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ごあいさつ

参議院議員

オール沖縄と安倍政権、そして菅政権

伊 波 洋 一（会派・沖縄の風）

ハイサイ グスーヨー チュー ウガナビラ 皆様、お元気にお過ごしでしょうか。
迎える2021年が、皆様と御家族にとって、
そして沖縄、
日本、世界にとって良い年に
なることを心から祈念申し上げます。
2020年を通して新型コロナウイルスの猛威が世界中に拡がり、外国との往来も
できなくなり、東京オリンピックなど多くの催しが延期や中止されました。
沖縄でも伝統行事が中止され、1千万人を超えていた国内外からの観光客もぴ
たりと止まり、県経済に大きな影響が出ています。毎年恒例の後援会の集いも開催
できず、後援会たよりも遅れてしまったことをお詫び申し上げます。
私は、
この一年間、髙良鉄美議員とともに国政で「沖縄の風」
を吹かし続け、沖縄
県民の声を国政に届けて、一日もはやく沖縄の新型コロナウイルス感染が終息し、経済が回復できるよう取り組
んできました。新年を迎え、なお一層、県民の幸せの実現に向けて邁進してまいりたいと決意を新たにしています。
さて、沖縄に辺野古新基地建設を押し付けた安倍首相が辞任し、新たに菅政権が発足しました。
しかし、菅新
首相も沖縄へ新基地建設を押し付け続けており、県民の新基地建設反対運動の取り組みは続きます。菅政権は
2年後の県知事選挙に向けて玉城デニー県政に厳しい姿勢で臨む可能性があり、私は、県民の皆様と共に国
政で沖縄の風を吹かし続けながら玉城デニー知事を支えてまいります。
来年5月15日に沖縄県は復帰50周年を迎えます。
また、沖縄振興（開発）特別措置法の5度目の改定が行
われます。2021年には国会でも本格的に法案と振興計画案の審議が行われます。離島を含め、沖縄県全体の
発展につなげるよう沖振法の改定に取り組んでまいります。本年を、復帰以降を振り返り、
これからの「誇りある平
和で豊かな沖縄」
を展望する飛躍の年にしましょう。
首里城再建に向けた動きも本格的にスタートします。来年10月には、世界のウチナーンチュ大会も開催されま
す。
あらためて沖縄を国の内外に知らせる良い機会です。新型コロナウイルス感染を一日も早く終息させ、観光業
が県民の暮らし全体を底上げする仕組みを作るとともに、世界的観光地OKINAWAを広くアピールできる年に
もしたいと思います。
沖縄防衛局は大浦湾側で軟弱地盤が見つかり、当初の埋立計画では安全性が保てないことから沖縄県に
公有水面埋立変更承認申請を提出しました。申請書は軟弱地盤の詳細や工事内容、環境対策を示さず、土砂
採取で新たに南部地区を掘り起こして約3160万㎥もの膨大な石灰岩を採取するとしています。沖縄戦犠牲者
の慰霊碑が並ぶ慰霊の地を掘り起こして新基地を造らせてはなりません。
私は、
このような新基地建設を許さず、県民の皆様と共に反対してまいります。後援会の皆様には、引き続きご
支援いただきますようお願い申し上げます。

沖縄の声を国会へ届け続ける
イハ洋一後援会共同代表
石 川元 平

町田宗 徳

東 門 美 津子

高里鈴代

下地 学

謹賀新年 明けましておめでとうございます。
日頃より伊波洋一参議院議員ならびにイハ洋一後援会へのご支
援に心より感謝を申し上げます。
さて4月21日、玉城県政がコロナ対策に全力をあげている最中に沖縄防衛局は辺野古新基地建設「設計変
更承認申請書」
を提出し、
「 命の問題」であるコロナ対策よりも新基地建設を優先する政府の姿勢に県民から大
きな怒りが広がりました。
一方、国会において伊波洋一議員は参議院外交防衛委員会において
「辺野古新基地建設」問題をはじめとし
て在沖米海兵隊普天間基地における有機フッ素化合物、
ＰＦＡＳを含む泡消火剤の大量漏出事故への対応等
について追及してきました。
とりわけ北谷浄水場からは宜野湾市をはじめとして、沖縄市、北谷町、北中城、中城
村、浦添市、那覇市の7市町村45万人に水道水が供給されており、PFAS混入河川水等の代わりに、北部国
ダムからの取水を増やすよう求めています。伊波洋一議員は今後とも私たちの生活に直結する様々な課題につ
いて
「ヌチカジリ」取り組む決意を明らかにしております。新型コロナウイルス対策、県民への支援策など生活に直
結する取り組みを続けてまいります。
本年も伊波洋一はじめイハ洋一後援会一同をよろしくお願い申し上げます。
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2020年9月16日の臨時国会で安倍首相が辞任し、
菅（ すが）首 相が選 任され菅 新 政 権が発 足しまし
た。2012年12月の総選挙で自民党が圧勝して誕生
した安倍政権の7年8ヵ月は、沖縄にとって大きな災
難でした。
最大の災難は、沖縄県民が反対していた辺野古
新基地建設を強行し、
ジュゴンや262種の絶滅危惧
種を含む約5,300種の海洋生物の宝庫である辺野

