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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26262626年第年第年第年第5555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))))

09090909月月月月25252525    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 26262626分分分分 具志具志具志具志　　　　孝助孝助孝助孝助（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 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 県知事選挙県知事選挙県知事選挙県知事選挙についてについてについてについて

((((1111)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは、、、、去去去去るるるる８８８８月月月月７７７７日日日日、、、、来来来来るるるる11111111月月月月16161616日日日日にににに行行行行われるわれるわれるわれる県知事選挙県知事選挙県知事選挙県知事選挙へのへのへのへの出馬出馬出馬出馬をををを表明表明表明表明したしたしたした。。。。
歴代知事歴代知事歴代知事歴代知事のののの中中中中でででで群群群群をををを抜抜抜抜くくくく実績実績実績実績をををを上上上上げたげたげたげた２２２２期期期期８８８８年年年年のののの県政運営県政運営県政運営県政運営をををを振振振振りりりり返返返返りりりり率直率直率直率直なななな感想感想感想感想をををを伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。またまたまたまた、、、、３３３３期目期目期目期目をををを目指目指目指目指すすすす決断決断決断決断をするにをするにをするにをするに至至至至ったったったった理由理由理由理由についておについておについておについてお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

2222 普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題についてについてについてについて

((((1111)))) 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止についてについてについてについて、、、、運用停止運用停止運用停止運用停止をををを求求求求めているめているめているめている理由理由理由理由とととと実現実現実現実現のののの見見見見
通通通通しししし、、、、またまたまたまた、、、、政府政府政府政府のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況とそのとそのとそのとその手応手応手応手応ええええ等等等等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) ８８８８月月月月14141414日日日日、、、、沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局はははは、、、、キャンプ・シュワブキャンプ・シュワブキャンプ・シュワブキャンプ・シュワブ沿岸沿岸沿岸沿岸のののの海上海上海上海上にににに施工区域施工区域施工区域施工区域をををを示示示示すブイすブイすブイすブイ（（（（浮標浮標浮標浮標））））やややや
フロートフロートフロートフロート（（（（浮具浮具浮具浮具））））をををを設置設置設置設置しししし、、、、埋立本体工事埋立本体工事埋立本体工事埋立本体工事にににに向向向向けけけけ動動動動きききき出出出出したしたしたした。。。。県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、、、、沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局がががが提出提出提出提出したしたしたした辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに伴伴伴伴うううう埋立本体工事埋立本体工事埋立本体工事埋立本体工事のののの岩礁破砕申請岩礁破砕申請岩礁破砕申請岩礁破砕申請をををを許可許可許可許可しししし
たがたがたがたが、、、、許可許可許可許可したしたしたした理由理由理由理由とととと９９９９項目項目項目項目のののの条件条件条件条件をつけたことについてをつけたことについてをつけたことについてをつけたことについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局はははは、、、、公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法にににに基基基基づくづくづくづく設計概要設計概要設計概要設計概要のののの変更申請変更申請変更申請変更申請をををを提出提出提出提出したがしたがしたがしたが、、、、変更変更変更変更をををを要要要要
するするするする理由理由理由理由とととと変更内容変更内容変更内容変更内容、、、、これにこれにこれにこれに対対対対するするするする県県県県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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 佐賀空港佐賀空港佐賀空港佐賀空港へのオスプレイのへのオスプレイのへのオスプレイのへのオスプレイの暫定移駐及暫定移駐及暫定移駐及暫定移駐及びびびび配備配備配備配備にににに向向向向けたけたけたけた具体的具体的具体的具体的なななな動動動動きについてきについてきについてきについて、、、、本県本県本県本県のののの
負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減とととと関連関連関連関連しししし県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 山口県岩国市山口県岩国市山口県岩国市山口県岩国市などなどなどなど全国全国全国全国８８８８市町村市町村市町村市町村のののの議会議長議会議長議会議長議会議長がががが沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減についてについてについてについて、、、、全国的問全国的問全国的問全国的問
題題題題としてとしてとしてとして考考考考えるえるえるえる行動行動行動行動をををを起起起起こしているこしているこしているこしている。。。。このようなこのようなこのようなこのような動動動動きについてきについてきについてきについて県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 名護市久辺名護市久辺名護市久辺名護市久辺３３３３区区区区からのからのからのからの代替施設建設代替施設建設代替施設建設代替施設建設にににに伴伴伴伴うううう政府政府政府政府へのへのへのへの要請要請要請要請についてについてについてについて、、、、要請先要請先要請先要請先とととと要請内容要請内容要請内容要請内容、、、、
県県県県としてのとしてのとしてのとしての対応対応対応対応、、、、そしてそしてそしてそして久辺久辺久辺久辺３３３３区区区区にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの思思思思いについていについていについていについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 基地騒音基地騒音基地騒音基地騒音・・・・環境環境環境環境問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 航航航航空騒音空騒音空騒音空騒音はははは、、、、周周周周辺地域辺地域辺地域辺地域におけるにおけるにおけるにおける住民生活住民生活住民生活住民生活にににに多大多大多大多大なななな影響影響影響影響をををを与与与与えているえているえているえている。。。。騒音騒音騒音騒音をををを軽減軽減軽減軽減するたするたするたするた
めにはめにはめにはめには、、、、住宅住宅住宅住宅防音工事防音工事防音工事防音工事のののの対対対対象拡大象拡大象拡大象拡大などがなどがなどがなどが重重重重要要要要ででででああああるとるとるとると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように取取取取りりりり組組組組んんんん
できたかできたかできたかできたか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県がががが求求求求めためためためた日日日日米米米米地位地位地位地位協協協協定定定定のののの環境環境環境環境条項条項条項条項のののの追加追加追加追加等等等等についてについてについてについて、、、、そのそのそのその内容内容内容内容とととと進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況、、、、今後今後今後今後のののの
見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 県内空港県内空港県内空港県内空港のののの整整整整備備備備促進促進促進促進についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港滑走路拡張整滑走路拡張整滑走路拡張整滑走路拡張整備備備備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港のののの利利利利用者用者用者用者はははは年年年年々増加々増加々増加々増加しておりしておりしておりしており、、、、国内国内国内国内線線線線、、、、国国国国際線際線際線際線連連連連結結結結タタタターーーーミナルミナルミナルミナルのののの整整整整備備備備やややや、、、、税税税税
関関関関・・・・出出出出入入入入国手国手国手国手続続続続のののの動動動動線線線線のののの整整整整備備備備などなどなどなど利利利利用者用者用者用者のののの利便性利便性利便性利便性へのへのへのへの対応対応対応対応がががが急急急急がれているがれているがれているがれている。。。。平成平成平成平成32323232年年年年
３３３３月月月月31313131日日日日にににに予予予予定定定定さささされているれているれているれている那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港第第第第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路のののの供供供供用用用用開始開始開始開始にににに合合合合わわわわせせせせ、、、、那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港のののの一一一一体体体体
的的的的・・・・総合総合総合総合的的的的なななな整整整整備計備計備計備計画画画画がががが必必必必要要要要ででででああああるがるがるがるが、、、、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いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 第第第第２２２２滑走路整滑走路整滑走路整滑走路整備備備備にににに要要要要するするするする財源財源財源財源のののの確保確保確保確保がががが懸念懸念懸念懸念さささされるれるれるれる中中中中、、、、那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港のののの運営運営運営運営赤字赤字赤字赤字ががががほほほほかのかのかのかの空空空空
港港港港にににに比比比比べべべべ最大最大最大最大となっているようとなっているようとなっているようとなっているようだだだだがががが、、、、今後今後今後今後のののの総合総合総合総合的的的的なななな整整整整備計備計備計備計画画画画等等等等にににに影響影響影響影響はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

ｳｳｳｳ 米軍再編合意米軍再編合意米軍再編合意米軍再編合意をををを受受受受けけけけ、、、、米米米米政府政府政府政府がががが緊急緊急緊急緊急時時時時におけるにおけるにおけるにおける那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港第第第第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路のののの利利利利用用用用をををを日本日本日本日本側側側側にににに
求求求求めていたとのめていたとのめていたとのめていたとの報道報道報道報道ががががああああるがるがるがるが、、、、県県県県はははは事実関係事実関係事実関係事実関係をををを把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 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活利活利活利活用用用用についてについてについてについて
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ｱｱｱｱ 県県県県はははは、、、、公公公公募募募募のののの委託委託委託委託先先先先もももも決決決決まりまりまりまり本本本本格格格格的的的的なななな公公公公募作業募作業募作業募作業にににに入入入入ったがったがったがったが、、、、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活利活利活利活用用用用につにつにつにつ
いてどのようないてどのようないてどのようないてどのような提提提提案案案案をををを期期期期待待待待しているかしているかしているかしているか。。。。提提提提案案案案によってはによってはによってはによっては宮宮宮宮古古古古島島島島のののの総合総合総合総合防防防防災訓練災訓練災訓練災訓練施設施設施設施設のののの取取取取
りりりり扱扱扱扱いはどうなるかいはどうなるかいはどうなるかいはどうなるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県はははは、、、、空港空港空港空港周周周周辺辺辺辺のののの残残残残地地地地についてはについてはについてはについては屋良覚書屋良覚書屋良覚書屋良覚書はははは及及及及ばばばばないとのないとのないとのないとの見見見見解解解解をををを示示示示したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由
をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、利活利活利活利活用用用用のののの基本基本基本基本方針方針方針方針はははは空港空港空港空港とのとのとのとの一一一一体的体的体的体的活活活活用用用用かかかか残残残残地地地地のみののみののみののみの活活活活用用用用もももも考考考考ええええ
ているかているかているかているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 県内県内県内県内産業産業産業産業のののの振振振振興興興興についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県経済経済経済経済のののの柱柱柱柱にににに位置位置位置位置づけるづけるづけるづける情報情報情報情報通通通通信信信信関連関連関連関連企業企業企業企業のののの県内県内県内県内へのへのへのへの立地立地立地立地・・・・集積集積集積集積についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの
県内県内県内県内進進進進出出出出企業数企業数企業数企業数とととと雇雇雇雇用者用者用者用者数数数数、、、、県県県県経済経済経済経済へのへのへのへの影響影響影響影響等等等等をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 若若若若者者者者ののののアルコアルコアルコアルコーーーールルルル離離離離れれれれもあもあもあもありりりり国内国内国内国内のののの酒類酒類酒類酒類市場市場市場市場のののの減減減減少傾少傾少傾少傾向向向向がががが続続続続くくくく中中中中、、、、琉球泡盛琉球泡盛琉球泡盛琉球泡盛のののの出出出出荷量荷量荷量荷量もももも
落落落落ちちちち込込込込んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、黒黒黒黒こうこうこうこうじじじじ菌菌菌菌をををを使使使使ったったったった琉球泡盛琉球泡盛琉球泡盛琉球泡盛のののの世界無形文化遺産世界無形文化遺産世界無形文化遺産世界無形文化遺産へのへのへのへの登録登録登録登録をををを目指目指目指目指すすすす
準準準準備会備会備会備会がががが発足発足発足発足したしたしたした。。。。実現実現実現実現すれすれすれすればばばば泡盛産業泡盛産業泡盛産業泡盛産業をををを初初初初めめめめ県内県内県内県内産業産業産業産業のののの振振振振興興興興につながるとにつながるとにつながるとにつながると思思思思われるわれるわれるわれる
がががが、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、、、、香香香香港港港港貿易発展貿易発展貿易発展貿易発展局局局局とのとのとのとの経済交流経済交流経済交流経済交流等等等等のののの覚書覚書覚書覚書をををを締結締結締結締結したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその狙狙狙狙いはいはいはいは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、香香香香
港港港港貿易発展貿易発展貿易発展貿易発展局局局局のののの海海海海外外外外やややや我我我我がががが国国国国におけるにおけるにおけるにおける活活活活動状況動状況動状況動状況についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄三越閉店三越閉店三越閉店三越閉店にににに伴伴伴伴うううう従業員従業員従業員従業員のののの就職就職就職就職先先先先についてについてについてについて、、、、そのそのそのその大半大半大半大半はははは未未未未定定定定とのことでとのことでとのことでとのことでああああるるるる。。。。県県県県もももも県県県県経経経経
済団済団済団済団等等等等にににに対対対対しししし協力協力協力協力をををを要請要請要請要請しているがしているがしているがしているが、、、、見通見通見通見通しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄ＩＴＩＴＩＴＩＴ津梁津梁津梁津梁パパパパーーーークククク企業集積企業集積企業集積企業集積施設施設施設施設のののの第第第第３３３３号棟号棟号棟号棟のののの新築新築新築新築工事工事工事工事がががが進進進進んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、完成完成完成完成によるによるによるによる企企企企
業業業業のののの集積集積集積集積状況状況状況状況とととと雇雇雇雇用用用用へのへのへのへの波波波波及及及及についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 雇雇雇雇用用用用情勢情勢情勢情勢のののの改善改善改善改善にににに伴伴伴伴いいいい一一一一部部部部業界業界業界業界においてにおいてにおいてにおいて人人人人手手手手不足不足不足不足がががが顕在化顕在化顕在化顕在化しているしているしているしている。。。。そのようなそのようなそのようなそのような中中中中、、、、非非非非
正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用をををを正規職員正規職員正規職員正規職員にににに転換転換転換転換するするするする動動動動ききききもももも出出出出ているがているがているがているが、、、、非正規雇非正規雇非正規雇非正規雇用用用用がががが多多多多いいいい本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける取取取取りりりり
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いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 県内建設県内建設県内建設県内建設業業業業のののの振振振振興興興興についてについてについてについて

