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憲法違反の
戦争法案は廃案へ！

www.itokazukeiko.com

国会議事堂前での保育関係者による戦争法案反対集会（国会前8月3日）

残暑厳しき折、ますます御健勝のことと
お慶び申し上げます。平素は格別のご高配
を賜り、厚く御礼申し上げます。
会期延長で戦後最長となった第189回国
会では「安全保障関連法案」が戦後日本の
安全保障を根底から変える法案として大問
題になっています。法案が成立すれば自衛
隊が海外へ行って戦争することが可能にな
ります。しかし、憲法第９条は武力行使によ
る国際紛争の解決を禁止しており、安保関
連法案は完全に違憲の法案です。国会前で
は法案に反対する国民が連日抗議を行い、
最近では大学生や高校生までデモを行うな
ど、近年稀に見る事態となっています。法案
の違憲性を訴え、安倍首相の強権政治を許
さないという反対世論がどんどん盛り上が
れば、必ず戦争法案を廃案にすることがで
きると確信しています。
一方で辺野古新基地建設問題も刻々と
動いています。前知事の辺野古埋め立て申
請の許可について第３者委員会は「瑕疵が
あった」と判断しました。翁長知事の承認取
り消しが待たれますが、今月４日、政府は工
事を１ヶ月停止し、県と協議を行うことを発
表しました。しかしながら、菅官房長官は
「辺野古が唯一の解決策」との姿勢を崩し
ておらず、連日仲間たちが座り込みや海上

での監視を継続しています。
「勝つ方法はあ
きらめないこと」。辺野古新基地建設阻止に
むけて引き続き頑張ってまいりましょう。
９月には翁長県知事がジュネーブの国連
において演説を行うことが決まっています。
世界にむけて沖縄の米軍基地問題の実情
を訴え、日米両政府に圧力をかけていこう
という試みです。私も昨年同じ場所で同じ
問題を訴え、人種差別撤廃委員会の委員ら
が真摯に耳を傾けてくださったことが思い
起こされます。翁長知事の演説が世界の注
目を浴び、日本政府が沖縄の自己決定権を
早期に認めることを期待します。
最後に、支持者の皆様のお力添えで国政
の場に送っていただいてから早くも１０年が
過ぎました。政党を基軸に国会が運営され
ているなか、無所属の立場で活動を続けて
こられたのは支持者の皆様のあたたかなご
支援があったからこそ、です。心から御礼を
申し上げます。今後も引き続き「この気持
ち、この思い、すべてを沖縄のために」を
モットーに邁進してまいります。暑さはまだ
続きますが、支持者の皆様、くれぐれもご自
愛くださいませ。
2015年８月
参議院議員 糸 数 慶 子
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国会報告 189回通常国会

安倍政権の強権政治を糾弾
戦後最長の会期延長となった第189回国会（2015.1/26〜

9/27）では、多くの国民の反対にもかかわらず、安保関連法案
が衆院で強行採決され、内閣支持率が急落。外交防衛委員会に
おいて岸田外相、中谷防衛相に対し辺野古新基地建設に関連す
る諸問題を追及。普天間飛行場の５年以内の運用停止、海保等
の市民への暴力行為、辺野古のサンゴ損傷問題など、沖縄の民
意を無視した新基地建設の強行を糾弾しました。
参議院外交防衛委員会にて（5月26日）

島袋文子さんの手紙を紹介

民法改正案を議員立法で提出

3月26日、外交防衛委員会で大臣所信質疑を行い、①沖

6月12日、選択的夫婦別姓制度導入や再婚禁止期間短

縄の民意について②仮設桟橋③過剰警備④埋め立て土砂

縮の民法改正案を議員立法で提出し、記者会見を行いま

の問題を、岸田外相と中谷防衛相に質問しました。

した。この規定を巡る訴訟が最高裁で今年中にも憲法判

3月26日が沖縄の地上戦開始から70年目の日というこ
ともあり、辺野古で毎日座り込み抗議を続けている島袋
文子さん（85）の安倍首相宛の手紙を紹介し、両大臣に感
想を求めました。戦争体験者の島袋さんの「戦争は嫌」と
いう訴えに耳を傾けながらも、両大臣は「辺野古推進」の
立場を崩しませんでした。

