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　1.　はじめに

　1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約（Treaty of Peace with Japan）が
発効し、国際法上の戦時占領が終わりを告げ、日本は独立した。しかし、同条
約第3条に基づき、沖縄は米国の施政権下に置かれた。そこで、戦時占領時に
収用した土地の賃借契約を新規に結ぶために、琉球列島米国民政府（USCAR：
United States Civil Administration of the Ryukyu Islands）は、1952年11月に「軍用
地の契約権」に関する布令を公布した。公布した「軍用地の契約権」は、契約
期間が20年という長期間に及び、借地料があまりに低価格であったために、契
約を結ぶ地主は殆どいなかった。そこで次々に布令や布告を発して、契約が成
立しなくても土地を使用できるようにした。
　1954年10月、USCARは、沖縄から退去命令を受けた共産党員をかくまった
容疑で瀬長を逮捕した（人民党事件）。裁判では米軍の圧力を恐れて沖縄では
誰も弁護を引き受けず、弁護を引き受けた本土の弁護士は米軍が沖縄入りを拒
否し、弁護士なしの裁判にかけた。公判では、「瀬長の口を封じることはでき
ても、虐げられた幾百万人の口を封じることはできない。被告瀬長の耳を閉ざ
すことはできるが、一般大衆の耳を閉ざすことはできない。被告瀬長を投獄す
ることはできても70万県民を閉じこめることはできない」⑴と述べた後、自ら不
宣誓で陳述を行った。懲役2年の刑が確定し、投獄されたが、1年半後の1956年
4月に出獄した。
　そのような中、10月25日に急死した比嘉秀平行政主席の後を受けて、当間重
剛那覇市長が琉球政府行政主席（1956年11月11日～1959年11月10日）に就任した。
空席となった後任の那覇市長選挙が実施され、1956年12月25日の投票で瀬長亀
次郎が当選した。当選直後に、那覇市議会議員30名中27名が、瀬長市長に「非
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協力」を声明した。さらに、USCARが株式の51%を持つ琉球銀行は、USCAR

の指示を受けて、既に決まっていた那覇市への補助金と融資の打ち切りと、那
覇市の預金を凍結した。
　瀬長市長は就任時から、市政運営の危機に見舞われたが、市民は「米国が瀬
長市長をいじめるから、税金を納めに来たさぁ」⑵と言いながら、自主的に納税
をして市長を助けた。すなわち、瀬長が那覇市長に当選する前には77%しかな
かった納税率が、当選後には97%に達した⑶。その結果、自主財源で市政運営
ができるようになって、那覇市は財政危機を脱したのである。そして、ストッ
プしていた公共工事も再開することができた。
　業を煮やしたUSCARは不信任阻止のための欠席戦術を封じるために、
USCAR布令第143号（市町村自治法改正措置、通称「瀬長布令」）で出席要件
を「2/3以上」から「過半数」に改訂して、1957年11月25日に提出された瀬長
市長の不信任案は16対10で可決された。さらに、1954年の人民党事件を理由に
瀬長の被選挙権を剥奪し、出直し那覇市長選挙での再選を阻止した。こうして、
瀬長亀次郎は公職を追放されたのである。
　瀬長亀次郎の公職追放事件の先行研究として、石川捷治氏は、USCARが那
覇市長に当選した瀬長亀次郎の公職追放後の選挙で民主主義擁護連絡協議会
（民連）推薦の兼次佐一が勝利という一連の闘争の過程が、異民族支配への果
敢な抵抗として、沖縄住民のナショナリズムと誇りを呼びさまし、島ぐるみ闘
争へと発展していったと結論付けている⑷。もう一方の伊從勉氏も、瀬長市長
が誕生時の1957年に「市町村自治法の改正」が構想され、瀬長市長の公職追放
とほぼ同時期に、司法の手を煩わせることなく高等弁務官特権で那覇市長の公
職追放が措置できるように改正したことは、沖縄自治史上の一大汚点であり、
忘却すべからざる当時の教訓であるとしている⑸。「USCAR布令第143号（1957

年の市町村自治法改正措置）」を適用したUSCARのジェームス・エドワード・
ムーア（James Edward Moore）高等弁務官による瀬長那覇市長の公職追放が、
上記2篇の先行研究で詳細な解明がなされた。
　そこで本研究は、瀬長市長が公職を追放されてから1958年1月12日の那覇市
長選挙で兼次新市長が当選するまでの経緯、および当選後の兼次新市長と推
薦団体である民連との関係が徐々に悪化する過程などについて検討する。検
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討資料として、那覇市議会史に加えて、高等弁務官からダレス（John Foster 

