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沖縄の本土復帰50 年に合わせてNHK放送文化研究所は，米軍基地や日米安全保障体制，沖縄の経済などに
ついて人々がどのように考えているかを把握するため，沖縄県と全国を対象に世論調査を実施した。復帰に対する
評価や沖縄と米軍基地の関係などのテーマごとに結果を報告する。

「沖縄の本土復帰の評価」

▼本土復帰を『よかった』と評価している人は沖縄では8割超，全国で9割超。

▼国の振興策について沖縄では『役に立った』が約8割を占めるも，国の施策全般については沖縄の意向を『踏ま
えていない』が6割にのぼる。

「沖縄と米軍基地」

▼復帰後も残る米軍基地について，沖縄では「やむを得ない」（51％），「必要だ」（11％）と容認している人が6割を
占めるが，在日米軍専用施設の約7割が沖縄に集中していることについては8割超が『おかしいと思う』と答え
た。

「基地と沖縄の経済」

▼沖縄の経済は米軍基地がなくても成り立つと思っている人が沖縄では5割以上を占め，7割以上が基地は自分の
暮らしや仕事に『役立っていない』と答えた。

「沖縄戦の継承」

▼沖縄戦の歴史について，『知りたいと思う』人は沖縄で約9割，全国でも約8割。『継承されていない』と思う人
は沖縄で5割超，全国では7割超。

「沖縄の現状と今後」

▼沖縄の現状については『満足している』（51％）と『満足していない』（48％）が5割で拮抗。

▼これからの沖縄の課題では「貧困や格差の解消」が8割近くにのぼった。

沖縄の人たちは，本土復帰をどう評価し，
今の沖縄をどうみているのか
～「復帰50年の沖縄に関する意識調査」の結果から～

世論調査部   中川和明 / 中山準之助

─1.はじめに

2022年5月15日，沖縄がアメリカから日本に
返還された「本土復帰」から50年を迎えた。

沖縄は，太平洋戦争後，敗戦国となった日
本から切り離され，アメリカの統治下に置かれ
た。その後，冷戦の対立構造が深まる中，アメ
リカの極東における軍事拠点として重要な役割
を担うようになり，沖縄本島のおよそ3割をアメ
リカ軍基地が占める状態が続いた。アメリカの
統治下の沖縄では，アメリカ軍関係者による事

件や事故が後を絶たず，基地をなくしてほしい
という人々の願いは切実であった 1）。沖縄の人
たちは，アメリカの施政下から日本に復帰する
ことによってアメリカ軍基地がなくなり，基地を
めぐる問題も解消すると期待して，1972年に本
土復帰の日を迎えたのである。

それから50年の年月を経て，当時の沖縄の
人たちが本土復帰にかけた思いは，どこまで
実現したのだろうか。今の沖縄の人たちは本土
復帰をどのように評価しているのだろうか。復
帰から半世紀がたち，今後の沖縄は，どこへ
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向かい，どのような姿になっていくのだろうか。
こうした沖縄の人々の思いを探るため，NHK

放送文化研究所世論調査部は，沖縄と全国で，
2022年2月から3月にかけて世論調査を実施し
た。調査の概要は次のとおりである。

【復帰50年の沖縄に関する意識調査】

時　期： 2022年2月2日～ 3月25日
方　法： 郵送法
相　手： 沖縄県の18歳以上1,800人
 全国の18歳以上1,800人
 （沖縄県，全国それぞれ12人×150地点）
有効数（率）： 沖縄県　812人（45.1％）
 全国　1,115人（61.9％）

本稿は次のように構成した。
1. はじめに

2. 沖縄の本土復帰の評価

3. 沖縄と米軍基地

4. 基地と沖縄の経済

5. 沖縄戦の継承

6. 沖縄の現状と今後

7. おわりに

調査の単純集計結果とサンプル構成は，本
稿の最後に掲載している。

今回，郵送法で調査を行った結果，全国調
査の有効率は61.9％だったのに対し，沖縄県
内の調査は45.1％にとどまった。しかし，両調
査の回答者のサンプル構成をみると，男女や
年代ごとの比率に沖縄と全国で大きな違いは
なく，また，過去に同様のテーマで実施した
調査と比べても，回答傾向に，ゆがみなどは
みられなかったので，沖縄県内の調査につい
ても分析に耐えられる結果が得られたものと考

えている。
なお，過去の調査は個人面接法で実施して

おり，郵送法で実施した今回の調査とは調査
方法が異なるため結果を比較することはできな
い。しかし，意識の大まかな変化をみるため
に，過去の調査結果についても，適宜，紹介
していく。

─2.─沖縄の本土復帰の評価

（1）本土復帰の評価
本土復帰は『よかった』沖縄では8割超

沖縄が日本に返還されてから50年という節
目の年を迎えて，沖縄の人たちは本土復帰をど
のように評価しているのだろうか。

沖縄では，「とてもよかった」（39％）と「あ
る程度よかった」（45％）を合わせた『よかった

（とても＋ある程度）』2）が84％と多数を占め，
『よくなかった（まったく＋あまり）』の14％を大
きく上回った 3）。『よかった』と答えた人を男女
別，年層別にみると，いずれも8割から9割を
占めており，男女や年代による差はなかった。

全国では，『よかった 』が 93％で沖縄より
も多い。特に「とてもよかった」と回答した人
が全国は55％で沖縄（39％）を上回っている 

（図1）。
NHK放送文化研究所では，本土復帰前の

図 1　沖縄の本土復帰の評価
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1970年から，沖縄に関する世論調査を継続し
て実施してきた。本土復帰が沖縄の人たちにど
う評価されてきたか，参考までに，これまでの
調査の結果を紹介する（図2）。

沖縄が本土に復帰して『よかった 』と肯定
的に回答した人は，復帰翌年の1973年の調
査では38％だったが，その後，徐々に増えて，
2012年の前回の調査では78％に達していた。
一方，「よくなかった」など否定的に回答した人
は，1973年の調査では53％だったが，80年
代以降減少して，前回の調査では15％にまで
減っていた。

本土復帰を『よかった』と思う理由

「日本であることが望ましい」が5割

「経済的に発展した」が2割

本土復帰について『よかった』と答えた人は，
どのような点を評価したのだろうか。『よかった』
と思う理由を6つの選択肢（「その他」を含む）
から1つだけ選んでもらったところ，最も多かっ

たのは，沖縄，全国ともに「沖縄は日本である
ことが望ましいから」で，沖縄が50％，全国
が67％で，全国では7割近くにのぼる。2番目
に多かったのは，沖縄では，「経済的に発展し
たから」（22％）だったのに対し，全国では，「沖
縄の意向が尊重されるようになったから」（14％）
で，沖縄と全国で違いがみられた（図3）。

本土復帰を『よくなかった』と思う理由

「沖縄の意向が尊重されていない」と

「米軍基地が残り続けている」が4割

一方，本土復帰について『よくなかった』と
答えた人に理由を尋ねたところ，沖縄では，「沖
縄の意向が尊重されていないから」（44％）と

「アメリカ軍基地が残り続けているから」（40％）
が4割台で並び，ほかの理由を大きく上回った。
県民の意向に反して，復帰から50年たった今
も多くのアメリカ軍基地が沖縄に残り続けてい
ることが，『よくなかった 』という評価につな
がったといえよう（図4）。

図2　本土復帰の評価（1973年～ 2012年）
個人面接法〈参考〉

図 3　本土復帰を『よかった』と思う理由
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国の振興策は『役に立った』が8割

戦後，高度成長の道を歩んだ本土と切り離
されていた沖縄に対し，政府は，復帰直後から

「振興策」を実施して，沖縄の復興や本土との
格差の是正，経済発展に力を入れてきた（振興
策については「4. 基地と沖縄の経済」でも詳し
く述べる）。

こうした国の振興策について，沖縄の人たち
は，どのように思っているのかを尋ねたところ，

『役に立った（非常に＋ある程度）』が79％と約
8割を占め，『役に立たなかった（まったく＋あま
り）』の18％を大きく上回った（図5）。

回答に，男女や年代による差はほとんどな

く，幅広い年代で，多くの人が『役に立った』
と答えている。

太平洋戦争末期にアメリカ軍が上陸して地上
戦が繰り広げられて荒廃しきった沖縄は，復帰
直後からの振興策により，道路や港，上下水
道などのインフラが急速に整備され，生活が便
利になっていく。

そうした沖縄の発展が，国の振興策によって
もたらされたと思う人が，年代を問わず多いこ
とが調査結果からみてとれる。

このように，沖縄の本土復帰については，大
半の人が『よかった』と受け止め，国の振興策
についても，『役に立った』と評価している人が
圧倒的に多い。

（2）国の施策と沖縄県の意向
沖縄の意向を『踏まえていない』が6割

振興策に限らず，国の施策全般について，沖
縄の人たちが，どう評価しているのかを探るた
め，沖縄県に対する国の施策は，全体として，
どの程度，沖縄県の意向を踏まえていると思う
かを尋ねた。

その結果，沖縄県の意向を『踏まえていない
（まったく＋あまり）』と答えた人は60％で，『踏
まえている（十分に＋ある程度）』の38％を大き
く上回った（図6）。

男女別，男女年層別にみると，『踏まえてい
ない』と答えた人は，女性が65％で男性（54％）

図 4　本土復帰を『よくなかった』と思う理由
※該当者＝沖縄の本土復帰を『よかった』と回答した人

沖縄 110人　全国 70人

※沖縄調査で回答の多い順に表記

図 5　国の振興策は役に立ったか 図 6　国の施策は沖縄県の意向を踏まえているか
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よりも多く，特に女性の40・50代が70％，30
代以下（18 ～ 39歳）が66％で多い（図7）。

本土の人は沖縄の人の気持ちを

『理解していない』が5割超

さらに，沖縄と本土（ここでの本土は沖縄県
以外の都道府県という意味で使用）との関係
を把握するため，沖縄の人たちに，現在，本土
の人は，沖縄の人の気持ちを，どの程度理解
していると思うかを尋ねた。
『理解している（十分に＋ある程度）』と答え

た人が44％，『理解していない（まったく＋あま
り）』と答えた人が54％で，本土の人たちは沖
縄の人の気持ちを理解していないと思っている
人が半数を超えている（図8）。

こうした沖縄と本土との関係を詳しくみるた
め，過去の調査結果をみてみる。

復 帰翌年の1973年の調査では，『理 解し
ていない』がおよそ6割（59％）を占めていた
が，その後，『理解している』が徐々に増えて，
1987年の調査では，『理解している』（45％）と

『理解していない』（48％）が拮抗するようになっ
ていた。しかし，1992年の調査以降，再び，

『理解していない』が増加して，10年前の前回
（2012年）の調査では7割（71％）を占めるよう
になっていた（図9）。

今回の調査とは調査方法が異なるため単純
には比較はできないが，1992年以降，増加に
転じていた『理解していない』と思う人が，今
回は減少した可能性も考えられる。

本土の人は基地問題を理解していない

本土の人は沖縄の人の気持ちを『理解してい
ない』と答えた437人に，そう思う理由を自由

図 7　国の施策は沖縄県の意向を踏まえているか
（男女，男女年層別）

図 8　本土の人は沖縄の人の気持ちを
理解しているか

図 9　本土の人は沖縄の人の気持ちを理解しているか
（1973 年～ 2012 年）
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記述で答えてもらったところ，361人から回答を
得ることができた。

回答の多くは，アメリカ軍基地に関するもの
で，「米軍基地の負担が沖縄に集中しているこ
とを知らない」「沖縄にこんなにたくさんの米軍
基地があって，色々な問題が起こっているのを
放置しているから」「基地の大部分を沖縄にお
しつけておきながら，平気な顔で観光を楽しん
でいる」など，基地問題に苦しんでいる沖縄の
人々の気持ちを，本土の人はわかっていないと
いう意見が数多く寄せられた。

こうした沖縄の人々の意識が，アメリカ軍基
地や安全保障に対する態度に，どのように表
れているのか，次章で詳しくみていく。

─3.─沖縄と米軍基地

（1）沖縄の米軍基地と日米安保体制
沖縄の米軍基地を容認している人は

沖縄で6割，全国で8割

沖縄の人たちが本土復帰を願った大きな理由
の1つは，基地のない平和な島の暮らしを取り
戻すことだった。しかし，1972年に本土復帰
が実現しても，沖縄に返還されたアメリカ軍基
地はわずかで，ほとんどがそのまま残ることと
なった。その後，1995年に起きたアメリカ軍兵
士による少女暴行事件をきっかけに，基地の
撤去を求める声が高まり，翌96年には，普天
間基地などを返還することで日米両政府が合
意したが，沖縄には，依然として多くのアメリカ
軍施設が残っている。

