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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6666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))))

12121212月月月月16161616    日日日日((((火火火火))))

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 49494949分分分分 座喜味座喜味座喜味座喜味　　　　一幸一幸一幸一幸（（（（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 知事公約知事公約知事公約知事公約についてについてについてについて

((((1111)))) 知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙のののの結果結果結果結果についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 今回今回今回今回のののの県知事選挙県知事選挙県知事選挙県知事選挙はははは、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事がががが初当選初当選初当選初当選しししし沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事にににに就任就任就任就任されましたされましたされましたされました。。。。選挙結果選挙結果選挙結果選挙結果のののの
率直率直率直率直なななな御感想御感想御感想御感想とととと今後今後今後今後のののの県政運営県政運営県政運営県政運営にににに向向向向けたけたけたけた決意等決意等決意等決意等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ときしたいときしたいときしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 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にににに向向向向けてのけてのけてのけての基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢についてについてについてについて

ｱｱｱｱ オールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。去去去去るるるる知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙のののの翁長陣営翁長陣営翁長陣営翁長陣営はオールはオールはオールはオール沖縄沖縄沖縄沖縄であったかであったかであったかであったか。。。。またまたまたまた、、、、建白建白建白建白
書書書書をををを政府政府政府政府にににに突突突突きつけたきつけたきつけたきつけた行動行動行動行動がオールがオールがオールがオール沖縄沖縄沖縄沖縄であればであればであればであれば、、、、県議会県議会県議会県議会におけるにおけるにおけるにおける与野党与野党与野党与野党のののの枠組枠組枠組枠組みとみとみとみと
オールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄とはとはとはとは相入相入相入相入れないものであるかれないものであるかれないものであるかれないものであるか、、、、おおおお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

ｲｲｲｲ 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの言言言言うううう自己決定権自己決定権自己決定権自己決定権とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。仲井眞県政下仲井眞県政下仲井眞県政下仲井眞県政下でででで沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンやビジョンやビジョンやビジョンや一括交付一括交付一括交付一括交付
金金金金のののの創設創設創設創設をををを見見見見たがたがたがたが、、、、それはそれはそれはそれは自己決定権自己決定権自己決定権自己決定権のののの範囲範囲範囲範囲にににに入入入入るかるかるかるか。。。。それともそれともそれともそれとも自己決定権自己決定権自己決定権自己決定権はははは、、、、基地基地基地基地
撤去運動撤去運動撤去運動撤去運動やややや平和運動平和運動平和運動平和運動だけからだけからだけからだけから生生生生まれるものであるかまれるものであるかまれるものであるかまれるものであるか、、、、おおおお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

ｳｳｳｳ 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、保守保守保守保守とはどのようにとはどのようにとはどのようにとはどのように定義定義定義定義しているかしているかしているかしているか。。。。自分自分自分自分はははは保守保守保守保守だがだがだがだが沖縄沖縄沖縄沖縄のののの保守保守保守保守だとだとだとだと言言言言っっっっ
ているがているがているがているが、、、、対比対比対比対比するするするする本土本土本土本土のののの保守保守保守保守というのがあるのかというのがあるのかというのがあるのかというのがあるのか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその姿勢姿勢姿勢姿勢はははは政治家政治家政治家政治家としてとしてとしてとして一貫一貫一貫一貫
してしてしてして持持持持っていたものであるかっていたものであるかっていたものであるかっていたものであるか、、、、おおおお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

ｴｴｴｴ 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、自分自分自分自分はははは根根根根っからのっからのっからのっからの保守保守保守保守であるともであるともであるともであるとも言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、今後今後今後今後４４４４年間年間年間年間、、、、県政運営県政運営県政運営県政運営をををを
保守保守保守保守のののの政治家政治家政治家政治家としてとしてとしてとして行行行行っていくのかっていくのかっていくのかっていくのか。。。。そうであればそうであればそうであればそうであれば、、、、知事知事知事知事をををを支支支支えるえるえるえる県議会与党県議会与党県議会与党県議会与党とはとはとはとは辺野辺野辺野辺野
古移設古移設古移設古移設をををを除除除除けばけばけばけば考考考考えやえやえやえや政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢でででで大大大大きなきなきなきな違違違違いがあるといがあるといがあるといがあると考考考考えられるがどうかえられるがどうかえられるがどうかえられるがどうか。。。。またまたまたまた、、、、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がががが貫貫貫貫けるかけるかけるかけるか、、、、おおおお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