((((1111)))) 公公公公共共共共事事事事業業業業のののの増加増加増加増加でででで建設関係建設関係建設関係建設関係のののの技術技術技術技術者者者者をををを中中中中心心心心にににに人人人人手手手手不足不足不足不足がががが深刻深刻深刻深刻となっているとなっているとなっているとなっている。。。。本県本県本県本県におにおにおにお
けるけるけるける公公公公共共共共事事事事業費業費業費業費のののの伸伸伸伸びびびび率率率率とととと人人人人手手手手不足不足不足不足のののの実実実実態態態態についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 2222000016161616年年年年３３３３月月月月のののの完成完成完成完成をををを目指目指目指目指しししし工事工事工事工事をををを進進進進めているめているめているめている北大東漁北大東漁北大東漁北大東漁港港港港についてについてについてについて、、、、進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((3333)))) 米軍発注米軍発注米軍発注米軍発注工事等工事等工事等工事等のののの地地地地元企業優元企業優元企業優元企業優先先先先活活活活用用用用についてについてについてについて、、、、県県県県はははは、、、、海海海海外外外外ボボボボンンンンドドドド会会会会社社社社のののの活活活活用用用用もももも検討検討検討検討すすすす
るとしているがるとしているがるとしているがるとしているが、、、、具体的具体的具体的具体的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような活活活活用用用用方方方方法法法法をををを考考考考えているかえているかえているかえているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) ５５５５年年年年にににに一度義務一度義務一度義務一度義務づけられたづけられたづけられたづけられた橋橋橋橋のののの定期定期定期定期点検点検点検点検についてについてについてについて、、、、県内県内県内県内のののの多多多多くのくのくのくの市町村市町村市町村市町村でででで未未未未実施実施実施実施のようのようのようのよう
だだだだがががが、、、、耐耐耐耐久久久久性性性性やややや安安安安全全全全性性性性のののの上上上上からからからから問題問題問題問題はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 モノモノモノモノレーレーレーレールルルル旭橋駅周旭橋駅周旭橋駅周旭橋駅周辺地区市辺地区市辺地区市辺地区市街街街街地地地地再開発再開発再開発再開発事事事事業業業業についてについてについてについて

((((1111)))) ババババススススタタタターーーーミナルミナルミナルミナル複合複合複合複合ビルビルビルビルのののの新新新新県立県立県立県立図書館図書館図書館図書館及及及及びびびびグッジョグッジョグッジョグッジョブブブブセセセセンンンンタタタターについてーについてーについてーについて、、、、新新新新県立県立県立県立図書図書図書図書
館館館館建設事建設事建設事建設事業業業業のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況とととと規模規模規模規模・・・・位置位置位置位置（（（（階階階階）、）、）、）、完成後完成後完成後完成後のののの運営運営運営運営方方方方法法法法、、、、県県県県民民民民にににに親親親親しめるしめるしめるしめる図書館図書館図書館図書館のののの
あああありりりり方方方方、、、、またまたまたまた、、、、グッジョグッジョグッジョグッジョブブブブセセセセンンンンタタタターのーのーのーの施設概要施設概要施設概要施設概要とととと規模規模規模規模・・・・位置位置位置位置（（（（階階階階））））についてについてについてについて基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 観光観光観光観光案案案案内内内内所所所所などのなどのなどのなどの施設施設施設施設整整整整備備備備についてについてについてについて、、、、同同同同地区地区地区地区ははははモノモノモノモノレーレーレーレールルルル駅駅駅駅とととと那覇那覇那覇那覇ババババススススセセセセンンンンタタタターがーがーがーが立地立地立地立地
しししし、、、、周周周周辺辺辺辺にはにはにはにはホテホテホテホテルもルもルもルも多多多多くくくく、、、、空港空港空港空港、、、、国国国国際際際際通通通通りりりり、、、、奥武奥武奥武奥武山公山公山公山公園園園園ににににもももも近接近接近接近接しているしているしているしている。。。。今後増大今後増大今後増大今後増大するするするする
国内国内国内国内外外外外のののの観光客観光客観光客観光客にににに対対対対するするするする観光観光観光観光案案案案内内内内所所所所やややや休憩所休憩所休憩所休憩所をををを設置設置設置設置するするするする上上上上でででで適当適当適当適当なななな場場場場所所所所とととと考考考考えるえるえるえる。。。。当当当当
該該該該再開発再開発再開発再開発事事事事業業業業においてにおいてにおいてにおいて整整整整備備備備するするするする考考考考えはえはえはえはああああるかるかるかるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 再開発再開発再開発再開発ビルビルビルビルとととと周周周周辺辺辺辺とのとのとのとのアクセアクセアクセアクセスススス確保確保確保確保についてについてについてについて、、、、再開発再開発再開発再開発ビルビルビルビルはははは多多多多くのくのくのくの県県県県民民民民やややや国内国内国内国内外外外外のののの観光観光観光観光
客客客客のののの利利利利用用用用がががが見見見見込込込込まれることからまれることからまれることからまれることから、、、、交交交交通通通通弱弱弱弱者者者者のののの方々方々方々方々ににににもももも利利利利用用用用しやすいしやすいしやすいしやすい施設施設施設施設とすとすとすとすべべべべきできできできでああああるるるる
がががが、、、、再開発再開発再開発再開発ビルビルビルビルととととモノモノモノモノレーレーレーレールルルル駅駅駅駅やややや国国国国際際際際通通通通りりりり方方方方面面面面などなどなどなど周周周周辺辺辺辺とのとのとのとのアクセアクセアクセアクセスススス確保確保確保確保はどうなっているはどうなっているはどうなっているはどうなっている
かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 那覇那覇那覇那覇ババババススススタタタターーーーミナルミナルミナルミナルのののの機能機能機能機能向上向上向上向上についてについてについてについて、、、、新那覇新那覇新那覇新那覇ババババススススタタタターーーーミナルミナルミナルミナルのののの整整整整備備備備についてはについてはについてはについては、、、、雨雨雨雨
天時天時天時天時などでなどでなどでなどでもももも快適快適快適快適にににに利利利利用用用用できるようなできるようなできるようなできるような施設施設施設施設にするにするにするにするべべべべきときときときと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような検討検討検討検討がながながながなさささされれれれ
ているかているかているかているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 再開発再開発再開発再開発事事事事業業業業のスのスのスのスケケケケジジジジューューューュールルルルについてについてについてについて、、、、民民民民間間間間主導主導主導主導のののの再開発再開発再開発再開発事事事事業業業業はスはスはスはスピピピピーーーードドドド感感感感がががが重重重重要要要要ででででああああ
るるるる。。。。再開発再開発再開発再開発事事事事業業業業のののの工事工事工事工事着着着着手手手手をををを含含含含めたスめたスめたスめたスケケケケジジジジューューューュールルルルはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

8888 県県県県警警警警関係関係関係関係についてについてについてについて

((((1111)))) ８８８８月月月月26262626日日日日付付付付でででで沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県警警警警本部長本部長本部長本部長にににに就就就就任任任任さささされましたれましたれましたれました加加加加藤達也藤達也藤達也藤達也本部長本部長本部長本部長がががが、、、、本日本日本日本日のののの会議会議会議会議にににに出出出出席席席席
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さささされておりますのでれておりますのでれておりますのでれておりますので、、、、治治治治安安安安維持維持維持維持をそのをそのをそのをその責責責責務務務務とするとするとするとする沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県警察警察警察警察をつかをつかをつかをつかささささどるどるどるどる本部長本部長本部長本部長としてとしてとしてとして、、、、
安心安心安心安心・・・・安安安安全全全全なななな沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県づくりにづくりにづくりにづくりに向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの抱抱抱抱負負負負やややや決決決決意意意意についておについておについておについてお聞聞聞聞かかかかせせせせくくくくださださださださいいいい。。。。

((((2222)))) ストーストーストーストーカカカカーーーー被害被害被害被害にににに歯歯歯歯どめがかからないどめがかからないどめがかからないどめがかからない中中中中でででで、、、、県県県県警警警警はははは、、、、ＤＶＤＶＤＶＤＶやストーやストーやストーやストーカカカカーーーー被害被害被害被害にににに対応対応対応対応するするするする子子子子
どどどどもももも・・・・女女女女性安性安性安性安全対全対全対全対策課策課策課策課がががが新新新新設設設設さささされているがれているがれているがれているが、、、、先先先先般般般般、、、、ささささらなるらなるらなるらなるＤＶＤＶＤＶＤＶ・ストー・ストー・ストー・ストーカカカカーーーー対対対対策強策強策強策強化化化化のたのたのたのた
めめめめ、、、、各都各都各都各都道道道道府県府県府県府県のののの警察官警察官警察官警察官がががが増員増員増員増員さささされるとのれるとのれるとのれるとの報道報道報道報道ががががああああるるるる。。。。全国的全国的全国的全国的なななな動動動動きときときときとああああわわわわせせせせてててて今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県内県内県内県内各各各各地地地地でででで道路街路道路街路道路街路道路街路樹樹樹樹によってによってによってによって信号信号信号信号やややや標識標識標識標識がががが見見見見えにくかったりえにくかったりえにくかったりえにくかったり横横横横断断断断歩歩歩歩道道道道標示標示標示標示がががが消消消消えかえかえかえか
かっているかっているかっているかっている場場場場所所所所がががが見見見見受受受受けられけられけられけられ、、、、交交交交通事通事通事通事故故故故防止防止防止防止やややや観光観光観光観光立県立県立県立県としてのとしてのとしてのとしての観観観観点点点点からからからからもももも迅速迅速迅速迅速なななな対応対応対応対応
がががが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。。。。交交交交通標識通標識通標識通標識・・・・標示標示標示標示などなどなどなど県県県県警警警警のののの管管管管理理理理とととと街路街路街路街路樹樹樹樹やややや道路道路道路道路などなどなどなど管管管管理者理者理者理者とのとのとのとの連連連連携携携携・・・・
協協協協議議議議はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行われているかわれているかわれているかわれているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 振振振振りりりり込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺などのなどのなどのなどの特殊詐欺被害特殊詐欺被害特殊詐欺被害特殊詐欺被害がががが後後後後をををを絶絶絶絶たたたたずずずず被害被害被害被害がががが拡大拡大拡大拡大しているしているしているしている。。。。手口手口手口手口もももも多多多多様様様様化化化化してしてしてして
いるよういるよういるよういるようだだだだがががが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける状況状況状況状況とととと県県県県警警警警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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 2222000013131313年年年年のののの飲飲飲飲酒酒酒酒運運運運転転転転によるによるによるによる交交交交通通通通死亡死亡死亡死亡事事事事故故故故のののの割割割割合合合合はははは、、、、本県本県本県本県はははは、、、、全国全国全国全国平平平平均均均均のののの３３３３倍倍倍倍とととと最最最最悪悪悪悪のののの状況状況状況状況
のようのようのようのようだだだだがががが、、、、県県県県警警警警のののの飲飲飲飲酒酒酒酒運運運運転転転転取取取取りりりり締締締締まりはどのようにまりはどのようにまりはどのようにまりはどのように行行行行われているかわれているかわれているかわれているか、、、、またまたまたまた、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか効果効果効果効果
がががが上上上上がらないがらないがらないがらない背景背景背景背景にににに何何何何ががががああああるかるかるかるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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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26262626年第年第年第年第5555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))))

