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平成 29（2017）年の概観
　平成 29 年は、10 月に第 48 回衆議院議員選挙が行われ、わが党は「この
国を守り抜く」をキャッチフレーズに掲げ、党員党友一丸で戦い、284 議席
を獲得した。
　友党の公明党と合わせ与党 3 分の 2 を上回る議席となり、引き続き政権を
担うこととなった。
　国会活動については、1 月 20 日に召集された第 193 回通常国会は、「未来
を拓く国会」と位置づけられ、補正予算や総予算をはじめ、一億総活躍やア
ベノミクス加速、地域経済活性化、国家国民の安心と安全に関わる多くの法
案が提出された。
　天皇退位に関する皇室典範特例法、衆議院の選挙区割り法案、テロ等準備
罪を新設する組織犯罪処罰改正法案等などの重要法案を成立させる事が出来
た。
　1 月 31 日には平成 28 年度第 3 次補正予算、3 月 27 日に平成 29 年度予算
が成立した。
　外交において安倍首相は、積極的平和主義の旗のもと、国際社会と手を携
え、北朝鮮に対する国連制裁決議の取りまとめにリーダーシップを発揮し、
世界の平和と繁栄に力を尽くしてきた。
　平成 29 年には、100 回もの首脳会談や通算 200 回を超えるトップセール
スを積み上げてきたことは、わが国の国益であることは言うもでもない。
　1 月 20 日米国でトランプ新大統領が誕生した。安倍総理は 2 月 10 日に訪
米し、他国に先駆けて初の首脳会談を行ったが、このことは強固な日米関係
のスタートを表すものであった。
　8 月 3 日、安倍総理は内閣改造を断行、５年前の政権奪還時の原点に立ち
返り、強い使命感と高い緊張感のもと、第三次改造内閣が発足した。
　9 月に開催された第 72 回国連総会において安倍総理は、北朝鮮の暴挙に
国際社会が一致団結して対峙し、政策変更を迫ることを強く訴えた。
　党の憲法改正推進本部では、憲法改正についての国民の理解を促進するた
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め、都道府県連や選挙区支部主催の憲法改正研修会を開催した。そして 6 月
末からは「自衛隊の明記、教育の無償化・充実強化、緊急事態対応、参議院
の合区解消」の 4 項目について議論を行い、10 月の衆議院議員選挙では同 4
項目を公約に掲げた。
　12 月にはこの 4 項目に関する議論を集約した「憲法改正に関する論点と
りまとめ」を発表した。

