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平成 28（2016）年の概観
　平成 28 年は、「一億総活躍社会」の実現に向け、未来へと果敢に挑戦する
一年となった。
　1 月、安倍晋三総裁は年頭の記者会見で「戦後最大のＧＤＰ 600 兆円」、「希
望出生率 1,8％」、「介護離職ゼロ」という大きな目標を掲げ、この 3 つの的
に向かって、「新・三本の矢」を放つとともに、誰もが挑戦できる「一億総
活躍社会」の実現に取り組む一年となった。
　第 24 回参議院議員通常選挙は 6 月 22 日に公示された、「この道を。力強く、
前へ」との決意の下、世界経済のリスクに立ち向かい、アベノミクスのエン
ジンを最大限にふかすことを公約として選挙戦に臨んだ。
　7 月 10 日に投開票が行われ、わが党は 27 年ぶりに単独過半数を得ること
が出来た。自民党・公明党の連立与党でより安定した政治基盤の下、「アベ
ノミクスを一層加速せよ」との国民の負託に応えるべく、政策を前に進めて
行く。
　8 月 3 日、第三次安倍再改造内閣が発足し、党役員人事で、高村正彦副総裁、
二階俊博幹事長、細田博之総務会長、茂木敏光政務調査会長、古屋圭司選挙
対策委員長らがそれぞれ選任された。
　そして、9 月 26 日に召集された第 192 回臨時国会では、ＴＰＰ（環太平
洋経済連携協定）関連法案や年金制度改革関連法案、ＩＲ（カジノを含む統
合型リゾート施設）整備推進法案など、国民生活に密接に関係する重要な法
案を成立させた。
　日米関係については、首脳会談を通じて、両国が深い絆の下に、これから
も「希望の同盟」として力を合わせ、地域や世界の平和と繁栄に貢献して行
くことで一致した。
　11 月には、他国に先駆けてトランプ次期大統領と会談し、いち早く信頼
関係を構築した。
　12 月、安倍総理は慰霊のため真珠湾を訪問し、オバマ大統領とともに二
度と戦争の惨禍を繰り返してはならないとの決意を未来に向けて示すととも
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に日米の和解を世界に発信した。
　平成 29 年党運動方針（案）は、日本の未来を切り開くーをモットーに「一億
総活躍」による新しい国づくりの明確な道筋を示すことの決意を示している。
　そして、国際社会を主導する外交と、ゆるぎない防衛体制の確立では、日
米防衛協力のための指針に基づき日米同盟強化を進め、アジア太平洋地域に
おける同盟の抑止力・対処力を高めるとともに、——基地周辺住民の方々の
負担軽減、とりわけ沖縄の負担軽減を実現するため、普天間飛行場の名護市
辺野古沖への移設を推進し、在日米軍再編を着実に進める。との決意を示し
ている。
　平成 26 年 12 月の総選挙から 2 年が経過し、衆議院議員の任期が折り返し
を過ぎており、参議院選挙で 27 年ぶりに単独過半数を回復したが、わが党
はいついかなる時もあらゆる場所での真剣勝負を行う「常在戦場」の精神の
下、謙虚な姿勢で臨んで行かねばならない。

