賃値上げを後押ししているような

いつもぶつかっていたし︒そういう意味では︑議論する場合の中

その前の那覇市長選挙のときです︒だから二〇〇〇年です︒

那覇市長の候補者︒

心メンバーであっただけで︒しかしまあ︑あれは人民党時代です

吉一兀

佐道

それで︑﹁あれ？﹂と思うのですが︑これはどうも︑それ

ストだ︒やめろ﹂という攻撃をかけたりするのです︒ですから︑

吉元

よね︒共産党は副業ですからね︒

二〇〇〇年の一月に私の話がボーンと出るんですよ︒那覇市長選

を発言したのは当時の市長の親泊︵康晴︶さんだということが後﹁

佐道

労働運動の現場も︑復帰運動の現場も︑原水禁運動の現場でも︑

でわかりましてね︒その親泊さんの発言というのが新聞に載るわ

吉一兀

挙の候補者︒

けです︒それに対して共産党が抗議をするんです︒それでなくな

行ってきた連中が共産党の影響を受けて︑私たちは当然だという

でもまあ︑そういう意味では学生運動⁝⁝︒本土の大学へ

そうですねえ︒

るんですよ︒ま︑そういうことがあったりしておったものだから︒

るいは労働運動の中で︑という形でしょう︒ですから︑付き合い

言い方をしていたけれども︑帰ってきて沖縄で人民党の中で︑あ

吉一兀

は長いですよ︒

しかし︑本当に共産党には︵笑︶︒

動︑労働運動︑この三つの領域でことごとく︑対決というほどで

佐道

佐道

はないけれども︑路線上のね︒私なんかは遠慮するほうじゃない

るということなのでしょう︒労組を中心に︑先生にということで︑

るか︑というでしょう︒沖縄の復帰運動をめぐって︑私たちは︑

核実験に反対するか︑社会主義国の核実験は正しいとして支持す

いう冗談を言うくらい︑六〇年代の初めのころは︑原水禁の問題︑

いと言えんだろう﹂というと︑みんな黙っているんですね︒そう

第一準備がなかったわけですかち︑選挙をするなんていう発想よ

全部カンパでやっていますから︑私は一銭も使っていないです︒

んと戻してもらったからね︒選挙にかかわる運動費用というのは

吉元

か︒

あそこはもう︑六〇年ごろからのね︒基地運動︑原水禁運

から︒﹁じゃあ︑きょうの論議はこれで終わりだな︒来週もう一

やはり最終的には労組の方が先生に依頼に来るということです

四・二八は﹁屈辱の日﹂という意味で︑県民大会をもったり︑海

りは︑出ているということで投票になるんだよといハうだけのこと

付き合いが深いほど馬向こうのつもり積もった不満も深ま

回やろうか﹂﹁うん︑やろう﹂﹁赤旗を見てやろうな︒赤旗を見な

上大会をもったりしてアピールする︒ところが︑突如として六四

ですからね︒

い︒八・一五の海上大会をやるべきだ﹂という復帰協の中でまた

吉元

佐道

九月に入って記者会見を求められてやったという感じです

十一月が投票で︑最終的に決断されたのが八月の末だと︒

形の上ではそうなりました︒供託金は自分で払って︑ちゃ

年だったと思うけれども︑﹁四・二八は誤りだ︒八・一五が正し
論議をしてくるのですよね︒大喧嘩するんですよ︒彼らもそれは
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政治とか︑県議会とか︑首長とか︒むしろそれを作り上げていく︑

そこに関わって政策を執行させていく︑広めていく︑そういう部

から︑中旬ですか︒

佐道

分で︒私の若いときから︑例えば復帰協での事務局長を二十代後

二〇〇二年のときには︑私は︑伊藤先生と先生のオーラル

をやらせていただいた後︑一週間くらい沖縄に残っておりまして︑

半ごろにやっていますからね︒全県を飛び回って︑政党の代表と

すから格好よく言えば︑私自身は組織者が向いているし︑どうい

最後の日に先生に確かごあいさつをしに伺ったと思うのですけれ
ューのお願いをしていたら︑倒れられたんです︒入院されたか何

う形で多くの団体の意見を集めて︑重ねて︑運動を作って実現し

演説会を開いたりして︑．﹁大きな事件﹂を引き起こしたりね︒で

かで︑それで会えなくなったのです︒それで︑﹁あれあれ乳﹂と

ていくかというのが︑ある意味で私の生き方というのですか︑役

ど︒その前に連合の沖縄の委員長の狩俣︵吉正︶さんにインタビ

思ううちに先生の名前がどんどん出てきて︑﹁これは⁝⁝﹂と思

割みたいなもの︒だから︑自分が選挙で選ばれて政治に一とい

うのはまったくなかったからね︒それは何かというと︑そういう

お盆明けというか︑中旬以降で

うようになったのですけれども︑
すかコ

ことで変えられるとは思っていないから︒
そうですが︒

そうだと思いますね︒新聞を見ればわかると思いますが︑

佐道

吉元

﹁よし︑わかった︒出るよ﹂と決めて︑すぐに記者会見を開いて

だって︑一人で知事をやったって変えられないですよ︒も

いうのかな︒

うことがいちばん大きな⁝⁝︒そしてトップを作り上げていくと

っと多くの土台︑支えるやつをつくらんと︒その役割を担うとい．

吉元

出るということになったときには︑例えばどなたかに相談

いますから︑本当にあっという問ですよね︒︑

佐道

いや︑もうないです︒もうそれは︑さっき来られた方︿奥

されるとか︒

吉一兀
佐道

例えば︑九八年の参議院のときも︑社会党からやると︒僕

ちなみに︑奥様はどういうふうにおっしゃっていましたか︒

大田さんというのはいろいろおやりになる方で︑いいところもあ

やってこられて︑実質的に大田県政を支えてこられたわけですね︒

単純に考えれば︑大田さんのときの政策調整監︑副知事を

吉元

れば悪いところもあると思うのですけれども︑ご自身がトップな

佐道

は経過を全部話しますからね︑その都度︒だから︑僕と付き合い

らこうするのにな︑というのはもちろんいろいろあったと思いま

様のこと﹂佐道注﹀︵笑︶︑そのへんで．それ以外にはないです︒

の範囲がまったく違うところで付き合っていますから︑女性のつ

吉元

す︒

るかもしれないけど︒しかし︑息子を含めて困﹁やらざるを得な

という意味であって︑﹁こうしろ﹂とは言えなかったですよね︒

ながりもありますね︒だから︑いろいろなところの話は聞いてい
い﹂と言ったときには︑もちろん反対はなかったし︑仕方ないで

ップになってやってやろうとは︒

ご自身がトップであれば︑こうできただろう︒じゃあ︑ト

それはありますよ︒でもそれは︑トップにこうしてほしい

しょうという思いが多かったし︑﹁そうね﹂というぐらいかな︒

佐道

選挙に出るという考え方は︑僕自身には元々ないんですよね︒も

吉元

だけど︑トッ︑プがすべてを︑組織から︑運動をつくる組織

しあったとすれば︑それは沖縄復帰直後の早い時期に何かを目指

的な活動から︑リーダーとしての役割までというのは︑それはね
え︒

しておったはずなんです︒そういう形で沖縄問題を切り拓いてい
くという考えは︑僕にはなかったですね︒例えば政党とか︑国の
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いうようなことを考えていくと︑どの政党から出るかというのは︑

とか︑日本の政治のね︒それから︑二十一世紀をどう見るかとか

悩んだんです︒それは私は悩みました︒むしろ︑政党のこれから

らせてという問題もいろいろあったし︒ですから︑それでも相当

あ︑全国区だったらダブらんしね︒沖縄の参議院の選挙区とダブ

それに社会党も︑﹁とにかく出てくれ﹂ということだったし︑ま

なくなったら大変だ︒何もできないから︑とにかく出てくれ﹂と︒

ら参議院にといわれたときも︑大田知事自身が︑﹁今のパイプが

吉元

佐道

吉元

佐道

そこはどうなんでしょうね︒私自身は︑九八年に社会党か

いやいや︒

⁝織田信長だったらできたかもしらんけどね︵笑︶︒

まあ︑確かに︒

検討する場を広げたりしょうということで︑ホームページを立ち

で本格的に︑いろいろな場をつくって︑沖縄のこれからについて

裕がない︒隙間がないんですよ︑つながっているのですね︒そこ

中心として﹁沖縄21戦略フォーラム﹂を立ち上げた︒ほとんど余

という話だったから︑﹁じゃあ︑やろうか﹂ということで︑私を

なと思って︑フォーラムの話が出てきた︒何名かで一緒にやろう

ら︑その後︑二年たちましたから︑もうバトンタッチする時期だ

ですよね︒その後も含めて︒それは︑自治研センターをやりなが

うことで︑決まりましたと︒どうも僕には余裕がなかったみたい

入れなかった︒自治労県本部のほうも正式にやってくださいとい

に引き回されて︒選挙運動ですからね︒結果が出て︑当選順位に︑・

民主党からの誘いがあったし︑社会党からも誘いがあった︒全国

れ﹂と説得されたのが一月末︑二月ですか︒二月か三月ごろから︑

ただ過去に党員だったからという話ではだめよね︒

吉元

佐道

影響力︑しかも県民の利益につながる︑生き方につながる

それはそうです︒

行くと︑これは際限ないな﹂と僕自身も思ってね︒そういう役割

終わって︑﹁ちょっと待て︒こういう形で事務所をずっと続けて

上げたりしているうちに︑今度は知事選の話が出てきた︒それが

政治の場で勢力を発揮するならば︑それはやはり可能性のある政

に絶えず引きずり出されるというのは︑やはりちょっと違うんで

ということで続いていくんです︒だから︑何名かが自分の家でパ

で︑事務所をたたむ話をして︑ほぼ合意させて︑中身は継続する

すね︒もう事務所をたたもう︑いい時期ではないのかということ

党というのが︑政治をやるとすれば︑当然選択肢として出てくる
じゃあ︑副知事をおやりになって︑その先々ですね︒実際

と思います︒

佐道

ソコンでつながりながら︑データを送ったり何かでコンタクトを

は︑副知事をおやめになったときにはまだそんなに︒

やったりしています︒例えば二〇〇三年三月に宜野湾市長が誕生

いや︑六十才だったと思います︒だからちょうどいいんじ

と自治労から要請があって︑本格的な論争をして︑行動計画を二

して︑﹁基地問題︑普天間問題をちょっと手伝ってくれ﹂と市長

吉元

ですけれども︑定年でおざまるにはまだエネルギーも⁝⁝

ゃないですか︒職場だったら定年ですからね︒

佐道

ということで︒

っており︑そういう場に係わってくれという話がボーンと来たか

まで持っていくかということを具体的に論議した︒過去の蓄積が

つまり二〇〇八年というのは北京オリンピックですからね︒どこ

去を求めるという方針だから︑その五年間にどこまで追い込むか︒

〇〇八年まで⁝⁝︒彼は二〇〇三年に当選して︑五年で普天間撤

ら︑じゃあ︑やれるうちはやろうかということで︒ですから私は︑

役に立った︒地元は焦りますから︑それをどういう形で組み合わ

自治労という組織が︑地方自治研究センターというのを持

九七年十二月の議会で二回目︑重要案件の通らなかった年末︑年

吉一兀

明け︒年明けごろから︑経済界から︑﹁次の選挙を推薦で出てく
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い層がおるよと︒その知っていない層は︑朝︑繁華街で︑あるい

・こは︑﹁吉元ってだれ？﹂という話よりは︑﹁あ︑副知事をやった

佐道

は交通量の多いところで手を振って顔を覚えてもらうか︒ちょっ

せて︒同時多発テロがあったし︒これも一つ︒だから︑チームを

のですけれども︑ちょっとまた選挙戦の話に戻らせていただいて︒

と違うんじゃないのか︑と︑いうのがあって︒やり方が違うという

吉元︒知っているよ﹂というのが一つあって︒いや︑知っていな

出馬を受けざるをえないなということになって︑出馬声明を出さ

のは︑意識的に変えたわけではなくて︑かねがね考えていた︑自

つくって︑作業に入りやすかったですね︒

れたのが九月に入ってのような段階ですから︑選挙の準備という

分で言っておったことをやらなかっただけの話です︒それが一つ︒

それが︑いまやっておられることに続いていく話だと思う

ことからいうと︑まったく時間がないわけですね︒先ほどもちょ

もう一つは︑朝にやはり弱いんですよ︒ですから︑そんな無理は

ないということで︑十の市がありますから︑そこを中心にやろう

っと申し上げたのですけれども︑私もちょっと選挙戦を拝見させ

と︒そこから︑﹁隣のところまで行ってくれ﹂というのだったら︑

しないほうがいいんじゃないかと︒三ヵ月くらいやるのだからね︒

全面的に表に出てきているわけではない︒勝手連のような人たち

そこへ飛ぼうということで︒選挙期間は短いし︑運動組⁝織をつく

ていただいたら︑これまでの沖縄の知事選挙にはなかったような︑

が︑かなりいろいろやっていると︒つまり︑ボトム層をどのよう

それがやはり︑支部あたりから︑﹁いきなり走り回るほうがいい

に巻き込んでいくかというような形でずいぶんやっておられたよ

るということも政党に頼ってないですから︑五十三市町村全部︑

かなり独特なスタイルといいますか︒つまり︑組合頼りではなか

うな気がするのです︒けっこう若い人にもアピールするようなこ

離島までつくるというのは︒普通はこれを三年かけてやりますか

んじゃないのか﹂と︒しかも︑もう短い期間だから離島にも行け

とをやっておられた︒ある新聞記者に言わせると︑先生は︑午前

らね︒どんなに短くても二年かけます︒そして︑候補者を擁立し

った︒先生ご自身が組合のご出身であるにもかかわらず︑組合が

中は家で勉強しておられて︑選挙戦は午後からしかやらないとか︒

て︑一年でひと通り回すのですね︒
佐道

﹁そんなことでいいのかしと新聞記者が言っていたというような︑
独特のスタイルだったということなのですけれど︒これはやはり︑

吉一兀

大変なものですね︒

やる以上はこれまでとは違う形の選挙をやらないと︑ということ

こはできないよと︒だったらどうするかという話です︒だから︑

実はありますよね︒選挙に実際に関わった者として︑やらなけれ

きた︒﹁あれ︑投票効果にどんな意味があったかな﹂というのが

多いところでというの︑ああいうのを自分で見てきたし︑させて

吉元

そこまで行くべきだというのは分かっているけれども︑それは回

そこまで来ているのに︑隣に来なかったか﹂と︒私に言わせれば︑

しかし︑これはいろいろなところがら相当怒られました︒﹁なぜ︑

こと︒どこをあてにするか︑これを最初から決めたつもりです︒

政策はどこが違うのかということと︑何を中心に訴えるかという

それは︑自分でやってきた経験が幾つかありますから︑そ

だったのですか︒

ば不安だけど︑rやってどういう意味があったかなというのは︑ず

れませんよということです︒ですから普通︑候補者というのは︑

朝立ちというような︑出勤時に繁華街で︑あるいは交通の

っと疑問に感じていたのです︒市場を回るとかね︒ちょっと違う

朝昼晩なしで︑懇談会を含めて︑とにかくどこにでも顔を出せと

いうパターンでしょう︒それはまずできないです︒できないこと

んじゃないのかと︒その理由は︑私が関わるとすれば︑顔を見て

も5う︑覚えてもらうというものではないはずだと︒ちょっとそ
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を︑﹁やれ﹂という人もいなかったから幸いだったのですね︒

この区画はどの組織の○○支部というところまで全部︒大きい市

ども︑こういう人はいらっしゃったわけですか︒

せみために︑選挙戦で絵を描く人が必要になると思うのですけれ

その候補者としての先生を︑かなり厳しい戦いであっても当選さ

ださい﹂と︒今度はご自身が候補者になられているわけですから︑

吉元

佐道

九四年は大田の勢いで︑経済団体も含めて︑﹁もう反対し

それが最後ですか︒

これが最後だと思います︒

界だったですね︒九〇年十一月の大田知事選挙︑僕にいわせれば

部つぶしていくのです︒これを毎日毎晩させたのです︒それが限

は全部︒小さなところは︑そこにある自治労の市職労︑町村職労

吉元

ない﹂というところまで押さえ込んじゃって︒そして︑自民党は

逆にいいますと︑これまでの知事選挙︑大田さんのときと

たと思います︒彼らは僕を引っ張り回すことをあまり考えていな

もちろん出すだろうけれども︑もう公明党も一緒ですからね︒労

佐道

かったみたいね︒どこにだれがおるか︑どことつながればそれが

働団体も︑もちろん九〇年のパターンを持っているけれども︑ほ

に任せる︒例えば那覇市なんかは︑全世帯くまなくですよ︒ブロ

広がるかという点でいうならば︑相当毎日夜中まで苦労していた︒

とんどビラ入れを一︑二回やるという程度で終わっています︒集

かその前とか︑実際に先生が第一線で選挙戦の絵を描いていたわ

ですから︑私を動かすと言うよりは︑むしろそこは宣伝力1担当

票というよりはむしろ︑﹁またお願いしますよ﹂と︒九八年︑大

ックごとに選対事務所を借りて︑そこで地図に色塗りをして︑全

の人に任せちゃって︑あとは全部市町村担当しながら︑そこに拡

田さんが敗北した選挙︒これは︑私は選対には入っていませんけ

けですよね︒そして候補者に︑﹁こうしてください︒ああしてく

大していくということに集中しておったみたいです︒行けない部

れども︑自治労の特別執行委員でもありますから︑彼らの運動︑

それは︑選対事務所を置いてありますから︑彼らが工夫し

分︑私が十市を中心にしていますから︑市以外の部分にどケ広げ

連合の運動を見ておったのですが︑そこまでやりきれなかった︒

度の那覇市長選挙なんかも︑ちょっと見ておったら︑各家庭にビ

この何年かの違いでね︒その後の大きい選挙も全部そうです︒今

ていくかということで︒

■労組︑運動力の低下

ラ入れをすることさえできないという状況ができていました︒私

先生は元々労組ご出身ですから︑やはりなんだかんだいっ

佐道

んから﹂というような形でね︒弁護団を十名くらい揃えて︑そし

なんかは荒っぽいほうで︑﹁とにかく︑捕まっても死刑にはなら

吉元

て運動は運動で突っ込んで︑トラブルが起こると弁護団が走って

ても労組は︒

織運動ができていないんです︒組織的選挙活動はできないところ

いく︒これが当たり前で︑八○年代から︒こういう選挙はもう︑

あ︑この労組というのは︑もうちょっと前から︑事実上組

です︒これは︑もう限界ですよね︒私が県労協に行ったのが八○

あれで終わりだったと思います︒沖縄といえども組合員はそのよ

いない︒﹁無理だ︒できる範囲で﹂という形になってきていると

年代の中頃ですね︒十年かけて西銘知事を倒して県政を奪還する
県政を奪還した︒そのときに︑徹底した選挙運動のパターンをつ

思います︒これは︑沖縄がそうだから︑全国的にも沖縄より先に

うな運動をしなくなっている︒執行部も︑そこまで運動を求めて
くったんですよ︒すべて戸別訪問︒﹁こんなもの選挙違反じゃな

そうなっていると思います︒

という方針で県庁を辞めて行くのですが︑幸いに十年号からずに

いか﹂と言われるけれども︑そのかわり︑きれいに地図の上で︑
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吉一兀

基本的にはボランティアベースですか︒

それぞれが自分の︑労働組合員の集まった部分をどういう

佐道

形で分担するかというのは︑もう大枠として決まっているから︒
佐道

そうですね︒

まあ︑確かにそうですね︒労組が集票ということはほとん

どなくなってきているという︒

吉一兀
吉元

勝手連的な動きがけっこうありましたね︒

ですから︑公明党の運動に皆ビクつくのですよ︒あれ以上

のことを僕らはやっていた︒

佐道

吉一兀

七つ道具というのだけれども︑届け出て許可をもらった宣伝力1

吉一兀

組織票ができるのが︑共産党と公明党しかないですからね︒

すので︑投票率は下がるなと︒革新といわれている部分が投票し

とか︑オーケーをとった携帯マイクとか︑．いわゆる選挙運動の免

佐道

なくなるなと思った︒選挙にならんと最初からわかっているから︒

許証ですよ︒これを持っていない宣伝力iに俺を乗せちゃって︑

すごい連中なんだけれども︑本当に何も分からないでね︒

共闘をつくれんかった︑統一でね︒これはもう︑結果ははっきり

那覇市で選挙運動をしてね︒それで︑パレットくもじの前でしゃ

二〇〇二年の知事選挙というのは︑それ億もう知っていま

していますよ︒票がどのくらいい．くかな︑という話でしょう︒

らったら選挙法違反です﹂﹁どうして﹂と︑そこでハッと気づい

べって帰るときに︑那覇署︑県警本部からとめられて︑﹁吉元さ

吉元

たんです︒あ︑この宣伝力1は︑ひょっとすると普通の街頭宣伝

共闘がつくれなかった時点で︑新聞なんかはもう︑やる前

線いっているよ﹂というのがボロンと出たりしてね︒それは︑世

カーじゃないかなと思ったのですね︒聞いたら︑﹁いや︑許可証

佐道

論調査乏いうのはそんなもんですよ︒テレビに︑顔を必ず出して

はありますよ﹂という︒県警が許可証を見たら︑﹁これは街頭宣

ん︑まずいですよ﹂﹁どうしたんですか﹂﹁こんなことをやっても︑

もらえるからね︒一︑二回︑討論会もあるわけでしょう︒ああい

伝のだろう﹂と︒﹁あっ﹂と思ったけれども︑私が︑﹁それは分か

から結果はわかっているという報道が圧倒的でしたからね︒

うのを通じてみると︑稲嶺さんが笑いながら︑冗談だとは思うけ

らんかったなあ﹂と言うわけにもいかんし︒﹁もう分かっている

ただその中で︑いろいろな世論調査なんかで︑﹁案外いい

れども︑最初のテレビ討論を浦添市民会館でやったんだけど︑

と思いますから︑もう二度と言いませんよ﹂というから︑﹁分か

とを平気でやる連中ですから︑選挙法がどうのこうの︑﹁公職選挙

った﹂とひと言いって︑それで僕は降りたんですね︒こういうこ

﹁吉元さんに負けている﹂と奥さんが言ったそうです︒彼のこと
だから︑冗談だとは思うけどね︒もう集票活動というやつはでき
︑

法がどうのこうのの．話じゃないですからね︒でも︑あの意欲はす

あ︑自由に∩．

労働組合の自由に任せちゃっている︒

たのですけれど︒やはり︑二〇〇〇年からサミットでいろいろ沖

ことをやっておられる方にお目にかかって︑お話しを伺ったりし

佐道

ごかったです︒

自分でやる︒やれるときにやってくださいと︒

縄がクローズアップをされて︑それがどんなものかなと思ってい

そもそも運動員という形で労組を組織することはできない

なくなっているんじゃないですか︒

佐道
とQ

そうすると︽選対事務所に入っておられる方は︒

ると︑なかなか方向が定まらない︒さっき先生がおっ七やった二

そうですね︒私は︑実はそのときに那覇にいた勝手連的な

労働組合からはほとんどいなかったんじゃないですか︒

〇〇一年の風評被害というのがあって︑このままでいいのかなと

佐吉佐吉佐
道元道元道

吉元

ほとんどいなかった︒
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いうことを非常に漠然と不安に思った方々が実はけっこういらっ
しゃって︒

