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伊波洋一議員と会派﹁沖縄の風﹂を結成

itokazu@i-keiko2007.sakura.ne.jp
www.itokazukeiko.com

初登院の伊波洋一議員とともに（9月26日）

皆様いかがお過ごしでしょうか。日頃より糸数

物の保全にも大きな疑問を残したままヘリパッ

がとうございます。2016年が終わりを告げよう

の過半の返還を「沖縄の基地負担軽減」と豪語し

慶子に多大なるご支持、ご支援を賜り、誠にあり
としております。夏の参議院議員選挙では、辺野

古新基地建設に反対する伊波洋一さんが圧倒的

な勝利をおさめ、県民の民意が改めて示されまし
た。これを受け、参議院において私と伊波洋一さ

んの二人会派「沖縄の風」を立ち上げることにな
りました。無所属で活動していた頃とは違い、政

党に準ずる扱いとなったことや沖北特別委員会

の議席を取れたことなど、これまで以上に沖縄

の声を国政の場へ届けることが できるように
なったと実感しております。

ド工事が強行されています。政府は北部訓練場

ていますが、県民を犠牲にした基地機能の強化、
新たな基地建設は憲法違反です。機動隊員によ
る「土人」発言にも象徴されるように、これまでに

も増して沖縄への差別が顕著になっています。
琉球処分を含め、沖縄の歴史を正しく伝えていく
ことが重要です。また、
「 沖縄の風」として訪米
し、米国政府関係者への働きかけはもとより、米

国市民団体等と連帯して沖縄の現状を米国民に
理解いただくよう世論を喚起してまいります。

ＤＶや子どもの貧困、女性を取り巻く人権問題

さて、米国大統領選では多くのメディアの予想

や男女格差の解消など、私が重要項目として取

から米軍基地を撤退するのではないか、との期

と手を携えながら、解決に向け力を尽くしたいと

に反してトランプ氏が勝利しました。一時は沖縄
待もありましたが、トランプ氏が辺野古新基地

建設計画を維持する方針との報道から、今後も

粘り強く反対運動を続けていかなければなりま

せん。
「沖縄の風」としても日米両政府に強く働き
かけを行う所存です。

高江においては、住民のくらしを無視した人権

侵害、ノグチゲラをはじめ様々な希少野生動植

り組んでいる課題についても、ＮＧＯや女性たち

思います。引き続き、ご支持、ご支援をよろしく
お願い申し上げます。

最後に、来たる2017年が皆様にとって素晴ら

しい一年となりますことをお祈り申し上げます。
2016年12月

参議院議員

糸数慶子
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行われた状況や直前の侮蔑的な言葉を見れば「土人」が差
別的発言であることは明らかです。部落差別解消法案の
参考人質疑で、4人の参考人が「発言は差別」との認識を示
したうえで、特に全国地域人権運動総連合の新井直樹事
務局長は「(差別を)認めない担当大臣に対する人権教育の
方が大切だ」と述べ、弁護士の石川元也氏も鶴保大臣が大
臣としてふさわしくない、という主旨の意見を述べ、批判し
ました。今回の「土人」発言を受け、非暴力の市民に対する
暴言や暴力が繰り返されることのないよう、沖縄に派遣さ
れる警察官へ教育の徹底を求めるとともに、鶴保大臣の発
言に対しても抗議を行ってまいりたいと思います。
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/

法務委員会・厚生労働委員会の連合審査で質問（11月10日）

女性政策に全力で取り組みました！

性差別撤廃条約第7回第8回日本政府報告書審査の
審議を傍聴するため、2月14日から2月17日までスイス
のジュネーブを訪問しました。委員会初日の15日には、
プライベートミーティングで「基地と女性」についてブ
リーフィングを行いました。
女性差別撤廃条約選択議定書では質問主意書を提
出し、通常国会閉会日の請願審査では、私の提案で、外
務省の審議官に出席要請を行い、付託した請願の内閣
による検討の状況、問題点、検討修了の目途などについ

講演会メモ

大阪、
福岡、
大分等で講演

６月10日、国頭村「島ぐるみ会議国頭総会」、
６月15日 、那覇市「 平和と人権を求める市民
フォーラムおきなわ」、7月23日、東京「クレヨン
ハウス」、10月2日、千葉県「八千代９条の会」、
10月10日、大阪「戦争あかん!基地いらん!関西の
つどい2016」、10月15日、福岡「日教組九州ブ
ロック大会」にて講演。10月30日「全国シェル
ターシンポジウムi n 大 分 」に参 加するなど 、
2016年は30箇所以上で講演を行いました。