2020年11月19日
総がかり行動国会前抗議集会

古・大浦湾の美ら海を破壊していることです。高江の
オスプレイ・パッド建設強行や伊江島でのF35ジェット

間飛行場は、
日米で全面返還合意された。世界で一

戦闘機やオスプレイ離発着場の建設、嘉手納の機

番危険な飛行場と言われ、危険除去、固定化はあっ

能強化も同様です。
さらに与那国島や宮古島、石垣

てはならない」
と力説しましたが、そう言える立場で

島で陸自ミサイル基地建設を強行しました。

しょうか。

米軍は、対中戦略の変化に伴い、米海兵隊の出

96年の日米合意は「5年～7年以内の全面返還」

撃拠点だった沖縄本島を含め南西諸島を、対中国

で、2 0 0 3 年 が 返 還 期 限です 。
「辺野古が唯一」
と

戦の最前線にしようとしています。すでに2009年の

言って、固定化しているのは、
日本政府の方です。

グアム移転協定で沖縄の第三海兵遠征軍司令部及

日本政府が進める今回の設計変更でも2030年代

び各実働部隊９千人と家族９千人のグアムやハワイ、

後半にしか完成しません。実に、返還合意から30年

米本土への移転が日米合意されています。
日本の財

以上も普天間飛行場の危険性を放置し続けようとし

政支出3500億円でグアムやテニアンでは沖縄海兵

ているのです。

隊基地の代替施設建設が進み、2020年10月1日にグ

当時の会談では菅首相は、
日米同盟の抑止力の

アムに海 兵 隊キャンプ・ブラズ基 地が開 設されまし

維持と普天間の危険性の除去を天秤にかけて「辺

た。2024年から沖縄の海兵隊の移転が開始されま

野古移設は唯一の解決策である」
としました。
まさに、

す。
アンダーセン空軍基地では普天間基地の代替施

抑止力を理由に沖縄県民の危険を放置する考えで

設として、海兵隊のヘリ格納庫やオスプレイ駐機場、

した。今日では、
さらに事態は悪化しています。沖縄を

修理メンテナンス施設等の建設が行われています。

戦場とする訓練が行われるようになっているのです。

大浦湾の海底では水深90ｍまでの軟弱地盤が見

米海兵隊は、2020年10月7日に伊江島で高機動ロ

つかり、費用は9300億円に膨れ上がり、計画通り進

ケット砲システム
「ハイマース」
を地上配備し、遠征前

んでも2030年代後半にしか完成しません。完成して

方基地作戦の訓練を含む米海空軍の合同演習を行

も滑走路の地盤沈下が続き、震度1～３の地震で崩

いました。
自衛隊も同様に離島奪還訓練を繰り返し、

壊する怖れも指摘されています。

2020年11月には日米約4万6千人が参加する共同統

私は、
日米政府が困難な辺野古新基地建設を続

合演習が種子島で行われました。宮古島や石垣島

けるのは「一日も早く危険性を除去する」ためではな

など南西諸島を想定したものです。再び沖縄を戦場

く、危険な普天間基地をいつまでも米軍に使わせ続

にする軍事作戦が着々と準備されていると言っても

けるためだと思っています。安倍政権は、翁長雄志

過言ではありません。

知事が辺野古新基地建設に反対する
「オール沖縄」

沖縄を戦場にしないために、
より多くの県民に呼び

の県知事に当選してから約半年間、会談を拒否し続

掛けて
「オール沖縄」
に結集して日米政府の動きに対

けました。2015年4月に安倍首相と翁長知事が初会

抗し、辺野古新基地建設と陸自ミサイル基地建設に

談後、翌5月からの官房長官と翁長知事の会談で、

反対していきましょう。

菅氏は1996年の日米合意を引き合いに出して
「普天
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大浦湾の海底では水深90ｍまでの軟弱地盤が見