ｵｵｵｵ 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、もはやもはやもはやもはや保守保守保守保守・・・・革新革新革新革新ではないではないではないではない。。。。保革保革保革保革のののの対立対立対立対立をあおるのはをあおるのはをあおるのはをあおるのは過去過去過去過去のものとのものとのものとのものと述述述述べべべべ
オールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄をををを強調強調強調強調していながらしていながらしていながらしていながら、、、、衆議院議員選挙衆議院議員選挙衆議院議員選挙衆議院議員選挙でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの保守保守保守保守であるであるであるである自民党候補追自民党候補追自民党候補追自民党候補追
いいいい落落落落としのとしのとしのとしの先頭先頭先頭先頭にににに立立立立ったったったった。。。。そしてそしてそしてそして自分自分自分自分はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの保守保守保守保守でででで根根根根っからのっからのっからのっからの保守保守保守保守とととと言言言言っているっているっているっている。。。。保保保保
守政治家守政治家守政治家守政治家としてのとしてのとしてのとしての信条信条信条信条やややや政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢とととと矛盾矛盾矛盾矛盾しないかしないかしないかしないか、、、、おおおお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

((((3333)))) 普天間飛行場移設問題等普天間飛行場移設問題等普天間飛行場移設問題等普天間飛行場移設問題等のののの基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、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名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古へのへのへのへの移設問題移設問題移設問題移設問題がががが起起起起きたそもそものきたそもそものきたそもそものきたそもそもの原点原点原点原点をどをどをどをど
のようにのようにのようにのように認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか、、、、おおおお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

ｲｲｲｲ 仲井眞前知事仲井眞前知事仲井眞前知事仲井眞前知事がががが国国国国にににに対対対対しししし強強強強くくくく訴訴訴訴えたえたえたえた、、、、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、、、、
翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、否定的否定的否定的否定的なななな見方見方見方見方をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、今後今後今後今後ともともともとも県県県県のののの方針方針方針方針としてとしてとしてとして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
をををを含含含含めめめめ４４４４項目項目項目項目をををを国国国国にににに求求求求めていくめていくめていくめていく考考考考えはあるかえはあるかえはあるかえはあるか。。。。

ｳｳｳｳ 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去をををを求求求求めるとしているがめるとしているがめるとしているがめるとしているが、「、「、「、「どうどうどうどう実現実現実現実現するかするかするかするか」」」」についてはについてはについてはについては明確明確明確明確にはにはにはには
語語語語っていないっていないっていないっていない。。。。翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、新基地新基地新基地新基地をつくらなければをつくらなければをつくらなければをつくらなければ、、、、物事物事物事物事はははは動動動動かざるをかざるをかざるをかざるを得得得得ないというのないというのないというのないというの
がががが私私私私のののの確信確信確信確信だとだとだとだと述述述述べているがべているがべているがべているが、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを阻止阻止阻止阻止できればできればできればできれば普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地はなくなるとのはなくなるとのはなくなるとのはなくなるとの確確確確
信信信信をををを抱抱抱抱いているのかいているのかいているのかいているのか、、、、おおおお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