Dulles）国務長官に充てた当時の機密文書、駐留沖縄米軍チーフ代理のメモ、
および1958年1月10日のニューヨークタイムズの特集記事など用いた。

　2.　 USCAR による瀬長那覇市長追放

　2.1　瀬長那覇市長追放直前の USCAR から国務長官への報告

　1957年11月25日の那覇市議会での「瀬長市長不信任案可決」直前の11月23日
にUSCARからダレス国務長官へ送られた報告書［筆者訳］⑹を、下記に記述する。

　ムーア高等弁務官は、市政を1カ月間も停滞させている那覇市議会に対して、
改善措置をとることを決めた。11月25日の市議会で市町村自治法の特定の規定
の修正決議が、沖縄人民党を除く市議の賛成多数で可決された。注目すべきは、
ムーア高等弁務官の権限の行使で修正できるのに、その決議を那覇市議会にさ
せたことである。12月1日（日曜日）の会期が終わって、投票による不信任が
無効になった場合は、ムーア高等弁務官が市長の首をすげ替えなければ、瀬長
亀次郎が市長職をあと3年堅持し、那覇市議会の麻痺が継続することになる。
　不道徳行為に関係する犯罪や重罪で有罪判決を宣告された候補者以外に、立
法機関において現法律を発動することによって瀬長亀次郎の立候補は将来にわ
たって禁止することができる。つまり、立法機関に与えられた投票によって市
長を追放する権限を行使するために、市議会が月曜日（11月25日）に招集され
た。怒声、罵声が議場を包む中、瀬長市長の不信任案は可決され、亀次郎は追
放された。市長が追放されれば、新市長を決める選挙が45日以内に実施されな
ければならない。2年前に沖縄社会大衆党委員長を辞任し、野党に勝つ可能性
が最も高い平良辰雄が、全ての党派と政策合意をしている。
　ムーア高等弁務官は、現地情勢と米国の責任とにおける合意の全てを綿密に
協議した。そして、「沖縄の権限は、様々な状況下で必要、且つ望ましいもの
であり、法律で守られるものである。公式見解が必要であれば、その内容を提
案する」とした声明を公表した。



─ 4─

　上記の報告書から読み取れる重要なことは、USCARのムーア高等弁務官が
権限を行使することなく、那覇市議会の手で「市町村自治法の特定の規定の修
正」を決議させた。その修正決議に基づいて、瀬長市長の不信任案と被選挙権
の剥奪とを可決した。これで、瀬長亀次郎の出直し市長選挙への立候補の芽を
摘み取り、公職追放がなされたのである。瀬長は、「基地権力者による私の追
放は一応成功したようだが、50日後の市長選挙の結果、再び第二の瀬長が現れ、
基地権力者に対する市民の無言の抵抗を示すだろう。不当な圧迫、干渉に対し
て、土地を守る四原則貫徹と祖国復帰を掲げた闘争などを断固継続することを
宣言する」⑺というメッセージを残して那覇市役所を去っていった。

　2.2　1958年那覇市長選挙前の舞台裏

　まずは、1958年那覇市長選挙前の立候補者擁立と選挙戦の戦略を巡る舞台裏
の駆け引きについて、革新派と保守派それぞれの推移を記述する。

　2.2.1　革新派候補の擁立まで

　1957年11月25日、「那覇市議会において再度の市長不信任案が可決され、瀬
長市長が失職すると、政界は後任市長候補の人選をめぐって目まぐるしく流動
した。特に沖縄社会大衆党の内部事情は複雑だった」⑻。同党那覇支部（兼次佐
一支部長）すなわち沖縄社会大衆党左派は、「沖縄人民党と共闘して民主主義
擁護連絡協議会（民連）を立ち上げ、瀬長市政の擁護の立場をとってきた経緯
から、早くから兼次佐一支部長を『第二の瀬長』として民連の推薦候補として
擁立する方針を鮮明にした」⑼。
　民連推薦の兼次佐一候補は選挙公約として、下記のような10項目の具体的な
公約を那覇市の有権者に掲げた⑽。それらは、①都市計画事業の早期完成、②
都市計画法を改正して、都市計画に政府の負担を義務づける、③日本政府に戦
災都市復興事業法を準用して都市復興資金を支出するように要請する、④水道
事業は政府負担とし水道料金を値下げさせる、⑤上下水道の整備、⑥公衆便所
の設置、⑦区長制の復活、⑧原水爆基地反対、⑨土地を守る四原則貫徹、⑩本
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土復帰などである。

　2.2.2　保守派候補の擁立まで

　民主主義擁護連絡協議会（民連）推薦の兼次佐一候補の対抗馬として、ムー
ア高等弁務官から「那覇市長選挙には沖縄社会大衆党を含めた琉球民主党や当
間派などの保守勢力を結集して、沖縄駐留米軍からみて好ましい人物を擁立し
ていただきたい」⑾という要望が当間重剛行政主席に示された。それを受けて
当間行政主席は、1957年11月27日に平良辰雄前沖縄群島政府知事と翁長助静真
和志市長を主席公舎に招いて、三者会談で出直し那覇市長選挙の作戦を練っ
た⑿。会談の席上、沖縄社会大衆党内部の混乱で安里積千代委員長の擁立が難
しくなった中で、琉球民主党と沖縄社会大衆党右派の保守派から平良辰雄前沖
縄群島政府知事が有力候補として浮上してきた。
　保守派から出馬を要請された平良辰雄は、「出直し那覇市長選挙への出馬の
腹は固まっている。沖縄社会大衆党からの推薦を望んでおり、真和志市民に選
挙権を与えるために、那覇市と真和志市の選挙前合併が望ましい」⒀と自らの考
えを明らかにした。
　当間行政主席は那覇市長時代からの編入合併論者であったが、瀬長市長追放
を好機とみて合併問題の取りまとめに動き出していた矢先だったので、平良候
補の提案は渡りに舟であった。翁長真和志市長も選挙前編入合併には賛成で
会った。
　平良候補の擁立が固まると、当間行政主席と那覇市議会の保守派は、平良
候補の戦略を練った。「首里地区や小禄地区は民連の影響の強い地盤であるが、
真和志はもともと沖縄社会大衆党の地盤だから、沖縄社会大衆党公認の平良候
補に有利であろうと分析し、1958年1月の那覇市長選挙に真和志の有権者も参
加できるようにしたほうがいいと判断した」⒁。結局、三者会談では、「平良候
補の意向に沿って、那覇市と真和志市の選挙前合併のほうが一石二鳥になると
いう結論に達した」⒂。真和志市側でも真和志市民が那覇市長選挙に参加するこ
とのメリットを勘案して、対等合併という年来の主張を取り下げた。
　ところで、瀬長市長の公職追放で強権をふるったムーア高等弁務官は、瀬長
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市長追放劇の続編ともいうべき後任市長選挙でも、陰に陽に沖縄政治の重要な
場面に登場して直接的に指揮権を発揮した⒃。そこには、米国の沖縄統治政策
の長期強化という政策の意図が現れている。ムーア高等弁務官の意向を受けて、
保守派の「選挙前合併」と「平良辰雄擁立」の両面作戦は瞬く間に固まった。
沖縄社会大衆党は安里委員長の擁立案を降ろして、平良辰雄を復党させて公認
候補とし、これに市議会保守派連合の月曜会や琉球民主党、当間派などが相乗
りした。こうして、兼次佐一候補との一騎打ちの構図ができあがった。
　那覇市議会では、首都建設構想の立場から真和志市との合併を積極的に進め
てきたところであった⒄。三者会談の合意を受けて、合併作業は最終段階に入っ
た。1957年11月28日に那覇市議会は真和志市を那覇市に編入することを可決し
た。11月30日には那覇市と真和志市の合併促進協議会を立ち上げて、具体的な
検討に入った。12月10日に那覇市議会は、真和志市を廃止し、その区域を那覇
市に編入することに伴う両市合併条件の協定を可決した。続いて立法院も、12