米海兵隊は、2020年10月7日に伊江島で高機動ロ

つかり、費用は9300億円に膨れ上がり、計画通り進

ケット砲システム
「ハイマース」
を地上配備し、遠征前

んでも2030年代後半にしか完成しません。完成して

方基地作戦の訓練を含む米海空軍の合同演習を行

も滑走路の地盤沈下が続き、震度1～３の地震で崩

いました。
自衛隊も同様に離島奪還訓練を繰り返し、

壊する怖れも指摘されています。

2020年11月には日米約4万6千人が参加する共同統

私は、
日米政府が困難な辺野古新基地建設を続

合演習が種子島で行われました。宮古島や石垣島

けるのは「一日も早く危険性を除去する」ためではな

など南西諸島を想定したものです。再び沖縄を戦場

く、危険な普天間基地をいつまでも米軍に使わせ続

にする軍事作戦が着々と準備されていると言っても

けるためだと思っています。安倍政権は、翁長雄志

過言ではありません。

知事が辺野古新基地建設に反対する
「オール沖縄」

沖縄を戦場にしないために、
より多くの県民に呼び

の県知事に当選してから約半年間、会談を拒否し続

掛けて
「オール沖縄」
に結集して日米政府の動きに対

けました。2015年4月に安倍首相と翁長知事が初会

抗し、辺野古新基地建設と陸自ミサイル基地建設に

談後、翌5月からの官房長官と翁長知事の会談で、

反対していきましょう。

菅氏は1996年の日米合意を引き合いに出して
「普天
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活動記録スナップ
2019年8月4日
倉浜衛生施設組合設立50周年記念式典

2019年8月11日 沖国大ヘリ墜落から15年
抗議集会@宜野湾市役所前広場

2019年12月6日 緑ヶ丘保育園政府要請東京行動

2019年8月31日 3周年激励会

2019年12月6日 緑ヶ丘保育園政府要請東京行動

2019年8月31日 3周年激励会

2019年8月31日 3周年激励会

2019年8月22日 令和元年対馬丸慰霊祭

2020年1月14日 共産党大会

2019年9月9日
沖縄防衛局へ鉱業法違反の岩ズリ購入中止抗議要請

2019年12月10日 「桜を見る会」問題野党合同街宣

2019年9月9日
沖縄防衛局へ鉱業法違反の岩ズリ購入中止抗議要請

2020年2月7日
全国戦災史実調査報告書に係る要請

2020年2月27日 選択的夫婦別姓を求める院内集会
2019年9月10日 沖縄総合事務局長交渉
2020年3月29日
那覇空港第二滑走路共用セレモニー

2020年3月29日
那覇空港第二滑走路共用セレモニー
2020年3月30日 新型コロナヒヤリング（沖縄県庁での記者会見）

2020年5月29日 県議選応援
2019年9月18日
デニー知事を支える裁判支援集会@城岳公園
2019年9月19日 沖縄愛楽園敬老会

2020年3月30日 新型コロナヒヤリング（中小企業団体）

2019年9月11日 嘉手納爆音訴訟控訴審判決集会

2020年3月30日 新型コロナヒヤリング（連合沖縄）
2019年9月28日
県労連第30回定期大会@空手会館

2020年5月30日 県議選応援

2019年10月20日 APALA記者会見・歓迎交流会@ネストホテル那覇
2019年9月28日
髙良鉄美激励会@教育福祉会館

2019年10月5日 自治労沖縄県本部
第68回定期大会@沖縄産業支援センター

2020年4月17日
うりずんの会
普天間飛行場PFOS含む泡消火剤漏出事故抗議要請

2020年4月24日
うりずんの会 防衛省辺野古設計変更申請抗議申し入れ

2020年8月27日 うりずんの会コロナ対策沖縄関連省庁申入れ

2019年9月29日 沖縄都市モノレール延長開業記念祝賀会@沖縄ハーバービューホテル

2019年10月23日 玉城デニー知事とAPALA幹部との面談@沖縄県庁

2020年7月2日
うりずんの会石垣陸自駐屯地建設工事現場調査

2020年10月28日
参議院野党国会対策委員長会談
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普天間飛行場PFOS含む泡消火剤漏出事故抗議要請