09090909月月月月25252525    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 26262626分分分分 具志堅具志堅具志堅具志堅　　　　透透透透（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 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 沖縄振沖縄振沖縄振沖縄振興興興興策策策策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

((((1111)))) 2222000015151515年年年年度度度度内内内内閣閣閣閣府沖縄振府沖縄振府沖縄振府沖縄振興予興予興予興予算算算算のののの概概概概算算算算要求要求要求要求額額額額はははは、、、、14141414年年年年度度度度よりよりよりより222299993333億円億円億円億円増増増増のののの3737373799994444億円億円億円億円、、、、そそそそ
のうのうのうのうちちちち一一一一括括括括交交交交付金付金付金付金はははは111111110000億円億円億円億円増増増増のののの1111888866669999億円億円億円億円とととと県県県県のののの要要要要望望望望どおりとなりどおりとなりどおりとなりどおりとなり、、、、沖縄振沖縄振沖縄振沖縄振興興興興をををを国国国国家戦略家戦略家戦略家戦略
とととと位置位置位置位置づけるづけるづけるづける政府政府政府政府のののの姿姿姿姿勢勢勢勢がががが示示示示さささされたとれたとれたとれたと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、予予予予算算算算内内内内訳訳訳訳、、、、主主主主要事要事要事要事業業業業のののの内容等内容等内容等内容等についてについてについてについて
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは、、、、２２２２期期期期８８８８年年年年のののの在在在在任任任任中中中中でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビジョビジョビジョビジョンのンのンのンの策策策策定定定定やややや一一一一括括括括交交交交付金付金付金付金のののの創創創創設設設設なななな
どをどをどをどを実現実現実現実現させさせさせさせたたたた。。。。県県県県経済経済経済経済へのへのへのへの影響影響影響影響とととと自自自自立立立立型型型型経済経済経済経済のののの構構構構築築築築にににに向向向向けたけたけたけた条件条件条件条件整整整整備備備備へのへのへのへの効果効果効果効果をををを伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 2222000013131313年年年年度度度度のののの沖縄振沖縄振沖縄振沖縄振興興興興特別推特別推特別推特別推進交進交進交進交付金付金付金付金のののの事事事事業業業業評価評価評価評価についてについてについてについて、、、、県県県県77777777％％％％、、、、市町村市町村市町村市町村76767676％％％％のののの達達達達成成成成
率率率率となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、12121212年年年年度度度度とのとのとのとの比比比比較較較較とととと一一一一部部部部達達達達成成成成やややや未未未未達達達達成成成成のののの理由理由理由理由、、、、ささささらなるらなるらなるらなる達達達達成成成成率率率率のののの向上向上向上向上にににに
向向向向けけけけ必必必必要要要要ととととさささされるれるれるれるもももものはのはのはのは何何何何かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビジョビジョビジョビジョンのンのンのンの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況をををを調査調査調査調査するするするする、、、、ＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡササササイイイイクルクルクルクルのののの実施実施実施実施結結結結果果果果についてのについてのについてのについての評価評価評価評価
とととと、、、、今後今後今後今後のののの主主主主なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ等等等等のののの改善改善改善改善やややや予予予予算算算算要求等要求等要求等要求等へどのようにへどのようにへどのようにへどのように活活活活用用用用をををを図図図図っていくかっていくかっていくかっていくか伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((5555)))) 本県本県本県本県のののの2222000011111111年年年年度度度度のののの１１１１人人人人当当当当たりたりたりたり県県県県民民民民所得所得所得所得はははは、、、、222200001111万万万万8888000000000000円円円円でででで前前前前年年年年度度度度よりよりよりより減減減減少少少少しているがしているがしているがしているが、、、、そそそそ
のののの要要要要因因因因とととと市町村市町村市町村市町村ごごごごとのとのとのとの特徴特徴特徴特徴についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 大大大大型型型型ＭＭＭＭＩＩＩＩＣＥＣＥＣＥＣＥ施設施設施設施設のののの建設建設建設建設についてについてについてについて、、、、2222000022220000年運用年運用年運用年運用開始開始開始開始をををを目指目指目指目指しししし選定選定選定選定作業作業作業作業がががが大大大大詰詰詰詰めをめをめをめを迎迎迎迎えてえてえてえて
いるいるいるいる。。。。候補候補候補候補地地地地のののの現況現況現況現況、、、、課課課課題等題等題等題等のののの検討検討検討検討もももも進進進進みみみみ候補候補候補候補地地地地もももも絞絞絞絞られてきたとられてきたとられてきたとられてきたと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 揮揮揮揮発発発発油油油油税税税税等等等等のののの軽減軽減軽減軽減措措措措置置置置のののの延延延延長長長長についてについてについてについて、、、、関係関係関係関係団団団団体等体等体等体等からからからから要要要要望望望望ががががああああるがるがるがるが、、、、政府政府政府政府へのへのへのへの要請要請要請要請
等取等取等取等取りりりり組組組組みのみのみのみの状況状況状況状況とととと見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 雇雇雇雇用用用用やややや子育子育子育子育てててて支援支援支援支援にににに関関関関するするするする基基基基金金金金事事事事業業業業についてについてについてについて、、、、使使使使途途途途のののの自自自自由由由由度度度度にににに制限制限制限制限ががががあああありりりり使使使使いづらいといづらいといづらいといづらいと
不不不不満満満満がががが多多多多いよういよういよういようだだだだがががが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける活活活活用状況用状況用状況用状況とととと問題問題問題問題点点点点についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 観光観光観光観光振振振振興興興興についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県観光観光観光観光はははは好調好調好調好調にににに推推推推移移移移しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその現状現状現状現状とととと今後今後今後今後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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 島島島島嶼嶼嶼嶼県県県県でででで台風常襲台風常襲台風常襲台風常襲地域地域地域地域ででででああああるるるる本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて、、、、自然自然自然自然災災災災害害害害からからからから観光客観光客観光客観光客をををを守守守守るためのるためのるためのるための対対対対策策策策がががが
急急急急がれているががれているががれているががれているが、、、、県県県県観光危機管観光危機管観光危機管観光危機管理基本計理基本計理基本計理基本計画画画画のののの策策策策定定定定についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 米米米米映映映映画画画画テテテテーーーーママママパパパパーーーークククク、、、、ユニユニユニユニババババーーーーササササルルルル・ス・ス・ス・スタジタジタジタジオオオオジジジジャャャャパパパパンンンン（（（（ＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪ））））がががが名護市名護市名護市名護市へのへのへのへの進進進進出出出出をををを計計計計画画画画しししし
ているとのているとのているとのているとの報道報道報道報道ががががああああるがるがるがるが、、、、実現実現実現実現のののの可可可可能能能能性性性性とととと計計計計画画画画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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 2222000013131313年年年年度度度度にににに県内県内県内県内でででで行行行行われたスわれたスわれたスわれたスポポポポーーーーツツツツ関連関連関連関連のののの大大大大会会会会やイやイやイやイベベベベントントントント、、、、キャンプキャンプキャンプキャンプ及及及及びびびび合合合合宿宿宿宿などのスなどのスなどのスなどのス
ポポポポーーーーツツツツココココンンンンベベベベンシンシンシンショョョョンンンン件件件件数数数数はははは、、、、過過過過去去去去最最最最高高高高となりとなりとなりとなり県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが功功功功をををを奏奏奏奏したがしたがしたがしたが、、、、プロプロプロプロ野野野野球球球球春季春季春季春季
キャンプやキャンプやキャンプやキャンプやササササッッッッカカカカーキャンプなどのーキャンプなどのーキャンプなどのーキャンプなどの経済経済経済経済効果効果効果効果とととと今後今後今後今後ささささらなるらなるらなるらなる効果効果効果効果をををを上上上上げるげるげるげる上上上上でのでのでのでの課課課課題等題等題等題等にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 2222000021212121年年年年度度度度のののの観光客観光客観光客観光客数数数数1111000000000000万万万万人人人人達達達達成成成成にににに向向向向けけけけ、、、、県県県県のローのローのローのロードドドドママママッッッッププププ（（（（行行行行程程程程表表表表））））策策策策定定定定のののの基本的基本的基本的基本的なななな
考考考考ええええ方方方方とととと主主主主なななな行行行行程程程程をををを経経経経てててて策策策策定定定定さささされたローれたローれたローれたロードドドドママママッッッップのプのプのプの活活活活用用用用方針方針方針方針についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 農林農林農林農林水水水水産業産業産業産業のののの振振振振興興興興についてについてについてについて

((((1111)))) 台風台風台風台風８８８８号号号号によりによりによりにより農林農林農林農林水水水水産産産産関係関係関係関係にににに大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害がががが出出出出たがたがたがたが、、、、被害被害被害被害状況状況状況状況とととと県県県県のののの支援支援支援支援対対対対策策策策についてについてについてについて
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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((((2222)))) 本県本県本県本県はははは、、、、毎毎毎毎年年年年台風台風台風台風などなどなどなど自然自然自然自然災災災災害害害害によるによるによるによる農農農農産産産産物物物物等等等等にににに大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害がががが出出出出ていることからていることからていることからていることから、、、、自然自然自然自然災災災災
害害害害やややや気気気気象象象象変動変動変動変動にににに左右左右左右左右さささされないれないれないれない農農農農産産産産物物物物供供供供給給給給がががが課課課課題題題題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。県県県県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
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県のののの畜畜畜畜産業産業産業産業のののの現状現状現状現状とととと生産生産生産生産、、、、加加加加工工工工、、、、流流流流通等基通等基通等基通等基盤盤盤盤整整整整備備備備のののの状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、またまたまたまた、、、、安心安心安心安心・・・・安安安安全全全全
なななな県県県県産産産産食肉食肉食肉食肉ブブブブラララランンンンドドドドのののの確確確確立立立立とととと畜畜畜畜産経産経産経産経営営営営安安安安定定定定をををを図図図図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をみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 伊伊伊伊平屋平屋平屋平屋・・・・伊是伊是伊是伊是名名名名・・・・多良多良多良多良間間間間のののの３３３３村村村村がががが、、、、国連国連国連国連食糧農食糧農食糧農食糧農業業業業機機機機関関関関（（（（ＦＡＯＦＡＯＦＡＯＦＡＯ））））のののの世界世界世界世界農農農農業遺産業遺産業遺産業遺産のののの登録登録登録登録をををを
目指目指目指目指しししし、、、、国国国国にににに対対対対しししし立立立立候補候補候補候補をををを申請申請申請申請したがしたがしたがしたが、、、、国内国内国内国内でででで７７７７地域地域地域地域がががが申請申請申請申請しておりしておりしておりしており11110000月月月月ににににもももも国内国内国内国内のののの候補候補候補候補
地地地地がががが決定決定決定決定さささされるれるれるれる予予予予定定定定のようのようのようのようだだだだがががが、、、、県県県県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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 国内国内国内国内でででで初初初初めてめてめてめて本県本県本県本県でででで発発発発見見見見さささされたれたれたれたナナナナススススミバミバミバミバエエエエがががが県内県内県内県内21212121市町村市町村市町村市町村にににに生生生生息息息息域域域域をををを拡大拡大拡大拡大しているようしているようしているようしているよう
だだだだがががが、、、、農農農農産産産産物物物物へのへのへのへの影響影響影響影響とととと防防防防除除除除対対対対策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) ホテホテホテホテルルルル・・・・ホテホテホテホテルルルル訓練訓練訓練訓練区域区域区域区域のののの一一一一部部部部解解解解除除除除によりによりによりにより、、、、本県本県本県本県漁漁漁漁船船船船のののの解解解解除除除除区域区域区域区域でのでのでのでの操操操操業業業業のののの安安安安全全全全はははは図図図図らららら
れているかれているかれているかれているか。。。。またまたまたまた、、、、ささささらなるらなるらなるらなる解解解解除除除除区域区域区域区域のののの拡大拡大拡大拡大とととと漁漁漁漁法法法法にににに係係係係るるるる制限緩和制限緩和制限緩和制限緩和についてについてについてについて、、、、県県県県のののの今後今後今後今後のののの
取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化・ス・ス・ス・スポポポポーーーーツツツツのののの振振振振興興興興についてについてについてについて

