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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月26262626    日日日日((((木木木木))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 31313131分分分分 髙嶺髙嶺髙嶺髙嶺　　　　善伸善伸善伸善伸（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 戦後戦後戦後戦後70707070年年年年にににに当当当当たってたってたってたって

ｱｱｱｱ 戦後戦後戦後戦後70707070年目年目年目年目をををを迎迎迎迎えたえたえたえた沖縄沖縄沖縄沖縄のののの現状現状現状現状とととと翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事がががが目指目指目指目指すすすす沖縄沖縄沖縄沖縄のののの将来将来将来将来ビジョンについてビジョンについてビジョンについてビジョンについて伺伺伺伺
うううう。。。。

ｲｲｲｲ ６６６６月月月月23232323日日日日のののの慰霊慰霊慰霊慰霊のののの日日日日にはにはにはには沖縄平和祈念公園沖縄平和祈念公園沖縄平和祈念公園沖縄平和祈念公園でででで平成平成平成平成27272727年沖縄全戦没者追悼式年沖縄全戦没者追悼式年沖縄全戦没者追悼式年沖縄全戦没者追悼式がががが挙行挙行挙行挙行ささささ
れますれますれますれます。。。。沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事のののの「「「「平和宣言平和宣言平和宣言平和宣言」」」」はははは国内外国内外国内外国内外からからからから注目注目注目注目されますがされますがされますがされますが、、、、戦後戦後戦後戦後70707070年沖縄年沖縄年沖縄年沖縄がががが抱抱抱抱ええええ
るるるる政治的差別的政治的差別的政治的差別的政治的差別的としかとしかとしかとしか表現表現表現表現しししし得得得得ないないないない過重過重過重過重なななな米軍基地負担米軍基地負担米軍基地負担米軍基地負担にににに対対対対するするするする沖縄沖縄沖縄沖縄のののの思思思思いいいい、、、、特特特特にににに辺辺辺辺
野古野古野古野古のののの新基地新基地新基地新基地はははは絶対認絶対認絶対認絶対認められないというめられないというめられないというめられないという県民県民県民県民のののの民意民意民意民意をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んだメッセージとしてんだメッセージとしてんだメッセージとしてんだメッセージとして内容内容内容内容
をををを検討検討検討検討していただくことをしていただくことをしていただくことをしていただくことを提案提案提案提案したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のおのおのおのお考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地負担等基地負担等基地負担等基地負担等のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを国民全体国民全体国民全体国民全体でででで共有共有共有共有できるようにできるようにできるようにできるように理解理解理解理解をををを求求求求めるめるめるめる全国行全国行全国行全国行
脚脚脚脚、、、、マスコミマスコミマスコミマスコミ等等等等をををを活用活用活用活用したしたしたした広報活動広報活動広報活動広報活動をををを提案提案提案提案したいがしたいがしたいがしたいが対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 政府政府政府政府はははは平成平成平成平成27272727年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算年度沖縄振興予算3340334033403340億円億円億円億円をををを閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定しましたしましたしましたしました。。。。前年度比前年度比前年度比前年度比4444....6666％％％％162162162162億億億億
円円円円のののの減額減額減額減額、、、、概算要求概算要求概算要求概算要求にににに対対対対してはしてはしてはしては454454454454億円減額億円減額億円減額億円減額でありますでありますでありますであります。。。。沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算のうちのうちのうちのうち、、、、沖縄振沖縄振沖縄振沖縄振
興特別措置法興特別措置法興特別措置法興特別措置法にににに基基基基づくづくづくづく沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金はははは1618161816181618億円億円億円億円でででで、、、、前年度比前年度比前年度比前年度比８８８８％％％％141141141141億円億円億円億円のののの減減減減
額額額額でででで、、、、政府政府政府政府ぐるみのぐるみのぐるみのぐるみの基地押基地押基地押基地押しつけとしつけとしつけとしつけと振興策振興策振興策振興策をリンクさせるようななりふりをリンクさせるようななりふりをリンクさせるようななりふりをリンクさせるようななりふり構構構構わないわないわないわない対応対応対応対応はははは
安倍総理安倍総理安倍総理安倍総理のののの提唱提唱提唱提唱するするするする「「「「地方創生地方創生地方創生地方創生」」」」とととと逆行逆行逆行逆行するものでありますするものでありますするものでありますするものであります。。。。翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの認識認識認識認識とととと沖縄振沖縄振沖縄振沖縄振
興事業興事業興事業興事業にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 平成平成平成平成27272727年度県予算案年度県予算案年度県予算案年度県予算案はははは7465746574657465億円億円億円億円でででで、、、、前年度当初予算前年度当初予算前年度当初予算前年度当初予算をををを226226226226億円上回億円上回億円上回億円上回るるるる過去最高額過去最高額過去最高額過去最高額とととと
なっておりなっておりなっておりなっており翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの公約公約公約公約のののの実現実現実現実現にににに対対対対するするするする積極的積極的積極的積極的なななな行政運営行政運営行政運営行政運営にににに対対対対するするするする姿勢姿勢姿勢姿勢のあらわれのあらわれのあらわれのあらわれ
だとだとだとだと評価評価評価評価しますしますしますします。。。。予算編成予算編成予算編成予算編成にににに当当当当たってのたってのたってのたっての決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 戦前戦前戦前戦前、、、、那那那那覇覇覇覇をををを中心中心中心中心としてとしてとしてとして与那与那与那与那原原原原・・・・糸満糸満糸満糸満・・・・嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納をををを結結結結ぶぶぶぶ公共交公共交公共交公共交通機通機通機通機関関関関であったであったであったであった県営県営県営県営鉄道鉄道鉄道鉄道はははは
太太太太平平平平洋洋洋洋戦戦戦戦争争争争でででで破壊破壊破壊破壊されたままになっておりされたままになっておりされたままになっておりされたままになっており戦後戦後戦後戦後復復復復興興興興はははは終終終終わっておりませんわっておりませんわっておりませんわっておりません。。。。戦後戦後戦後戦後処処処処理事理事理事理事
案案案案のののの最重要課題最重要課題最重要課題最重要課題がががが沖縄沖縄沖縄沖縄鉄軌道整備鉄軌道整備鉄軌道整備鉄軌道整備でありでありでありであり、、、、ぜひぜひぜひぜひ実現実現実現実現していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。新年新年新年新年
度度度度はははは起点起点起点起点・・・・終点及終点及終点及終点及びルびルびルびルーーーートトトト、、、、シシシシスススステムテムテムテム等等等等のののの県県県県計画計画計画計画案策定案策定案策定案策定にににに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討をををを行行行行うことになっうことになっうことになっうことになっ
ておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、オオオオーーーールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄でででで取取取取りりりり組組組組むべむべむべむべきききき歴史歴史歴史歴史的的的的ななななプロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトでありますでありますでありますであります。。。。翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの
沖縄沖縄沖縄沖縄鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 政府政府政府政府はははは平成平成平成平成25252525年年年年１１１１月月月月31313131日日日日「「「「奄美奄美奄美奄美・・・・琉球琉球琉球琉球」」」」をををを世界遺産暫世界遺産暫世界遺産暫世界遺産暫定一定一定一定一覧覧覧覧表表表表にににに記載記載記載記載することすることすることすること決定決定決定決定しましましましま
したがしたがしたがしたが、、、、関関関関連自連自連自連自治体治体治体治体やややや所所所所有者有者有者有者とのとのとのとの協協協協議議議議、、、、自然保護自然保護自然保護自然保護のスのスのスのスキキキキーーーームムムム構構構構築築築築等等等等、、、、推薦書推薦書推薦書推薦書提提提提出出出出のたのたのたのた
めのめのめのめの重要重要重要重要なななな国内国内国内国内作作作作業業業業がががが大詰大詰大詰大詰めのめのめのめの課題課題課題課題となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。琉球王琉球王琉球王琉球王国国国国ののののググググスクスクスクスク及及及及びびびび関関関関連遺連遺連遺連遺
産群産群産群産群とともにとともにとともにとともに沖縄沖縄沖縄沖縄ののののソフトパワソフトパワソフトパワソフトパワーのーのーのーの双璧双璧双璧双璧となりますとなりますとなりますとなりますヤヤヤヤンンンンバルバルバルバルのののの自然自然自然自然やややや西西西西表表表表島島島島をををを含含含含むむむむ奄美奄美奄美奄美・・・・
琉球琉球琉球琉球のののの世界自然登録世界自然登録世界自然登録世界自然登録ををををぜひぜひぜひぜひ実現実現実現実現していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと思思思思いますがいますがいますがいますが取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現状現状現状現状とととと見通見通見通見通
しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは「「「「基地基地基地基地はははは沖縄沖縄沖縄沖縄経済経済経済経済のののの阻害阻害阻害阻害要要要要因因因因」」」」とととと述述述述べべべべておりますておりますておりますております。。。。一方一方一方一方、、、、政府政府政府政府はははは在在在在沖米軍基沖米軍基沖米軍基沖米軍基
地地地地のわのわのわのわずずずずかかかか約約約約２２２２％％％％のののの面面面面積積積積にしかすにしかすにしかすにしかすぎぎぎぎないないないない普天普天普天普天間基地間基地間基地間基地のののの県外県外県外県外・・・・国外国外国外国外移設移設移設移設をををを拒拒拒拒みみみみ、、、、県民県民県民県民がががが
反反反反対対対対するするするする辺野古辺野古辺野古辺野古をををを埋埋埋埋めめめめ立立立立てるてるてるてる県内県内県内県内移設移設移設移設をををを強強強強行行行行しようとしておりますしようとしておりますしようとしておりますしようとしております。。。。県民県民県民県民のののの過重過重過重過重なななな負担負担負担負担
をををを顧顧顧顧みみみみずずずず、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古埋埋埋埋めめめめ立立立立てによるてによるてによるてによる県内県内県内県内移設移設移設移設にににに固執固執固執固執するのであれするのであれするのであれするのであればばばば嘉手納飛嘉手納飛嘉手納飛嘉手納飛行行行行場場場場等等等等のののの在在在在
沖米軍基地沖米軍基地沖米軍基地沖米軍基地のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・返還返還返還返還をををを日米日米日米日米両両両両政府政府政府政府にににに訴訴訴訴えることをえることをえることをえることを検討検討検討検討してはしてはしてはしてはどどどどうかうかうかうか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 米軍基地対策米軍基地対策米軍基地対策米軍基地対策についてについてについてについて

((((1111)))) 普天普天普天普天間基地間基地間基地間基地のののの国外国外国外国外・・・・県外県外県外県外移設移設移設移設についてについてについてについて
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ｱｱｱｱ 在在在在沖沖沖沖海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを歓歓歓歓迎迎迎迎しているしているしているしている北北北北マリマリマリマリアナアナアナアナ連邦連邦連邦連邦ののののテニアテニアテニアテニアンンンンやグアムやグアムやグアムやグアム、、、、ハワイハワイハワイハワイ等米等米等米等米
本本本本国国国国もももも含含含含めためためためた国外国外国外国外移設移設移設移設についてのについてのについてのについての認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 県外県外県外県外移設移設移設移設についてのについてのについてのについての認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞前知事前知事前知事前知事はははは「「「「普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの５５５５年年年年以以以以内運用内運用内運用内運用停止停止停止停止」」」」はははは政府政府政府政府とのとのとのとの約約約約束束束束とととと説明説明説明説明していまししていまししていまししていまし
たがたがたがたが、、、、実現実現実現実現のののの見通見通見通見通しししし及及及及びびびび危険性危険性危険性危険性のののの除除除除去去去去についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古埋立承埋立承埋立承埋立承認認認認取取取取りりりり消消消消しししし・・・・撤撤撤撤回回回回についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 埋立承埋立承埋立承埋立承認認認認のののの法法法法律律律律的的的的なななな瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵のののの有有有有無無無無をををを検検検検証証証証するするするする「「「「第三第三第三第三者者者者委員委員委員委員会会会会」」」」がががが設設設設置置置置されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、そそそそのののの
役割役割役割役割やややや知事知事知事知事のののの判断判断判断判断についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 検検検検証期証期証期証期間間間間もももも含含含含めてめてめてめて新基地新基地新基地新基地建設工建設工建設工建設工事事事事をとめるためのをとめるためのをとめるためのをとめるための、、、、どどどどのようなのようなのようなのような行政行政行政行政手手手手法法法法をををを検討検討検討検討しているしているしているしている
かかかか対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 産産産産業振興業振興業振興業振興とととと雇雇雇雇用対策用対策用対策用対策についてについてについてについて

