
          議長ティータイム録

　　　　　 日時：平成25年7月11日16時～

場所：議長応接室

1　冒頭の発言事項
○今定例会を振り返って

（議長）
　お忙しい中お越しいただいてありがとうございます。きょうで６月定例会も終わ
り、２月定例会から記者懇談会できればということで時間を設定いたしまして、今
回で２回目になりますが、お越しいただいて感謝をいたします。

　６月定例会はとりわけ、３月の予算が終わり、オスプレイの再配備の問題含めて、
それからハワイ州知事のオスプレイ、海兵隊の受け入れの発言もありまして、また
参院選選挙も近々実施される中での議会でしたのでそういったいろいろな意味で、
とりわけ６月定例会は県政含めて、県内、国内政局の中でも県議会の動向が期待さ
れる議会だったのではないかと思います。

　個人的にはちょうど議長になって１年目の節目を迎える６月でもありましたので、
そういう意味では課題、関心の強い６月定例会が終わりました。

　議長に就任してちょうど１年が経つのですが、12月から発足した安倍政権の元気
というか、ある意味では追い風的な景気の動向とか元気な日本の姿がにわかに立ち
上がってきている状況の中、とりわけオスプレイの問題、4・28の主権回復の問題、
降って湧いた沖縄を中心とした、そういう意味では基地問題も含めて、県議会とし
ていろんな意味で何とか動かしていく場にしたいと思い、議長としてもこの間の取
り組みをしてきたところです。

　沖縄のことでいうと、この間には、日台漁業協定の動き、締結もあって、この問
題でも、日本と台湾という話ではあるが、実際には沖縄と台湾に集約できるくらい
沖縄を中心とした大きな課題だと見ております。
　この問題が東京で論議されて、この間の安倍政権は沖縄の自公政権と同じなので、
沖縄県政にとっても不離一体のはずなので、「ちゃんと協定します」と豪語してい
たのに、ふたをあけると最悪の日台漁業協定になりました。
　そういう意味では、基地、主権、海、尖閣問題等、沖縄がいや応なく怒りを伴わ
ないと生きていけないような意味、そういう昨今の状況が続いております。

　そういう意味での６月定例会だったので、行政課題としては２月定例会のような
ことはないが、政治状況的には、先ほど触れた問題から、沖縄県議会はどうしてい
くのかと、もう１本の県民の選良としての県議会議員。前田議員が亡くなった後の
47名が各立場で、もちろん、党派会派もあるが、それぞれの立場の中でしっかりと
問われた６月定例会、仲井眞知事の状況だったのではないでしょうか。
　また２月定例会あとからのことからすると、辺野古埋め立て申請の問題も出てき
て「沖縄の波高し」といった、そういう中での６月定例会、政治状況であります。

　皆様方の報道関係者の御協力もいただきながら、これまでの県議会としてもとり
わけ、昨年の議会基本条例制定後の、「より意欲的に幅広く開かれた県政を」とい
うことで運営してきた県議会。過去1カ年を振り返って、そういったことを触れて、
皆様の御協力に感謝を申し上げまして、私の冒頭での挨拶にしたいと思います。
　今後、懇談の中で聞きたいことがございましたら、答えていきますのでどうぞよ
ろしくお願いいたします。



２　質疑応答

（記者）
　議長就任されて１年ということですが、この１年、議会運営の難しさ等、いろい
ろとあったと思いますがそのあたりをもう少しお話し願えないでしょうか。

（議長）
　議長誕生の経緯もあったので、当初野党が多い中での議長選出の仕方だったので、
立場的にはずっと野党の政治、歩みがあるのでそういう視点を持つ立場には変わら
ないが、当時は民主党政権でしたから、逆に民主党政権とは違った意味での自公政
権とをどうつなげていくか、対決姿勢だけではなく、どう役割を果たしていけるか、
従来の保革対決の構図だけでは沖縄の基地等の課題の展望は開けないという思いが
ありました。
　議長誕生の際にはいろいろな思惑、意外性があってやりにくい部分もありました
が、国政と県政とのいろいろな課題をしっかりつなげていくんだという信念を持っ
てやってきました。