((((1111)))) 教育教育教育教育環境環境環境環境のののの整整整整備備備備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 去去去去るるるる４４４４月月月月にににに実施実施実施実施さささされたれたれたれた全国全国全国全国学学学学力力力力テテテテストにおいてストにおいてストにおいてストにおいて、、、、本県本県本県本県のののの小学校小学校小学校小学校がががが４４４４科科科科目目目目でででで全国全国全国全国最下最下最下最下位位位位かかかか
らららら24242424位位位位にににに躍躍躍躍進進進進しししし、、、、算算算算数数数数ＡＡＡＡではではではでは全国全国全国全国６６６６位位位位というというというという結結結結果果果果をををを示示示示したしたしたした。。。。このこのこのこの大大大大幅幅幅幅にににに順位順位順位順位をををを上上上上げたげたげたげた要要要要因因因因
とととと学学学学力力力力向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた学校学校学校学校現場現場現場現場におけるにおけるにおけるにおける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いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 政府政府政府政府はははは、、、、小小小小中中中中学校学校学校学校のののの統廃統廃統廃統廃合合合合にににに関関関関するするするする指指指指針針針針をををを見直見直見直見直すすすす方針方針方針方針をををを固固固固めたということめたということめたということめたということだだだだがががが、、、、都都都都市地市地市地市地
区区区区とととと地地地地方方方方のののの違違違違いやいやいやいや教教教教員数員数員数員数、、、、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの通通通通学学学学のののの問題等問題等問題等問題等、、、、メリメリメリメリッッッットトトト、、、、デメリデメリデメリデメリッッッットがトがトがトがああああるようるようるようるようだだだだがががが、、、、
県県県県教育教育教育教育委員委員委員委員会会会会のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 国国国国はははは次次次次年年年年度度度度からからからから、、、、低所得低所得低所得低所得世世世世帯帯帯帯のののの子子子子供供供供にににに対対対対するするするする奨学金奨学金奨学金奨学金のののの無利無利無利無利子枠子枠子枠子枠をををを拡大拡大拡大拡大するようするようするようするようだだだだがががが、、、、
県県県県はどのようなはどのようなはどのようなはどのような支援支援支援支援をををを考考考考えているかえているかえているかえているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 2222000013131313年年年年度度度度のののの県内県内県内県内小小小小中中中中校校校校におけるにおけるにおけるにおける不登不登不登不登校校校校はははは、、、、前前前前年年年年度度度度よりよりよりより増加増加増加増加したようしたようしたようしたようだだだだがががが、、、、そのそのそのその要要要要因因因因とととと内内内内
訳訳訳訳、、、、学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける指指指指導導導導はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行われているかわれているかわれているかわれているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 中中中中頭教育頭教育頭教育頭教育事事事事務務務務所所所所長長長長がががが児童買春児童買春児童買春児童買春でででで逮捕逮捕逮捕逮捕さささされたれたれたれた事件事件事件事件についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経経経経緯緯緯緯とととと、、、、県県県県教教教教委委委委
員員員員会会会会としてとしてとしてとして今後今後今後今後、、、、どのようなどのようなどのようなどのような対対対対策策策策をををを行行行行うかうかうかうか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 心心心心のののの教育教育教育教育においてにおいてにおいてにおいて、、、、自自自自立立立立心心心心、、、、自己抑制自己抑制自己抑制自己抑制力力力力、、、、共生心共生心共生心共生心などなどなどなど豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をいかにをいかにをいかにをいかに育育育育みみみみ人人人人間間間間性性性性のののの
育育育育成成成成をををを図図図図るかがるかがるかがるかが重重重重要要要要ででででああああるがるがるがるが、、、、県県県県教育教育教育教育委員委員委員委員会会会会がががが進進進進めるめるめるめるボボボボラララランンンンティティティティアアアア教育教育教育教育・・・・豊豊豊豊かなかなかなかな体体体体験験験験活活活活
動動動動についてについてについてについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように進進進進めているかめているかめているかめているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｷｷｷｷ 県県県県教育教育教育教育委員委員委員委員会会会会はははは、、、、学学学学力力力力向上対向上対向上対向上対策策策策としてとしてとしてとして、、、、わかるわかるわかるわかる授授授授業業業業、、、、言語言語言語言語活活活活動動動動のののの充充充充実実実実、、、、学習学習学習学習をををを支支支支えるえるえるえる力力力力
等等等等のののの育育育育成成成成にににに努努努努めているがめているがめているがめているが、、、、具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みとこれまでのみとこれまでのみとこれまでのみとこれまでの成成成成果果果果についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 文化文化文化文化・ス・ス・ス・スポポポポーーーーツツツツのののの振振振振興興興興についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県はははは、、、、沖縄空手沖縄空手沖縄空手沖縄空手ををををユネユネユネユネススススココココのののの無形文化遺産登録無形文化遺産登録無形文化遺産登録無形文化遺産登録をををを目指目指目指目指しししし検討委員検討委員検討委員検討委員会会会会をををを発足発足発足発足させさせさせさせたがたがたがたが、、、、
そのそのそのその狙狙狙狙いといといといと申請申請申請申請までのスまでのスまでのスまでのスケケケケジジジジューューューュールルルル、、、、関係関係関係関係機機機機関関関関とのとのとのとの連連連連携携携携・・・・協力協力協力協力体体体体制制制制のののの構構構構築築築築についてについてについてについて伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

ｲｲｲｲ 　　　　旧旧旧旧県立県立県立県立郷土劇郷土劇郷土劇郷土劇場場場場にかわるにかわるにかわるにかわる芸能芸能芸能芸能施設施設施設施設、、、、文化発信交流文化発信交流文化発信交流文化発信交流拠拠拠拠点点点点（（（（県立県立県立県立芸能芸能芸能芸能シシシシアタアタアタアターーーー））））のののの建設建設建設建設
についてについてについてについて、、、、2222000011118888年年年年完成完成完成完成をををを目指目指目指目指すとしているがすとしているがすとしているがすとしているが、、、、施設施設施設施設のののの概要概要概要概要とととと建設場建設場建設場建設場所所所所、、、、文化発信文化発信文化発信文化発信拠拠拠拠点点点点とととと
してのしてのしてのしての機能機能機能機能、、、、運営運営運営運営主主主主体等体等体等体等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 第第第第６６６６回回回回世界世界世界世界ののののウチウチウチウチナナナナーンーンーンーンチチチチュュュュ大大大大会会会会はははは2222000016161616年年年年度度度度にににに開開開開催催催催予予予予定定定定となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの大大大大
会会会会をどのようにをどのようにをどのようにをどのように総総総総括括括括・・・・検検検検証証証証しししし、、、、どのようなどのようなどのようなどのような大大大大会会会会をををを目指目指目指目指しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ ９９９９月月月月にワシントンにワシントンにワシントンにワシントンＤＣＤＣＤＣＤＣでででで実施実施実施実施さささされたれたれたれた沖縄沖縄沖縄沖縄ソソソソフトフトフトフトパパパパワーワーワーワー発信発信発信発信事事事事業業業業についてについてについてについて、、、、そのそのそのその目的目的目的目的とととと内内内内
容容容容、、、、事事事事業業業業のののの成成成成果果果果についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 地域地域地域地域福祉福祉福祉福祉・・・・医医医医療療療療のののの充充充充実実実実強強強強化化化化についてについてについてについて

((((1111)))) 北北北北部地域部地域部地域部地域にににに基基基基幹病院幹病院幹病院幹病院をををを設置設置設置設置するするするする動動動動きがきがきがきが出出出出ているがているがているがているが、、、、地域地域地域地域医医医医療療療療のののの主主主主体体体体はははは地域地域地域地域自治自治自治自治体体体体がががが担担担担
うといううといううといううという観観観観点点点点からからからから、、、、北北北北部市町村部市町村部市町村部市町村のかかわりとのかかわりとのかかわりとのかかわりと県県県県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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 全国全国全国全国にににに設置設置設置設置さささされているれているれているれている地域地域地域地域包包包包括支援括支援括支援括支援セセセセンンンンタタタターでーでーでーで、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者介介介介護護護護のののの囲囲囲囲いいいい込込込込みがみがみがみが問題問題問題問題となってとなってとなってとなって
いるがいるがいるがいるが、、、、本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて、、、、セセセセンンンンタタタターのーのーのーの運営運営運営運営はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行われているかわれているかわれているかわれているか。。。。またまたまたまた、、、、囲囲囲囲いいいい込込込込みのみのみのみの実実実実
態態態態はははは確確確確認認認認さささされているかれているかれているかれているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県のののの特別特別特別特別養養養養護護護護老老老老人人人人ホホホホーーーームムムム入入入入居希居希居希居希望望望望者者者者のうのうのうのうちちちち、、、、施設施設施設施設入入入入所所所所のののの必必必必要要要要性性性性がががが高高高高いいいい高高高高齢齢齢齢者者者者がががが多数多数多数多数
いるよういるよういるよういるようだだだだがががが、、、、政府政府政府政府がががが検討検討検討検討しているしているしているしている相相相相部部部部屋屋屋屋支援支援支援支援はははは、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける入入入入所所所所待待待待機機機機者者者者のののの解解解解消消消消につにつにつにつ
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ながるかながるかながるかながるか、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 2222000013131313年全国年全国年全国年全国のののの児童児童児童児童虐虐虐虐待待待待件件件件数数数数はははは過過過過去去去去最最最最高高高高となったがとなったがとなったがとなったが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける相談相談相談相談件件件件数数数数とそのとそのとそのとその内容内容内容内容、、、、
今後今後今後今後のののの対応等対応等対応等対応等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 待待待待機児童機児童機児童機児童のののの解解解解消消消消をををを図図図図るためるためるためるため、、、、安心安心安心安心こどこどこどこどもももも基基基基金金金金事事事事業業業業をををを活活活活用用用用したしたしたした保保保保育所育所育所育所整整整整備備備備についてについてについてについて伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((6666)))) 子子子子供供供供のののの貧困貧困貧困貧困についてについてについてについて、、、、2222000012121212年時年時年時年時点点点点でででで過過過過去去去去最最最最悪悪悪悪となったようとなったようとなったようとなったようだだだだがががが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける状況状況状況状況とととと子子子子どどどど
もももも貧困貧困貧困貧困対対対対策策策策法法法法がががが施行施行施行施行さささされたことでどのようなれたことでどのようなれたことでどのようなれたことでどのような対対対対策策策策がががが講講講講じじじじられられられられ、、、、どのようなどのようなどのようなどのような取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが行行行行われわれわれわれ
ているかているかているかているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 生活保生活保生活保生活保護護護護世世世世帯帯帯帯のののの児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒へのへのへのへの無無無無料塾料塾料塾料塾についてについてについてについて、、、、国国国国のののの全全全全額補額補額補額補助助助助制制制制度度度度がががが今今今今年年年年度度度度でででで終了終了終了終了しししし、、、、
次次次次年年年年度度度度からからからから２２２２分分分分のののの１１１１補補補補助助助助のののの新新新新制制制制度度度度へへへへ移行移行移行移行することとなるようすることとなるようすることとなるようすることとなるようだだだだがががが、、、、これによりこれによりこれによりこれにより本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける
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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 障障障障害害害害年年年年金金金金でででで都都都都道道道道府県府県府県府県によりによりによりにより支給支給支給支給・・・・不不不不支給支給支給支給のののの判判判判定基定基定基定基準結準結準結準結果果果果ににににばばばばらつきがらつきがらつきがらつきがああああるということるということるということるということだだだだ
がががが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける実実実実態態態態とととと申請申請申請申請はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行われているかわれているかわれているかわれているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((9999)))) 県内市町村県内市町村県内市町村県内市町村のののの国国国国民民民民健康健康健康健康保保保保険険険険財財財財政政政政のののの悪悪悪悪化化化化問題問題問題問題でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦のののの影響影響影響影響でででで前前前前期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者のののの割割割割合合合合がががが
全国全国全国全国平平平平均均均均のののの半半半半分分分分程程程程度度度度とととと低低低低いことからいことからいことからいことから、、、、国国国国にににに対対対対しししし制制制制度度度度のののの是是是是正正正正をををを求求求求めていることについてめていることについてめていることについてめていることについて、、、、政政政政
府府府府のののの対応対応対応対応とととと見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 離島離島離島離島・・・・過過過過疎疎疎疎地域地域地域地域のののの振振振振興興興興についてについてについてについて