ｴｴｴｴ 「「「「あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる手法手法手法手法をををを駆使駆使駆使駆使してしてしてして、、、、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はつくらはつくらはつくらせせせせないないないない」」」」としているがとしているがとしているがとしているが、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる手法手法手法手法
とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその中中中中にはにはにはには物物物物理理理理的的的的なななな行動行動行動行動もももも含含含含まれるのかまれるのかまれるのかまれるのか。。。。具体具体具体具体的的的的なななな方方方方策策策策をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 公公公公有水面埋有水面埋有水面埋有水面埋立立立立承承承承認認認認についてについてについてについて、、、、法法法法的的的的にににに取取取取りりりり消消消消しができなければしができなければしができなければしができなければ、、、、撤回撤回撤回撤回することをすることをすることをすることを明言明言明言明言してしてしてして
いるがいるがいるがいるが、、、、県県県県はははは、、、、法律法律法律法律にににに定定定定められためられためられためられた承承承承認基認基認基認基準準準準にににに適合適合適合適合しししし、、、、かつかつかつかつ漁業協同漁業協同漁業協同漁業協同組組組組合合合合等等等等水面水面水面水面権権権権利利利利者者者者
のののの同同同同意意意意がががが得得得得られているられているられているられている等等等等合理合理合理合理的的的的理由理由理由理由もあるともあるともあるともあると判断判断判断判断しししし承承承承認認認認したとしたとしたとしたと説説説説明明明明しているしているしているしている。。。。手続手続手続手続にににに瑕瑕瑕瑕
疵疵疵疵がなくがなくがなくがなく適法適法適法適法とととと認定認定認定認定・・・・判断判断判断判断されたされたされたされた行政行行政行行政行行政行為為為為をををを知事知事知事知事がかがかがかがかわわわわったとはいえったとはいえったとはいえったとはいえ、、、、取取取取りりりり消消消消すことすことすことすこと、、、、まままま
たたたた、、、、適法適法適法適法なななな承承承承認認認認をををを撤回撤回撤回撤回してまでしてまでしてまでしてまで守守守守るべきるべきるべきるべき新新新新たなたなたなたな事事事事情情情情やややや高度高度高度高度なななな公公公公益上益上益上益上のののの理由理由理由理由があるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、
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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 知事知事知事知事はははは、、、、公公公公有水面埋有水面埋有水面埋有水面埋立立立立承承承承認認認認についてについてについてについて、、、、承承承承認認認認したしたしたした過過過過程程程程をををを検証検証検証検証するためするためするためするため外外外外部部部部のののの専門専門専門専門家家家家でつでつでつでつ
くるくるくるくる委委委委員会員会員会員会のののの設設設設置置置置をををを考考考考えているようだがえているようだがえているようだがえているようだが、、、、新新新新たにたにたにたに就任就任就任就任したとはいえしたとはいえしたとはいえしたとはいえ行政行政行政行政のののの長長長長たるたるたるたる知事自知事自知事自知事自
身身身身がががが、、、、県県県県がなしたがなしたがなしたがなした行政行行政行行政行行政行為為為為をををを外外外外部部部部にににに検証検証検証検証ささささせせせせることにることにることにることに矛盾矛盾矛盾矛盾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。。。。

ｷｷｷｷ 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、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をつくらをつくらをつくらをつくらせせせせないことをないことをないことをないことを掲掲掲掲げげげげ当選当選当選当選したことでしたことでしたことでしたことで、、、、埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認のののの撤撤撤撤
回回回回のののの理由理由理由理由となとなとなとなりりりり得得得得るとのるとのるとのるとの考考考考えのようだがえのようだがえのようだがえのようだが、、、、そうであればそうであればそうであればそうであれば、、、、当選当選当選当選したことをもってしたことをもってしたことをもってしたことをもって、、、、適法適法適法適法なななな承承承承
認認認認をををを撤回撤回撤回撤回してまでしてまでしてまでしてまで守守守守るべきるべきるべきるべき高高高高いいいい公公公公益上益上益上益上のののの理由理由理由理由があるとしてがあるとしてがあるとしてがあるとして撤回撤回撤回撤回すればすればすればすれば承承承承認認認認取取取取りりりり消消消消しのしのしのしの検検検検
証証証証にににに入入入入るるるる必必必必要要要要もないがもないがもないがもないが、、、、考考考考えをおえをおえをおえをお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。

ｸｸｸｸ 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認取取取取りりりり消消消消しししし、、、、またはまたはまたはまたは撤回撤回撤回撤回したしたしたした場場場場合合合合、、、、そのそのそのその後後後後、、、、国国国国のののの対対対対応応応応やややや国国国国とととと県県県県とのとのとのとの
関係関係関係関係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見見見見通通通通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。。。。