((((1111)))) 本本本本県県県県のののの経済経済経済経済動動動動向向向向のののの認識認識認識認識とととと中小企中小企中小企中小企業等業等業等業等のののの振興策振興策振興策振興策へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 労働労働労働労働生生生生産性産性産性産性のののの向向向向上上上上についてのについてのについてのについての認識認識認識認識とととと取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 雇雇雇雇用対策用対策用対策用対策としてのとしてのとしてのとしての雇雇雇雇用用用用のののの質質質質のののの改善改善改善改善についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 非正規雇非正規雇非正規雇非正規雇用用用用のののの正規化正規化正規化正規化についてのについてのについてのについての具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり組組組組みはみはみはみはどどどどうかうかうかうか。。。。

ｲｲｲｲ 賃賃賃賃金金金金のののの引引引引きききき上上上上げげげげについてについてについてについて企企企企業等業等業等業等へへへへのののの働働働働きかけきかけきかけきかけやややや最最最最低賃低賃低賃低賃金金金金制制制制度度度度におけるにおけるにおけるにおける沖縄沖縄沖縄沖縄のののの最最最最低賃低賃低賃低賃
金金金金水準水準水準水準のののの抜本抜本抜本抜本的的的的見直見直見直見直しについてのしについてのしについてのしについての取取取取りりりり組組組組みはみはみはみはどどどどうかうかうかうか。。。。

ｳｳｳｳ 離職率離職率離職率離職率がががが高高高高いいいい沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県にとってにとってにとってにとって人材育人材育人材育人材育成成成成はははは喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題であるがであるがであるがであるが人材育人材育人材育人材育成成成成のののの具具具具体的体的体的体的なななな取取取取りりりり
組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 医療医療医療医療行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 重重重重粒子線粒子線粒子線粒子線治治治治療施設整備療施設整備療施設整備療施設整備についてについてについてについて
　　　　圏域人口圏域人口圏域人口圏域人口がががが限限限限られたられたられたられた本本本本県県県県でででで重重重重粒子線粒子線粒子線粒子線治治治治療施設療施設療施設療施設をををを核核核核としたとしたとしたとした国国国国際医療拠点整備際医療拠点整備際医療拠点整備際医療拠点整備のののの検討検討検討検討がががが
行行行行われているがわれているがわれているがわれているが、、、、患患患患者者者者ニニニニーーーーズズズズのののの動動動動向向向向やややや施設整備施設整備施設整備施設整備、、、、運営方法運営方法運営方法運営方法にににに対対対対するするするする認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 医師確保医師確保医師確保医師確保対策事業対策事業対策事業対策事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 琉球大学医学琉球大学医学琉球大学医学琉球大学医学部地部地部地部地域枠域枠域枠域枠・・・・離島枠離島枠離島枠離島枠のののの拡充拡充拡充拡充とととと連携連携連携連携についてについてについてについて対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 医師確保医師確保医師確保医師確保対策対策対策対策のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと確保確保確保確保のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県立病院職員配立病院職員配立病院職員配立病院職員配置置置置についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 職員職員職員職員定定定定数条例数条例数条例数条例のののの改正改正改正改正によるによるによるによる職員増員職員増員職員増員職員増員についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みはみはみはみはどどどどうかうかうかうか。。。。

ｲｲｲｲ 職員採職員採職員採職員採用用用用試験試験試験試験年年年年齢制限齢制限齢制限齢制限のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 八八八八重重重重山病院山病院山病院山病院のののの建建建建てかえについててかえについててかえについててかえについて

ｱｱｱｱ 新新新新八八八八重重重重山病院山病院山病院山病院のののの特特特特徴徴徴徴ををををどどどどのようにのようにのようにのように位置位置位置位置づけているかづけているかづけているかづけているか。。。。

ｲｲｲｲ 予算予算予算予算確保確保確保確保とととと予算予算予算予算執執執執行行行行へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみはどどどどうかうかうかうか。。。。

ｳｳｳｳ 事業事業事業事業規模規模規模規模がががが大大大大きいがきいがきいがきいが分分分分離離離離・・・・分分分分割割割割によるによるによるによる地地地地元元元元業者業者業者業者優先発優先発優先発優先発注注注注をををを配慮配慮配慮配慮できないかできないかできないかできないか対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 観光観光観光観光行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 本本本本県県県県観光観光観光観光のののの現状現状現状現状とととと今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 外国外国外国外国人人人人観光客観光客観光客観光客受受受受けけけけ入入入入れのれのれのれの対応対応対応対応についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 航空路航空路航空路航空路線線線線ややややククククルルルルーーーーズズズズ船船船船のののの入域入域入域入域客客客客のののの現状現状現状現状とととと今今今今後後後後のののの誘客誘客誘客誘客のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみはどどどどうかうかうかうか。。。。

ｲｲｲｲ 外国外国外国外国人人人人観光客観光客観光客観光客実実実実態調査態調査態調査態調査結結結結果果果果でででで最最最最もももも苦情苦情苦情苦情のののの多多多多いいいい空港旅客空港旅客空港旅客空港旅客タタタターミーミーミーミナルナルナルナル施設整備施設整備施設整備施設整備ににににどどどどのようのようのようのよう
にににに取取取取りりりり組組組組むむむむかかかか。。。。

ｳｳｳｳ 旅客旅客旅客旅客タタタターミーミーミーミナルナルナルナル等等等等のののの港湾港湾港湾港湾施設整備施設整備施設整備施設整備とクとクとクとクルルルルーーーーズズズズ船船船船等等等等入入入入国国国国手手手手続簡素続簡素続簡素続簡素化化化化についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みみみみ
ははははどどどどうかうかうかうか。。。。

ｴｴｴｴ 通通通通訳訳訳訳ややややガガガガイイイイドドドド等等等等人材育人材育人材育人材育成成成成がががが喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題であるがであるがであるがであるが現状現状現状現状とととと今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 離島離島離島離島振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成27272727年度年度年度年度離島離島離島離島振興関係振興関係振興関係振興関係のののの予算措置予算措置予算措置予算措置、「、「、「、「離島離島離島離島力力力力のののの向向向向上上上上」」」」についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺
うううう。。。。

((((2222)))) 離島離島離島離島交交交交通通通通政策政策政策政策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 離島離島離島離島航空航空航空航空運運運運賃賃賃賃のののの値下値下値下値下げやげやげやげや輸送力輸送力輸送力輸送力のののの拡大拡大拡大拡大のののの立役立役立役立役者者者者となったスとなったスとなったスとなったスカカカカイイイイマークがマークがマークがマークが那那那那覇覇覇覇とととと宮宮宮宮古古古古・・・・
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石垣石垣石垣石垣をををを結結結結ぶぶぶぶ路路路路線線線線をををを運運運運休休休休することになったがすることになったがすることになったがすることになったが、、、、存続存続存続存続をををを望望望望むむむむ声声声声がががが大大大大きいがきいがきいがきいが県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺
うううう。。。。

ｲｲｲｲ 国国国国土土土土交交交交通通通通省省省省通通通通達達達達でででで、、、、新新新新規規規規航空航空航空航空会会会会社社社社のののの就航就航就航就航にににに伴伴伴伴うううう運運運運賃設賃設賃設賃設定定定定とととと既存航空既存航空既存航空既存航空会会会会社社社社のののの運運運運賃設賃設賃設賃設定定定定
がががが指指指指導導導導されておりされておりされておりされており、、、、結結結結果果果果的的的的にににに割割割割高高高高にににに誘誘誘誘導導導導されるされるされるされる課題課題課題課題があるががあるががあるががあるが県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄沖縄沖縄沖縄離島離島離島離島住住住住民等交民等交民等交民等交通通通通コスコスコスコストトトト負担負担負担負担軽軽軽軽減事業減事業減事業減事業についてについてについてについて21212121億円億円億円億円余余余余のののの予算予算予算予算がががが計計計計上上上上されているされているされているされている
がががが、、、、宮宮宮宮古古古古・・・・八八八八重重重重山山山山航空路航空路航空路航空路線線線線へへへへのののの適適適適用用用用についてについてについてについて強強強強いいいい要要要要望望望望があるががあるががあるががあるが対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 沖縄振興特別措置法沖縄振興特別措置法沖縄振興特別措置法沖縄振興特別措置法のののの趣趣趣趣旨旨旨旨をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、離島離島離島離島のののの生活生活生活生活路路路路線線線線であるであるであるである航空路航空路航空路航空路をををを「「「「空空空空のののの国国国国道道道道」」」」としとしとしとし
てててて位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、安安安安心心心心できるできるできるできる移移移移動動動動権権権権のののの確保確保確保確保にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした仕仕仕仕組組組組みをみをみをみを検討検討検討検討すすすすべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか取取取取りりりり
組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 輸送輸送輸送輸送コスコスコスコストトトト低低低低減対策減対策減対策減対策のののの拡充拡充拡充拡充へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 地地地地域域域域活動活動活動活動やややや派派派派遣費遣費遣費遣費用用用用のののの助助助助成成成成のためののためののためののための地地地地域域域域・・・・離島離島離島離島・・・・子子子子どどどどもももも元元元元気気気気創創創創造造造造基金創基金創基金創基金創設設設設、、、、離島離島離島離島のきのきのきのきずずずず
なをなをなをなを深深深深めるためのめるためのめるためのめるための島島島島たたたたびびびび助助助助成成成成制制制制度度度度はははは翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの公約公約公約公約でありでありでありであり、、、、実現実現実現実現がががが期期期期待待待待されておりますされておりますされておりますされております
がががが取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 離島離島離島離島のののの水道水道水道水道事業事業事業事業支援支援支援支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 高高高高いいいい水道水道水道水道料料料料金金金金やややや施設水準施設水準施設水準施設水準のののの確保確保確保確保でででで課題課題課題課題をををを抱抱抱抱えているえているえているえている自自自自治体治体治体治体へへへへのののの支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 八八八八重重重重山山山山地方地方地方地方はははは昨昨昨昨年年年年未曽未曽未曽未曽有有有有のののの大大大大干干干干ばばばばつにつにつにつに見見見見舞舞舞舞われわれわれわれ、、、、給給給給水制限水制限水制限水制限をををを余儀余儀余儀余儀なくされなくされなくされなくされ、、、、竹富町竹富町竹富町竹富町のののの
島島島島々々々々のののの水水水水不足不足不足不足はははは深刻深刻深刻深刻でありでありでありであり、、、、新新新新たなたなたなたな水水水水源源源源地地地地のののの開開開開発発発発やややや簡易簡易簡易簡易水道配水水道配水水道配水水道配水管敷管敷管敷管敷設設設設更更更更新事業新事業新事業新事業をををを
計画計画計画計画しているしているしているしている。。。。平成平成平成平成27272727年度年度年度年度からからからから各各各各離島離島離島離島へへへへのののの海海海海底送底送底送底送水水水水管敷管敷管敷管敷設設設設のののの更更更更新事業新事業新事業新事業にににに着着着着手手手手するするするする計計計計
画画画画となっていますがとなっていますがとなっていますがとなっていますが、、、、連携連携連携連携してしてしてして事業事業事業事業がががが進進進進むむむむようにようにようにように取取取取りりりり組組組組むむむむというというというという説明説明説明説明であったがであったがであったがであったが、、、、多多多多額額額額なななな
事業事業事業事業費費費費がががが必必必必要要要要であることからであることからであることからであることから県県県県のののの特特特特段段段段のののの支援支援支援支援がががが必必必必要要要要でありますでありますでありますであります。。。。県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 下下下下地地地地島島島島空港空港空港空港のののの利利利利活用活用活用活用についてについてについてについて
　　　　１１１１月月月月31313131日日日日宮宮宮宮古古古古島島島島市待望市待望市待望市待望のののの伊良伊良伊良伊良部部部部大大大大橋橋橋橋がががが開開開開通通通通しししし、、、、住住住住民民民民のののの皆皆皆皆さんとさんとさんとさんと一一一一緒緒緒緒にににに渡渡渡渡りりりり初初初初めをしてめをしてめをしてめをして
感激感激感激感激しましたしましたしましたしました。。。。海海海海峡峡峡峡のののの不利不利不利不利性性性性をををを解解解解消消消消するするするする離島離島離島離島振興振興振興振興のののの画期画期画期画期的的的的なななな夢夢夢夢実現実現実現実現でありますがでありますがでありますがでありますが、、、、パイパイパイパイ
ロロロロッッッットトトト訓練訓練訓練訓練飛飛飛飛行行行行場場場場としてとしてとしてとして活用活用活用活用されてきましたされてきましたされてきましたされてきました下下下下地地地地島島島島空港空港空港空港はははは日日日日本本本本航空航空航空航空、、、、全日全日全日全日空空空空のののの訓練訓練訓練訓練がががが撤撤撤撤退退退退
することになりすることになりすることになりすることになり住住住住民民民民からさまからさまからさまからさまざざざざまなまなまなまな不不不不安安安安のののの声声声声がががが寄寄寄寄せられておりますせられておりますせられておりますせられております。。。。屋良覚屋良覚屋良覚屋良覚書書書書やややや西西西西銘銘銘銘確確確確認認認認
書書書書のののの経経経経緯緯緯緯もありもありもありもあり、、、、今今今今後後後後のののの下下下下地地地地島島島島空港空港空港空港やややや背背背背後地後地後地後地のののの利利利利活用活用活用活用についてについてについてについて県県県県のののの認識認識認識認識とととと取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((6666)))) 与那国与那国与那国与那国へへへへのののの自自自自衛衛衛衛隊配備計画隊配備計画隊配備計画隊配備計画についてについてについてについて