((((1111)))) 一一一一括括括括交交交交付金付金付金付金をををを活活活活用用用用したしたしたした離島離島離島離島のののの航航航航空空空空・・・・船船船船舶舶舶舶等等等等離島交離島交離島交離島交通通通通支援策支援策支援策支援策についてについてについてについて、、、、2222000012121212年年年年度度度度、、、、13131313年年年年
度度度度にににに実施実施実施実施したしたしたした事事事事業業業業とそのとそのとそのとその効果効果効果効果、、、、今後今後今後今後のののの計計計計画画画画をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本本本本島島島島・・・・離島離島離島離島間間間間をををを運運運運航航航航しているしているしているしているＲＲＲＲＡＣＡＣＡＣＡＣのののの大大大大型機型機型機型機材材材材のののの導導導導入入入入についてについてについてについて、、、、離島離島離島離島のののの観光観光観光観光振振振振興興興興及及及及びびびび農農農農
水水水水産業産業産業産業のののの振振振振興興興興をををを図図図図るためるためるためるため、、、、国国国国のののの財財財財政政政政支援支援支援支援をををを求求求求めているがめているがめているがめているが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける本本本本島島島島とのとのとのとの生活格生活格生活格生活格差差差差のののの是是是是正正正正やややや経済経済経済経済振振振振興興興興をををを図図図図るるるる上上上上でででで、、、、離島離島離島離島へのへのへのへの石石石石油油油油製品製品製品製品のののの輸輸輸輸
送送送送費費費費補補補補助助助助がががが必必必必要要要要ででででああああるがるがるがるが、、、、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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 宮宮宮宮古古古古・・・・八八八八重重重重山地域山地域山地域山地域のののの市町村会市町村会市町村会市町村会からからからから、、、、東東東東京京京京オオオオリリリリンンンンピピピピックックックックにににに向向向向けけけけ、、、、ススススポポポポーーーーツツツツキャンプキャンプキャンプキャンプ誘致誘致誘致誘致のののの拠拠拠拠
点点点点づくりについてづくりについてづくりについてづくりについて要請要請要請要請ががががああああるがるがるがるが、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 海海海海外外外外からのからのからのからの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、、、、約約約約７７７７割割割割はははは宮宮宮宮古古古古・・・・八八八八重重重重山山山山諸諸諸諸島島島島などなどなどなど離島離島離島離島でででで占占占占められているがめられているがめられているがめられているが、、、、
地域地域地域地域別別別別のののの漂漂漂漂着着着着状況状況状況状況はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。またまたまたまた、、、、漂漂漂漂着着着着ごごごごみのみのみのみの処処処処分分分分ははははほほほほととととんんんんどどどど産業産業産業産業廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物としとしとしとし
てててて処処処処理理理理さささされるようれるようれるようれるようだだだだがががが処処処処理理理理費費費費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たいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 伊伊伊伊平屋平屋平屋平屋・・・・伊是伊是伊是伊是名名名名をををを結結結結ぶぶぶぶ架架架架橋橋橋橋のののの建設建設建設建設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３３３３度度度度のののの要請要請要請要請をををを受受受受けているがけているがけているがけているが、、、、県県県県
のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 北北北北部振部振部振部振興興興興についてについてについてについて

((((1111)))) 北北北北部部部部圏圏圏圏域域域域・・・・12121212市町村市町村市町村市町村のののの振振振振興興興興についてについてについてについて、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビジョビジョビジョビジョンンンン基本計基本計基本計基本計画画画画11110000年間年間年間年間でででで目指目指目指目指すすすす圏圏圏圏
域振域振域振域振興興興興のののの基本基本基本基本方針方針方針方針とととと解解解解消消消消すすすすべべべべきききき課課課課題題題題・・・・問題問題問題問題点点点点についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 2222000000000000年年年年にスにスにスにスタタタタートしたートしたートしたートした北北北北部振部振部振部振興興興興策策策策についてについてについてについて、、、、当当当当初初初初、、、、政府政府政府政府がががが目指目指目指目指したしたしたした方針方針方針方針はははは、、、、西西西西海岸海岸海岸海岸とととと東東東東海海海海
岸地域岸地域岸地域岸地域、、、、本本本本島島島島とととと離島離島離島離島地域地域地域地域、、、、そしてそしてそしてそして基地基地基地基地のないのないのないのない市町村市町村市町村市町村にににに対対対対するするするする配配配配慮慮慮慮ででででああああったがったがったがったが、、、、13131313年年年年経経経経過過過過
したしたしたした現現現現在在在在、、、、当当当当初初初初目標目標目標目標にどのにどのにどのにどの程程程程度度度度近近近近づいたかづいたかづいたかづいたか、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経経経経緯緯緯緯とととと成成成成果果果果、、、、課課課課題等題等題等題等についてについてについてについて伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県内県内県内県内北北北北部地域及部地域及部地域及部地域及びびびび離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける医医医医師師師師不足不足不足不足にににに対応対応対応対応するためするためするためするため創創創創設設設設をををを決決決決めためためためた、、、、緊急緊急緊急緊急医医医医師師師師確保確保確保確保
対対対対策策策策基基基基金金金金についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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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26262626年第年第年第年第5555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))))

09090909月月月月25252525    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 16161616分分分分 照屋照屋照屋照屋　　　　大河大河大河大河（（（（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政政政治姿治姿治姿治姿勢勢勢勢についてについてについてについて

((((1111)))) 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地建設基地建設基地建設基地建設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事はははは８８８８月月月月７７７７日日日日のののの出馬表明出馬表明出馬表明出馬表明でででで「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古にににに移移移移すすすす政府政府政府政府のののの案案案案がががが現実的現実的現実的現実的なスなスなスなスピピピピーーーードドドドでででで前前前前にににに動動動動きききき始始始始
めためためためた。。。。反反反反対対対対とかとかとかとか何何何何とかでとかでとかでとかでももももうううう１１１１回回回回ももももとにとにとにとに戻戻戻戻してしてしてしてもももも、、、、混乱混乱混乱混乱するするするするだだだだけけけけだだだだ」」」」とととと述述述述べべべべたたたた。。。。埋立埋立埋立埋立承承承承認認認認したしたしたした
今今今今、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古はははは「「「「現実的現実的現実的現実的」」」」とのとのとのとの認識認識認識認識かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事はははは同同同同日日日日のののの記記記記者会見者会見者会見者会見でででで､､､､自自自自身身身身のののの２２２２期期期期８８８８年年年年のののの県政運営県政運営県政運営県政運営をををを振振振振りりりり返返返返りりりり「「「「流流流流れれれれ、、、、ううううねねねねりをとめるりをとめるりをとめるりをとめる
なななな、、、、逆逆逆逆回回回回転転転転させさせさせさせるなということにるなということにるなということにるなということに尽尽尽尽きるきるきるきる」」」」とととともももも述述述述べべべべたがたがたがたが、、、、発発発発言言言言にはにはにはには普天間問題普天間問題普天間問題普天間問題もももも含含含含まれるまれるまれるまれる
かかかか。。。。

ｳｳｳｳ 菅菅菅菅官官官官房房房房長長長長官官官官はははは９９９９月月月月11110000日日日日のののの記記記記者会見者会見者会見者会見でででで、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地建設基地建設基地建設基地建設がががが知事選知事選知事選知事選のののの争争争争点点点点になるかをになるかをになるかをになるかを
問問問問われわれわれわれ「「「「最大最大最大最大のののの関関関関心心心心はははは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが（（（（辺野古沿岸部辺野古沿岸部辺野古沿岸部辺野古沿岸部のののの））））埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承諾承諾承諾承諾するかどうかするかどうかするかどうかするかどうかだだだだっっっっ
たたたた。。。。知事知事知事知事がががが承承承承認認認認しししし粛粛粛粛々々々々とととと工事工事工事工事しておりしておりしておりしており、、、、ももももうううう過過過過去去去去のののの問題問題問題問題だだだだ。。。。争争争争点点点点にはならないにはならないにはならないにはならない」」」」とのとのとのとの認識認識認識認識をををを
示示示示したしたしたした。。。。辺野古辺野古辺野古辺野古はははは「「「「過過過過去去去去のののの問題問題問題問題」」」」かかかか、、、、知事選知事選知事選知事選のののの争争争争点点点点にはならないとのにはならないとのにはならないとのにはならないとの考考考考えかえかえかえか、、、、知事知事知事知事のののの認識認識認識認識
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 去去去去るるるる９９９９月月月月11110000日日日日、、、、県内県内県内県内のののの住民住民住民住民666688887777人人人人がががが辺野古埋立辺野古埋立辺野古埋立辺野古埋立承承承承認認認認のののの取取取取りりりり消消消消しをしをしをしを求求求求めているめているめているめている訴訟訴訟訴訟訴訟のののの第第第第８８８８
回回回回口口口口頭頭頭頭弁弁弁弁論論論論がががが那覇那覇那覇那覇地地地地裁裁裁裁ででででああああったったったった。。。。埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて関連手関連手関連手関連手続続続続のののの一一一一切切切切のののの執執執執行停止行停止行停止行停止をををを認認認認めるようめるようめるようめるよう主主主主
張張張張したしたしたした住民側住民側住民側住民側にににに対対対対しししし、、、、県県県県側側側側はははは、、、、執執執執行停止行停止行停止行停止さささされれれれれれれればばばば「「「「普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの危危危危険険険険性性性性除除除除去去去去というというというという公公公公
共共共共のののの福祉福祉福祉福祉にににに重大重大重大重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」」」」とととと反論反論反論反論したようしたようしたようしたようだだだだがががが、、、、知事知事知事知事もももも同様同様同様同様のののの認識認識認識認識かかかか。。。。