かもしれませんけれども︑たとえば︑物産公社に元々いらっしゃ
った方々が⁝⁝︒

ああ︑おりましたね︒

代に芽を出して︑芽吹いているところで稲嶺県政の中ではちょっ

吉元

と外れてしまったというような方とか︒

ああいう方々とか︑つまり先生が県庁にいらっしゃった時

吉元
吉元

佐道

くりするほど︑その後小さなグループができるのです︒その小さ

意外と若い連中ね︒それから︑いろいろなことをやっておったん．

■吉元塾

なグループの代表が集まってきて︑私に政治塾を開いてくれとい

だが︑例えばテレビとかラジオでタレント的なね︒それでなんと

うだったから俺もやりたいとかね︒そういう連中が集まって︑吉

か政治の場に顔を出したい︑出てみたいという連中とか︒親がそ

あの中から浜名か市会議員が誕生しているのですね︒びっ

うこどで︑いま塾があるんです︒

吉元

元塾をつくるきっかけになったのです︒

でも︑それはまだ少ないです︒ここには︑自治体の職員の

佐道吉元塾ですか︒
入っているんです︒私は︑﹁勉強するのだったら︑だれでもいい

佐道

そうそう︒実は保守系だけではなく︑自民党の県会議員が

ですよ︒思想信条を問いません︒この場で徹底的に勉強しましょ

といいますか⁝⁝︒

選挙をおやりになって︑結果的に残念な結果︒．まあ︑︑残念

う︒それぞれの生き方は生き方です﹂という形でオープンにして
いる︒

も︑自治体の問題とか︑市町村合併を勉強するとか︑基地問題を

国どこでも呼ばれたら行って講演することはやってきました︒で

︑吉元 政治という意味でいうならば︑若い者を育てるという意味
では︑それはそのとおりです︒それ以前は︑県内はもちろん︑全

いうことですか︒

とか︑こうい

ーラムというのは︑事務所は閉鎖したけれども︑それを通じて関

で︑そういう成熟が芽生えてきたというのが一つと︑まあ︑フォ

その後続くのかなと思った︒次の選挙につなげるのかなという点

吉元

佐道

もちろんそうです︒私はむしろそれよりは︑言ったことが

そうですね︒じゃあ︑結果は先生の予測の範囲内︒

知の上だからね︒だけど︑十五万いっていなかったんじゃな炉か

もう当然の結果でね︒十五万が最高だなというふうな読み

集中的に勉強するとか︑沖縄ってこれでいいの？

心を持つやつは増えてきた︒自治体レベルでこういう問題を考え

吉元

塾の話も伺いたいのですけれども︑その前に︑塾のような

うテーマで彼らがテーマで出してきまずからね︒自分たちが勉強

るときに︑手伝ってくれんかと︒宜野湾問題とか︑与那国問題と

佐道

しようというテーマを出して︑これに応える中身をつくって︑一

方は自分ではしていたから︒．それは選挙にならんということは承

緒に勉強する︒つまり政治を目指す若手の勉強する場として意識

か︑こういうのが出てきたという点でいうならば︑私が副知事時

後進の指導は︑選挙戦をきっかけにそういう動きが起きてきたと

し始めたのは︑この吉元塾︒知事選以後ですね︒知事選に係わっ

代にやっておった仕事だけじゃなくて︑選挙のときにアピールし

長とか市町村議員︑一般の若手の頭の中に残ったのでしょうね︒

な︒ちょっと足りなかったという気がします︒

て︑僕に係わった︑僕を見ておった連中が最初に集まったのです︒

てきた﹁沖縄の二十一世紀のあり方﹂みたいな︑こういうのが首
その勝手連をやっておられるのも︑これも固有名詞はだめ

だから勝手連の連中もその中におる︒

佐道
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いという意味でいうのならばね︒どくらいの大きさかというのは︑

次の選挙につないでもらえれば非常にうれしいなと思う．．消えな

そういうのが次から次へと出てきているような気がして︑それが

う中でどうしたらいいのかという話でしょう︒何か大きい組織を

というのは身につまされるほど自分で感じ始めています︒そうい

ということを︑やはりこの何年か︑特に二〇〇二年の知事選以降

佐道
保守系のの県会議員が来るくらいだから︑少し広がってい

それはそうですね︒後になってみないとまた︑わからない

でいうならば︑確実に労働組合が担ぎきれない領域に入った︒組

﹁いや︑そうでもないみたいよ︒何なの？これ﹂と︒という意味

つくって︑打ち上げて︑そこを運動の求心力を持つかというと︑

吉元

合員の気持ちが︑もう労働組合を中心に社会的役割を担っていこ

ちょっと量れないけれど︒

るんじゃないですか︒馳

うというものではなくなった︒政党も︑そういうものではなくな

ってきた︒特に沖縄ではそれが顕著ですね︒かつて沖縄革新を担

革新を含めて︑沖縄の政治構造の中の大きな変化の中にあ

ったということですけれども︑つまり既成政党を中心として︑従

ってきた社会大衆党とか社会党︑いま．の社民党とかを見ていると

佐道

来の組織といい︐ますか︑そういう枠組みが大きくずれてきている

違う持続性を持っている︒いまでもあるよね︒でもそれは︑政治︑

ていいのか﹂というのが︒つまり︑本土の労働運動とはちょっと

いう復帰運動があったでしょう︒﹁こんなに米軍と付き合わされ

ラスアルファして︑沖縄の場合は︑﹁沖縄はこれでいいのか﹂と

祉のためにどいう︑いわゆる労働組合主義的なそういうものにプ

方︑労働組合の社会的役割︒つまり︑組合の権利義務と家族の福

吉一兀

吉元

佐道

いま︑その二人も吉元塾のメンバーですけれどね︒労働組

確実に沖縄の政治も新しい流れが起きつつあると力

違うなと思いますね︒

組織とか何かというのは関係ない︒それを見ておると︑ちょっと

挙であれだけの票を一人でとるという若手が出てくるし︑べつに

添市で初めて出た若者が圧勝する︒沖縄市あたりで︑市会議員選

いない︒今年の県議選も︑意外に思ったのは︑都市地区である浦

ら労働組合の組⁝織をあてにしていない︒政党の組織をあてにして

ね︒そこに若い市町村の議員が出てきましたね︒彼らは︑最初か

選挙之かいうものとは解離し始めています︒それは何かといえば︑

合の役割を僕は否定しない︒政党の役目も否定しないし︑政党は

と︒

労働組合総体が縦の全国とのつながりのなかで︑運動が倭小化さ

当然必要です︒でも︑それに頼ってきた運動︑それが当たり前だ

労働組合の僕たちが描き︑将来的に理想と思っていたあり

れているというのかな︒あたりまえでいうならば︑総評と違う連

例えば︑基地問題に対して︑平和センターというのは作ったのだ

るのは何か︑日常的にいうと︑それを埋める場がなくなっている︒

佐道

のが欠落していたんじゃないかという感じがしてね︒

ら地域社会を担っていく若い人をどのくらい作っていくかという

った運動ではなくなってきたということに早ぐ目覚めて︑これか﹁

けれども︑それが本当にそういう意味を持って広がっているのか

けれども︑その前に︑ちょっとお聞きしっちい話ではあるのです

合の労働運動に入っていってしまったというのかな︒これを埋め

という点でいうならば︑基地反対で運動しているけれども︑なぜ

が︑先生が知事選に出られる最終的な判断をされるときに︑ちょ

あって︒

っとお体のこともあったんじゃないかなという話を聞いたことが

いまの沖縄の政治の問題︑吉元塾の話を伺ってきたのです
広がらんのかな︒辺野喜沖への普天間移設の問題も︑思ったより
広がらん︒でも︑反対運動は持続している︒そういうのを見てい
ると︑﹁労働組合員って何だったかな︒政党って何だったかな﹂
＼
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れから私は︑血圧の問題はずっとそのままです︒県議会の深夜審

で県庁に入りました︒大田さんが就任した直後の十二月上旬︒そ

ました﹂となって︑それで診断結果を持って県庁に届けて︑それ

て時間を過ごすんです︒所長が出てきて︑﹁ギザギリ血圧が落ち

無理ですよ﹂という︒何時間かな︑保健所の庭で深呼吸したりし

保健所でチェックしたときに︑﹁血圧がどうしても高い︒これは

ますから︑健康診断をきちっと受けなきゃいかんということで︑

るときにちょっと問題になりましてね︒一度県庁職員を辞めてい

いまでもそれは続いてい．ます︒県庁に大田県政ができて県庁に入

ということで医者に注意されて︑薬を飲むようになウたのです︒

んの軽い︒それから自分の健康を意識した︒その後︑血圧が高い︑

むし︑相当消耗していたんだろうな︒ちょっと倒れたんです︒ほ

議会や議員や青年団や︑いろいろ話し合うのです︒そこで酒も飲

り直すんです︒嘉手納基地包囲行動を企画し︑地域をまわって︑

ターに行って︑沖縄闘争の再構築ということで︑反基地闘争を作

吉一兀

るわけで︑そこも⁝⁝︒

佐道

べって︑それについて論議するということでやっています︒

をコピー取らせて︑渡して︑だいたい一時間くらいこっちがしゃ

私も毎日見ています︒それで決まれば︑準備に入り︑作ったもの

りたい﹂と出てくる︑それを担当者のほうが一﹂つに絞り込んで︒

のは︑一週間前にメルマガで︑それぞれから︑﹁今回はこれをや

らが本番で︑十二時近くまで細かい話をします︒テーマをつくる

あと︑帰るやつはそこまで︑残るやつは近くの居酒屋で︑そこか

ので︑二十時から二時間くらい︑八時から十時ごろまでやって︒

県会議員まで増えましたので︑一時間ずらしてくれということな

ことで︒十九時からずっとやっているのですが︑この間からは︑

半近くなるのですけれども︑一月に一回︑第三火曜日の夜という

ち込んでこられた︒で︑﹁そうだな﹂ということで︒これは一年

うのをやって︑私たちが勉強する場を作ってくれませんか﹂と持

吉元

うのをやってください﹂と言ってくるわけですか︒

先生の沖縄21戦略フォーラムの事務局は形としてはまだあ

は気を付けているつもりです︒一つは血圧︒もう一つは︑これも

吉元

佐道

完全に分けておられるわけですか︒

その仕組みとはまったく違う︒

そことはまったく違うところが︒

いや︑違います︒

少し酒を飲みすぎたのかもしれないけれども︑これは〇二年の知

佐道

ありますね︒県庁を辞めて県労協に行って︑ローカルセン

議︑二回ほど私はついていけなくなって︑翌日休んだ︒議会でト

．吉元

そうなんですよ︒三聖でしたかね︒﹁どうですか︒そうい

ラブつたこともありまずけれど︒私自身は︑その後ずっと健康に

事選挙後にわかったんですよ︒前立腺肥大︒それだけすめばよか

最初は︑フォーラムの一環としてやろうという話もありま

ったけれども︑細胞検査をしてもらったら前立腺がんという︒そ
いんです︒二〇〇二年の知事選挙というのは︑本当は自信なかっ

吉元

佐道

だから︑そこで一回論議させたんですよ︒そうしたら︑や

あ︑フォーラムに︒

したけれども︑そこには運営委員会がありますからね︒

吉元

たですね︒朝弱いというのはそこなんです︒もともとそうではな

れ講師陣を何名そろえるか︑から始まるのですからね︒ちょっと

れ以後は酒も飲んでいません︒健康上︑けっしていい状況ではな

かったんですけれど︑徹夜でも︑酒を飲んできても出勤して仕事

待てと︒そういうのは彼らが望んでいないよと思ったものですか

ら︒そこで︑別枠でやるだけやってみて︑手に負えなくなったら

をしておった︒無理がきかなくなってきています︒

佐道

フォーラムの中で位置づけてみたらどうかと︒まったく別世界で

吉元塾の話をもうちょっと伺いたいのですけれども︑選挙
戦をきっかけに︑若い人たちが中心になって︑先生に︑﹁こうい
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吉元

佐道

三十中ごろですか︒五十以上は来るなと僕は言っているん

そうですが︒平均年齢は何歳くらい﹁ですか︒

吉一兀

佐道︐これはとにかく︑超党派の職業を超えた︒

自主的にやってみたらどうかと言っているのです︒

をやるという動きが出はじめています︒まあ︑一年に一遍くらい︑

ですよ︒例えば︑沖縄から米軍基地がなくなる︑そして国際都市

るし︑市会議屓で次に市長を狙っているやつがおるし︑今度県会

す︒新聞記者も入っていますよ︒

形成構想が完結する目標が二〇一五年︒九五年から数えて﹁二十

議員になった人も︒まあ︑本人はいまのところ︑本気かもしれな

来年の選挙で︑ある市の市会議員を目指そうというのがお

年﹂︑ここに焦点を当てていたのです︒県庁時代も︒国際都市形

しょう︒だったら︑五十から上には来てもらっては困るよ︒例え

さい﹂と︑彼らがそういう︒﹁じゃあ︑それに対して僕も応えま

るよ︒社会的に自分が何をできるかというやつを求める人が来な

﹁言いっ放し︑勉強して自分個人の頭作りをするというのでは困

ったやつだから︑卒業まで責任を持てと︒いまやっている塾も︑

すね︒とにかく物を言わないから︒

吉元

佐道

そうですねえ︑いちばん若い自治体の職員がおもしろいで

そうですが︒なかなかおもしろそうなところですね︒

る人が一人︑市町村役場の職員が二人一四名くらいおります︒

吉一兀

佐道

物を言わない？

いけれども︑﹁副知事はやりません︒知事を狙います﹂というや

ば︑せいぜい四十代の中ごろ︑それ以上になると⁝⁝﹂と僕も言

佐道

なぜかと酒を飲んでいるときに話すと︑﹁いまは何を質問

成構想の中身をきちっと細かく︑かかわっていける職員は︑若い係

う︒﹁俺たち︑もうギリギリだな﹂乏いうやつが︑二︑三人おる

吉元

つもおるし︒だから︑何かをやろうというやつが集まっています︒

んですよね︒そこのところもまあ︑難しく言っているつもりでは

したらいいか分からない﹂と言うのですよね︒﹁とにかく参加し

長クラスで作ろうと︒このクラスは残るんですよ︒自分たちが作

ないが︒勉強していくという点でいうなら︑やはり三十の中頃か

たかった︒とにかく皆の話を聞いているだけで精一杯だ︒自分に

何か質問してということを言わんでください︒もう少し時間をく

はい︒女性は︑市会議員が一人︑一般のNGOをやってい

女性はいらっしゃるのですか︒

ら︑四十中頃︑自分の体験でこのくらいがいちばん︑将来をがむ
・しゃらに︑何かやりたいんだというエネルギーが見えますね︒

ださい﹂と言うんだよね︒それには僕は感激しました︒それでも

三人から始まって︑いまは常時どのくちいのメンバーなの

佐道

そういう形で来る人もいるわけですか︒r

だから︑だれかがしゃべっているのでしょうね︒吉元塾と

いう言葉も︑あまり難しい表現するなといったのだけれど︒メル

．吉元

佐道

参加したいと来たというのがね︒誰の紹介か分からないが︒

十数名おるのだが︑いろいろな仕事を持っていますから︑

ですか︒

吉元

これは︑どこか定期的に場所をちゃんととってやっている

いつも来るのは八名から十名くらいですね︒

佐道
吉元

るんです︒．私も見れます︒ときどき感じたことを書きますが︑見

という形で流れるのです︒日常的にはそれぞれが連絡しあってい

マガが流れるときは︑ローマ字の﹁YOSIMOTOKOJYO﹂
それぞれが一回ごとに千円出しているようですが︑コピー代を払

たという合図が来ます︒

のですか︒

つたり︑お茶を買ってきて並べたり︑そういう費用にあてている

佐道・フォーラムをおつくりになったときには︑若手の財界人と

はい︑そういうつもりでやっています︒ただで借りてね︒

みたい︒少し余ったから︑何か成果を発表するためのフォーラム
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佐道

吉元

その若手の財界人も︑表向きは名前を出さん老︒私もわか

していないのですか︒

これとはまったく︒

いう話が確か出ていましたが︑これは連動していないのですか︒

吉元

佐道

吉元

佐道

一般的な言い方をしますと︑親離れですね︒だいたい親離

いまの若手の財界の動向とかはどうなのでしょうか︒

フォーラムは︒

フォーラムのほうも︒

らない︒フォーラムの事務局長が全部管理しているので︒

吉元

れし始め︑もう出来上がっていますね︒親の代がちょっとルーズ

なく支えてきた︑琉球銀行などが破産状態まで一回落ち込んだん

です︒ですから︑﹁ちょっと危ないそ﹂というような︑そういう

ものが九八年の知事選にくっついちゃったのです︒だから稲嶺恵

一さんにワッと飛びついた︒乗って出てきて︑生き残ろうと続い

ている︒この動きとはちょっと違うのです︒先ほど言ったように︑

自公に対する批判というふうに政治的に目覚めている連中は︑

﹁いや︑いつまでもこの体制は続かんよ﹂というような見方をす

る︒少し経済的には自立したいというのがあるみたいで︑それが︑

下地幹郎さんの選挙のときは︑﹁同じ自民党じゃないのか︒なん

で除名するか﹂というふうにいま︒政治の中で決して大きな発言

はしていないし︑前に出ていないが︑広がりつつあります︒

佐道

じゃあ︑もう少し夕飯を待てば︑かなり大きな力になって
くるということ︒

で︑子どもにバトンタッチしたにもかかわらず︑子どもの歩き方
が︑親の世代で現役の連中から︑﹁おまえの息子は革新か？．﹂と

だから︑この次の選挙というよりは︑もうちょっと長さ的

に見なきゃいけないんじゃないでしょうか︒次の選挙まで︑

吉一兀

言われると︑その親がびっくりしちゃって︒ま︑商売をやってい

いう形で知事選に向けての政治の色分けがすっきりするか︒その

どう

だその中ですよ︒だけど︑割り切り始めたのは︑﹁公明党と連立

仕方によってはおもしろいと思うし︑それがいまのようなぐじゃ

ますし︑いろいろなつながりもあり︑若い経営者の連中はまだま
政権︒やはり自公は問題だ﹂というふうな沖縄の自民党の中での

ぐじゃの形で︑自公がそのまま突っ走っていく︑﹁仕方ない﹂と

こ㊨動きが連動しておるんです︒﹁おかしい︒これは︑いっか裏

いう形で経済界もそこに流れるのか︒﹁いや︑ちょっと待て﹂と

切られる﹂と感じているのです︒だから︑保守とか革新ではなく
て︒そういう意味では︑経済界の若手の連中は︑沖縄がどうなる

いう形で若い連中が牽制するのか︑これば見ものです︒

いまちょうど次の選挙というお話が出たのですけれども︑

そうですね︒

ころで︑実際には二〇〇六年︑来年になるのですよね︒

そこをお聞きしたいのですが︒今年はもう二〇〇五年に入ったと

佐道

■〇五年以降の国政︑県政の展望

かを見たいなと︒だから︑いい意見がある人から聞きたいという
傾向です︒自分の仕事のプラスになるという理解とはちょっと違
うんです︒ここは非常におもしろい︒親の世代は︑自分の仕事が
つながるのか︑つながらないのかですね︒その世代とちょっと変

吉元

県知事選もそうですし︑国政レベルでいうと︑小泉さんの

わってきたんです︒沖縄の全部が全部そうではない︒例えばバス
が︑もう公共バスとして成り立たなくなってきたでしょう︒それ

佐道

という話があって︑実は今年一年の動向が⁝⁝︒今年一年もてば︑

任期が来年︑二〇〇六年に一応切れる︒多分︑もうその後はない

から︑例えばオリオンビールが文字通りいかなくなつちゃって︑
アサヒに救われて︒こう見てくると︑復帰前のしっかりしておっ
たと思われていたところがガタガタになっているんです︒そうい
ケところほど︑バトンタッチが遅いんですね︒そいうのをなんと
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期くらいから考えておかないといけないと．いうことになります

さんは来年で終わりだということを考えると︑そろそろいまの時

とかいうことをお話しされたのですけれども︑まさにもう︑稲嶺

いうことを考えると︑先ほど先生は︑三年がかりとか二年がかり

いうような形がいま出つつあるところなのですが︒県知事選挙と

動きがあると︑下手をすると民主党に政権が行くかもしれないと

りという話になると思いますけれども︑今年︑もし︑いろいろな

小泉さんがきっと最後までいって︑しかるべき人に譲るなり何な

参議院を狙って落ちて︑今度は衆議院に鞍替えして︑選挙区を変

忌勝負をかけようと本人を説得したことがある︒本人は︑結局は

に出ないで︑一回︑二〇〇二年は落ちてもいいから︑二〇〇六年

二〇〇〇年十二月の段階で︑県知事選挙には︑照屋寛徳が参議院

区は︑民主党本部選対の動きがきょうの新聞に出ています︒私は︑

るのか︒そして︑社民党の二人にぶつけてくるのか︒もう既に三

先に決まるのは︑民主党の衆議院議員沖縄の四選挙区が先に決め

う状況ですね︒それがごく当然のように認識されています︒結局

があるんです︒石垣市は合併問題があります︒平良も合併問題が

の年の三月︑四月に︑石垣と宮古の平良市と沖縄市︑三つの選挙

吉元

めておけば︑それを前提に前後が整理できると思う︒そういう役

かがそこのところを整理して︑照屋寛徳を知事選にという形に決

度はそれぞれの政党が衆議院の選挙でぶつけないで︑早めにだれ

議員ということにこだわらず︑知事選で彼でまとまるならば︑今

あるだろうけれど︒まあ︑いつまでも︑いまの政党︑いまの国会

えて当選した︒そケいう意味では︑彼自身がどう選ぶかの問題も

ありますから︑合併問題が成功すれば︑今年の十月選挙になりま

割を担うやつを探さんといかんですね︒

．

す︒新しい首長選挙ですね︒そうすると︑最終的には来年の四月

佐道

ね︒

に選挙というのは沖縄市だけになります︒沖縄市長選挙と知事選

探さなければならないという状況︒

社民党も現役を決めている︑という状況です︒四月からは動き出

くないうちに決めようという意味で民主党も動き出しているし︑

芳をすると︑どっちみち知事選も解散総選挙も︑候補者はそう遅

ても︑まだ芽も見ないなという感じがしますね︒

然出てきたりするということはあるとは思うのですが︑それにし

佐道︑歴史というのはおもしろいもので隅そこにいるべき人が突

吉元

今年の三月あたりまでに︑市長選挙・三−︒実は︑知事選挙

挙が年の初めと年の末にあって︑この間に解散総選挙が入ると見

すだろうと思います︒知事選でいうならば︑今年の九月議会あた

吉一兀

人間社会ですからね︒坂本竜馬じゃないけ⑳ども︒

りに︑稲嶺知事が︑﹁もう出ません︒これで終わりです﹂と言う

二〇〇八年の前ですよね︒北京オリンピック︒沖縄的に言うなら

まさに先生がおっしゃった︑そういう人がいるかどうかを

ている︒十月あたりかなと︒十一月が知事選です︒そういう睨み

のか︑十二月議会で言うのか︒だいたい九月が普通のパターンで

ば︑海兵隊が全部なくなるの︑なくならんのという大きな節目︒

九月︑十月と言われている在日米軍の再配置の問題の動向を見な

結局︑何を課題にするかでしょうね︒二〇〇六年というと︑

す︒まあ︑出ないことを前提に実は動いていますから︒

がら︑もう一度知事選の争点にしていくことができるか︑でしょ

本土のほうもそうなのですけれども︑候補者を絞るという

佐道

う︒もう一つは市町村合併です︒沖縄はうまくいうていない﹁です︒

川を一つ隔てたらだめです︒結局どうするかの話は︑市町村合併

話になったとしても︑リーダーが不在といいますか︑弾がないと

以前に︑沖縄をどうするのという問題ですね︒﹁琉球政府﹂を作

言いますか︒

吉元

これは両方に言えますね︒沖縄市の場合も︑新人同士の争
いになるだろう︒それから︑県知事選挙も新人同士だと︑こうい
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﹂