月16日の本会議で「真和志市を廃止し、那覇市に編入する議案」を全会一致で
可決した。この流れを受けて真和志市議会も那覇市への編入合併を議決し、12

月17日の琉球政府告示をもって正式に編入合併が告示された。
　保守派の沖縄社会大衆党が公認する平良辰雄候補は、下記のような5項目の
具体的な公約を那覇市の有権者に掲げた⒅。それらは、①都市計画の再検討に 

基づく道路の建設、②水道料金と電灯料の値下げ、③軍の補助金を琉銀から融
資することにより、事業と景気をよくする、④軍用地代一括払いを阻止、⑤非
民主的権力の排除と自治確立などである。

　2.2.3　革新派と保守派のスタンスの違い

　選挙公約だけを見れば兼次佐一候補と平良辰雄候補の政策に大きな対立点は
無いように見えるが、決定的な違いは、下記のように米軍統治政策に対する基
本的なスタンスにある。
　革新派の兼次候補は「あくまで軍政に抵抗して本土復帰と土地を守る四原則
貫徹を期し、軍の基地保有に反対していく」⒆反米軍姿勢を宣言した。それに対
して、保守派の平良候補は演説会や新聞広告で、「抵抗のための抵抗は本当の
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政治ではない。抵抗ばかりして少数の英雄を押し立て、多数の市民を苦しめる
のは本当の政治ではない。民連は自分だけを愛国者とし、他を売国奴呼ばわり
するが、それは民主主義を破壊するものだ」⒇と革新派を厳しく批判した。そして、
保守派は、革新派のように米軍統治政策を全否定するのではなく、軍の補助金
による融資などのように利活用できるものは柔軟に対応していく姿勢を示した。

　3.　1958年那覇市長選挙

　3.1  USCAR による選挙結果の分析

　3.1.1  1958年那覇市長選挙における投票の最終集計

　USCARは、1958年1月16日の電文で、那覇市長選挙の結果を米国務省に報告
した。その報告内容は下記の通りである［筆者訳］㉑。
　
　1958年1月12日の那覇市長選挙には、沖縄人民党、沖縄社会大衆党左派から
なる民主主義擁護連絡協議会（民連）推薦の兼次佐一と琉球民主党推薦の平良
辰雄が立候補した。激しい選挙戦の結果、兼次佐一候補が当選した㉒のであるが、
投票における最終集計を以下に示す。
　a. 兼次への投票数が35,491票
　b. 平良への投票数が34,507票
　c. 無効投票が444票
　d. 投票総数が70,442票（投票率70％）
　e. 投票しなかった有権者が29,832人
　f. 兼次との票差が984票
　g. 真和志地区は、兼次が平良に約3,000票差をつけた。
　h. 首里地区は、兼次が平良に約930票差をつけた。
　i. 小禄地区は、平良が兼次に約950票差をつけた。
　j. 合併前の旧那覇地区は、平良が兼次に約2,000票差をつけた。
　k. g≠hと i≠ jの集計結果から、兼次が平良に約980票差をつけたことが読み
取れる。
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　USCARのムーア高等弁務官による瀬長那覇市長追放と那覇市議会への圧力
によって、琉球民主党推薦の平良辰雄候補が絶対優勢とみられていた出直し那
覇市長選挙は、民連推薦の兼次佐一候補が当選し、平良辰雄候補が落選する結
果となった。

