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安倍自公政権を倒し︑共謀罪は廃止へ ！
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共謀罪法案の廃案を求める市民の集い（5月31日・日比谷野外音楽堂）

猛暑が続いておりますが、皆様におかれまして

不当逮捕と長期勾留に象徴されるように、沖縄

響により、全国各地で大変な被害が出ておりま

です。いわゆる共謀罪の廃止をめざし、さらには

は、いかがお過ごしでしょうか。今年は大雨の影

す。特に九州北部を襲った豪雨では、たくさんの
方々がお亡くなりになりました。犠牲になられた

の非暴力の反基地運動を委縮させる狙いが明白
安倍政権を打倒しなければなりません。

沖縄の現状については、これまで私も含め、翁

方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災

長県知事や山城博治さんが、国連や国際社会に

沖縄では、大田昌秀元沖縄県知事がお亡くな

県外・国外へ発信していくことが大切です。以前

された方々に心からお見舞い申し上げます。

りになり、県民葬が行われました。世界平和を真

に願い、公職を退いた後も精力的に活動されて

いた姿勢に、日頃から大きな感銘を受けておりま
した。大田先生のご冥福を心からお祈り申し上
げますとともに、先生のご遺志を受け継ぎ、平和
のために全力を尽くしていくことを誓います。

さて、国会ではいわゆる共謀罪が、審議も不十

分なまま成立してしまいました。法案成立に対し
て、国会外の市民運動と連帯し抵抗する意思を

訴えてきましたが、今後も沖縄の状況をどんどん

に比べれば、沖縄への理解がひろがってきている
ように感じます。8月中旬に辺野古新基地問題解
決のため、訪米いたします。今回は女性・市民団

体やアメリカの労働組合との意見交換を予定し
ています。訪米団として草の根の運動を展開し
ながら、国会議員として連邦議会議員や米国政

府関係者へのアプローチも積極的に行い、確実
に歩を進めてまいりたいと思います。

最後に、暑さ厳しい折、皆様にはご健康にはく

示さなければとの思いで、他の議員とともに牛歩

れぐれもお気を付けいただき、一層ご活躍され

う間際に「安倍政権は沖縄の声を聞け！」と大き

2017年8月

戦術を行いました。時間制限でとうとう投票とい
な声で訴えました。政府はいわゆる共謀罪を「テ
ロ対策」と説明していますが、山城博治さんらの

ますよう、お祈りいたします。

参議院議員

糸数慶子
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の安倍総理に対する質問では、ヘリパッド建設に抵
抗する市民の座り込みに対し、全国から機動隊を動
員して多数の市民を負傷させ、山城博治さんらを逮
捕・勾留したことに強く抗議し、沖縄県民にとっては
共謀罪法案が、政府に抵抗する行為を、未然に一網
打尽にする意図があるのではないかと厳しく指摘し
ました。共謀罪法案は、会期中の成立が難しくなった
ことなどから、参議院法務委員会で審議中にもかか
わらず、国会終了間際の6月14日夜、法務委員長によ
り中間報告が行われ、その後、採決されるという異例
の事態となりました。そのため、質問権を奪われたこ
とについて委員長に対し強く抗議を行いました。
国会閉会日には、強姦罪の法定刑を引き上げ、被
害者が告訴しなくても加害者を処罰できるようにす
法務委員会で安倍首相に質問（5月30日）

国会報告 第193回 国会
◇
「沖縄の風」が本格始動！
昨年の参議院選挙で当選した伊波洋一議員と結
成した会派「沖縄の風」として、様々な取り組みを行
いました。天皇の退位等についての意見交換会には

ることや、父母などによる子どもへの性的暴行やわ
いせつ行為に罰則を新設する等の刑法改正案の参
考人質疑と裁決が行われました。性暴力被害者の悲
願であった刑法改正が行われたことは大きな一歩と
なりました。