　今日的には12月に逆に政権もかわって、私の役割、立ち位置もまた少し違ってく
る面もありました。県内的でいうと、過去の保守だ、革新だということになってく
ると必ずしも自公勢力が圧倒的に多いというわけではなく、むしろ中間の部分が課
題を進めていく上での役割、かじ取りはかえって強いと思っています。
　自公政権になったから自公の県政万歳というわけではない。沖縄の県議会の構成
は、保守、革新と簡単に割り切った立場に立たないことがますますその存在を大き
くしているのではないでしょうか。
　今回の定例会でも、採決するときに野党が多いと否決になるかということもあっ
たかもしれないが、通るべきものはしっかり通っていきました。そういう県政運営
の状況を議長として采配をしっかりとっていくことの重要さ、難しさを感ずる中で
やってきました。

　その間には我々が言ってきたように、保革では解決できないような辺野古埋め立
て申請の問題、４・28の問題、去年の９月９日に行ったオスプレイ配備に反対する
見民大会等、民主党にしっかり伝えきれていない中で12月に安倍政権が誕生しまし
た。建白書の本当の意味でのやりとり、沖縄県民は絶対NOだと突きつけたのは１月
なので、オール沖縄的なこの課題で立ち向かっていく、そういう状況の中で誕生し
た私の微妙な議長の立場。かじ取りをしっかりやっていきながら民主党政権や今日
の自公政権に届けていくという役割の責務。１年しか経ってはいないが、実際には
大分やってきたというくらいの思いと緊張感をもった状態でした。

　沖縄の持つ課題そのものの難しさ厳しさが、今日的の与野党の議員の垣根も大分
変えていき、そういう協力体制が、私の当初持っていた思いを乗り越えていく、乗
り越えていかざるを得ないような、沖縄の政局の推移を感じております。

　同時に、県政復帰後から事務局の経験した今までのことを生かして、私を支えて
くださっている事務局を含め、多くの皆様に常々感謝の気持ちを持って、この１年、
運営をしてきたという思いです。



（記者）
　今定例会は４月の新体制になって初の定例会になりますけれども、両副知事がか
わって、執行部も新しい部長で望んだ最初の議会になりますが、前と違って意識さ
れたところはありますか。

（議長）
　同じ仲井眞県政なので別段意識はしませんでしたが、ただおっしゃるように副知
事がかわって、弁護士から歴史学者が出てきたこともあり、仲井眞県政がますます
パワーアップするという期待がありました。両副知事がかわるので私もそういう意
味での緊張感はありました。
　代表質問、一般質問でも両副知事に対する意図的な質問の仕方がありましたが、
逆に答弁をふって、仲井眞知事が両副知事を出していくという姿勢が多く見受けら
れました。前に出して発言させないことには、この方々の力量や資質等は時間が経
ってからでないとわからないこともあるので。私が見た範囲では、短時間で、両副
知事が登場する場面がとても多かったように感じます。
　特に一般質問では、それぞれの部の部長たちが答弁しようかというところでも、
自ら、手を挙げて答弁する姿を見て、新しい両副知事は意欲的だ、仲井眞知事を支
える副知事として期待されて頼もしいと感じました。
　とりわけこのお二人のキャリアは豊かなのかもしれませんが、立ってみないこと
には人間は力はつかないので、とても新鮮な感じのするお二人の御活躍だったと思
います。

（記者）
　冒頭でもおっしゃられていたように、県内情勢だけではなく国政にかかわる部分
も沖縄は多いと思いますが、その中で沖縄県民が県議会に求める姿勢はどういった
ものだと思いますか？

（議長）
　沖縄の行政が望むような国政での対応の仕方が極めて稀薄なので、一方では一括
交付金の問題含めて、予算を要望すればどんどんつくのかという意味でのアメがぼ
んぼん交付される一方、ムチ的なものは、基地やオスプレイを押しつけてくる。
　建白書の中でも基地は要りません、オスプレイは配備するなと散々言ってもいん
ぎん無礼に押しつけてくる状況。それに対して、執行部、県議会がどうはね返して
いくかという県民の期待は相当強いと思います。
　民主主義なので暴力ではなく、言葉でどんなに強く言ってもなかなか打開策は見
つからず、一方では何を言われても平気な顔で沖縄に日参してくる状況。
　沖縄県民はと言わないといけない問題がたくさんあります。埋め立て申請にし
ても辺野古もオスプレイもだめですと。日台漁業協定に関しても、内容的には全然
でたらめな内容。どんなに言っても、国は聞きはしても改善はしません。
　そういう国政に対し、県議会としてどれだけ闘ってくれるのかという県民の期待
はひしひしと感じております。
　私自身も各会派や党に、与野党それぞれの立場から、そういう土壌を変えていけ
るかを期待しています。そして県民の声も、そういうところにあると思います。
　要求の段階では、県政と与野党の声はほとんど一致しています。なかなか県はイ
エスで、県議会はノーという課題は少ないです。安保容認や安保拒否などといった
立場や根本はそれぞれ違いはするが、現実の課題の中ではオール沖縄として闘わな
いといけない状況。