　3.1.2  平良辰雄候補の敗因

　当間行政主席の要請により、1957年12月17日の立法院で那覇市と真和志市の
合併を成立させる法案を可決した。これで保守派は、平良が優勢に選挙を戦え
ると信じた。なぜなら、24人の旧真和志市議会議員の内の20人が、1957年12月
の時点で平良支援を表明したからである㉓。
　こうした状況下で実施された1958年1月12日の那覇市長選挙は、琉球民主党
推薦の平良辰雄候補が絶対優勢と思われていたが、ムーア高等弁務官の介入に
選挙民が反発して、真和志地区で選挙民の保守派への支持が得られなくなった
と考えられる。それが、他の地区の選挙民にも少なからず影響を及ぼしたこと
が敗因に繋がったと筆者は分析している。その結果、選挙民の関心が、1958年
1月12日の那覇市長選挙から、同年2月2日の那覇市議会議員の真和志地区補充
選挙と同年3月9日の第4回立法院議員選挙に移ってしまったのではないだろうか。
それに対して、USCARが分析した平良辰雄候補の敗因は、真和志地区の選挙
結果が覆ったことと、支持母体である琉球民主党と沖縄社会大衆党右派が協調
性を保てなかったことを挙げている㉓。
　つぎに、1958年2月2日の那覇市議会議員の真和志地区補充選挙では、定数15

に対して31人が立候補した㉔。当選者の内訳は、革新派の民連が7人、中立が4人、
保守派の沖縄社会大衆党が2人と琉球民主党が2人であった。その結果、那覇市
議会全体の党派別議席数は、革新派の民連が18人、中立が5人，保守派が21人（内
訳は、月曜会が17人、琉球民主党が2人，および沖縄社会大衆党が2人）で、総
計が44人である㉕。会派としては、第一党の民連（与党）と第二党の月曜会（野
党）が拮抗する形勢となった。先の瀬長市長選挙との絡みで、通常は保守派で
ある沖縄社会大衆党と中立の市議会議員が、審議の度に第一党の民連（与党）
と第二党の月曜会（野党）のどちらを支持するかで議会の勢力分布が変動する



─ 9─

という不安定さが那覇市の政局を混乱させる最大の原因になったと考えられる。

　3.1.3  在沖米国総領事のメッセージ

　USCARは、在沖米国総領事のメッセージを、1958年1月16日の電文で米国務
省に報告した。その報告内容は下記の通りである［筆者訳］㉖。

　在沖米国総領事は、「那覇市が瀬長市政時代にUSCARから財政支援で最大の
被害を受けた。それにもかかわらず、次の那覇市長選挙で、米国に原則協力の
平良辰雄候補が半数近く得票したことは興味深い。1957年12月に真和志市を那
覇市に編入合併していなかったら、首里地区と小禄地区を含めた那覇市は狭い
ので、兼次佐一候補は当選しなかっただろう」と述べている。その理由として、
以下の2項目を挙げている。
(1)旧真和志市は瀬長亀次郎を追求する側の当事者でもなかったし、沖縄人民
党の支配下でもなかったので、選挙民の支持が保守派有利に働かなかった。

(2)首里地区と小禄地区を含めた狭い旧那覇市は、「第二の瀬長」を好まない者
が多数を占めているので、革新派の兼次佐一候補は不利である。

  保守派の指導者達は平良辰雄が1958年1月12日の那覇市長選挙に敗れたことで、
当然のことながら落胆し、同年2月2日の那覇市議会議員の真和志地区補充選挙
と3月9日の第4回立法院議員選挙に影響が拡大することを懸念していた。革新
派の兼次佐一の勝因は、同年2月の那覇市議会議員の真和志地区補充選挙と3月
の第4回立法院議員選挙に選挙民の関心を向けさせたことにあると考えられる。

　3.2  日本政府と与野党の那覇市長選挙に対する反応

　USCARが「日本政府と与野党代表の那覇市長選挙に対する反応」について、
東京の米国大使館を経由してダレス国務長官に電文を送った。その内容は下記
の通りである［筆者訳］㉗。
　愛知揆一内閣官房長官は、「那覇市長選挙が沖縄住民と我々との交渉をもっ
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と難しくした。日本国政府は、沖縄に対して何もできる状況にないので、公式
見解を表明することは控えたい」と述べた。
　与党の川島正次郎自由民主党幹事長は、「沖縄住民の心の傷について、より
広い視点から考えるべきである」とコメントした。それに対して、野党第一党
の浅沼稲次郎日本社会党委員長は、「米軍と沖縄住民の長い闘いにおいて、那
覇市長選挙で革新派が勝利したことを宣言し、即時本土復帰を呼びかける」と
改めて表明した。

　上記のコメントから、那覇市長選挙に対して日本政府と与野党代表が、それ
ぞれの立場を逸脱しないように言葉を慎重に選んで発言していることが読み取
れる。

　4.　1958年那覇市長選挙におけるニューヨークタイムズの特集記事

　ニューヨーク・タイムズのロバート・トランブル（Robert Trumbull）記者は、
1958年1月10日に「沖縄選挙運動を左右する米国ミサイル計画」という下記の
ような特集記事を執筆した［筆者訳］㉘。

　沖縄の那覇市長選挙中の1958年1月9日に、ソ連が米国の核弾頭ミサイルの性
能についてラジオで放送した。ソ連の科学者を追い越そうと努力する米国の科
学者の努力を軽妙にあざける放送内容に、約3,000人の沖縄住民が時には拍手
をして、熱心に耳を傾けた。 