◇通称使用が大きく前進！
なんといっても、今国会で大きな成果だったのは、

伊波議員が、参議院改革協議会には私が出席し、会

旧姓の通称使用が広く認められるようになったこと

派としての意見を表明しています。また、議長主催の

です。昨年末に沖縄県の全市町村と教育委員会を対

行事などでも会派の代表として挨拶する機会が増え

象に調査したことをきっかけに、法務委員会で、総務

ており、少数会派が尊重されていることを実感した

省、文科省、最高裁に通称使用の拡大についてたび

国会でもありました。

たび質問をしました。その結果、総務省が3月30日、

◇与党の暴挙で共謀罪法成立！

全国の自治体に文書を発出、最高裁も7月3日、裁判

今年1月20日に開会した通常国会（第193回国会）

官が判決文などでも旧姓の通称使用ができる旨の

は、重要法案の審議時間が不十分であるにもかかわ

通達を出しました。通称使用が広がっても、解決され

らず、安倍首相の関与が追及されていた加計学園問

ない問題は多く、選択的夫婦別姓制度導入の民法改

題から逃げるように、6月18日に閉会しました。

正を求めていきたいと思います。

所属している法務委員会では、民法や刑法などの
改正のほか、いわゆる共謀罪を新設する組織犯罪処
罰法改正案が成立しました。
民法が1896年（明治29年）に制定されて初めて民
法（債権法）の大改正が行われました。短期消滅時効
を廃止、法定利率を5％から3％にし、提携約款の規
定が創設されました。一方で選択的夫婦別姓導入と
婚姻年齢の男女平等化の民法（家族法）改正は120
年たっても行われないままとなっていることから、家
族法改正を行うよう求めました。
共謀罪法案の審議では、弁護士の皆さんと綿密な
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打ち合わせを行い、質問に臨みました。特に5月30日

第193回 国会の質問主意書と答弁書

質問主意書は14本
那覇空港における滑走路の民間航空機と自衛隊機と
の共同使用、在沖米軍機の夜間訓練飛行、在沖米軍
のつり下げ訓練、在沖米軍四軍調整官の発言、沖縄・
地域安全パトロール隊、嘉手納基地旧海軍駐機場の
使用、米軍のパラシュート降下訓練、米海兵隊のキャ
ンプ・ハンセンにおける最新兵器の訓練及び流弾事
件、米軍北部訓練場における自然環境の保全及び野
生生物の保護、いわゆる共謀罪法など14本の質問主
意書を提出しました。
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/

糸数慶子 の 活動報告

辺野古の浜から伊波洋一議員、稲嶺名護市長とともに初
日の出を拝む（1月1日・辺野古の浜）

共謀罪いらない議員会館前集会（4月19日）

山城博治さんを迎えて辺野古の海の埋め立て工事強行を
許さない大集会（4月19日・日比谷野外音楽堂）

4.28屈辱の日を忘れない県民集会（4月29日・キャンプシ
ュワブゲート前）

5.15平和とくらしを守る県民大会（5月14日・名護市瀬嵩
海岸）

政治弾圧を許さない支援集会（6月28日・那覇市城岳公
園）

軍事主義を許さない国際女性ネットワーク会議 in Okinawa 2017
6月末、米軍基地の存在に苦しむ国、地域から33人の女性が集ま
り、意見交換を行いました。
米軍基地の存在に起因する性暴力や環境汚染問題、軍事主義につ
いて、各国の現状を報告しあい、軍事に頼らない社会の在り方を模索
する目的ではじまったこの会議は、今回で9回目、20年の歴史があり
ます。私は「軍事化に抗して」というテーマの分科会に出席しました。
安倍政権となって、日本の軍事化、なかでも沖縄の軍事化はますま
す顕著です。私たちが今なすべきことは、近隣諸国と敵対することで
はなく友好関係が結ぶことあり、武力で平和は生まれないと主張し続
けることだ、と発表しました。
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糸数けいこ活動日誌
2017年（前半）