ろう︒そういうものとの兼ね合いで︑次に市町村合併の段階にな
る︒ですから︑まさか九州と一つだということにならんだろうけ
ど︑いまの知事はどうもそれに反対していないようだ︒

ね︒岩国が嫌だったら一日本から海兵隊は出て行くべきだ︑と言

っている︒そういう意味では︑普天間の問題も県内移設の話がな

くなって︑あとはそこに持っていくための道順に嘉手納統合の議

小泉さんを決してあてにしてはならないが︑﹁俺がやったぞ﹂と

論を一度やらないと県外へ展開しないと見ている︒基地問題こそ

いう実績を作るのだから︒自民党のある部分もそれには対抗出来な

あまり考えておられないような気がするのですけれども︒

吉一兀

佐道

そこで県庁の若手のグループが任意組織をつくってやっている︒

い︒郵政民営化は命を張るほどのものかな︑という感じもするしね︒

黙らされていると思うのです︒その種の発言をするなと︒

いたたまれず動き出したと思うのです︒ですから︑次の争点は何

郵政で選挙で出てきている人は頑張らなきゃいけないので

しょうけれども︑自民党全体からすると︑郵政民営化で小泉さん

佐道

に解散なんてやられたら︑そのほうがよっぽど大変ですから︒こ

ですか︒これによって一挙に︑おもしろいパターン︑人が出てく
佐道

のところの選挙の動向によりますと︑それこそ民主党に政権が行

るかもしれません︒

があるかもわからないということを言われているようですけれど

きかねませんから︒

それと同時に︑県政もそうですけれども︑国政自体に変化

も︒

吉一兀

私の見方は︑結果として小泉さんが任期満了までやる︒そ

吉元

うすると︑新総裁︑新内閣のもとで︑衆議院解散総選挙がそのと

どうですかねえ︒郵政民営化法案︑それを花道にして引退

させるというふうな動きが一部あると聞いているのだが︑それさ

二月に﹁日米審議官級協議﹂がある︒戦略目標︑兵力の見直し︑

そういう意味で言うならば︑一月二十日がアメリカ大統領就任式︑

月いっぱいですか︒その頃というのは︑イラクの国民投票です︒

どこに落ち着くのかなというやつがだいたい見えてくる時期が一

じめに付き合うのか︒公明党をつぶし︑下地幹郎が選挙区で上が

返し︑これをいわゆる革新といわれている政党のどこが一区でま

で下地幹郎さんが貢献したお返し︑今度の市長選挙で共闘したお

の現役の二人を三区と二区に︒こう並べて︑この間の参議院選挙

明党は一区に出すし︒民主党が四区出すというし︑社民党はいま

あまりいないですね︒

日米軍の役割分担など︑もうその段階では実質的に決まっている

るか︒除名されていますからね︒最終決定はされていないけれど

佐道

はずです︒キャンプ座間へのワシントン州から米第一陸軍司令部

も︑選挙までには﹁無所属﹂という形で決着する︒下地幹郎さん

来年あると考えたら︑四区にもちろん自民党は出すし馬公

の移転︒これはもう決まり︒あと普天間の問題だけでしょう︒私

は︑実は小泉の最初の総裁選挙には入れておるんですよね︒だか

吉元

待つバカはいないよね︒

きにはある︒知事選のほとんど直前にある︒任期いっぱい︑四年

小泉さんがやってきた改革は︑結果がいつも曖昧な形で︑

ありますね︒

えも通さんで潰そうというところまで︑幅がありますね︒
佐道

吉一兀

は前の知事選挙から言っているけれども︑岩国のアメリカ海兵隊

ら橋本派から怒られた︒二回目もそうなんです︒そして同時に︑

﹁やった︑やった﹂という︒この郵政民営化問題も︑結果として

基地を拡張していて︑なぜ︑そこに移さんのか︒私は︑﹁そこは

いまの普天間移設も︑もう辺野古への移設はだめだ︑という考え．

︑

方では︑．実は中川︵昭一︶さんとは一つです︒ですから︑小泉さ

選択肢にすべきだ﹂と︒共産党は︑﹁いや︑それでは俺のところ
は候補者を出す﹂と知事選の候補者を出してきたというのだから
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んが続くとすれば︑下地幹郎をほったからすわけはないだろうと︒

自衛隊を入れる之か︑こういう議論どいうのは現実化してきます︒

に三千名陸上自衛隊を配備するとか︑あるいは下地島空港に航空

おそらく受け入れないだろうけれど︒結果的には︑自衛隊の新た

ちょっと深読みしすぎかもしらんけれども．．

佐道

な配備ということと︑米軍のかみ合わせの仕方ですね︒どういう・

彼は︑中川さんの動きとかいろいろなことに本当にずいぶ

ん貢献していますので︑無下にはしづらいはずですよね︒いくら

湾の独立︑中国の脅威ということを東京サイドからは煽るはずで

形で︑どの時期でおさまるのか︑おさまらないのか︒それは︑台

吉元

すから︑そのことを沖縄の中で︑例えば自民党が︑公明党までも

町鳶に欠けた小泉さんでも︑そこはやっぱり︒

縄一区︑県都である那覇市を中心に出すといったときに︑自民党

加担するというふうに見てくると︑全国とちょっと違う︑八年目

だから︑そうなると最終的には︑自公が公明党の議員を沖

がそれでも︑﹁分かりました﹂と引っ込めるのかどうか︒僕は︑

にしてもう一回出てくるのですね︒これは避けられない課題だと
僕は思う︒

もう引っ込めないないだろヶと見ているんだよね︒

佐道

佐道

吉元

佐道

吉元

そのとおりですね︒それは︑せっかくあれだけ議論した中

最近︑その傾向が余計強くなっているど思うのです︒

沖縄から東京ばかりを見ているからバラバラなのです︒・

関係︒きょうのお話と少しダブるところが出てくると思うのです

そこらへんくらいまでということなので︑明日は︑日本と沖縄の

治を中心にということで︑きょう計画してきたところはだいたい

話を伺いたいのですけれども︒ちょうど︑だいたい沖縄の中の政

いずれにしても︑沖縄というのは大変多様なところですよ

ね︒つまり沖縄全体をまとめきれるようなリーダーを探すという

米軍再編の問題に絡んできますので︑あしたもう一度ちょっとお

身が全部雲散霧消したからです︒しかし︑あの論議が県庁の中で

けれども︑もちろんダブってもかまいませんので︑そこを中心に︒

東アジア経済圏︑それから防衛大綱の問題︑下地島の問題︑

のは︑相当難七いことなんじゃないかと︒

残っているとすれば︑首長選挙によって︑そこがもう一度浮上す

最後に︑十五分か二十分か︑先生の沖縄政治についての総括を言

えずきょう鳳このへんで︒ありがとうございました︒

︵終了︶

っていただいて︑それで締めくくりにしたいと思います︒とりあ

るという可能性は否定できないと思います︒そのときに︑そっく
りそのままではないかもしれないけれども︑少なくとも東アジア
経済圏という現実は︑もう一回来年の選挙に向けて急速にクロー
ズアップしてくると思います︒いまの防衛大綱の問題とか︑沖縄
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第8回

日

時＝2005年1月6日（木）

開始時刻＝13時30分

終了時刻116時30分
開催場所：那覇市・吉元邸

【インタビュアー】（肩書きはインタビューの時点）

佐道明広（中京大学助教授）
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組みがきちつど﹁本土化﹂されましたし︑その他補助金等を含め

佐道

ベントを入れることによって︑遅れた部分を急がそうという形で︑

それだけではなくてもう一つは︑特別な国レベルの催しもの︑イ

率を中心としたかさ上げですよね︒ま︑そういう優遇措置できた︒

まして︑まったく同じです︒加えて沖縄特別法というので︑補助

きたいど思います︒その前に︑きのうは先生が県知事選挙に出ら

﹂つは復帰直後に海洋博・国際博覧会︑それからミニ国体ね︒本

■難しい市町村合併

れるというところから始まって︑いま現在の沖縄政治の動向とい

物の国体を八○年代に入れるんです︒そういうイベントを入れな

さて︑きょうは最後の総括というようなことをしていただ

だいたのですが︒それと︑先生のかかわりということも含めて︒

がら︑それに向けて国道の整備を基幹に︑市町村道︑県道の整備

うようなところで︑沖縄の中の政治の動向を主にお話ししていた

とか︑地域・市街地の整備をしてきたのです︒

結果︑道路︑港湾︑空港は︑一応それはもう行き着いている︒

きょうは主に︑本土との関係︒これはまたアメリカとの関係もあ
まず最初は︑本土でも進行しておりまずけれども︑特にいま与

だいたいやるところは済んだ︒やれないとごろは︑基地問題が残

りまずけれども︑日本と沖縄︑世界の中の沖縄ということですね︒

那国の問題等々でかなり深くかかわっておられるという自治体の

と読谷村︒これは︑小さな川を一つ隔ててつながっていますから

琉球政府時代にも相当取り組んでいるのです︒例えばハ嘉手納町

んど進んでいないのです︒︑特に沖縄本島の市町村合併というのは︑

吉元

市町村合併というのは︑沖縄では戦前・戦後を含めてほと

かというところがら︑まずお話しいただければと思うのですが︒

いるのか︒それに先生は具体的にどのように係わっておられるの

けれども︑本土のほうを見ながら︑沖縄はどういう状況になって

併協議会ができたり︑できては頓挫したりということもありまず

なかなかいかんのですよね︒そういうのと似たような問題が起こ

といったときに︑中山間地の町村がすぐにハイと言うかというと︑

沿岸部と中心市街地︑それと山の中にある町村と一緒に合併する

似たようなケースでいうならば︑例えば︑太平洋ベルト地帯i

て︑いびつなんですよ︒ここが本土とまったく違うところです︒

され︑外に出されて︑へばりついたやつ同士を集めようとしたっ

も︑なかなかうまくいかない︒本来の集落地が基地によって廃止

だから︑中部圏域は基地問題抜きに市町村合併を図面上でやって

すよね︒・そういう中で沖縄の市町村合併というのがあるんです︒

っている︒これを壊さんと︑ほとんど手が出ないよということで︑

ね︒地元もそういう声が強かった︒実は︑合併の協議会というの

るんです︒加えて隅小さい狭い島ですからね︒﹁なぜこれを合併
．せんといかんの？﹂﹁強いて合併せんでもいいんじゃないの？﹂

再編の問題︒市町村合併ということも含めて︑沖縄でもだいぶ合

ですか︑行政同士の話は進んだのに︑土壇場で住民の反対でつぶ

れども︑ちょっと違うんですね︒市町村合併というのは琉球政府

違う﹂という言い方をするけれども︑言葉は沖縄方言で同じだけ

がなかなか出ない︒行政は︑﹁効率的な行政のことを考えると︑

すからね︒ですから︑住民の中では﹁合併するべきだ﹂という声

と︒道路一本で町村名が違うでしょう︒生活圏は一体化していま

れた︒ことごとく︑地域性というのですかね︒僕たちは﹁体質が

時代︑復帰前もいろいろ取り組まれてきたけれども︑結果的には

もそう︑今日もそうです︒いまは少なくとも国絡みでやっていま

なんとかしなきゃいかん﹂という対応です︒これは琉球政府の時
今回の平成の大合併といわれているこの事態ですけれども︑や

すから︑全国一緒に︑統一的に︑同じような指導の下で図面へ落

できなかった︒

はり市町村は全国と同じように︑この三十年間で地方交付税の仕
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理由は︑那覇市が︑﹁面倒をみてやるよ﹂という感じなんです︒

会同士も︑﹁いいよ﹂と言った︒最終段階でつぶれる︒つぶれた

にあるんですね︒二十キロしか離れていません︒首長同士も︑議

は合併寸前までいったんです︒那覇市と渡嘉敷村は︑すぐ目の前

くいかない︒象徴的なのが︑那覇と目の前にある離島です︒それ

としていく︒そして︑ゴーサインを出してみたが︑やっぱりうま

員であり︑労働組合だった︒

島と一つの島については︑足りない部分︑住民を動かしたのは職

との話し合いをやって︑本当に単独でやっていけるのかと︒宮古

治労ですね︒職員の労働組合が積極的に住民に問題提起し︑議員

ころは議会同士の︑首長同士の話がどうにもならん︒そこで︑自

ことで︑﹁抜けるやつは抜けていいよ﹂といってきた︒残ったと

とって︑総合的な建物をうくることを条件に一つの町が出す︒合

土壇場に来てつぶれた︒合併することによって特別な金を国から

小学生︑中学生︑子供議会までつくった︒合併協議会も走って︑

しようと︑これはうまくいったのです︒実はすごく議論しまして︑

覇のすぐ側の南風原町とその他三つ︑合わせて四つの町村を合併

う︑そういうものが色濃く残っている︒沖縄本島のなかでも︑那

されたそれぞれのアイデンティティーみたいなやつ︑地域性とい

味で︒それで︑﹁やはりこれは無理だよ︒大きいところに巻き込

す︒﹁なぜそこまでして合併しなきゃいかんのか﹂と︑純粋な意

中を飛行機で移動する行政がある？﹂という疑問が出てくるんで

人間はそれに乗りません︒飛行機です︒2つの自治体で︑その

ちろん二日に一便出ているが︑生活物資を運んでいる︒ほとんど

ころなんですね︒距離にすると百十七キロ︑︒そうすると︑船はも

ほうが︵﹁これでいいのかな﹂と疑問を持つ︒中核市より遠いと

いいのかなと思うほど順調にいった︒ところが一つは︑与那国の

まったく違うケースが出た︒八重山郡です︒石垣市︑竹富町︑

併を条件に赤字を増大することに反対が出る︒これがまあ︑今の

まれて︑陸続きだったらいいけれども︑島め場合は文字通り切り

これはかなり︑島の自治体や︑そこに住んでいるものにとって︑

状況なんです︒住民から盛り上がるような意味で合併についてど

離されている︒無視されるんじゃないか﹂という危機感を与那国

与那国町︒これはすんなり任意の合併協議会をつくった︒本当に

うするかという動きというのは︑まずないんです︒これが一つの

島の住民が抱いたんです︒だから議会も︑合併協に入っているけ

﹁なんで？﹂ということになる︒歴史的にいうと相当長い︑蓄積

特徴です︒

的にも有名なイベントのために︑全部一緒にやる︒こういう国際

の離島ですからね︒ここもどちらかというと党派的な︑政党的な︒

連動された形で︑今度は竹富町︒これは石垣市の本当に目の前

れども︑﹁どうも噛み合わない﹂ということで︑結果としては

的なイベントをしながら︑一体的な地域性をつくりながら︑それ

首長が自民党系だが︑この首長は合併反対だった︒むしろ︑石垣

しかし一方で︑離島︑例えばずっと南のほうの先島とか︑宮古

でも難しいんですよ︒何なのかということですね︒一つは党派性

市にある竹富町役場︑行政庁舎を西表に移して︑竹富町は独立し

﹁住民投票﹂に入った︒中学生も投票して︑圧倒的に﹁だめ﹂ど

です︒政党の絡みですよ︒﹁あの首長はどの系統か﹂ということ

たいと︒元々独立しているけれども︑行政庁は石垣市の中にある︒

郡とか︑八重山郡とかね︒宮古の場合は︑宮古島に四つの自治体

ですね︒﹁俺たちは元々こう生きてきたんだ︒だからあそこと一

もう長いことそうなっています︒生活圏が一体になっている︒町

いうことになった︒

緒になりたくない﹂という︒そういう党派的なものが絡んでなか

長選挙に入った︒その前の住民投票では︑わずかな差だけど︑合

があります︒これは長いこと︑宮古島トライアスロンという世界

なかうまくいか厚かったが︑﹁もう見切り発車で行こう﹂という
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併賛成が多いのです︒ところが町長は︑﹁いやだ﹂という︒それ

よくわからないが︑沖縄では︑党派的なものとか︑地域性とか︑

あるいは生活圏があまり変わらんよと︒なぜそこまで考えなきゃ

合併派が当選するんで

す︒

まあ︑そうなんでしょうね︒

で町長選挙に持ち込まれた︒選挙の結果︑

りますからね︒結果的に︑去年十二月の議会で︑合併協を﹁法定
佐道

その上でどうするかという問題が︑こめ四月遅らまた二ヵ

いかんのか︒行政の焦りと住民の認識とのずれが相当大きいんで

協﹂に切り替えるということに﹁ノー﹂という結論を出した︒い
吉元

す︒圧倒的に︒ところが︑議会は反対派が多い︒島々の特性があ

ま任意でまだつないでいます︒三月までに臨時議会︑おそらく一

年︑合併特例法の新しい法律に基づいてやられる︒今度は有無を

それを市町村に勧告する︒受けた首長が議会に出す︒議会がノー

月︑今月に招集すると思いますけれども︑そこでだめというなら
総括すると︑もう生活圏は一つになっています︒例えば︑百三

といっても︑住民投票に付す︒その結果で合併に持ち込む︑とい

言わさず︑知事が審議会を通してつくって︑﹁答申﹂を受けて︑

十万の人口の中で︑．沖縄本島中南部に百十万おります︒それをど

うことでしょう︒あと二ヵ年間で新たに動きが出てくるのか︒こ

ば︑これは一度ご破算になると思います︒

う区分したって︑あまり変わらんだろうという話です︒それより

れが現状です︒

するというところは出てこない︒与那国のケースを見た結果︒そ

少し先を見て︑おそらく離島はもう終わりでしょう︒もう合併

は︑やはり基地の問題を片付けないと生活圏の組み合わせがうま
くいかんじゃないのかという問題も抱えながら︑行政は焦って︑
﹁赤字だよ︒やれないよ︒だから合併だ﹂という︒住民からすれ

でも︑だめだったんです︒なぜかというと︑﹁村長が勝手にやっ

中城村長選挙があった︒争点は︑中城村︑北中城村の合併です︒

吉元

佐道

これが合併問題の最大の⁝⁝︒ついこのあいだ十二月に北

そうですね︒赤字の話が先にありきという感じですからね︒

吉元

佐道

そうですね︒﹁なぜ宮古市か？﹂といわれていて︑公開質

宮古は宮古市になるということでまとまったわけですね︒

がっていくのかどうかです︒

市︑旦ハ志川市︑与那城町︑勝連町との四つがね︒こういう形に広

ば︑見えない︒

ておる﹂といヶので︑住民自体が︑﹁この村長がやろうとしてい

問状を突きつけられているんですね︒

島にはそれぞれの事情もあるでしょうし︑やはり地続きで

ながらまとめていくか︒中部圏域で成功した例もあります︒石川

るのはおかしい﹂と℃じゃあ︑住民投票をやればいいんですよね︒

佐道

うするとあとは︑沖縄本島の中でどういつだ形で組み合わせをし

そこに持ち込んでいないんです︒結果として︑その村長は負けて︑

んだ人と︑﹁いやいや︑皆で一緒に考えよう﹂という︑この差で

て︑住民と共に考えるという方針なんです︒﹁合併ありき﹂で進

政策はつくってないんです︒選挙政策が︑住民に検討してもらっ

圧倒的に決めた︒それを踏まえて大胆に役場が︑﹁助役をおきま

ず︑住民投票の結果︑しかも次代を担う中学生も参加した上で︑

断したというこど︒行政・議会がその方向で走ったにもかかわら

吉元

いるところとはちょっと違いますよね︒

変わっちゃったという結果が出た︒﹁この村長は長すぎてだめだ︒

せんつ収入役を廃止します︒町長の賃金カットニ○％にします︒

若い村長になった︒さあ︑これからどうするか︒合併反対という

独善的だ︒変えよう﹂というところが出発なんです︒裏を話すと

職員は一〇％です﹂という形で﹈歩踏み出した︒議会は議員定数

与那国がある種︑全国的にも注目を浴びたのが︑住民が判

ね︒ですから市町村合併というのは︑僕は全国的に細かい動向は

309

2005年1月6日
第8回

を八名にします︒町議員の報酬も下げます︒﹁さて︑それですむ
のか︒それでもすまん﹂というのが︑私が支援し関わっている与
那国の﹁将来ビジョン策定協議会﹂での議論です︒役場で持てな
い仕事︑住民にとって必要だと思っている仕事は公民館でやろう
ということです︒ですから︑自治公民館︑条例の準備︒仕事をど
こまで引き取るか︒その執行体制を公民館がどう作っていくのか
佐道

そうです︒いつごろからやろうかと︒まあ︑先取りをあま

具体的なところに入っていると︒

という議論に︒かなり細かい検討に入っています︒

吉元

りしてもしようがない︒住民投票が十月十六日だったかな︒一年
後︑今年の九月議会では整備して︑仕事を移してみようかという
例えば︑与那国は人口千八百人くらいの規模ですよね︒そ

ところまできている︒多分︑そうなると思います︒

佐道

れで議員の数を減らしたり︑給料を減らしたりと︑自らの身を削
ってがんばるということだと思いますが︑元々その財政の赤字の
問題というのは︑そもそも全自治体が抱えている問題ですね︒与
那国とか︑ほかのところもそうだと思うのですけれども︑面積も
小さいようなところで市町村合併とか自治体再編ということにな
ると︑国の事務を移管するという話も出てきていて︑例えば︑新
聞にも出ていましたが︑与那国でも︑公務員を減らそうと努力し
ているところに国の仕事がまた来て︑それをどうまかなうのかと
いうことも課題になるというようなところがあると思いますが︒