2020年4月24日
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2019年10月23日 玉城デニー知事とAPALA幹部との面談@沖縄県庁

2020年7月2日
うりずんの会石垣陸自駐屯地建設工事現場調査

2020年10月28日
参議院野党国会対策委員長会談

オール沖縄 衆議院総選挙予定候補者

2020年11月23日 沖縄立憲民主党結成大会

2020年12月1日 沖縄県さとうきび対策本部による要請

2020年11月23日 沖縄立憲民主党結成大会

2020年12月4日 うりずんの会
沖縄振興予算について内閣府に要請

あかみね政賢

2020年12月8日 緑ヶ丘保育園沖縄防衛局要請

参院会派沖縄の風活動写真

2区
2020年4月9日 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より新型コロナヒヤリング

2019年12月24日 玉城デニー知事から予算要請を受ける

2020年5月19日 学校再開で防衛省へ
普天間飛行場の飛行自粛要請

2020年7月2日
西大舛髙旬竹富町長意見交換

2020年7月3日 石垣住民投票勉強会

3区

ヤラともひろ

4区

2020年7月3日 竹富島視察

新垣クニオ
2020年7月2日
中山義隆石垣市長意見交換

オール沖縄の予定候補者を国会に送りだそう！

2020年11月12日 学術会議問題野党合同街宣

2020年11月12日 沖縄意見広告運動記者会見

誇りある平和で豊かな沖縄の未来を切り拓く

2020年10月3日 辺野古県民大行動（7ヵ月ぶり）

玉城デニー県政を支え、

1区

2020年7月3日 西表島視察

金城トオル

きたる衆議院総選挙では、
オール沖縄から、1区・赤嶺政賢氏（あかみねせいけん）、2区・新垣邦男氏（あらか
きくにお）、3区・屋良朝博氏（やらともひろ）、4区・金城徹氏（きんじょうとおる）
が立候補する予定です。
どの予
定候補者も厳しい取り組みとなりますが、玉城デニー県政を支え、沖縄の声を国政へ届けるために、皆さまの御
支援をよろしくお願いいたします。

2020年7月4日 石垣島視察

2020年7月21日 第32軍司令部壕視察

2020年8月20-21日
宮古島市・多良間村行政視察
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国会活動報告

第199回臨時会（2019年8月1日～8月5日）、第200回臨時会（2019年
10月4日～12月9日）、第201回常会（2020年1月20日～6月17日）の期
間中の、各委員会での質疑の内容をまとめてご紹介します。各質疑の詳
細は伊波洋一オフィシャルサイトをご参照下さい。

2020年5月26日、6月2日、6月12日 外交防衛委員会

伊江島補助飛行場改修工事に
県赤土防止条例の適用を求める
米軍伊江島補助飛行場では、2020年2月～6月、1600ｍ滑走路の舗装、垂直

2019年11月7日、11月12日、11月14日 外交防衛委員会

南西諸島への
自衛隊ミサイル部隊配備に抗議
防衛省は、宮古島に自衛隊ミサイル部隊を配備し、
さらに

離着陸帯の整備など、大規模改修が行われた。
このような事業に対し、沖縄県赤土
等流出防止条例は事業者の届出を求めているが、米軍は届出をしていない。国は、
赤土防止条例は日本環境管理基準（JEGS）に含まれる環境基準ではないが、米軍
は条例を尊重し環境に配慮した工事を行っていると答弁。米軍の工事に赤土防止
条例を適用するよう求めた。

住民の反対を無視して保良鉱山地区に弾薬庫建設を強
行している。2012年3月の「機動展開構想概案」
で、防衛省は石垣島防衛部隊の「損耗率70％」
を想定している。
日本軍
の「玉砕戦」のような、
自衛隊員の命を軽視する許されない想定で、住民も巻き添えにするものだ。南西諸島の軍事化に抗
議し、宮古島駐屯地内の御嶽（ウタキ）
についても適切な保全を求めた。