ｹｹｹｹ 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、東村高江東村高江東村高江東村高江ののののヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設にににに反反反反対対対対するとしているがするとしているがするとしているがするとしているが、、、、反反反反対対対対のののの具体具体具体具体的的的的なななな行動行動行動行動
をををを起起起起こすのかこすのかこすのかこすのか。。。。またまたまたまた、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設ではではではでは地地地地元元元元名護市名護市名護市名護市がががが反反反反対対対対していることをしていることをしていることをしていることを理由理由理由理由としながらとしながらとしながらとしながら、、、、
東村東村東村東村がががが容容容容認認認認しているしているしているしている高江高江高江高江ののののヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッドにににに反反反反対対対対するのはするのはするのはするのは、、、、政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢としてとしてとしてとして矛盾矛盾矛盾矛盾しないかしないかしないかしないか。。。。

ｺｺｺｺ 普天間飛行場辺野古移設普天間飛行場辺野古移設普天間飛行場辺野古移設普天間飛行場辺野古移設にににに係係係係るるるる沖縄沖縄沖縄沖縄防衛局防衛局防衛局防衛局がががが提出提出提出提出したしたしたした埋埋埋埋立立立立工工工工事事事事にににに関関関関するするするする設設設設計変更申計変更申計変更申計変更申
請請請請のうのうのうのうちちちち、、、、残残残残りりりり１１１１件件件件についてについてについてについて、、、、審査状況審査状況審査状況審査状況とととと承承承承認認認認するかするかするかするか否否否否かのかのかのかの判断判断判断判断時時時時期期期期をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 経済振興経済振興経済振興経済振興関係関係関係関係のののの基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 基地建設基地建設基地建設基地建設ととととリリリリンンンンククククしたかのようなしたかのようなしたかのようなしたかのような経済振興策経済振興策経済振興策経済振興策はははは、、、、将来将来将来将来大大大大きなきなきなきな禍禍禍禍根根根根をををを残残残残すとすとすとすと、、、、基地基地基地基地とととと経済経済経済経済のののの
リリリリンンンンクククク論論論論をををを批判批判批判批判しているがしているがしているがしているが、、、、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８８８８月月月月のののの県市長会県市長会県市長会県市長会総総総総会後会後会後会後のののの懇親懇親懇親懇親会会会会でででで基地基地基地基地にににに
反反反反対対対対するするするするほほほほうがうがうがうが振興策振興策振興策振興策はははは多多多多くとれるとくとれるとくとれるとくとれると発発発発言言言言したとしたとしたとしたと言言言言わわわわれるがれるがれるがれるが、、、、これはこれはこれはこれは基地基地基地基地をををを逆手逆手逆手逆手にとったにとったにとったにとった
経済経済経済経済とのとのとのとのリリリリンンンンクククク論論論論ではないかではないかではないかではないか。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事はははは、「、「、「、「消費経済消費経済消費経済消費経済にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすすすす増税増税増税増税にににに反反反反対対対対するするするする」」」」とととと、、、、消費税消費税消費税消費税だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく全全全全てのてのてのての税税税税のののの
増税増税増税増税にににに反反反反対対対対するとしているがするとしているがするとしているがするとしているが、、、、全全全全てのてのてのての税税税税のののの増税増税増税増税にににに反反反反対対対対しながらしながらしながらしながら国国国国からのからのからのからの振興予算振興予算振興予算振興予算はもらうはもらうはもらうはもらう
というのはというのはというのはというのは、、、、筋筋筋筋がががが通通通通らないのではないからないのではないからないのではないからないのではないか。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは、、、、去去去去るるるる２２２２月月月月議会議会議会議会でででで県県県県のののの使使使使用用用用料及料及料及料及びびびび手数料手数料手数料手数料等等等等のののの消費税消費税消費税消費税にににに係係係係るるるる改改改改定定定定をををを行行行行っているっているっているっている
がががが、、、、今後今後今後今後、、、、消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税がががが決定決定決定決定されてもされてもされてもされても水道料水道料水道料水道料金等県金等県金等県金等県のののの使使使使用用用用料及料及料及料及びびびび手数料手数料手数料手数料等等等等のののの改改改改定定定定はははは
行行行行わわわわないとないとないとないと理解理解理解理解していいかしていいかしていいかしていいか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその場場場場合合合合、、、、消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税分分分分のののの財源財源財源財源をどこにをどこにをどこにをどこに求求求求めるかめるかめるかめるか、、、、伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、那覇那覇那覇那覇市長時市長時市長時市長時のののの２２２２月月月月定定定定例例例例会会会会でででで、、、、消費税消費税消費税消費税のののの引引引引きききき上上上上げげげげにににに伴伴伴伴いいいい那覇那覇那覇那覇市行政市行政市行政市行政財産財産財産財産
使使使使用用用用料料料料条条条条例例例例のののの一部一部一部一部改正改正改正改正やややや那覇那覇那覇那覇市市市市手数料手数料手数料手数料条条条条例例例例のののの一部一部一部一部改正改正改正改正をををを行行行行っているっているっているっている。。。。市長市長市長市長ではではではでは消費消費消費消費
税税税税をををを認認認認めめめめ、、、、県知事県知事県知事県知事になったらになったらになったらになったら消費税消費税消費税消費税をををを含含含含めめめめ全全全全てのてのてのての増税増税増税増税にににに反反反反対対対対するのはするのはするのはするのは政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢にににに一貫一貫一貫一貫
性性性性がががが欠欠欠欠けているのではないかけているのではないかけているのではないかけているのではないか。。。。