ｱｱｱｱ １１１１月月月月16161616日日日日のののの沿岸監視沿岸監視沿岸監視沿岸監視レレレレーーーーダダダダーのーのーのーの電磁波電磁波電磁波電磁波によるによるによるによる健康被健康被健康被健康被害害害害にににに関関関関するするするする与那国与那国与那国与那国町町町町民民民民説明説明説明説明会会会会はははは
「「「「電磁波電磁波電磁波電磁波安全安全安全安全講習講習講習講習会会会会」」」」とととと住住住住民民民民からからからから不不不不満満満満のののの声声声声がががが出出出出るるるるほほほほどどどどおおおお粗末粗末粗末粗末だったというだったというだったというだったという。。。。健康健康健康健康へへへへのののの影影影影
響響響響についてについてについてについて納納納納得得得得のいくのいくのいくのいく説明説明説明説明にはなっていないとにはなっていないとにはなっていないとにはなっていないと思思思思うがうがうがうが県県県県のののの認識認識認識認識とととと今今今今後後後後のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ ２２２２月月月月22222222日日日日のののの住住住住民民民民投票投票投票投票のののの結結結結果果果果についてについてについてについて県県県県のののの認識認識認識認識とととと今今今今後後後後のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月26262626    日日日日((((木木木木))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 30303030分分分分 崎山崎山崎山崎山　　　　嗣幸嗣幸嗣幸嗣幸（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 今今今今、、、、政府政府政府政府はははは沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの民意民意民意民意にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けることなくけることなくけることなくけることなく辺野古辺野古辺野古辺野古のののの埋立工埋立工埋立工埋立工事事事事のののの本本本本格格格格工工工工事事事事をををを着着着着工工工工しししし
ようとしているようとしているようとしているようとしている。。。。緊緊緊緊迫迫迫迫しているこのしているこのしているこのしているこの事事事事態打開態打開態打開態打開にににに向向向向けてけてけてけて翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは政治政治政治政治力力力力をををを発発発発揮揮揮揮するするするする時時時時期期期期でででで
あるあるあるある。。。。翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは公約公約公約公約したしたしたした「「「「普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの国外国外国外国外・・・・県外県外県外県外移設移設移設移設」、「」、「」、「」、「名名名名護護護護市市市市辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地建建建建
設反設反設反設反対対対対」」」」のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて、、、、2015201520152015年度県予算年度県予算年度県予算年度県予算にににに訪訪訪訪米要米要米要米要請請請請行動等行動等行動等行動等、、、、約約約約3500350035003500万万万万円円円円をををを計計計計上上上上していしていしていしてい
るるるる。。。。このこのこのこの訪訪訪訪米行動米行動米行動米行動はははは辺野古辺野古辺野古辺野古にににに新基地新基地新基地新基地はつくらせないとのはつくらせないとのはつくらせないとのはつくらせないとの趣趣趣趣旨旨旨旨をををを明確明確明確明確にしてにしてにしてにして、、、、本本本本格格格格工工工工事事事事にににに
焦焦焦焦点点点点をををを当当当当てたてたてたてた時時時時期期期期にににに訪訪訪訪米米米米するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約のののの米米米米ワシワシワシワシンンンントトトトンンンン駐駐駐駐在所在所在所在所をををを新新新新設設設設しししし、、、、安全安全安全安全保保保保障障障障政策政策政策政策のののの情情情情報報報報収集収集収集収集やややや米国政府米国政府米国政府米国政府、、、、議会議会議会議会とととと
ののののパイプパイプパイプパイプ的的的的なななな役割役割役割役割をををを担担担担うううう事業事業事業事業費費費費がががが計計計計上上上上されているされているされているされている。。。。知事知事知事知事訪訪訪訪米米米米もももも予定予定予定予定されておりされておりされておりされており、、、、早急早急早急早急なななな体体体体
制制制制づくりがづくりがづくりがづくりが必必必必要要要要とととと考考考考えるえるえるえる。。。。駐駐駐駐在員在員在員在員ななななどどどどススススタタタタッッッッフフフフのののの配配配配置置置置やややや配配配配置時置時置時置時期期期期はいつかはいつかはいつかはいつか。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄防衛局防衛局防衛局防衛局はははは辺野古辺野古辺野古辺野古沿岸沿岸沿岸沿岸部部部部75757575カカカカ所所所所にににに10101010～～～～45454545トトトトンンンン級級級級のコンクリーのコンクリーのコンクリーのコンクリートトトト製製製製ななななどどどどのののの大大大大型型型型アアアアンンンンカカカカーーーー
をををを次々次々次々次々設設設設置置置置しているしているしているしている。。。。住住住住民民民民がががが、、、、区区区区域域域域外外外外でででで大大大大型型型型アアアアンンンンカカカカーーーー設設設設置置置置をしをしをしをし、、、、岩礁岩礁岩礁岩礁破破破破砕砕砕砕をしているをしているをしているをしている海中海中海中海中
でのでのでのでの実実実実態写真態写真態写真態写真をををを公公公公開開開開したしたしたした。。。。明明明明らかにらかにらかにらかに県県県県漁漁漁漁業業業業調調調調整規整規整規整規則則則則にににに基基基基づくづくづくづく岩礁岩礁岩礁岩礁破破破破砕許可砕許可砕許可砕許可をををを逸脱逸脱逸脱逸脱していしていしていしてい
るるるる。。。。県県県県はははは、、、、早急早急早急早急にににに実実実実態調査態調査態調査態調査をしたをしたをしたをした上上上上でででで、、、、取取取取りりりり消消消消しをすしをすしをすしをすべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄防衛局防衛局防衛局防衛局はははは昨昨昨昨年年年年12121212月月月月にににに中中中中仕切仕切仕切仕切りりりり護護護護岸岸岸岸とととと仮仮仮仮設設設設用用用用道道道道路路路路新新新新設設設設のののの２２２２件件件件のののの承承承承認認認認をををを受受受受けけけけ、、、、土砂土砂土砂土砂運運運運
搬搬搬搬方法方法方法方法、、、、水水水水路切路切路切路切りりりり替替替替ええええ申請申請申請申請はははは取取取取りりりり下下下下げげげげたたたた。。。。このこのこのこの変更申請変更申請変更申請変更申請はははは、、、、名名名名護護護護市市市市がががが管管管管理理理理するするするする辺野古辺野古辺野古辺野古ダダダダ
ムムムムとのとのとのとの関関関関連連連連がありがありがありがあり、、、、このこのこのこの関与関与関与関与をををを避避避避けるけるけるける狙狙狙狙いがあったいがあったいがあったいがあった。。。。今今今今後後後後、、、、防衛局防衛局防衛局防衛局がががが取取取取りりりり下下下下げげげげたたたた２２２２件件件件のののの再再再再提提提提
出出出出もももも予予予予測測測測されるがされるがされるがされるが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄防衛局防衛局防衛局防衛局はははは県県県県がががが承承承承認時認時認時認時にににに求求求求めためためためた「「「「留留留留意事意事意事意事項項項項」」」」でででで、、、、着着着着工工工工前前前前にににに詳細詳細詳細詳細なななな設計設計設計設計図図図図となるとなるとなるとなる実実実実施設施設施設施設
計計計計、、、、ジジジジュゴュゴュゴュゴンンンン生生生生息息息息地地地地保保保保全全全全ななななどどどど、、、、工工工工事事事事中中中中のののの詳細詳細詳細詳細なななな環境環境環境環境保保保保全策全策全策全策のののの協協協協議議議議がががが明記明記明記明記されておりされておりされておりされており、、、、本本本本
体体体体工工工工事事事事着着着着工工工工前前前前にににに県県県県とのとのとのとの協協協協議議議議なくしてなくしてなくしてなくして、、、、本本本本体体体体工工工工事事事事のののの着着着着工工工工はありはありはありはあり得得得得ないとないとないとないと考考考考えるかえるかえるかえるか県県県県のののの見見見見解解解解をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古ゲゲゲゲーーーートトトト前前前前でのでのでのでの反反反反対行動対行動対行動対行動をするをするをするをする住住住住民民民民とととと沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県警警警警とのとのとのとの衝突衝突衝突衝突でででで住住住住民民民民にけがにけがにけがにけが人人人人がががが相次相次相次相次いいいい
でおりでおりでおりでおり、、、、またまたまたまた、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古海海海海上上上上ではではではでは、、、、海海海海上上上上保保保保安安安安庁庁庁庁によりによりによりにより、、、、カカカカメメメメララララをををを取取取取りりりり上上上上げげげげられたりられたりられたりられたり、、、、海海海海上上上上にににに突突突突きききき
落落落落とされたりとされたりとされたりとされたり、、、、危険危険危険危険なななな状状状状況況況況になっているになっているになっているになっている。。。。県県県県警警警警及及及及びびびび海海海海上上上上保保保保安安安安庁庁庁庁のののの過過過過剰警剰警剰警剰警備備備備にににに対対対対しししし、、、、県県県県としとしとしとし
ててててどどどどうううう対応対応対応対応したかしたかしたかしたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 安倍安倍安倍安倍首相首相首相首相がががが国会答弁国会答弁国会答弁国会答弁でででで、、、、普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの辺野古辺野古辺野古辺野古移設移設移設移設によってによってによってによって、、、、住宅防音住宅防音住宅防音住宅防音工工工工事事事事がががが「「「「ゼゼゼゼロロロロ」」」」
になるとになるとになるとになると繰繰繰繰りりりり返返返返しししし述述述述べべべべているているているている。。。。このこのこのこの発発発発言言言言はははは移設移設移設移設後後後後はははは海海海海上上上上だけのだけのだけのだけの周周周周回回回回のののの経経経経路路路路をををを描描描描きききき集落集落集落集落ななななどどどど
のののの陸陸陸陸上部分上部分上部分上部分はははは飛飛飛飛行行行行しないかのようにしないかのようにしないかのようにしないかのように歪曲歪曲歪曲歪曲したしたしたした発発発発言言言言になっているになっているになっているになっている。。。。実実実実際普天際普天際普天際普天間間間間はははは、、、、場場場場周周周周経経経経
路路路路上上上上のののの飛飛飛飛行行行行がががが常態常態常態常態化化化化しししし、、、、騒音被騒音被騒音被騒音被害害害害はははは住住住住民生活民生活民生活民生活のののの限限限限度度度度をををを超超超超えておりえておりえておりえており、、、、しかもしかもしかもしかも、、、、岩岩岩岩国国国国にににに移移移移駐駐駐駐
したはしたはしたはしたはずずずずののののＫＣＫＣＫＣＫＣ130130130130空空空空中中中中給油給油給油給油機機機機もももも再再再再びびびび普天普天普天普天間間間間にににに舞舞舞舞いいいい戻戻戻戻りりりり、、、、タタタタッッッッチチチチ・ア・ア・ア・アンンンンドドドド・・・・ゴゴゴゴーをーをーをーを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、
騒音騒音騒音騒音をまきをまきをまきをまき散散散散らしているらしているらしているらしている。。。。辺野古辺野古辺野古辺野古をををを拠点拠点拠点拠点とするとするとするとするオオオオススススププププレレレレイイイイななななどどどどのののの配備配備配備配備でででで北北北北部部部部訓練訓練訓練訓練場場場場、、、、キキキキャャャャンンンン
プ・ハプ・ハプ・ハプ・ハンセンンセンンセンンセン、、、、伊江伊江伊江伊江島島島島補助補助補助補助飛飛飛飛行行行行場場場場ななななどどどど周周周周辺辺辺辺自自自自治体治体治体治体のののの市街市街市街市街地上地上地上地上空空空空をををを飛飛飛飛行行行行しししし、、、、騒音騒音騒音騒音、、、、墜落墜落墜落墜落のののの
危険性危険性危険性危険性はふえるはふえるはふえるはふえる可能可能可能可能性性性性がががが高高高高いいいい。。。。このこのこのこの安倍安倍安倍安倍首相首相首相首相のののの発発発発言言言言はははは、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに意意意意図図図図的的的的になされになされになされになされ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄
のののの基地基地基地基地のののの実実実実態態態態ををををゆゆゆゆがめるがめるがめるがめる悪悪悪悪質質質質なななな発発発発言言言言でありでありでありであり、、、、怒怒怒怒りをりをりをりを禁禁禁禁じじじじ得得得得ないないないない。。。。知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 1111999999996666年年年年ＳＡＣＯＳＡＣＯＳＡＣＯＳＡＣＯ合合合合意意意意によりによりによりにより米軍米軍米軍米軍北北北北部部部部訓練訓練訓練訓練場場場場のののの一部一部一部一部返還返還返還返還とととと引引引引きききき換換換換えにえにえにえに東村東村東村東村高高高高江江江江のののの６６６６つのつのつのつの米米米米
軍軍軍軍ヘヘヘヘリリリリパパパパッッッットトトト基地基地基地基地建設建設建設建設がががが強強強強行行行行されようとしているされようとしているされようとしているされようとしている。。。。このこのこのこの訓練訓練訓練訓練場場場場はははは、、、、普天普天普天普天間基地間基地間基地間基地所所所所属属属属のののの海兵海兵海兵海兵
隊隊隊隊ととととヘヘヘヘリリリリ部部部部隊隊隊隊のののの演習演習演習演習地地地地域域域域であるであるであるである。。。。欠陥欠陥欠陥欠陥機機機機オオオオススススププププレレレレイイイイのののの訓練訓練訓練訓練がががが予定予定予定予定されされされされ、、、、機機機機能能能能がががが強化強化強化強化されされされされ
るるるる。。。。またまたまたまた、、、、政府政府政府政府はははは、、、、集落集落集落集落にににに最最最最もももも近近近近くくくくＮＮＮＮ４４４４地地地地区区区区のののの着陸帯着陸帯着陸帯着陸帯２２２２箇箇箇箇所所所所をををを米軍米軍米軍米軍へへへへ先先先先行提行提行提行提供供供供することをすることをすることをすることを閣閣閣閣
議議議議でででで決定決定決定決定したがしたがしたがしたが、、、、返還返還返還返還前提前提前提前提供供供供はははは背信背信背信背信行行行行為為為為ではないかではないかではないかではないか、、、、県県県県のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 子子子子どどどどもももも子育子育子育子育てててて支援支援支援支援新新新新制制制制度度度度についてについてについてについて
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　　　　保育保育保育保育やややや幼児教幼児教幼児教幼児教育育育育にににに関関関関わるわるわるわる新新新新しいしいしいしい仕仕仕仕組組組組みみみみ「「「「子子子子どどどどもももも子育子育子育子育てててて支援支援支援支援新新新新制制制制度度度度」」」」がががが新年度新年度新年度新年度（（（（15151515年度年度年度年度））））かかかか
らららら、、、、本本本本格格格格的的的的にににに始始始始動動動動するするするする。。。。県県県県はははは待待待待機機機機児児児児童童童童解解解解消消消消策策策策にににに、、、、新年度約新年度約新年度約新年度約77779999億円億円億円億円をををを計計計計上上上上しししし、、、、一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを
活用活用活用活用してしてしてして、、、、保育所保育所保育所保育所のののの整備整備整備整備、、、、事業事業事業事業所保育所保育所保育所保育運営運営運営運営費費費費のののの助助助助成成成成、、、、認認認認可可可可外外外外保育施設保育施設保育施設保育施設ののののひひひひとりとりとりとり親親親親世世世世帯帯帯帯へへへへのののの
助助助助成成成成、、、、保育保育保育保育士士士士のののの正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用化化化化へへへへのののの助助助助成等成等成等成等にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、2017201720172017年度年度年度年度にににに待待待待機機機機児児児児童童童童ゼゼゼゼロロロロをををを目目目目標標標標とするとするとするとする
計画計画計画計画をををを示示示示したしたしたした。。。。そそそそこでこでこでこで以以以以下下下下伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 子子子子どどどどもももも子育子育子育子育てててて支援支援支援支援制制制制度度度度のののの課題課題課題課題とととと問題問題問題問題点点点点をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県のののの待待待待機機機機児児児児童童童童解解解解消消消消策策策策のののの年年年年次次次次計画計画計画計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは保育保育保育保育士士士士のののの正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用率率率率60606060％％％％にににに向向向向けてけてけてけて新年度新年度新年度新年度からからからから正規職員化正規職員化正規職員化正規職員化をををを促促促促進進進進するするするする方方方方針針針針をををを示示示示してしてしてして
いるいるいるいる。。。。正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用ははははどどどどのののの程程程程度度度度見見見見込込込込んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用してのしてのしてのしての事業事業事業事業所保育所保育所保育所保育のののの整備整備整備整備促促促促進進進進をををを約約約約１１１１億億億億9999000000000000万万万万円円円円計計計計上上上上しているがしているがしているがしているが、、、、施設施設施設施設
のののの数数数数等等等等、、、、実実実実施計画施計画施計画施計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 県県県県はははは新年度新年度新年度新年度からからからから認認認認可可可可外外外外保育所保育所保育所保育所にににに子子子子供供供供をををを預預預預けるけるけるけるひひひひとりとりとりとり親親親親世世世世帯帯帯帯をををを補助補助補助補助するするするする制制制制度度度度をををを開始開始開始開始しししし、、、、子子子子
供供供供１１１１人人人人当当当当たりたりたりたり月月月月２２２２万万万万6000600060006000円円円円をををを上上上上限限限限にににに支援支援支援支援するするするする方方方方針針針針をををを示示示示しているしているしているしている。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは、、、、ひひひひとりとりとりとり親親親親世世世世帯帯帯帯
のののの割割割割合合合合がががが全国平全国平全国平全国平均均均均のののの２２２２倍倍倍倍、、、、経済経済経済経済的的的的にもにもにもにも厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状態態態態にあるにあるにあるにある。。。。今今今今回回回回のののの支援支援支援支援拡大拡大拡大拡大はははは、、、、関係者関係者関係者関係者かかかか
らららら期期期期待待待待されておりされておりされておりされており、、、、そそそそのののの対対対対象象象象世世世世帯帯帯帯のののの基基基基準準準準、、、、数数数数、、、、予算等予算等予算等予算等をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 認認認認可可可可外外外外保育施設保育施設保育施設保育施設のののの認認認認可可可可化移化移化移化移行状行状行状行状況況況況ははははどどどどうかうかうかうか伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 放放放放課後課後課後課後児児児児童童童童ククククララララブブブブへへへへのののの支援支援支援支援拡充拡充拡充拡充ははははどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 子子子子供供供供医療医療医療医療費助費助費助費助成成成成についてについてについてについて
　県　県　県　県はこれまではこれまではこれまではこれまで要要要要望望望望のののの高高高高かったかったかったかった子子子子供供供供医療医療医療医療費費費費、、、、通院通院通院通院費費費費のののの３３３３歳歳歳歳児児児児からからからから就就就就学学学学前前前前までのまでのまでのまでの引引引引きききき上上上上げげげげをををを実実実実
施施施施するするするする方方方方針針針針をををを示示示示したしたしたした。。。。子子子子供供供供はははは風邪風邪風邪風邪ををををひひひひききききややややすくすくすくすく、、、、親親親親にはにはにはには保育保育保育保育料料料料のののの負担負担負担負担もありもありもありもあり、、、、通院通院通院通院費費費費（（（（助助助助成成成成））））
がががが就就就就学学学学前前前前までにまでにまでにまでに引引引引きききき上上上上げげげげられることはられることはられることはられることは一一一一歩歩歩歩前前前前進進進進であるであるであるである。。。。県県県県のののの助助助助成成成成によってによってによってによって、、、、41414141市町村市町村市町村市町村全全全全てでてでてでてで
実実実実施施施施されていくのかされていくのかされていくのかされていくのか、、、、対対対対象象象象者者者者数数数数、、、、財財財財政措置政措置政措置政措置をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、現現現現物物物物給給給給付付付付のののの制制制制度度度度はははは検討検討検討検討していくのかしていくのかしていくのかしていくのか
伺伺伺伺うううう。。。。