2019年11月25日 行政監視委員会

貧困・格差の是正、
民間／公務のワーキングプア解消を求める

2020年6月19日 沖縄北方特別委員会

次期沖縄振興計画、
首里城再建支援を求める
2021年度末に沖縄振興特措法・振興計画が期限を迎える。次期計画につ
いて、
コロナに負けない新沖縄振興を衛藤沖縄担当大臣に求めた。
また、2019
年10月に焼失した首里城の再建について、県の「首里城復興基本方針」に国の支援を求めるとともに、琉球の歴史・文
化を体験する場として琉球王国・尚家文書などを首里城や中城御殿などに保管・展示することを提案した。

「就労しているにも関わらず概ね年収200万円未満で収入が生活保護水準を下
回る者」
と定義される
「ワーキングプア」について、政府には定義がなく対策もない。
沖縄の貧困・格差是正、
ワーキングプア解消に向け、厚労省に最低賃金の増額、
全国一律化を求めた。
また
「官製ワーキングプア」
と呼ばれる自治体の臨時・非常勤職員の待遇改善、2020年4月からの
「会計年度任用職員制度」の適正な運用を総務省に訴えた。

2019年11月21日、26日、28日、12月3日 外交防衛委員会

日米貿易協定反対、県農畜産物の輸出促進、
製糖工場の施設更新支援を求める
自動車輸出と引き換えに農産物輸入関税を撤廃する日米貿易協定に断固反対を訴え
た。同時に沖縄県産の農畜産物の輸出、特に大消費市場である中国への輸出解禁協議
の促進を求めた。離島の基幹産業であるサトウキビ産業には、製糖工場が欠かせない。
1950年代に建設され更新時期を迎える製糖工場の施設更新に対し、国の支援を求めた。

2020年4月13日、5月25日 行政監視委員会・小委員会

新型コロナ対策、安心な医療の確保を求める
新型コロナウイルス感染症は、沖縄県にも大きな被害をもたらしている。県による

8

2020年3月19日 沖縄北方特別委員会、4月16日、5月12日 外交防衛委員会

北谷浄水場PFAS問題に
北部・国ダムからの水融通を
比謝川、大工廻川、嘉手納井戸群などから取水する北谷浄水場の水には、嘉手納、
普天間基地が汚染源と考えられる有害化学物質PFAS（PFOS/PFOA）
が含まれて
おり、健 康 不 安が広がっている。臨 時 措 置として、北 谷 浄 水 場の配 水 分について、
PFASが含まれない北部の国管理ダムから水を融通するよう提案した。衛藤沖縄担当
大臣は
「不安を払拭できるよう協議のスタートをお願いしたい」
と答弁、現在県と国の協
議が進んでいる。
その後、4月10日に普天間基地から大量のPFASを含む泡消火剤が
流出する事故が起きた。真相究明、再発防止を強く求め、防衛省も環境補足協定に基
づく立入調査を実施した。

2020年1月17日、3月10日、18日、26日、7月9日 外交防衛委員会

辺野古新基地建設断念、
軟弱地盤問題を訴える

自宅・宿泊療養の整備や空港・港でのサーモグラフィー設置支援、医療従事者向

辺野古・大浦湾では、防衛省は地盤の軟弱さを

け防護具の配布、病床の確保など、医療提供体制の拡充を求めた。
また、
コロナ対

示すデータを無 視して設 計を強 行している。地 質

応と外来・入院の減少による医療機関の経営危機に対し、診療報酬などでの支援

学・土木工学の専門家の検証により、震度1～3の

を訴えた。
さらに、5月頃までの第一波の感染状況把握と対策について科学的検証

地震で、
ほぼすべての護岸が崩壊することが判明した。防衛省に軟弱地盤の再調査とともに、民意に反して強行される辺

を訴えた。

野古新基地建設の断念を強く迫った。
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国会活動報告

第199回臨時会（2019年8月1日～8月5日）、第200回臨時会（2019年
10月4日～12月9日）、第201回常会（2020年1月20日～6月17日）の期
間中の、各委員会での質疑の内容をまとめてご紹介します。各質疑の詳
細は伊波洋一オフィシャルサイトをご参照下さい。