那覇市議会議員選挙で社大党公認候補２名とも当選
（7月9日・那覇市上原カイザ事務所）

講演会メモ

兵庫、京都、高知等で講演

2月23日「沖縄からの報告 辺野古・高江で起き
ていること」
（神奈川県相模原市）、3月16日学堂会
3月講演会「子どもたちのために、いま、一番してお
かなければならないこと」
（ 東京都千代田）、4月6
日戦争法廃止オール大田実行委員会主催「きな臭
いぞ戦争への道 沖縄新基地建設、共謀罪、阻止し
よう野党共闘で」
（東京都大田区）、5月3日「戦争さ
せない、9条壊すな!5・3兵庫憲法集会」
（兵庫県神
戸市）、5月6〜7日「APRN隔年会議2017軍事主義
に抵抗して 人民の力と民主主義の構築」(東京都
渋谷区)、5月27日伏見革新懇主催「緊急アピール
糸数慶子さんを囲む集会」
（ 京都府伏見市）、5月
28日共謀罪に関する勉強会（読谷村）7月1日沖縄
と千葉を結ぶ会主催「沖縄と千葉が今、平和の糸
で結ばれる」
（千葉県千葉市）、7月22日平和を願う
会「戦争も核もない平和な世界を目指そう〜日本
国憲法の精神と共に」
（ 東京都港区）、7月29日高
知県革新懇主催「沖縄と連帯する高知の集いⅢ」
（高知県高知市）にて講演。1月から11回におよぶ
講演を行うなど精力的に活動しています。