　県内の政治・経済状況は、翁長知事就任 3 年目に入ってなお、普天間飛行
場の代替施設の名護市辺野古への移設をめぐり国との対立が深刻化してい
る。
　平成 28 年 12 月 20 日の最高裁判所判決で、翁長知事の取消処分は違法と
断じられ、県の全面敗訴が確定した。これを受け、翁長知事は、自らがなし
た取消処分を取消したことで、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、最高裁の判決に従わず、新たに「辺野古差し止め訴訟・
仮処分」を提起するなど、頑なな姿勢を続けている。
　更に、法令に基づき適正に申請された「奥港の使用」について、県は、許
可を出したが、反対派などの批判・抗議に押され、許可取り消しを明言する
など、行政の一貫性が揺らいでいる。
　国は、本格的な埋め立てに向けた護岸工事を加速しており、今後、翁長知
事の対応が注目されている。
　平成 29 年度沖縄振興予算は、翁長知事と国との対立が深刻化している影
響を受け、大幅減が懸念されたが、県連・県選出自民党国会議員の自民党沖
縄振興調査会及び美ら島議員連盟への働きかけにより、昨年度より 200 億円
減の 3,150 億円を確保した。
　沖縄振興一括交付金は、255 億円減の 1,358 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 億円が確保された。
また、島尻安伊子前沖縄担当大臣が創設した、沖縄子どもの貧困緊急対策事
業は 1 億円増の 11 億円、新規事業として、沖縄産業イノベーション創出事
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業 10,6 億円、沖縄離島活性化推進事業 10,8 億円が計上された。
　その他、公共事業関係費は、国直轄事業及び地方公共団体等への補助事業
等 1,429 億円が確保され、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、空港の整
備、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が実施される。
　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、25,7 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、1,5 億円を確保、昨年度に引き続きで本県に
おける鉄軌道導入に向け課題詳細調査が実施された。
　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、昨年度に引き続き 12,5 億円が確保された。
　次に、本県のリーディング産業である観光についいて、1 月から 12 月ま
での入域観光客は、前年度比９％増の 939 万人超と 5 年連続で過去最高を更
新し、同時期のハワイを訪れた観光客を超える伸びとなっている。
　その要因は、クルーズ船の寄港や航空路線の新規就航、増便により過去最
高を 5 年連続で更新したことで、特に外国人観光客が大幅に伸びたことにあ
る。
　石垣及び宮古においてもクルーズ船寄港が伸びており、離島観光も好調に
推移している。
　大型ＭＩＣＥ施設については、建設場所に与那原町と西原町にまたがるマ
リンタウン地区に決定され、県は、総事業費の 513 億円の 8 割を一括交付金
を充てるとしているが、国は、周辺交通機関の整備や需要見込みに懸念を示
しており、財源確保の目途が立っていない状況である。
　産業振興と雇用の確保については、県内経済が好調に推移している状況で、
有効求人倍率は 14 年連続で 1 倍を超え、完全失業率も 3 ～ 4％台を維持す
るなど、雇用環境は著しく改善を見せている。
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一方で企業における人手不足が深刻さを増しており、雇用のミスマッチ解消
が急がれている。
　農水産関係については、県内農業産出額が 1,025 億円になり、21 年ぶりに
1 千億円越えとなった。他方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出ており、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。
　米軍基地問題については、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、普天間飛行場所属のヘリコプターが宜野湾市の普天間第二小学校の
運動場にヘリ窓が落下する事故など、米軍機の不具合事故が相次ぎ、また、
米兵による飲酒運転による事故も多発しており、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・公船による侵入は公然化しており、
本県漁船の安心・安全な操業を守るために、政府や県に対し、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。　　
　