　そういう意味での県民の期待を感じながら、政府に対してどれだけぶつかって変
えていけるか問われているような、毎回針のむしろに座っているような気持ちです。
　沖縄県民が言ったことをどう改善していくかが、まさに政治家、政党、行政とし
ての責務であると考えます。

（記者）
　先ほどの質問に関連して、国政にかかわる問題が多い中で、オスプレイの訓練移
転等の議論が進められていて、県内だけではなく他の都道府県の議会からも注目さ
れる部分は多いと思いますが、その他の都道府県の議会に対して、影響を与える部
分、そういうところを意識されている部分はありますか。

（議長）
　昨年の10月にオスプレイが配備されるまでは、オスプレイ配備反対に対して、九
州含め全国議長会に投げて大きなテーマとまではなりませんでしたが、沖縄県側か
らの意見として、民主党政権の場でも発言する機会を何分かつくってもらい、九州
各県議会議長会としてもかなりバックアップしてもらったという経緯があります。

　ただ、オスプレイ配備ＮＯということにはなかなか賛同してもらえはしませんが、
九州含め、ルートが通っている関係する26県には文書も送り、一緒に反対してくだ
さいと依頼しました。飛ぶ範囲のところは、命と暮らしが脅かされる事件･事故を
起こす欠陥機だということを相当ＰＲしてきました。
　10月１日以降のオスプレイ配備するときの状況、四､五日間の、形としては普天
間を完全封鎖したという歴史的瞬間もあります。
　沖縄は配備されてしまったけれども、県も我々もまだまだ反対の立場です。
　反対されても飛んでいるという本当に矛盾だらけの状況ですが、この矛盾をどう
やめさせられるか毎日問われています。
　その後訓練ルートを米軍は飛び始めています。飛び始めたら、各都道府県、対応
の仕方はそれぞれ別ではありますが、どういうものなのかを沖縄県に足を運んで見
に来ている県もございます。沖縄の現実、実態を実感してみようという変化があり
ます。

　沖縄県では300件もルール違反の飛行が確認されているが、防衛局を初めでたら
めな回答しかしていない状況。
　そういった沖縄の実態を実感して、理解してもらえるということは、沖縄にとっ
て共感してもらえる部分が広がっていくという期待があります。
　オスプレイの再配置の問題を含めて、沖縄県民はもちろん今議会でもノーという
意見書、決議文を出してはいますが、オスプレイを沖縄から日本からはね返してい
くには、声を上げていくことが大事だと思っています。
　我々の実感では、あきらかに違反飛行をしているオスプレイの日常茶飯事、やら
れっぱなしではあるがそれでも声を上げ続けていく。
　オスプレイ再配備追加の問題、とんでもなく野蛮な米軍の行為であります。
　今回の場合も、九州各県議会議長会含めて決議はしました。それに加え８月に沖
縄で開催される九州各県議会議長会もありますので、沖縄の実態を見てもらって、
諦めることなく沖縄の危険を見てもらう、そういった問題を広げていく、そのため
に叫び続けていきます。
　我々は命がかかっているのだから、ねばり強く、叫び続けるのをやめてはいけな
い。そういう努力を続けていきたいと思います。



（記者）
　ただいまの議長のお言葉と関連すると思いますが、慰霊の日に議長の挨拶の中で
おっしゃられた「物言えぬ民は滅びる」は、沖縄の立場を示されていると思いまし
たが、あれはやはり、あれだけの政府要人の方が来られるということで意識された
挨拶だったのでしょうか。

（議長）
　当初はそれほど言うつもりはなかったのですが、唐突感はあったにしても沖縄県
民の真実の部分だったのではないかと。オスプレイの問題にしても沖縄県民が叫び
続けなければ、単なる機種変更ということでどうってことないと思われるわけだが、
我々からしたら事件･事故が起こる確率がはるかに高くなるのだから叫び続ける必
要がります。