沖縄と連帯する高知の集い（7月29日）
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【1月】1・1 辺野古初興し
1・5 辺野古新基地建設阻止県民総行動
1・12〜1・13 沖縄及び北方問題に関する特別委員会視察（北海道）
1・15 日本共産党第27回大会
1・16 辺野古新基地建設阻止のための勉強会〜辺野古の現状と今後の動き〜
1・17 F35配備とパラシュート降下訓練に抗議する緊急集会、浦添市長選応援
1・19 天皇の退位等に関する会合、1・19国会議員会館前行動
1・20 第193通常国会開会、本会議、沖縄及び北方問題に関する特別委員会、
1・20国会開会日行動、与野党国会対策委員長会談
1・21 沖縄県女性団体連絡協議会新春の集い
1・23 伊計島ヘリ不時着及び低空・吊り下げ訓練について抗議（防衛省）
1・26 沖縄観光2017〜感謝の夕べ〜OKINAWA NIGHT in TOKYO
1・27 沖縄等米軍基地問題議員懇談会
【2月】2・1 参議院改革協議会の設置についての会合、共謀罪を考える勉強会
2・4 なかむらみお後援会 2017年議会報告会並びに新春のつどい
2・5 浦添市長候補又吉ケンタロウさん出発式
2・6 辺野古座り込み、又吉ケンタロウさん応援
2・7 野党国会対策委員長会談
2・8 沖縄県における自治体職員の通称使用に関する調査についての記者会見
2・13 辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会の防衛局要請
2・14 沖縄等米軍基地問題議員懇談会、日弁連院内学習会：カジノ解禁について
2・18 「山城博治氏の即時釈放を求める声明」発表記者会見
2・21 稲田防衛相、金田法務相はただちに辞職せよ！２・２１国会前緊急行動
2・22 国際経済・外交に関する調査会
2・23 「沖縄からの報告 辺野古・高江で起きていること」講話（神奈川県相模原市）
2・24 大学の軍事研究問題等を考える議員連盟設立総会、参議院改革協議会
2・26 上原カイザ新春激励会
2・28 陸自配備で南西諸島を標的にさせない政府交渉と院内集会
【3月】3・1 共謀罪に関する院内学習会、沖縄等米軍基地問題議員懇談会、
3・2 大学の軍事研究の問題等を考える議員連盟記者会見
3・4 辺野古座り込み、沖縄空手会館落成記念式典
3・5 古謝美佐子さんと山内スエコさんライブ＆トーク
3・7 法務委員会、映画「月光」上映会＆トーク
3・8 ウィメンズ・マーチ東京 国際女性デーに国会議員に伝えよう！
3・9 法務委員会（所信質疑：質問②）、全国空襲連院内集会
3・10 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
3・13 「宮古・石垣自衛隊配備反対」抗議要請（沖縄防衛局）
3・15 全国港湾17春闘中央行動 院内集会
3・16 参議院協会第8回総会、学堂会勉強会にて講演
3・18 山城博治さん保釈記者会見
3・20 うるま市長候補山内スエコさん政策発表会見
3・21 沖縄及び北方問題に関する特別委員会（委嘱審査：質問③）
3・22 法務委員会（委嘱審査：質問④）、ILO議連2017年度第1回勉強会
3・23 オスプレイ問題申し入れ（外務省、防衛省）、3.23院内集会
3・25 違法な埋立工事の即時中止・辺野古新基地建設断念をもとめる県民集会
3・26 必勝！山内スエコ女性のつどい
3・29 沖縄タイムス創刊70周年プレ企画 沢木耕太郎さん講演会
【4月】4・1 辺野古座り込み1000日集会
4・5 女性議員有志で刑法性犯罪改正の早急な審議入りを求める申入れ
4・6 法務委員会（一般：質問⑤）、4.6国会議員会館前緊急行動、
「沖縄新基地建設、共謀罪、阻止しよう 野党共闘で」講演（東京都大田区）
4・8 上原カイザ那覇市議会議員事務所開き、うるま市長選応援
4・10 クオータ制を推進する会「パープルに染めて！推進法案成立へ」
4・11 法務委員会（定員法：質問⑥）、東京朝高生「無償化」裁判報告会
4・13 法務委員会（一般：質問⑦）、
「朝まで生テレビ！」30周年感謝の会
4・16 うるま市長選挙出発式
4・18 法務委員会（裁判所法：質問⑧）
4・20 法務委員会（一般：質問⑨）、ピメンテルフィリピン共和国上院議長歓迎会
4・21 参議院改革協議会、アースデー永田町
4・25 法務委員会（民法改正(債権)：質問⑩）、沖縄等米軍基地問題議員懇談会
4・27 県選出国会議員で抗議申入れ（防衛省）
4・29 辺野古新基地建設阻止！共謀罪廃案！4.28屈辱の日を忘れない県民集会
【5月】5・3 憲法集会にて講演（兵庫県神戸市）
5・6〜7
APRN隔年会議2017にパネリストとして参加
5・9 法務委員会（民法改正（債権）
：質問⑫）
5・11 法務委員会（民法改正（債権）
：質問⑬）
5・14 復帰45年 5.15平和とくらしを守る県民大会
5・15 子どもの貧困対策推進議連申し入れ（厚労省）
5・16 法務委員会（民法改正（債権）
：質問⑭）、5.16大集会
5・17 〜辺野古新基地建設〜護岸工事の違法性を問う防衛省交渉＆院内集会
5・20 岡崎トミ子さんをしのび語り合う会
5・23 法務委員会（民法改正(債権)：質問⑮）、5・23院内集会
5・24 沖縄等米軍基地問題議員懇談会、刑法性犯罪を考える院内集会
5・25 法務委員会（民法改正(債権)：質問⑯）、VFPジャパン設立プレ・イベント
5・27 「緊急アピール 糸数慶子さんを囲む集会」にて講演（京都府伏見市）
5・28 共謀罪に関する勉強会（読谷村）
5・30 法務委員会（共謀罪：質問⑰）
5・31 石垣島への自衛隊配備撤回を求める要請署名手交と
名護市議会意見書に関する意見交換（防衛省、外務省、環境省）
【6月】 6・1 法務委員会（共謀罪：質問⑱）、加計学園問題院内集会
6・2 沖縄及び北方問題に関する特別委員会（一般：質問⑲）
6・3 野国昌春北谷町長 就任12周年激励会
6・7 「ストップ！性暴力」超党派議員と市民の院内集会
6・8 法務委員会（共謀罪：質問㉑）、選択的夫婦別姓を求める院内集会
6・9 沖縄及び北方問題に関する特別委員会（北方問題：質問㉒）、
VFP JAPAN設立記念シンポジウム
6・10 止めよう！辺野古埋立て共謀罪法案は廃案に！6.10国会大包囲
6・12 ハンセン病問題の最終解決を進める国会議員懇談会
6・13 法務委員会（共謀罪：質問㉒）
6・14 伊達忠一議長に中間報告による共謀罪強行採決に抗議
6・15 法務委員会（刑法性犯罪：質問㉓）、共謀罪強行採決抗議行動
6・16 法務委員会（刑法性犯罪：質問㉔）、沖縄及び北方問題に関する特別委員会
6・18 第193回通常国会閉会
6・19 沖縄等米軍基地問題議員懇談会第5回総会
6・22〜26 軍事主義を許さない国際女性ネットワーク会議 in Okinawa 2017
6・22 郡司彰参議院副議長に早急な臨時国会召集を求める申入れ
6・23 沖縄全戦没者追悼式
6・30 沖縄の風で嘉手納基地の基地機能強化について抗議要請（沖縄防衛局）