((((2222)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地建設現場基地建設現場基地建設現場基地建設現場のののの状況状況状況状況についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 現場海域現場海域現場海域現場海域ではではではでは、、、、反反反反対対対対するするするする市市市市民民民民らがらがらがらが海上海上海上海上保安保安保安保安庁庁庁庁職員職員職員職員によってによってによってによって排排排排除除除除さささされれれれ、、、、けがけがけがけが人人人人もももも出出出出ていていていてい
るるるる。。。。キャンプ・シュワブキャンプ・シュワブキャンプ・シュワブキャンプ・シュワブゲゲゲゲートートートート前前前前ででででもももも民民民民間間間間警警警警備備備備員員員員やややや県県県県警警警警らとらとらとらと県県県県民民民民がにらみがにらみがにらみがにらみ合合合合っているっているっているっている。。。。係係係係るるるる
状況状況状況状況をどのようにをどのようにをどのようにをどのように受受受受けとめているかけとめているかけとめているかけとめているか。。。。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。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事はははは県県県県民民民民のののの命命命命をををを預預預預かるかるかるかる立場立場立場立場としてキャンプ・シュワブとしてキャンプ・シュワブとしてキャンプ・シュワブとしてキャンプ・シュワブゲゲゲゲートートートート前前前前とととと辺野古沿岸部辺野古沿岸部辺野古沿岸部辺野古沿岸部をををを現場現場現場現場視視視視
察察察察するするするする考考考考えはえはえはえはああああるかるかるかるか。。。。

ｳｳｳｳ キャンプ・シュワブキャンプ・シュワブキャンプ・シュワブキャンプ・シュワブゲゲゲゲーーーーﾄﾄﾄﾄ前前前前でのでのでのでの「「「「８８８８・・・・23232323県県県県民集民集民集民集会会会会」」」」、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古のののの浜浜浜浜でのでのでのでの「「「「９９９９・・・・22220000県県県県民大民大民大民大行動行動行動行動」」」」
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。。。。

ｴｴｴｴ 作業作業作業作業着着着着手以手以手以手以後後後後、、、、辺野古海域辺野古海域辺野古海域辺野古海域ををををジジジジュュュュゴゴゴゴンがンがンがンが泳泳泳泳いでいるいでいるいでいるいでいる姿姿姿姿がたびたびがたびたびがたびたびがたびたび報道報道報道報道さささされているがれているがれているがれているが知知知知
事事事事はははは承承承承知知知知しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 久辺久辺久辺久辺３３３３区連名区連名区連名区連名のののの政府要請政府要請政府要請政府要請へのへのへのへの知事知事知事知事同同同同行行行行についてについてについてについて
　去　去　去　去るるるる９９９９月月月月11110000日日日日、、、、久辺久辺久辺久辺３３３３区区区区のののの区長連名区長連名区長連名区長連名でででで官官官官房房房房長長長長官官官官、、、、防衛防衛防衛防衛大大大大臣臣臣臣、、、、沖縄担沖縄担沖縄担沖縄担当当当当大大大大臣宛臣宛臣宛臣宛てのてのてのての要請要請要請要請
がながながながなさささされたれたれたれた。。。。知事知事知事知事もももも同同同同行行行行しているしているしているしている。。。。

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事同同同同行行行行のののの経経経経緯緯緯緯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 相相相相次次次次いでいでいでいで明明明明るみにるみにるみにるみに出出出出たたたた在在在在沖沖沖沖米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地にににに関関関関するするするする米側米側米側米側資料資料資料資料についてについてについてについて

((((1111)))) モモモモンンンンデデデデーーーールルルル氏氏氏氏のののの証言証言証言証言記記記記録録録録についてについてについてについて
　1　1　1　1999999995555年年年年のののの少少少少女女女女暴暴暴暴行事件直行事件直行事件直行事件直後後後後、、、、米米米米政府政府政府政府がががが在在在在沖沖沖沖米軍米軍米軍米軍のののの撤退撤退撤退撤退やややや大大大大幅幅幅幅なななな縮縮縮縮小小小小をををを検討検討検討検討していたしていたしていたしていた
ににににももももかかわらかかわらかかわらかかわらずずずず、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府がががが撤退撤退撤退撤退させさせさせさせないようにないようにないようにないように米側米側米側米側にににに求求求求めていたことがめていたことがめていたことがめていたことが、、、、当当当当時時時時のののの駐日駐日駐日駐日米米米米
大使大使大使大使ウウウウォォォォルタルタルタルター・ー・ー・ー・モモモモンンンンデデデデーーーールルルル氏氏氏氏のののの証言証言証言証言記記記記録録録録でででで明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。

ｱｱｱｱ 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。。。。

((((2222)))) ウィウィウィウィキキキキリリリリーーーーククククスススス公表公表公表公表のののの米米米米公公公公電電電電についてについてについてについて



8

　　　　高速高速高速高速輸送輸送輸送輸送船船船船配備配備配備配備をををを示示示示唆唆唆唆するなどするなどするなどするなど新新新新基地基地基地基地におけるにおけるにおけるにおける軍軍軍軍港港港港機能付機能付機能付機能付与与与与についてについてについてについて、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府がががが
少少少少なくとなくとなくとなくともももも2222000000009999年年年年段段段段階階階階でででで把握把握把握把握していたことがしていたことがしていたことがしていたことが、、、、ウィウィウィウィキキキキリリリリーーーーククククスススス公表公表公表公表のののの米米米米公公公公電電電電でででで明明明明らかになっらかになっらかになっらかになっ
たたたた。。。。同同同同公公公公電電電電からはからはからはからは、、、、MVMVMVMV22222222オスプレイのオスプレイのオスプレイのオスプレイの県内配備県内配備県内配備県内配備についてについてについてについてもももも、、、、2222000012121212年年年年６６６６月月月月のののの「「「「接接接接受受受受国通国通国通国通報報報報」」」」
前前前前のののの2222000000009999年年年年段段段段階階階階でででで把握把握把握把握していたことがしていたことがしていたことがしていたことが読読読読みみみみ取取取取れるれるれるれる。　。　。　。　

ｱｱｱｱ 辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地基地基地基地へのへのへのへの軍軍軍軍港港港港機能付機能付機能付機能付与与与与はははは、、、、現現現現存存存存のののの普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地とととと比比比比べべべべてててて基地基地基地基地機能機能機能機能がががが強強強強化化化化さささされれれれ
るとのるとのるとのるとの認識認識認識認識かかかか、、、、知事知事知事知事のののの見見見見解解解解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 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)))) 普天間普天間普天間普天間、、、、嘉嘉嘉嘉手手手手納両納両納両納両基地基地基地基地のののの米軍米軍米軍米軍機機機機運用実運用実運用実運用実態態態態についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ＫＫＫＫＣＣＣＣ131313130000がががが岩国岩国岩国岩国にににに移駐移駐移駐移駐するやするやするやするや否否否否やややや外外外外来来来来機機機機としてとしてとしてとして飛来飛来飛来飛来しししし､､､､またオスプレイをまたオスプレイをまたオスプレイをまたオスプレイを初初初初めとするめとするめとするめとする所所所所属属属属
機機機機がががが３３３３日連日連日連日連続続続続でででで００００時時時時超超超超ええええ飛行飛行飛行飛行をををを行行行行うなどうなどうなどうなど、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地でのでのでのでの訓練訓練訓練訓練がががが激激激激化化化化しているしているしているしている｡｡｡｡負担軽負担軽負担軽負担軽
減減減減にににに逆逆逆逆行行行行しているしているしているしている現状現状現状現状にににに対対対対するするするする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。。。。

ｲｲｲｲ 普天間普天間普天間普天間所所所所属属属属機機機機によるによるによるによる深深深深夜夜夜夜飛行飛行飛行飛行激激激激化化化化はははは、、、、同同同同時期時期時期時期ににににホホホホワイトワイトワイトワイトビビビビーーーーチチチチにににに入入入入港港港港したしたしたした米軍米軍米軍米軍強襲強襲強襲強襲揚揚揚揚
陸艦陸艦陸艦陸艦でのでのでのでの着着着着艦艦艦艦訓練訓練訓練訓練にににに伴伴伴伴ううううもももものののの、、、、とのとのとのとの報道報道報道報道ががががああああるがるがるがるが、、、、県県県県としてとしてとしてとして実実実実態把握態把握態把握態把握しているかしているかしているかしているか。。。。

ｳｳｳｳ ハハハハリリリリアアアアーのーのーのーの着着着着陸陸陸陸時出時出時出時出火火火火、、、、米米米米本国本国本国本国におけるにおけるにおけるにおける同型機同型機同型機同型機墜墜墜墜落落落落をををを顧顧顧顧みないみないみないみないＦＦＦＦ15151515のののの訓練訓練訓練訓練継継継継続続続続、、、、相相相相次次次次
ぐぐぐぐ緊急緊急緊急緊急停止停止停止停止などなどなどなど、、、、最最最最近近近近のののの嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地におけるにおけるにおけるにおける米軍米軍米軍米軍機機機機運用運用運用運用もももも目目目目にににに余余余余るるるるもももものがのがのがのがああああるるるる。。。。県県県県のののの対対対対
応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 県実施県実施県実施県実施のののの2222000013131313年年年年度航度航度航度航空空空空機機機機騒音騒音騒音騒音測測測測定定定定結結結結果果果果のうのうのうのうちちちち、、、、普天間普天間普天間普天間・・・・嘉嘉嘉嘉手手手手納両納両納両納両基地基地基地基地においてにおいてにおいてにおいて、、、、ＷＷＷＷ値値値値
ではではではでは基基基基準準準準値値値値をををを超超超超えているにえているにえているにえているにももももかかわらかかわらかかわらかかわらずずずず、、、、ＬｄｅｎＬｄｅｎＬｄｅｎＬｄｅｎではではではでは基基基基準準準準値値値値以以以以下下下下となったとなったとなったとなった測測測測定局定局定局定局についについについについ
てててて明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした上上上上でででで、、、、防音工事対防音工事対防音工事対防音工事対象象象象区域区域区域区域拡大拡大拡大拡大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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 軍転協軍転協軍転協軍転協要請要請要請要請についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地についてについてについてについて、、、、事事事事務務務務局局局局をををを務務務務めるめるめるめる県県県県がががが昨昨昨昨年年年年度度度度のののの要請要請要請要請文文文文言言言言ででででああああるるるる「「「「県県県県外外外外移設及移設及移設及移設及びびびび早早早早
期返期返期返期返還還還還」」」」をををを本年本年本年本年度度度度ではではではでは削削削削除除除除しししし、、、、「「「「一一一一日日日日もももも早早早早いいいい危危危危険険険険性性性性のののの除除除除去去去去」」」」とととと変更変更変更変更したしたしたした理由理由理由理由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)))) 高高高高江江江江ヘヘヘヘリリリリパッドパッドパッドパッド工事工事工事工事についてについてについてについて
　　　　報道報道報道報道によるとによるとによるとによると、、、、工事工事工事工事車両車両車両車両のののの出出出出入入入入りりりり口口口口となるとなるとなるとなる県県県県道道道道77770000号線号線号線号線沿沿沿沿いのいのいのいの路側路側路側路側帯帯帯帯についてについてについてについて、、、、沖縄防衛沖縄防衛沖縄防衛沖縄防衛
局局局局はははは日日日日米米米米地位地位地位地位協協協協定定定定にににに基基基基づくづくづくづく共共共共同同同同使使使使用用用用をををを見直見直見直見直してしてしてして米軍米軍米軍米軍専専専専用区域用区域用区域用区域としとしとしとし、、、、立立立立入入入入制限制限制限制限をををを検討検討検討検討してしてしてして
いるようでいるようでいるようでいるようでああああるるるる。。。。そのそのそのその上上上上でででで、、、、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住民住民住民住民らがらがらがらが県県県県道道道道77770000号線号線号線号線沿沿沿沿いやいやいやいや国有国有国有国有林林林林部分部分部分部分にににに設設設設
置置置置したしたしたしたテテテテントやントやントやントや車両車両車両車両のののの撤撤撤撤去去去去をををを拒拒拒拒んだんだんだんだ場場場場合合合合、、、、裁判裁判裁判裁判所所所所へのへのへのへの仮処仮処仮処仮処分申請分申請分申請分申請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、、、、とのとのとのとの報報報報
道道道道もあもあもあもあるるるる。。。。