こうした沖縄の基地問題に関連して，復帰後
も，沖縄にアメリカ軍基地が残っていることを
どう思うか，尋ねた。

沖縄では，「日本の安全にとって，やむを得

ない」が51％で最も多く，「日本の安全にとっ
て，必要だ」（11％）を合わせると，6割以上の
人が沖縄にアメリカ軍基地があることを容認し
ている。これに対し，「日本の安全にとって，
必要ではない」は19％，「日本の安全にとって，
かえって危険だ」は17％にとどまっている。

全国では，日本の安全にとって「やむを得な
い」が68％で沖縄（51％）を上回り，「必要だ」

（12％）を合わせると，沖縄のアメリカ軍基地を
容認している人は8割にのぼる（図10）。

過去の調査結果を参考までにみてみると，
「やむをえない」は，復帰直後の1972年は2割
程度（19％）だったが，その後は増えて，前回
の2012年は4割を超えて（45％）最も多くなっ
ている。これとは反対に，「かえって危険」は，
1972年は3割を超えて（36％）最も多かった
が，前回（2012年）は1割台（17％）にまで減っ
ていた。沖縄に基地が残っていることについて
は，「やむをえない」と思う人が，復帰から時
間がたつにつれて増えてきたことがわかる（図

11）。
沖縄に残るアメリカ軍基地について，沖縄で，

「必要だ」「やむを得ない」と肯定的に答えた人
と，「必要ではない」「かえって危険だ」と否定
的に答えた人を，男女別，年層別，支持政党
別にみてみる（図12）。

男女別にみると，男女ともに，『肯定的』な人

図 10　沖縄の米軍基地をどう思うか 無回答

かなり減った

やや減った

変わらない

やや増えた

かなり増えた現在（調査時）

緊急事態宣言下

無回答

「かえって危険だ」

「必要ではない」

「やむを得ない」

「必要だ」

無回答かなり
減った

やや
減った

やや
増えた

変わら
ない

かなり
増えた

134 23% 58

0

0

2

『増えた』 6% 『減った』81％

143 23 43 17

17% 60％

無回答かえって危険だ必要ではないやむを得ない必要だ

51% 19 17 211

68 14 512
1

全国

沖縄



42 AUGUST 2022

が『否定的』な人を大きく上回っている。また，
年層別にみると，復帰当時，20歳を超えてい
た70歳以上の人では，『肯定的』な人が45％，

『否定的』な人が50％で拮抗している。これに
対し，復帰当時，10 代であったり，まだ生ま
れていなかったりした60 代以下の人では，『肯

定的』な人が『否定的』な人を大きく上回り，
沖縄にアメリカ軍基地があることを肯定的に捉
えている人が多い。

また，支持政党別では，国政での与党支持
層と支持なし層では，『肯定的』な人が『否定
的』な人を上回っているが，野党支持層では，

『否定的』な人が『肯定的』な人を上回ってい
る。

日米安保体制に対する認識にも

沖縄と全国で大きなズレ

では，沖縄のアメリカ軍基地と密接な関わり
がある日本の安全保障について，人々はどのよ
うに考えているのだろうか。

日米安全保障条約が，日本の平和と安全に，
どの程度，役立っていると思うかを尋ねたとこ
ろ，沖縄では，『役立っている（非常に＋ある
程度）』が58％で，『役立っていない（まったく
＋あまり）』の39％を上回った。全国では，『役
立っている』と答えた人は82％で，沖縄を大き
く上回っている（図13）。

 

沖縄に残るアメリカ軍基地や日米安全保障
体制に対する認識は，全国よりも沖縄のほうが
否定的で，沖縄と全国とで認識にズレがある
ことがわかった。

図 11　沖縄に残る米軍基地をどう思うか
（1972年～ 2012年）

図 12　沖縄に残る米軍基地をどう思うか
（男女，年層，支持政党別）

図 13　日米安保条約は日本の安全に
役立っているか
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（2）日本を取り巻く安全保障環境
日本が戦争に巻き込まれる『危険がある』

沖縄，全国ともに8割

日本を取り巻く安全保障環境は，本土復帰
が実現した50年前と比べて大きく様変わりし
た。北朝鮮がミサイル発射や核実験を繰り返
し，周辺諸国に脅威を与えるようになったこと
に加え，海洋進出を進める中国も，沖縄県の
尖閣諸島沖などで領海侵犯を繰り返している。
こうした日本の安全保障環境については，人々
は，どのように認識しているのだろうか。

現在の世界の情勢から考えて，日本が戦争
や紛争に巻き込まれたり，他国から侵略を受け
たりする危険性が，どの程度あると思うかを尋
ねたところ，沖縄では，『危険がある（非常に＋
ある程度）』が82％と8割を占め，『危険はない

（まったく＋あまり）』の16％を大きく上回った。
全国も沖縄と同様で，日本の安全保障環境に
ついては，沖縄と全国で，認識に違いはなかっ
た（図14）。

 

中国と北朝鮮に脅威を『感じる』8割超

では，具体的には，どの国に脅威を感じて
いるのだろうか。中国，韓国，北朝鮮，ロシア
の4つの近隣諸国について，安全保障の面で，
どの程度脅威を感じるか尋ねたところ，中国と

北朝鮮に対しては，沖縄，全国ともに，8割以
上が脅威を感じていた。ロシアに対しては7割
前後（沖縄69％，全国75％），韓国に対しても
4割から5割（沖縄42％，全国54％）が脅威を
感じているが，ここでは，中国と北朝鮮につい
て詳しくみていく。

中国に対して脅威を『感じる（大いに＋ある程
度）』という人は，沖縄が87％，全国が89％で，

『感じない（まったく＋あまり）』（沖縄，全国とも
に10％）を大きく上回っている（図15）。

 

また，北朝鮮に対しても，脅威を『感じる（大
いに＋ある程度 ）』という人は，沖縄が84％，
全国が89％で，『感じない（まったく＋あまり）』

（沖縄13％，全国10％）を大きく上回っている
（図16）。

 
このように，中国と北朝鮮に対して脅威を感

じている人は，沖縄と全国は同程度で，差は
なかった。

図 14　日本が戦争や紛争に巻き込まれる
危険性があると思うか

図 15　中国に対する脅威

図 16　北朝鮮に対する脅威
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近隣諸国に脅威を感じている人のほうが

沖縄に米軍基地があることを容認

近隣諸国に対して脅威を感じている人は，沖
縄のアメリカ軍基地について，どのように思って
いるのだろうか。

中国に対して脅威を感じているかどうかで，
沖縄にアメリカ軍基地が残っているのは「やむ
を得ない」という回答に差があるかどうかをみ
てみる（図17）。

中国に対して脅威を『感じる』という人では，
54％と過半数が「日本の安全にとって，やむを
得ない」と答えているのに対し，脅威を『感じ
ない』という人では，「やむを得ない」と答えた
人は27％と少ない。

近隣諸国に脅威を感じている人のほうが，感
じていない人よりも，沖縄にアメリカ軍基地が
あるのは「やむを得ない」と思う人が多いので
ある。

 

（3）沖縄への自衛隊の配備
配備を容認する人が 8 割以上

ここで，日本の安全保障上，米軍基地とと
もに考えなければならない自衛隊への認識に
ついてもみてみる。

復帰後，沖縄に自衛隊が配備されていること
について，どう思うかを尋ねたところ，沖縄で
は，「日本の安全にとって，やむを得ない」が
47％で最も多く，次いで，「日本の安全にとって，
必要だ」が37％で，自衛隊の配備を容認する
人は8割を超えた。全国では，「やむを得ない」

（50％）と「必要だ」（45％）が合わせて9割を
超えていて，沖縄，全国ともに，自衛隊の配備
については，大半が容認している（図18）。

復帰直後の沖縄では，自衛隊の配備につい
て反対する声が多かった。太平洋戦争末期の
沖縄戦で旧日本軍が沖縄の住民を守ってくれ
なかったという思いや，再び本土の盾となるこ

図 17　沖縄の米軍基地「やむを得ない」
（中国への脅威を感じるかどうか別）

図 18　沖縄の自衛隊の配備をどう思うか

図 19　沖縄の自衛隊配備をどう思うか
（1975 年～ 2012 年）
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とへの抵抗感などから，反対運動も展開され
た。

過去の調査結果をみてみると，初めて自衛
隊の配備について尋ねた復帰3年後の1975年
の調査では，「必要」（21％）と「やむをえない」

（26％）は合わせて48％で，配備を容認する人
は半数以下だった。しかし，その後は，配備
を容認する人が増えて，前回の2012年には8割

（「必要」31％＋「やむをえない」52％）を超える
ようになっていた（図19）。

（4）在日米軍施設の沖縄への集中
『おかしいと思う』が沖縄では8割超

これまでに述べてきたとおり，日本の安全を
考えた場合，沖縄にアメリカ軍基地があること
を容認する人は沖縄でも多いが，ただ無条件に
容認しているわけではない。

図20は，在日アメリカ軍の専用施設のうち，
およそ70％が沖縄にあることについて，どう思
うかを尋ねた結果である。 

 

沖縄では，『おかしいと思う（どちらかといえ
ばを含む）』が85％と8割を超えて圧倒的に多
い。全国でも『おかしいと思う（どちらかといえ
ばを含む）』が79％で多いが，「おかしいと思う」
と答えた人だけをみると，沖縄は56％で，全国
の24％を大きく上回っている。当事者である沖

縄の人たちのほうが，より強く，おかしいと思っ
ていることがわかる。

事件・事故の不安を『感じる』が8割超

沖縄の人たちが，アメリカ軍基地が沖縄に集
中していることを不満に思う背景には，アメリカ
軍や関係者による事件や事故が後を絶たない
ことがある。

復帰前の1970年，度重なるアメリカ軍兵士に
よる犯罪に対してアメリカ側がとった対応に住
民の怒りが爆発した「ゴザ騒動」は有名だが，
復帰後も，アメリカ軍関係者による殺人や強盗
などの事件や戦闘機の墜落事故などが相次い
だ。1995年には，アメリカ軍兵士による少女
暴行事件が起き，沖縄県民の怒りは大きなうね
りとなって，日米両政府を普天間基地の返還合
意へと突き動かすこととなった。

復帰から50年がたった今，アメリカ軍基地が
あることによって，沖縄の人たちが事件や事故
に巻き込まれる不安を，どの程度感じているか
尋ねたところ，「非常に感じている」が38％，「あ
る程度感じている」が44％で，『感じている（非
常に＋ある程度）』という人は82％と8割を占
めている（図21）。

 

これを男女別にみると，不安を『感じている』
人は，女性（85％）のほうが男性（79％）よりも
多い。また，男女年層別にみると，不安を『感

図 20　米軍施設の沖縄集中をどう思うか

図 21　事件・事故に巻き込まれる不安
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じている』人は，男女ともに，60歳以上では9
割近くを占め，特に高齢層で不安が強いこと
がわかる（図22）。

 

（5）米軍基地の整理・縮小
沖縄では「進んでいない」が45％

こうした沖縄の負担を軽減するため，政府は
アメリカと交渉して普天間基地の返還で合意す
るなど基地の整理・縮小を進めている。

沖縄にあるアメリカ軍基地の整理・縮小が進
んだと思うかを尋ねたところ，沖縄では，「進ん
でいない」が45％で，「進んだ」と答えた人は
23％にとどまった。一方，全国では，「進んだ」
と答えた人は7％と少なく，多くの在日アメリカ
軍基地を抱える沖縄のほうが，「進んだ」と実
感している人が多い（図23）。

基地の整理・縮小に県民の意向反映されず

基地の整理・縮小が「進んでいない」と答え
た人に，そう思う理由を尋ねたところ，全国で
は，「他に基地を移転することが難しいため」が
34％で最も多かったが，沖縄では，「国がアメ
リカとの交渉を積極的に進めないため」が49％
で最も多く，およそ半数を占めている（図24）。

 

また，アメリカ軍基地の整理・縮小には，沖
縄県民の意向が，どの程度，反映されている
と思うかを尋ねたところ，「あまり反映されてい
ない」が48％で最も多く，「まったく反映されて
いない」（25％）を合わせた『反映されていない

（まったく＋あまり）』は73％にのぼり，『反映さ
れている（かなり＋ある程度）』の25％を大きく
上回った（図25）。

沖縄の人たちが基地の整理・縮小を何度も
国に要望してきたにもかかわらず，依然，実現
していないのは，国が積極的にアメリカと交渉
しないためだと思う人が多いことが，調査結果

図 22　事件・事故に巻き込まれる不安
（男女，男女年層別）

図 23　米軍基地の整理・縮小は進んだか 

図 24　整理 ･ 縮小が ｢ 進んでいない ｣ 理由
※該当者＝米軍基地の整理・縮小『進んでいない』と回答した人
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全国
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からうかがえる。
また，政府が実績として強調するアメリカ軍