今度の市町村合併は︑私は手順として逆だったと思ってい

■﹁琉球諸島自治政府﹂構想
吉元

ます︒本来ならば︑国家機関をどうするかと︑政府のあり方を議
論すべきだと思うのですね︒やっとるというけれども︑じゃあ︑
具体的にどの法律の権限を全部自治体に下ろしますと決めたか︒
権限は持っていて︑省庁の統廃合だけでしょう︒定数は︑年数を

かけて自然減を狙いながら定員削減をしていこうという方向です

よね︒それではだめだと思います︒持っている仕事そのものから

チェックして︑﹁この仕事は周が抱える必要がない﹂というよう

な形で︑法律に基づく地方公共団体である県・市町村に渡すと︒

次に︑いきなり市町村でないはずなんですよ︒広域行政を担当し

ている都道府県レベルで︑どこまで抱えましょうか︒単独ででき

なければ︑効率的に九州︑道州制ですね︒この絵が描かれる︒そ

れを踏まえて︑より効率的に︑今度は市町村に身近な仕事を全部

下ろしていくと︒それは︑ヒトもカネも権限も下ろすゆ法律も下

ろす︒この仕組みがきれいに作られていないから︑まったく逆だ

から︑こういう混乱が起こっているのです︒私は︑﹁それじゃあ

復帰前に︑琉球政府があった︒もちろん琉球政府というのはア

まずい﹂と言っているのです︒

メリカ大統領行政命令によってつくられたから︑その中間に琉球

民政府というアメリカの機関があった︒それの管理下に琉球政府

がつくられている︒これを日本政府だとするならば︑復帰前の琉

球政府に該当する仕組みで見てみようじゃないかと︒．あのときに︑

司法・行政・立法府を持っておった︒日本は︑憲法は一つ︑法律

もワンセット︒立法概関ではないなと︒条例制定権︑それは法律

に準じた自治権の保障だね︒どこまで保障できるかという議論が

必要︒行政府としては︑いまの県庁の機能でいいのか︒国から多

くの権限がおりるはずだ︒行政権が︒それを受けとめるべきじゃ

ないのか︒そのときに見えるのは︑例えば沖縄にある国家機関の

組織︑権限︑法律︑予算︑全部引き取る︒引き取った上で︑復帰

前の琉球政府の形の姿に全部あてはめていく︒そのときに出来上

がってくる一つの姿︑これを﹁特別県制﹂とかつて命名したけれ

ども︑今は﹁琉球諸島自治政府﹂といっているんです︒それを前

提して︑ブロックとして︑八重山圏はどうするか︑宮古圏をどう

するか︒沖縄本島は一つでいいか︑二つにするか︒はたまた︑奄
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明らかに誤りだと思います︒

に陥れられています︒かなり不安に思っていますからね︒これは

が出た︒市町村は追い込まれて︑結果的に住民生活は不安な状況

という議論を先にしなかったところに︑この問題のいびつな状況

の機関をどうするか︑法律をどうするか︑住民自治をどうするか

美大島はどうするかという議論を組み合わせて︑これで作る︒国

こんなことになってしまっていると︒国家ビジョンがどうなのか

すか︒つまりお金をどうするかという話が先に走ってしまって︑

う問題から入っていってしまったがために︑無用の混乱といいま

とをきちんと議論しないで︑地方の財源の問題をどうするかとい

きちんとあって︑それに基づいて中央の役割︑地方の役割とうこ

て混乱してしまっているというのは︑これからの日本の国家像が

いわゆる行政組織のあり方でした︑これが日の目を見ないで終わ

最後に表に出すべきだったのが九八年に︑大田県政の最後の年︑

民全体が︑経済界や全市町村が﹁納得﹂と︑いう方向に進めた︒

行政組織はどうあるべきかというのが作られたんです︒それで県

ア全体の中における経済振興策︒それをワンセットで担いでいく

国際都市形成構想︑基地問題︑そして一国二制度として︑東アジ

だった︒この枠組みはそのまま生かした形で︑さらに今日的に︑

律を作ってもらう︒それは︑住民投票を前提にしょうということ

別県制﹂という形だった︒憲法の許容する範囲で︑沖縄だけの法

もあった︒私たち労働組合が提案し売のが︑ひとつ違う形で﹁特

の権限をこの部分については与那国町に下ろすという条例を作れ

てください︒県議会でそのための条例を作ってくださいと︒知事

予算を執行するため︑管理運営するための法律を与那国町に渡七

道もあります︒これ全部︑与那国がやりましょう︒そのかわり︑

れは県の管理です︒それから港があります︒漁港もあります︒県

う話をしているんです︒例えば︑与那国に空港がありますね︒こ

との関係で︑与那国にかかわる仕事は全部とろうじゃないかとい

どの関係だけではなくて︑今度は与那国町役場と県との関係︑国

もう一つあるのです︒役場と公民館の関係︑地域自治︑住民自治

吉元

思うのですが︒

ということがまるで議論されていない︒安全保障の問題もきょう

って︑今日に至った︒これを前提にして︑実は︑橋本行革に対し

ばいい︒もう一つあります︒測候所があります︒つ粘り国絡みの

そういうことじゃないよということで︑私たちは復帰段階から

て沖縄県はオーケーのサインを出したのです︒沖縄開発庁はなく

仕事です︒例えば︑登記所があります︒どうするんですかと︒案

のこの後の話になりまずけれども︑まさにそういう絡みになると

なると橋本総理は言う︒沖縄政策協議会を作った︒これは残す︒

の定︑出てきたでしょう︒空港測候所の仕事は役場で引き取って

﹁沖縄のあり方﹂といいますか︑独立論も出たが︑連邦政府構⁝想

じゃあ︑沖縄県を﹁特別葦北﹂に展開する．移行するまでの問は︑

くださいと︒そういう形でいきますと︑国の行政のあり方をきち

生きているはずですしね︒

てきた︒だったら︑それ全部︑与那国町にください︒やります︒

てが始まっているんですよ︒これが市町村合併ともろにかぶさっ

ゃなく︑定数が削減される中で︑組織を小さくするために切り捨

っと論議していないものだから︑国のほうの仕事の権限の論議じ

そういう意味で︑いま与那国の住民が論議していることが

内閣府の中で沖縄関係のセクションを置いてください︒担当大臣
を置いてください︒﹁オーケー﹂という形で進んでいる︒これは
佐道

それはモデルになると思うのです︒

・まだ生きていると僕は思う︒

吉元

そのかわり︑﹁ヒト﹂と﹁予算﹂と﹁法律﹂をくださいと︒例え

ば︑県道を維持管理する︒それは与那国町の技術屋には無理だと

まさにいま先生がおっしゃったところでは︑結局︑国家ビ

・佐道

ジョンについての問題ということなんですね︒下からの話になつ．

311

Eiiifii
nt266SiEi

するなら︑育つまでは職員を派遣する︒そういう形でしょう︒だ

沖縄県というもの︑広域自治体としての沖縄県というものはどう

です︒これをいま検討しているのです︒これを要求したときに︑

っと重要なのは︑その金は島外には吸い上げられない︒地域循環

が︑大きくはないけど︑続く︒そのことの雇用効果は大きい︒も

建業が計画的にここへ入っていく︒年がら年じゅう持続的な仕事

理運営するための年間事業計画の中に︑地元の小さな企業が︑土

て︑港湾︑空港︑県道︑農道︑その他を含めて︑公共的施設を管

請けをやっていた地元の土建業が自立できるんです︒年間を通じ

るだけではない︒その事業を誰がやるのか︒つまり︑下請け・孫

そうすると何が起こってくるかというと︑役場の機能が多くな

行政権を行使しよう﹂という形で汲み上げてくる︒それから︑東

二〇一五年を目標した︒それに向けて︑﹁基地をなくしでいこう︒

ミを入れて︑それでつくりあげてきた沖縄の二十一世紀ビジョン︒

考えて︑学生を含めて︑市民を含めてあれだけ論争して︑マスコ

るところが︑沖縄の二十一世紀︑沖縄をどうしたらいいかを自ら

すか︒そこまで自覚して︑県や市町村が︑地方公共団体といわれ

吉元

ないような感じがするのですね︒

印象的にいうと︑本土の政府と中間媒体的なものにしかなってい

ですけれども︑どうもそれからあとに議論がなくなってしまって︑

あるべきかと︒これは九〇年代に先生たちはやっておられたわけ

県はどうするの？国はどうするの？これは問われますよ︒そうい

アジア全体で経済圏︑共同体を頭に置きながら︑そこに向けて︑

から︑いまその議論をしているのです︒

う意味で実は︑冒頭に戻るけれども︑今の市町村合併について︑

遅れた分を日本の中で一足先にコ国二制度﹂という仕組みの中

で作ってみよう︒そして︑日本全体が東アジア経済圏にピシッと

政治的に抑えられたと受け止めたほうがいいんじゃないで

県はその種の論議をしたことがあるのですか︒やはりやっておか
なきゃいけなかった︒

なかった︒本当はそれがされて︑きちんとその上での市町村合併

はどうなのかという︑それが地方分権という議論の中で議論され

の役割は何か︑基礎的自治体といわれているところの本当の役割

ことだと思います︒いまの議論を︑例えば︑県という広域自治体

業経営ができていくということになっていくと思うし︑大変いい

自立するには︑こういうことの大事さもあるけれども︑もう一つ

雇用の場を作った︑これで自立できるとは考えないです︒やはり

すよ︒別ではない︒経済の話ばかりして︑企業誘致ばかりして︑

です︒そういうものと行政のあり方というのは︑実は一緒なんで

りは︑本当はどこが得か分からんよというふうなね︒自らの自覚

けど︑東アジア全体を見たら真ん中ですからね︒所得の大きさよ

入ってくる段階では︑沖縄が先行したメリットを受けて︑格差を

︑

でなければならなかったという︑そこの議論がすっ飛ばされて︑

大事なのは︑そこで生きていくための目標ですよ︒そのための手

いまの先生の構想がうまくいけば︑地域の企業に多くはな

市町村合併先にありきで走ってしまっているのでおかしくなって

段です︒そういう意味では︑市町村合併も︑その次に来る道州制

佐道

しまっている︒与那国の︑先生の関与されているところでそれを

の問題も︑です︒合併が目的化しちゃってね︒本来的にはこれは

ほとんどなくす︒そうすると︑東京から見たらいちばん端っこだ

問題提起されるとしたら︑では︑それぞれの自治体︑基礎的自治

手段であるはずなんです︒住民の命と暮らしがどうなっていくか

いかもしれないけれども安定した収入が来て︑それで安定した企

体︑広域自治体の役割は何かということを改めて自分で︑多分今

その意味では︑先生が復帰前から︑あるいは復帰後︑自治

というのが目標だったはずなんですね︒それが非常に残念です︒

佐道

度は沖縄県なりが考えなければならないことになるわけですね︒
一方で︑道州制という話の議論が進んでいるわけで︑まさにその

2
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分のやりたいことはやらせてくれと︒一〇〇％お世話にならない

地方自治体で心できないのですけれども︑しかし︑少なくとも自

本の一部ですか射︑一〇〇％思い通りとは︑もちろんそれはどの

のは︑結局︑﹁自分のことは自分で決めさせてください﹂と︒日

労の時代も含めてやっておられた沖縄の自立を求める動きといヶ

そこで自治が根付いていったかというと︑抑さえられてなくなっ

抑えられて黙っちゃ．つたという県民性もあると思う︒ですから︑

ていくことに慣れている県民性ですよね︒この二つがあると思う︒

いく︒ふつふっと湧き上がって︑やりたいと思ったことがつぶれ

たほうがいいかもしれない︒そういうものに容易に組み込まれて

おるし︑これが現に︑琉球大学の中でそれがさらに広がりつつあ

ていくような︑物を言わんようなものは自治ではなかったはずな

吉元

るし︑そこから発信されて︑新しい若い連中が集まって動きをつ

でも生きていけるような仕組みを作りたいというのがかなり大き

とは違うところだったのです︒日本人でありながら︒だから私た

くっているし︑引いていかないと思います︒あとはどういう形で

んだ︒そういう意味では自己反省︒でも︑運動としては継続して

ちは︑日本国憲法に入りたかった︒入ったんです︒入ったら︑そ

県民的な理解をもう一度していくのか︒どういう仕組みをつぐつ

な目標だったのではないかと思うのですけれども︒

れ以前よりは不自由を感じたのですね︒何だろうと︒金はたくさ

ていくのか︒どの時期なのか︑ということかもしれませんね︒今

二十七年間︑憲法の適用下になかったんです︒日本の法律

ん来る︒好景気が始まる︒何か分からないけど︑産業基盤︑生活

からあと二年間︑合併特例法の中で︑﹁ちょっと待て︒このこと

いいのか之︑もうちょっと明確にしよう︒県の仕事をどこまで下

基盤が整備されていく︒あ︑良くなるかなと思ったら︑そうでも

佐道

治体としての役割を果たすか︒ここまで具体的に出した上で︑こ

も検討せんといかんぞ﹂という形で︑沖縄県のあり方を思い切っ

吉元 それは何なのかということですよね︒つまり︑そこに生き
げ
ている人々が何をしていこうかという手段と︑﹁やればできるぞ﹂

の二年間︑過去のものは失敗だったことを総括した上で︑二度と

ないんですよ︒あの格差というのは︑三〇％の格差というのは今

という一つの目標をきちっと持ちきれない︒﹁とにかく追いつけ﹂

失敗しない形で︑あるべき県の姿を連動させるべきだと思います︒．

て前に出すことによって︑市町村合併というのはこんなやり方で

というところだけに特化されちゃった︒これが︑﹁ちょっと違う

佐道

でも残っているんです︒

そ﹂ということから︑大田県政の九〇年代の八年間でやってみた︒

んやってこられたと思うのですが︑一つ気がかりなのは︑例えば︑

なことを考えるな﹂と言われたかもしれないね︒やはりそれより

ゃあ︑なぜ知事が変わってバーツとなくなるの？

結局は﹁そん

は政治的には合意した︒国は意識した︒県民も意識した︒それじ

絡むやつが出てきて︑それを前提にしていこうというところまで

れのほうが強くなってきてしまっているという現状があるわけで

体化のほうが﹁曇ったく同じ制度の中でどう生きるのかという流

ゃっていた方が県政の中心からいなくなった途端に︑日本との一

うのです︒現に︑先生を含めて︑そういうこと．をやろうとおっし

確かにそういう部分がなかったとは言えなかったこともあると思

元々沖縄らしい自治のあり方は何かというところでずいぶ

は︑国の言いなり︒国の言いなりというよりは︑東京の政治の言

すね︒一方で︑混乱に混乱を重ねている市町村合併という問題が

そうなんですよね︒

そこに求心力を集めて︑思考を持ってきた︒国も︑地方分権の話

いま先生が﹁突出した﹂という言い方をされていましたけれども︑

ろすか︒合併できない離島については︑どういう形で県が広域自

と︑さらに行革の話︑省庁再編の話︑こういう流れの中で沖縄に

いなりといったほうがいいかもしれない︒官僚の言いなりといっ
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ある︒与那国なんかで︑あるべき自治体の役割とか仕組みとかと
いう問い直しをされながら︑そのなかで与那国のやるべき仕事と
いうことを模索しようとされているわけですけれども︒べき論で
やると︑﹁沖縄県の仕事はこうあるべきだ︒こうあるべきだから︑

それにしたがって与那国の将来ビジョンはこう﹂という話でやっ
ていくと︑逆に今度は︑沖縄県と与那国の温度にギャップが出て
もっとも大事な部分ですね︒特別王制というのは︑確かに

しまうという問題もあると思うのですが︒

吉元

これを考えたのは沖縄であるし︑作り上げたのも我々だけれども︑
まったく日本の地方自治の仕組みと︑・国の機関とを無視して議論

したわけじゃない︒いつも前提になるのは︑許容の範囲というこ
とです︒そして︑その手段は九十五条ですよ︒住民投票です︒許
容の範囲は何かといったら︑憲法ですよ︒作られている地方自治
法でしょう︑それに基づく各種行政関係の法律でしょう︒僕らは
特別なものを求めてはいないんです︒﹁やれるはずだ﹂じゃなく
て︑﹁否定できないそ︒だけど︑沖縄だけというのを認めるか認
めないか﹂ということ︒そこは︑例えば自治省あたりから見るな

らば︑なぜ沖縄だけを先にやるのかという話になる︒ここは︑
﹁沖縄だから﹂という︑だから先行するということを突き合せな
きゃいかんでしょう︒そこが難しかったということは一つありま
す︒しかしそれが︑九〇年代に入って︑︑橋本行革の中で︑しかも

一方で進んでいる細川政権の時代に出来上がった分権関係の法
律︑委員会などを通じて︑﹁あ︑これは惟たちの考えと同じだ︒
許容の範囲だ︒むしろこっちのほうが先取りしておった﹂という
こと︒そういう意味でいうならば︑あとは先行するかしないかで
すよ︒

小泉さんは︑北海道を自治特区モデルとして︑ゴーサインを出
した︒．北海道は一つの単位だからと︒沖縄もそうですよね︒そこ

にある国の行政機関は全部北海道庁と合併させると言っている︒

僕たちの考えとまったく同じ︒なぜ北海道庁に対してゴーサイン

が出て︑沖縄に対して出ないか︒これは沖縄県が︑いまの県庁が

それを要求しないから︒そこに一つある︒もう一つは︑やはり軍

事基地です︒いわゆる日米安保との関係です︒東アジア情勢︑と

りわけ台湾問題ですよ︒どいうふうに見ざるをえない︒沖縄だけ

を先行させるということに対していつも抑えてくる問題は︑安保

の問題︑中国との関係︑台湾との問題というところに収敏されて

いくのです︒だから︑過去にやってきたことについては︑行政の

理屈じゃない︑自治・分権の理屈じゃない︑別の理屈が働いてい一
だ︒これをどう突破するかというときに︑私はかつて八O年前後

にやった﹁特別亀頭﹂を︑九カ年代にした二十一世紀のグランド

デザイン︑より具体的なビジョンをつくって︑それの手段として

考えた琉球諸島自治政府構想︒今度は︑東アジア全体の中でどう

いう方向が日本を含めて作られつつあるのかというね︒ASEA

Nプラス3︵スリー︶ですよ︒﹁東アジア経済圏﹂ですよ︒そし

て︑将来の﹁共同体﹂ですよ︒それに対してアメリカがどう言お

うとしているのか︒これを︑従来とは違う形でね︒今は行政の場

そうなってくると︑もう一回議論できるのは︑そうは言っても

にいないから︑そこをものすごく大きく意識しています︒

あのとき私たちは︑基地返還アクションプログラムは二十年の計

画を作った︒二〇一五年という将来の目標が︑延ばすのか延ばさ

んのかという議論はあったとしても︑いまアメリカ自体が在日米

軍の再配置の大胆な議論を日本政府としている︒ここまできてい

ますからね︒全体的な流れからすると︑べつに沖縄が特別じゃな

い︒先に走っている︒別な問題があるから抑えようというという

話にはならんだろうと思う︒でも︑米軍が引いた場合︑あとを今

度は安全保障上埋めるという形で︑自衛隊の新たな配備を沖縄全

体がどう受けとめて︑どう理解していくかというのは新たに出て

くる︒だから︑米軍のために︑アメリカの戦略のために物を言︑兄
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議論するかというのは︑むしろ沖縄側が新しく受けとめるべき課

方と県のあり方を議論するときに︑どこまで沖縄とのかかわりで

言ってくる︒これと市町村合併の苦しい自治体に対する物の言い

なかった日本政府が︑今度は自衛隊の配備のために旦ハ体的に物を

そういう言葉ですめばいいけど︑県民全体の二十一世紀をどうす

吉元

まうのですけれども︑そこらへんをどう思っておられますか︒

としないというのは︑私なんかからするとすごく奇異に見えてし

政に責任を持っている人が︑どうもそこにイニシアチブをとろう

佐道

民のリーダーとしては許せないですね︒そこが実は私が知事選に

提起していない︒示していない︒これは有政のトップ︑つまり県

るか︑二十一世紀に向けた県民の生き様︑生き方へそこに問題を

﹁歴史の歯車を逆回転している﹂と僕はいつも言うのです︒

題が出てきたと思うのです︒

改めて詳しくお話を聞きたいと思います︒先生が進めておられる

出ざるを得ないというのにつながった︒その考え方はあと二年後

米軍再編の問題に入ってお話をされましたが︑それはまた

ような作業がある一方で︑やはり大変懸念されるといいますか︑

す︒議論されている道州制にしても︑これは推進委員会のほうで

尾についているというのが今の沖縄の状況じゃないかと思うので

ろ周りを見回しながらやって︑先頭ランナーがいつのまにか最後

ものが︑今は結局どの程度の案を出せばいいのだろうかといろい

には︑例えば特区の話にしても︑沖縄が先頭を切って走っていた

その次元でとどまっている︒県議会で議論がないわけじゃないん

削られないですむかというところにしか目を向けていないから︒

いうよりは︑いかにすれば一銭でも沖縄に対する国の財政支援を

やらんでしょう︒その気がないからですよ︒そういう問題意識と

おそらく変えないでしょう︒﹁やったらどうか﹂と言われても︑

題は︑二年待つわけに行かない︒今の状況を変えなきゃい．けない︒

にもつながっていく︒おそらくそれが争点になるでしょうね︒問

私のようないわゆる沖縄部外者から見ると︑これは前々から申し

も盛んに議論されていで︑もう具体的なところというか︑それに

ですよ︒県議会のたびにこの問題は毎回やられている︒とうとう

上げているところですけれども︑先生がおやりになっていたころ

かなり乗ってぐる段階になってくるにもかかわらず︑県としての

部長が︑﹁庁内組織をつくります﹂という発言をして︑去年の四

夫年の段階で︑二月議会ですかねコ土壇場まで追及されて︑担当

月から作ったが︑資料集め︑整理という形でつないでいるという

道州制の問題︑つまり︑まず自らの役割をどうするかについての
県のまとまった活動が何もできない︒それで︑業を煮やした若い︑

すけれども︑それとはかなりずれてしまっている沖縄の現在があ

士かもしれないけれども︒あのエネルギ︸というのはどこから来

部分ではなかった︒まさに城主に会えない下級の武士といえば武

て︑ふっと思ったんです︒まさに高知︑土佐が︑あの中で何が起

︑目ですけれど︒ずっと昔に読んだのですが︑県庁のその動きを見

私はいま︑﹃竜馬がゆく﹄という本を読んでいるんです︒二回

が立ち上がったのです︒

のです︒その中で︑待っておれないということで県庁の若︑い連中

人間たちが別個にパーソナルなもので立ち上げるということにな
ってしまっている︒そういう状況がいぎ生じてきてしまって︑か・

なりギャップが出てきているわけです︒これは結局︑沖縄の将来
像というか︑沖縄の行き方を自分たちで決めさせてくれというの

るわけです︒確かに︑さっきの沖縄県と与那国とずれが出てきま
せんかというときに︑県自体が動かないということもある︒基地

たか︒県庁の中で若手が立ち上がったというのは︑沖縄では過去

が︑この二十数年︑三十年間の先生たちの歩みだったと思うので

の問題も︑その通りだと思うのですけれども︑県が要請しないと

こったのかということですよ︒坂本竜馬は武士階級の中で上級の

いうのは︑つまり考えていないというか︑考えきれない︒沖縄県
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に一回しかない︒私の記憶では︑琉球政府を含めて一回しかない︒