て説明を求めました。
10月30日には大分で開かれた第19回全国シェル
ターシンポジウムのパネリストとして参加しました。女
性への暴力や貧困問題には国会でも沖縄でも継続して
取り組んでいます。
女性の政治参加については議連でもクオータ制の法
制化について取り組んできましたが、法務委員会でも
取り上げました。
また、選択的夫婦別姓や通称使用については委員会

クレヨンハウスでの講演（7月23日）

質疑や質問主意書でたびたび取り上げ、沖縄県及び沖
縄の全市町村と教育委員会への実態調査を行っている
ところです。調査がまとまり次第公表する予定です。

土人発言を問う

大阪府警の機動隊員による「土人」発言を受け、法務委
員会で数回に渡り質疑を行いました。発言について人権擁
護局長は、警備中の警察官がこのような発言を行うこと
は、人権擁護上問題があり、大変残念で許すまじきこと
だ、と答弁したにもかかわらず、金田法務大臣と鶴保沖縄
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担当大臣は「差別と断定できない」と述べました。発言の

千葉・八千代9条の会での講演（10月2日）

糸数慶子 の 活動報告

被害者を追悼し、海兵隊の撤退を求める県民大会（６月
19日・奥武山陸上競技場）

参議院選挙にて伊波洋一氏初当選（７月10日）

沖縄選出国会議員全員で東村高江の座り込み現場を激
励（７月27日）

京都・滋賀の子供の貧困対策を視察（８月８〜９日）

「ひまりちゃんに心臓移植を」募金活動（８月27日・北谷
町美浜）

台風18号による久米島被害を視察（10月７日）

外国特派員協会にて高江ヘリパッド建設に反対する記者
会見（９月14日）

自衛隊の南スーダン「駆け付け警護」ストップを！ママの
国会アクションより要請を受ける（10月17日）
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糸数けいこ活動日誌
2016年（後半）