　県内の政治・経済状況を概観すると、まず、名護市辺野古への普天間飛行
場代替施設移設に関して、平成 28 年 12 月 20 日、国が提起した不作為「違
法確認訴訟」で、最高裁判所は、国の主張を認め県の敗訴を言い渡した。
　判決内容は、平成 27 年 10 月 13 日に翁長雄志知事がなした「辺野古沿岸
埋め立て承認取消し処分」は違法とされるなど、県の主張を悉く退ける県に
とって厳しい結果となった。
　この結果を受け、翁長知事は、自らがなした「取消処分を取消した」。こ
れにより、平成 25 年 12 月 27 日に仲井眞弘多前知事がなした埋め立て承認
処分の合法性が確定した。
　しかし翁長知事は、最高裁の判決に関わらず、新たな知事権限などあらゆ
る手法を行使し、何が何でも辺野古移設を阻止すると明言した。
　国は、12 月 27 日から中断していた埋め立て工事を再開したが、今後想定
される埋め立て承認の変更などへの翁長知事の対応が注目される。
　平成 28 年度沖縄振興予算について、翁長知事就任以来、国と県との対立
が深刻化している状況の中、県連・県選出自民党国会議員の自民党沖縄振興
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調査会及び美ら島議員連盟への働きかけにより、当初予算は、沖縄振興一括
交付金 1,613 億円、沖縄科学技術大学院大学関連経費 167 億円、那覇空港滑
走路増設整備事業費 330 億円を含む、3,350 億円が確保された。
　また、島尻安伊子沖縄担当大臣の強い希望で、沖縄子どもの貧困緊急対策
事業として新規に 10 億円が計上された。
　その他、公共事業関係費は、昨年度に引き続き小録道路、那覇港、石垣港
における旅客ターミナル、那覇空港など産業・観光の発展を支える道路や港
湾、空港や、農林水産振興のために必要な生産基盤などの社会資本の整備や
学校施設の耐震化や災害に強い県土づくりなどを実施するため、国直轄事業
及び地方公共団体等への補助事業に係る公共事業関係費等 1,423 億円が計上
された。
　北部振興事業は、県土の均衡ある発展を図るため、北部地域の連携と自立
的発展の条件整備として、産業振興や定住条件の整備等を行うため、51 億
円が計上され事業が実施された。
　鉄軌道等の導入については、昨年度に引き続きで予算計上（1,5 億円）され、
本県における鉄軌道導入に向け県民需要など調査が実施された。
　キャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区については、平成 27 年 3 月 31 日に返還
が実現し、その跡地利活用として改正駐留軍用地跡地利用推進特別措置法（跡
地法）に基づき、昨年度の 3,6 億円から、12,5 億円と大幅に増額された。
　沖縄 21 世紀ビジョン基本計画は、計画期間 10 年の後半期に入り、後期計
画を進める上で、沖縄振興予算の満額確保が不可決であるが、翁長県政の国
との信頼関係は破たん状態にあり、沖縄振興予算の満額確保は容易ではない。
　このため、わが県連は、平成 33 年度まで毎年度 3,000 億円台の沖縄振興
予算を確保するとの安倍政権の約束に基づき、満額確保に向け全力で取り組
む。
　沖縄の復帰特別措置法や沖縄振興特別措置法に基づく九つの特別特区・酒
税減税措置等の延長については、これまでの 5 年から 2 年に、航空機燃料税
の軽減措置については 3 年延長が認められた。
　本県の個別振興策については、入域観光客は、県の目標である 840 万人に
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近づき、順調に推移している。特に、外国人観光客の伸びが顕著でクルーズ
船寄港の大幅増が大きく貢献している。
　クルーズ船寄港の伸びは、石垣及び宮古の離島にも波及しており、離島観
光も好調に推移している。
　大型ＭＩＣＥについては、与那原町と西原町にまたがるマリンタウン地区
への施設建設に向けた取り組みが進められているが、財源確保が課題となっ
ている。
　産業の振興、雇用の確保については、国内経済の好調さもあり県経済は好
調に推移し、有効求人倍率も過去最高を示し失業率の改善も著しく改善を見
せているが、一方で企業によっては人材不足が深刻さを増し、雇用のミスマ
ッチ解消も急がれている。
　那覇空港を拠点とした国際物流・国際貨物ハブ事業は好調に推移しており、
国内外の事業展開も飛躍的な伸びを見せ、県外や国外からの投資や開発計画
も相次ぎＩＴ関連や物流、製造業などの企業進出も進んでいる。
　沖縄都市モノレール浦添市への延長工事も進んでおり、中城湾港泡瀬地区

（東部海浜開発事業）埋立事業も順調に作業が進展している。
　農水産関係については、昨年も相次ぐ台風の来襲や長雨などで、離島を中
心に農作物や農水産施設などに大きな被害がでており、災害に強い農産物や
施設の強靭化への対応が課題となっている。
　県内の米軍基地問題は、過重な基地負担の軽減に向けＫＣ空中給油機の山
口県岩国市への移駐が実現し、オスプレイの一部訓練分散も進んでいる。日
米地位協定の見直しに関しては環境補足協定が新たに日米合意された。
　一方で、名護市安倍の浅瀬に米軍ＭＶ 22 オスプレイの不時着水事故が起
きるなど、米軍人・軍属による事件・事故は一向に解消していない。
　また、尖閣諸島周辺海域への中国漁船・公船による侵入はエスカレートし
ており、本県漁船の安心・安全な操業を守るために、政府に対し、歴史的に
も国際法上も明確な我が国の領土として毅然とした対応を求めて行く。
　日台漁業協定の締結問題は、沖縄側と台湾側との操業ルールをめぐる話し
合いが続いており、県内漁業者の保護を図っていく。また、沖縄近海での中
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国サンゴ網漁船の操業取締りについても政府に対し強化を申し入れている。
　10 月 26 日〜 30 日の間、第 6 回世界のウチナーンチュ大会が開かれ、海
外からの参加者は過去最多の 7,297 人に達した。