さを感じます︒

置法で権利義務を継承した部分なんです︒あ︑開発庁設置法もあ

は沖縄振興開発金融公庫法というやっと︑もう一つは沖縄復帰措

です︒一つは︑沖縄振興開発特別措置法というやっと︑もう一つ

府と琉球政府が共同作業で復帰のための特別措置を作り上げるの

佐道

るようですから︑おもしろい︒

吉元

広がりのあるものに︒

すから︑運動といいますか︑動き自体は大変意味があるというか︑

県庁組織だけではなくて︑いろいろな人を巻き込んでいま

りました︒この権利義務を継承した部分に私たちは疑問を感じた

停滞ぎみで︒

佐道

し︑とりわけこの沖縄開発庁設置法にものすごく疑問を感じて︑

吉一兀

一九七〇年から七一年にかけて︑つ・まり復帰を前にして︑日本政

復帰大綱はちょっとおかしいんじゃないのかと︒琉球政府の職員︑

ほうがいいですよ︒でも︑行政組織として︑県庁の流れ︑課長ク

逆じゃないですかね︒やりたくてうずうずしていると見た

その意味では︑逆にいうと︑県庁の中級以上の幹部は若干

次のステップをどう作り上げるかということも模索してい

係長クラスを中心にして︑私も労働組合の役員でしたけれども︑

が呼びかけて︑当時の琉球大学︑沖縄大学などを含めて︑学者︑

いる復帰協︵沖縄県祖国復帰協議会︶という組織が知って︑そこ

少しマスコミに感知されて︑そのことを今度は復帰運動を進めて

復帰運動をしたかわからん﹂ということになった︒これは︑実は

たら︑﹁どうもおかしい︒こんなことをしていたら︑何のために

ことで︑行政の仲間がおりますから︑手に入るやつを全部見てみ

ん進んでいる︒﹁これはいったい何だ︒一回見てみよう﹂という

仲間を集めて議論するんですよ︒県民の目に見えない形でどんど

市町村との関係︑やっている仕事の中身︑つまり国との関係です

れますよという程度の話ではなくて︑もちろん単独を前提として︑

吉一兀

佐道

逆手にとったんでしょう︒

徴の一つに︑いろいろな自主研究をやれというのがある︒それを

査クラス︑係長クラスの彼らの領域はフリーです︒今の県政の特

以上︑別なものを作るというのはありえないですね︒だけど︑主

理職︑課長以上の動きはそのためにとまりますね︒管理職である

ラスを中心にした検討会が出発したので︑それがありますと︑管

弁護士︑研究者︑さらには行政職員を集めて︑本格的に﹁復帰の

ね︒国の出先機関があるわけですから︒あれをどうするかという

一年間家庭の事情で職場復帰しておった時代がありましたから︑

あり方﹂について沖縄県民の要求書をつくる︒これは結果的には︑

話でしょう︒県の持っている仕事︑国の機関が持っている仕事︑

ンバー︑代表の名前を見てびっくりした︒そういうエネルギーが

れに匹敵するようなものだと僕は言っているんです︒その中心メ

離島についてどうするかと︒島一つ一つを大事にする︒そのため

と分権の渡し方をするのか︒ほかの県では少ない視点だけれども︑

これを含めて市町村との関係でどこまで分権に値する整理の仕方

県庁のあり方塞ではなくて︑例えば道州制の︑九州から離

確かに自主研究の予算を作るという話が出ていましたね︒

﹁屋良建議書﹂という形で出された︒それが一回あるんです︒こ

若手に残っている︒九〇年代どころでなくなってくると思います︒

には県がどうかかわるかというところに︑今までにない新しい視
点を持つべき︒

確かにそうですね︒

佐道

佐道

吉一兀

先生はそう思っておられるし︑現実にそういうことだろう
けれど︒中間報告書をもらいました︒私はむしろ︑県庁の職員の

と思うのですけれども︑一方で︑与那国なり地域の自治体に沖縄

県政のあり方からすると︑今いびられているかもしれない

中で自主的な研究グループが出来上がったというところに︑健全﹁
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県の側がいろいろ言わないというのと同時に︑今度は政府に向か．

ようなことを課題にしていませんし︑皆さんもここに期待してい

おりますので︑動向はつかめます︒自治体の首長の意向をブロッ

る︒県庁の職員もメンバーがおります︒市町村議員︑県会議員が

道州といつのは︑沖縄県の中ではあたりまえに思われていても︑

クごとに把握できまずから︑かなり全体を見るという意味ではい

ってきちんと沖縄のポジションを言わないと︒沖縄県の単独での
よそから見ると︑﹁なんで沖縄だけが﹂と︒島を入れた領域の面

い勉強になります︒

■与那国﹃島こと特区﹂構想

積からすると大変広大なものになりまずけれども︑島々自体の面
積とか人口規模からすると︑﹁なぜ九州と一緒じゃないのか﹂と

︑佐道

いう話というのは︑普通にすっと出てくる議論だと思うのです︒
ですから︑沖縄の中で議論して︑それをどうアピールするのかと

国の今後の状況にも関係することです︒先生が国際都市形成構想

もう一つお聞きしたいのは︑先生が深く関与している与那

いうことが︑方法として明確にそれをきちんとしておかないと︒

をまとめあげられていくときに非常に大きな問題だったのは︑先・

が馨積しているようだ︒それに応えようとしないことに︑マスコ

しているようですが︑そこも含めて︑少し県の首脳に対する不満

をパラパラと見ていると︑八年︑九年くらい前に台湾の投資をた

の福建︑それから台湾との交流という話で︒沖縄で出ている雑誌

との結節点というのが沖縄であると︒特に重視されたのが︑中国

ほどもちょっとお話しされたのですけれども︑日本本土とアジア

ミもいろいろ言っているし︑政党は政党で︑そういうことに目を

くさん呼び込んで︑実務者レベルの協議までいろいろやって︑．そ

吉元 まったくその通りですね︒そこで県庁の若い皆さんも︑．あ
一るいは︑琉球大学の中で自治学会があるようですからそこで検討

向けていない︒県議会も︑まあ︑関心のある議員がそこを追求す

れがいろいろな事情で頓挫してしまった︒またそれをきちんとや

のほうが安定的に面倒をみてもらえるという安心感を︑今の県知

うするかということを見ていないようだ︒経済界は経済界で︑今

の動きですね︒与那国の将来ビジョンを含めても大きいものだと

．縄の場合には特に重要になってくるど思うのですけれども︑それ

ものもあったのです︒そういう台湾との関係︑中国との関係が沖

らなきゃいけないんじゃないかというようなことが書かれている

事に対して見ているようだ︒﹂これが全体の構図でしょう︒この流

思うのですけれども︒

るという程度で︑そこまでいっていない︒市町村議会は︑日常的
︑にいうと市町村合併問題ばかりで︑この間︑迷走して︑全体をど

れから見ると︑その中でどこまで中身が熟していくか︑そういう

吉一兀

係︑とりわけ台湾と八重山郡︑石垣︑与那国︑竹富との関係とい

歴史的な総括を棚上げして言うならば︑台湾と沖縄との関

のが芽生えている︒かってなかったことです︒

佐道

うのは︑沖縄の中でも突出して関係が深い︒その中でも与那国は

例えば︑きのうお話しになった吉元塾に来られているよう

な︑政治を志しているような若い人たちは︒

いちばんつながりも強いわけです︒石垣より近いところですから︑

それを意識しています︒そこに焦点をあてています︒だか

吉元

重山との関係︑沖縄との関係です︒﹁加えて︑戦後しばらくは︑二

生活圏だったのです︒これがいわゆる戦前の与那国との関係︑八

ていた︒それは︑老いも若きもです︒台湾は︑自分たちの本当の

生まれたらすぐ意識するし︑働く場がなければ台湾に行って働い
そこは︑これから沖縄の中の自治のあり方を模索する受け

ら︑その部分の回数が多いですね︒

佐道

どこの市町村におっても︑ほかの県におっても勉強できる

︑皿として機能していく可能性が出てきているということですね︒

吉一兀
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年配の医師に入ってもらった︑という経緯もあるんです︒ですか

たから︒遠聞輔制度があっただけで︒そのときに台湾から医者を︑

後の一時期には︑沖縄では離島には医者がほとんどいませんでし

出る︑医学の試験を受け︑出てきた︑という者もわりといた︒戦

台湾を意識する若者というのが多かった︒だから︑台湾で大学を

とつないでおった︒これは私たちの大きな財産ですね︒沖縄から

くらいの状況にあった︒復帰後も︑沖縄県と台湾との関係でずっ

というのは︑私たちが思っている以上に︑研究成果が行き来する

いるんです︒農業技術の交流という意味で︑研究機関同士の交流

も︑琉球政府の職員は台湾との関係というのをかなり作ってきて

味では自由に往来できるような仕組みが沖縄になかった︒それで

十七年間はアメリカの支配の中で︑国交的な意味で︑交流的な意

ット﹂を始めた︒これが出発です︒

上で︑経済交流から始めようと︑彼ぢが言う︒だから﹁経済サミ

するのかと多少不満︒沖縄に来てもらう︒沖縄から行こう︒その

すか﹂という質問が出るくらいです︒僕らは︑なんで長崎と比較

建省は長崎との姉妹県です︒長崎に比べ︑﹁どうなっているんで

て僕たちも分かった︒意外と向こうは沖縄を知らないんです︒福

けている台湾との関係を前提にした上で︒これをやってみて初め

とって身近な︑東京より近い存在になる︒復帰後︑戦後ずっと続

る︒沖縄と中国との関係を︽これが二十一世紀に確実に︑沖縄に

せたんです︒沖縄県民に今日的に中国福建省をもう一度意識させ

確認してもらった︒そして︑沖縄の若者を派遣し︑北京まで歩か

ころで外務省ですね︒歴史書を調べ︑現地調査を重ね︑ユースを

福建省との窓ロを作ったのです︒福建省の外事弁公室︑というと

惹︑鹿児島と同じ距離にある中国です︒十三億人の国がどういう

かも経済的にはどんどん成長し︑つまり年数％の経済成長を続け

う事です︒身近な問題として︑これだけの米軍基地を抱えて︑し

れば︑ソ連との関係もさることながら︑次はどうなるのか︑とい

京サイドで見るならば︑ソ連との関係です︒だけど僕たちから見

大田県政ができた当時の特徴は︑﹁冷戦の終焉﹂ですよね︒東

沖縄で蓬莱経済圏の構築を前提に経済交流をやっていますから

ずっと作っていく︒その後も作っています︒だから︑福建︑台湾︑

咋の呼吸です︒当然のこととして踏まえた上で︑台湾との関係は

向こうから呼ぶ︒これはまずい︑ということでしょう︒これは阿

とですよ︒したがって︑肩書きのある沖縄県知事が公的に入る︒

うにと︒つまり﹁台湾という国﹂という捉え方をするなというこ

んです︒向こうから言われたのは︑沖縄に台湾の旗を立てないよ

台湾との関係というと︑中国はものすごく神経質になってくる

ら︑かなり強い結び方が復帰前・復帰後と持続していたと言って

発展をするか︒あの国と沖縄との関係というのは︑五百年の交流

ね︒それを台湾にも私たちは当然知らせてありますし︑私自身も

いい︒

の歴史があり︑明治からずっと中断しておった︒大田県政になっ

行ったわけですから︒そういう意味で︑沖縄の一国二制度という︐

まり全県フリーゾーンの場合にね︒それは台湾にとってもかなり

て︑この交流を再開しようと提案した︒これは︑﹁唐突だ﹂と皆

大きなメリットがあるということを私たちも調べ直してありまし

仕組みの中で︑いちばん早いのは台湾の資本を沖縄に入れる︒つ

言われたけれども︑経済交流︑文化の交流というようなやり方

た︒そういうことで︑台湾が中国との関係で沖縄をどういケ場と

に言われた︒

をとらなかった︒かつて琉球王国時代に首里から派遣された若者

に位置づけることによって︑沖縄が福建省とどういう密な関係を

して彼らが位置づけるか︒私たちは逆に︑台湾をかなり近い関係

が︑北京までどのようにして行ったのか︒那覇港から出て︑久米
島を経由して︑それから北京まで︑そのコースがあるはずだ︒調
べてみよう︒そこを歩いてみようから始めた︒それを議題にして︑
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というところまでいけるということです︒あの構想は間違ってい

全体の中で︑やはり沖縄なくして︑台湾・中国の問題を語れんな

思った︒そのことがうまくいくならば︑沖縄にとって︑東アジア

作るか︒これ鳳︑台湾や中国の︑双方にとってもプラスだろうと

そうすると︑与那国が特区になれば︑空と海のね︑生活を含めた

年後にできます︒花蓮市は国際空港と国際港湾を持っています︒

石垣に行くような形で付き合う︒二千メートルの滑走路があと二

きていくとすれば︑隣は国境だと言わずに︑隣の地域とは当然︑

間で行って︑六時間あれば帰ってきます︒そこまで考えますと︑

﹁島ごと特区﹂になれば︑花蓮とはそっく噸そのまま︑片道三時

ちが作った構想を進めていない︒そうなると︑どこで？となる︒

生活の仕組みを︑もう目の向け方を変えようと私は言っているの

なかったし︑今でもそれをやるべきだ︒しかし︑今の県政は私た
まあ︑与那国か与求められて⁝⁝︒

中国のことがあり︑東アジア全体があるのですね︒それで私は︑

は沖縄のことがあり︑日本のことがあり︑隣の台湾のことがあり︑

ということです︒与那国を取り巻く状況について︒もちろんこれ

来たのです︒とにかくしゃべってくれと︒俺たちがどうなるか︑

から︑国境でもないはずなので︒

佐道

吉元

佐道

国として⁝⁝︑台湾は国じゃないんだといっているのです

そういうことです︒

ころのことを思い出しながら︑﹁やれるよ﹂という︒

です︒それに対してはお︑年寄りの皆さんはものすごく︑若かりし

東アジアにおける沖縄・与那国のかかわりという形で二時間近く

ょう︒国境の島︒そこに住んでいる日本の住民に︑いちばん近い

吉一兀

去年の六月三日です︒町長と議会議長の連名で私に講演依頼が

講演した︒その中で共通な認識が出来た︒一方で市町村合併は目

は年一回行き来しておった∩．今でもそういう呼びかけをしている︒

です︒与那国町と台湾の東海岸の花蓮市が姉妹都市です︒かつて

さい︒私たちは︑それは持ち込みません﹂と︒そこから始まるん

冷ややかに見るところもあった︒﹁合併問題は自らが決めてくだ

すためにやっているんじゃないか﹂と合併協では言われるくらい︑

会に継続して参加した︒だから当初は︑﹁なんか町村合併をつぶ

民参加で始まった︒一方で︑町の行政と議会は合併のための協議

だから︑与那国の﹁将来ビジョン策定協議会﹂を発足させて︑住

目的であるべき与那国の将来ビジョンを作ろうと︑原点に戻った︒

私が県庁におったころのまさにコ国二制度﹂︑全県フリーゾー

島で生活するすべてにかかわってきます︒これはある意味では︑

国の人々が考えているやり方なのです︒﹁島ごと特区﹂になると︑

に︑﹁島ごと特区﹂にしてみたらどうだろうか︑というのが与那

定せずに︑貿易︑ノービザ︑そういうテーブルの特区に限定せず

今でいう小泉特区に該当するだろうと︒それを教育特区だけに限

におきながら︒そういう場を与那国に作るとするならば︑それは

本のシステムが根付いている︒教育の中でも︒だから︑︑留学も頭

た経済の水準︒かつては︑台湾にも植民地であった時代から︑日

隣の島︒しかも︑東アジアの中でもかなりのレベルアップしてき

そこまできますと大事なのは︑日本という国の端っこでし

﹁昔はやっていたよ﹂と︒

的ではなくて手段だ︑とかねがね私が言っていますから︑じゃあ︑

与那国の﹁世界カジキ釣り大会﹂というのがあるんです︒そこに
佐道

九月ですかね︒九月か十月でしたか︑本土からも参加者が

それはいつごろやっているのですか︒

わんかと︒その論議もいいかもしれないけれども︑私はそれより

と︑逆に地元から突き上げるのです︒なぜ全島フリーゾーンと言

ンと一緒でしょう︒だから︑島ごとそれを目指してみたらどうか
吉元

は︑まずはビジョンを作り︑自立するかどうかという自治体の合

．船を出してくるんですよね︒

たくさん来ます︒大きいのを釣り上げた人もいます︒与那国が生
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ットにして島ごとというような形に持っていこうじゃないか︑と

ん取り入れていく︒並べていく︒それで不十分だったら︑ワンセ

本のいろいろな制度・仕組みを頭において︑やれるやつをどんど

るかとい・ワことを組み立てていく︒そのときに初めて︑今ある日

併のあり方を決め︑決まれば︑あとは島が自立するためにどうす

中心だと思っている︒与那国はいちばん外国に近いんでしょう︒

小さな港があるんです︒そこの奥の皆さんと話すと︑自分たちが

いますよ︒いちばん北の辺戸岬というのがある︒そこに奥という

というところへ行ってみると︑彼らは自分たちが中心だと思って

れば分かることですが︑例えば︑沖縄本島のいちばん南の喜屋武

吉元

いちばん大事なのは︑これはいろいろなところへ行ってみ

いう言い方をしています︒

だから港を整備し︑ここに入れた物を那覇まで行かせますよとい

う︒そういう意味で︑それぞれが自分たちを中心軸に︑何ができ

先ほどの︑﹁島全体を特区にして︑教育だけではなくても

っと幅広い﹂というのは︑その島民の方からの発議ということな

るかを考えているのですね︒同じことを与論に行ったときにも言

佐道
のですか︒

われた︒与論の皆さんは︑﹁自分たちが沖縄と奄美の接点なんで

そうなんですね︒石垣島よりも近いのだから︒それで︑か

吉元

す﹂と︒確かにそうなんですね︒ですから国境ということを抜き

にして考えると︑与那国がまさに中心ですよ︒那覇は那覇で中心

つては生活圏が一緒だったのだから︒向こうで働いていたのだか
ら︒

吉元

五百メートルなんです︒与那国は二千メートルになるんですよ︒

す︒そこまで来ているんです︒だけど︵石垣空港の滑走路は︶千

ですよ︒同じように石垣市は︑市長をあげて︑与那国とつながっ

台湾との具体的な交流といいますか︑交渉といいますか︑

の話を向こうに持ち込むかという段階まできています︒私は︑極

与那国に言わせれば︑花蓮へ行ったらここへ下ろして︑与那国に

佐道

端な意見まで出していますよ︒那覇から生活物資を入れる︒石垣

いさせて︑与那国から石垣に渡らすというのです︒それはおもし

ている花蓮市との問でチャーター便を飛ばす準備に入っていま

島から生活のための野菜などの生鮮食品を入れている︒これを全

ろい︒これは沖縄の特殊性かもしらん︒沖縄は元々そういうふう

それはもう視野においてやろうとされているのですか︒

部やめて︑花蓮市から入れてみたらどうか︒台湾の農業技術とい

な︑島︵シマ︶ごとに言葉が違うからね︒やはりそういう発想が

もう役場は意識して︑町長もそれを意識している︒いっそ

うのはすごい︑台湾の人々の生活の水準を含めて︑決して沖縄と

あるかもしれない︒

それは本当におもしろいですね︒

比べてどうのじゃないですよ︒

佐道

そうすると︑沖縄の中の島だったのが︑台湾の一部になる

佐道

という発想がボーンと出てくるのは︑かつての経験と︑つながり

だから︑﹁市町村合併しなくても︑自立したほうがいいよ﹂

と︑やれるという可能性と︑﹁合併して何が起こるのか﹂という

吉元

吉元

ような感じ︒

那覇があり︑東京があり︑与那国が中心で台湾があり︑福建省が

ことよりは︑自分で町長を選べる︑議員も作れる︑俺たちで意思

逆で︑与那国が中心ですよ︒与那国が中心で石垣があり︑

ありということですよ︒

決定できるというのを選ぶというのは︑これは陸続きの沖縄本島

とは違う発想でしょう︒これは島の発想ですよ︒元々日本がそう．

日本列島があって︑アジアがあって︑沖縄が双方を中心で
つないでいるというのを︑今度は与那国と台湾︑沖縄をあわせた

だったんじゃない？

佐道

という︒
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佐道確かにそうですね︒人口が多いところに飲み込まれて︑思

トにしよう︒この全体をコーディネートするところはどこなんで

の横に点線で社会教育︑生涯学習の場を作ろう︒これをワンセッ

すか︒それに対し．て校長先生︑あなたたちはどういう役割を果た

ったようなことを決められないということにをるよりは︑とにか
くここでまとまっているのだからいいじゃないかと︒それで先生

う学科がつくれますか︒農業ですか︑水産業ですか︒私の結論と

すのか︒今はないが︑高等学校という部門を入れた場合︑どうい

吉元

しては︑国際学科を作ろうと︒台湾との関係︒そこを出たら台湾

は︑与那国にはだいたい月に﹂度︒

論は︑私が関われるとするならば︑あくまでも与那国の︑そこに

の大学に行かそう︒希望すればね︒もちろん︑与那国の高等学校

はい︒六月に話があり︑そ之で条件をつけました︒この議

住んでいる千八百名が主体的に自ら考える︒これに徹してくれ︒

のリーダーに残ってもらい︑すぐ隣が町長の家だったから連れて

ところで講⁝演して︑交流の場でそう発言した︒そのうえで︑保革

長も町長も︑前町長︑前議会議長︑島の有力者も全部集めていた

守・革新︑白黒を持ち込まない︒これを約束できますか︒議会議

定しないでいこう︒そういうことを約束できますか︒同時に︑保

んなと一緒に歩くならば︑今の町長を行政の長として︑それを否

れは町長の仕事だから︑．間違ったことを言えば批判していい︒み

佐道

吉元

台湾の花蓮からも呼ぼうと︒．

吉元．それをちゃんと卒業するまでホームステイさせる︒これは

佐道

寮は家庭にしょうと︑あるものを使おうというごとです︒

りということも含めて︒

佐道

国際学科のようなものを作るというと︑先生のリクルート

由ですから︒その分︑留学生を呼ぼうという提案をしました︒

に進まないで︑石垣に行ったり︑那覇に行ったり︑これはもう自

行った︒仏壇の前に座って︑ここで一杯飲もうと︒hそれを約束

というのが必要になりますね︒

﹁いまの町長が自民党だからいや﹂と言うのはいい︑しかし︑こ

できますか﹂﹁約束しよう﹂と︒これで始まるのです︒裏はそう

吉元

に議論した︒学校単位で考えるな︒小学校だ︑中学だと区別する

仕事として︑五人の校長に集まってもらい︑三時間くらい徹底的

の管理者の皆さんと話しに入ったり︒先月は︑ある意味で最後の

繰り返し︒それで︑節々で議員全員と話し合いに入った婬︑役場

をまとめて︒さらに今度は公民館単位で話し合ってコ繰り返し︑

とか︑安全とか︑五つのグループをつくって議論に入って︑それ

きは一週間︑短いときは三日間くらい︑産業とか︑自治とか︑命

から︑八月にその協議会を立ち上げて︑あれから月一回︑長いと

言っている︑何か始まるみたいよ︒役場の職員は不安でね︒それ

ゃないかということ︒それの出発は︑それぞれの地域︑国家とい
．うような言い方をしますけれ−台湾について国家というと問題

に優先的に留学できるとかう仕組みがある︑それば一つの魅力じ

み合わせてみる︒与那国に行けば︑その高等学校を終われば台湾

ります︒﹁枠組み﹂ができれば︑花蓮から教育関係者を呼んで組

べばいいんです︒高校︑中学校の校長をやった連中もたくさんお

いんですよ︒与那国に住んでいないというだけでね︒だから︑呼

学の免許を持っているOBは高等学校もできます︒教員の数が多

育委員会と︑有識者と︒校長のOBがおりますからね︒幸いに中・

はほとんどないから︑それを考えてもらう︒与那国の校長と︑教

大学の教育学部の全面協力をもらって︑おそらぐこういう仕組み

そこで︑まだ正式には話し合っていない︒内々には︑琉球

そうすると︑そういう地域との協力体制をいろいろ作った

そういうところがら生徒を呼ぶという︒

いう話ですね︒それが翌日パーツと広まった︒吉元が来て︑そう

のでなく︒保育所︑幼稚園︑小学校︑中学校︑高等学校︑ワンセ
ットで与那国のあり方︑教育のシステムを作ろう︒その上に︑そ︑
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問題になるけれども︑分かりやすく言えば1一国家︑試験︑資
格は近い将来には共通になりますよ︒医療水準についていうなら
ば︑与那国の診療所の所長はもちろん日本の国家資格を持つ医者
ですけれども︑台湾の医師の資格も持っている︒ですから︑いろ
いろ考えられるのですね︒医療についてはワンセットにできるの
ではということもある︒いま︑フィリピンと日本では︑介護につ
いてはもうそこまで慎ましたよね︒ですから︑国が与那国をそう
また︑与那国がパイロットケースになっていろいろやれる