4444 アアアアジジジジアアアア経済経済経済経済戦戦戦戦略略略略構構構構想想想想についてについてについてについて
　知事公約　知事公約　知事公約　知事公約のののの重重重重点施点施点施点施策策策策としてとしてとしてとして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの地理的地理的地理的地理的優優優優位位位位性性性性をををを生生生生かしかしかしかし、、、、成長成長成長成長著著著著しいしいしいしいアアアアジジジジアアアアのののの活活活活力力力力をををを取取取取
りりりり入入入入れるれるれるれる「「「「アアアアジジジジアアアア経済経済経済経済戦戦戦戦略略略略構構構構想想想想」」」」のののの策定策定策定策定にににに向向向向けけけけ、、、、プロプロプロプロジジジジェェェェククククトトトトチチチチーーーームムムムのののの設設設設置置置置がががが予定予定予定予定されているされているされているされている。。。。
このこのこのこの構構構構想想想想のののの主主主主なななな内容内容内容内容、、、、特特特特徴徴徴徴をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 大大大大型型型型ＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥのののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて
　県　県　県　県はははは高高高高いいいい経済経済経済経済効効効効果果果果がががが期期期期待待待待できるできるできるできる大大大大型型型型ＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥのののの施設施設施設施設、、、、展示展示展示展示場場場場、、、、多多多多目的目的目的目的ホホホホーーーールルルル、、、、中小中小中小中小会議会議会議会議室室室室
ななななどどどどのののの機機機機能能能能をををを持持持持ったったったった複複複複合合合合施設施設施設施設のののの整備整備整備整備をををを検討検討検討検討しししし、、、、2020202020202020年年年年のののの供供供供用用用用開始開始開始開始をををを目指目指目指目指しているしているしているしている。。。。新年度新年度新年度新年度
はははは、、、、誘誘誘誘致致致致のためののためののためののためのプロプロプロプロモモモモーーーーシシシションョンョンョン等実等実等実等実施計画施計画施計画施計画がががが計計計計上上上上されているがされているがされているがされているが位置位置位置位置選選選選定定定定がおくれているがおくれているがおくれているがおくれている。。。。
そそそそのおくれているのおくれているのおくれているのおくれている理理理理由由由由、、、、選選選選定基定基定基定基準準準準、、、、めめめめどどどどはいつかはいつかはいつかはいつか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 再再再再生生生生エネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの可能可能可能可能性性性性についてについてについてについて
　　　　低低低低炭炭炭炭素素素素なななな地地地地域域域域づくりをづくりをづくりをづくりを目指目指目指目指してしてしてして、、、、地地地地域域域域のののの防防防防災災災災拠点施設拠点施設拠点施設拠点施設等等等等にににに再再再再生生生生エネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの導入導入導入導入をををを図図図図るるるる
新新新新規規規規事業事業事業事業がががが計計計計上上上上されているされているされているされている。。。。事業事業事業事業のののの概要概要概要概要をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 都都都都市市市市モノモノモノモノレレレレーーーールルルル延延延延長長長長についてについてについてについて
　　　　首首首首里駅里駅里駅里駅からからからから浦添浦添浦添浦添市市市市（（（（4444....1111キロキロキロキロ、、、、４４４４駅駅駅駅））））までまでまでまで延延延延びびびびるるるる延延延延長長長長整備整備整備整備事業事業事業事業はははは、、、、2012012012019999年年年年開開開開通通通通にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり
組組組組まれているまれているまれているまれている。。。。しかししかししかししかし、、、、用地用地用地用地取取取取得得得得のののの難難難難航航航航、、、、駅駅駅駅周周周周辺辺辺辺整備整備整備整備事業事業事業事業のおくれがのおくれがのおくれがのおくれが生生生生じじじじているているているている。。。。特特特特にににに石石石石嶺嶺嶺嶺
駅駅駅駅周周周周辺辺辺辺はははは、、、、石石石石嶺団嶺団嶺団嶺団地地地地、、、、久久久久場場場場川団川団川団川団地地地地ななななどどどど1000100010001000人人人人前後前後前後前後のののの所所所所帯帯帯帯がががが暮暮暮暮らしておりらしておりらしておりらしており、、、、新新新新たなまちづくりたなまちづくりたなまちづくりたなまちづくり
としてとしてとしてとして、、、、開開開開発発発発にににに期期期期待待待待がががが寄寄寄寄せられているせられているせられているせられている。。。。北北北北部部部部住住住住民民民民のののの要要要要望望望望がががが強強強強いいいい石石石石嶺駅嶺駅嶺駅嶺駅のののの先先先先行行行行開開開開業業業業をすをすをすをすべべべべきききき
ではないかではないかではないかではないか伺伺伺伺うううう。。。。