主な選挙結果
　平成 28 年は、2 市、２町、６村の市町村長選挙、６月には、県議会議員選挙、
７月には、参議院議員選挙が行われた。
　１月２４日の宜野湾市長選挙は、自民党・公明党推薦の現職佐喜真淳候補
がオール沖縄候補に大差をつけて勝利し二期目再選を果たした。
　６月５日の糸満市長選挙は自民党推薦の上原昭氏が当選した。
　第 12 回県議会議員選挙は 6 月 5 日に行われ、13 選挙区に 71 人が立候補
した。自民党は党公認 19 人、推薦 1 人の計 20 人が立候補した。
　選挙結果は、自民党は、公認・推薦を含め、公認 14 人（名護市は無投票当選）、
推薦 1 人の 15 人が当選した。
　改選時 13 名から 1 名増となっているが、前回（第 11 回）県議選における
自民党の当選者は 15 人であり、厳密には今回は 1 名減となった。
　沖縄の政治・経済の先導的役割を担ってきたのは自民党であり、政党とし
ての責任を果たしていくためには、県政において最大・多数の議席を獲得す
る必要がある。
　そのため、現下の自民党にとって厳しい政治情勢にあって、中頭郡区、沖
縄市区、宜野湾市区、那覇市区の 4 選挙区で公認候補を増やし全員当選を目
指した。
　しかし、選挙戦さ中、米軍属による（殺人）・死体遺棄事件が発生し、さ
らに投票日当日に米兵による飲酒運転人身事故が起きたことなど、選挙期間
中連日報道され、米軍事件イコール基地容認自民党とのイメージが定着し、
明らかに有権者の投票判断に影響し自民党に逆風となった。
　今回、4 選挙区で増やした候補者は落選したが、これらの選挙区は、過去
に複数の当選実績もあり、次回においては、何としても議席増を図らなけれ
ばならない。
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　7 月 10 日の参議院議員選挙は、現職沖縄担当大臣の自民党公認島尻安伊
子候補とオール沖縄の伊波洋一候補との一騎打ちとなったが敗北し、沖縄選
挙区で自民党参議院議員を失うと言う残念な結果となった。
　参議院議員選挙は県議選後 1 か月と言う、極めて厳しい準備期間となり、
選対機能や指揮系統が十分に整えないまま選挙戦に入ったことで、議員団
の役割の明確化や現職の沖縄担当大臣としてのメリットを十分に生かしきれ
ず、選挙戦略を描けなかった。
　また、米軍属の事件などが発生し、自民党に向けた厳しい世論を跳ね返せ
ず、全てオール沖縄ペースとなり、特に女性層からの自民党批判に的確な対
応が打ち出せなかった。
　国政選挙における自民党候補の基礎票は約 25,6 万で推移していると言わ
れており、今後 10 万前後の票の上積みをどうするか、方策の検討など、戦
略体制を県連全体で検証しなければならない。
　県議会議員選挙及び参議院議員選挙の結果を受け、県連は、綿密な分析と
見通しの下、新たな戦いに臨む決意である。
　平成 29 年（2017）は、3 市・２町・4 村の首長選挙と３市・２町・１村の
議員選挙が予定されている。
　１月 22 日の宮古島市長選挙は、自民党推薦の現職下地敏彦が、保守系無
所属の真栄城徳彦、オール沖縄の奥平一夫、下地　晃の 3 人を破り、3 選を
果たした。
　選挙戦は陸上自衛隊配備の是非が最大の争点となった。
　現職の下地俊彦候補は受け入れを容認しており、受け入れに反対するオー
ル沖縄側は、2 人が立候補したが、翁長知事は、明確に受け入れ反対を表明
した奥平一夫候補の支持を表明した。
　翁長知事は、県内保守系首長チーム沖縄の一角を、何としても崩すとして、
2 回にわたり現地入りし街頭に立ち応援したが、市民は現職の 2 期 8 年の実
績を支持した。
　オール沖縄候補の敗北で事実上陸上自衛隊配備が信認された。
　2 月 12 日の浦添市長選挙は、那覇軍港の浦添移設を争点として、現職で
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自民党・公明党推薦の松本哲治候補とオール沖縄の推す又吉健太郎候補の一
騎打で、自公対オール沖縄の戦いとなり 8,690 票の大差で現職の松本哲治候
補が再選された。
　保守系 9 首長の一角をなす浦添市政を守るため、わが県連は、県議会議員
を中心に連日浦添入りし、市内業者を回るローラー作戦を展開、１票・1 票
を確実に掘り起こす地道な選挙戦を展開した。
　さらに、昨年の宜野湾市長選挙同様の自公の選挙協力が固まり、万全な体
制が構築出来た。
　争点となった那覇軍港の浦添移設について、受け入れ容認を明確にした松
本哲治候補に対し、軍港受け入れに反対する共産党や革新政党などの支援を
受ける又吉健太郎候補は、市民投票で賛否を判断すると姿勢を明確にせず、
結果、オール沖縄の限界を露呈し、那覇軍港の浦添港移設が信任された。
　4 月 23 日にはうるま市長選挙、7 月 9 日には那覇市会議員選挙が行われる。