いう特区に考える場合に︑決して無理ではない︒

佐道

そう思いますね︒私は︑東京で議論する発想とは違って︑

と︑おもしろいことができるかもしれない︒

吉元

島︑端っこ︑隣は隣の国だというような近さ︒そことどう共生し
ていくかという︑モデルとしていい︒国土保全．国境の管理とい
う視点からいうならば︑与那国つまり国境の島︑そこに住んでい
る人々の新しい捉え方というのですかね︑位置づけの一つのモデ
ルとして︑むしろ目を向けて欲しい︒

与那国を中心に今後の与那国の将来構想にかかわっておら

■基地問題で問われた市町村長のあり方
佐道

れるという仕事をされている一方で︑若干話しが出ましたけれど
も︑例えば︑その前にやった宜野湾の市長選挙とか︑自治体の首
長の選挙ですとか︑いろいろなことについてもまだかなりご関係
されていると︒これは基地の問題等とも関係していると思います
けれども︒これはやはり︑沖縄の自治のあり方ということを含め
て︑今後の沖縄政治の動向ということを見据えた上で︑そういう
まったくそうですね︒欲をいえば︑二〇一〇年の上海万博

選挙に係わっておられる︑与那国でも係わっておられると︒

吉元

が終わるまでは現役的に係わっていきたい︒もう少し欲を言︑又ば︑

二〇一五年あたりまでは相談相手になってみたいです︒

佐道

先生がアクションプログラムで書かれた︑まさにその年限

そうですね︒欲を言えばきりがないけれども︑そういう意

ですから︒

吉元

味では僕には目標がある︒そういう構想を作ったというだけでは

なくて︑運動に関わってきたということと︑それが二十一世紀ビ

ジョン︑与那国につながったということ︒それはいま中断してい

るけれども︑それが動き出す段階にきたから︒県が黙っておって

も︑基地を認めるといっても︑アメリカのほうが︑﹁いや︑動か

すよ﹂と言っている︒そういう中で︑県政︑知事に不満をぶつけ

るだけじゃなくて︑内部でも動きが変わってきているし︒県庁の

中でも︒地域社会も変わってきているし︑公然と何年後を目標に

基地を失くさせるという首長まで選挙で出てきた︒市民がそれを

自覚したということですよね︒だからこれは従来の︑﹁大田知事﹂

が提案しているからやろう﹂という意味じゃない︒自分たちの生

活︑そして海兵隊ヘリコプターの事故があり︑命がかかっている

でしょう︒これは加速しますよ︒そのときエ何を考えているかわ

からない沖縄県のあり方とか︑市町村首長のあり方が問われ始め

まさにその問題なのですけれども︑沖縄も︑本島の中南部

ている︒

佐道

と北部のほうでも︑かなり色合いが違っていると思うのです︒特

に北部なんかは︑基地の問題もあって︑振興策で県の頭越しにお

金を入れられたりということもあって︑私が話を伺った方なんか

でも︑﹁いやもう︑県庁はいいですよ﹂︑みたいなお話をされる首

長さんもいらっしゃるほどですね︒そうすると︑独自に自分たち

のことを考えようということについてはいいのかもしれないけれ

ども︑逆にいうと︑沖縄全体ということから考えるとまとまりが

共通の認識をすべきなのは︑米軍基地はなくなる︑という

弱くなってくるということもあるんじゃないかと︒

吉元

前提です︒彼らはさよならも言わず出て行きますよと︑私は言つ
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出て行ってもらおう︒もうそ

ているのです︒だから準備しようと︒だから︑こちらの準備が整
ったところがら先に動いてもらう︑

ね︒このことを県民は全部見抜いていると思う︒見抜いているけ

れども︑選挙の節目節目でどういう反応をしていくかということ
でしょうね︒ですから︑身近な例からいうならば︑二年後の知事

れども︑まさに普天間で事件が起きた︒事件というか︑事故とい

佐道

選挙︒もう一つは︑二年後の四月の沖縄市長選挙︑あのあたりが︒

ういうところに来ています︒これを言うか言わんかというのが自

然︑国に要求しよう︒しかし︑これはいつまでも続くと思うな︒

うか︒本当に人身事故にならなかったのが奇跡としかいいようが

治体の首長︑県の知事であるし︑地域政治を担当している議会な

あなただけがずっと首長と思うな︑とロ酸っぱく言ってきた︒こ

ないようなことだったと思うのです︒私も現場に行かせてもらい

しょう︒やはり変わってきたと思います︒

の知事がおる間︑この知事の継承者がまた同じ系統で出てきたら︑

ましたし︑写真等々も見ましたけれども︑ヘリのモーターとか︑

宜野湾がそうなったわけですね︒沖縄市はどうするかという話で

おそらく普天間の移設︑あれは変わらんで続くだろうと思ってい

いろいろなところに飛んでいるのですね︒あんなことがあって︑

んですよ︒その認識をまず基本に︑立つべきだ︒いまの生活や生

るのですね︒その間は︑国から頭越しに十年間で一千億の金が支

怪我をする人もいなかったのは本当に奇跡だったと思うのです

産の基盤が弱い︑これをどうするか︒基地のある問については当

払われているわけですから︑まだ続くだろうと思っている︒自治

が︒政府の受け止め方は︑最初はやはり九五年のときと同じよう

そろそろ基地と米軍再編の問題に入って行きたいのですけ

体の職員の中から出ている︑議会議員からも出ているんです︒な

思いますが︒先生は︑あの事件が起きたときに︑どこ．で何をして．

にといいますか︑非常に甘いもので︑県の対応も︑知事が帰って

いらっしゃったのですか︒
︑吉元 ちょうど家にいました︒あれは二時過ぎだったと思います︒

んかあぶく銭をもらって﹁箱物﹂を作っている︒この維持管理は

四時ごろ聞いています︒那覇におりました︒

来られたりとかして若干軌道修正はしましたけれども︑少しプレ

ご自宅にいらっしゃった︒

だれがやるのか︒それを首長は選挙で言わない︒まあ︑それが一

いう首長と議会の関係ではなくて︑市民の中で︑県民の中で︑本

佐道

そうです︒

が出たり︒対応についての問題もあとで出てくるのではないかと

当に米軍基地はどうなっていくのか︒どうなるのかと︑それが問
︑われてきた︒これはこの二年間︑三年間でものすごく出ています︒

吉元

何かその⁝⁝︒

般的な首長のあり方ですよね︒いま問われているのはそこなんで

普天間基地移設問題については︑もう圧倒的に﹁ノー﹂と︒でも︑

佐道

す︒ですから︑自分たちの任期のうちは何でもとれという︑そう

知事は﹁いやいや︑ベターだ﹂と︒あんな事故が起こってもなぜ

・吉元

﹁ノー﹂と言わないのか︑ということです︒﹁危険を除去する﹂と

言うようになった︒分かっていながら︑﹁ノー﹂と言えないのは

ょ・つ︒

ら︒それとラジオですね︒二つ︒﹁とうとう﹂という感じでした

初はビデオでしたけれども︑そのあとはずっとやっていましたか

テレビで︑リアルタイムでずっとやっているやつでね︒最
何か︒北部振興費の一千億円ですよ︒なくなるぞという脅しでし
いちばん大きい問題ですね︒

ね︒二〇〇三年四月に宜野湾市長が誕生︑五年以内に普天間の撤

佐道

吉一兀

去を実現させていくということを公約に当選した︒一時期︑﹁何

それは︑北部市町村が全部﹁ノー﹂と言わんと︑知事も言

わんでしょうね︒そういう意味でやはり抑えられているのですよ
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佐道

直接関係はしていない︒同じ自治労という組織の︑彼は県

伊波市長の誕生に先生も深く関係されている︒

められない問題ですね︒全国でアピールする場が沖縄県知事に与

んで出てきてしまって︑そこは現に進んでいない問題ですし︑進

後で批判も出てくるのは︑どうしても辺野古移設という問題が絡

の立場というのをかなり強調されて︑市民の安全を求めるという

吉元

えられているにもかかわらず︑アピールしきれなかったという部

を言っておるんだ﹂という冷ややかな声が県内から幾つかありま

会議員でしたしね︒特別執行委員で︒私は副知事でした︒副知事

分が非常に強く︑見ている我々からすると印象的に思ってしまっ

ことでかなり評価されるのだと思います︒一方で稲嶺さんも︑も

時代も自治労とは﹁特別家書﹂の研究などで︑とぎどき呼ばれた

たのですけれども︑沖縄県の中でも︑そういうところがかなりじ

した︒私はむしろ当然だと思った︒二〇〇八年︑北京オリンピッ

りしています．．伊波さんが県会議員として国際都市︑基地返還ア

れったいという思いがあったのかなと．．

ちろん知事の立場として︑最初は小泉さんに会えないというよう

クションプログラム︑それから全県フリーゾーンなど︑どっぶり

吉元

クですから︑当然それまではね︒とにかく射程距離になってきた︒

つかっています︒そういう枠組みの中で彼は構想し始めたのでし

けた基地返還アクションプログラム︑新しい知事はこれを全否定

なこともあったのですが︑アピールを繰り返された︒ただ︑若干

ょう．．特に稲嶺さんが誕生した後︑やはり普天間の基地が焦点に

した︒じゃあ︑何が出てくるのですか︒答えきれなかったのです

そう思っていただけに︒

なって︑県内移設というのに猛烈に反発して︑前の市長の﹁普天

ね．．ただし︑彼を推薦した自由民主党の県会議員の中からは︑S

大田県政が県民に問うて︑そして合意を得て︑国に突きつ

して︑彼ら自身が推薦していた︑作り上げてきた市長を批判して︑

間がなくなるならば︑県内移設はやむをえない﹂という発言に対

ACOHを作るように要求すべきだと︒そのための提案を沖縄県

が出すべきだと︒与党から言われても︑これさえ言いきれなかっ

立候補した︒そういう意味では︑彼の当選は大きな変わり目です︒

それは何かというと︑二〇〇〇年あるいは二〇〇一年以降︑特．

から機動隊が来て︑米軍基地を金網の外から住民地域に向かって

に危険と同居しているというのを実感させられた︒つまり︑全国

﹁重さ﹂とか︑面積的な問題があったが︑あのテロ以降は日常的

になった︒公約違反だとまで批判されたが︑当選した強みで︑そ

選挙のときには︑彼は山を削るといったんです︒当選してから海

おったいきさつもあったわけですからね︒山を削ると大変だから︒

ょうね︒それは︑幾つかの県内のゼネコンと具体的な提案をして

転化していくための公共事業として続けていく必要があったでし

た︒彼に言わせれば︑経済的な問題として捉えた︑ということで

ガードする︒あれは異様な感じですよね︒基地周辺で生活し﹁てい

れで押し通した︒そのときに︑﹁海だったらまずよ﹂﹁いや︑そう

に同時多発テロの問題以降︑基地問題が県民生活︑従来からいう

る方々から見れば︑本当に異常に感じたんじゃないですか︒だか

じやなくて埋め立てだ﹂と︒﹁あ︑それならできる﹂というのが

しょうね︒稲嶺さんの体質からいうと︒あれを経済的にプラスに

ら︑新しい危⁝機意識をあれで持たされたと思うのです︒ですから︑

県内の業者の言い分です︒山を削ると環境問題になる．ということ

と危険とか地位協定の問題にかかわるような意味での米軍基地の

今の知事の政策である県内移設︑これも否定した︒そして五年以

でね︒問題は︑住民投票をして﹁ノー﹂という結論が出た名護市

長がどう受けとめるか．一締は︑いろいろこぼしたらしいですね︒

内ということを政策に掲げた︒だからまあ︑彼がなぜ五年という
事故が起こって︑その活動というのはかなり活発で︑市民

数字を掲げたかというのはいろいろな言い方があった︒

佐道
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ついて︑日本政府も﹁ノー﹂と言わん︒

佐道

そういう意味では条件をつけて︑安全について︑あるいはいろい
ろな条件の協定をとった上でしか認めん︑と︒だから︑埋立てに

うところがあると思うのですが．．

ている︒そこがいま問われています︒県民的な世論調査も︑圧倒

言っている︒日米政府が作らんと言うのだったら︑いいよといっ

したし︑日米で決まったことだから︑日米政府で決めてくれ﹂と

すよ︒自分のほうからはノーと言わない︒だから︑﹁閣議決定も

的に受けとめた︒それから出てくる結論はもうはつきりしていま

として︑﹁いやもう︑これしかない︒むしろそれでいい﹂と積極

興︑つまり北部の海に金をボーンと出す︒そういう流れをプラス

な側面︑つまりそれが県内経済にプラスになる条件として北部振

市長も留保したままです︒そういう意味でいうと困やはり経済的

そこに海兵隊が移ることについてはほぼ間違いない︒そのほうが

の基地をつくる︑とアメリカとオーストラリアの協定が結ばれた︒

トラリアの北東部から北西部の三ヶ所に二〇〇七年までに海兵隊

ているかということが問われているので︒私は︑結論は︑オース

吉元

の中でもSACOの見直しという形で出てきている︒

わっていきませんよということ自体は︑アーミテージ・レポート

佐道

流れにまた拍車をかけた形です︒

吉元

その構図があまりにもはっきり見え過ぎちゃっているとい

ついてゴーサインは出していない︒着工については︑知事も名護

的に︑どのマスコミがやっても﹁ノー﹂といケ結論がボーンと出

インドネシア︑インド洋には近いし︑いちばんプラスなんでしょ

あれば噛﹁沖縄県はその閣議決定を守れないから変えてくれと︑

佐道

わって︑新しく港湾の整備に入っている︒そういう意味では︑大

たマスコミの報告を聞くと︑アンダーセン基地は整備が完全に終

うね︒もう一つはグアムでしょう︒グアムの基地整備を︑見てき

二〇〇〇年でしたね︑十月︒そのためにどういう手を打っ

米軍が︑海兵隊については︑今の沖縄駐留にはあまりこだ

沖縄は︑日本政府が金を出すといえば黙ってきた︑という

る︒それでも頑張っている︒

違う決定をしてくれ﹂というのが筋ですけれどもね︒辺野古移設

西洋のアメリカの空母群も︑二つくらいは新たに東アジア︑太平

しかし本当に︑先生がお︑っしゃるように︑沖縄県の知事で

は沖縄県の総意としてはないとお考えですか︒

洋に回すという︒それらしい動きが既に出ている︒．そういう意味

サイド︑ペンタゴンからは出ていないけれども︑幾つかのシンク

ちがそう言っているから︑もうないでしょう︒それは︑アメリガ

吉一兀

佐道

ら減っていくのか︒ということでしょう︒

どうかというのが問われている︒それに︑ゼういう段階で︑何か

ぬきで当然だと県民は思っています︒ただし︑全部撤退するのか

でいうならば︑沖縄から海兵隊が兵力を削減するというのは理屈

■沖縄駐留にこだわらないアメリカ軍

タンク︑クリントン政権時代の担当者とか︑ペンタゴンにいちば

なるぞということがアメリカで前から示されていて噛政府の側も

ないと見たほうがいいです︒それは︑自民党の県会議員た

ん近いシンクタンクあたりからの発言というのも︑もう沖縄には

実は対応が遅かったのだと思うのですね︒何も考えずに放ってお

アーミテージ・レポートが出て︑海兵隊も再編するように

置けないと︒できれば嘉手納に統合してもらえればいいのだけれ

んじゃないかなという気もするのですが︒沖縄のほうも︑やはり

くというか︑考えきれなかったという時間があまりにも長かった
認識はアメリカ側は統一していると思う︒どこに持っていくかは

それはそうで︑長いこと現状が続くということを前提に物を考え

ども︑今日的には︑沖縄から出すという点では︑もう間違いなく
まだ日米で合意していないけれども︑しかし沖縄から出すことに
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ていたという節があると思います︒

は間違いないと思うのです︒実際に八月の事件の後でも︑沖縄県

話しか出ていません︒辺野駈の問題がいまネックになっているも

側からはとにかく︑公式には地位協定をなんとかしてくれという

のですから︑そういう問題しか出てこないということでしか見え

ありますね︒ないとは言いませんね︒ただ︑私たちは警鐘

を鳴らして︑事実はそうなります︑と言ってきた︒決定づけたの

なかったですよね︑地位協定も︑やはりあれを改めることはやら

吉一兀

は﹁ヘリの墜落事故﹂です︒これはもう決定的だった︒九五年九

のでいいのかとか︑あるいは︑もう少し日本の役割をどうすべき

のですけれども︑ただ︑四十年前︑五十年前の枠組みのままのも

ことが必要だという議論はそれでいいし︑それもあるのだと思う

ってしまっていると思うのです︒日米安保体制を維持するという

二十一世紀の安全保障を考えるどいうときに︑・ここに思考が固ま

ざるを得ないので︑そうすると︑せっかく防衛大綱を作り直して

在しているというのはどう見てもおかしいということにしかなら

性格にしている日米安保体制のままであると︑沖縄に七五％も偏

いのかと︒そうすると︑基地と自衛隊の交換というのを基本的な

保体制が五十六年にできて︑六十年に改定されて︑そのままでい

の中における基地のあり方ということが根本問題ですね︒日米安

なきゃいけないと思いますけれども︒ただやはり︑日米安保体制

月四日の少女暴行事件がSACOに結びついた︒その後︑もやも
やし︑沖縄の事情で県内移設という形に持っていかされ︑金が持
ち込まれて︑﹁けしからん﹂というやっと︑﹁いいんじゃないか︒

黙つとけ﹂というやっと真っ二つに割れた︒ある集まりに呼ばれ
たときに酔っ払った若い連中が怒っていたのは︑﹁人間が死ねば
進むのか﹂という︒これは辛い言い方ですよね︒ドキッとします︒

いまの県政のもう一つのずるさは︑地位協定にすか替えたことで
す︒地位協定を改正しても基地の被害がなくなるはずがない︒基
地があるかぎりなくならないのです︒うまく工作し︑そういう方
向で詰め︑自民党そのものもその受け皿︑研究会を作るという形
で受けとめながら時間をつないだ︒結局︑動ききらなかった︒防

かとか︑その根本の議論がないまま︑現状の枠組みの中でどうい

衛族というのですか︑ジャパン・ネオコンといわれている若手の
連中も︑地位協定について勉強会を作る︑作ると言っておきなが

外務省が沖縄にあれば︑そんな議論にならんでしょうね︒

駐留米軍の実態を知ヶうとしない︒これはもう致命的だと思いま

外務省が沖縄を知らないだけじゃなくて︑基地を知らないんです︒

吉元

っちゃう︒

じくれるかということしか議論がされてないですぐ地位協定に行

ら︑結局時間が経つちゃったでしょう︒全国知事会に沖縄県が持
ち込む︒なかなか動かん︒そりゃ動かんですよ︒それは危機感が
違うのだから︒日米安保から五十年でしょう︒事件．事故もない
．ところと︑日常的に何かが起きてくるところとは違う︒全国知事
会では決議し︑代表が官邸に行きますよ︒しかし︑日本政府がそ

す︒そのことは︑ある意味では防衛庁も肌で感じていない︒対等

の気にならん︒それを見る︑県民は︑シラーッとする︒﹁すり替
え﹂じゃないかと僕は言いましたけどね︒マスコミもそこを指摘

な付き合いをしていないだけに︒外務省に言わせれば防衛庁︑防

佐道

施設庁というのは政策官庁ではなくて︑実施官庁ですから︑

いた︒防衛庁の中の一つのセクションにすぎない︑ここが全て︒

備している︑あるいは提供しているのは防衛施設庁に特化されて

衛庁に言わせれば防衛施設庁︒つまり米軍基地の活動︑機能を整

しておった︒人身事故がないから幸いにしてといったほうがいい
のですが︑このことで一挙に本質に迫って︑やはり基地をなくせ
ということに立ち戻った︒だれかが犠牲にならんといかんのです
一ヶ月ずれていたら︑今度は大変な被害になっていたこと