断される予定です。
第189回 国会の質問主意書と答弁書

質問主意書は11本

ワンストップ支援センターの設置、海上保安庁による過
剰警備、産科医療補償制度の見直し、辺野古における仮設
桟橋設置工事、埋立て用土砂の採取・搬出、ヘリパッド増設
に伴う東村高江区長からの要請、ドラム缶付着物等の分析
結果、米軍用機からの部品落下など、11本。
国会質問の会議録と質問主意書・答弁書は「糸数けいこオフィシャルサ
イト」に全文掲載しています。
http://www.itokazukeiko.com/

講演会メモ

広島、福島、愛知、東京、神奈川等で講演
内閣府で内閣総務官室の佐野美博調査役に島袋文子さんの
「安倍首相への手紙」を手渡す（3月25日）

人種差別撤廃基本法を提出

5月22日、人種差別撤廃基本法−ヘイトスピーチ対策の
法案（罰則規定はなし）を民主党、社民党、無所属の議員
立法で参議院に提出しました。

2月8日、赤松政経塾（東京）にて講演。5月3日、
「 輝け9条・活かそう憲法 5・3ヒロシマ集会」
（広
島）にてパネリスト。5月19日、憲政記念館での学堂
会講演会にて「オール沖縄̶沖縄が切り拓く新しい
道」と題して講演。7月19日、聖心女子大（東京）での
平和を願う会にて講話。1月から20回の公演を行う
など精力的に活動しています。

人種等の共通の属性を有する不特定の者に対して不当
な差別的言動をしてはならない（第三条2）こと、実態調査
を行う「人種等差別防止政策審議会」を作ることが特徴。

赤松政経塾にて（2月8日）
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糸数慶子 の 活動報告

１月17〜19日、韓国ソウルを訪問、地域コミュニティーの
先進事例であるソンミサンマウルと大琉球展が開催され
た古宮博物院を視察

2月22日、県民集会の直前に不法拘束された山城博治さん
の解放を求めキャンプシュワブゲート前で抗議の声をあげる

2月23〜25日、ハワイを視察し州議の方々や県人会の皆
様と交流を深める

3月21日、名護市瀬嵩の浜で行われた「止めよう辺野古新
基地建設美ら海を守る県民集会」に参加

4月25日〜5月１日、今年2回目のハワイ視察。ハワイ語で
教育をする学校を視察

5月17日、沖縄セルラースタジアム那覇で行われた「戦後
70年止めよう新基地建設県民大会」に参加

5月29日、QAB『朝まで生テレビ激論！in沖縄ナゼ？ 辺
野古 なのか』に出演

5月31日〜６月5日、翁長県知事の訪米にあわせワシント
ンD.C.にて辺野古新基地建設断念を求める要請行動
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糸数けいこ活動日誌
2015年（前半）