8888 民間戦民間戦民間戦民間戦争争争争被被被被害害害害者者者者についてについてについてについて
　沖縄戦　沖縄戦　沖縄戦　沖縄戦のののの空空空空襲襲襲襲ななななどどどどによりによりによりにより被被被被害害害害にににに遭遭遭遭われたわれたわれたわれた「「「「民間戦民間戦民間戦民間戦争争争争被被被被害害害害者者者者」」」」がががが、、、、援援援援護護護護法法法法のののの適適適適用用用用からからからから除除除除外外外外ささささ
れたれたれたれた人人人人はははは、、、、約約約約４４４４万万万万人人人人余余余余とととと推計推計推計推計されているされているされているされている。。。。被被被被害害害害にににに遭遭遭遭ったったったった当事者当事者当事者当事者はははは、、、、国国国国のののの調査調査調査調査とととと損損損損害害害害補補補補償償償償ななななどどどど
がががが行行行行えるようえるようえるようえるよう、、、、特別特別特別特別立立立立法法法法のののの制制制制定定定定をををを強強強強くくくく求求求求めているめているめているめている。。。。県県県県もももも支援支援支援支援すすすすべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか伺伺伺伺うううう。。。。

9999 農林農林農林農林水産水産水産水産業業業業についてについてについてについて

((((1111)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交交交交渉渉渉渉をををを主主主主導導導導するするするする日米日米日米日米協協協協議議議議がががが大詰大詰大詰大詰めをめをめをめを迎迎迎迎えているえているえているえている。。。。特特特特にににに、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ははははササササトトトトウウウウキキキキビなビなビなビなどどどどがががが基基基基
幹幹幹幹産産産産業業業業となっているとなっているとなっているとなっている離島離島離島離島地地地地域域域域ではではではでは大大大大きなきなきなきな打打打打撃撃撃撃をををを受受受受けるけるけるける。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、砂砂砂砂糖糖糖糖、、、、牛肉牛肉牛肉牛肉、、、、豚肉豚肉豚肉豚肉ななななどどどどのののの
農農農農産産産産物物物物５５５５品品品品目目目目がががが撤撤撤撤廃廃廃廃されたらされたらされたらされたら、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの農農農農業業業業はははは、、、、深刻深刻深刻深刻なななな事事事事態態態態となるとなるとなるとなる。。。。知事知事知事知事はははは反反反反対対対対のののの立場立場立場立場をををを明明明明
確確確確にしにしにしにし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの農農農農業業業業やややや影響影響影響影響をををを受受受受けるけるけるける産産産産業業業業へへへへのののの対策対策対策対策をををを図図図図るるるるべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 農農農農水産水産水産水産物物物物のののの鮮鮮鮮鮮度度度度をををを保保保保持持持持するするするする技術技術技術技術をををを取取取取りりりり入入入入れれれれ、、、、付付付付加加加加価価価価値値値値のののの向向向向上上上上をををを目指目指目指目指すすすすブブブブラララランンンンドドドド確立確立確立確立事業事業事業事業
がががが計計計計上上上上されているされているされているされている。。。。どどどどのようなのようなのようなのような技術技術技術技術確立確立確立確立がががが計画計画計画計画されているのかされているのかされているのかされているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは含含含含みつみつみつみつ糖糖糖糖をををを生生生生産産産産するするするする離島離島離島離島地地地地域域域域ののののササササトトトトウウウウキキキキビビビビ農家農家農家農家のののの支援支援支援支援、、、、及及及及びびびび近近近近代代代代的的的的なななな製製製製糖糖糖糖施設整施設整施設整施設整
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備備備備等等等等としてとしてとしてとして、、、、多良多良多良多良間間間間村製村製村製村製糖糖糖糖工場工場工場工場へへへへのののの支援支援支援支援対策対策対策対策ははははどどどどうしているかうしているかうしているかうしているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 日日日日台台台台漁漁漁漁業業業業協協協協定定定定はははは、、、、2015201520152015年年年年以以以以降降降降のののの操操操操業業業業ルルルルーーーールルルル策定策定策定策定のののの会会会会合合合合がががが「「「「漁船漁船漁船漁船のののの間間間間隔隔隔隔」」」」のののの問題問題問題問題でででで双双双双方方方方
のののの溝溝溝溝がががが埋埋埋埋まらまらまらまらずずずず、、、、物物物物別別別別れにれにれにれに終終終終わっているわっているわっているわっている。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの漁漁漁漁業者業者業者業者はははは、、、、ことしもことしもことしもことしも４４４４月月月月のクのクのクのクロロロロママママグログログログロのののの漁漁漁漁
期期期期をををを前前前前にににに深刻深刻深刻深刻なななな状状状状況況況況となっているとなっているとなっているとなっている。。。。このこのこのこの問題問題問題問題はははは、、、、安倍安倍安倍安倍首相首相首相首相みみみみずずずずからからからから尖尖尖尖閣閣閣閣諸諸諸諸島島島島をめぐりをめぐりをめぐりをめぐり、、、、台台台台
湾湾湾湾がががが中中中中国国国国とととと連携連携連携連携しないとしないとしないとしないと表表表表明明明明したのをしたのをしたのをしたのを受受受受けけけけ妥妥妥妥結結結結しししし、、、、歴史歴史歴史歴史的的的的なななな署署署署名名名名だとだとだとだと発発発発言言言言したしたしたした。。。。そそそそれがれがれがれが排排排排
他他他他的的的的経済水域経済水域経済水域経済水域までまでまでまで台台台台湾船湾船湾船湾船のののの操操操操業業業業をををを行行行行うううう根根根根拠拠拠拠となりとなりとなりとなり、、、、今今今今回回回回のののの問題問題問題問題がががが起起起起こされているとこされているとこされているとこされていると考考考考ええええ
るるるる。。。。日日日日本本本本のののの海洋海洋海洋海洋主主主主権権権権がががが及及及及ぶぶぶぶ水域水域水域水域をををを沖縄沖縄沖縄沖縄のののの漁漁漁漁民民民民がががが不利不利不利不利になるになるになるになる無制限無制限無制限無制限なななな台台台台湾漁船湾漁船湾漁船湾漁船のののの操操操操業業業業をををを
認認認認めるめるめるめる国国国国際際際際法上法上法上法上のののの根根根根拠拠拠拠はないとはないとはないとはないと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。まさにまさにまさにまさに基地問題基地問題基地問題基地問題とととと同同同同じじじじようにようにようにように沖縄沖縄沖縄沖縄のののの漁漁漁漁業業業業もももも
政府政府政府政府によってによってによってによって見見見見捨捨捨捨てられようとしているてられようとしているてられようとしているてられようとしている。。。。そそそそこでこでこでこで、、、、次次次次のののの点点点点についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 県県県県はははは政府政府政府政府にににに対対対対してしてしてして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの漁漁漁漁業者業者業者業者のののの頭越頭越頭越頭越しにしにしにしに協協協協定定定定をををを締締締締結結結結しししし、、、、漁漁漁漁業業業業権権権権益益益益をををを失失失失わせたわせたわせたわせた責任責任責任責任
をををを問問問問ううううべべべべきでないかきでないかきでないかきでないか。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県はははは政府政府政府政府にににに対対対対してしてしてして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの漁漁漁漁業者業者業者業者がががが要要要要望望望望するするするする合合合合意意意意水域水域水域水域でのでのでのでの漁船漁船漁船漁船間間間間のののの間間間間隔隔隔隔をををを４４４４海海海海里里里里とすとすとすとす
ることをることをることをることをルルルルーーーールルルル化化化化することですることですることですることで解決解決解決解決するようするようするようするよう強強強強くくくく求求求求めるめるめるめるべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

ｳｳｳｳ 八八八八重重重重山山山山地方地方地方地方のののの三三三三角角角角水域水域水域水域はははは好好好好漁漁漁漁場場場場でありでありでありであり、、、、そそそそこはこはこはこは台台台台湾漁船湾漁船湾漁船湾漁船のののの主主主主要要要要漁漁漁漁場場場場となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄
のののの漁漁漁漁民民民民ははははトトトトララララブブブブルルルルをををを避避避避けけけけ操操操操業業業業自自自自粛粛粛粛をををを余儀余儀余儀余儀なくされているなくされているなくされているなくされている。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの漁漁漁漁業者業者業者業者はははは同同同同水域水域水域水域のののの拡大拡大拡大拡大
をををを求求求求めておりめておりめておりめており、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