主な選挙結果
　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
議員選挙が行われた。
　更に、９月 28 日、安倍首相は臨時国会で、衆議院を解散し、10 月 10 日公示、
10 月 22 日に投開票が行われた。
　第 48 回衆議院議員選挙は、自民党圧勝の結果となり自民党一強体制を維
持した。
　沖縄選挙区では、４選挙区中、自民党は 4 区で勝利した。
　１区は、前回と同じく、國場候補と共産党でオール沖縄の赤嶺、維新下地
の戦いとなった。結果は前回同様オール沖縄（共産党）候補に敗れたが、比
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例復活を果たした。
　２区の宮㟢候補は、前回より得票数を伸ばしたが、オール沖縄候補照屋に
敗れ落選した。
　３区の比嘉候補は、前回と同じ、オール沖縄候補玉城との一騎打ちとなっ
たが、敗れ落選した。
　自民党は４区で唯一勝利したが、この勝利は単に一つの選挙区で勝ったと
言うだけでなく、今後に向けて展望が開けたことで大きな意味がある。
　4 区のオール沖縄候補仲里氏は、かつて自民党県連の重鎮で県議会議員、
県議会議長を務めたバリバリの保守であり、オール沖縄の象徴として、翁長
知事自らが口説き担ぎ出した候補者である。
　このため翁長知事にとって、負けることは許されず何としても勝たねばな
らない選挙区であった。選挙期間中７回も選挙区に入り応援やテコ入れを懸
命に行った所以である。
　知事にとって、４区での敗北は知事自身の敗北に等しいと考える。
　また、沖縄振興予算獲得では自民党議員に協力をお願いしながら、選挙で
は全選挙区で自民党候補の落選に執念を燃やしてきた翁長知事にとって、今
後の県政運営に影響することは間違いないと思われる。
　１月 22 日の宮古島市長選挙は、自民党推薦の現職下地俊彦が、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。
　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
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。
　4 月 23 日のうるま市長選挙は、現職の島袋俊夫（自民党・公明党推進）
がオール沖縄候補山内末子に 5,753 票差をつけて再選を果たした。
　今年行われた宮古島市、浦添市そしてうるま市と 3 度の市長選挙でオール
沖縄候補を破り、那覇市を除く 9 市で保守市政を守ったことで、翁長オール
沖縄県政にとって大きなダメージとなった。
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　7 月 9 日の那覇市会議員選挙は、自民党は現職 4 人に新人 9 人、前職 1 人
の 14 人を擁立した。結果、現職 3 人、新人 4 人の 7 人が当選し、議席を伸
ばした。
　2014 年の翁長知事誕生の原動力であった、新風会は 11 人の市議会最大会
派を誇っていたがその後脱落者が相次ぎ衰退、今回は 3 人から 2 人が落選し
当選者 1 人と、知事の求心力の低下が明確となった。
　8 月 27 日の与那国町長選挙は、保守同士の一騎打ちとなったが、外間守
吉（自民党公認、公明党推薦）が、前議会議長の糸数健一（無所属）を破り
4 選を果たした。
　平成 30 年は、7 市、５町、５村の首長選挙と７市、６町、18 村の議員選
挙の統一地方選と３市の補選が行われる。
　去る 1 月 21 日に行われた南城市長選挙は、4 期目を目指した現職古謝景
春（自民党、公明党、維新推薦）は、社民党や共産党などが推す瑞慶覧長敏
に 65 票の僅差で敗れた。
　1 月 28 日に行われた八重瀬町長選挙は、新垣安弘（自民党、公明党推薦）
が知念昭則（オール沖縄候補）、宮城勝也（無所属）を破り初当選した。
　2 月 4 日に行われた名護市長選挙は、今後の辺野古移設問題の行方を左右
するとして、全国の注目を集めた中で行われ、渡具知武豊（自民党・公明党・
維新推薦）が、現職の稲嶺進（社民・共産などオール沖縄候補）を 3,458 票
の大差で破り、8 年ぶりに市政を奪還した。
　現職稲嶺市長の敗北は、辺野古移設反対を民意とする翁長県政にとって、
民意の根拠・大義を失う大きな痛手となった。
　3 月 11 日に行われた石垣市長選挙は、現職の中山義隆（自民党、公明党、
維新推薦）、宮良操（共産党、社民党など推薦）、砂川利勝（前県議）の三つ
巴の戦いとなった。
　陸上自衛隊の配備が争点で保守分裂の中、翁長知事がオール沖縄候補の応
援で石垣入りするなど苦戦が予想されたが結果は、オール沖縄の宮良候補に
4,296 票の大差をつけて 3 選を果たした。
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政務調査活動

　普天間飛行場の移設問題は、平成 28 年 12 月 20 日の最高裁判所判決で、
県の敗訴が確定し、翁長知事は、埋め立て承認取消し処分を取消しことで、
仲井眞弘多前知事がなした「埋め立て承認」の合法性が確定し、翁長知事は、
辺野古への移設を阻止するための法的根拠を失った。
　これにより、国は、辺野古移設に向けて本格的な埋め立て工事に入ること
となり、わが県連は、普天間飛行場の早期返還の実現のため、これまでの方
針から、辺野古移設容認に転じた。
　しかし翁長知事は、裁判所の判決を批判しただけでなく、最高裁判決に関
わらず新たな知事権限を行使し、不退転の決意で辺野古移設を阻止すると明
言し、新たに「辺野古工事の差し止め」訴訟と仮処分を提起し、更なる国と
の裁判闘争に入った。
　このような翁長知事の硬直した姿勢に対し、わが県連は、県議会での論戦
や街宣等で、辺野古移設問題の原点は、「普天間飛行場の危険性の除去・早
期返還」にあること、知事が普天間飛行場の移設・移転に明確な対応を示し
ていないことなどを厳しく追及してきた。
　また、わが県連の基本姿勢は、一時も早い普天間飛行場の返還と県民の基
地負担軽減を具体的に実現することであり、これまでも最重要課題として取
り組んできた。
　その成果は、全国 16 市町議会議長が世話人となって「沖縄の基地負担軽
減を考える議員有志の会」を結成し、国に対し、沖縄の負担の軽減を要請す
るなど、実現に向けた具体的な行動として現れている。
　今後ともわが県連は、沖縄の基地負担を全国に分担させるため、有志の会
との連携・協力体制を強化し、政府に対する要請・協力活動と更なる全国行
脚を展開する。
　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
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。
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　主な活動状況