政務調査活動
　平成 28 年の政務調査会は、普天間飛行場辺野古移設問題、県内保守系 9
首長（チーム沖縄）と連携した連絡会の開催、経済団等々を対象とした一日
政調会を重点的に取り組んできた。
　わが県連は、辺野古移設問題の原点である「普天間飛行場の危険性の除去・
早期返還」の実現を最重要課題として位置付けており、政調会を中心に普天
間の負担軽減に向け取り組みを進めてきた。
　具体的取組みとして、普天間飛行場に配備されているオスプレイの県外へ
の分散配備やその拠点の本土移転に向け、米軍基地所在都県との意見交換を
通して、連携・協力体制の構築を図り、県外自治体への基地負担の分散など
の要請・協力体制を強め、積極的な渉外活動を展開している。
　「一日政調会」については、関係市町村首長や県内経済団体が抱える課題・
要望を確実に聴取し、要望事項等の実現を党本部・政府、そして県に対し強
く求めて行く。
　また、県連の考えや政務調査会の政策を各地域に浸透させるには、組織委
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員会、広報委員会及び県民運動本部との連携が重要であり、政務調査会と各
委員会との一体的活動に向け取組みを進めている。

（１）政務調査会の主な活動状況

○一日政調会について
　平成 28 年の一日政調会は、県連会館において 10 月 14 日と 17 日の 2 回
開催し、県内経済界や友好団体等から要望や提言を受けた。
　14 日は、沖縄工業連合会、中小企業中央会、建設業協会、ＪＡグループ、
沖縄県酒造組合等 14 団体、17 日は、沖縄県商工連合会、日本分蜜糖工業会、
沖縄県医師連盟等 10 団体から要望・提言を受けた。
　要望・提言については、国及び県に対し、その実現に向け県連役員やか
けはしの会（自民党の 5 人の県出身国会議員）と連携し、党本部や政府に
対する要請活動要請活動を展開し、結果については当該団体に報告に努め
た。

○平成 29 年度沖縄振興予算・税制改正について
　平成 29 年度沖縄振興予算及び沖縄関係税制改正については、平成 29 年
度内閣府沖縄振興予算要求額 3,210 億円の満額確保を「かけはしの会（自
民党の 5 人の県出身国会議員）」と連携を密にし、党本部や政府に対する
要請活動を精力的に展開したが、最終的に 3,150 億円で決着した。
　また、沖縄関係税制改正については、県が要望した 9 項目の 5 年延長は
国の厳しい姿勢が示され、県連・かけはしの会は、税制等の延長が県経済
の振興に欠かせないことを強調し、沖縄型特定免税店制度と航空機燃料税
の軽減措置については、3 年、他の 7 項目は 2 年延長で決着した。
　なお、県は、観光地形成促進地域制度について、スケート場、ボウリン
グ場等 11 施設を対象から除外し、新たに宿泊施設を対象施設に追加する
よう要請した。
　これに対し県連は、スケート場、ボウリング場業界から延長の要請を受
け、県とは別に県連として 2 施設の延長を要請したことで 2 年延長が認め
られた。
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○基地負担軽減について
　辺野古移設阻止で県民を誘導しながら、原点である普天間飛行場の危険
性の除去・早期返還について、明確な方針を示し得ない翁長知事に対し、
県連は、沖縄の基地負担の軽減を実現するため、基地所在道県を中心に全
国行脚を展開している。
　12 月 3 日、全国 16 市町議会議長で構成する「沖縄の基地負担軽減を考
える議員有志の会」の第 1 回 協議会を、本県那覇市で開催し、県外７県
から市町議会議長１６名、本県からは、７市町議会２９議員が参加した。
　会合において、沖縄協議会決議が採択され、沖縄の基地負担の軽減や政
府に対する支援要請が決議された。