　なぜ、東シナ海の小さな島の那覇市長選挙に、中距離核弾頭ミサイルの議論
が関係しているのだろうか？また、夜間の那覇市の野菜市場で何時間も聴者を
魅了し続けたのだろうか？その理由は、米軍の戦略爆撃機が共産主義国に原子
爆弾を投下するための2つのコンクリート製の核貯蔵庫が那覇から数マイルの
距離にあるからである。おそらく、西方400km未満の中国基地から、核兵器を
搭載した敵機が沖縄基地を攻撃することは難しい考えられていた。
　1958年1月12日の那覇市長選挙で2人の候補者の内の一人は、米国人が核ある
いは非核の武器を全て持って、できるだけ早く沖縄から出ていくことを要求し
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ている。彼は45歳の書店経営者であり、共産主義の沖縄人民党公認の兼次佐一
候補である。もう一人の候補者は、退職したビジネスマン、元政府関係者、穏
健左派グループの沖縄社会大衆党の下で活動している平良辰雄（65歳）である。
平良は沖縄の米国政策には反対しないが、その他では反対の立場を取っている。
　両候補者は、米軍事基地と琉球列島を含む沖縄を直ちに日本の規制下に戻し
たい。その点は一致しても、平良は「沖縄で米軍の権能の原則には反対であっ
ても、米国人と連携して働くことはできる」と言う。兼次は「米軍の沖縄占領
に対する大衆運動に妥協はない」と主張する。こうした中で、ほとんどの沖縄
住民は、島の経済の貢献のために米軍事基地を維持したいと感じている。
　親米市議会議員によって11月25日に追放された瀬長亀次郎元市長は昨晩
の大会における兼次の応援演説で、「ソ連が大陸間弾道ミサイル（ICBM：
Intercontinental Ballistic Missile）を開発して以来、駐留米軍は中距離弾道ミサ
イル（IRBM：Intermediate-Range Ballistic Missile）基地として沖縄の必要性が
高まっている」と述べた。さらに、共産主義者とされている瀬長は、沖縄の生
活基盤を担っている米軍基地に対する平良の反対の欠如も強く非難した。
　昨夜の瀬長前市長の演説に対して、聴衆は「左翼の候補者が勝利するチャン
スは50対50である」と述べていた。勝利の予想がつかなかった1958年1月12日
の那覇市長選挙で、民連推薦（沖縄人民党公認でもある）の兼次佐一候補が勝
利した。そのことが、2月の那覇市議会議員の真和志地区補充選挙と3月の第4

回立法院議員選挙に有利に反映された。

　当時、射程距離5,500km以上の ICBMの命中精度は、ソ連の方が米国より数
段高いと言われていた。それ故、米軍はアジアの自由主義諸国防衛のために、
極東最強・最大の戦略基地である沖縄に IRBMを実戦配備して「米国のミサイ
ル計画」を着々と進めて行った。こうした米ソの対立に核戦争の危機を感じ
取った沖縄住民は戦争のない平和を希求して、1958年1月の那覇市長選挙、2月
の那覇市議会議員の真和志地区補充選挙、および3月の立法院議員選挙の全て
に「ノー」の立場を明確にしたと考えられる。
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　5.　兼次佐一市政

　5.1　兼次新市長の施政方針演説

　1958年3月24日、兼次新市長は那覇市議会第23回定例会において施政方針演
説を行なった。「市政に臨む基本方針」と題する施政方針は、①対議会対策に
ついて、②一括払い反対について、③都市計画事業について、④市財政計画に
ついて、⑤新年度予算の事業についての5項目にわたる基本方針を示しただけ
であった㉙。民連推薦の兼次新市長は、施政方針演説の中で、彼と立場の異な
るムーア高等弁務官、当間行政主席、および市議会野党などの批判はしなかっ
た㉚。
　たとえば、ムーア高等弁務官は反米的立場をとる民連推薦の兼次候補の勝利
に落胆したが、米国政府の沖縄政策が今後変わることを強調した上で、「那覇
市民は、自由世界においてのみ知られている民主的方法で市長を選んだ。民主
主義の理念に基づいて、責任をもってその職責を果たすことが、兼次新市長の
責任である」㉛と述べた。それに対して、兼次新市長は市議会の施政方針演説で、
「市長として私に課された使命は、市民に公約した政策の実行であると申しま
したが、それはムーア高等弁務官が述べた民主主義の理念にもとづき、責任を
もってその職責を果たすということであります」㉜と施政方針演説を締めくくった。
　6月10日、兼次市長は那覇市議会第24回定例会における施政方針演説で、超
党派的な協力の必要性を強調した。しかし、沖縄人民党からは、1959年度予算
案に民連の選挙公約が反映されてないという不満が出た。6月13日に再開され
た予算審議でも、兼次市長の施政方針に対して沖縄人民党議員が激しく追及し
た。兼次市長は「市当局と市議会は協力してやるべきであり、賢明なる理事者
は市議会とあえて衝突はしない」㉝と反論したことで、沖縄人民党が反兼次の立
場を鮮明にした。沖縄人民党は与党といっても少数派なので、1959年度予算案
そのものは月曜会などの賛成多数で可決した。
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　5.2　兼次市政の路線

　兼次市政の特徴は、「瀬長前市政の高い政治理念を掲げた反米抵抗路線と決
別して、USCAR当局や琉球政府、那覇市議会野党（月曜会など）とも超党派
的に協調して、当面の市民生活に直結した公約を一つ一つ実現していくという
現実主義的な政治姿勢であった」㉞。公約実現のためにはUSCARの財政援助が
不可欠であった。したがって、瀬長市政時代にUSCARと琉球政府と経済界に
よって強行された財政的締めつけを解除させなければならなかった。兼次市長は、
自らUSCARと協調関係を築いていく妥協的な路線を選択したのである。選挙
期間中は、米軍統治への抵抗を激しく叫んでいた兼次市長が、当選後は民連の
抵抗路線から徐々に距離を置くようになった。 