基地の整理・縮小についても，沖縄県民の意
向が反映されていないと思っている人が多いこ
とが読みとれる。

（6）普天間基地の辺野古への移設
沖縄は『反対』63％，全国は『賛成』54％

では，そうした基地の整理・縮小の一環で
返還されることになった「普天間基地」につい
ては，どう思っているのだろうか。

普天間基地は，日米両政府が1996年に返
還に合意したが，アメリカ側は，ヘリコプター
部隊の拠点となっている基地を沖縄から完全に
撤去することには同意せず，代わりの施設が名
護市辺野古に作られることになり，移設のため
の工事が進められている。

この普天間基地の辺野古への移設について，
沖縄では，『反対（どちらかといえばを含む）』
が63％で，『賛成（どちらかといえばを含む）』
の34％を大きく上回った。これに対し，全国で
は，『賛成（どちらかといえばを含む）』が54％
で，『反対（どちらかといえばを含む）』の43％
を上回り，沖縄とは異なる結果となった（図

26）。
これについて，現在，沖縄に住んでいる人

のうち，沖縄で生まれた人と県外で生まれた人

で，回答に違いがあるかどうかをみてみた。
沖縄で生まれた人では，『反対』が66％で『賛

成』（32％）を大きく上回ったのに対し，沖縄県
外で生まれた人では，『賛成』（50％）と『反対』

（49％）が，いずれも5割程度で拮抗していた
（図27）。

同じ沖縄県民でも，沖縄で生まれたかどうか
で，基地の整理・縮小に対する考えに違いがあ
ることがわかった。

（7）沖縄の米軍基地は今後どうすべきか
「本土並みに少なくすべき」が沖縄で63％

これまでみてきたように，復帰後も残り続け
るアメリカ軍基地に対して，沖縄の人たちは強
い不満や不安を感じ，基地の整理・縮小を求め
る人が多いが，今後，どうすべきだと考えてい

図 25　米軍基地の整理・縮小に
沖縄県民の意向は反映されているか

図 26　普天間基地の辺野古移設への賛否

図 27　普天間基地の辺野古移設への賛否
（沖縄生まれかどうか別）

無回答
まったく反映されていない
あまり反映されていない
ある程度反映されている
かなり反映されている

沖縄
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るかを尋ねた（図28）。
沖縄では，「本土並みに少なくすべきだ」が

63％で最も多く，「現状のままでよい」は18％，
「全面撤去すべきだ」は16％だった。全国でも，
「本土並みに少なくすべきだ」が59％で最も多
いが，「現状のままでよい」は32％で沖縄よりも
多く，「全面撤去すべきだ」は7％で沖縄よりも
少ない。「もっと増やすべきだ」という人は，沖
縄，全国ともに1％で，ほとんどいなかった。

沖縄で，全面撤去を望む人が1割台と多くな
いが，前述したとおり，日本の安全を守るため
に，沖縄に基地があることを「やむを得ない」
と思う人が5割を占めるようになっていることを
考えれば，「せめて本土並みにまで減らしてほし
い」というのが，復帰から50年がたった沖縄の
人たちの率直な思いなのであろう。

沖縄の基地の整理・縮小は「進まない」

沖縄，全国ともに50％

今後，沖縄にあるアメリカ軍基地の整理・縮
小が進むと思っている人は，どれくらいいるの
だろうか。

沖縄では，「進む」と思っている人は14％と少
なく，「進まない」が50％で多数を占めた。全
国でも，「進まない」が50％で，「進む」と思っ
ている人は，わずか9％である（図29）。

「沖縄の基地を本土に分散」 沖縄では4割

では，どうすれば基地の整理・縮小が進む
と思うか，4つの具体的な方法を挙げて尋ねた

（図30）。

沖縄では，「沖縄にあるアメリカ軍基地を本
土に分散させる」が40％で最も多い。次いで，

「アメリカに基地の整理・縮小を強く働きかけ
る」が23％，「近隣諸国との緊張緩和に向けた
外交努力を強化する」が20％で並んでいる。

これに対し，全国では，「近隣諸国との緊張
緩和に向けた外交努力を強化する」が31％で
最も多く，次いで，「アメリカに基地の整理・縮
小を強く働きかける」と「アメリカ軍に依存しな
くても済むように自衛力を高める」がともに26％
で並んでいる。沖縄で最も多い「沖縄にあるア
メリカ軍基地を本土に分散させる」は，全国で
は，4つの選択肢の中で最も少ない14%にとど

図 28　沖縄の米軍基地をどうすべきか 図 29　沖縄の米軍基地の整理・縮小は進むと思うか

図 30　どうしたら整理・縮小が進むと思うか
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沖縄にあるアメリカ軍基地を本土に分散させる

アメリカに基地の整理・縮小を強く働きかける

その他 無回答

近隣諸国との緊張緩和に向けた外交努力を強化する

アメリカ軍に依存しなくても済むように自衛力を高める

沖縄にあるアメリカ軍基地を本土に分散させる

アメリカに基地の整理・縮小を強く働きかける

40% 2013 3 3

22

23

14 26 3126全国

沖縄



49AUGUST 2022

まっている。
沖縄では，アメリカ軍基地を撤廃するのは

難しいので，基地を本土に移して負担を減らす
のが最も現実的な方法だと考えている人が多
く，全国では，沖縄のアメリカ軍基地を「本土
並みに少なくすべきだ」と思いながらも，「本
土に分散させる」ことには賛同していない人が
多い。こうした意識の隔たりが，沖縄の人たち
の政府や本土に対する不満につながっている
といえよう。

─4.─基地と沖縄の経済

（1）米軍基地がなければ沖縄の経済は
      成り立たないか
沖縄では『そうは思わない』が5割以上

ここからは，基地と沖縄の経済の関係につ
いてみていく。

復帰後の沖縄は，国の手厚い振興予算によっ
て経済的にも発展してきた。日本の面積の1％
にも満たない沖縄に多くの在日アメリカ軍施設
が集中していることなども踏まえた措置で，復
帰した1972年から2022年3月までに13兆円余
りが投じられ，道路やダムなどのインフラの整
備や，観光産業の振興やIT企業の誘致などが
進められてきた。また，アメリカ軍関連の仕事
をする人や軍の施設で働く人もいて，基地は，
沖縄経済に一定の経済効果をもたらしている。

こうした中で，沖縄の経済は，アメリカ軍基
地がなければ，成り立たないと思うかどうかを
尋ねた（図31）。

沖縄では，『そうは思わない（どちらかといえ
ばを含む）』が56％で，『そう思う（どちらかと
いえばを含む）』の42％を上回っている。一方，
全国では，『そう思う』が58％で，『そうは思わ

ない』（41％）よりも多く，基地がなくても経済
が成り立つと思う人は沖縄のほうが多い。

また，沖縄の回答を年層別にみると，『そう
は思わない』と答えた人は，60歳以上の高齢
層では6割から7割で，『そう思う』を上回って
いるが，30代以下（18 ～ 39歳）の若年層では
4割前後で，『そう思う』を下回っている。

基地がなくても経済が成り立つと思う人は高
齢層で多く，若年層では，基地がなければ経
済が成り立たないと思う人が多い（図32）。

 
米軍基地は沖縄経済の発展に『プラスだ』

沖縄で49％，全国で66％

そうした高齢層と若年層の認識の違いは，ア

図 31　基地がなければ沖縄の経済は
  成り立たないと思うか

図 32　基地がなければ沖縄の経済は
成り立たないと思うか（年層別）
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メリカ軍基地の存在が，今後の沖縄経済の発
展にとって，プラスだと思うか，マイナスだと思
うかを尋ねた結果にも表れている。

全国では，『プラスだ（どちらかといえばを含
む）』と答えた人が66％で多かったが，沖縄で
は，『プラスだ（どちらかといえばを含む）』と答
えた人は49％，『マイナスだ（どちらかといえば
を含む）』が48％で意見が分かれた（図33）。

しかし，沖縄の回答を年層別にみると，『マ
イナスだ』と答えた人は，70歳以上の高齢層で
多く，『プラスだ』と答えた人は，30代以下（18
～ 39歳）の若年層で多い。

つまり，30代以下の若い年代では，「基地が
なければ沖縄の経済が成り立たない」と考え，

また，「基地があることは沖縄の経済にとって
プラスになる」と思っている人が多いのである

（図34）。

プラスの1番の理由は沖縄，全国ともに

「アメリカ軍関連の仕事があるから」

基地が沖縄経済の発展に『プラスだ』と答え
た人に，そう思う理由を尋ねたところ，最も多
かったのは，「アメリカ軍関連の仕事があるか
ら」で，沖縄が45％，全国が52％だった。こ
れに次いで，沖縄では，「国の予算措置がある
から」が25％，「沖縄県内の産業だけでは経済
が回らないから」が20％などとなっている（図

35）。

マイナスの1番の理由は沖縄，全国ともに

「基地以外への活用で経済効果が見込める」

同様に『マイナスだ』と答えた人に，そう思
う理由を尋ねたところ，最も多かったのは，沖
縄，全国ともに「土地を基地以外のものに活

図 33　基地は沖縄経済の発展にプラスかマイナスか

図 34　基地は沖縄経済の発展にプラスかマイナスか
（年層別）

図 35　基地が沖縄経済の発展に
『プラスだ』と思う理由

※該当者＝アメリカ軍基地の存在は『プラスだ』と回答した人
沖縄 395人　全国730人

※沖縄調査で回答の多い順に表記
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用した方が経済効果を見込めるから」で，沖
縄では69％と，およそ7割にのぼる。全国の
32％と比べると圧倒的に多い（図36）。 

（2）米軍基地と沖縄の暮らし
基地は暮らしや仕事に『役立っている』

沖縄では26％，全国では75％

次に，基地と沖縄の人々の暮らしとの関係を
みていく。

沖縄にアメリカ軍基地があることが，自分の
暮らしや仕事に役立っていると思うかどうかを
尋ねたところ，『役立っていない（どちらかとい
えばを含む）』と答えた人が72％で7割を超え，

『役立っている（どちらかといえばを含む）』の
26％を大きく上回った。

全国では，「沖縄にアメリカ軍の基地がある
ことは，沖縄の人々の暮らしや仕事に役立って
いると思うか」と尋ねたところ，『役立っている

（どちらかといえばを含む）』が75％で，『役立っ
ていない（どちらかといえばを含む）』の23％を

大きく上回り，沖縄とは対照的な結果となった
（図37・38）。

沖縄の結果を男女別にみると差はなかった
が，男女年層別にみると，『役立っていない』と
答えた人は，40代以上の中・高齢層が7割を
超えているのに対し，30代以下の若年層では，
男性が5割台（54％），女性も6割台（66％）で，
中・高齢層に比べると少なくなっている。

一方，『役立っている』と答えた人は，60歳
以上の高齢層では，男女ともに2割程度（男性
21％，女性18％）と少ないのに対し，30代以下
の若年層では，男性が4割台（45％），女性が
3割台（34％）で，いずれも全体（26％）を上回っ
ている。

このように，沖縄の30 代以下では，基地が
自分の暮らしや仕事に役立っていると思ってい
る人が，40 代以上に比べて多く，年代によっ
て，基地に対する意識に大きな違いがみられた

（図39）。

図 36　基地が沖縄経済の発展に
『マイナスだ』と思う理由

※該当者＝アメリカ軍基地の存在は『マイナスだ』と回答した人
沖縄 391人　全国 358人

※沖縄調査で回答の多い順に表記

図 37　基地は自分の暮らしや仕事に
役立っているか（沖縄）

図 38　基地は沖縄の人々の暮らしや
仕事に役立っているか（全国）
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『役立っていない』と思う理由

「事件などの弊害のほうが大きい」約6割

沖縄で，基地が自分の暮らしや仕事に『役
立っていない』と答えた人に，そう思う理由を
複数回答で尋ねた（図40）。
「アメリカ軍関係者による事件などの弊害の

ほうが大きいから」が59％で約6割にのぼる。
このほか，「自分の暮らしや仕事には関係がな
いから」（56％），「水の汚染など環境問題が起
きているから」（52％），「アメリカ軍機の墜落
や部品落下の不安が常にあるから」（52％），「騒
音問題に悩まされているから」（49％）が5割前
後で並んでいる。

このように，沖縄の人たちの多くは，基地が
自分たちの暮らしや仕事の役に立っていないと
思っているが，県外の人たちからは，そのこと
が十分に理解されていない。

また，沖縄の人たちが，「事件など弊害のほ
うが大きい」「米軍機の墜落などの不安が常に
ある」「騒音問題に悩まされている」と訴える基
地に対する不安は，復帰から50年たった今も
解消されず，さらに，「水の汚染など環境問題

が起きている」といった新たな弊害を訴える人
もいた。

その一方で，沖縄でも，若い年代では，基
地が暮らしや生活に役立っていると思う人が，
ほかの年代よりも多く，復帰から50年がたち，
世代交代が進む中で，基地に対する認識は変
わってきているようだ。