①政務調査会の主な活動状況

○沖縄・自民党（会派）初の訪米（9 月 10 ～ 16 日）
　訪米団は、会派 12 名（中川京貴団長）、そして國場幸之助衆議院議員、
宮㟢政久衆議院議員、島尻安伊子内閣府補佐官、外務省参与又吉進氏が同
行した。
　訪米の目的は、沖縄の米軍基地問題の解決に向け、米国政府や議会関係
者、シンクタンク関係者との意見交換を行い、沖縄・自民党（会派）の考
え方を伝え、米側の考えを聞くことにあった。
　期間中、ニューヨーク・ワシントンＤＣを訪問し、米政府・国防省ボス
ティに本部長代行、ネラー海兵隊総司令官、国務省チャン日本部長と、ま
た、連邦議会はボルタリオ下院議員と面談した。
　シンクタンクは、米国の安全保障政策に対し大きな影響力を持つ、シン
クタンクＣＳＩＳのセチェイニー日本副部長、カーネギー国際平和財団の
ショフ上級研究員、モーリーン＆マイク・マンスフィールド財団ジャヌー
ジ理事長・最高経営責任者らと意見交換を行った。
　訪米団は、面会を通し、①米軍普天間飛行場の早期返還、②米軍の事件・
事故に関し、三者協議の設置、③嘉手納飛行場における旧海軍駐機場の使
用とパラシュート降下訓練の中止、④日米地位協定の見直し、⑤日米親善
交流の推進、等を要請した。
　特に、米海兵隊トップのネラー総司令官との面談が実現し、普天間飛行
場の早期返還と嘉手納基地のパラシュート降下訓練の強行問題を直接訴え
ることが出来たことは大きな成果であった。
　沖縄県ワシントン事務所も視察し、運営状況、委託料の使途等のヒヤリ
ングを行ったが、費用対効果については、引き続き調査が必要である。

②平成 30年度沖縄振興予算について

　平成 30 年度沖縄振興予算については、予算額 3,010 億円で決着した。
当初県要求額の満額確保を目指したが、翁長知事の頑なな国に対する対決
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姿勢で信頼関係が崩壊し、大幅な減額査定が現実味を帯びる中で、わが県
連は、「かけはしの会（自民党の 5 人の県出身国会議員）」と一体となった
党本部や政府に対する要請活動を精力的に展開し、最終的に 3,000 億円台
を確保することが出来た。
　沖縄振興一括交付金は、昨年に続き減額され、1,188 億円（昨年 1,358 億円）
となった。県連は、一括交付金は県や市町村の自由度が高くこれまで実施
できなかった事業の展開に大きく寄与してきており、これ以上減額される
と県事業や特に市町村の行う事業への影響が懸念される。
　翁長知事は、国に予算の満額要請しながら、振興予算や特別措置、高率
補助不要論を唱える大学教授を県の経済参与に任命し、一旦許可した国頭
村奥港の使用許可を支持者や反対派から抗議・非難されると取消しを明言
する。
　さらに、訴訟は連発し行政手続きは非協力と言う、顔の使い分けや頑固
な姿勢を続ける限り今後の振興予算確保に懸念が残る。
　一方、西普天間住宅地跡地の利用促進で 12,6 億円が確保され、沖縄子
供の貧困緊急対策保は 12 億円に、沖縄離島活性化推進事業は 11,5 億円に
それぞれ増額され、新規事業として、沖縄健康医療拠点整備事業として
3,1 億円が計上され、西普天間住宅地跡地における琉球大学医学部及び同
附属病院の移転を中心とする沖縄健康医療拠点の整備は促進されることと
なった。
　さらに、沖縄の人材育成事業として 2,1 億円が計上され、観光や情報通
信分野の専門学校に進学した場合に経済的支援を行い、人材育成を推進する。
　平成 30 年度沖縄振興予算は翁長県政の下で、これまでの実績から大き
く後退する内容となったが、わが県連は、次年度予算の確保や県経済の振
興・発展に資するよう、「かけはしの会（県選出自民党国会議員で構成）」
と一体となり、今後とも党本部や政府に対し、強く働きかけて行く。