　兼次市長は就任早々からUSCARのバージャー（Bon'na F. Buerger）首席民政官、
および在沖米国領事館のデミング（Olcott H. Deming）総領事などに会見を申
し込んだ以外に、政敵である当間行政主席や富原琉球銀行総裁にも積極的に話
し合いをもちかけた㉟。1959年2月5日、兼次市長はUSCAR、琉球政府、琉球銀
行に対して資金凍結解除と融資再開を正式に要請した。「反米路線から親米路
線への転向ともみられる兼次市長の変貌に、出身母体の民連側から『裏切り』
とか『反動化』とか非難されるのも当然の成り行きだった」㊱。
　兼次市長と与党の民連、沖縄人民党との関係に決定的な亀裂が表面化した。
兼次市長は、超党派でUSCAR、琉球政府、経済界、那覇市議会保守派などの
要人と積極的に接触して協力関係を構築していこうと努めた。こうした市長の
柔軟路線が民連ブームにのって勢いづいた沖縄人民党から厳しい批判の声があ
がった。
　1959年度予算の審議がなされた第24回定例会で、兼次市長が所属する沖縄社
会党は結党したばかりで那覇市議会に1議席も確保しておらず、市議会内の勢
力分布は月曜会などの野党17議席に対して沖縄人民党を中心とした民連の与党
は11議席の少数与党でスタートした㊲。議案を通過させるためには、野党の協
力が不可欠というジレンマに立たされていた。第24回定例会の質疑応答では、
与党の沖縄人民党が市長に民連の選挙公約を履行するように迫ったのに対し、
月曜会や中立派の野党議員が兼次市長の擁護に回るといった奇妙な逆転現象が
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見られた㊳。

　5.3　兼次市長の不信任案否決

　5.3.1　兼次市長と沖縄人民党の対立

　1958年9月29日に開会の第26回定例会の最終日の10月11日の冒頭で、沖縄人
民党議員団が「兼次市長不信任案」を提出した㊴。不信任案の提案理由を、「兼
次市長は民連の政策を掲げて、その支持によって当選した。しかし、就任後は
市民の福祉と称して超党派を打ち出し、基地権力者、任命行政主席と通じる月
曜会と結託して正・副議長交際費、議員報酬の値上げなどを行って 300 万円の
血税を費い、遂に土木賃金を1,000円引き下げ、土木費も600万円削減した。そ
れらに対する市民の怒りを沖縄人民党の扇動とわめき、労働者、市民の反撃を
受けた。いまや民主統一戦線から脱落して基地権力者に結びつく尖兵になりさ
がった」㊵と説明した。それに続いて、月曜会派の議員から「兼次市長は市民福
祉を打ち出しており、一党一派の政策を実施しないからといって就任間もない
市長に退陣を迫るのは酷だ。また、これに同調することは月曜会が民連の政策
に従うことになるので賛成することはできない」㊶と反対理由が述べられた。討
論のあと、野次と怒号のなかで行なわれた兼次市長の不信任案の採決は、賛成
7人、反対28人で否決された。
　不信任案が否決された直後、沖縄人民党の議員から「議員報酬引下げ案」の
動議が提出された。予算案で、「土木費や土木賃金は削減しながら、正副議長
交際費や議会議員報酬を増額するのは不公平なので、元の水準に引下げるべき
だ」㊷という提案である。この動議も、賛成17、反対18で否決されたが、僅か1

票差というのが議場を驚かせた。議員報酬値下げ案には、沖縄人民党のほかに
中立、月曜会派からも賛成に回った議員がいた。
　沖縄社会党は兼次市長の母体なので、市長を支持する立場を守っていた。そ
して、民連主催の市長糾弾集会などには参加せず、むしろ集会に批判的な態度
をとっていた。1958年9月21日と22日の市民集会㊸の混乱に対して、沖縄社会大
衆党と沖縄社会党は、「沖縄人民党の計画的な扇動によるものである。その共
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産党の暴力的革命戦術と対決してあくまでたたかう」㊹という主旨の声明を発表
した。沖縄人民党はこうした声明に反論し、非難合戦が繰り返された。
　当初、兼次市長を実現させるために結成された民連は、1958年9月の第26回
定例会で、その中心メンバーである沖縄人民党議員団から「市長の不信任案」
を突き付けられる事態に陥り、事実上の解体状態に陥った。

　5.3.2　2期目を目指す兼次市長

　兼次市政の初期は市長擁護の立場を守って沖縄人民党を批判していた沖縄社
会党であったが、兼次市長の超党派路線を全面的に支持していたわけではなかっ
た。兼次市長が、沖縄社会党の執行委員会議長の地位にありながら「現実路線」
へ転換したことに対し、党内の若手党員からも不満が高まった。兼次市長は、「私
は公平な市政運営を約束して当選したのだから、沖縄社会党や沖縄人民党のい
いなりにはならない」㊺と忠告を退けた。
　ついに沖縄社会党は、1959年12月6日に中央執行委員会を開き、兼次佐一市
長と側近の浦崎康華市議会議員の2人を除名処分にした。その結果、兼次市長
は孤立無援の市長になった。
　そのような政治状況で迎えた1961年12月17日の那覇市長選挙は、再選を目指
した現職の兼次佐一候補、那覇市政民主化共闘会議推薦の宮里栄輝候補、沖縄
自由民主党公認の西銘順治候補、および琉球国民党公認の大宜味朝徳候補の4