かね︒悲しいですね︒

佐道
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吉元

まさにアメリカ合衆国です︒もっと分かりやすくいえばペ

ンタゴンですよ︒もっと分かりやすくいえば︑．在日米軍司令官で

あそこに何かを決めうというこど自体︑無理な話なんですよね︒

吉元

す︒この構図は復帰前とまったく変わっていません︒それを変え

そこにすり替えているんですね︒外務省の沖縄事務所とい

うのがある︒

ために置いたのか︒SACOとの関連で︑九五年目少女暴行事件

こがすべてを︑政治的工作までやるところだから︒外務省は何の

だから大使のところへ行ぐより︑防衛施設局に行くんですよ︒そ

吉一兀

長さで幅をおいたわけでしょ︒二〇一五年までというと︑東アジ

ます﹂と︑ずっと言ってきたのです︒だかち︑二〇一五年までの

ん︒日本全体の中でそういう理解が深まっていくことを望んでい

条約に切り替えてください︒しかし︑いますぐとは言っていませ

知事が誕生したときも︑﹁安保条約は反対です︒将動的には平和

を正さんと絶対にだめです︒私たちはそれを要求してきた︒大田

るのは何かというと︑平等で対等な日米安保ですよ︒そこのもと

で︑﹁これでいいのか︒沖縄はそれでいいのか﹂と言ったときに︑

ア全体の中で︑ですよね︒それを無視するという日本の政治︑永

大使がいらっしゃる︒

橋本さんが沖縄事務所をつくることになった︒西銘知事の時に︑

佐道

既に外務省から一人職員をとっておったから︒次長クラスの参事

田町の政治というのは︑これは僕には考えられないですね︒日米

防衛施設局がある︒沖縄もそこのとこをよく知っている︒

という形でね︒

安保は軍事条約だけではないから︑少なくともそれに依存し︑そ

の保護の下に居たほうがいいかも︒米国に従属してきた戦後の日

それは県庁の中に︒
だけど︑まったく何をやっているの？ということだ．つた︒

本の経済︑文化のあり方︑そういうのを変えようという動きがな

佐道
吉一兀

事務所ができて︑具体的にはどういう役割を果たしている

カ大使館の沖縄事務所もある︒総領事館もあるわけですから︒日

が︑完全かどうかは別として︑沖縄の兵力配置がかなり変わると

佐道

沖縄の兵力配置

■アメリカ軍再編で大ぎく変化する

一つのチャンスはいまだと思っています︒

いですよね︒復帰の段階が一つのチャンスだと思ったのですがね︒

佐道

設置した直接の目的は︑米軍基地の日常的な問題に対して︑

のかぜんぜん見えないのですけれども︒

吉元

官邸に正しく沖縄の事情を説明することですよね︒事件・事故︑
この種の問題に対して︑きちっと在日米軍︑沖縄の責任者に対し

本政府の外務省の出先もあって︑アメリカ大使館の出先も沖縄に

いうことが目の前に来ているわけですね︒これは︑どう考えても

て抗議して︑二度と起こさないようにする役割ですよね︒アメリ

ある︒日常的には基地司令官が地域の首長から問題のときには抗

沖縄の政治にかなり大きな影響を与えるのだろうと予測するので

まさに︑いま米軍再編ということ．の中で︑沖縄から海兵隊

議を受けたりする︒そういう機能を持っていながらうまくいかな

吉元

すけれども︑実際どうなのですか︒
本当にそう思いますよね︒

三％近くが減るんです︒沖縄本島中南部の都市の米軍基地の中で

いというのは何だろうね︒

佐道

結局は︑日本全体と言っていいのだけれども︑沖縄には日

大きいですよ︒米軍基地の七四％が減るんです︒兵力の六︑

吉元

それにホワイトビーチが基本です︒あとは全部海兵隊ですから︒

残るところは︑嘉手納基地と︑弾薬庫と︑グリーンベレー部隊︑
沖縄はどこの主権の中にあるのかという︒

本という主権が及んでいないのでしょう︒

佐道
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当に落ち着いた運動として持続していくでしょう︒むしろ決して

るかという意味でいうならば︑長い長さでいうならば︑それは本

な反基地闘争︑平和運動に与える影響も大きいでしょう︒を与え

沖縄の政治に与える影響というのはすごいです︒それが︑日常的

なきゃいかんというような仕事だ︑ということを提案したのです︒

悪獣あたりを含めて特別法をつくって︑抜本的に都市構造を変え

のに与える影響力はすごいです︒私はあの構想の中で︑普天間瑞

うと構想したのです︒政治︑経済︑それから県民生活の場そのも

の中心課題です︒それを一挙にやらないで︑二〇年の長さでやろ

それを考えると︑中南部都市大改造ですよ︒それが国際都市形成

いくという県民的コンセンサスはできていると思います︒不動だ

にしろ︑都市整備にしろ︑嘉手納基地は飛行場として跡利用して

ることは︑市町村合併にしろ︑地域振興にしろ︑中期計画の整備

う︑今までにやったことのない大きさでボーンと出てくる︒言え

の場合は︑まだ文字通り﹁戦後処理﹂として︑基地の跡利用とい

含めた︑そういうボリュームが増えるでしょうね︒だけど︑沖縄

ルの計画に︑色濃く安全保障を意識した︑それはテロとか災害を

でしょうね︒そこのところで︑今まで欠落していた国や︑県レベ

民生活といろいろな形で国全体の施策の中に位置付けられてくる

関係を含めて︑いわゆる海域を含めて﹁安全﹂というものが︑国

ときに︑今まで議論していた市町村合併というものはどうなるか

と思う︒だけど︑それ以外のところは全部元に戻っていく︒その

今後は︑先ほどの自治体再編の問題とまさに絡む問題にな

なくならんでしょう︒

佐道

題と︑どこがどうかという非常に具体的なポイントの議論になっ

うなるということは︑これからはもう︑今度はスケジュールの問

にしても︑目の前に来た問題ではなかったわけですね︒基地がど

議論であって︑多分こうなるだろうということはもちろんあった

題とか︑効率性の問題が出てくる︒

際的な議論が︑市町村合併の枠組みとの関連で︑自治体の財政問

吉元

佐道

そういうことだと思います︒抽象的な論議じゃなくて︑実

それが絶対に必要な議論になってくるのですね︒

もっと切実に出てくる︒分かりやすくなってくる︒

という議論は︑住民にとってみれば︑地域の人々にとってみれば︑

てくる話が︑今年︑それから来年ということになってくるわけで

佐道

ってくるのですけれども︑先生がおっしゃるように︑これまでは

すね︒例えば︑基地の存在をあてにして政府からお金をもらって

吉一兀

佐道

■自衛隊再配備の問題

沖縄本島について言うなら︑大きいでしょうね︒

そうみたいですね︒

くるといういまの仕組み自体も通用しない話になってきますし︑
それこそ︑先生が国際都市形成構想で基地の跡地という問題を念
ていったわけですけれども︑現実の問題として今度はそれを考え

とではありませんけれども︑自衛隊の再配備という問題が出てき

頭に置きながら︑沖縄の経済構造を変えるということを計画され
ざるを得ないという話が目の前の課題として本当は出てきている

ますね︒

米軍がいなくなるというところで︑もちろん全てというこ

ことではあるのですよね︒

予測できる範囲は明らかです︒今度の防衛計画を見て︑そ

の裏を読み取るとするならば︒米軍が撤退しないとしても︑沖縄

吉元
間にくるんですよ︒あと二年でね︒後期の進行計画のまとめの作

県の南の先島地域には自衛隊を配備しようと︒撤退すれば︑密度

幸いなことには︑県の振興計画︑十年計画のちょうど中
業に入っている︒一方で︑国の計画そのものが全国総合計画の見

が濃くなる︒基本的には沖縄本島についてはほとんど変わらんと

吉本

直しを︑次期全総の検討をしています︒国土保全とか︑国境との
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いたんです︒あそこに自衛隊をずっと残すことの不自然さという

ことを︑地域に対しても︑県庁のプロジェクトチームにも言って

クションプログラムを議論した段階で︑﹁予測すべぎだ﹂という

るエリアでいいのか︑という疑問はあります︒私は︑基地返還ア

見ています︒ただ︑自衛隊の混成団がおる那覇空港に隣接してい

縄であっても︑それはまったく周辺の状況と無関係に生きている

とかという議論じゃないんですよ︒日本という枠組みの中で︑沖

・も︑行政におる者の捉え方としては︑そこは﹁いや﹂とか﹁いい﹂

たが︒沖縄の一県民としてどう捉えるかという問題もあるけれど

ン以外にないだろうという言い方はしたことがある︒怒られまし

佐道

わけではない︒そういう状態が出てくるまでの問はどうするかと

際的なハブ空港に︒同時に港湾の整備︒那覇軍港をなくして︑民

れるいろいろな問題とか︑中国との関係ということで︑陸上自衛

のがありますね︒もったいない︒あそこをどういうふうに使おケ

港として︑必要な軍の船は入れてもいいから︒つまり︑港湾と空

隊を配備という話もありまずけれども︑より重要なのはやはり

いう議論があっていいわけです︒

港をワンセットにして︑国際的な人とモノとのセンターにしょう

海・空という問題だと思うのですけれども︒

としたかというと︑空港の沖合いにもう一本滑走路を造って︑国

と︒そのときに︑今の自衛隊がおるあのエリアは全部明けてもら

吉元 石垣島には千五百メートルの空港︒これは軍事に使えるは
．ずがない︒キャパシティー満杯です︒新しい空港として二千メー

いま現在の問題からすると︑それこそ先生が関わっておら

う︒じゃあ︑．自衛隊はどζに行くのか︒航空自衛隊は︑嘉手納に

ぶち込めばいい︒いちばん最後まで残るから︒むやあ︑海上自衛

載っていなかったげれども︒それを聞いた政党サイドが︑大田支

です︒あと残るは︑二千七百メートルある下地島空港です︒今は

りにも近すぎます︒かえって緊張が増すだけで︑戦略上は無意味

トルのものを別の場所に造ります︒しかしここも︑軍事基地とし

持政党サイドから︑﹁自衛隊を認めている︒けしからん﹂と︒そ

民間パイロットの訓練飛行場として使っている︒それ以外使って

隊はどうするのどいう論議があったから︑これはホワイトビーチ

の時に︑私が言ったのは﹁基地返還アクションプログラムは︑米

いませんから︒それを入れるとするならば︑航空機材のシェルタ

て︑自衛隊基地として日常化できるようなスペースなり︑あるい

軍基地の返還ですよ︒しかし︑自衛隊基地といえども︑沖縄県民

ー︵格納庫︶を作らんといかんし︑同時に港湾も作らんといかん

にぶち込めばいい︒これもいちばん最後の撤退だから︒そうする

の生活と生産の場に邪魔になるならば︑動いてもらう︒山を切り

ですね︒兵舎も作らんといかんし︑場合によっては︑家族を含め

は︑そういう場ではないです︒そうなってくると︑あと残るのは

開いて︑自衛隊基地を新たにつくるという話にならんでしょう︒

てね︒そうなってくると下地島だけでは収まらん︒都市機能がな

と残るのは陸上自衛隊︒これは海兵隊があったところで都市地区

であれば当然のこととして︑海兵隊基地をどういう形で使わせる

いから︒やはり︵宮古島との︶橋を架けるだろう︒これは宮古郡

同じ二千．メートルですが︑あと二年後にできる与那国空港ですね︒

か﹂︑これが﹈つ︒もう一つは︑新ガイドラインができた時期で

民の悲願です︒その架橋を条件に自衛隊に使わせるというのも政

でないところに押し込める以外にないじゃないですか︑という言

もあったのです︒九六年の日米共同宣言を踏まえて︒ですからそ

治的には出てくると思います︒昨年末の郡民大会め決議は︑自衛

ここに軍事基地をつくったって意味がない︒隣の地域︑国とあま

れも頭におきながら︑自衛隊基地は日本の緊急事態には米軍が使

隊といえどもだめだ︑と︒それは相当大きなボタンのかけ違いを

い方をした︒この発言は相当問題になりましてね︒マスコミには

う場も当然ある︒そういう意味でいうならば︑キャンプ・ハンセ
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した節があります︒それ以前に︑お忍びで入りこんだ自民党国会

やり︑万博をやるという︒私は中国自体が︑選挙という仕組みを

まったく新しい世代に入った︒WTOにも加盟︑オリンピックを

いる︒それに﹁台湾の独立﹂を日本側が支持していると︒そうい

っていることと当国が言っているこどは︑ある接点では共通して︑

事力の強化に対する危機感を言い出している︒つまり︑日本が言

言われている米軍︑日米安保を容認しておった中国が︑日本の軍

して︑軍事態勢を強化するのは必然︒それは︑﹁ビンのふた﹂と

どの時点に出てくるか︒一方で︑歴史的な教訓から当然のことと

当然として動いていると思います︒これが国家レベルでどこまで︑

議員の若手の防衛族といわれている連中が︑ごりごり荒らしまわ
ったいきさつがあったようですね︒尖閣との関連で︒国の安全の
ため地政学的な論議をきちっとできるのであれば︑そう難しいこ
とではないのですが︒それを地域が受け入れるかは︑また別の話
だけれども︒

■基地問題に影響を与える台湾−中国関係
いちばん問題になるのは台湾問題です︒私は︑台湾問題は

う流れを沖縄がどう見ているかということでしょう︒意外と沖縄

吉一兀

ドンパチがあるということで解決するような性質の問題ではない

の若者はそのへんを冷静に見ていますよ︒

ない︑と言っていたが︒後見人である李登輝さんが︑住民運動と

での立法院で憲法改正をすると︒独立とは書かない︑国名は変え

さつもあるけれども︑二〇〇六年の﹁住民投票﹂と︑二〇〇八年

うなってくると︑自衛隊が沖縄にどういう形で関わろうとしてい

台湾独立を理由にというのはアメリカは許容するはずはない︒そ

メリカの軍事力が︒米中の軍事的衝突は考えられない︒ましてや︑

とき台湾海峡には原子力空母が配備された︒今はそれを上回るア

は︑その年の十月末に台湾に行き李登輝さんと話し合った︒あの

九六年三月の台湾海峡における中国人民解放軍の演習です︒私

と思っているのです︒去年の十二月の立法院選挙︒吉水扁が︑五

して広げているあの流れは︑明確な﹁台湾独立﹂へ．の方針を持っ

るのか︒アレルギーをなくそうと思ってやったらしいけれども︑

月の総統選挙で自分が当選した後︑この選挙のために煽ったいき

ていますからね︒それに向けて︑姑息なやり方だなと思ったのだ

宮古に三千人︑石垣に三千人︑与那倒に千人を配備するという︒

けれども︑棟磁北は海外の台湾政府の事務所の名称を変えるとい
うことをした︒そのことで中国を刺激した︒あの選挙の結果は︑

を出す？そういうことを防衛庁の中からリークする︒もっと真面

陸上自衛隊の定数が削減されるからといって︑そんなにばかな話

ども︒流れからすると芳信一居総統の与党が多数という見方は否定

目に︑冷静に台湾問題を沖縄がどう見ているのか︑中国との関係

私は細かく情報を持っていないので総括できる立場じゃないけれ
できなかったけど︑結果はそうじやなかった︒やはり住民は﹁そ

を沖縄はどう作ろうとしているのか︒県政が変わっても︑県民の
気質は変わってない︒

こまでは﹂と︑そう見るのが常識でしょうね︒台湾が批判してい
た香港の動向︑経済が落ち込んでいた香港が︑中国政府が本格的

■沖縄の﹁いま﹂そして﹁将来﹂

だいたい自治体の再編の問題から米軍の再編問題というこ

きして︑一応今回先生のオーラル・ヒストリーの冊子を作らせて

とも含めてお聞きしたのですけれども︑最後に︑九九年からお聞

佐道

に支援したことによって持ち上がってきている︒一方で︑マカオ
が意外なほど︑歴史的に見ると﹁博打好き﹂な中国の民衆の遊び
の場につながったし︒ちょっと余談だけど︑北朝鮮もそうなって
いるしね︒あと︑中国の国家の仕組みが共産党一党支配だと︒あ
の﹁革命の世代﹂が終り︑忠実なそれの﹁申し子﹂が終わって︑

1．
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べきだと︒それから︑先生ご自身がこれからさらにこういうこと

いうことも含めで︑例えば︑沖縄はこうあつて欲しい︑こうある

ま現在の沖縄についてどう思っておられるのか︒それから将来と

生がご覧になる乏ころ︑基本的性質はどうなのか︒それから︑い

・るようなところもしていただきながら︑沖縄の政治というは︑先

生ご自身のご経歴ということも踏まえていただいて︑若干振り返

いただくということで︑最後の総括といいますか︑これまでの先

ことの重要性を︒

連中に︑沖縄戦だけに特化するのではなく︑沖縄の﹁過去を見る﹂

ではないはずなんですよね︒そこはやはり捉え方を︑いまの若い

国の軍事力を入れて︑周辺国と対峙する場にしていいのか︒そう

えるのは間違いだと思います︒じゃあ︑沖縄戦がなかったら︑自

ね︒米軍基地との関係というのは︑沖縄戦との関係だけに置き換

あり方でしょう︒私たちのアイデンティティーみたいなものです

まさに台湾に対する侵略のための﹁飛び石﹂として使ってみたり︑

でも︑日本という国というのは非常に冷淡ですよね︒沖縄を︑

吉元

加えて︑太平洋戦争の末期には﹁捨て石﹂にした︒．挙句の果てに

をやっていきたいということを含めて︑最後にとりまとめを︒
沖縄は︑琉球王国時代にまさに海洋国家として交易で生きてきた︒

は︑日本の独立と引き換えに︑講和条約三条で﹁アメリカに売っ

難しいな︑いちばん難しい︒結論から先に言うと︑かつて

小さな王国が︑中国に進貢船を出し︑その保護の下で︑南はマラ

た﹂のでしたね︒まったくの憲法の適用外でアメリカが自由に使
込まれた︒

った︒朝鮮戦争だけじゃなくて︑ベトナム戦争の真っ只中にぶち

ッカ海峡まで行った︒もちろんルソン︑インドネシアにも︒北は︑

鹿児島から︑長崎︑博多︑そして堺︑釜山にもっという大きさで
生きてきた︒それによって国を作ってきた︒武器を持たないと︑

うことなのですよね︒

化を作り上げていく︑発展させていくためのものを得てぎたとい

こから求めてきたのでしょう︒生活の糧であり︑同時に自分の文

たり︑下に見てやってきたのではない︒それ以上に学ぶものもそ

確かパスポートがそうだった︒それでも︑ただひたすら日本国憲

民という言葉も使うなと言わんばかりの︑﹁琉球人と言え﹂と︒

縄県﹂と言ったら︑﹁違う﹂と言うのです︒そういう意味で︑県

言うと︑彼らは︑﹁違う﹂と言うのです︒﹁琉球﹂と言えと︒﹁沖

なったのですよね︒だから︑戦後の一時期︑私たちが﹁沖縄﹂と

そういうことを通じて︑アメリカは日本という意識を持たなく

それが︑中間を省略するけれども︑薩摩の狙い撃ちにあった︒

法を求めてきたのです︒憲法に九条があるからということが大き

琉球史の中で言われることだが︑決してその周辺の国々を敵視し

そして収奪されていく︒三百年近く︒それを考えてみるとやはり

な理由だけれども︑それだけじゃなくて︑やはり沖縄は日本だつ

うかといヶ話につながってきた︒それは当然のこととして︑戦争

それが現実化していく道筋をつかみるならば︑それを描いてみよ

際都市形成構想というひらめきと同時に︑そういう状況を展望し︑

県民の歴史に︑大きく残っています︒それがあったからこそ︑国

きる術として︑その支配下におかれていく歴史もあった︒私たち

府はそうしなかった︒

れからは︑日本政府は沖縄をそう位置づけると︒だけど︑日本政

人命をなくして︑そのことを忘れずに平和を確立していこう︒こ

これを言ったのが復帰段階での﹁日本政府の声明﹂ですよ︒尊い

今まで日本が沖縄にやったことと︑これからは違うと言？てくれ︒

でもやはり日本でしょうね︒これからもそうでしょう︒だったら︑

たはずなんです︒あれほど沖縄を切り捨てたりした日本だけど︑

沖縄という場は︑日本というのですか︑薩摩を含めて︑そういう
．軍事的な︑非常に野心的な︑それでいて海洋国家である日本が生

のない︑軍事力を持たない︒つまり︑素顔で生きるような沖縄の

︑
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そのときに︑沖縄が独立をすることを︑県民は一〇〇％選ばない

ている﹁東アジア経済圏﹂︒そしてその上に︑二〇二〇年を目標

た︒二〇一〇年を目途にASEANプラス3︵スリー︶で目指し

くてもいいはずなんです︒私たちは二〇一五年という長さで描い

でしょう︒そういう冒険主義的な結論は誰も求めん︒だけど︑

に進めようとしている﹁束アジア共同体﹂︒・最近私は﹁講演﹂す

これからの話をすると︑もう少し自由に沖縄に選ばせてほしい︒

元々﹁あり方﹂論からして︑独立のほうがいいんじゃないかとい

みどろの大きな戦争をしてきた地域がある︒ヨーロッパです︒そ

る時に︑決まって最初に発言することがある︒過去百年︑三回血

って︑沖縄の過去と︑今と︑これからを︑私たちは言っているの

の要因は︑鉄とエネルギーです︒第二次世界大戦が終わって︑も︑

う声を否定してはいかん︒そこが基本だと僕は思う︒その上に立
ですから︑﹁よし︑それじゃあ沖縄はその方向で﹂というような︑

う戦争はやめようということで作られたのがEUの前身で︑五ヵ

国の共同管理機構です︒だからあれは︑最初は石炭と鉄鉱石の管

許容の範囲というのかな︒それは︑政治の場でも位置づけて欲し
いと思います︒

うのは悲しいね︒日本の政治は沖縄に目を向けていない︒向ける

のすぐ側の中国と台湾の問題︑そういうものをでっち上げるとい

いったほうがいいでしょう︑自衛隊の役割を求めるあまり︑沖縄

危機を煽って︑当面の目標を達成するためにやる︒日米同盟軍と

選択肢かもしれないね︒でも︑そこまで考えないで︑いろいろな

本のあり方を本質的に問うて︑それでいいというならば︑それも

げすぎと僕は思う︒そのことが東アジア全体の中で︑おそらく日

の中国を見る目︑ちょっと最近は台湾の問題を意図的にでっち上

意味で言うならば︑やはり安保︑米軍基地︑国家戦略︑これから

そういう話までやっているのに︑なぜそれを忘れるの？そういう

ているのに︑具体的に橋本さんの時代に︑開発庁をつぶすときに

この六ヵ国協議の延長線上にあるとするならば︑それは崩さない

北朝鮮がどのような形で統一を目指していくか︑そのプロセスが

対決ばかりで片付くのかという問題が一つあって︒どっちみち南

いうふうな気持ちにもなれない︒なれないけど︑だからといって

私も三回行ってきた︒決してあの国を一〇〇％信用していい︑と

拉致問題を含めて︑国家主権にかかわる問題であり︑憤りもある︒

は二〇一〇年でしょう︒これが歴史の必然と思う︒北朝鮮問題は︑

ーバを除く中南米の全ての国々を含めた一つの経済圏に︒アジア

アメリカは北米だけじゃなくて︑二σ〇五年の十二月まではキュ

国々が︑その魅力に目覚めて入ってきた︒ロシアがどうなるか︒

仕組みを作るという︒加えて︑かつてのソ連の衛星国といわれた

持つまでに︒ゆくゆくは︑NATOではなく︑自らで安全保障の

理のための場ですと︒それが今日︑まさに共通通貨﹁ユーロ﹂を

能力がなければ︑せめて東アジアの中の日本というのを自覚して

形で今の日朝間の問題を解決するアクションを起こしていくのが

北海道を自治特区と言った小泉さん︒なんで沖縄は昔から言っ

欲しい︒

んです︒民主党の鳩山さんが言っているのは有事駐留でしょう︒

います︒そのことが駐留米軍を常時認めることにはならんはずな

すぐ否定していません︒必要ならば︑持っていたままでいいと思

アジア諸国連合の友好協力条約に日本も加盟した︒アメリカに怒

対に必要と思う︒日米安保をいますぐなくせとは言わない︒東南

のプラス3︵スリー︶の中で︑ここがきちっとまとまることが絶

アジア全体の中で展望していく︒ASEANと中国︑韓国︑日本

基本︒台湾問題について言うならば︑やはり中国のこれからを東

そういう方法もあるはずなんです︒だから︑日米安保を︑あるい

られるかと思い一度は﹁ノー﹂と言ったが︑アメリカは入れと︒

私は︑結論ですけれども︑アメリカと日本の二国間安保をいま

は米軍の駐留を必要に応じてというのだったら︑今のままじゃな
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らば︑早い時期に日米の関係というものは軍事的な側面から切り