　「物言えぬ民は滅びる」は牧師の島田善次先生がおっしゃる言葉です。
　沖縄戦のときも、沖縄県民はイエス、ノーが言えないまま、もちろん戦争そのも
のが軍部の独走だったので物言えなかった状況。沖縄は戦場になり、軍が守るべき
はずの沖縄県民が巻き込まれていきました。三、四歳の小さい子供たちが戦場の中
を生きるか死ぬか毎日さまよい歩く。その状況を思うと胸がたまらなく痛くなりま
す。その状況が６月23日までずっと沖縄県民はさらされていました。そのことを日
本国民はわからなくてはいけない。
　だから物言えぬ民は、沖縄戦のようなことを強いられたし、今日の沖縄もまさに
その状況に置かれています。だから言わなくてはならない。残念ながら沖縄県民の
中でも言わない者もいます。しかし、今日的にはそういった方たちも含めて、オス
プレイの問題、基地の拡大問題含めてノーと言わなくてはならないのです。
　
　一人一人の大臣とでも政治決定の場では相当の重さがあるのだが、総理、外務大
臣、防衛大臣、知事と、あれだけの大物が４人そろっても沖縄の問題は何も変わり
ません。

　私が言ったのは総論なのですが、逆に知事があの場で、「辺野古はだめです」と具体的
に言ったということは大変な重いことです。
　あの場で言うということは政治的発言。新聞で書かれていましたが、私が知事に負けたか
なと言ったのは、うれしい負けという気持ちです。　知事よくぞ言ってくれましたという気持ち
です。慰霊の日のあの場で、著名人も多くいる前で、ルース駐日アメリカ大使もいる前で、
24万のみたまの前で、生きた政治家の目の前で「辺野古はだめです」と強く言ったのは
大変な重さのあることです。

　今回の６月定例会で、知事に「辺野古はどうなのか。賛成か。反対か。」と尋ね
たら曖昧にかわされましたが、どんな答弁の仕方をしようが、私は仲井眞知事は手
続上はどうであれ辺野古の埋め立てにはイエスとは言わないと、あの場で約束した
と私は思っています。
　あの場でそう言った知事の発言の重さを、安倍総理たちは感じたのか、政治家と
しての資質が問われると思います。ただ単に、挨拶として見ているのか、ただ単に
議長が「物言わぬ民は滅びる」と言ったと受け取ったのか。
　沖縄戦で２カ月以上も、梅雨の大雨の中小さい子供たちを抱えながら逃げ回った
沖縄県民の苦悩をどれだけわかっているのか、考えきれているのか。
　だから我々は、物を言わないという事は絶対にやらないぞと決意しています。
　たとえオスプレイをばんばん押しつけられても、ばかにされても。日本国民の中
には「お前たち、反対してもオスプレイは飛んでるじゃないか」とばかにしている
人もいるかもしれません、僕らもこうやって毎日飛んでいるのを見てじくじたる思
いでいます。だからこそ叫び続けて、叫ばないといけないと、こういう思いをして



いる人たちがいるということを１億３千万人の国民に知らせていかないといけない
と。
　日常的にはこういうこともわかろうともしない世の中。アベノミクスと浮かれ、
テレビ番組も毎日のように浮かれた番組。しかし、沖縄県民はそいうものじゃない
という事を。

　たとえ効果がなくても叫ばないといけません。
　叫ばなかったらこんな苦渋はないのです。
　しかし叫んでいてもやられる。権力というものはそういうものですから。
　だけど私は、こんな権力は民主主義ではないから必ず滅びると思っています。
　こういう権力こそ滅びるのです。
　「正義は勝つ」というきれいごとのつもりではありませんが、やはり民主主義は
勝たないといけません。弱者の叫びというものは必ず勝つという希望と展望を持つ。
弱者だから叫ぶというものではないのです。
　ガンジーが言っているのはまさにこのことなのだと思います。無抵抗、非暴力と
いうのは弱者の戦術というわけでは決してありません。やられてもいいという覚悟
を持つというのは相当の勇気が要ります。
　非力だから無抵抗、非暴力ではありません。もっとも強い人間、勇気のある人間
がとるのが無抵抗、非暴力なのです。

（議長：防衛局発行の辺野古の埋め立てのパンフレットを見せながら）

　私はこんなきれいな辺野古の海にこれから本当に埋め立てをするのか改めて問い
たい。仲井眞知事が、全国には三十四、五カ所も余り利用していない飛行場がある
ではないかと言っていたがまさにそう私も同感です。