名が立候補した。選挙結果は、西銘順治候補が32,290票で当選、兼次佐一候補
が25,959票で次点、宮里栄輝候補が31,552票、大宜味朝徳候補が464票の順であっ
た。得票数から見ると、大宜味を除く兼次・宮里・西銘の三つ巴の戦いであっ
たことが読み取れる。
　当時40歳の西銘順治候補は知名度不足が不安視されたが、兼次佐一候補と票
が割れた宮里栄輝候補に対して薄氷の勝利を収めることができた。逆に、敗れ
た前市長の兼次佐一候補は政界を引退することになった。当選した西銘順治は、
那覇市長を2期務めた後、沖縄自由民主党総裁として1968年11月10日の琉球政
府行政主席公選に出馬した。沖縄を二分して激しい選挙戦を展開したが革新系
統一候補の屋良朝苗に敗れた。
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　6.　民主主義擁護連絡協議会と新政党

　6.1　民主主義擁護連絡協議会と第4回立法院議員選挙

　那覇市長選挙と那覇市議会の真和志地区補充選挙で連勝した民連は、上げ潮
ブームに乗って1958年3月16日の第4回立法院議員選挙の躍進をめざして全島的
な運動を展開した。この運動は、祖国復帰・平和・民主主義の政治綱領を掲げ
た全琉的な統一戦線へと発展させる絶好の機会であった㊻。
　第4回立法院議員選挙で民連は、①祖国復帰の実現、②四原則の貫徹、③原
水爆基地反対、④大統領行政命令撤廃、⑤日本国憲法と民主的諸法律の適用、
および市長追放令の撤廃など5項目の選挙公約を掲げて、沖縄29選挙区のうち
19選挙区に候補者を立てた㊼。
　沖縄人民党を中軸とした民連の急速な勢力拡大は、USCARにとって看過で
きない脅威であった。米国側は当間行政主席を通じて沖縄社会大衆党を引き込
み、民連ブームを抑え込むために様々な選挙対策を繰り出した㊽。
　第4回立法院議員選挙の結果は、沖縄社会大衆党が9人、琉球民主党が7人、
民連が5人、無所属が8人となった。さらに、沖縄社会大衆党が那覇地区で民連
を抑えて那覇市長選挙の雪辱を果たした上に、後に無所属から1人が加わって 

10議席を獲得し、院内で第一党となった。沖縄社会大衆党とは対照的に、琉
球民主党が得票数でも議席数でも半減したことは、必ずしも有権者の意識が
USCARの沖縄統治の現状を支持していないことを鮮明にしたと言える。むし
ろ、沖縄社会大衆党躍進の第一の勝因は、USCARが押しつけてきた軍用地の
一括払い方式に反対して立法院議員の安里積千代沖縄社会大衆党委員長が辞表
出して抵抗姿勢を貫くなど、軍用地問題が部分的にせよ一定の解決をみるまで
に、沖縄社会大衆党議員の奮闘が有権者の共感を呼んだ結果と見られている㊾。 

　民連は、議席数自体は1議席から5議席に増えたものの、肝心の那覇地区でほ
とんどを沖縄社会大衆党に奪われ、兼次市長当選時の勢いに比べて「民連衰退」
の傾向は否めなかった。民連の仲松那覇市議会議員が、「大衆運動の中核とな
るべき労働組合の組織化が遅れ、組合活動が未熟だったことが民連退潮の原因
となった」㊿と分析している。 民連衰退の原因は他にもあった。それは沖縄社
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会党の結党である。

　6.2　新政党の結成

　沖縄人民党と沖縄社会大衆党左派の若手党員は、日本社会党関係の資料を本
土から取り寄せて社会主義理論の勉強を重ねていた�。彼らは、瀬長市長追放
事件を契機に、沖縄社会大衆党本部の「右傾化」に反対して脱党し、沖縄人民
党と共闘して民連に加盟した。そして、1958年1月の那覇市長選挙と同年2月の
那覇市議会議員の真和志地区補充選挙をともに戦って勝利に導き、その勢いで
同年3月の第4回立法院議員選挙に合わせて新党「沖縄社会党」の結成準備を進
めていた。
　沖縄社会党の結党大会が、1958年2月16日に那覇市内で開催された。結党宣
言で「共産主義を克服し、人民の意思に基づく議会を通じて主権確保の手段を
求め、究極の社会主義社会の建設をする」�と米軍協調の琉球民主党との路線の
違いを明確にし、綱領では「共産党を克服し民主的に平和のうちに社会主義革
命を遂行する」�と、沖縄人民党との繋がりが強い日本共産党と一線を画した独
自色を強調した。組織的には日本社会党の地方支部の性格をもち、戦後初の本
土政党と系列化した社会主義政党の誕生となった。
　新党の顔として兼次佐一那覇市長を議長に選出し、党運営の責任者には宮良
寛才事務局長が就任した。沖縄社会党が沖縄人民党と共闘して戦った第4回立
法院議員選挙では、僅か5議席に留まり、新生沖縄社会党は古巣の沖縄社会大
衆党に院内第一党の地位を許し、沖縄社会党と沖縄人民党で立ち上げた民連の
行方に暗雲が漂ようことになった。こうして沖縄人民党と沖縄社会党の対立は、
兼次市政に対する両党のスタンスの相違によって表面化したのである。