ｱｱｱｱ 事実関係事実関係事実関係事実関係についてについてについてについて把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 共共共共同同同同使使使使用用用用のののの見直見直見直見直しししし対対対対象象象象はははは県県県県道道道道だだだだがががが、、、、沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局からからからから県県県県にににに対対対対してしてしてして照照照照会会会会やややや申申申申しししし入入入入れれれれ、、、、事事事事前前前前
協協協協議等議等議等議等ははははああああったかったかったかったか。。。。そのそのそのその日時日時日時日時とととと概要概要概要概要をををを示示示示さささされたいれたいれたいれたい。。。。

ｳｳｳｳ 共共共共同同同同使使使使用見直用見直用見直用見直しによるしによるしによるしによる県県県県道道道道77770000号線路側号線路側号線路側号線路側帯帯帯帯のののの米軍米軍米軍米軍専専専専用区域用区域用区域用区域化化化化ややややテテテテント・ント・ント・ント・車両撤車両撤車両撤車両撤去去去去のののの仮処仮処仮処仮処
分申請分申請分申請分申請をををを検討検討検討検討するするするする防衛防衛防衛防衛省省省省････沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局のののの強強強強行行行行姿姿姿姿勢勢勢勢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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 下下下下地地地地島島島島空港空港空港空港のののの軍軍軍軍事事事事利利利利用用用用についてについてについてについて
　県　県　県　県はははは、、、、2222000014141414年年年年度度度度県県県県総合総合総合総合防防防防災訓練災訓練災訓練災訓練でででで、、、、駐駐駐駐機機機機場場場場としてとしてとしてとして自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊機機機機によるによるによるによる下下下下地地地地島島島島空港空港空港空港利利利利用用用用をををを認認認認
めためためためた。。。。

ｱｱｱｱ 2222000000009999年年年年のののの総合総合総合総合防防防防災訓練災訓練災訓練災訓練のののの際際際際はははは､､､､駐駐駐駐機機機機場場場場としてとしてとしてとして宮宮宮宮古古古古島島島島空港空港空港空港をををを使使使使用用用用しているしているしているしている。。。。今今今今回回回回、、、、下下下下地地地地島島島島
空港空港空港空港のののの使使使使用用用用をををを認認認認めためためためた理由理由理由理由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26262626年第年第年第年第5555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))))

09090909月月月月25252525    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 16161616分分分分 狩俣狩俣狩俣狩俣　　　　信子信子信子信子（（（（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 教育教育教育教育問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 全国全国全国全国学学学学力力力力テテテテストのストのストのストの結結結結果果果果とととと学学学学力力力力についてについてについてについて
　2　2　2　2000014141414年年年年度度度度全国全国全国全国学学学学力力力力テテテテストのストのストのストの成成成成績績績績がががが沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの小学校小学校小学校小学校・・・・算算算算数数数数ＡＡＡＡがががが６６６６位位位位、、、、算算算算数数数数ＢＢＢＢがががが34343434位位位位、、、、国国国国語語語語
ははははＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢととととももももにににに32323232位位位位とととと躍躍躍躍進進進進しましたしましたしましたしました。。。。それなりにそれなりにそれなりにそれなりに努努努努力力力力したしたしたした結結結結果果果果だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。一一一一回回回回だだだだけのけのけのけの成成成成
績績績績でででで一一一一喜喜喜喜一一一一憂憂憂憂するわけではするわけではするわけではするわけではあああありまりまりまりませんせんせんせんがががが、、、、最下最下最下最下位位位位からからからから一一一一気気気気にににに６６６６位位位位にににに上上上上げるためにどのようげるためにどのようげるためにどのようげるためにどのよう
なななな対対対対策策策策がとられたのかがとられたのかがとられたのかがとられたのか、、、、またまたまたまた今後今後今後今後このこのこのこの状況状況状況状況をどうをどうをどうをどう継継継継続続続続するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。ああああわわわわせせせせてててて学学学学力力力力にににに
ついてどうついてどうついてどうついてどう考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか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。。。。

((((2222)))) 幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園のののの「「「「義務義務義務義務教育教育教育教育化化化化・・・・無無無無償償償償化化化化」」」」についてについてについてについて
　国　国　国　国のののの教育教育教育教育再生再生再生再生実行会議実行会議実行会議実行会議はははは2222000014141414年年年年７７７７月月月月３３３３日日日日第第第第５５５５次次次次提提提提言言言言をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。そのそのそのその中中中中でででで「「「「全全全全てのてのてのての子子子子
供供供供にににに質質質質のののの高高高高いいいい幼幼幼幼児教育児教育児教育児教育をををを保保保保障障障障するためするためするためするため、、、、無無無無償償償償教育教育教育教育、、、、義務義務義務義務教育教育教育教育のののの期間期間期間期間をををを見直見直見直見直すすすす」」」」としてとしてとしてとして、、、、
幼幼幼幼児教育児教育児教育児教育をををを無無無無償償償償でででで保保保保障障障障するするするする観観観観点点点点からからからから義務義務義務義務教育教育教育教育化化化化をををを検討検討検討検討するとしていますするとしていますするとしていますするとしています。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園
はははは約約約約88880000％％％％がががが小学校小学校小学校小学校にににに併併併併設設設設さささされていてれていてれていてれていて、、、、義務義務義務義務教育教育教育教育化化化化するのにそれするのにそれするのにそれするのにそれほほほほどどどど多多多多くのくのくのくの財財財財政負担政負担政負担政負担はははは必必必必
要要要要ないとないとないとないと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、幼幼幼幼小小小小連連連連携携携携のののの義務化義務化義務化義務化についてについてについてについて教育教育教育教育庁庁庁庁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)))) 沖縄県公立沖縄県公立沖縄県公立沖縄県公立幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園のののの予予予予算算算算についてについてについてについて
　2　2　2　2000014141414年年年年５５５５月月月月にににに出出出出さささされたれたれたれた市町村市町村市町村市町村のののの交交交交付金付金付金付金はははは47474747億億億億6445644564456445万万万万3173173173179999円円円円となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。需需需需用用用用費費費費等等等等
としてとしてとしてとして1212121200009999万万万万2222000000000000円円円円計上計上計上計上さささされていますがれていますがれていますがれていますが、、、、預預預預かりかりかりかり保保保保育育育育のののの消消消消耗品耗品耗品耗品費費費費ががががゼゼゼゼロになりロになりロになりロになり実実実実態態態態はははは幼幼幼幼
稚稚稚稚園園園園からからからから補充補充補充補充しているとのことですがしているとのことですがしているとのことですがしているとのことですが、、、、改善改善改善改善策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 給給給給料料料料がががが安安安安くくくく身身身身分分分分もももも不安不安不安不安定定定定なためなためなためなため幼稚幼稚幼稚幼稚園教園教園教園教諭諭諭諭やややや保保保保育育育育士士士士のなりのなりのなりのなり手手手手がががが少少少少なくなくなくなく困困困困っているとのことっているとのことっているとのことっているとのこと
ですですですです。。。。改善改善改善改善がががが必必必必要要要要とととと思思思思うがどのようなうがどのようなうがどのようなうがどのような対応対応対応対応策策策策ががががああああるのかるのかるのかるのか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。。。。

((((5555)))) 小小小小中中中中高高高高ののののククククーーーーララララーーーー設置状況設置状況設置状況設置状況についてについてについてについて
　　　　小小小小中中中中高高高高ののののククククーーーーララララーーーー設置状況設置状況設置状況設置状況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。。。。先日先日先日先日視視視視察察察察したしたしたした小学校小学校小学校小学校ではではではでは子子子子供供供供たたたたちちちちがががが暑暑暑暑
いいいい中中中中でででで勉勉勉勉強強強強していましたしていましたしていましたしていました。。。。特特特特にににに最最最最上上上上階階階階のののの教教教教室室室室ではそのではそのではそのではその度合度合度合度合いがいがいがいが大大大大でしたでしたでしたでした。。。。よいよいよいよい教育教育教育教育環境環境環境環境
をををを整整整整備備備備するためにするためにするためにするためにもももも早早早早めのめのめのめのククククーーーーララララーーーー設置設置設置設置がががが求求求求められますがめられますがめられますがめられますが県県県県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。。。。

((((6666)))) 夏夏夏夏季休季休季休季休業業業業中中中中のののの臨臨臨臨時時時時任任任任用用用用栄養栄養栄養栄養教教教教諭諭諭諭のののの勤勤勤勤務務務務実実実実態態態態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。。。。いわいわいわいわゆゆゆゆるるるるササササーーーービビビビスススス勤勤勤勤務務務務
はなかったのかはなかったのかはなかったのかはなかったのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 盲盲盲盲学校学校学校学校のののの生生生生徒徒徒徒のののの登下登下登下登下校校校校でのでのでのでの事事事事故故故故についてについてについてについて
　　　　白杖白杖白杖白杖をををを持持持持ったったったった生生生生徒徒徒徒がががが蹴蹴蹴蹴られてけがをしましたられてけがをしましたられてけがをしましたられてけがをしました。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄ではこれまでどではこれまでどではこれまでどではこれまでどんんんんなななな事事事事故故故故ががががああああったかったかったかったか
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((8888)))) 中中中中高高高高一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育についてについてについてについて
　中　中　中　中高高高高一一一一貫貫貫貫教育教育教育教育をををを希希希希望望望望するするするする学校学校学校学校ががががふふふふえているようですがどのくらいえているようですがどのくらいえているようですがどのくらいえているようですがどのくらいああああるのかるのかるのかるのか、、、、それにそれにそれにそれに対対対対すすすす
るるるる県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((9999)))) 男男男男女女女女混混混混合合合合名名名名簿簿簿簿についてについてについてについて
　県内　県内　県内　県内小小小小中中中中高高高高のののの男男男男女女女女混混混混合合合合名名名名簿簿簿簿のののの実施状況実施状況実施状況実施状況はははは全国全国全国全国とととと比比比比べべべべ低低低低いようですがいようですがいようですがいようですが、、、、男男男男女女女女平平平平等等等等やややや人人人人
権尊権尊権尊権尊重重重重のののの教育教育教育教育をををを推推推推進進進進するためにするためにするためにするためにもももも小小小小ささささいこいこいこいころろろろからのからのからのからの環境環境環境環境づくりがづくりがづくりがづくりが大大大大切切切切とととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、ふふふふやややや
すためのすためのすためのすための教育教育教育教育庁庁庁庁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いますいますいますいます。。。。