③米軍基地防音建具機能復旧工事について

　嘉手納飛行場及び普天間飛行場周辺の防音建具機能復旧工事について
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は、騒音による障害が著しい区域から優先的に実施されてきた。平成 11
年度に 85 Ｗ以上の区域から開始され、現在は、平成 23 年度に 80 Ｗ以上
の区域まで希望届の受付範囲が拡大されている。
　しかし、待機年数は希望の受付から実施まで、約 1 年待ちの状況となっ
ていることから、わが県連は、範囲の拡大と早期実施を直接沖縄防衛局と
交渉した。
　これにより、希望届の受付けを制限していた、昭和 57 年度と昭和 58 年
度に防音工事を実施した住宅の約 3,000 世帯を対象に希望届の受付を開始
することとなった。平成 39 年 1 月中旬ごろに沖縄防衛局から直接、住民
に希望届を配布し、提出する方法となった。

組織活動
＜党勢拡大・党員獲得＞

　平成 29 年の県連組織状況は、衆議院選挙区支部２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 3,790 名（昨年より 1,690 減少）、職域支部党員
3,251 名（昨年より 1,224 増加）となり、党員総数は 7,041 名で昨年より 466
減少している。
　昨年は、第 48 回衆議院議員選挙が行われ、沖縄 4 選挙区で自民党は 4 区
で勝利したが、重点地区に位置付けられた 1 区で、前回に引き続きオ－ル沖
縄共産党候補に敗れた。
　わが県連は、那覇市議会における自民党議員増に重点置いた取り組みを行
ってきた。
　翁長知事を支える母体である「新風会」議員の脱落が相次ぎ、会派として
の勢力や影響力を失った状況であり、自民党は、市議会において 4 名から 7
名に増え、衆議院議員選を戦う体制は整っていたが、それでも敗北した。
敗北の最大の要因は、維新下地候補とで保守票が割れたことであるが、基盤
票を確実に確保することが次への課題である。
　また翁長知事は、最高裁判決での県敗訴、奥港や本部港使用での支持団体
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や辺野古移設阻止を続ける反対派などから、厳しい批判を受け求心力が低下
していることは明らかであるが、辺野古移設阻止・反対で戦い続けると言う
姿勢で、今だ、多くの県民から支持を得ている。
　このように依然県内の政治情勢は、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が、辺野古での工事は急ピッチで進んでおり、
翁長知事にこの状況を止める手立てがないとことも事実である。
　わが県連は、原点である普天間飛行場の危険性の除去・早期返還の実現を
地道に訴え続け。県民に浸透させなければならない。
　翁長知事の強硬姿勢は、逆に基地負担軽減や整理縮小を遅らせる結果とな
っており、国との関係は崩壊し、その影響は予算獲得や振興策の推進に表れ
ている。
　最早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。
　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行く。
　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取り組みを促進する。
　他方、無党派層や選挙年齢が 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＞