─5.─沖縄戦の継承

（1）沖縄戦に対する認識
沖縄の地上戦を『知っている』

沖縄で8割，全国で7割超

太平洋戦争で激しい地上戦が行われ，住民
を巻き込んだ戦闘により，20万人以上が犠牲
になった沖縄。忘れてはならない沖縄戦の歴史
を，人々はどう認識し，後世にどう伝えていこ

図 39　基地は自分の暮らしや仕事に役立っているか
（沖縄）（男女，男女年層別）

図 40　米軍基地が暮らしや仕事に
『役立っていない』理由【複数回答】

※該当者＝アメリカ軍基地の存在は暮らしに
『役立っていない』と回答した人 581人
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うとしているのだろうか。
まずは，太平洋戦争で，アメリカ軍が沖縄本

島に上陸して，地上戦が行われたことを，どの
程度，知っているかを尋ねた（図41）。

沖縄では，「よく知っている」が34％，「ある
程度知っている」が47％で，合わせて『知って
いる（よく＋ある程度 ）』は81％を占め，『知ら
ない（まったく＋あまり）』の17％を大きく上回っ
た。全国でも，『知っている』は73％にのぼり，

『知らない』は26％にとどまった。

「慰霊の日」を「知っていた」

沖縄では9割，全国では3割弱

沖縄県は，沖縄戦で旧日本軍の組織的な戦
闘が終わったとされる6月23日を「慰霊の日」と
して，毎年，戦没者の追悼式などを行っている。

この6月23日が沖縄の「慰霊の日」であるこ
とを知っていたかどうかを尋ねたところ，沖縄で
は，「知っていた」が92％で大半を占めたが，全

国では，「知らなかった」が72％にのぼり，「知っ
ていた」という人は27％にとどまった（図42）。

また，沖縄の回答を男女別や年層別にみる
と，いずれも9割以上の人が「知っていた」と
答えた（図43）。

沖縄が本土に復帰した日を「知っていた」

沖縄の若年層では5割にとどまる

また，沖縄が本土に復帰した日が5月15日で
あることを知っていたかどうかを尋ねたところ，
沖縄では，「知っていた」が73％で，「知らなかっ
た」の27％を大きく上回った。これに対し，全
国では，「知らなかった」が80％で，「知ってい
た」の20％を大きく上回った。

本土に復帰した日は，「慰霊の日」と同様に，
沖縄では広く知られているが，全国では知らな
い人が多い（図44）。

図 43　「慰霊の日」の認知度（男女，年層別）

図 41　沖縄の地上戦を知っているか

図 42　「慰霊の日」の認知度 図 44　本土に復帰した日の認知度
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ただ，沖縄の回答を詳しくみると，男女では
差はないが，年層別では，「知っていた」と答
えた人が，60代以上では9割程度を占めるの
に対し，20代以下（18 ～ 29歳 ）では49％と
5割程度にとどまり，「知らなかった」と答えた
人（51％）と拮抗している。沖縄でも，若い年
代では，本土に復帰した日を知らない人が多く
なっているのである（図45）。

（2）沖縄戦をどう継承するか
沖縄戦の歴史は『継承されていない』

全国で7割超，沖縄で5割超

終戦から今年で77年。戦争を体験した人が
少なくなる中，沖縄戦の歴史は継承されている
のだろうか。

戦争を経験していない世代に，沖縄戦の歴
史が，どの程度，継承されていると思うかを尋
ねたところ，全国では，『継承されていない（まっ
たく＋あまり）』が73％で，『継承されている（十
分に＋ある程度）』の26％を大きく上回ったが，
戦場となった沖縄でも，『継承されていない』が
54％で，『継承されている』の44％を上回る結
果となった（図46）。

沖縄戦の歴史を『知りたいと思う』

沖縄で約9割，全国で約8割

そもそも，沖縄戦の歴史に関心がある人は，
どれくらいいるのだろうか。

沖縄戦の歴史を，どの程度，知りたいと思う
かを尋ねたところ，沖縄では，「とても知りたい
と思う」が43%，「ある程度知りたいと思う」が
46％で，合わせて『知りたいと思う（とても＋あ
る程度）』は約9割（89％）を占めた。全国では，

「とても知りたいと思う」が20％で，沖縄（43％）
より少なかったものの，「ある程度知りたいと
思う」を合わせた『知りたいと思う』は約8割

（79％）を占めて，関心の高さをうかがわせた
（図47）。

 

　
『知りたいと思う』と回答した人を年層別に

みると，沖縄では，どの年代も8割から9割以
上，全国でも8割前後で，若い人たちも高い関
心を持っている（図48）。

図 45　本土に復帰した日の認知度（男女，年層別）

図 46　沖縄戦の歴史は継承されているか

図 47　沖縄戦の歴史を知りたいか

沖縄 知らなかった

沖縄 知っていた

0

20

40

60

80

100

沖縄

70歳
以上

60
代

50
代

40
代

30
代

18～
29歳

男
性

女
性

（％） 沖縄　知っていた
沖縄　知らなかった

74

25

72

28

51

72

28
10

90

12

87

49
44

56
64

36

無回答

まったく継承されていない

あまり継承されていない

ある程度継承されている

十分に継承されている

無回答まったく
継承されて
いない

あまり
継承されて
いない

ある程度
継承されて
いる

十分に
継承されて
いる

『継承されている』44% 『継承されていない』54％

26% 73％

42% 50 242

25 652 8
1

全国

沖縄

無回答

まったく知りたいとは思わない

あまり知りたいとは思わない

ある程度知りたいと思う

とても知りたいと思う

無回答まったく
知りたい
とは思わない

あまり
知りたい
とは思わない

ある程度
知りたい
と思う

とても
知りたい
と思う

『知りたいと思う』89% 『知りたいとは思わない』9％

79% 20％

46 2843%

59 1920
1 1

1

全国

沖縄



55AUGUST 2022

沖縄戦の歴史継承に『力を入れた方がいい』

沖縄，全国ともに9割

このように，沖縄戦に関心がある人は，全
国でも多く，若い人たちの関心も高いようだが，
沖縄戦の歴史の継承については，人々はどのよ
うに考えているのだろうか。

沖縄戦の歴史を継承していくことについて，
どの程度，力を入れた方がいいと思うかを尋ね
たところ，沖縄では，「かなり力を入れた方が
いい」が48％で，「ある程度力を入れた方がい
い」（46％）を合わせると，『力を入れた方がいい

（かなり＋ある程度）』と答えた人は9割を超え
て（94％）大半を占めた。全国では，「かなり力
を入れた方がいい」は26％にとどまったが，「あ
る程度力を入れた方がいい」（64％）を合わせる

と，『力を入れた方がいい（かなり＋ある程度）』
と答えた人は9割（90％）にのぼる（図49）。

 
沖縄戦の継承で力を入れるべきこと

沖縄戦の歴史を継承していくことに力を入れ
るべきだと思っている人が，沖縄，全国ともに
大半を占めたが，沖縄戦を後世に伝えていくた
めに，特に力を入れた方がよいと思うことを，
選択肢の中から，いくつでも選んでもらった（図

50）。

 
沖縄，全国ともに上位3つは同じで，最も多

かったのは「体験者の証言を映像や文章で残
す」で，沖縄が82％，全国が73％にのぼる。2
番目に多いのは「学校で子どもたちに教える」

（沖縄75％，全国65％），3番目が「戦争の遺

図 48　沖縄戦の歴史を『知りたいと思う』（年層別）

図 49　沖縄戦の継承に力を入れるべきか

図 50　沖縄戦の継承で力を入れるべきこと【複数回答】
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跡を保存して多くの人に見てもらう」（沖縄53％，
全国50％）だった。

沖縄，全国ともに，戦争体験者の証言や戦
争の遺跡を残して多くの人に見てもらうことや，
誰もが学べる学校で子どもたちに教えるべきだ
と考えている人が多い。

また，戦争を経験していない人が社会の大
勢を占めるようになる中で，沖縄では，4割以
上の人が「体験を語り継ぐ『語り部』を増やす」

（45％）ことや「テレビや新聞などのマスメディ
アが報道する」（45％）ことを選び，4割近くの
人が「映画やドラマ，演劇で伝える」（39％）こ
とや「アニメや漫画で伝える」（36％）ことにも
力を入れるべきだと回答している。

今回の調査で，多くの人が，沖縄戦の歴史
の継承に力を入れることを望んでいることがわ
かった。沖縄戦について学ぶことは，戦争の
悲惨さや平和の尊さを知るだけではなく，アメ
リカ軍基地の負担を過重に強いられている沖縄
の人たちの気持ちを理解するためにも必要で，
学習の機会や場を増やす取り組みが求められて
いる。

─6.─沖縄の現状と今後

（1）沖縄の現状をどうみているか
現状に『満足』『不満足』 いずれも約5割

最後に，沖縄の現状とこれからについてみ
ていく。

沖縄の人たちに，沖縄の現状に満足してい
るかどうかを尋ねたところ，『満足している（非
常に＋ある程度 ）』が51％，『満足していない

（まったく＋あまり）』が48％で，意見が分かれ
た（図51）。

沖縄の現状に満足しているかどうかを，アメ

リカ軍基地に対する意識の違いでみてみる（図

52）。
「復帰後も，沖縄にアメリカ軍基地が残って

いることについて，どう思うか」という質問に
対して，日本の安全にとって「必要ではない」

「かえって危険だ」と『否定的 』に答えた人で
は，沖縄の現状に『満足していない』人が59％
で全体（48％）よりも多く，『満足している』人
は40％にとどまった。これとは反対に，アメリ
カ軍基地について「必要だ」「やむを得ない」と

『肯定的』に答えた人では，『満足している』人
が58％と多かった。

また，「沖縄にあるアメリカ軍基地の整理・ 
縮小は，進んだと思うか」という質問に対して，

図 51　沖縄の現状に満足しているか

図 52　沖縄の現状に満足しているか
（沖縄の米軍基地について「どう思うか」

「整理・縮小は進んだか」の回答別）
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「進んでいない」と答えた人では，『満足してい
ない』と回答した人が59％で全体（48％）を上
回って多かった。

このように，沖縄に残るアメリカ軍基地の現
状に対して，否定的な考えを持つ人では，沖縄
の現状について『満足していない』人が多く，
肯定的な考えを持つ人では，『満足している』人
が多くなっている。

沖縄の将来の見通し

『明るい』が6割，『明るくない』が4割弱

それでは，沖縄の将来については，どう考え
ているのだろうか。

沖縄の将来に対して，どのような見通しを
持っているかを尋ねたところ，『明るい（とても
＋まあ）』と答えた人が，全国では7割（73％）
を超えたが，沖縄では，6割（62％）で全国を
下回った（図53）。

この質問についても，アメリカ軍基地に対す
る意識の違いでみてみたところ，前述した沖縄
の現状への満足度と同様に，沖縄に残るアメ
リカ軍基地に対して，肯定的な考えを持つ人で
は，沖縄の将来の見通しは『明るい』と答えた
人が多く，否定的な考えを持つ人では，『明る
くない』と答えた人が多かった（図54）。

（2）沖縄の今後の課題
「貧困や格差の解消」が 77％で最も多い

次に，これからの沖縄にとって重要な課題
は何だと思うか，選択肢の中から，いくつでも
選んでもらった結果を図55に示す。

沖縄では，「貧困や格差の解消」が77％で
最も多く，次いで，「経済の自立・産業の振興」
が68％，「子どもの学力向上」が64％，「アメリ
カ軍基地の整理・縮小」と「自然環境の保護」
がそれぞれ61％，「医療・福祉の充実」が60％
などとなった。

一方，全国では，「自然環 境の保 護 」が
64％，「アメリカ軍基地の整理・縮小」が61％
で並んで多く，次いで，「経済の自立・産業の
振興」が50％，「沖縄の歴史の継承」が49％な
どとなっている。

全国の人たちが，環境保護や基地の整理・
縮小など社会全体に及ぶ課題を挙げたのに対
し，沖縄の人たちは，貧困や経済の自立，子
どもの学力向上など生活に直結した身近な課題
をより多く挙げている。

図 54　沖縄の将来の見通し
（沖縄の米軍基地について「どう思うか」

「整理・縮小は進んだか」の回答別）

図 53　沖縄の将来の見通し
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沖縄で最も多かった「貧困や格差の解消」に
ついては，沖縄県が行った調査でも同様の結
果が出ている。沖縄県は，2015年度に実施し
た「沖縄子ども調査」の結果から，県内では，
およそ30％の子どもが貧困であると推計される
と発表した4）。これを受けて，2018年度の「県
民意識調査 」で，県が重点的に取り組むべき
施策の質問の選択肢に，「子どもの貧困対策の
推進 」が加えられ 5），調査した結果，回答は
42％で最も多かった。同じ2018年度の沖縄の1
人当たりの県民所得は239万円余りで，都道府
県で最下位になっている6）。