ｵｵｵｵ 離島力離島力離島力離島力のののの向向向向上上上上をををを掲掲掲掲げげげげているがているがているがているが、、、、前県政前県政前県政前県政８８８８年間年間年間年間のののの離島振興離島振興離島振興離島振興実実実実績績績績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、、、、翁長翁長翁長翁長
県政県政県政県政としてとしてとしてとして多多多多くのくのくのくの離島離島離島離島をををを抱抱抱抱えさまざまなえさまざまなえさまざまなえさまざまな課課課課題題題題がががが山積山積山積山積しているしているしているしている本県本県本県本県離島離島離島離島のののの振興振興振興振興をどのようにをどのようにをどのようにをどのように
図図図図っていくかっていくかっていくかっていくか、、、、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。。。。

((((5555)))) 知事知事知事知事のののの憲法観憲法観憲法観憲法観・・・・安全安全安全安全保保保保障障障障等等等等にににに関関関関するするするする基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条をををを尊重尊重尊重尊重しししし世世世世界界界界平和平和平和平和をををを希希希希求求求求するとしているがするとしているがするとしているがするとしているが、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、憲法改正憲法改正憲法改正憲法改正にはにはにはには賛成賛成賛成賛成
かかかか。。。。またまたまたまた、、、、集団集団集団集団的自的自的自的自衛衛衛衛権権権権についてはについてはについてはについては容容容容認認認認のののの立場立場立場立場かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 日日日日本本本本のののの安全安全安全安全保保保保障障障障はははは日日日日本国民本国民本国民本国民全体全体全体全体でででで考考考考えるべきとしているえるべきとしているえるべきとしているえるべきとしている。。。。翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、日米安全日米安全日米安全日米安全保保保保障障障障
体制体制体制体制についてについてについてについて、、、、認認認認めるめるめるめる立場立場立場立場にににに変化変化変化変化はないかはないかはないかはないか。。。。
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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6666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))))

12121212月月月月16161616    日日日日((((火火火火))))