　去る、第 48 回衆議院議員選挙において、青年局及び女性局は先導部隊と
して街宣活動、朝立ち、地域懇談会、集中ビラ入れなど、主要都市部や重点
地域を中心に精力的な活動を展開した。
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　県内の政治情勢は、主要首長選挙においては、保守系の首長を誕生させて
いるが、国政選挙では、依然自民党候補に厳しい対応となっている。
　しかし、東村高江のヘリパット建設問題や那覇軍港浦添移設問題、そして
辺野古移設に係る国との裁判で県が敗訴したこと、辺野古埋め立てに係る護
岸工事で奥港や本部港使用問題など、翁長県政とオール沖縄側に綻びも見え、
知事の求心力に陰りも見え出している。
　青年局は、街頭宣伝や地域での集会で翁長知事の言動の問題点を厳しく指
摘し、反転攻勢に出ているが、浸透するには至っていないのが現状である。
　このように、県連の中核を担う青年局・女性局の活動範囲は益々拡大し重
要さを増しているが、若手人材の減少傾向や、動員力の低下への対応が課題
となっている。
　そのため、青年局は、本県における政治への登竜門的存在として位置付け、
毎年開催している OKINAWA 政治大学校（夢・志道場）の充実強化を図り
開催した。
①平成 29 年度・第 4 期政治大学校は４回開催した。
　○ 3 月 11 日　第 3 回講座（受講者 16 名）
　　講師　松本哲治浦添市長（2 期目の選挙を終えて）
　○ 4 月 15 日　第 4 回講座（受講者 20 名）
　　講師　仲井眞弘多前沖縄県知事　
　○ 5 月 13 日　第 5 回講座（受講者 7 名）
　　講師　ジャーナリスト竹中明洋（仲井眞県政と翁長県政の違いについて）
　○ 7 月 15 日　第 6 回講座（受講者 16 名）
　　講師　鈴木馨佑衆議院議員（2017 － 2030　日本のリスクと戦略）
　　これにより第 4 期政治対学校の講座は終了し、修了生は 17 名であった。
②第 5 期政治大学校（9 月 23 日開始）
　9 月 23 日　第 1 回講座（受講者 32 名）
　講師　青山繁晴参議院議員（日本の出番・祖国は甦る）
　今年は、更に講師や講義内容を拡充し、受講人数増を図り、県内における
政治を志す若者の受け皿として唯一政治とは何かを学ぶ場の拡大を図って行
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く。
　女性局は、各級選挙応援活動を始め市町村の若手議員との情報交換や地域
の自民党支持者の発掘など、活動の広がりを図った。
　さらに今後は、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など、将来を担う人材の育成・発掘につなげて行く。
　翁長オール沖縄との戦いが 3 年を経過し、来る県知事選と言う天王山を迎
える中で、青年局及び女性局の果たす役割は大きく、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。
　そのため、青年局は、組織の充実強化と活動の活性化を進める一方、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な
ければならない。
　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
みを進めているが、尚一層の取り組みが必要である。
　また、沖縄子どもの貧困問題への対応するため、島尻安伊子前沖縄担当大
臣の決断で事業化された、「沖縄子どもの貧困緊急対策事業（10 億円計上）
について、県連においても、「こども貧困対策プロジェクトチーム」を立ち
上げ、青年局・女性局が主体となり取り組みを進めている。

広報・県民運動
　県連広報・県民運動の重要性は、自民党の政策や主張をわかりやすく素早
く、的確に支持者や広く県民に浸透させることにある。
　県連は、翁長知事 3 年間、辺野古移設問題で対決し、辺野古移設阻止に県
政の命運をかける翁長オール沖縄県政が、原点である「普天間飛行場の移設
問題」を置き去りにし、何等の解決方策も示し得ないことを訴えてきた。
　また、解散総選挙となった第 48 回衆議院議員選挙においては、
広報委員会・県民運動本部を中心に地域支部、各種団体等と一体となった広
報・県民運動活動体制を構築し、各種マスメディア等広報媒体の積極的活用
や県議会議員が発行するニュース等の県議選挙区での配布を通して、広範な
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広報活動を展開した。
　さらに青年局・女性局との連携し、選挙区支部と連携し県連広報宣伝車「あ
さかぜ」を有効活用した全県的規模での遊説や早朝のポイント遊説、都市部
等拠点地域における街宣を強化するなど、県連の政策等の浸透に全力で取り
組んだが、4 選挙区で 1 勝（4 区）に留まった。
　選挙期間中に起きた米軍ヘリ炎上事故で自民党候補に大きなダメ―ジを与
えたことは間違いないが、一方で、候補者の日常的な地域周りによる地域と
のつながりの弱さを指摘する声も聞かれた。
　わが県連は、現段階においては、辺野古移設以外に普天間飛行場の固定化
を避け、早期返還を図る方策が見いだせないことから、辺野古移設問題の早
期の解決を求めてきた。
　最高裁で県の敗訴が確定したことは、わが県連の主張の正当性が認められ
たことであり、今後とも普天間飛行場の危険性の除去・早期返還に向けた取
り組みを一層進めることが重要である。
　これまで県連は、翁長県政・オール沖縄側の国内外への反辺野古移設キャ
ンペーンやマスメディアへの取組みなど巧みな情報発信戦略に対し、迅速・
的確な対応が出来ず、県民の支持を失ってきたことを反省・総括し、新たな
戦略を構築しなければならない。
　今年は、県連広報・県民運動活動体制を再構築し、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
くほか、組織体制を強化する。　　
　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。

表彰関係
　去る３月 25 日、グランドプリンスホテル新高輪で行われた、第 85 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６名
が栄誉ある総裁表彰を受けられました。