沖縄では，産業の約8割を観光を中心とした
サービス産業が占めており，雇用の場が不足し

ていることから失業率が高く，産業の振興や雇
用対策とともに，これからの沖縄を担う子ども
の貧困対策を含めた格差の是正が重要な課題
となっている。

（3）沖縄の誇りと魅力
沖縄の誇りは「豊かな自然」が 7割

「音楽や芸能」「家族を大切に」などが6割超

これからの沖縄を考えるために，沖縄の人た
ちには「沖縄の誇り」を，全国の人たちには「沖
縄の魅力」を尋ねた結果を紹介する。

沖縄の人々が思う「沖縄の誇り」については，
「豊かな自然」が71％で最も多く，次いで，「沖
縄の音楽や芸能 」が66％，「家族や親戚を大
切にしていること」が61％，「沖縄の食文化 」

図 55　沖縄の重要な課題【複数回答】

図 56　沖縄の誇り（沖縄）【複数回答】
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に感じている以上に，沖縄では，多くの人が
誇りに思っている。また，「家族や親戚を大切
にしていること」や「助け合いの気持ちが強い
こと」といった家族の絆や人との関係を大事に
していることも，沖縄の人たちの誇りとなって
いる。

そうした沖縄の人たちの気持ちを理解して，
沖縄との関わり方や沖縄の振興のあり方を考
えていく必要がある。

─7.─おわりに

復帰から50年がたった沖縄は，経済的にも
発展し，本土に復帰して「よかった」と思う人
が大半を占めるようになった。しかし，復帰前
に多くの住民が望んでいた基地のない暮らしは
実現せず，アメリカ軍基地が残されている現状
を「やむを得ない」と考える人も増えてきた。そ
れでも，基地を「本土並みに少なくすべきだ」
と思っている人は多数を占めている。

その一方で，中国の海洋進出などによって，
日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増して
おり，沖縄の人たちが望む基地の整理・縮小は
先行きが不透明だ。身近な場所に基地がある
ことで生活への影響は避けられず，「事件・事
故に巻き込まれる不安」や「水の汚染」「騒音
問題」など，日々の生活への影響は，これから
も続く。日本の国土の1％にも満たない沖縄に，
在日アメリカ軍基地の約70％が集中している。
過重な負担を強いられてきた沖縄の人々の不満
や不信によって，政府が進める普天間基地の
辺野古への移設には，県民の多くが『反対』し
ている。出口の見えない基地問題とどう向き
合っていくのか。沖縄の人々に，50年前と変わ
らない課題がこれからも重くのしかかる。

図 57　沖縄の魅力（全国）【複数回答】
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が60％で多数を占めた。これに対し，「観光リ
ゾート地」（34％）や「歌手やスポーツ選手など
活躍している人が多いこと」（29％）は，3割程
度にとどまった（図56）。

一方，全国の人々が思う「沖縄の魅力」につ
いては，「豊かな自然」が83％で最も多く，次
いで「観光リゾート地」が65％，「沖縄の音楽
や芸能」が45％，「沖縄の食文化」が36％など
となっている（図57）。
「豊かな自然」が，沖縄の誇りであり，魅力

でもあることは，誰もが認めるところだが，「観
光リゾート地」は，全国の人たちが魅力を感じ
ているほどには，沖縄の人たちは誇りに思って
はいない。これに対し，「沖縄の音楽や芸能」
や「沖縄の食文化 」は，全国の人たちが魅力
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一方，経済が発展し，観光リゾート地化が進
んで，全国や海外からも大勢の人が沖縄を訪れ
るようになった。温暖な気候や豊かな自然など，
沖縄の魅力にあこがれ，移住する人も増えてい
る。そうしたイメージとは裏腹に，沖縄の人た
ちの多くは，「貧困や格差の解消」を望んでい
る。本土との経済格差を解消する目的で国が
進めてきた振興策によって道路などのインフラ
の整備は進んだが，県外との所得格差は解消
されず，子どもの貧困対策が県政の重要課題に
なっている。

先の大戦で，多くの犠牲者を出した沖縄。
戦争が終わったあとにやってきたアメリカ軍。
本土復帰によって基地がなくなることを期待し
ながら，50年たった今も，アメリカ軍基地は残
り続けている。その一方で，歴史に振り回され
続けてきた沖縄で，若い人たちを含めて多くの
人が沖縄戦の歴史を知り，語り継いでいきた
いと思っていることも，今回の調査で確認でき
た。

本調査は，復帰50年にあたって，今の沖縄
の人々の思いを知ることを目的に行ったが，そ
の役割は十分果たせたのではないかと考えて
いる。この結果を沖縄の人たちだけでなく，全
国の人たちにも見ていただいて，ともに沖縄を
考えるきっかけにしてもらえれば幸いである。

（なかがわ かずあき/なかやま じゅんのすけ）

注:
 1） 本土復帰2年前の1970年にNHKが沖縄で行っ

た世論調査で，「復帰後の沖縄のアメリカ軍基地
をどうしたらよいと思うか」を尋ねたところ，「即
時全面撤去する」が19％，「段階的に縮小し，将
来は全面撤去する」が32％，「本土なみに縮小す
る」が24％，「今までどおりでよい」が12％，「もっ
と強化すべきだ」が2％で，アメリカ軍基地の撤
去や縮小を求める意見が75％を占めた（松本栄治

「沖縄の住民意識 国政参加選挙調査結果を中心
として」『文研月報』1971年4月号）。

 2） 選択肢を囲う『 』は複数の選択肢を合算している
場合，「 」は単独の場合を示している。なお，『 』
の％は単独の選択肢の%を単純に足し合わせた
ものではなく，各選択肢の実数を足し合わせて
再計算したものである。

 3） 本稿で結果（％）を比較して「上回った」「増えて」
「減って」「多い」「少ない」などと表現しているの
は，信頼度95％の検定の結果，有意差が認めら
れたものである。数字を比べて差があるようにみ
えても有意差がない場合がある。

 4） 沖縄県「沖縄子ども調査 調査結果概要版」（平
成28年3月25日）
https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/
kodomomira i/kodomotyosa/documents/
okinawakodomotyousagaiyouban.pdf

 5） 沖縄県企画部「第10回県民意識調査報告書」（平
成31年3月）
https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/
chosei/seido/h30chousa.html

 6） 内閣府「県民経済計算（平成18年度－平成30
年度）（2008SNA，平成23年基準計数）」
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_
list/kenmin/files/contents/main_2018.html
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「復帰 50 年の沖縄に関する意識調査（沖縄・全国調査）」単純集計結果

―アメリカ統治下の認知―
第1問　あなたは，戦後，沖縄がアメリカの統治下にあったこ

とを，どの程度，知っていますか。次の中から，1つだけ選
んでください。

（全国調査は第1問）
 沖縄 全国
 1. よく知っている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.4 20.6%
 2. ある程度知っている ‥‥‥‥‥‥‥‥ 48.8 50.0
 3. あまり知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.7  25.5
 4. まったく知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.7  3.7
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4  0.3

―本土復帰の日を知っているか―
第2問　沖縄は1972年（昭和47年）に本土（日本）に復帰し

ました。あなたは，沖縄が本土に復帰した日が5月15日で
あることを知っていましたか。それとも，知りませんでした
か。次の中から，1つだけ選んでください。

（全国調査は第2問）
 沖縄 全国
 1. 知っていた ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 72.8 19.6%
 2. 知らなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.8 79.6
 3. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.4 0.8

―本土復帰の評価―
第3問　沖縄が本土に復帰して，まもなく50年になります。

この50年をふりかえったとき，あなたは，本土復帰につい
て，どのように思いますか。次の中から，1つだけ選んでく
ださい。

（全国調査は第3問）
 沖縄 全国
 1. とてもよかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.7  54.7%
 2. ある程度よかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.4 38.4
 3. あまりよくなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.9 5.5
 4. まったくよくなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥1.6 0.8
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3 0.6

―復帰『よかった』理由―
【第3問で「1」「2」を選んだ方にお聞きします】
第4問　そう思う理由は何ですか。あなたのお考えに最も近い

ものを，次の中から，1つだけ選んでください｡
（該当者質問）（全国調査は第4問）

 沖縄 全国
 1. 経済的に発展したから ‥‥‥‥‥‥‥ 22.3  7.7%

 2. 沖縄は日本であることが
  望ましいから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49.8 67.1
 3. アメリカ軍基地の返還が進んだから ‥‥4.4 2.2
 4. 県外や外国との交流が
  盛んになったから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.2 7.6
 5. 沖縄の意向が
  尊重されるようになったから ‥‥‥‥‥8.2 14.2
 6. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.9 1.2                   
 7. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3 0.1

（該当者=683人　1,038人）

―復帰『よくなかった』理由―
【第3問で「3」「4」を選んだ方にお聞きします】
第5問　そう思う理由は何ですか｡あなたのお考えに最も近い

ものを，次の中から，1つだけ選んでください｡
（該当者質問）（全国調査は第5問）

 沖縄 全国
 1. アメリカ軍基地が
  残り続けているから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.0 52.9%
 2. 観光開発などが進み，
  自然が失われつつあるから ‥‥‥‥‥‥6.4 4.3
 3. 沖縄の伝統的な文化が
  失われつつあるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8 7.1
 4. アメリカの文化に触れる機会が
  減ったから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.7 1.4
 5. 沖縄の意向が尊重されていないから ‥ 43.6 24.3
 6. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.6 7.1
 7. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8 2.9

（該当者=110人　70人）

―復帰50年間の印象的な出来事【複数回答】―
第6問　本土復帰から50年間の出来事で，あなたが強く印象に

残っているものを，次の中からいくつでも選んでください。
（全国調査は第6問）

 沖縄 全国
 1. ドルから円への通貨の変更
  （1972年・昭和47年） ‥‥‥‥‥‥‥ 55.8 26.7%
 2. 沖縄国際海洋博覧会の開催
  （1975年・昭和50年） ‥‥‥‥‥‥‥ 31.0 16.6
 3. 自動車の左側通行など交通方法の変更
  （1978年・昭和53年） ‥‥‥‥‥‥‥ 55.9 21.3
 4. 国民体育大会（海邦国体）の開催
  （1987年・昭和62年） ‥‥‥‥‥‥‥ 14.0 3.9

1.調査目的：今年5月に，沖縄県が本土に復帰してから50年を迎えるのを前に，米軍基地や日米安全保障体制，沖縄の経済，これか
らの沖縄などについて，人々がどのような考えを持っているのか，沖縄県と全国で調査を実施して把握する。

2.調査期間：2022年2月2日（水）～3月25日（金）
3.調査方法：郵送法
4.調査対象：沖縄県 18歳以上　全国 18歳以上
5.調査相手：住民基本台帳から層化無作為2段抽出 

沖縄県 1,800人（12人×150地点）　全国 1,800人（12人×150地点）
6.有効数（率）：沖縄県 812人（45.1％） 　全国 1,115人（61.9％）

NHK放送文化研究所のウェブサイトを参照
（http://www.nhk.or.jp/bunken/yoron/nhk/process/sampling.html）
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 5. 首里城正殿の復元
  （1992年・平成4年） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 27.2 26.3
 6. 米軍兵士による少女暴行事件で
  県民総決起大会（1995年・平成7年） 51.5 41.3
 7. 日米両政府が普天間基地の返還で合意
  （1996年・平成8年） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.9 22.8
 8. 安室奈美恵さんのファッションがブーム
  （アムラー現象）（1996年・平成8年） ‥ 30.3 42.7
 9. 沖縄尚学高校が甲子園で沖縄県勢として
  初優勝（1999年・平成11年） ‥‥‥‥ 48.9 22.3
 10. 九州・沖縄サミットの開催
  （2000年・平成12年） ‥‥‥‥‥‥‥ 37.6 26.5
 11. 琉球王国のグスクなどが
  世界文化遺産登録
  （2000年・平成12年） ‥‥‥‥‥‥‥ 22.2 8.9
 12. 沖縄美ら海水族館がオープン
  （2002年・平成14年） ‥‥‥‥‥‥‥ 39.7 32.9
 13. 沖縄都市モノレールが開業
  （2003年・平成15年） ‥‥‥‥‥‥‥ 49.8 6.6
 14. 米軍ヘリコプターが
  沖縄国際大学に墜落
  （2004年・平成16年） ‥‥‥‥‥‥‥ 59.4 33.4
 15. 興南高校が甲子園で春夏連覇
  （2010年・平成22年） ‥‥‥‥‥‥‥ 47.4 17.0
 16. 辺野古への基地移設で土砂投入始まる
  （2018年・平成30年） ‥‥‥‥‥‥‥ 36.2 33.6
 17. 首里城正殿が火災で焼失
  （2019年・令和元年）  ‥‥‥‥‥‥‥ 74.1 77.8
 18. 新型コロナウイルス感染拡大で
  全国最長の緊急事態宣言
  （2021年・令和3年）  ‥‥‥‥‥‥‥ 48.4 36.7
 19. 沖縄本島北部と西表島などが
  世界自然遺産登録
  （2021年・令和3年）  ‥‥‥‥‥‥‥ 25.2 27.6
 20. 東京五輪の空手で喜友名諒選手が
  沖縄県出身者初の金メダル
  （2021年・令和3年） ‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.9 25.5
 21. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1 1.1
 22. 特にない  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4 3.3
 23. 無回答  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2 0.4