○地域への浸透について
　11 月 27 日、友好団体・企業との懇談会を開催し、現下の沖縄の政治及
び経済状況等について意見交換を行った。

組織活動
＜党勢拡大・党員獲得＞

　平成 28 年の県連組織状況は、衆議院選挙区支部 4 支部、地域支部 27 支部、
職域支部 15 支部となっている。
　党員数は、地域支部党員 5,480 名（昨年より 49 名増加）、職域支部党員
2,027 名（昨年より 59 名増加）となり、党員総数は 7,507 名で昨年より 108
名増加している。
　昨年は、県議会議員選挙で現有議席を上回ったが、当選者 15 名（推薦含む）
と当初目標に届かず、参議院議員選挙は、オール沖縄候補に大敗した。
　依然県内政情は、自民党に逆風であり、党勢拡大・党員獲得運動は厳しい
状況にある。
　翁長知事が掲げる辺野古移設阻止に対し、原点である普天間飛行場の危険
性の除去・早期返還の実現と言う県連の主張が県民に浸透し得なかったのが
最大の要因である。
　しかし、翁長知事の強硬姿勢は、益々基地負担軽減を遅らせる結果となっ
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ており、裁判闘争の長期化で政府との信頼関係は完全に崩壊している。この
ような国との関係の悪化は予算獲得や振興策の推進にも影響している。
　本県における基地負担の軽減を図り、県経済の振興を図るには、硬直した
姿勢を取り続ける翁長県政には任せるわけにはいかない。よって、わが県連・
県選出自民党国会議員（かけはしの会）が先頭に立ち、基地負担の軽減、振
興予算の獲得に全力で取り組む。
　そして自民党は復帰後以来、県経済の発展・振興を担ってきた。そして最大・
責任政党としてこれまで県民の期待に応え地域の声を吸い上げ、政策に生か
してきた歴史があり、わが県連の主張の正しさを粘り強く実直に訴え、自民
党支持層や多くの県民の理解を得るための活動を展開し、理解と賛同を得る
ことが必要である。
　そのため、県連組織を総動員した活動を活性化し、選挙区支部間の連携、
各種団体や地域団体、保守系首長、市町村議員等との意思疎通を潤滑にする
ことで、地域への浸透を粘り強く進めている。
　同時に、政党にとって党勢拡大を図る上で欠くことの出来ない党員の確保
についても、組織委員会と選挙区支部が一体となり、党員獲得・党勢拡大運
動を最重要課題として位置付け精力的に取り組んでいる。
　他方、選挙年齢が 18 歳以上に引き下げられたことに対応する的確な対策、
明確な方針が打ち出せなかった事への反省を今後に生かしていかねばならな
い。