　こんなきれいな海にこれからどんな手段を使って、埋め立てをしていく気なので
しょう。全国から砂や砂利を買います、各都道府県は砂や砂利を売ってもうけます
というのはばらまきの方法ですよ。
　民主主義の時代の今にこんなやり方があるのでしょうか。
　こんなきれいな海を見て、どうしてそういうことができるのでしょうか。

　将来的にはアメリカは、財政的にも嘉手納からも撤退せざる得ないくらい疲弊し
ているらしい、アメリカの国防はそこまで追い込まれている状況だそうです。
　そこでなぜ辺野古なのでしょうか。なぜ日本国民は問いきれないのでしょうか。
　私たちはいろいろな手を使って訴えていかないといけません。
　しかも、ハワイ州知事のニール・アバクロンビー氏は、全部の海兵隊を受け入れ
てもいいとオーケーしています。それなのに日米両政府が交渉できない。
　仲井眞知事も私も会いにいこうとしました。仲井眞知事もきょうにでもあすにで
も会いたいと言っています。
　アバクロンビー氏も、きょうにでもあすにでも全て受け入れてもいいと言ってい
ます。それだけの基地があるのだから。そして財政が困っているのだから。
　基地が返還されて困っている州がハワイの他にあと五、六州あると聞いています。
　海兵対は暴力団の集団みたいだとも言われていますが、アバクロンビー氏は「何
を言っているんですか、同胞です。愛情を持って受け入れます。｣と言っています。
それをわかっているのに、日本政府は何の交渉もしないで、いやいやいや沖縄のま
までいいです、辺野古でいいです、と言う状況。　仲井眞知事も言っているように、
日本には三十四、五カ所も余り利用していない飛行場があいています。国内でも移
設できる、国外でも移設できるのに、日本政府は一切話し合うテーブルをつくりま
せん。
　話が戻りますが、辺野古埋め立ては血を流してでもやるかというくらいの覚悟が



問われています。今の三、四歳の小さい子供たちの将来、20年、30年後の事を考え
ると、僕らは血を流すくらいの気持ちでいないと守れません。そうしてまでも日本
政府は辺野古に基地を本当につくるのか問いたい。

　今回の定例会でも何度も議論を交わしましたが、県内、辺野古は絶対ノーです。
建白書でああいうふうにつくったというのは異例なものです。北部を筆頭にして、
各41の首長、議長が署名をするということは、大変重いものなのです。ああいう建
白書はもう一度つくれと言われてつくれるものではありません。

　徐々にアメリカは日本から出て行くだろうし、安倍総理が言ってる主権国家とい
う言葉を突き詰めれば、日米安保の解消ですよ。そうしないと主権国家ではないし、
安倍総理の言う言葉を純粋に突き詰めればそうなります。そのときはアメリカはび
っくりすると思いますよ。その時はアメリカは安倍総理をいじめるでしょうね。そ
ういうふうに鳩山さんもやられましたし、みんなやられてきました。かつて総理を
やめたときの安倍総理だって、みずから辞職という形でしたが、アメリカでやられ
てきたのかもしれませんよ。ライオン丸とも言われる個性派の小泉さんだって、ア
メリカでは物も言えなかった。ハンセン病の問題であれだけの偉業ができた総理は
100年に１人だと思います。僕は反対派の立場でありながらも、小泉さんには感心
していました。
　しかし小泉さんだって、基地問題では何も言えませんでした。　
　安倍総理がいう主権国家を突き詰めれば、当然日米安保は解消されて、大田元知
事が言ってたような「アメリカと新しい関係築きましょうか。」ということなんで
すよ、逆にそれと同時に、アジアの中での日本をどうしましょうか、ということ。
　当然、日本が改善しないといけない問題なのです。
　そうしないとアジアの中での位置はないと思います。
　アメリカはアジアから外されたくないという気持ちがあります。だからこそＴＰ
Ｐが出てくる。日本は安保を解消しようが続けようが、対アメリカの関係では日本
がキーマンになると思います。
　竹島・尖閣の問題に関しても、アメリカは日本がアジアの中で孤立・追い込まれ
ていくのをただ傍観して見ているだけ。だが竹島・尖閣の問題に関しても、最後に
治めるのはアメリカも言っているように日本なんですよ。僕らは沖縄戦を経験して
いるのだから戦争は絶対しません。日台漁業協定でもそうだが、最後は交渉で解決
するしかありません。