―沖縄の米軍基地―
第7問　復帰後も，沖縄には，アメリカ軍の基地が残っていま

す。このことについて，あなたは，どう思いますか。次の中
から，1つだけ選んでください。

（全国調査は第7問）
 沖縄 全国
 1. 日本の安全にとって，必要だ ‥‥‥‥ 10.6 11.5%
 2. 日本の安全にとって，やむを得ない ‥ 50.7 68.0
 3. 日本の安全にとって，必要ではない ‥ 19.3 13.7
 4. 日本の安全にとって，
  かえって危険だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.4  5.4
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0 1.4

―日米安保は日本の安全に役立っているか―
第8問　あなたは，日米安全保障条約が日本の平和と安全に，

どの程度，役立っていると思いますか。次の中から，1つだ
け選んでください。

（全国調査は第8問）
 沖縄 全国
 1. 非常に役立っている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.7 17.3%
 2. ある程度役立っている ‥‥‥‥‥‥‥ 48.3 64.3
 3. あまり役立っていない ‥‥‥‥‥‥‥ 29.9 15.5
 4. まったく役立っていない ‥‥‥‥‥‥  9.2 1.7
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8 1.2

―日米同盟を今後どうすべきか―
第9問　あなたは，日米安全保障条約に基づくアメリカとの同

盟関係を，今後どうしていくべきだと思いますか。次の中か
ら，1つだけ選んでください。

（全国調査は第9問）
 沖縄 全国
 1. 同盟関係をより強化していくべきだ ‥ 16.7 18.7%
 2. 現状のまま維持していくべきだ ‥‥‥ 34.7 57.0
 3. 協力の度合いを
  今より減らしていくべきだ ‥‥‥‥‥ 33.7 19.7
 4. 日米安全保障条約の解消を
  目指していくべきだ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.1 2.9
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.7 1.7

―日本の安全を守る方策―
第10問　あなたは，これからの日本の安全を守っていくうえ

で，どのような方法が一番よいと思いますか。次の中から，
1つだけ選んでください。

（全国調査は第10問）
 沖縄 全国
 1. ある程度の防衛力を持って，
  アメリカとの協力関係を続けていく ‥ 38.3 52.8%
 2. 国連に協力して，
  国際的な安全保障体制を築いていく ‥ 40.4 35.2
 3. 日本独自の防衛力だけで，
  外国からの侵略に備えていく ‥‥‥‥‥6.2 5.6
 4. いっさいの防衛力を持たないで，
  中立を保っていく ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.7 4.3
 5. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.7 0.5
 6. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.7 1.5

―沖縄への自衛隊配備―
第11問　復帰後，沖縄には，自衛隊が配備されています。こ

のことについて，あなたは，どう思いますか。次の中から，
1つだけ選んでください。

（全国調査は第11問）
 沖縄 全国
 1. 日本の安全にとって，必要だ ‥‥‥‥ 37.1 45.2%
 2. 日本の安全にとって，やむを得ない ‥ 47.4 49.5
 3. 日本の安全にとって，必要ではない ‥‥7.0 2.9
 4. 日本の安全にとって，
  かえって危険だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.3 0.9
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2 1.5
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―南西諸島への自衛隊配備―
第12問　政府は，中国の海洋進出に備えて，新たに宮古島や

石垣島などの南西諸島に，自衛隊の配備を進めています。こ
のことについて，あなたは，どう思いますか。次の中から，
1つだけ選んでください。

（全国調査は第12問）
 沖縄 全国
 1. 日本の安全にとって，必要だ ‥‥‥‥ 30.5 40.4%
 2. 日本の安全にとって，やむを得ない ‥ 44.8 49.2
 3. 日本の安全にとって，必要ではない ‥ 10.6 6.2
 4. 日本の安全にとって，
  かえって危険だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.2 2.2
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8 2.0

―沖縄の米軍基地の今後―
第13問　あなたは，沖縄にあるアメリカ軍基地について，どの

ように考えていますか。次の中から，1つだけ選んでください。
（全国調査は第13問）

 沖縄 全国
 1. 全面撤去すべきだ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.3 7.2%
 2. 本土並みに少なくすべきだ ‥‥‥‥‥ 63.2 59.0
 3. 現状のままでよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.9 31.8
 4. もっと増やすべきだ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0 0.6
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7 1.3

―米軍基地の整理・縮小は進んだか―
第14問　あなたは，沖縄にあるアメリカ軍基地の整理・縮小

は，進んだと思いますか。それとも，進んでいないと思いま
すか。次の中から，1つだけ選んでください。

（全国調査は第14問）
 沖縄 全国
 1. 進んだ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 23.2 7.1%
 2. 進んでいない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.4 40.9
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.6 51.4
 4. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8 0.6
 
―整理・縮小が進んでいない理由―

【第14問で「2」を選んだ方にお聞きします】
第15問　基地の整理・縮小が「進んでいない」理由は何だと思

いますか。次の中から，あなたのお考えに最も近いものを，
1つだけ選んでください。

（該当者質問）（全国調査は第15問）
 沖縄 全国
 1. 国がアメリカとの交渉を
  積極的に進めないため ‥‥‥‥‥‥‥ 48.5 28.3%
 2. アメリカ軍が沖縄の基地を
  重視しているため ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18.7 23.9
 3. 他に基地を移転することが
  難しいため ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.3 34.2
 4. 日米安全保障条約があるため ‥‥‥‥‥9.8 9.4
 5. 県民が望んでいないため ‥‥‥‥‥‥‥3.0 2.6
 6. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.4 1.1
 7. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3 0.4

（該当者=369人　456人）

―基地の整理・縮小で県民の意向は（沖縄）―
第16問　あなたは，沖縄にあるアメリカ軍基地の整理・縮小

について，沖縄県民の意向が，どの程度，反映されていると
思いますか。あなたのお考えに最も近いものを，次の中から，
1つだけ選んでください。

 沖縄 
 1. かなり反映されている ‥‥‥‥‥‥‥‥1.7%
 2. ある程度反映されている ‥‥‥‥‥‥ 23.5
 3. あまり反映されていない ‥‥‥‥‥‥ 48.0
 4. まったく反映されていない ‥‥‥‥‥ 24.9
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8

―基地の整理・縮小は進むか―
第17問　あなたは，今後，沖縄にあるアメリカ軍基地の整理・

縮小は，進むと思いますか。それとも，進まないと思います
か。次の中から，1つだけ選んでください。

（全国調査は第16問）
 沖縄 全国
 1. 進む ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.9 8.7%
 2. 進まない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.4 50.0
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.5 40.8
 4. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2 0.4

―基地の整理・縮小はどうしたら進むか―
第18問　あなたは，沖縄にあるアメリカ軍基地の整理・縮小

は，どうしたら進むと思いますか。次の中から，あなたのお
考えに最も近いものを，1つだけ選んでください。

（全国調査は第17問）
 沖縄 全国
 1. アメリカに基地の整理･縮小を
  強く働きかける ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.5 25.5%
 2. 沖縄にあるアメリカ軍基地を
  本土に分散させる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39.9 13.7
 3. アメリカ軍に依存しなくても済むように
  自衛力を高める ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12.9 25.7
 4. 近隣諸国との緊張緩和に向けた
  外交努力を強化する ‥‥‥‥‥‥‥‥ 19.5 31.2
 5. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5 2.1
 6. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.7 1.9

―在日米軍基地の沖縄への集中―
第19問　在日アメリカ軍の専用施設のうち，およそ70％が沖

縄にあります。このことについて，あなたは，どう思います
か。次の中から，1つだけ選んでください。

（全国調査は第18問）
 沖縄 全国
 1. おかしいと思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56.2 23.8%
 2. どちらかといえば，おかしいと思う ‥ 28.3 55.1
 3. どちらかといえば，
  おかしいとは思わない ‥‥‥‥‥‥‥‥8.4 13.2
 4. おかしいとは思わない ‥‥‥‥‥‥‥‥4.8 6.5
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3 1.5
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―米軍基地の機能強化（沖縄）―
第20問　沖縄のアメリカ軍について，あなたは，基地の機能

強化が進んでいると思いますか。それとも，進んでいないと
思いますか。次の中から，1つだけ選んでください。

 沖縄 
 1. 進んでいる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.1%
 2. 進んでいない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 15.6
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.1
 4. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2

―事件・事故に巻き込まれる不安（沖縄）―
第21問　あなたは，沖縄にアメリカ軍の基地があることに

よって，事件や事故に巻き込まれる不安を，どの程度，感じ
ていますか。次の中から，1つだけ選んでください。

 沖縄 
 1. 非常に感じている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.2%
 2. ある程度感じている ‥‥‥‥‥‥‥‥ 44.2
 3. あまり感じていない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.8
 4. まったく感じていない ‥‥‥‥‥‥‥‥2.2
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6

―日米地位協定見直す必要あるか―
第22問　あなたは，日本に駐留するアメリカ軍関係者の権利

などを定めた「日米地位協定」について，見直す必要がある
と思いますか。それとも，見直す必要はないと思いますか。
次の中から，1つだけ選んでください。

（全国調査は第19問）
 沖縄 全国
 1. 見直す必要がある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81.7 68.6%
 2. 見直す必要はない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3 3.3
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.7 26.4
 4. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.3 1.7

―普天間基地の辺野古移設―
第23問　政府は，沖縄のアメリカ軍普天間基地について，名

護市辺野古への移設を進めています。このことについて，あ
なたは，どう思いますか。次の中から，1つだけ選んでくだ
さい。

（全国調査は第20問）
 沖縄 全国
 1. 賛成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.5  10.2%
 2. どちらかといえば，賛成 ‥‥‥‥‥‥ 23.6  43.9
 3. どちらかといえば，反対 ‥‥‥‥‥‥ 29.3 31.8
 4. 反対 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.0 10.9
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6 3.1

―移設賛成の理由―
【第23問で「1」「2」を選んだ方にお聞きします】
第24問　そう思う理由は何ですか。次の中から，1つだけ選ん

でください。
（該当者質問）（全国調査は第21問）

 沖縄 全国
 1. 住宅が隣接する普天間基地の危険性を
  早く取り去ることが重要だから ‥‥‥ 79.4 71.8%
 2. 移設を受け入れることが沖縄の
  経済振興につながるから ‥‥‥‥‥‥‥9.7  8.8

 3. 名護市以外への移設は難しいから ‥‥‥6.1 12.3
 4. 名護市に移設することが国の防衛上
  必要だから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2 5.8
 5. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4 1.2                        
 6. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.0 0.2

（該当者=277人　603人）

―移設反対の理由―
【第23問で「3」「4」を選んだ方にお聞きします】
第25問　あなたは，アメリカ軍普天間基地の移設について，

どうすべきだと思いますか。次の中から，1つだけ選んでく
ださい。

（該当者質問）（全国調査は第22問）
 沖縄 全国
 1. 沖縄県内の他の場所に移設すべきだ ‥‥4.1 5.5%
 2. 国内の沖縄県以外の場所に
  移設すべきだ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.5 18.9
 3. 海外に移設すべきだ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.6 21.2
 4. 代わりの施設を作らずに
  撤去すべきだ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36.8 30.0
 5. 普天間にそのまま残しておくべきだ ‥‥3.7 18.9
 6. その他（具体的に）  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2 4.4                        
 7. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2 1.3

（該当者=514人　477人）

―戦争や紛争に巻き込まれる危険―
第26問　あなたは，現在の世界の情勢から考えて，日本が戦

争や紛争に巻き込まれたり，他国から侵略を受けたりする危
険性が，どの程度あると思いますか。次の中から，1つだけ
選んでください。

（全国調査は第23問）
 沖縄 全国
 1. 非常に危険がある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28.4 22.2%
 2. ある程度危険がある ‥‥‥‥‥‥‥‥ 53.6  62.3
 3. あまり危険はない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.9 13.9
 4. まったく危険はない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0 0.8
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1 0.8