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 11115555分分分分 新里新里新里新里　　　　米吉米吉米吉米吉（（（（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)))) 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、、、、４４４４名名名名のののの立候補者立候補者立候補者立候補者がががが競競競競うううう中中中中でででで、、、、得得得得票票票票率率率率55551111....6666％％％％とととと過過過過半数半数半数半数をををを超超超超ええええ、、、、仲井眞氏仲井眞氏仲井眞氏仲井眞氏
にににに約約約約11110000万票万票万票万票のののの差差差差をつけてをつけてをつけてをつけて圧勝圧勝圧勝圧勝しましたしましたしましたしました。「。「。「。「普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去」「」「」「」「辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地はははは造造造造
ららららせせせせないないないない」」」」のののの民意民意民意民意をををを明確明確明確明確にににに示示示示したとしたとしたとしたと思思思思いますしいますしいますしいますし、、、、翁長新知事翁長新知事翁長新知事翁長新知事へのへのへのへの期待期待期待期待のあらのあらのあらのあらわわわわれでもあるれでもあるれでもあるれでもある
とととと思思思思いますいますいますいます。。。。選挙選挙選挙選挙のののの結果結果結果結果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おけとめておけとめておけとめておりりりりますかますかますかますか。。。。またまたまたまた、、、、県政運営県政運営県政運営県政運営にににに向向向向けたけたけたけた決意決意決意決意
もももも伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 「「「「米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄経済発展経済発展経済発展経済発展のののの最最最最大大大大のののの阻阻阻阻害害害害要要要要因因因因であるであるであるである。。。。基地建設基地建設基地建設基地建設ととととリリリリンンンンククククしたかのようなしたかのようなしたかのようなしたかのような
経済振興策経済振興策経済振興策経済振興策はははは、、、、将来将来将来将来にににに大大大大きなきなきなきな禍禍禍禍根根根根をををを残残残残すすすす」」」」とのとのとのとの基本的基本的基本的基本的なななな認識認識認識認識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)))) 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンのビジョンのビジョンのビジョンの平和平和平和平和でででで自自自自然豊然豊然豊然豊かなかなかなかな美美美美らららら島島島島などのなどのなどのなどの真真真真のののの理念理念理念理念をををを実行実行実行実行するするするする」「」「」「」「アアアアジジジジアアアアのののの
ダイナミズムダイナミズムダイナミズムダイナミズムにににに乗乗乗乗ってってってって動動動動きききき出出出出したしたしたした沖縄沖縄沖縄沖縄のののの経済経済経済経済をさらにをさらにをさらにをさらに発展発展発展発展ささささせせせせるるるる」「」「」「」「大大大大いなるいなるいなるいなる可能性可能性可能性可能性をををを秘秘秘秘めめめめ
たたたた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ーーー」」」」こそこそこそこそ、、、、成成成成長長長長ののののエエエエンジンであるンジンであるンジンであるンジンである」」」」とのとのとのとの基本的基本的基本的基本的なななな認識認識認識認識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。。。。

((((4444)))) 「「「「新新新新しいしいしいしい沖縄沖縄沖縄沖縄をををを拓拓拓拓きききき、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄らしいらしいらしいらしい優優優優しいしいしいしい社社社社会会会会をををを構築構築構築構築するするするする」「」「」「」「平和的平和的平和的平和的なななな自治自治自治自治体外体外体外体外交交交交でででで、、、、アアアアジジジジアアアア
やややや世世世世界界界界のののの人々人々人々人々とのとのとのとの交交交交流流流流をををを深深深深めるめるめるめる」」」」とのとのとのとの基本的基本的基本的基本的なななな認識認識認識認識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)))) 「「「「辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地はははは造造造造ららららせせせせないないないない」」」」ためにいためにいためにいためにいろろろろいいいいろろろろなななな手法手法手法手法等等等等がががが考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