2222 福祉福祉福祉福祉関連関連関連関連についてについてについてについて

((((1111)))) 子子子子供供供供のののの貧困貧困貧困貧困問題問題問題問題とととと非非非非行問題行問題行問題行問題についてについてについてについて
　2　2　2　2000012121212年年年年のののの調査調査調査調査ではではではでは子子子子供供供供のののの貧困貧困貧困貧困率率率率がががが16161616....3333％％％％とのことですとのことですとのことですとのことです。。。。６６６６人人人人にににに１１１１人人人人がががが平平平平均所得均所得均所得均所得のののの半半半半分分分分
以以以以下下下下でででで生活生活生活生活していますしていますしていますしています。。。。子子子子供供供供のののの非非非非行問題行問題行問題行問題などなどなどなど低低低低年年年年齢齢齢齢化化化化しししし、、、、再再再再犯犯犯犯率率率率もももも高高高高いいいい中中中中でででで子子子子供供供供にににに対対対対すすすす
るるるる支援支援支援支援はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。ああああわわわわせせせせてててて非非非非行行行行のののの実実実実態態態態についてについてについてについてもももも伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。
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((((2222)))) 生活保生活保生活保生活保護護護護世世世世帯帯帯帯のののの学習支援学習支援学習支援学習支援事事事事業業業業としてとしてとしてとして行行行行われているわれているわれているわれている「「「「無無無無料塾料塾料塾料塾」」」」がががが来年来年来年来年からからからから国国国国のののの制制制制度度度度変更変更変更変更でででで
全全全全額補額補額補額補助助助助からからからから２２２２分分分分のののの１１１１補補補補助助助助にににに引引引引きききき下下下下げられるとのことですげられるとのことですげられるとのことですげられるとのことです。。。。このこのこのこの事事事事業業業業でででで高校高校高校高校進進進進学学学学ができたとができたとができたとができたと
喜喜喜喜ぶぶぶぶ生生生生徒徒徒徒のことをのことをのことをのことを考考考考えたらえたらえたらえたら県県県県としてとしてとしてとして何何何何らかのらかのらかのらかの支援策支援策支援策支援策がががが必必必必要要要要とととと思思思思いますがいますがいますがいますが対応対応対応対応策策策策をををを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((3333)))) 地域地域地域地域医医医医療療療療・・・・介介介介護護護護総合確保総合確保総合確保総合確保推推推推進進進進法法法法（（（（2222000014141414年年年年６６６６月月月月11118888日日日日成成成成立立立立））））がががが成成成成立立立立しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、今後今後今後今後沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県にににに
どのようなどのようなどのようなどのような影響影響影響影響ががががああああるのかるのかるのかるのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 母母母母子子子子・・・・父父父父子家子家子家子家庭庭庭庭へのへのへのへの支援支援支援支援問題問題問題問題はとてはとてはとてはとてもももも大大大大切切切切でででであああありりりり、、、、よりよいよりよいよりよいよりよいもももものにするためにのにするためにのにするためにのにするために実実実実情情情情にににに即即即即したしたしたした
改善改善改善改善がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。ひひひひとりとりとりとり親家親家親家親家庭庭庭庭ではではではでは子子子子供供供供がががが病病病病気気気気をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、急急急急なななな出出出出張張張張がががが出出出出たりそのたりそのたりそのたりその対応対応対応対応
がががが厳厳厳厳しいようですしいようですしいようですしいようです。。。。仕仕仕仕事事事事をををを休休休休むむむむとととと嫌嫌嫌嫌みをみをみをみを言言言言われたりしてわれたりしてわれたりしてわれたりして退退退退職職職職にににに追追追追いやられたりしていますいやられたりしていますいやられたりしていますいやられたりしています。。。。
失失失失業業業業のののの不安不安不安不安をなくしをなくしをなくしをなくし、、、、就就就就労労労労支援支援支援支援がスがスがスがスムムムムーーーーズズズズにいくためににいくためににいくためににいくために、、、、今今今今ああああるるるる「「「「母母母母子家子家子家子家庭庭庭庭等日等日等日等日常常常常生活生活生活生活支支支支
援援援援事事事事業業業業」」」」ののののささささらなるらなるらなるらなる拡拡拡拡充充充充ががが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。。。。現現現現在在在在555500000000万円万円万円万円のののの予予予予算算算算のようですがのようですがのようですがのようですが、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市
以以以以外外外外のののの44440000市町村市町村市町村市町村ををををカカカカババババーしておりーしておりーしておりーしており、、、、しかしかしかしかもももも年間年間年間年間１１１１人人人人11110000回回回回というというというという制限制限制限制限つきですつきですつきですつきです。。。。改善改善改善改善についについについについ
てててて県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 医医医医療療療療関連関連関連関連についてについてについてについて

((((1111)))) 若若若若年年年年性性性性認知認知認知認知症症症症についてについてについてについて
　　　　若若若若年年年年性性性性認知認知認知認知症症症症のののの実実実実態態態態とととと介介介介護護護護のののの実実実実態態態態、、、、このこのこのこの問題問題問題問題にににに対対対対するするするする県県県県のかかわりをのかかわりをのかかわりをのかかわりを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 地域地域地域地域のののの住民住民住民住民からからからから県立県立県立県立病院病院病院病院のののの医医医医師師師師不足不足不足不足についてについてについてについて電話電話電話電話ががががあああありましたりましたりましたりました。。。。医医医医師師師師不足解不足解不足解不足解消消消消のためのためのためのため
22220000億円億円億円億円のののの基基基基金金金金をををを今今今今年年年年からからからから創創創創設設設設するようですがするようですがするようですがするようですが、、、、現現現現在在在在のののの医医医医師師師師不足不足不足不足のののの状況状況状況状況とそれをどのくらいとそれをどのくらいとそれをどのくらいとそれをどのくらい
解解解解消消消消できるのかできるのかできるのかできるのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 雇雇雇雇用問題用問題用問題用問題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状況用状況用状況用状況はははは本本本本土土土土にににに比比比比べべべべ相相相相変変変変わらわらわらわらずずずず高高高高いいいい失失失失業業業業率率率率とととと高高高高いいいい非正規雇非正規雇非正規雇非正規雇用率用率用率用率がががが続続続続いていいていいていいてい
ますますますます。。。。若若若若年年年年失失失失業業業業率率率率もももも相相相相変変変変わらわらわらわらずずずず高高高高いままですいままですいままですいままです。。。。2222000013131313年年年年のののの完完完完全全全全失失失失業業業業率率率率はははは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが5555....7777％％％％、、、、
全国全国全国全国がががが4444....0000％％％％ですですですです。。。。非正規雇非正規雇非正規雇非正規雇用率用率用率用率もももも2222000012121212年年年年ののののデデデデーーーータタタタでででで沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは44444444....5555％％％％、、、、全国全国全国全国はははは33338888....2222％％％％とととと
なっていますなっていますなっていますなっています｡｡｡｡ハハハハローワーローワーローワーローワーククククにににに寄寄寄寄せせせせられたられたられたられた2222000013131313年年年年のののの新規新規新規新規求求求求人数人数人数人数のうのうのうのうちちちち非正規雇非正規雇非正規雇非正規雇用用用用がががが71717171....7777％％％％
となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、正規化正規化正規化正規化へのへのへのへの道道道道もももも厳厳厳厳しいしいしいしいもももものがのがのがのがあああありますりますりますります。。。。全国全国全国全国並並並並みにみにみにみに４４４４％％％％台台台台がががが知事知事知事知事のののの公公公公約約約約でででで
はなかったでしはなかったでしはなかったでしはなかったでしょょょょうかうかうかうか。。。。正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用ををををふふふふやすためにどのようなことをしているのかやすためにどのようなことをしているのかやすためにどのようなことをしているのかやすためにどのようなことをしているのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 　　　　県内県内県内県内のののの正規社員正規社員正規社員正規社員のののの求求求求人人人人がががが少少少少ないのはないのはないのはないのは産業産業産業産業構構構構造造造造ににににもももも要要要要因因因因ががががああああるとるとるとる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。。。。高高高高いいいい
非正規非正規非正規非正規率率率率（（（（2222000013131313年年年年44444444....5555％％％％））））をををを解解解解消消消消しししし全国全国全国全国一一一一低低低低いいいい県県県県民民民民所得所得所得所得のののの222200002222万円万円万円万円をををを増大増大増大増大するためのするためのするためのするための県県県県
のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 カカカカジノジノジノジノ問題問題問題問題についてについてについてについて
　　　　カカカカジノジノジノジノ導導導導入入入入についてはこれまでについてはこれまでについてはこれまでについてはこれまで賛否両論賛否両論賛否両論賛否両論多多多多様様様様なななな意意意意見見見見がががが述述述述べべべべられてきましたられてきましたられてきましたられてきました。。。。カカカカジノジノジノジノはははは世界世界世界世界
保保保保健健健健機構機構機構機構（（（（ＷＨＷＨＷＨＷＨＯＯＯＯ））））ででででもももも病病病病的的的的賭博賭博賭博賭博としてとしてとしてとしてギギギギャンブャンブャンブャンブルルルル依存症依存症依存症依存症をををを懸念懸念懸念懸念していますしていますしていますしています。。。。昨昨昨昨年年年年のののの調査調査調査調査ではではではでは
日本日本日本日本でででで男男男男性性性性434343438888万万万万人人人人、、、、女女女女性性性性98989898万万万万人人人人計計計計536536536536万万万万人人人人、、、、人人人人口口口口のののの約約約約５５５５％％％％ががががギギギギャンブャンブャンブャンブルルルル依存症依存症依存症依存症とととと推推推推計計計計さささされれれれ
るとしていまするとしていまするとしていまするとしています。（。（。（。（2222000014141414年年年年８８８８月月月月23232323日日日日・・・・タタタタイイイイムムムムスススス）。）。）。）。ララララススススベベベベガガガガスでスでスでスでもももも大大大大型型型型ホテホテホテホテルルルルのののの閉閉閉閉鎖鎖鎖鎖がががが報道報道報道報道さささされてれてれてれて
いていていていて、、、、ましてやましてやましてやましてやカカカカジノジノジノジノがががが長期的長期的長期的長期的にににに沖縄沖縄沖縄沖縄のののの経済活性化経済活性化経済活性化経済活性化にどうにどうにどうにどう結結結結びつくのかびつくのかびつくのかびつくのか疑疑疑疑問問問問ですですですです。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄ののののささささ
ままままざざざざまなまなまなまな環境環境環境環境破破破破壊壊壊壊につながるにつながるにつながるにつながるもももものとのとのとのと懸念懸念懸念懸念していますしていますしていますしています。。。。カカカカジノジノジノジノ導導導導入入入入はやめるはやめるはやめるはやめるべべべべききききだだだだとととと思思思思いますがいますがいますがいますが
知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

6666 待待待待機児童機児童機児童機児童のののの解解解解消消消消についてについてについてについて
　　　　厚厚厚厚生生生生労働省労働省労働省労働省のののの全国全国全国全国集集集集計計計計でででで県内県内県内県内のののの待待待待機児童機児童機児童機児童はははは東東東東京京京京にににに次次次次いでいでいでいで全国全国全国全国２２２２番番番番目目目目にににに多多多多いいいい2162162162160000人人人人とのとのとのとの
ことことことこと。。。。一一一一向向向向にににに解解解解消消消消さささされないれないれないれない待待待待機児童機児童機児童機児童問題問題問題問題にににに県県県県はどうはどうはどうはどう対応対応対応対応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いますいますいますいます。。。。

7777 買春買春買春買春問題問題問題問題についてについてについてについて
　７　７　７　７月月月月33330000日日日日、、、、突突突突然然然然飛飛飛飛びびびび込込込込んんんんできたできたできたできたニニニニュースにびっくりしましたュースにびっくりしましたュースにびっくりしましたュースにびっくりしました。。。。教育教育教育教育界界界界のののの信信信信用用用用がががが失墜失墜失墜失墜したしたしたした瞬瞬瞬瞬間間間間
でしたでしたでしたでした。。。。児童買春児童買春児童買春児童買春ではなくてよりではなくてよりではなくてよりではなくてより刑罰刑罰刑罰刑罰のののの軽軽軽軽いいいい県県県県青青青青少少少少年年年年保保保保護護護護育育育育成成成成条条条条例例例例違違違違反反反反でのでのでのでの起起起起訴訴訴訴とのこととのこととのこととのこと。。。。
教育教育教育教育庁庁庁庁とととと県県県県警警警警のののの見見見見解解解解とととと今後今後今後今後のののの対対対対策策策策についてについてについてについてもももも伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。