―近隣諸国への脅威―
第27問　あなたは，次に挙げる近隣諸国について，安全保障

の面で，どの程度，脅威を感じますか。ａ～ｄのそれぞれの
国について，あてはまるものを，1つずつ選んでください。

（全国調査は第24問）
 沖縄 全国
ａ．中国
 1. 大いに感じる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56.3 49.7%
 2. ある程度感じる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.4 39.4
 3. あまり感じない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.2 9.0
 4. まったく感じない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0 1.2
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1 0.8

 沖縄 全国
ｂ．韓国
 1. 大いに感じる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.7 10.6%
 2. ある程度感じる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30.7 43.7
 3. あまり感じない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46.6 39.2
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 4. まったく感じない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.8 5.6
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.3 1.0

 沖縄 全国
ｃ．北朝鮮
 1. 大いに感じる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56.8 62.8%
 2. ある程度感じる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27.1 26.5
 3. あまり感じない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.8 7.8
 4. まったく感じない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2 2.2
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1 0.7

 沖縄 全国
ｄ．ロシア
 1. 大いに感じる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.7 33.3%
 2. ある程度感じる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.9 41.3
 3. あまり感じない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24.5 22.2
 4. まったく感じない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.3 2.4
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.6 0.8

―米軍基地と沖縄の経済―
第28問　あなたは，沖縄の経済は，アメリカ軍基地がなけれ

ば，成り立たないと思いますか。それとも，そうは思いませ
んか。次の中から，1つだけ選んでください。

（全国調査は第25問）
 沖縄 全国
 1. そう思う ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.5 11.7%
 2. どちらかといえば，そう思う ‥‥‥‥ 31.5 46.0
 3. どちらかといえば，そうは思わない ‥ 29.8 31.6
 4. そうは思わない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 25.7 9.1
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5 1.7

―基地と沖縄経済の発展―
第29問　あなたは，アメリカ軍基地の存在は，今後の沖縄経

済の発展にとって，プラスだと思いますか。それとも，マイ
ナスだと思いますか。次の中から，1つだけ選んでください。

（全国調査は第26問）
 沖縄 全国
 1. プラスだ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.8 6.5%
 2. どちらかといえば，プラスだ ‥‥‥‥ 40.9 59.0
 3. どちらかといえば，マイナスだ ‥‥‥ 30.9 28.2
 4. マイナスだ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.2 3.9
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.2 2.4

―経済発展にプラスの理由―
【第29問で「1」「2」を選んだ方にお聞きします】
第30問　そう思う理由は何ですか。あなたのお考えに近いも

のを，次の中から，1つだけ選んでください。
（該当者質問）（全国調査は第27問）

 沖縄 全国
 1. 国の予算措置があるから ‥‥‥‥‥‥ 24.8 15.6%
 2. アメリカ軍関連の仕事があるから  ‥‥ 45.1 52.2
 3. 基地やアメリカの文化が
  観光資源になるから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.1 8.8
 4. 沖縄県内の産業だけでは
  経済が回らないから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.0 22.6
 5. その他 （具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.8 0.5

 6. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3 0.3
（該当者=395人　730人）

―経済発展にマイナスの理由―
【第29問で「3」「4」を選んだ方にお聞きします】
第31問　そう思う理由は何ですか。あなたのお考えに近いも

のを，次の中から，1つだけ選んでください。
（該当者質問）（全国調査は第28問）

 沖縄 全国
 1. 国やアメリカ軍に依存して
  県内の産業が育たないから ‥‥‥‥‥ 17.9 27.1%
 2. アメリカ軍関連の仕事の増減によって
  収入が影響を受けるから ‥‥‥‥‥‥‥2.8 16.2
 3. 観光産業に悪いイメージを与えるから ‥7.4 19.8
 4. 土地を基地以外のものに活用した方が
  経済効果を見込めるから ‥‥‥‥‥‥ 68.8 32.4
 5. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5 2.0
 6. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5 2.5

（該当者=391人　358人）

―基地と暮らし（沖縄）　基地と沖縄の暮らし（全国）―
第32問　沖縄にアメリカ軍の基地があることは，あなたの暮ら

しや仕事に役立っていると思いますか。それとも，役立って
いないと思いますか。次の中から，1つだけ選んでください。

（全国調査）第29問　あなたは，沖縄にアメリカ軍の基地があ
ることは，沖縄の人々の暮らしや仕事に役立っていると思い
ますか。それとも，役立っていないと思いますか。次の中か
ら，1つだけ選んでください。

 沖縄 全国
 1. 役立っている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.2 8.4%
 2. どちらかといえば，役立っている ‥‥ 20.1 66.9
 3. どちらかといえば，役立っていない ‥ 33.4 18.9
 4. 役立っていない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38.2 3.9 
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2 1.8

―役立っていない理由（沖縄）【複数回答】―
【第32問で「3」「4」を選んだ方にお聞きします】
第33問　そう思う理由は何ですか。次の中から，あてはまる

ものを，いくつでも選んでください。
（該当者質問）

 沖縄 
 1. アメリカ軍関連の仕事が
  すでに減っているから ‥‥‥‥‥‥‥‥7.1%
 2. 国からの振興予算の恩恵がないから ‥ 14.8 
 3. 県民の対立を深めているから ‥‥‥‥ 37.2 
 4. 自分の暮らしや仕事には
  関係がないから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55.6 
 5. 基地の存在が
  沖縄のイメージを悪くしているから ‥ 18.9 
 6. 騒音問題に悩まされているから ‥‥‥ 48.9 
 7. 水の汚染など環境問題が
  起きているから ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52.0 
 8. アメリカ軍関係者による事件などの
  弊害のほうが大きいから ‥‥‥‥‥‥ 59.0 
 9. アメリカ軍機の墜落や部品落下の
  不安が常にあるから ‥‥‥‥‥‥‥‥ 51.5
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 10. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.1 
 11. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2 

（該当者=581人）

―国の振興策の評価―
第34問　国は，復帰してから50年間にわたって，沖縄の振興

策を実施してきました。あなたは，国の振興策が，沖縄の発
展に，どの程度，役に立ったと思いますか。次の中から，1
つだけ選んでください。

（全国調査は第30問）
 沖縄 全国
 1. 非常に役に立った ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 16.3 7.8%
 2. ある程度役に立った ‥‥‥‥‥‥‥‥ 63.1 70.6
 3. あまり役に立たなかった ‥‥‥‥‥‥ 15.5 18.5
 4. まったく役に立たなかった ‥‥‥‥‥‥2.3 1.2
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8 2.0

―沖縄の経済の現状（沖縄）―
第35問　あなたは，沖縄の経済の現状について，どう思いま

すか。次の中から，1つだけ選んでください。
 沖縄 
 1. 非常によい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0%
 2. ある程度よい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21.8 
 3. あまりよくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61.7 
 4. まったくよくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.7 
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8 

―新型コロナの影響（沖縄）―
【第35問で「3」「4」を選んだ方にお聞きします】
第36問　その原因として，新型コロナウイルスの感染拡大の

影響は，どの程度ありましたか。次の中から，1つだけ選ん
でください。

（該当者質問）
 沖縄 
 1. 非常に影響があった ‥‥‥‥‥‥‥‥ 68.0%
 2. ある程度影響があった ‥‥‥‥‥‥‥ 26.8 
 3. あまり影響はなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥4.4 
 4. まったく影響はなかった ‥‥‥‥‥‥‥0.5 
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.3 

（該当者=612人）

―経済発展で力を入れること（沖縄）【複数回答】―
第37問　今後，沖縄の経済が発展していくためには，特にど

のようなことに力を入れたらよいと思いますか。次の中か
ら，いくつでも選んでください。

 沖縄 
 1. 農業や水産業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46.4%
 2. 企業や工場の誘致 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.3
 3. 観光産業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 63.3
 4. IT･科学技術産業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.8
 5. 文化･芸術活動‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35.8
 6. 自然環境の保護 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53.8
 7. 基地返還による跡地の活用 ‥‥‥‥‥ 62.2
 8. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.7
 9. 特にない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.9
 10. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6

―本土の人は沖縄の人の気持ちを理解しているか―
第38問　あなたは，現在，本土の人は，沖縄の人の気持ちを，

どの程度，理解していると思いますか。次の中から，1つだ
け選んでください。

（全国調査は第31問）
 沖縄 全国
 1. 十分に理解している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1 1.6%
 2. ある程度理解している ‥‥‥‥‥‥‥ 41.5 31.4
 3. あまり理解していない ‥‥‥‥‥‥‥ 41.0 58.8
 4. まったく理解していない ‥‥‥‥‥‥ 12.8 7.3
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6 0.9

―理解していないと思う理由（沖縄）―
【第38問で「3」「4」を選んだ方にお聞きします】
第39問　あなたが，「理解していない」と思うのは，どのよう

な時でしょうか。下の枠の中に，ご自由にお書きください。
（自由記述）（該当者質問）（沖縄調査のみ）
（省略）

―国の施策と沖縄の意向―
第40問　あなたは，沖縄県に対する国の施策は，全体として，

どの程度，沖縄県の意向を踏まえていると思いますか。次
の中から，1つだけ選んでください。

（全国調査は第32問）
 沖縄 全国
 1. 十分に踏まえている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6 2.4%
 2. ある程度踏まえている ‥‥‥‥‥‥‥ 36.3 38.7
 3. あまり踏まえていない ‥‥‥‥‥‥‥ 48.5 53.5
 4. まったく踏まえていない ‥‥‥‥‥‥ 11.1 3.7
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.5 1.7

―沖縄の地上戦を知っているか―
第41問　あなたは，太平洋戦争で，アメリカ軍が沖縄本島に

上陸して，地上戦が行われたことを，どの程度，知っていま
すか。次の中から，1つだけ選んでください。

（全国調査は第33問）
 沖縄 全国
 1. よく知っている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.0 23.6%
 2. ある程度知っている ‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.2 49.7
 3. あまり知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 13.8 21.2
 4. まったく知らない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4 4.9
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6 0.6

―沖縄の「慰霊の日」を知っているか―
第42問　あなたは，沖縄戦での戦没者を追悼する「慰霊の日」

が6月23日であることを知っていましたか。それとも，知
りませんでしたか。次の中から，1つだけ選んでください。

（全国調査は第34問）
 沖縄 全国
 1. 知っていた ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 92.4 27.4%
 2. 知らなかった ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.4 72.2
 3. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2 0.4
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―沖縄戦を体験したか（沖縄）―
第43問　あなたは，77年前の沖縄戦を体験しましたか。次の

中から，1つだけ選んでください。
 沖縄 
 1. 体験した ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.5%
 2. 体験していない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 91.9
 3. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6

―体験者から沖縄戦を聞いたことあるか（沖縄）―
第44問　あなたは，沖縄戦の体験者から，直接，戦争体験を

聞いたことがありますか。次の中から，1つだけ選んでくだ
さい。

 沖縄 
 1. 聞いたことがある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 81.4%
 2. 聞いたことがない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17.2
 3. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4

―沖縄戦の歴史を知りたいか―
第45問　あなたは，沖縄戦の歴史を，どの程度，知りたいと

思いますか。次の中から，1つだけ選んでください。
（全国調査は第35問）

 沖縄 全国
 1. とても知りたいと思う ‥‥‥‥‥‥‥ 42.9 20.3%
 2. ある程度知りたいと思う ‥‥‥‥‥‥ 46.2 59.0
 3. あまり知りたいとは思わない ‥‥‥‥‥8.4 18.7
 4. まったく知りたいとは思わない ‥‥‥‥0.7 1.1
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8 0.9

―沖縄戦の歴史は継承されているか―
第46問　あなたは，戦争を経験していない世代に，沖縄戦の

歴史が，どの程度，継承されていると思いますか。次の中か
ら，1つだけ選んでください。

（全国調査は第36問）
 沖縄 全国
 1. 十分に継承されている ‥‥‥‥‥‥‥‥2.0 1.6%
 2. ある程度継承されている ‥‥‥‥‥‥ 42.1 24.6
 3. あまり継承されていない ‥‥‥‥‥‥ 50.4 64.8
 4. まったく継承されていない ‥‥‥‥‥‥3.9 8.3
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6 0.6

―沖縄戦の継承に力を入れるべきか―
第47問　あなたは，沖縄戦の歴史を継承していくことについ

て，どの程度，力を入れた方がいいと思いますか。次の中か
ら，1つだけ選んでください。

（全国調査は第37問）
 沖縄 全国
 1. かなり力を入れた方がいい ‥‥‥‥‥ 47.5 26.0%
 2. ある程度力を入れた方がいい ‥‥‥‥ 46.1 63.9
 3. あまり力を入れる必要はない ‥‥‥‥‥3.9 8.3
 4. まったく力を入れる必要はない ‥‥‥‥0.4 0.6
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1 1.2