【１月】1・1 辺野古の浜で初興し、知事公舎で新年会
1・9 沖縄防衛局へ抗議要請（高江ヘリパッド工事問題）
1・17〜19 韓国ソウル視察（琉球王朝「至宝展」視察など）
1・22〜24 辺野古座り込み議員総行動
1・23 第11管区海上保安庁に過剰警備で抗議要請（うりずんの会）
1・24 辺野古女性集会
1・26 第189回国会開会、安倍政権の暴走に反対する1・26 国会前行動
1・31 伊良部大橋開通式・祝賀会（宮古）
【２月】2・4 人種差別撤廃基本法制定議員連盟総会
2・8 赤松政経塾で講演（東京）
2・10 社大党防衛局申入れ（Ｆ15部品落下問題）
2・11 読谷村いちゃびら祭、久米島郷友会生年祝い
2・14 与那国島訪問(自衛隊配備反対・住民投票実現)、社大党石垣支部旗開き
2・16 高江ヘリパッド問題で防衛局申入れ、同防衛局前抗議集会
2・17 沖縄等米軍基地問題議員懇役員と沖縄選出議員との懇談会
2・19 「圧殺の海」上映会（ポレポレ・東中野）でゲストトーク
2・22 止めよう辺野古新基地建設！国の横暴・工事強行に抗議する県民集会
2・23〜25 ハワイ視察
【３月】3・1 東京・小金井市で講演
3・2〜3
参議院外交防衛委員会視察（長崎県・佐賀県）
3・6 観光ガイドセミナーで講義
3・14 やんばるで考える琉球独立シンポジウム
3・16 キャンプシュワブゲート前抗議行動（座り込み250日目）
3・17 アジア記者クラブで講演（東京）
3・18 YWCA憲法カフェに特別出演、2015年国際人種差別撤廃デー記念集会
3・19 子ども被災者支援議連総会、性暴力禁止法制定院内集会
3・20 琉球・幕末明治維新・沖縄特別展、ハワイ沖縄連合会の方々と懇談
3・21 3・21止めよう辺野古新基地建設！美ら海まもる県民集会、海上抗議行動
3・25 島袋文子さんの手紙を手交（内閣総務官室）
3・29 アメラジアンスクール・イン・オキナワ受賞式
【４月】4・5 辺野古新基地建設強行抗議と翁長知事激励の緊急県民行動
4・11 琉球弧の自己決定権を考えるシンポジウム
4・16 外交防衛委員会視察（厚木基地）
4・22 ハワイ視察記者会見
4・26〜5･1 ハワイ視察（辺野古新基地建設反対議員要請団）
【５月】5・3 輝け9条・活かそう憲法 5・3ヒロシマ集会（広島市）
5・9 防衛大臣来県糾弾！緊急集会、琉球新報・政党座談会
5・13 辺野古の海をこわすな緊急院内集会・政府交渉、自殺総合対策院内集会
5・16 5.15平和行進集約集会
5・17 戦後70年 止めよう辺野古新基地建設！沖縄県民大会
5・19 うりずんの会記者会見、咢堂会で講演（東京）
5・22 人種差別撤廃基本法を提出・記者会見
5・23 Ｂ・コバヤシ議員が来日・表敬来室、神奈川革新懇で講演（横浜市）
5・24 辺野古新基地許すな−国会包囲ヒュ−マンチェーン
5・28 外交防衛委員会視察（技術研究本部・目黒）
5・29 朝まで生テレビ『激論！ 沖縄基地問題 と日本』に出演
5・31〜6・5 訪米（翁長訪米団）
【６月】6・6 やんばるから平和の発信を！」シンポジウムで訪米報告
6・8 社大党で航空自衛隊那覇基地司令に申入れ
6・11 「戦争法案葬ろう6・11院内集会」、同国会前総がかり行動
6・12 民法改正案を提出・記者会見
6・15 英国大使館で「視察委員会委員」来日歓迎レセプション
6・17 豊田経営研究会で講演（豊田市）
6・21 「6.21戦争させない・9条壊すな！福島 県中県南集会」で講演
6・23 戦後70年沖縄県全戦没者追悼式、2015連合平和オキナワ集会
6・24 カジノ解禁について考える院内学習会
6・26 「戦後70年 復帰43年 学習の集い」で講演（武蔵野市）
6・27 「百田尚樹氏の暴言、妄言に対する抗議」の記者会見
6・28 南城市島ぐるみ会議結成総会で「訪米報告」
6・30 戦後70年沖縄慰霊法要で講話
【７月】7・2「米国に声を伝えるー沖縄訪米団による訪米行動を終えて」で訪米報告
7・4 言論の自由を守る県民集会
7・15 止めよう戦争法案！守ろう９条！県民行動（国際通りデモ）
7・17 「アベ政治を許さない」全国一斉行動記者会見、国際通りデモ
7・18 辺野古ゲート前1年集会
7・19 「沖縄に心をよせて平和を祈る」にて講演（聖心女子大学）
7・20 戦後70年ストップ辺野古新基地建設！うたごえのつどい
7・23 茅ヶ崎革新懇にて講演（神奈川県茅ヶ崎市）
7・25 久米島しまぐるみ会議結成集会
7・28 戦争法案廃案！強行採決反対！大集会
7・31 本会議、戦争法案は廃案へ！県民集会（国際通りデモ）

6月8日、社大党上原カイザ那覇市議とともに航空自衛隊那覇
基地のＣＨ47輸送ヘリと民間機2機が関係した那覇空港の離
着陸トラブルについて航空自衛隊那覇基地司令に申し入れ

6月15日、英国大使館で「視察委員会委員」来日歓迎レセ
プション。ニック・ハードウィック氏（英国王立刑事施設視
察委員会・主任査察官）と宮内博史弁護士と懇談

7月18日、辺野古ゲート前座り込み1周年イベントにて、ア
ベ政治を許さない全国一斉行動

この 気 持 ち 、この 思 い 、すべ てを 沖 縄 の ために 。

糸数けいこ国会議員活動10周年激励会

2015年10月4 日
場所 沖縄
会費

日

11時開場 11時30分開会

都ホテル2階 綾羽の間

5,000円

主催 糸数慶子後援会
（☎098-835-4670）
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※政治資金規正法、第8条の2に基づいて開催しています。

特別講演
沖縄国際大学法学部教授

照屋 寛之氏