＜青年局・女性局＞

　青年局及び女性局は、県内における国政選挙や各級選挙等において、その
役割は大きく県連組織活動の中核として、また前線を担う活動部隊として活
動範囲は年々拡大している。
　一方で、青年局や女性局を構成する若手人材の不足による組織の活力低下
や動員力の減少への対応が喫緊の課題となっている。
　青年局は、政治を志す若者にとって唯一、政治とは何かを学ぶ場として好
評を博し、平成 26 年から毎年開始している OKINAWA 政治大学校（夢・
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志道場）を充実強化し、若手人材の発掘につなげて行く。
　女性局においては、市町村の若手議員や地域の自民党支持者との勉強会を
通して、また、地域の婦人会等とのバザーやボランティア活動の展開を通し
地域リーダーの発掘、将来を担う人材の育成・発掘を進めている。
　青年局主催の「ＯＫＩＮＡＷＡ・政治大学校—夢—志道場」は、平成 28
年は第４期目となり、29 年までに６回の開催を予定し、11 月 12 日、第 1 回
の志道場を島尻安伊子前沖縄担当大臣を講師に「沖縄振興について」と題し
開催した。
　第 2 回は、平成 29 年 3 月 11 日、松本哲治浦添市長を講師に迎え「2 期目
の選挙を終えて」と題し開催、また、木原誠二元外務副大臣の講演を開催した。
　受講者の登録数は 24 人、構成割合は、市町村議会議員 5 人、一般参加者
19 人で大学生 1 人、公務員 2 人、会社員 12 人、その他 4 人、年齢は 20 〜
40 代となっている。
　次回以降は、自民党衆議員議員や元議員、県内保守系首長を予定し、「普
天間飛行場移設問題」、「沖縄の戦後政党の歴史」、「沖縄振興の経緯、駐留軍
跡地利用」等、現下の沖縄の政治・経済問題取り上げ、講義・解説し、自民
党の将来を担う若手人材の育成・発掘を図る。
　県議会議員選挙及び参議院議員選挙ついては、青年局と女性局は各選挙区
回り、街頭宣伝や選挙ビラ等の配布など、自民党候補への投票呼びかけに徹
した。
　また、衆議院支部毎に県議会議員や市町村議員が張り付き、地域への浸透・
票の掘り起し、手ふり・スポット街宣などを展開した。
　一方で青年局は、組織の充実強化と活動の活性化も進め、市町村の若手議
員や地域の自民党支持者とのコミュニケーションの構築に努めた。
　女性局は、県議会議員後援会や市町村議員等の婦人会との連携を深めるた
め、勉強会等に開催や情報交換等を充実し、地域への浸透を図るなど取り組
みを進めている。
　また、全国的に子どもの貧困が社会問題となっている中、本県における子
どもの貧困状況は全国に比べ深刻と言われ支援対策は喫緊の課題となってい
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る。
　このため、県連は、昨年 12 月に「こども貧困対策プロジェクトチーム」
を設立し、青年局・女性局が主体となり解決に向けた具体的な取り組みを進
めている。
　島尻安伊子沖縄担当大臣の決断で、沖縄子どもの貧困緊急対策事業として、
10 億円が計上され、沖縄の将来を担う子ども達の深刻な貧困に関する状況
に緊急に対応し、実情を踏まえ支援員の配置や居場所づくりなど、モデル的・
集中的に実施する。
　この国の支援策に応じ、県においても子供の貧困対策が実施されている。

広報・県民運動
　平成 28 年は、県議会議員選挙で目標議席に届かず、参議院議員選挙での
敗北など、辺野古移設阻止を掲げる翁長知事・オール沖縄側のマスメディア
の取り込み・巧みな情報発信戦略に対し、わが県連の迅速・的確な対応や広
報・県民運動の組織力、行動力が問われた 1 年であった。
　わが県連は、「普天間飛行場の危険性の除去・早期返還」を最重要課題と
して位置づけ、その実現に向け取組みに全力を挙げてきたが、現在の状況に
おいては、辺野古移設以外に普天間の固定化を阻止し、早期の返還につなげ
る方策は見いだせないのが現状である。
　このため、県連の広報・県民運動や各選挙支部などでわが県連の主張の理
解と浸透を図ってきたが、圧倒的なマスメディアの力を利用したオール沖縄
側の宣伝を崩せず、結果、翁長県政と国との裁判闘争を許す結果となった。
　一連の裁判の結果は、12 月 20 日、辺野古移設に係る不作為違法確認訴訟
で最高裁判所は沖縄県の敗訴を言い渡し、これにより、翁長知事のなした埋
め立て承認取消しの違法性が明らかとなった。
　この裁判の結果は、わが県連のこれまでの主張や進め方が正しかったこと
を証明したものであり、県連は、原点である、「普天間飛行場の危険性の除去・
早期返還」の実現に向け、更なる取り組みを強化し、県連の主張の正当性を
如何に浸透させて行く。
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　このため、これまで進めて来た、広報・県民運動を活発化するため、応報
委員会・県民運動本部の人的・活動資金等を含めた、組織体制の再構築を一
層進めて行く。そして選挙区支部や地域支部等との連絡体制を密にし、一体
的な取組みで活動の拡大や効率化を図って行く。　　
　そして、県連活動の中核を担う、青年局、女性局と協同で早朝遊説、都市
部等拠点地域における重点街宣を定例化して行うなど、政党活動の原点に戻
った広報活動、情報発信活動を展開していく。
　各級選挙において有効活用している「あさかぜ」を、選挙区支部と連携し
全県的規模での遊説や県連の政策等の浸透を図って行く。

表彰関係
　去る３月５日、グランドプリンスホテル新高輪で行われた、第 84 回自由
民主党大会において、本県から、多年にわたって党に貢献された協力者 8 名
が栄誉ある総裁表彰を受けられました。