2020年5月26日、6月2日、6月12日 外交防衛委員会

伊江島補助飛行場改修工事に
県赤土防止条例の適用を求める
米軍伊江島補助飛行場では、2020年2月～6月、1600ｍ滑走路の舗装、垂直

2019年11月7日、11月12日、11月14日 外交防衛委員会

南西諸島への
自衛隊ミサイル部隊配備に抗議
防衛省は、宮古島に自衛隊ミサイル部隊を配備し、
さらに

離着陸帯の整備など、大規模改修が行われた。
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2020年3月19日 沖縄北方特別委員会、4月16日、5月12日 外交防衛委員会
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を訴えた。

野古新基地建設の断念を強く迫った。
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臨時国会活動報告

第203回臨時会（2020年10月26日～12月5日）の期間中
の、各委員会での質疑の内容をまとめてご紹介します。各
質疑の詳細は伊波洋一オフィシャルサイトをご参照下さい。

2020年11月19日 外交防衛委員会

米海兵隊の新作戦構想EABO、
日本列島を戦場にする米軍事戦略に抗議
2020年10月、米軍事演習「ノーブル・フューリー21」
が、伊江島補助飛行場や沖縄

2020年11月17日 法務委員会

選択的夫婦別姓制度の導入を訴える
会派「沖縄の風」の髙良鉄美議員の
差し替えで法務委員会。国際的にも批
判の強い日本の死刑について、最多の
16人を死刑執行したことに抗議。
さらに
国際法違反の日本の入管収容、共同親
権などを取り上げた。

県内、
日本各地の米軍基地で行われた。伊江島では、中国との戦争を想定した米海兵
隊の新しい「機動展開前進基地作戦（EABO）」構想に基づき、大型輸送機C-130で
高機動ロケット砲システム
（HIMARS、ハイマース）
を緊急展開、
ミサイルを発射しては転
進するという訓練が実施された。
多様な機能を持つ臨時拠点を前方に一時的に設置することを重視するEABOにお
いては、辺野古新基地は不要であることを強調。米国の西太平洋地域での覇権維持の
ために日本列島を戦場にする米軍事戦略に追随することは、
「 軍民一体化」のスローガ
ンのもと4人に1人が犠牲となった沖縄戦の悲劇を繰り返すものであり、国民の生命・財
産を守るという日本の安全保障政策とはなり得ないことを訴え、強く抗議した。

上川陽子法務大臣が世論を理由に
選 択 的 夫 婦 別 姓 制 度に慎 重なことか
ら、法制審が審議を始めた経緯や、民法
改正の答申に至るまでに国民の声をどう
聞いてきたかなどを質問。法務省からは、
女性差別撤廃条約を批准したことや政
府の有識者会議が男女平等の見地から民法を見直す提言をすることが見込まれていたことなどから、法制審が審議を開
始。国民の意見を丁寧に聞いたうえで、96年に法制審が選択的夫婦別姓の導入を答申したことが明らかにされた。
なお、
この政府答弁については、夫婦別姓訴訟弁護団から最高裁への上告理由書に盛り込んだとの連絡があった
（現
在、最高裁大法廷で審理中）。

2020年11月30日 行政監視委員会

国と地方の行政の役割分担に関する小委員会

コロナ不況下、母子・父子の「ひとり親世帯」支援を求める
コロナ対策は国が制度設計し、
自治体が実施主体となるが、制度の不
備や周知が不足している問題について、行政監視の観点から質問した。
20歳未満の子供のいる母子・父子の「ひとり親世帯」は、全国に約
140万世帯。特に母子世帯の多くが非正規雇用で、
コロナ禍で沖縄県
でも多くの「ひとり親世帯」
が生活困難に直面している。令和2年度第二
次補正予算ですでに実施された「ひとり親世帯臨時特別給付金」の再
支給の実施（その後2020年内の再支給が決定）、
その他の支援策に

2020年11月19日 法務委員会

ついての周知の徹底を求めた。

「出自を知る権利」保障を。
「生殖補助医療特例法案」に反対
再び髙良議員に代わり法務委員会。生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する
「生殖補助医療特例法」の法案審議では、
「 沖縄の風」
が指定した参考人の柘植あづみ明治学
院大学教授に問題点を質問した。
現在、
すでに行われている精子提供で生まれた子どもの「出自を知る権利」
が認められないため
に苦しんでいる当事者の声など、生殖補助医療の問題点が具体的に紹介された。
「 出自を知る
権利」
をはじめ、精子提供による現状の生殖補助医療で明らかになった問題が解消されないま
ま、卵子提供、
さらには代理懐胎などの行為に道を開けば、問題はさらに深刻になる。
会派「沖縄の風」
として、
この
法案では行為規制が行われな
いまま生殖補助医療が拡大さ
れる懸念が強いとして、本法案
には反対した。