―沖縄戦の継承で力を入れるべきこと【複数回答】―
第48問　沖縄戦を後世に伝えていくうえで，あなたが，特に

力を入れた方がよいと思うことは何ですか。次の中から，い
くつでも選んでください。

（全国調査は第38問）
 沖縄 全国
 1. 体験者の証言を映像や文章で残す ‥‥ 81.8 72.6%
 2. 遺品をさらに収集して展示する ‥‥‥ 23.9 16.0
 3. 戦争の遺跡を保存して
  多くの人に見てもらう ‥‥‥‥‥‥‥ 53.2 49.8
 4. 体験を語り継ぐ｢語り部｣を増やす ‥‥ 45.0 33.9
 5. 学校で子どもたちに教える ‥‥‥‥‥ 74.6 64.9
 6. テレビや新聞などのマスメディアが
  報道する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.0 38.2
 7. 映画やドラマ，演劇で伝える ‥‥‥‥ 39.3 29.1
 8. アニメや漫画で伝える ‥‥‥‥‥‥‥ 36.3 28.3
 9. YouTubeなどの動画投稿サイトや
  SNSで発信する ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26.7 19.3
 10. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.2 0.7
 11. 特にない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4 2.5
 12. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.8 0.6

―沖縄の現状への満足度（沖縄）―
第49問　あなたは，沖縄の現状に満足していますか。次の中

から，1つだけ選んでください。
 沖縄 
 1. 非常に満足している ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1%
 2. ある程度満足している ‥‥‥‥‥‥‥ 48.6
 3. あまり満足していない ‥‥‥‥‥‥‥ 42.2
 4. まったく満足していない ‥‥‥‥‥‥‥5.5
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5

―開発と自然保護の調和（沖縄）―
第50問　あなたは，今，沖縄で進められている開発は，自然

保護との調和がとれていると思いますか。それとも，調和が
とれていないと思いますか。次の中から，1つだけ選んでく
ださい。

 沖縄 
 1. 調和がとれている ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9.0%
 2. 調和がとれていない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 47.7
 3. どちらともいえない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 42.0
 4. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4

―開発か自然保護か（沖縄）―
第51問　あなたは，沖縄の今後について，開発を優先すべき

だと思いますか。それとも，自然保護を優先すべきだと思い
ますか。次の中から，1つだけ選んでください。

 沖縄 
 1. 開発を優先すべきだ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3.4%
 2. どちらかといえば，
  開発を優先すべきだ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20.0
 3. どちらかといえば，
  自然保護を優先すべきだ ‥‥‥‥‥‥ 56.8
 4. 自然保護を優先すべきだ ‥‥‥‥‥‥ 17.9
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.0
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―沖縄のイメージ―
第52問　あなたは，沖縄について，どのようなイメージをお

持ちですか。次の中から，あてはまるものを，1つだけ選ん
でください。

（全国調査は第39問）
 沖縄 全国
 1. とてもよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.8 41.2%
 2. まあよい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58.5 49.7
 3. あまりよくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8.5 6.5
 4. まったくよくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 0.7
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.1 2.0

―沖縄の誇り（沖縄）　沖縄の魅力（全国）【複数回答】―
第53問　あなたは，沖縄のどんなところに，誇りを持ってい

ますか。次の中から，あてはまるものを，いくつでも選んで
ください。

（全国調査）第40問　あなたは，沖縄のどんなところが魅力だ
と思いますか。次の中から，あてはまるものを，いくつでも
選んでください。

 沖縄 全国
 1. 豊かな自然 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70.7 83.1%
 2. 観光リゾート地 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34.4 65.3
 3. 沖縄の音楽や芸能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65.9 45.3
 4. 沖縄のことば ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42.2 23.6
 5. 沖縄の食文化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59.5 35.9
 6. 海外と広く交流してきた沖縄の歴史 ‥ 41.3 18.9
 7. 家族や親戚を大切にしていること ‥‥ 60.8 30.6
 8. ふるさとを大切にしていること ‥‥‥ 51.2 30.3
 9. 助け合いの気持ちが強いこと ‥‥‥‥ 59.4 23.4
 10. 平和を求める気持ちが強いこと ‥‥‥ 50.2 32.9
 11. 長寿の人が多いこと ‥‥‥‥‥‥‥‥ 22.8 30.9
 12. 歌手やスポーツ選手など
  活躍している人が多いこと ‥‥‥‥‥ 28.6 20.2
 13. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.0 0.5
 14. 特にない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4 1.3
 15. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.1 0.8

―沖縄の将来の見通し―
第54問　あなたは，沖縄の将来に対して，どのような見通し

を持っていますか。次の中から，あなたのお考えに最も近い
ものを，1つだけ選んでください。

（全国調査は第41問）
 沖縄 全国
 1. とても明るい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.2 9.7%
 2. まあ明るい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55.5 63.0
 3. あまり明るくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33.1 24.2
 4. まったく明るくない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6 0.4
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.6 2.6

―沖縄の今後の課題【複数回答】―
第55問　あなたは，これからの沖縄にとって，特に重要な課

題は，何だと思いますか。次の中から，あてはまるものを，
いくつでも選んでください。

（全国調査は第42問）
 沖縄 全国
 1. 貧困や格差の解消 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77.1 24.9%
 2. アメリカ軍基地の整理･縮小‥‥‥‥‥ 60.8 61.1
 3. 経済の自立･産業の振興‥‥‥‥‥‥‥ 67.7 49.9
 4. 交通渋滞の解消 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32.5 4.5
 5. 若者の地元への定着 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 29.4 28.3
 6. 夜型社会の解消 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27.8 11.7
 7. 自然環境の保護 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60.8 64.4
 8. 沖縄の歴史の継承 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 50.9 49.1
 9. 伝統文化や言葉の継承 ‥‥‥‥‥‥‥ 46.8 32.5
 10. 医療･福祉の充実‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59.5 28.3
 11. 子どもの学力向上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64.2 17.5
 12. その他（具体的に） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.6 1.4
 13. 特にない ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0.2 2.2
 14. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2 0.9

―沖縄の生まれか（沖縄）―
第56問　あなたは，沖縄県で生まれましたか。それとも，沖

縄県外で生まれましたか。次の中から，1つだけ選んでくだ
さい。

 沖縄 
 1. 沖縄県で生まれた ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 83.6%
 2. 県外で生まれた ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14.9
 3. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.5

―沖縄での在住期間（沖縄）―
第57問　あなたは，通算して，どれくらいの期間，沖縄県に

住んでいますか。次の中から，1つだけ選んでください。
 沖縄 
 1. 30年以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77.3%
 2. 20 ～ 30年未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.3
 3. 10 ～ 20年未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥5.8
 4. 5 ～ 10年未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4
 5. 5年未満‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2.8
 6. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.4

―子どものころ沖縄で過ごしたか（沖縄）【複数回答】―
第58問　子どものころも，沖縄県に住んでいましたか。次の

中から，あなたが住んでいた時期を，すべて選んでください。
例えば，「小学校入学前」から「小学1年生」まで住んでいて，
県外に引っ越した後，「中学校1年生」以降，ふたたび住ん
でいた場合は，番号の0，1，7，8，9に〇をつけてください。

 沖縄 
 0. 小学校入学前 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 79.4%
 1. 小学1年生 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65.1
 2. 小学2年生 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64.9
 3. 小学3年生 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65.6
 4. 小学4年生 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65.4
 5. 小学5年生 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65.3
 6. 小学6年生 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65.0
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 7. 中学1年生 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65.9
 8. 中学2年生 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 65.6
 9. 中学3年生 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 67.9
 10. 中学3年生までは
  沖縄県に住んでいなかった ‥‥‥‥‥‥9.9
 11. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥6.2

―沖縄の居住・往来歴（全国）―
（全国調査）第43問　あなたは，沖縄県に住んだり，行ったりし

たことがありますか。次の中から，1つだけ選んでください。
  全国
 1. 現在も住んでいる ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.1%
 2. かつて住んだことがある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.5
 3. 住んだことはないが，行ったことがある ‥‥‥ 53.8
 4. 住んだことも行ったこともない ‥‥‥‥‥‥‥ 43.8
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.8

―沖縄での在住期間（全国）―
（全国調査）【第43問で「1」「2」を選んだ方にお聞きします】
第44問　あなたは，通算して，どれくらいの期間，沖縄県に

住んでいますか。次の中から，1つだけ選んでください。
（該当者質問）

  全国
 1. 30年以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44.4%
 2. 20 ～ 30年未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.1
 3. 10 ～ 20年未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11.1
 4. 5 ～ 10年未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0.0
 5. 5年未満‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27.8
 6. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5.6

（該当者=18人）

―沖縄への訪問回数（全国）―
（全国調査）【第43問で「3」を選んだ方にお聞きします】
第45問　あなたは，何回，沖縄県に行きましたか。

（該当者質問）
  全国
 1. 10回以上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3.3%
 2. 5回以上10回未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7.0
 3. 2回以上5回未満 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40.0
 4. 1回‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48.3
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1.3

（該当者=600人）

―暮らし向き―
第59問　あなたは，ご自身の今の生活について，どのように

感じていますか。次の中から，1つだけ選んでください。
（全国調査は第46問）

 沖縄 全国
 1. ゆとりがある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.1 6.4%
 2. 多少ゆとりがある ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.6 49.0
 3. やや苦しい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37.7 33.4
 4. 苦しい ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7.9 9.0
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.7 2.3

―コロナ感染拡大への不安―
第60問　あなたは，新型コロナウイルスの感染拡大について，

どの程度，不安を感じていますか。次の中から，1つだけ選
んでください。

（全国調査は第47問）
 沖縄 全国
 1. 非常に不安だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41.4 43.9%
 2. ある程度不安だ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45.6 46.5
 3. あまり不安ではない ‥‥‥‥‥‥‥‥ 10.3 8.2
 4. まったく不安ではない ‥‥‥‥‥‥‥‥1.5 0.8
 5. 無回答 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2 0.5

―支持政党―
第61問　（全国調査は第48問）（省略）

―性別―
第62問　（全国調査は第49問）（省略）

―生年―
第63問　（全国調査は第50問）（省略）

―職業―
第64問　（全国調査は第51問）（省略）

―雇用形態―
第65問　（全国調査は第52問）（省略）
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《サンプル構成》

沖縄調査

全体 男性 女性
男性 女性

18 ～
29歳 30代 40代 50代 60代 70歳

以上
18 ～
29歳 30代 40代 50代 60代 70歳

以上

実数（人） 812 397 415 39 47 73 68 77 93 37 67 78 63 77 93

％ 100.0 48.9 51.1 4.8 5.8 9.0 8.4 9.5 11.5 4.6 8.3 9.6 7.8 9.5 11.5

全体
職業

農林
漁業 自営業 経営者 管理職 販売

サービス
技能

作業職
事務

技術職
専門職
自由業

主婦
主夫

生徒
学生 無職 その他 無回答

実数（人） 812 22 63 6 21 93 90 164 34 119 26 137 7 30

％ 100.0 2.7 7.8 0.7 2.6 11.5 11.1 20.2 4.2 14.7 3.2 16.9 0.9 3.7

全体

都市規模 地域ブロック

特別区，
100万

以上の市

人口
30万以上

の市

人口
10万以上

の市

人口5万
以上の
市町村

人口5万
未満の
市町村

南部 中部 北部 本島
以外

実数（人） 812 0 183 204 187 238 396 278 77 61

％ 100.0 0.0 22.5 25.1 23.0 29.3 48.8 34.2 9.5 7.5

全国調査

全体 男性 女性
男性 女性

18 ～
29歳 30代 40代 50代 60代 70歳

以上
18 ～
29歳 30代 40代 50代 60代 70歳

以上

実数（人） 1,115 532 583 59 60 72 95 99 147 51 68 98 102 113 151

％ 100.0 47.7 52.3 5.3 5.4 6.5 8.5 8.9 13.2 4.6 6.1 8.8 9.1 10.1 13.5

全体
職業

農林
漁業 自営業 経営者 管理職 販売

サービス
技能

作業職
事務

技術職
専門職
自由業

主婦
主夫

生徒
学生 無職 その他 無回答

実数（人） 1,115 23 73 14 27 119 130 220 35 175 47 228 3 21

％ 100.0 2.1 6.5 1.3 2.4 10.7 11.7 19.7 3.1 15.7 4.2 20.4 0.3 1.9

全体

都市規模

特別区，
100万

以上の市

人口
30万以上

の市

人口
10万以上

の市

人口5万
以上の
市町村

人口5万
未満の
市町村

実数（人） 1,115 227 267 269 157 195

％ 100.0 20.4 23.9 24.1 14.1 17.5

全体
地域ブロック

北海道 東北 関東 甲信越 中部 近畿 中国 四国 九州･
沖縄

実数（人） 1,115 46 88 351 53 163 173 74 39 128

％ 100.0 4.1 7.9 31.5 4.8 14.6 15.5 6.6 3.5 11.5