　6.3　沖縄社会大衆党の退潮

　第4回立法院議員選挙で院内第一党となった沖縄社会大衆党も大きく揺れた。
1958年5月1日に就任したブース（Donald Prentice Booth）高等弁務官は、「ブー
ス宥和政策」�を打ち出した。
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　ブース高等弁務官は1958年11月、「日米共同支配体制への転換という政治状
況の変化に対応した宥和政策の一つとして、行政主席の任命には立法院議員の
第一政党の意見を取り入れる『行政主席任命の第一党方式』を採用した」�。沖
縄人民党と沖縄社会党は「主席公選」を要求する立場を堅持して宥和政策に反
対したが、琉球民主党と沖縄社会大衆党は賛成の立場を表明した。当間行政主
席と繋がりのある琉球民主党が賛成に回るのは当然であったが、沖縄社会大衆
党は第4回立法院議員選挙で第一党となったので、「第一党方式」に飛びついた�。
　しかし、1960年11月13日の第5回立法院議員選挙で、沖縄社会大衆党は惨敗
した。保守合同によって強化された沖縄自由民主党が22議席を獲得して第一党
を獲得したのに対し、第一党主席指名を狙っていた沖縄社会大衆党は、安里積
千代委員長が落選したのをはじめ、議席は10人から5人に半減して第二党に転
落した�。沖縄社会大衆党の風見鶏のような米国迎合主義が有権者の反感を買っ
た結果と考えられる�。
　上記の経験を教訓として、沖縄社会大衆党は1960年9月の党大会で「復帰政
党宣言」を行ない、自治権拡大闘争と復帰運動に全精力を傾注して、革新勢力
の中心的役割を担うように決意を表明したのである。

　7.　おわりに

　USCARのムーア高等弁務官が権限を行使することなく、那覇市議会の手で
「市町村自治法の特定の規定の修正」を決議させ、瀬長亀次郎市長の不信任案
と被選挙権の剥奪とを、1957年11月25日に可決させた。それを受けて実施され
た1958年那覇市長選挙について解明されたことを、以下に記述する。
　次期市長候補として、沖縄社会大衆党左派と沖縄人民党の共闘で民連を立ち
上げ、「第二の瀬長」に兼次佐一を擁立した。民連に対して保守派は、ムーア
高等弁務官の要望に応えて平良辰雄前沖縄群島政府知事を擁立した。
　1958年1月10日のニューヨークタイムズは、「沖縄選挙運動を左右する米国ミ
サイル計画」という特集記事を掲載した。当時、ICBMの命中精度は、ソ連の
方が米国より数段高いと言われていた。それ故、米軍はアジアの自由主義諸国
防衛のために、沖縄基地に IRBMの実戦配備をした。こうした米ソ冷戦の対立に、
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沖縄住民は核戦争の危機を感じ取っていた。
　1958年1月12日の那覇市長選挙は、革新派の兼次候補が当選し、保守派の平
良候補が落選した。USCARは、平良候補の敗因の第一は、真和志地区の選挙
結果が覆ったことであり、第二は、保守派の琉球民主党と沖縄社会大衆党右派
が協調路線を維持できなかったことであると分析している。また、在沖米国総
領事は「2月に旧真和志市を旧那覇市に編入合併しなかったら、首里地区と小
禄地区を含めた旧那覇市は狭いので、兼次候補は当選しなかった」と述べた。
　那覇市長選挙の後、ムーア高等弁務官は、「民主主義の理念に基づいて、職
責を果たすことが市長の責任である」と述べた。兼次新市長は、ムーア高等弁
務官が述べた「民主主義」を逆手にとって、「市長の使命は、市民に公約した
政策を実行することである。それは、ムーア高等弁務官の民主主義の理念に基
づき、その職責を果たすことである」と施政方針演説を締めくくった。
　超党派路線の兼次市長は、沖縄社会党や沖縄人民党の忠告を退けたことで、
1959年12月に沖縄社会党から除名された。その結果、兼次市長は与党をもたな
い孤立無援の市長になった。1961年12月の那覇市長選挙で再選を目指したが、
沖縄自由民主党公認の西銘順治候補に敗れ、兼次は政界から引退した。
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Kamejiro Senaga's Expulsion from Office as the Mayor of 
Naha and the 1958 Election of the Mayor of Naha
―Focusing on USCAR's Intervention in Okinawa Municipalities 
Self-Government―

MURAOKA TAKAAKI

Abstract

Kamejiro Senaga, Mayor of Naha, was entirely opposed to the U.S. military's 

governing policy to build the strongest military base in the Far East in Okinawa. High 

Commissioner Moore forced the revision of the Municipalities Self-Government Law 

in the Naha City Council, and pushed through a non-confidence resolution against 

Senaga and deprived him of the right to stand for election. Senaga was subsequently 

from public office. Focusing on the confusion of the Naha City Council, the results of 

an analysis of Japanese and U.S. newspapers at that time and the confidential documents 

of the State Department disclosed were examined in detail about the municipal self-

government under U.S. military rule. The results of this examination were then 

evaluated. As a result, the study clarified the difference in the position of Okinawa's 

municipal autonomy, the U.S. that wants to strengthen its military base, and the delicate 

position of the Japanese government and opposition parties in a delicate position before 

the returning of Okinawa to the mainland.

Keywords: Municipalities Self-Government Law Revision Measures, Appeasement 

policy, Mawashi District Supplementary Election, Democracy Advocacy Liaison 

Council