10101010泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬埋立埋立埋立埋立事業事業事業事業についてについてについてについて
　　　　東東東東部部部部海海海海浜浜浜浜開開開開発発発発事業事業事業事業としてとしてとしてとして泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬干干干干潟潟潟潟のののの埋立埋立埋立埋立事業事業事業事業がががが、、、、国国国国とととと県県県県によってによってによってによって進進進進められてきためられてきためられてきためられてきた。。。。これまこれまこれまこれま
でででで泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬干干干干潟潟潟潟ののののササササンンンンゴゴゴゴ群群群群ななななどどどど多多多多種種種種多多多多様様様様なななな生生生生物物物物のののの生生生生息息息息場所場所場所場所のののの保保保保全全全全とととと開開開開発発発発のののの経済経済経済経済的的的的合合合合理理理理性性性性がががが争争争争
点点点点となってきたとなってきたとなってきたとなってきた。。。。このこのこのこの裁裁裁裁判判判判がががが２２２２月月月月24242424日日日日にににに第第第第２２２２次次次次訴訴訴訴訟訟訟訟のののの判判判判決決決決がががが下下下下されるされるされるされる。。。。県県県県のののの今今今今後後後後のののの対応策対応策対応策対応策をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

11111111水道水道水道水道広広広広域化域化域化域化についてについてについてについて
　県　県　県　県はははは離島離島離島離島のののの高高高高いいいい水道水道水道水道料料料料金金金金のののの低低低低減減減減をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的にににに、、、、離島離島離島離島８８８８村村村村とのとのとのとの水道水道水道水道広広広広域化域化域化域化をををを新年度新年度新年度新年度かかかか
らららら開始開始開始開始しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている。。。。新年度新年度新年度新年度にににに事業事業事業事業経経経経費費費費をををを計計計計上上上上しししし、、、、2021202120212021年年年年までにまでにまでにまでに水道水道水道水道広広広広域化域化域化域化のののの実現実現実現実現をををを図図図図
るとしているるとしているるとしているるとしている。。。。実現実現実現実現のためののためののためののための事業事業事業事業計画計画計画計画やややや財財財財政措置政措置政措置政措置、、、、利利利利用者負担等用者負担等用者負担等用者負担等、、、、課題課題課題課題とととと問題問題問題問題点点点点はははは何何何何かかかか伺伺伺伺
うううう。。。。

12121212教教教教育育育育についてについてについてについて

((((1111)))) 新年度新年度新年度新年度においてにおいてにおいてにおいて中中中中高一高一高一高一貫貫貫貫教教教教育育育育校校校校としてとしてとしてとして、、、、開開開開邦邦邦邦高高高高校校校校とととと球球球球陽陽陽陽高高高高校校校校にににに県県県県立中学立中学立中学立中学校校校校をををを設設設設置置置置するするするする
方方方方針針針針がががが示示示示されているされているされているされている。。。。課題課題課題課題とととと問題問題問題問題点点点点はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県教教教教育育育育長長長長はははは教教教教員員員員のののの授授授授業業業業力力力力向向向向上上上上をををを目的目的目的目的にににに公公公公立中学立中学立中学立中学校校校校にににに授授授授業指業指業指業指導員導員導員導員のののの配配配配置方置方置方置方針針針針をををを示示示示してしてしてして
いるいるいるいる。。。。目的目的目的目的、、、、役割役割役割役割、、、、配配配配置置置置人数人数人数人数等等等等をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約のののの少少少少人数学人数学人数学人数学級級級級のののの拡大拡大拡大拡大はははは、、、、新年度新年度新年度新年度ははははどどどどのようにのようにのようにのように取取取取りりりり組組組組むむむむのかのかのかのか伺伺伺伺うううう。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月26262626    日日日日((((木木木木))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 27272727分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　清涼清涼清涼清涼（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて
　翁長　翁長　翁長　翁長雄志雄志雄志雄志知事知事知事知事はははは「「「「基地問題基地問題基地問題基地問題をををを解決解決解決解決しししし県政県政県政県政発発発発展展展展のためにのためにのためにのために頑張頑張頑張頑張りたいりたいりたいりたい」」」」とととと決意決意決意決意しししし、、、、多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民
のののの支支支支持持持持をををを得得得得てててて県知事県知事県知事県知事にににに当当当当選選選選されてからされてからされてからされてから２２２２カカカカ月月月月半半半半がががが過過過過ぎぎぎぎましたましたましたました。。。。辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地建設建設建設建設のののの問題問題問題問題はははは
これからのこれからのこれからのこれからの県政運営県政運営県政運営県政運営やややや県民生活県民生活県民生活県民生活、、、、自然自然自然自然環境環境環境環境にににに大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担とととと犠牲犠牲犠牲犠牲をををを強強強強いてくるものといてくるものといてくるものといてくるものと思思思思いまいまいまいま
すすすす。。。。現現現現にににに、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古キキキキャャャャンンンンプ・シプ・シプ・シプ・シュュュュワワワワブブブブゲゲゲゲーーーートトトト前前前前やややや大大大大浦浦浦浦湾湾湾湾のののの海海海海上上上上ではではではでは新基地新基地新基地新基地建設建設建設建設にににに反反反反対対対対するするするする県県県県
民民民民ややややカカカカヌヌヌヌーーーーチチチチーーーームムムムにけがにけがにけがにけが人人人人がががが出出出出ていますていますていますています。。。。そそそそしてしてしてして海海海海底底底底ではではではではササササンンンンゴゴゴゴやややや海海海海藻藻藻藻ななななどどどどがががが大大大大きなコンクきなコンクきなコンクきなコンク
リーリーリーリートトトトのののの塊塊塊塊でででで痛痛痛痛めつけられていますめつけられていますめつけられていますめつけられています。。。。このようなこのようなこのようなこのような安倍政安倍政安倍政安倍政権権権権によるによるによるによる県民意思県民意思県民意思県民意思をををを無無無無視視視視したしたしたした辺野古新辺野古新辺野古新辺野古新
基地基地基地基地建設建設建設建設のののの強強強強行行行行ななななややややりりりり方方方方はははは断断断断じじじじてててて許許許許されるものではありませんされるものではありませんされるものではありませんされるものではありません。。。。政府政府政府政府はははは辺野古辺野古辺野古辺野古へへへへのののの新基地新基地新基地新基地建建建建
設設設設をををを断断断断念念念念しししし、、、、沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの民意民意民意民意をををを尊尊尊尊重重重重しししし、、、、県民県民県民県民へへへへのののの米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの押押押押しつけしつけしつけしつけ政策政策政策政策をををを直直直直ちにちにちにちに見直見直見直見直すすすす
べべべべきでありますきでありますきでありますきであります。。。。

((((1111)))) 戦後戦後戦後戦後70707070年年年年、、、、ウウウウチチチチナナナナーンーンーンーンチュチュチュチュののののアイアイアイアイデデデデンンンンテテテティィィィテテテティィィィーをーをーをーを再再再再確確確確認認認認しししし、、、、誇誇誇誇りあるりあるりあるりある豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを実現実現実現実現するたするたするたするた
めのめのめのめの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県経済発経済発経済発経済発展展展展のためののためののためののための「「「「アアアアジジジジアアアア経済経済経済経済戦戦戦戦略略略略構構構構想想想想」」」」についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 知事知事知事知事就就就就任挨拶任挨拶任挨拶任挨拶もももも受受受受けけけけ付付付付けないけないけないけない政府政府政府政府のののの対応対応対応対応についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 「「「「誇誇誇誇りりりり高高高高ききききウウウウチチチチナナナナーーーー文文文文化化化化のののの普及普及普及普及促促促促進進進進」」」」についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 県内県内県内県内のののの米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地・・・・専専専専用用用用施設施設施設施設のののの負担状負担状負担状負担状況況況況についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 基地問題基地問題基地問題基地問題とととと振興策振興策振興策振興策についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 基地行政基地行政基地行政基地行政についてについてについてについて
　翁長知事　翁長知事　翁長知事　翁長知事はははは昨昨昨昨年年年年のののの知事知事知事知事選選選選挙挙挙挙でででで、、、、普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの移設移設移設移設についてはについてはについてはについては、、、、建建建建白白白白書書書書のののの精神精神精神精神にににに基基基基づづづづ
きききき「「「「辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地建設建設建設建設にににに反反反反対対対対」」」」しししし、、、、県外県外県外県外移設移設移設移設をををを求求求求めるとしてめるとしてめるとしてめるとして当当当当選選選選されましたされましたされましたされました。。。。当当当当選選選選後後後後はははは「「「「辺野辺野辺野辺野
古古古古にににに新基地新基地新基地新基地はははは造造造造らせないということをらせないということをらせないということをらせないということを県政県政県政県政のののの柱柱柱柱にしにしにしにし、、、、あらあらあらあらゆゆゆゆるるるる方策方策方策方策をををを講講講講じじじじてててて辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地建建建建
設設設設をををを阻止阻止阻止阻止するするするする」」」」とととと決意決意決意決意されているものとされているものとされているものとされているものと思思思思いますいますいますいます。。。。とことことこところろろろがががが政府政府政府政府はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄へへへへのののの米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの押押押押しししし
つけをつけをつけをつけを強強強強行行行行しししし、、、、基地基地基地基地建設建設建設建設にににに反反反反対対対対するするするする県民県民県民県民をををを排排排排除除除除するためにするためにするためにするために立入制限立入制限立入制限立入制限区区区区域域域域をををを拡大拡大拡大拡大しししし、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古
のののの海海海海をををを埋埋埋埋めめめめ立立立立てるてるてるてる工工工工事事事事をををを進進進進めていますめていますめていますめています。。。。

((((1111)))) 辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地建設阻止建設阻止建設阻止建設阻止についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地建設工建設工建設工建設工事事事事のののの阻止阻止阻止阻止についてについてについてについて知事知事知事知事のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 埋立承埋立承埋立承埋立承認認認認をををを検検検検証証証証するするするする第三第三第三第三者者者者委員委員委員委員会会会会のののの今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ計画計画計画計画とととと役割役割役割役割についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場代代代代替替替替施設建設施設建設施設建設施設建設事業事業事業事業にににに係係係係るるるる環境監視環境監視環境監視環境監視等等等等委員委員委員委員会会会会」」」」のののの協協協協議議議議のののの現状現状現状現状にににに対対対対するするするする県県県県
のののの見見見見解解解解とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 2015201520152015年年年年１１１１月月月月27272727日日日日よりよりよりより、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古・・・・大大大大浦浦浦浦湾湾湾湾においてにおいてにおいてにおいて沖縄沖縄沖縄沖縄防衛局防衛局防衛局防衛局ががががフロフロフロフローーーートやオイルフェトやオイルフェトやオイルフェトやオイルフェンスをンスをンスをンスを
固固固固定定定定するためにするためにするためにするために巨巨巨巨大大大大コンクリーコンクリーコンクリーコンクリートトトトブブブブロロロロックをックをックをックを投投投投入入入入していることについてしていることについてしていることについてしていることについて、、、、県県県県のののの見見見見解解解解とととと対応対応対応対応をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 高高高高江江江江ののののヘヘヘヘリリリリパパパパッッッッドドドド建設建設建設建設についてについてについてについて

((((3333)))) 普天普天普天普天間基地間基地間基地間基地のののの５５５５年年年年以以以以内内内内のののの運用運用運用運用停止停止停止停止についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 西普天西普天西普天西普天間間間間住宅住宅住宅住宅地地地地区区区区のののの返還返還返還返還・・・・跡跡跡跡地地地地利利利利用用用用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 支障支障支障支障除除除除去去去去のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