2020年11月26日、2020年12月1日、2020年12月3日 外交防衛委員会

普天間飛行場の負担軽減、
固定翼外来機の飛来禁止を求める
普天間飛行場は、固定翼機の滑走路に求められる、
「クリアゾーン」
（ 米連邦航空法や米軍統
一施設基準で、航空機墜落の危険が高いことを理由に土地利用が許されない、滑走路端から約
900メートルの区域）
が住宅地区まで広がる
「世界一危険な基地」
（ラムズフェルド米元国防長
官）
であり、周辺住民は墜落事故と隣り合わせの生活を余儀なくされている。
訓練移転などに多額の税金を投じる日本政府は、
「負担を軽減している」
と繰り返すが、外来機
の飛来や夜間飛行の増加で、住民の負担はますます大きくなっている。
委員会質疑を通じて、実際は2017年度から2019年度にかけて、固定翼の外来機の飛行回数
が10倍にも増加していることが明らかになった
（2017年度236回から2019年度2,678回）。強く
抗議し、当面、少なくとも固定翼の外来機の飛来禁止を米国に求めるよう、
日本政府に迫った。
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2020年2月12日

10

国際経済・外交に関する調査会

2020年2月26日

10

外交防衛委員会

2020年3月10日

20

外交防衛委員会

2020年3月18日

15

沖縄及び北方問題に関する
特別委員会

2020年3月19日

15

外交防衛委員会

2020年3月26日

15

行政監視委員会国と地方の行政の
役割分担に関する小委員会

2020年4月13日

10

行政監視委員会

2020年4月13日

10

外交防衛委員会

2020年4月16日

18

外交防衛委員会

2020年5月12日

15

行政監視委員会国と地方の行政の
役割分担に関する小委員会

2020年5月25日

10

外交防衛委員会

2020年5月26日

15

外交防衛委員会

2020年6月2日

15

国際経済・外交に関する調査会

2020年6月3日

10

外交防衛委員会

2020年6月12日

15

2020年6月19日

20

2020年7月9日

18

法務委員会

2020年11月17日

25

法務委員会

2020年11月19日

20

外交防衛委員会

2020年11月19日

20

外交防衛委員会

2020年11月26日

16

行政監視委員会国と地方の行政の
役割分担に関する小委員会

2020年11月30日

10

外交防衛委員会

2020年12月1日

18

外交防衛委員会

2020年12月3日

24

200回国会
（臨時会）

外交防衛委員会では、辺野古新基地建設断念等
のほか、県農畜産物の輸出促進と製糖業支援を訴
や、生殖補助医療特例法案について当事者の声を
尊重するよう主張した。行政監視委員会では、貧困・
格差の是正や新型コロナ対策でひとり親世帯への
給付金再支給を求めた。沖縄北方特別委員会では、
PFAS汚染対策として国ダムからの水融通、次期振
興計画、首里城再建支援などを求めた。
就任から今年までの累計質疑回数は127回とな
り、累計質疑時間は32時間59分となった。
（国政報告、国会質疑の議事録一覧は下記サイトをご覧ください。）

201回国会
（常会）

伊波洋一オフィシャルサイト
http://ihayoichi.jp

沖縄及び北方問題に関する
201回国会
特別委員会
（閉会中審査）
外交防衛委員会

203回
（臨時会）

公式Twitter
https://twitter.com/ihayoichi?lang=ja

質疑
時間
（分）

外交防衛委員会

行った。

えた。法務委員会では、選択的夫婦別姓制度の導入

日時

外交防衛委員会

4年目の参議院では、外交防衛委員会に始まり、
法務委員会、行政監視委員会、沖縄北方特別委員

会議名

日頃より、伊波洋一参議院議員へのご支援とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
国会内外で活動する伊波洋一議員とそれを支えるイハ洋一後援会の活動へのご支援をよろしくお願いいたします。

【郵便振替】口座番号：０１７４０ - ５ -１２２２１９
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口座名：イハ洋一後援会