　いずれにしても辺野古埋め立て申請問題に関して、知事がどう出るのか。
　印鑑押すのか押さないのか。県内的には建白書のこともあるので、押すような知
事の状況を看過するのか、それとも押さないような格好の県民運動をもう一度立ち
上げていくのか。これは問われています。野党の問題だけではなく、与党野党。オ
ール沖縄で。

　仲井眞知事の政治判断のときの状況を、沖縄県はどうするのか。
　県外に移設するという意見をプッシュする県民投票をつくっていくのか、あるい
は私たちの意見は県外・国外なので、国外移転の議論を、僕らがかじを切って日本
国民に投げかける。沖縄から投げていく。
　ハワイは本当に真剣に米国を動かしたいという気持ちがある。だからこそ47都道
府県が一致して、国外にもっていけるかが問われています。
　私達はそれをつくりたい。

　日米安保の問題では、ＳＡＣＯ合意があるので、沖縄に新たに基地をつくるなん
てタブーの話です。あり得ない話です。
　いやが応でも、血を流してでも辺野古に基地をつくらせない、建白書の名にかけ
　て。
　アメリカは、そこまでして辺野古に基地つくるのかと思っていても、日本政府が
沖縄で、辺野古しかありません、ともっていく。そのセンス、政治力、判断力が問



われています。
　どんなに難しくても、この部分は日米交渉でしか決めきれないので、その話し合
うテーブルをつくる闘い、日米両政府を集めてＳＡＣＯ合意含めての今までを変え
ていく。そこまでの闘いをしないといけないと思っています。
　その闘いをするために私も含め他の県議たちも、昨年のオスプレイの反対運動の
ときから、建白書段階のときから、戻れないベースづくりをしてきました。
　戻れない建白書。それは子や孫に対する一つの決意。そのベースは沖縄戦。
　あの悔やみは誰にもとめられませんでした。あっという間に沖縄戦になりました。
対馬丸のような悲劇。あの悲劇の中生き残った人たちも、ずっとかん口令が敷かれ
ています。ずっとかん口令が敷かれている、こんな国策を沖縄県民は甘んじて受け
てきた。だからこそ沖縄県民は他府県以上に物を言わないといけない。

　基地問題にしても、他の県が受け入れないから沖縄が受け入れてくださいという
話ではないんですよ。沖縄はNOと言っているのに。こんな民主主義があるでしょう
か。　
　考えれば考えるほどおかしいことだと思います。ということは、オスプレイは国
外に行かないといけないんだよ。ハワイは受け入れますと言っているんだからね。

　民主主義の基本というものを沖縄は日々問われているのです。
　降って湧いた主権、1951年４月28日、沖縄は日本から切り離されたのに何が主権
回復の日と言えるのでしょうか。何を日本国民はお祝いしているのでしょうか。
　それを沖縄県民が怒りをもっているということを、そういうことが起きていると
いう現状を日本国民はもっと見て悩んでほしいと思います。
　沖縄県民がなぜこんなに怒り行動するのかを知って、日本国民は涙を流してほし
い。心を痛めてほしい。

　私は沖縄県民として、４・28のときは、オスプレイのとき以上に中央紙、地方紙
に意見を強く言いました。
　オスプレイは地域によっては飛ぶ飛ばないがありますので、オスプレイとは違っ
た意味で強く言いました。なぜ沖縄は日本ではないのですかと言われたとき、「そ
れはサンフランシスコ講和条約のときに、日本は主権回復したけれど、沖縄は、小
笠原も含めて切られました」と。
　小笠原は心理的にも沖縄からするととても共感があるところがあります。
　小笠原は沖縄より早く日本に返還されましたが、沖縄はそのとき手を挙げて喜ん
で万歳をしました。そのときの報道は、私もいろいろ新聞の切り抜きをも持ってい
ますがオスプレイの闘い報道以上に各報道紙大きく取り上げてくれました。
　むしろ沖縄の置かれてる状況というのは、４・28の主権回復のときのほうがオス
プレイのときより相当インパクトがあったのかもしれません。
　オスプレイから尾をひいて、９・９があって、４・28があって、また今こういう
闘いなので、沖縄の基地問題というのは、日本のためにも闘って頑張っていかなく
てはと思っています。沖縄の戦いが日の目を見なければ、対アメリカとの関係では
日本はまた必ず同じ過ちを犯すことになるでしょう。闘わない国民になる。
　闘わない国民はまたアジアでの過ちを犯します。