ｲｲｲｲ 琉大医学琉大医学琉大医学琉大医学部部部部やややや病院病院病院病院のののの移移移移転転転転計画計画計画計画、、、、普天普天普天普天間高間高間高間高校校校校のののの移移移移転転転転計画計画計画計画、、、、重重重重粒子線粒子線粒子線粒子線治治治治療施設療施設療施設療施設のののの設設設設置置置置計計計計
画画画画、、、、そそそそのののの他他他他計画計画計画計画のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
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((((5555)))) 与那国与那国与那国与那国島島島島へへへへのののの陸陸陸陸上上上上自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊沿岸監視沿岸監視沿岸監視沿岸監視部部部部隊配備隊配備隊配備隊配備についてについてについてについて
　去　去　去　去るるるる22222222日日日日、、、、自自自自衛衛衛衛隊配備隊配備隊配備隊配備というというというという住住住住民生活民生活民生活民生活にににに重重重重大大大大なななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすすすす事事事事柄柄柄柄についてについてについてについて、、、、町町町町民民民民のののの意意意意
思思思思をををを直直直直接接接接問問問問うううう住住住住民民民民投票投票投票投票がががが行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。住住住住民民民民投票投票投票投票条例制条例制条例制条例制定定定定やそやそやそやそのののの実現実現実現実現までまでまでまで紆紆紆紆余曲余曲余曲余曲折折折折があがあがあがあ
りりりり、、、、実現実現実現実現までまでまでまで３３３３年年年年近近近近くをくをくをくを要要要要したしたしたした。。。。そそそそのののの間間間間にもにもにもにも基地基地基地基地配備作配備作配備作配備作業業業業がががが進進進進められていましためられていましためられていましためられていました。。。。投票投票投票投票結結結結果果果果
についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 環境環境環境環境行政行政行政行政についてについてについてについて
　県　県　県　県はははは「「「「奄美奄美奄美奄美・・・・琉球琉球琉球琉球」」」」のののの世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録にににに向向向向けけけけ、、、、国国国国やややや地地地地元自元自元自元自治体治体治体治体とととと連携連携連携連携しししし、、、、ヤヤヤヤンンンンバルバルバルバル地地地地域域域域
のののの国国国国立立立立公園公園公園公園化化化化やややや外来外来外来外来種種種種対策対策対策対策ななななどどどど自然自然自然自然環境環境環境環境のののの保保保保全全全全にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示していますがしていますがしていますがしていますが、、、、自然自然自然自然環環環環
境境境境のののの保保保保全全全全・・・・再再再再生生生生・・・・適適適適正正正正利利利利用用用用についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((1111)))) 世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの経経経経過過過過とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 自然自然自然自然環境再環境再環境再環境再生生生生モデモデモデモデルルルル事業事業事業事業とはとはとはとはどどどどのようなのようなのようなのような事業事業事業事業をををを予定予定予定予定していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

((((3333)))) 「「「「大大大大浦浦浦浦湾湾湾湾ののののササササンンンンゴゴゴゴ群群群群はははは世界世界世界世界のののの宝宝宝宝」」」」とととと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。そそそそののののササササンンンンゴゴゴゴ礁礁礁礁生生生生態態態態系系系系をををを守守守守るためのるためのるためのるための取取取取
りりりり組組組組みがみがみがみが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤問題問題問題問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市ののののササササッッッッカカカカーーーー場場場場からからからから出出出出たたたたドラドラドラドラムムムム缶缶缶缶やややや、、、、宜宜宜宜野野野野湾市湾市湾市湾市西普天西普天西普天西普天間地間地間地間地区区区区からからからから出出出出たたたたドラドラドラドラムムムム缶缶缶缶のののの成成成成
分分分分調査調査調査調査作作作作業業業業、、、、結結結結果果果果についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 両両両両地地地地域域域域ののののドラドラドラドラムムムム缶缶缶缶問題問題問題問題についてについてについてについて県県県県のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり・・・・取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) ごごごごみみみみ・・・・廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物問題問題問題問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける産産産産業業業業廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物のののの処処処処理理理理についてについてについてについて、、、、そそそそのののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 漂漂漂漂着着着着ごごごごみについてみについてみについてみについて、、、、現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 教教教教育育育育行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 30303030人以人以人以人以下下下下学学学学級級級級のののの現状現状現状現状とととと取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 児児児児童童童童生生生生徒徒徒徒のののの減減減減少少少少によるによるによるによる学学学学校統校統校統校統合合合合やややや閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖等等等等のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 過年過年過年過年３３３３～～～～５５５５年年年年のののの実実実実態態態態とととと将来将来将来将来計画計画計画計画についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 地地地地域域域域とのとのとのとの協協協協力力力力・・・・取取取取りりりり組組組組みはみはみはみはどどどどうかうかうかうか。。。。

((((3333)))) 県県県県立立立立高高高高校校校校のののの入学入学入学入学希希希希望望望望者者者者のののの状状状状況況況況とととと傾傾傾傾向向向向、、、、そそそそのののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 大学大学大学大学進進進進学率学率学率学率のののの教教教教育育育育格格格格差差差差についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 健康健康健康健康・・・・医療医療医療医療行政行政行政行政についてについてについてについて
　知事　知事　知事　知事はははは平成平成平成平成27272727年度年度年度年度のののの県政運営県政運営県政運営県政運営にににに当当当当たってたってたってたって「「「「健康健康健康健康長長長長寿寿寿寿おきなわのおきなわのおきなわのおきなわの復復復復活活活活」、「」、「」、「」、「持持持持続続続続的的的的人口増人口増人口増人口増
加加加加」」」」ななななどどどどをををを「「「「重重重重点点点点テテテテーマーマーマーマ」」」」としてとしてとしてとして設設設設定定定定しししし、、、、力力力力強強強強くくくく取取取取りりりり組組組組むむむむ決意決意決意決意をををを述述述述べべべべられていますられていますられていますられています。。。。

((((1111)))) 長長長長寿寿寿寿県沖縄県沖縄県沖縄県沖縄にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みとみとみとみとそそそそのののの課題課題課題課題についてについてについてについて

((((2222)))) 子育子育子育子育てててて世世世世代代代代へへへへのののの医療医療医療医療費費費費のののの支援支援支援支援についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県民県民県民県民のののの健康健康健康健康をををを守守守守るためのるためのるためのるための医療医療医療医療体体体体制制制制のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 県民県民県民県民ははははひひひひとしくとしくとしくとしく最新最新最新最新・・・・最最最最良良良良のののの医療医療医療医療をををを受受受受けているかけているかけているかけているか。。。。

ｲｲｲｲ 各各各各県県県県立病院立病院立病院立病院からからからから求求求求められているめられているめられているめられている設備設備設備設備はははは何何何何かかかか。。。。そそそそのののの整備整備整備整備状状状状況況況況ははははどどどどうかうかうかうか。。。。

ｳｳｳｳ 各各各各県県県県立病院立病院立病院立病院からからからから求求求求められているめられているめられているめられている陣陣陣陣容容容容（（（（医師医師医師医師やややや看看看看護師護師護師護師ななななどどどどススススタタタタッッッッフフフフ））））はははは満満満満たされているかたされているかたされているかたされているか。。。。
そそそそのののの対策対策対策対策・・・・計画計画計画計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 少少少少子化子化子化子化対策対策対策対策についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 高高高高齢化齢化齢化齢化対策対策対策対策についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 米軍米軍米軍米軍人人人人・・・・軍軍軍軍属属属属等等等等のののの刑刑刑刑法法法法犯犯犯犯とととと飲酒飲酒飲酒飲酒運運運運転転転転等等等等のののの検挙検挙検挙検挙件件件件数数数数のののの推移推移推移推移についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 離島離島離島離島振興振興振興振興についてについてについてについてそそそそのののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 離島離島離島離島航路航路航路航路及及及及びびびび航空路航空路航空路航空路のののの確保確保確保確保・・・・維持維持維持維持にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 離島離島離島離島でのでのでのでの定定定定住住住住促促促促進進進進についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 情情情情報報報報格格格格差差差差をををを解解解解消消消消するためのするためのするためのするための海海海海底光底光底光底光ケケケケーーーーブブブブルルルルのののの整備整備整備整備についてについてについてについて、、、、そそそそのののの実実実実施施施施状状状状況況況況とととと今今今今後後後後のののの計計計計
画画画画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) ススススカカカカイイイイマークのマークのマークのマークの運運運運休休休休によるによるによるによる県民生活県民生活県民生活県民生活へへへへのののの影響影響影響影響とととと県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。



9

代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月26262626    日日日日((((木木木木))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 27272727分分分分 瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧　　　　功功功功（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから世界世界世界世界へへへへ平和平和平和平和のののの発発発発信信信信」」」」についてについてについてについて
　ことしは　ことしは　ことしは　ことしは沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦終結終結終結終結70707070年年年年のののの節節節節目目目目にににに当当当当たるたるたるたる今今今今日日日日、、、、世界中世界中世界中世界中でででで戦戦戦戦争争争争やテロやテロやテロやテロがががが起起起起こりこりこりこり、、、、不不不不幸幸幸幸にににに包包包包
まれているまれているまれているまれている。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから世界世界世界世界にににに平和平和平和平和のとうとさをのとうとさをのとうとさをのとうとさを発発発発信信信信するするするする、、、、国国国国際際際際的的的的ななななシシシシンンンンポポポポジジジジウウウウムムムムをををを開開開開催催催催してしてしてして
ははははどどどどうかうかうかうか見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「基地問題基地問題基地問題基地問題のののの解決解決解決解決・・・・・・・・・・・・」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 辺野古辺野古辺野古辺野古のののの公有公有公有公有水面埋立承水面埋立承水面埋立承水面埋立承認認認認にににに関関関関するするするする、、、、法法法法律律律律的的的的なななな瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵のののの有有有有無無無無をををを検検検検証証証証するするするする第三第三第三第三者者者者委員委員委員委員会会会会
のののの検検検検証作証作証作証作業業業業にににに対対対対しししし、、、、ススススピピピピーーーードドドドがががが遅遅遅遅いとのいとのいとのいとの声声声声があるがあるがあるがある。。。。見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事はははは沖縄沖縄沖縄沖縄防衛局防衛局防衛局防衛局にににに対対対対しししし、、、、トトトトンンンンブブブブロロロロックがックがックがックがササササンンンンゴゴゴゴ礁礁礁礁をををを傷傷傷傷つけているつけているつけているつけている問題問題問題問題でででで、、、、ブブブブロロロロックのックのックのックの図図図図
面面面面やややや座標座標座標座標、、、、水水水水深深深深、、、、重重重重量量量量ななななどどどどのののの資資資資料料料料ややややブブブブロロロロックックックック設設設設置前後置前後置前後置前後のののの海海海海底写真底写真底写真底写真をををを23232323日日日日までにまでにまでにまでに提提提提出出出出すすすす
ることをることをることをることを求求求求めめめめ、、、、従従従従わないわないわないわない場場場場合合合合はははは許可許可許可許可をををを取取取取りりりり消消消消すことがあるとすことがあるとすことがあるとすことがあると通通通通知知知知したしたしたした。。。。防衛局防衛局防衛局防衛局のののの対応対応対応対応につにつにつにつ
いていていていて見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 日米地位日米地位日米地位日米地位協協協協定定定定のののの抜本抜本抜本抜本的的的的なななな見直見直見直見直しについてのしについてのしについてのしについての見見見見解解解解とととと決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 「「「「国国国国際際際際交交交交流流流流・・・・協協協協力力力力のののの推推推推進進進進」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県とととと福福福福建建建建省省省省とのとのとのとの間間間間にはにはにはには、、、、600600600600年年年年にわたるにわたるにわたるにわたる交交交交流流流流のののの歴史歴史歴史歴史がありがありがありがあり、、、、姉妹都姉妹都姉妹都姉妹都市市市市となっているとなっているとなっているとなっている。。。。
福福福福建建建建・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄友好友好友好友好会会会会館館館館もありもありもありもあり、、、、またまたまたまた琉球琉球琉球琉球館館館館やややや琉球人琉球人琉球人琉球人墓墓墓墓地地地地もももも福州福州福州福州市市市市によってによってによってによって、、、、きれいにきれいにきれいにきれいに管管管管理理理理
されているされているされているされている。。。。近近近近年交年交年交年交流流流流がががが停停停停滞滞滞滞しているしているしているしている感感感感があるがあるがあるがある。。。。もっともっともっともっと交交交交流流流流をををを深深深深めていくめていくめていくめていくべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか
見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事はははは台台台台北北北北駐駐駐駐日日日日経済経済経済経済文文文文化化化化代代代代表那表那表那表那覇覇覇覇分分分分処処処処のののの蘇蘇蘇蘇処処処処長長長長のののの訪訪訪訪問問問問をををを受受受受けけけけ、、、、いいいいろろろろいいいいろろろろとととと要要要要請請請請をををを受受受受けけけけ
たようですがたようですがたようですがたようですが、、、、そそそそのののの内容内容内容内容とととと対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの自自自自己己己己決定決定決定決定権権権権をををを目指目指目指目指すすすす団団団団体体体体がががが相次相次相次相次いでいでいでいで結結結結成成成成されされされされ、、、、先先先先日沖縄日沖縄日沖縄日沖縄のののの自自自自己己己己決定決定決定決定権権権権やややや自立経自立経自立経自立経
済済済済についてについてについてについて考考考考えるえるえるえるフフフフォォォォーーーーララララムムムムがががが開開開開催催催催されされされされ、、、、600600600600人人人人余余余余のののの聴衆聴衆聴衆聴衆がががが詰詰詰詰めかけめかけめかけめかけ白熱白熱白熱白熱したしたしたした議議議議論論論論がががが繰繰繰繰りりりり
広広広広げげげげられたられたられたられた。。。。見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍米軍米軍米軍嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地所所所所属属属属ののののＦＦＦＦ15151515戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機からのからのからのからの部部部部品品品品落下落下落下落下がががが１１１１年間年間年間年間でででで６６６６件件件件もももも発発発発生生生生しているしているしているしている、、、、異異異異常常常常
事事事事態態態態であるであるであるである。。。。米軍米軍米軍米軍、、、、防衛局防衛局防衛局防衛局、、、、県県県県のののの対応対応対応対応とととと見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米米米米ウィウィウィウィスコンスコンスコンスコンシシシシンンンン州州州州のののの州州州州兵兵兵兵空空空空軍軍軍軍ののののＦＦＦＦ16161616戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機12121212機機機機とととと兵員兵員兵員兵員約約約約250250250250人人人人のののの嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地暫暫暫暫定定定定配備配備配備配備
についてについてについてについて、、、、政府政府政府政府とととと県県県県のののの対応対応対応対応・・・・見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 米軍米軍米軍米軍人人人人やややや軍軍軍軍属属属属のののの事事事事件件件件・・・・事事事事故故故故にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれたまれたまれたまれた場場場場合合合合、、、、個個個個人人人人でででで解決解決解決解決するのはするのはするのはするのは無無無無理理理理がありがありがありがあり、、、、相相相相談談談談
やややや具具具具体的体的体的体的なななな援助援助援助援助ができるができるができるができる公的公的公的公的機機機機関関関関のののの設設設設置置置置がががが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 米米米米ワシワシワシワシンンンントトトトンンンン事事事事務務務務所所所所のののの設設設設置置置置、、、、駐駐駐駐在員在員在員在員のののの配配配配置等事業概要置等事業概要置等事業概要置等事業概要についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 鉄軌道整備計画鉄軌道整備計画鉄軌道整備計画鉄軌道整備計画についてについてについてについて