とを一つの方向として堅持し︑それを一つずつ積み重ねていくな

今いった流れの中で経済圏︑共同体というふうに発展していくこ

今の日米安保を軸として︑﹁不安定な弧﹂とを言われている地域︑・

その枠組みに中国︑．北朝鮮︑インドも参加した︒考えてみると︑

た︒そろそろ︑それを県民運動を作り上げる段階に来た︒そうい

と一緒に議論する研究グループみたいな集まりを持つようになっ

か︑何か政治の発言をしたいなといっている連中が︑若い研究者

の職員とか︑市町村議員とか︑あるいは企業に勤めている若者と

の人が︒今はそうじやない形で広がりが出てきた︒今度は市町村

ようになったの︒求められれば︑積極的に出てくる︒以前は特定

うコーディネーターをこれからは作らんといかんでしょうね︒待

替えていく時期がくる︑と思います︒

その時まで待つわけにはいかん︒今︑命とくらしに関わってい

つのではなくて︑積極的に働きかけて︑そういう人を前に出して

いく︒これからの私の役割だが︑そういう場づくり︒そういう人

る日常的な問題である基地の過重な負担をどうなくすか︒まず第
一段階︑当面緊急に普天間基地を沖縄から出してもらう︒私は︑

後は︑政党です︒日本全国の流れを見ますと︑二大政党という

をピックアップしていく︑押し上げていくための環境作り︒ここ

要だというのなら︑引き取ってください﹂と言うことですよ︒そ

表現をしますでしょう︒沖縄でも︑国政レベルの比例選挙ではそ

政党が﹁国内と言うなと︑海外と言え﹂と言うが︑﹁具外も含め

ういう意味で︑まず普天間の撤退ありき︒次に海兵隊です︒早け

うなっている︒民主党が圧倒的に票をとるようになりました︒し

に集中していいんじゃないかと思ってます︒

れば二〇〇八年の入北京︶オリンピックまでに抜いて欲しい︒つ

かし︑その民主党は沖縄ではまったく足腰がないんですね︒やっ

て﹂と言っているんです︒それは本意ではなくて︑﹁海兵隊は必

いでに︑一〇年あたり︑上海万博あたりを目標に︑台湾問題は中

球大学︑復帰直前の沖縄の大学でね︒．復帰後︑国立大学に移管し

に対する闘い方どか︑いろいろな勉強をしたんですよ︒当時の琉

帰前に大学の先生が相当私たちに知恵をつけてくれた︒﹁布令﹂

る︒私が副知事をしたときより︑より見えてきたことがある︒復

悔しいけど︑あまり顕在化していないμいろいろなグループがあ

のエネルギーが県民に残っているかどうかということですよね︒

て︑分かりやすい形で組み合わせていく︒それをやっていくため

か︑道州制の問題ですね︒ここはあのときよりはもっと表に出し

える必要はない︒もっと現実的になってきたのが︑市町村合併と

構想したものをもう一回表に出し︑再構築したい︒でも︑そう変

それを前提にしながら︑沖縄のこれからについて副知事時代に

になって︑こことは別だという話ではないんですね．．アメリカ自

かということであって︑地球の裏側にあるアメリカと日本が﹈緒

か︑丸い地球の中で︑特に東アジアに︑日本が積極的に参画する

その上に立ってどうするかの話ですよ︒だから︑地域的なという

しなきゃいかんし︑持続させなきゃいかん︒これは否定しない︒

ら︑それはアジアとの関係でしょう︒もちろん日米の絆は大事に

しっかり沖縄の現実︑過去と今と︑そこを踏まえて日本のこれか

ているが︑足元を見ていないのですよね︒例えば︑安保の問題︒

りに集中するからです︒それをよく言えば︑﹁政権交替﹂と言っ

縄問題を知らんかちなんです︒いわゆる日本の東京での議論ばか

吉元

佐道

そこのところをどう埋めるかというのは︑民主党自身が沖

アンバランスですね︒

と参議院の全国区で一人出した︒県会議員はまだゼロですよ︒

た琉大との関係はなくなった︒しかし︑急速に動きが出てきた︒

体が決してこれからも過去と同じような﹁覇権国家﹂ではないと

台で目途をつけて欲しい︒

この四︑五年ですかね︒意外なほど︑若い研究者が前に出てくる
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僕は思う︒財政的にもかなり苦しくなっている︒抱えているイラ
ク戦争の問題でも︒いろいろな意味でも︒結局は︑ヨーロッパは

も︑昔と違って上陸してくるわけじゃないですからね︒沖縄の安

全とは何か︑分かるような気がします︒全ての市町村で﹁斐核地

ップでという︑あまりにもわかりやすいアメリカ的構図が基軸だ
佐道

ら︑﹁無防備地域宣言﹂です︒

持たない︑そういうところまで踏み込んでいく必要がある︒だか

域宣言﹂を堅持しています︒次はもう一つ︑武装しない︑武力を

が︒すべてこのようなことじゃないはずなんです︒イギリスはそ

になるのですね︒

二三のパートナーシップで︒アジア太平洋は米日のパートナーシ

れを感じ始めたと僕は思いますよ︒だからEUの中でも積極的に

吉元

基地があるところで︑非武装地帯といっても︑米軍の基地

もちろんそうです︒

ども︒

吉元

佐道

日本という国は︑実は多様な地域だと思うのです︒それを︑

琉球人が描く琉球政府というのを掲げて進む沖縄︒

なんかしらん東京というところに集約されたと思う︒それはある

吉元

ということを思い出せばいいんじゃないですか︒

の琉球の歴史を振り返った時︑あの平和な王国は何をしていたか

あるのかなと思うほど︑状況は県民に分かりやすいです︒かつて

国の危機とか︑いろいろ反面教師になります︒こんなバカな話が

らいいのか︑東京から煽りそそのかしている台湾の危機とか︑中

のです︒そこまで行きますと︑不幸にして︑幸いにしてと言った

ある米軍基地をどうするかという運動の︑もう一つの質を求める

県組織が動き出しています︒去年の九月︑講演をした︒目の前に

ところはあるんですね︒それはもう既に︑自治労という大きな全

そういうことで言うと︑沖縄本島にもたくさん宣言できる

があるのに︑なぜ非武装地帯だという話になると思うのですけれ

佐道

これは米軍の再編というか︑基地撤去ということとセット

発言をしだしたし︑むしろそれをベースにしてアメリカに物を言
っている節さえ見えるようになってきた︒求められているのは日
本の姿だと思います︒国民の目が東アジア全体に向いていくよう
な︒そのときに沖縄が見える︒少し遅れている日本全体が︑沖縄
に目を向けることによってアジアを見てくれればという気持ちで
す︒だから︑地域課題と同時に︑もう一つは全国的課題を︑いま
二つのことをやっているのです︒沖縄の中では︑過去のつながり
ですから︑いろいろな若者関係われるけれども︑全国的な関わり
は間接的で︑呼ばれるところに行って︑そろそろ二年後の選挙に
向けて︑つめなければと︒新しい﹁パーティー﹂をという話もあ
るけど︑そんな簡単なものではないだろう︒ほったらかすと︑二
大政党が憲法問題に集約されて︑その中身が九条に特化されて︑
振り返ってみると︑日本軍の海外派兵に目的化される︒それは私
沖縄におけるもう一つの地域の運動として︑島が多いです

から言えば最悪のシナリオだ︒

吉元

からね︒島ごとに﹁無防備地域宣言﹂をする︒この島は︑兵力︑
兵器︑他国に対する攻撃の武器は持っていませんよ︒ジュネーブ

種︑効率的な政治であったし︑それを通じた経済政策︑福祉政策

話をしているんじゃないαあの沖縄戦で︑離島が攻撃をされない
．．で安全に人々が生きてきたところというのは︑日本軍が配置され

と︑そこのところは緩やかでいいんじゃないかなと思います︒い

カに委ねた︒世界第二位の経済大国になった︒これからを考える

条約に基づき︒そういうのを島ごとに議論したらどうなのかなと
いうことを︑年明けから︒ただ単に憲法九条を守れという次元の

ていないところなんですね︒そういうことを考えていきますと︑

ちばんユニークなのが沖縄だから︒奄美も一緒になるか︑という

だったと思います︒周辺の国々とは疎遠にし︑安全保障をアメリ

国境に近い沖縄だけに︑しかも島だけに︑軍事力をどう配置して
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道州制という話になると︑まさに奄美は元々琉球圏ですか

ことですよ︒

佐道
ら︒

だ︑一度切れられてしまった行政区分というのは︑これは難しい

長野県が︒地元は意思決定しておるんだけれども︑県議会

ですね︒

吉元

も決めるというのに︑知事が﹁うん？﹂と︒とうとう折れたみた

九九年に私は呼ばれました︒﹁講演﹂の後︑その議論に参

吉一兀

い︒あそこでこだわる理由は︑田中知事は︑地域を知っていない

ットでしょっちゅう見ていた︒県議会と知事の対立の再現のよう

と思うね︒感情的というか︑こうあるべきだという姿︑信州とい

︑で︑望ましいパターンじゃないね︒例えば︑鹿児島県知事がいい

加しました︒夜︑奄美の黒糖酒を飲みながら話し合ったのですが︑

という枠組みの中で︑俺たちは何だったの？どうしてもらった

う︒しかし︑そうはいったって生活圏がどっちにあるのかで割り

の？という話だね︒遅れた沖縄がなんでここまで発展しておる

よと言って︑議会が﹁ノー﹂と言ったらどうするか︒奄美はきつ

﹁沖縄県とは統合したくない︑琉球だったらやりたい﹂と︒おも

の？という︒それは︑抱えている軍事基地との関係で︑金の入れ

いだろうなと思う︒結局︑そこに住んでいる人に選ばせるという

しろい表現だね︒最初は分からなかったんですよ︒そうしたら︑

方が違う︑と言えばそれまでだけど︒それだけじゃなくて︑鹿児

ことなのでしょうね︒

切らんと︒私は︑あれを見て奄美のことを思い出す︒インターネ

島県の中で一体的に見られなかった節があるね︒行ってみて議論

佐道

鹿児島をやはり意識しています︒一足先に復帰したが︑鹿児島県

し肌で感じた︒

というのは︑一度出来上がると︑自己運動を始めてしまいますか

のこととしてその選択の門戸を開く︐私が言ったのは︑抜けると

九州と違う形で一つの行政体を作るならば︑奄美に対して︑当然

話をしています︒今でも連絡をくれる間柄です︒おそらく沖縄が

組みがうまく作れるのか︒そこは不安です︒北海道は︑本州の

ちょ﹁つと緩やかな形で︑二大政党に地域の声が出て行くような仕

きが二大政党でつかみきれるかという点で不安は残ります︒もう

吉一兀

ら︒

選挙区の区割りをいじるのとはわけが違いますから︒制度

琉球諸島自治政府構想を講演した︒鹿児島大学の先生ともその

きは住民投票が必要ですよ︒そして︑鹿児島の県議会で決議して

﹁合衆国﹂だから理解できる︒沖縄は元々違う別の国だから︒だ

雑だあ﹂と言っていたね︒﹁奄美出身の県会議員はわずかしかい

いかという気がするんですよ︒それは国政に大きな力を持ってい

から︑健全なローカルパーティーというのがあっていいんじゃな

政党の役割が︑さっきも二大政党と言ったけど︑地域の動

して後は︑・政府に届ければいいんです︑という話をしたら︑﹁複

もらう︒沖縄県議会で受け入れますという決議をさせます︒そう

・ないから︑通らんじゃないか﹂と︑ワーワ⊥言っていたけれども︑

なくても︑東アジアの中で沖縄に関する課題を議論し︑一つのコ
︑佐道

そうですね︒中央は二大政党であっても︑地方はそれこそ

ンセンサスを作っていく︒

﹁いやまあ︑鹿児島もそのどきは考えますよ︒かつて搾取ばっか
りしておったんだけど﹂といったら︑大笑いしておった︒でも︑

地方自治の中で︑地方議会の役割を︒

僕たちがいうほど軽いものではない︒長いこと鹿児島県の中でや
ってきた経緯がありますから︒やっぱり琉球弧を全部一つにまと﹁

くであろう市町村合併とか道州制の問題︑本当はそこが問われて

まさにそこですね︒本来的にいうと︑これから作られてい

吉一兀

元々それが自然な姿だという感じがしまずけれどもね︒た

めてみたい︒

佐道
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りながら︑沖縄全体の合意形成のため︑運動のまとめ方じゃなく

て留学して勉強してきた研究者がおりますので︑彼らの知恵を借

いるんです︒幸いに︑琉球大学の若いこの種の自治の問題につい
ていられない︒

トリコの形がいちばんいいと思っているが︑いつまでもそういっ

マルタ島の例とか︑いろいろあるようですし︒私なんかはプエル

︵終了︶

佐道

ありがとうございました︒

て︑組み立て方をいろいろ論じて見たいなと思います︒地中海の
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■

政策研究大学院大学︵政策研究院︶では︑﹁qQE．オーラル・政策研究プロジェクト﹂を開
始する以前の﹁政策情報プロジェクト﹂の時期から︑具体的には一九九九年から﹁沖縄問題プ

ロジェクト﹂に着手していた︒﹁政策情報プロジェクト﹂は二〇〇〇年度から開始された﹁C．

0．E．オーラル．政策研究プロジェクト﹂のいわば前身的存在で︑オーラルヒストリーの実施と

ケしススタディの作成を課題としていた︒外交官オーラルや政治家のオーラルで実績を作りつ

つあった﹁政策情報プロジェクト﹂で︑ケースの作成を主眼に︑具体的な政策課題を検討する
中で浮かび上がったのが︑﹁沖縄問題プロジェクト﹂である︒

日米安保体制を中心とする日本の安全保障政策を考える上で︑沖縄は極めて重要な位置を占
めている︒それはすなわち︑日米安保条約が﹁基地と兵隊の交換﹂を基本的性格としでおり︑

沖縄に在日米軍基地の約七五％が集中している現実からきているρそれを日本国民全体に知ら
しめたのが︑九五年の少女暴行事件という不幸な出来事に端を発した一連の沖縄基地問題であ

った︒無論︑沖縄からすれば︑第二次大戦後に米軍の軍政下に置かれて以来続いている問題で

もあったのだが︑それが日本国民全体︑そして政府も沖縄基地問題に真剣に取り組まざるを得

ない状況となったことが九五年以来の事態の特徴であった︒それは当時の沖縄県政が﹁大田昌

秀知事の下︑基地問題に熱心な革新政権であったことも大きく影響している︒沖縄県の動向が
日米安保体制の安定性を左右するほどの問題となったわけである︒

九八年の沖縄県知事選挙の結果︑二二選を目指した大田知事は敗れ︑保守の稲嶺知事が誕生し︑
二〇〇〇年に沖縄で先進国サミット首脳会談の開催が決定されるなど︑九九年になると九五年

当時と比べれば沖縄基地問題は沈静化の方向に向かっているように見えた︒政策研究院の﹁政
策情報プロジェクト﹂では以上のような状況を踏まえて︑九五年以来︑日米両国政府に多大の

収集を行うとともにケーススタディの対象とすることにしたのである︒九〇年代の日米安保体

影響を及ぼした沖縄政治の実情について︑オーラルヒストリー実施を中心どした現地での資料

制強化の問題に関しては︐ジャーナリズムも含めで重要な著作も出てはいるが︑それは日米両
国政府を中心としたものがほとんどであり︑白米両中央政府に多大の影響を及ぼした沖縄県の

動向に関しては姦直明らかにされていない部分が非常に多いように思えたからである︒そこで

政策研究院では︑具体的には大田元知事を中心とした県政幹部へのオーラルヒストリーを実施
し︑将来のケーススタディを行う準備に着手した︒そこで︑大田元知事と並んで︑われわれの

﹁沖縄問題プロジェクト﹂においてもっとも重要な対象とな．つたのが︑この報告書の吉元政矩元
副知事である︒
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吉元氏は一九三六年︑日本最西端の与那国島で生まれ︑戦争が終わるまでは台湾で生活をさ

に携わった吉元氏はその後︑活動拠点を那覇に移して若くして労働運動の中心的存在となる︒

れていたということである︒石垣島の気象台に入って後︑米軍政下にあって早くから労働運動

六〇年代には二〇代で沖縄祖国復帰協議会の事務局長を務め︑沖縄が本土復帰した後︑県営労

の書記長や委員長に就任するなど︑文字通り沖縄革新勢力の重要な活動家となる︒知事選挙を
はじめとした重要な政治活動でも吉元氏は重要な役割を果たしており︑大田知事誕生について

も︑吉元氏の存在が大きかったことはさまざまな方面から指摘されている︒したがって︑吉元

氏の経歴はまさに沖縄戦後史の重要部分に重なるものが多く︑このオーラルでも︑九〇年代の

問題にとどまらず吉元氏のお生まれの時点から順にうかがうという︑個人オーラルの方法で進

めている︒なお︑沖縄政治の興味を引かれる問題のひとつに出身地の問題があるが︑沖縄保守
政界の雄であり県知事を三期務めた西銘順治氏とは同じ与那国の出身であり︑しかも実は浅か

らぬ関係があることを本書で明らかにされている︒
﹁沖縄問題プロジェクト﹂の中心課題である大田県政期︑とくに九五年以降の時期では吉元

氏は副知事であり︑大田県政のまさにキーパーソンであった︒沖縄のあるジャーナリストは︑

﹁脚本・演出は吉元︑主演が大田﹂という指摘をしているが︑それが実際はどうであったのかは︑

まさにこの報告書を見ていただきたい︒少なくとも︑大田知事時代に沖縄県が政府に突きつけ．

た役割が大きかったことは︑この報告書と︑すでに刊行されている政策研究院の﹁大田昌秀オ

た﹁基地返還アクション・プログラム﹂﹁国際都市形成構想﹂の策定に当たって吉元氏の果たし

けではないと思われる︒なお︑吉元氏は労働運動の活動家であった時代が長く︑著作家ではな

ーラルヒストリー﹂を見ていただければわかっていただけると思う︒吉元氏の副知事再任が沖
縄県議会で拒否された九七年末から︑大田県政が混迷を深めていったように見えるのは筆者だ

い︒したがって︑まとまった著作というのは二〇〇二年の知事選挙への出馬にあたって︑吉元

氏が代表を務めるシンクタンク・﹁沖縄21戦略フォーラム﹂のホームページに連載したコラム
をまとめた﹃将来を見通す目を﹄が十月に刊行された程度だが︑現在もホームページへのコラ

ム連載は続いており︑またマスコミへも顔を出されており︑メッセージの発信者としての輝き
は薄れていない︒また︑より重要なのは︑特別県営構想や国際都市形成構想に代表される沖縄
．の自立を求めたプランナーとしての側面であり︑吉元氏の政策能力は︑長期的な政局動向の

﹁読み﹂を土台にした大変透徹したものであるのは︑本報告書をごらんいただければご了解いた

さて︑政策研究院では﹁沖縄問題プロジェクト﹂プロジェクト実施に当たって︑特に沖縄関

だけると思う︒

係の協力者が最初からいたわけではなかった︒私がたまたま知己になった都市経済研究所の上

妻毅氏が︑実は吉元氏に協力して国際都市形成構想の立案に関与されたことを知ってわれわれ
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のプロジェクトに対する協力を要請したところご快諾いただき︑吉元氏もご紹介いただいた次
第である︒上妻氏に心から感謝申し上げたい︒また︑実は﹁沖縄問題プロジェクト﹂の一環と
して上妻氏自身にもオーラルヒストリーを実施させていただいており︑その記録は政策研究院

吉元氏のオーラルは︑伊藤隆氏︵政策研究院教授︶と私・佐道明広︵当時・政策研究院助教

に保管してあるが︑それもまた何らかの機会に公刊できればと考えている︒

授︶が沖縄に行ってだ話しをうかがうという形で開始した︒実は吉元氏ぺのオーラルは九九年

に伊藤氏と私が聞き手になって第一回目を実施した後︑二〇〇二年七月〜八月に同じく伊藤氏

からすると遠隔地に出かけてオーラルを実施することで時間的制約があり伺うべき部分が十分

と私で二回目を実施し︑本年一月︑私のみで三回目を実施した︒これは︑沖縄というわれわれ

聞けなかったことだけでなく︑副知事をお辞めになったあとも吉元氏は沖縄の政治の中で一定

の存在感を持ち続け︑さらに基地問題を中心とする沖縄問題も︑これで解決と言うには遠い状
況であり続けたために︑吉元氏にお話を伺うべき事項が次々に生じたからでもある︒実際︑吉

元氏は二〇〇二年の県知事選挙に出馬され︑落選という結果にはなったが︑基地問題をはじめ

沖縄の将来をめぐる問題に関してはいまだに影響力を持っておられ︑活動も続けられている︒
ご多忙な中︑われわれのオーテルヒストリーに長時間・長期間にわたってご協力いただいた吉

元氏に心から感謝申し上げねばならない︒また︑吉元氏が代表を務める﹁沖縄21戦略フォーラ

ム﹂の方々にも︑連絡その他で大変お世話になった︒感謝申し上げたい︒さらに︑本年実施し
たオーラルでは︑吉元氏のご自宅にうかがった︒快くもてなしてくださった吉元氏の奥様にも

本報告書の編集は︑眞板恵夫氏に担当していただいた︒鎧板氏は琉球大学大学院で学び︑西

感謝申し上げたい︒

銘順治氏をばじめ沖縄現代政治を研究対象とする気鋭のジャーナリストでもある︒眞板氏は大
田オーラルではわれわれと一緒にオーラルにも参加していただいている︒沖縄政治に不案内な

者では困難と思われる本オーラルの編集作業を的確に行っていただいたことに感謝申し上げた

い︒最後に︑面倒な連絡や旅費の件をはじめ事務的手続き一切をやっていただいたC．0︒E．オ

ーラル・政策研究プロジェクト事務局の方々︑とくに︑二〇〇二年には記録担当として沖縄ま
で同行するというご苦労をおかけした三惑薫氏に︑心から感謝申し上げたい︒
二〇〇五年二月

佐道明広

政策研究院客員助教授・中京大学助教授
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