　そういう意味では、沖縄は過去の経験を味わっているので、やられても叫び続け
なければいけません。その効果があろうがなかろうが続けていく。沖縄県民は粘り
強い、私はそれを誇りに思っています。そして、それはいつかは全国にも必ず届く
と思っています。
　それが共感できない日本国民だったら、今後の展望は開けるのでしょうか。
　私は民主主義に対してそれくらいの期待があるのです。
　わかってもらわないといけない、そうでないとアジアからの日本国民に対する評
価は絶対に出てきません。

　ＴＰＰ問題でも沖縄は本当に深刻なんです。沖縄離島は39の有人離島を持ってい



て、尖閣含めて１つの無人島でも失うと、どれほどの日本の国益の損失になるか。
与那国だって、南北大東だって、農業でもたなかったら無人島になるんですよ。
　だからといって、自衛隊を強化して、向こうを中心に戦争するのですか。
　沖縄県民は逃げ回って血を流すことになるんですよ。他の都道府県の誰が、与那
国に血を流す国民がいるのですか、そんな国民は今はいないですよ。
　自衛隊員だってやめる人がたくさん出てくると思いますよ。
　戦争が始まるとそういう事になると思いますよ。
　沖縄は今、そういう状況におかれているのです。

　基地問題を含めて、日台漁業協定、ＴＰＰと、日本の政治力、政権能力、沖縄か
ら丸見えの状態です。
　経済はよくなっていってほしいので期待感はありますが、沖縄はアベノミクスに
してもしかり、燃料の高騰から、台風や干ばつ問題といった離島だからこそいろい
ろな弊害がこれから出てきます。沖縄全体もそうだが、陸の孤島なので、本島だっ
て孤島なんですよね。

（記者）
　辺野古移設に関して、議長の参院選の見方をお聞かせください。
　主要候補２人はどちらも表面上は辺野古反対と掲げておりますが、どちらかが当
選ぶするかで、今後の知事の判断を含めた県政にどのような影響が出ると見られて
いますか。

（議長）
　知事からすると、より強くノーと言える人が戦力になるでのはないでしょうか。
　それを見きわめるのが我々有権者です。
　ＴＰＰでは状況をのんで、候補者微妙に言い方が違うようですね。
　一方で、自公政権がスタートした歴史は沖縄から始まっていることから見えます
ように、沖縄は公明党の強い県です。
　公明党というのは平和政党。一方で、単独で自民党政権かといったときの政治状
況も考え、だからこそ沖縄では、冷静な県民の選択が期待されているのではと思い
ます。
　報道では、選挙結果が出てないうちから、自民党単独が過半数という数字が出て
いますが、東京での政権から数字を類推しているのでしょうけど、いずれにしても
それだけ安倍政権には期待感が大きいということでしょう。外交問題を含めて、本
当の安倍総理の政治力というのは、国民にどれだけ寄り添っていけるかだと思いま
す。

　アメリカは、先ほども申し上げたように財政的には本当にパンク状態です。オバ
マさんの期待感だって、２期目ではあっても、大体の実力はわかっているので国民
皆保険の問題だって、実際は任期中までにやればいいのかもしれないが、それもで
きるどうかわからない。しかし一方では、軍事力削減というのははっきりしていま
す。その部分を日米同盟で、日本に肩がわりさせましょうなんていう話は、保革の
問題じゃなくて、皆さんの報道でしっかり報道されているじゃないですか。

　しかし、１千兆円余りの累積の債務を、国を含めて都道府県が肩がわりするかと
いうくらいの問題まできていますが、日本はそれを実感していません。そういう意
味での日本国民の立ち位置というものをどう判断していくか、沖縄ではそういった



状況の中での参議院選挙なので、県民は冷めた目で見ているのではないでしょうか。
　沖縄では基地問題を含めて、ＴＰＰでも日台漁業協定でもノーと言っているのに
もかかわらずイエスとなる状況なのですから。
　そういったものが一つの大きな材料となるでしょう。

（記者）
　県執行部として、県外の飛行場などを調査したりして、研究員の方がアメリカに
書類を送ったりといった動きもありますが、県議会として調査をしてまとめたりだ
とか、過去にそうやった事例というのはあるのでしょうか。

（議長）
　知事が判断するというのが、それが年末になるかどうかはわかりませんが、建白
書にしてもそうですが、オスプレイのときもしっかり仕掛けをして努力を担ってき
た県議会です。
　ですから、県外国外にもっていくよう、オール沖縄として、タイミングを見きわ
めて、県外と言っている知事を有効にサポートする責務があると思っています。
　それは、県議会与野党全員が自覚しています。