沖縄選出国会議員で自衛隊基地建設予定地視察（10月
23日・石垣市）

ウチナーンチュ大会参加のみなさんと読谷村でのホーム
パーティー（10月28日）

宮古島への自衛隊配備に反対する市民集会（11月20日）

激 励会のお知らせ
この気持ち、この思い、すべてを沖縄のために。

糸数けいこ激励会

2016年12月23日 金・祝 11時開場 11時30分開会
場所

沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ
６階 シェルホール

会費

5,000円

主催 糸数慶子後援会（☎098-835-4670）

※政治資金規正法、
第8条の2に基づいて開催しています。
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【6月】6・1〜5 沖縄県議会選挙の応援
6・1 第190回通常国会閉会。外交防衛委員会（請願審査）
6・6 琉球新報。沖縄タイムス政党座談会
6・7 イハ洋一を国政に送る女性の会。イハ洋一さん事務所開き
6・8 これ以上の基地・軍隊の駐留を認めない！追悼抗議集会
6・10 島ぐるみ会議国頭総会にて講演。恨の碑慰霊祭
6・15 平和と人権を求める市民フォーラムin那覇「沖縄の声を国政へ、日本を変える」
6・16 米軍属女性暴行殺人事件被害者追悼と抗議のための県民大会について記
者会見。イハ洋一宮古支部事務所開き
6・19 全琉空手古武道選手権大会。被害者を追悼し、海兵隊の撤退を求める県民大会
6・20 イハ洋一さん政策発表
6・21 「18才投票権の意義」
「参院選の争点」について講話、パネルディスカッション（沖縄尚学高校）
6・22 参議院選挙告示。イハ洋一さんの出発式
6・23 沖縄戦没者追悼式。2016連合平和行動in沖縄「平和オキナワ集会」
6・24 女性県議と県民の意見交換会
6・26 うるま市闘牛大会
【7月】7・1〜9 イハ洋一さん応援
7・8 『週刊金曜日』沖縄特集号にて落合恵子さんと対談
7・10 参議院選挙投開票日 イハ洋一さん当選
7・11 辺野古ゲート前座り込み抗議活動。高江座り込み激励
7・19 高江座り込み激励
7・20 東村高江ヘリパッド建設作業再開に抗議（沖縄防衛局）
7・23 クレヨンハウス主催「基地と安保、いま沖縄から」にて講話
7・26 参議院会派「沖縄の風」結成記者会見。子どもの貧困対策推進議員連盟視察
7・27 沖縄選出国会議員全員で東村高江の座り込み現場を激励
7・29 子供の貧困対策についての勉強会
【8月】8・1 第191回臨時会開会
8・2 院内集会「今こそ、高江 今、高江で何を起きているか」
8・3 第191回臨時会閉会。法務委員会。北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
8・4 東村高江と名護市辺野古の状況視察
8・5 辺野古裁判第1回口頭弁論事前集会。高江N1裏テント前集会
8・8〜9 子どもの貧困に関する視察（滋賀県）
8・10 ピースアクション事務局長のジョン・レインウォーターさんと意見交換会
8・13 ヘリ墜落から12年 普天間基地の危険を放置する日米を糾弾する集会
8・22 対馬丸慰霊祭
8・23 小平武さんの沖縄県観光功労者表彰祝賀会
8・26 高江座り込み抗議行動
8・27 「ひまりちゃんに心臓移植を」募金活動
8・29 沖縄県中小企業家同友会主催の中小企業憲章シンポジウム
【9月】9・2 伊波洋一議員激励会
9・3 高江座り込み抗議行動
9・8 県民の民意を尊重せよ！公正な判決を求める県民集会
9・14 高江ヘリパッド建設に反対する記者会見（外国特派員協会）
9・16 辺野古違法確認訴訟報告集会
9・21 不当判決に抗議する辺野古新基地建設反対県民集会
9・23 野党党首会談
9・24 にじの森文庫オープンセレモニー
9・25 「ひまりちゃんに心臓移植を」募金活動
9・26 第192回臨時国会開会。沖縄および北方問題に関する特別委員会。
与野党国会対策委員長会談
9・28 9.28日本政府による沖縄への弾圧を許さない集会
9・29 高江をめぐる防衛省・警察庁交渉〜国家による違法行為を許さない！院内集会
安保法制差し止め裁判第1回口頭弁論報告集会
【10月】10・2 八千代9条の会11周年記念のつどいにて講話（千葉県八千代市）
10・5 沖縄基地問題と米軍ハリアー機墜落事故について米国大使館へ申入れ
10・7 台風被害の視察（久米島）。ハリアー飛行再開に対する抗議集会
10・8 高江座り込み抗議行動
10・9 自治労定期大会
10・10「戦争あかん!基地いらん!関西のつどい2016」にて講話（大阪府大阪市）
10・11 沖縄市民からのアピール−辺野古
10・15 母と女性教職員の会福岡集会にて講話
（福岡県福岡市）
10・17 沖縄の風で久米島の台風被害について防災担当大臣に申入れ
10・18 法務委員会。世第6回自然保護会議院内報告会
10・19「土人」発言について県選出野党議員で警察庁に抗議
10・20 法務委員会（大臣所信：質問①）。東京10区補欠選挙野党党首応援演説会
10・22 韓国人戦没慰霊者追悼式
10・23 自衛隊基地建設予定地視察（石垣島）
10・25 法務委員会（一般：質問②）
10・28 入管収容に関する意見交換会。読谷村祭り前夜祭
10・29 全国重症心身障害児(者)を守る会沖縄大会
10・30 第19回全国シェルターシンポジウム2016in大分
10・31 辺野古座り込み抗議行動。連合沖縄第29回定期大会。沖縄平和賞授賞式
【11月】11・1 法務委員会
11・2 石垣自衛隊配備撤回を求める請願署名提出（若宮防衛副大臣）
11・3 沖縄県功労者表彰式
11・5 沖縄女性団体協議会講座「世界はどう見る 日本の男女平等」
11・7 アジアの「慰安婦」被害者たちの声を聞く会
11・8 法務委員会（外国人技能実習。入管：質問③。視察）
11・9 高江「土人」発言について移住連と警察庁へ申入れ
11・10 厚生労働、法務委員会連合審査会（外国人技能実習・入管：質問④）
（外国人技能実習・入管：質問⑤）
11・12 ツールドおきなわ開会式
11・13 沖縄県母子寡婦福祉大会
11・14 LGBTに関する課題を考える議員連盟勉強会。民主主義・地方自治を問う院
内集会。食の問題から考える子どもの貧困
11・15 法務委員会（外国人技能実習・入管：質問⑥）
11・16 参議院ASEAN議員交流推進議員連盟総会及び駐日タイ大使との意見交換会
11・17 法務委（外国人技能実習・入管：質問⑦）
11・18 緊急シンポジウム「平和憲法は変えさせない」
11・20 自衛隊基地建設予定地視察（宮古島）
11・21 最高裁に中立・公正な審理を求める県民集会
11・22 法務委員会（一般：質問⑧）
11・23「基地のない沖縄を!全国署名スタート集会」にて講話（新潟県万代市）
11・24 法務委員会（給与法：質問⑨）
11・26 緊急シンポジウム 伊江島・高江・辺野古のトライアングル
11・29 沖縄等米軍基地問題議員懇談会総会・勉強会
11・30 政治分野における女性の参画と活躍を推進する議員連盟勉強会
発達障害の支援を考える議員連