((((1111)))) 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの誕誕誕誕生生生生によってによってによってによって政府政府政府政府はははは沖縄沖縄沖縄沖縄鉄軌道計画鉄軌道計画鉄軌道計画鉄軌道計画をををを白紙白紙白紙白紙にするのではないかとのにするのではないかとのにするのではないかとのにするのではないかとの報報報報道道道道もももも
あったがあったがあったがあったが、、、、現現現現在在在在、、、、政府政府政府政府のののの対応対応対応対応ははははどどどどうなっているのかうなっているのかうなっているのかうなっているのか、、、、またまたまたまた、、、、進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況についてもについてもについてもについても伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国国国国やややや県県県県のののの計画計画計画計画にににに対対対対しししし、、、、莫莫莫莫大大大大なおなおなおなお金金金金をかけをかけをかけをかけ自然自然自然自然をををを破壊破壊破壊破壊するとしてするとしてするとしてするとして、、、、もっともっともっともっと安安安安くくくく既存既存既存既存のののの道道道道路路路路をををを
利利利利用用用用してつくるしてつくるしてつくるしてつくる路路路路面面面面電電電電車車車車がよいとするがよいとするがよいとするがよいとする意意意意見見見見がありがありがありがあり、、、、またまたまたまたＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ導入導入導入導入にににに関関関関するするするする要要要要望望望望書書書書もももも知事知事知事知事にににに
対対対対しししし提提提提出出出出されているとのことされているとのことされているとのことされているとのこと、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 子育子育子育子育てててて行政行政行政行政についてについてについてについて
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((((1111)))) 子子子子どどどどもももも・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援新新新新制制制制度度度度導入導入導入導入にににに向向向向けてのけてのけてのけての市町村市町村市町村市町村のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況、、、、幼幼幼幼稚稚稚稚園園園園児児児児がががが学学学学童童童童保育保育保育保育
をををを利利利利用用用用できなくなることできなくなることできなくなることできなくなることへへへへのののの「「「「５５５５歳歳歳歳児児児児問題問題問題問題」」」」へへへへのののの対応対応対応対応についてについてについてについて見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 常常常常勤勤勤勤保育保育保育保育士士士士のののの確保確保確保確保・・・・待待待待遇遇遇遇改善改善改善改善についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 2017201720172017年度年度年度年度でででで待待待待機機機機児児児児童童童童をををを解解解解消消消消するためにはするためにはするためにはするためには、、、、常常常常勤勤勤勤保育保育保育保育士士士士2262226222622262人人人人をををを増員増員増員増員するするするする必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると
のことのことのことのこと、、、、どどどどのようにのようにのようにのように確保確保確保確保するのかするのかするのかするのか。。。。見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 長時間長時間長時間長時間労働労働労働労働、、、、非正規雇非正規雇非正規雇非正規雇用用用用、、、、低賃低賃低賃低賃金金金金ななななどどどど厳厳厳厳しいしいしいしい待待待待遇遇遇遇がががが離職離職離職離職をををを招招招招くくくく要要要要因因因因となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、保育保育保育保育
士士士士のののの待待待待遇遇遇遇改善改善改善改善がががが不可欠不可欠不可欠不可欠であるであるであるである。。。。現状現状現状現状とととと改善改善改善改善策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 子子子子供供供供のののの貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策についてについてについてについて事業事業事業事業のののの概要概要概要概要をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 医療医療医療医療、、、、福祉福祉福祉福祉行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 生活生活生活生活保護受保護受保護受保護受給給給給者者者者のののの実実実実態態態態とととと、、、、自立自立自立自立支援支援支援支援事業事業事業事業のののの概要概要概要概要についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 施設施設施設施設でででで暮暮暮暮らすらすらすらす精神精神精神精神障障障障害害害害者者者者がががが地地地地域域域域にににに戻戻戻戻りりりり定定定定着着着着をををを促促促促進進進進するするするする事業事業事業事業についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 医師医師医師医師のののの養養養養成成成成とととと供給供給供給供給体体体体制制制制にににに関関関関するするするする事業事業事業事業のののの概要概要概要概要についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県性性性性暴暴暴暴力被力被力被力被害害害害者者者者ワワワワンスンスンスンストトトトッッッッププププ支援支援支援支援センセンセンセンタタタターがーがーがーが開開開開設設設設されたがされたがされたがされたが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの計画計画計画計画をををを縮縮縮縮小小小小しししし
てのてのてのての開開開開設設設設となっているとなっているとなっているとなっている。。。。経経経経緯緯緯緯とととと今今今今後後後後のののの方方方方向性向性向性向性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 発発発発達障達障達障達障害害害害児児児児（（（（者者者者））））支援支援支援支援対策対策対策対策についてについてについてについて「「「「就就就就学学学学前前前前」「」「」「」「小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高」「」「」「」「成成成成人人人人」」」」別別別別にににに県内県内県内県内のののの実実実実態態態態把握把握把握把握
とととと、、、、今今今今後後後後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 介介介介護護護護報報報報酬酬酬酬のののの改改改改定定定定にににに伴伴伴伴うううう影響影響影響影響とととと対応対応対応対応、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 自自自自殺殺殺殺者者者者のののの実実実実態態態態とこれまでのとこれまでのとこれまでのとこれまでの対策対策対策対策によるによるによるによる成成成成果果果果とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 教教教教育育育育行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「知知知知のののの拠点拠点拠点拠点」」」」施設整備施設整備施設整備施設整備事業事業事業事業、、、、県県県県立立立立図図図図書書書書館館館館整備整備整備整備のののの概要概要概要概要をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 中中中中高一高一高一高一貫校貫校貫校貫校のメリッのメリッのメリッのメリットトトト、、、、デデデデメリッメリッメリッメリットトトトについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 人材育人材育人材育人材育成成成成留留留留学学学学事業事業事業事業、、、、グログログログローーーーバルバルバルバルリーリーリーリーダダダダーーーー育育育育成成成成海海海海外外外外短短短短期期期期研修研修研修研修事業事業事業事業のののの概要概要概要概要をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 健康健康健康健康長長長長寿寿寿寿行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 適適適適正正正正飲酒飲酒飲酒飲酒推推推推進調査進調査進調査進調査事業事業事業事業のののの趣趣趣趣旨旨旨旨・・・・目的目的目的目的についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

8888 農林農林農林農林水産水産水産水産行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 日日日日台台台台漁漁漁漁業業業業協協協協定定定定、、、、日日日日台台台台漁漁漁漁業会業会業会業会合合合合のののの争点争点争点争点とととと県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 漁漁漁漁業業業業従従従従業者業者業者業者のののの実実実実態態態態とととと若若若若年年年年就就就就業者業者業者業者をふをふをふをふややややすすすす事業事業事業事業のののの概要概要概要概要、、、、課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

9999 雇雇雇雇用用用用、、、、労働労働労働労働行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 2018201820182018年度年度年度年度開開開開催催催催のののの技技技技能能能能五輪五輪五輪五輪全国全国全国全国大大大大会会会会とととと全国全国全国全国障障障障害害害害者者者者技技技技能能能能競技競技競技競技大大大大会会会会のののの概要概要概要概要をををを伺伺伺伺うううう。。。。

10101010雇雇雇雇用用用用・・・・労働労働労働労働行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの雇雇雇雇用実用実用実用実態態態態、、、、動動動動きときときときと要要要要因因因因・・・・課題課題課題課題・・・・改善改善改善改善策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府発発発発表表表表のののの雇雇雇雇用用用用改改改改革革革革、「、「、「、「日日日日本本本本再再再再興戦興戦興戦興戦略略略略」」」」のののの概要概要概要概要とととと見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

11111111観光観光観光観光・・・・文文文文化化化化・・・・ススススポポポポーーーーツツツツ行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 大大大大型型型型ＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥ施設建設施設建設施設建設施設建設事業事業事業事業、、、、設設設設置地置地置地置地のののの選選選選定決定時定決定時定決定時定決定時期期期期とととと事業概要事業概要事業概要事業概要をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) これまでにこれまでにこれまでにこれまでに開開開開催催催催されたされたされたされた「「「「世界世界世界世界ののののウウウウチチチチナナナナーンーンーンーンチュチュチュチュ大大大大会会会会」」」」のののの状状状状況況況況とととと成成成成果果果果、、、、2016201620162016年年年年にににに開開開開催催催催されるされるされるされる
大大大大会会会会のののの構構構構想想想想、、、、概要概要概要概要についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

12121212環境環境環境環境行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 家庭家庭家庭家庭用用用用太太太太陽陽陽陽光光光光発発発発電電電電のののの接接接接続続続続状状状状況況況況とととと県県県県のののの補助補助補助補助制制制制度度度度のののの概要概要概要概要、、、、今今今今後後後後のののの方方方方針針針針についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

13131313 公安行政公安行政公安行政公安行政についてについてについてについて

((((1111)))) 少少少少年年年年非非非非行行行行のののの実実実実態態態態とととと課題課題課題課題、、、、対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 危険危険危険危険ドラドラドラドラッッッッググググ実実実実態態態態とととと課題課題課題課題、、、、対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。