　しかも、県議会が中心的役割を果たし、市町村がいろんなしがらみを超えてしっ
かりとまとまったのですから、この原点を再度問いかけ、オスプレイの飛行中止、
普天間飛行場の県外国外移設を実現させていきたい。道は遠くてもそこにつながっ
ています。原点の実現に頑張っていきたい。
　県外で仕組んでいくのか、あるいは国外のやつをもっと打ち出していくのか。
　県内だったら、知事の言うとおり県内問題になるので、安倍総理たちと詰めれば
いい話。だがそれに対してアメリカが、沖縄以外にはいきませんと物を言ってくる
のか。仲井眞知事としては国外となったら、もう一度日米交渉をしなくてはなりま
せん。アバクロンビー氏があれだけ受け入れると表明しても、やはり交渉をしない
といけないのですから。
　けれども県外の三十四、五カ所となったら、国内の話になるので、そういう意味
での判断があると思います。
　だからいずれにしても、県議会は何らかのアクションを起こす。県民からも期待
されていますからね。

　一方で、県が仕組むのが最良だという思いもあります。４・28も県が仕組んでいた
らもっと盛り上がっていたと思います。
　ただ、４・28のときは数の問題ではないですからね。
　県民がどれだけ４・28に対しての思いがあるかどうかは、記者の皆さんたちがき
ちっと伝えたではありませんか。それを全国民がしっかりと受けとめました。

　そういうこともあって、いずれにしてもオスプレイのこと辺野古のこともあって、
知事としてもゆるがずにノーと言っているのですから。
　しかも、知事は慰霊の日にあれだけ言いましたからね、あの場であれだけ強く
言った知事はとても偉いと思います。
　24万人のみたまの前で宣言したと私は見ています。
　安倍総理ら日本政府は、イエスとサインしてもらえると期待しているだろうから
ね。沖縄県民は知事を期待しているだろうし、私も含め、オール沖縄で47名の県議、
41の首長の皆さんも一緒に闘っていく。
　しかも我々以上に、オスプレイのときのように皆さんが燃えてくれました。
　皆さんたちがあれだけＰＲしてくれて、県民はオスプレイのとき以上に一致団結



しました。
　オスプレイ以上にしっかり報道してくれました、それを日本国民も受けとめてく
れました。
　日本国民は、民主主義とは何か、差別とはなにか、まだまだ受けとめることがで
きる、理解するパワーがある、それが私はあのときとてもうれしかった。

（記者）
　何らかの仕掛けをしないといけないというところでもう１点質問したいのですが、
今辺野古埋め立て申請の手続が進んでいる中、もちろん知事としては辺野古はノー
だとずっと言っていますが、県民としては本当にノーと言ってくれるのか不安に思
っている人も多い、そういった中で、県議会としては「本当にノーなんですよね。」
というような後押しをするといったような行動は起こすのでしょうか。

（議長）
　私たちとしては、建白書をつくったからもう終わり、とかそういうのではなく、
そういう意味での任務があると私は見ているし、それだけの運動を起こさないとい
けないという責務がある思います。
　そうしないと、辺野古がノーとなると、最終的には県外、国外に行くのだからね。
そうすると日本国民の共感も得ないといけない部分がたくさんあります。そこまで
いたらすための、もう一度エネルギーの再結集を見せないことには仕上がらないと
思います。

　辺野古の海に基地をつくるかつくらないかは、沖縄だけの問題ではないですから
ね。かつての沖縄の、土地収用のときの土地を守る「４原則」のときのような問題
です。要は辺野古の埋め立ての話ですが、沖縄県民に問われているし、辺野古埋め
立てを許すかという基地問題に対しての米国との関係での、戦後の基地問題に対す
るスタンスが問われていると思います。
　だからこそ繰り返し言いますが、沖縄県民は未来に向かっての責務、責任ある今
の大人たちがどう果たすか、100年来のことを今問われている。
　100年後も誇りをもって生きて、我々はこうして生きた、と言えるかどうかの県
民性が問われているし、それを共感できるかの日本国民性も問われています。
　そのベースが建白書、消せはしない貴重なもの。
　この建白書が、後にどれくらいの貴重なものになっているのか、それともだたの
紙切れになっているのか、その分岐点に立っています。