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)))) 名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙とととと知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙においてにおいてにおいてにおいて
　「　「　「　「辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地はははは造造造造ららららせせせせないないないない」」」」とのとのとのとの公約公約公約公約をををを掲掲掲掲げげげげたたたた候補候補候補候補がががが圧勝圧勝圧勝圧勝したしたしたした結果結果結果結果をををを受受受受けてけてけてけて、、、、日米両日米両日米両日米両
政府政府政府政府はははは、「、「、「、「辺野古辺野古辺野古辺野古埋埋埋埋立立立立、、、、新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設」」」」をををを断念断念断念断念するのがするのがするのがするのが、、、、民民民民主主主主主主主主義義義義のののの原原原原則則則則とととと思思思思いますいますいますいます。。。。知事知事知事知事
のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 11110000月月月月11116666日日日日のののの沖縄沖縄沖縄沖縄タイムスタイムスタイムスタイムスによるとによるとによるとによると米軍人米軍人米軍人米軍人やややや軍属軍属軍属軍属がががが基地基地基地基地外外外外にににに住住住住むむむむ際際際際、、、、軍軍軍軍からからからから受受受受けけけけ取取取取るるるる住宅住宅住宅住宅
手手手手当当当当はははは、、、、東京東京東京東京のののの横田横田横田横田基地基地基地基地よよよよりりりり沖縄沖縄沖縄沖縄がががが高高高高いとのことであるいとのことであるいとのことであるいとのことである。。。。基地基地基地基地外外外外へのへのへのへの居住居住居住居住をををを誘導誘導誘導誘導するするするする要要要要因因因因
になっているになっているになっているになっている可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いいいい。。。。県県県県のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地でででで働働働働くくくく従業従業従業従業員員員員にににに国内国内国内国内のののの労働労働労働労働関係関係関係関係法規法規法規法規がががが適適適適用用用用されないされないされないされない問題問題問題問題をめをめをめをめぐりぐりぐりぐり、、、、連合連合連合連合沖縄沖縄沖縄沖縄はははは
国国国国連連連連ののののＩＬＯＩＬＯＩＬＯＩＬＯにににに実実実実態態態態をををを提提提提訴訴訴訴してしてしてして勧告勧告勧告勧告をををを求求求求めるめるめるめる方針方針方針方針であるとであるとであるとであると報道報道報道報道されているされているされているされている。。。。県県県県もももも地位地位地位地位協協協協定定定定のののの
全面改全面改全面改全面改定定定定とあとあとあとあわせわせわせわせてててて、、、、政府政府政府政府にににに従業従業従業従業員員員員のののの国内国内国内国内法適法適法適法適用用用用についてについてについてについて米米米米国国国国とととと交交交交渉渉渉渉するようするようするようするよう働働働働きかけきかけきかけきかけ
るるる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思思思思うううう。。。。所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 11110000月月月月33330000日日日日午午午午前前前前、、、、北谷町桑北谷町桑北谷町桑北谷町桑江江江江内内内内のののの居住居住居住居住地地地地区区区区でででで米米米米海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊員員員員がががが自自自自宅宅宅宅にににに立立立立てこもるてこもるてこもるてこもる事事事事件件件件がががが発発発発生生生生
したしたしたした。。。。発発発発砲砲砲砲はなかったがはなかったがはなかったがはなかったが、、、、もしもしもしもし発発発発砲砲砲砲したらしたらしたらしたら民間民間民間民間住宅住宅住宅住宅からからからから近距近距近距近距離離離離とのことでとのことでとのことでとのことで危険危険危険危険なななな状況状況状況状況であっであっであっであっ
たたたた。。。。このようなこのようなこのようなこのような場場場場合合合合、、、、米軍米軍米軍米軍からからからから連連連連絡絡絡絡があるべきとがあるべきとがあるべきとがあるべきと思思思思うううう。。。。連連連連絡絡絡絡はあったのかはあったのかはあったのかはあったのか。。。。事事事事件件件件のののの内内内内容容容容やややや今今今今
後後後後のののの対対対対応応応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)))) 在在在在日米軍日米軍日米軍日米軍基地基地基地基地などのなどのなどのなどの騒音被騒音被騒音被騒音被害害害害でででで損損損損害害害害賠償賠償賠償賠償がががが確定確定確定確定したしたしたした13131313のののの判判判判決決決決でででで、、、、米軍米軍米軍米軍側側側側がががが日米日米日米日米地位地位地位地位協協協協
定定定定でででで規規規規定定定定されているされているされているされている分分分分担担担担にににに応応応応じずじずじずじず、、、、日日日日本本本本側側側側がががが全面全面全面全面肩肩肩肩ががががわりわりわりわりしたままとなっているとのことでしたままとなっているとのことでしたままとなっているとのことでしたままとなっているとのことで
あるあるあるある。。。。菅官房菅官房菅官房菅官房長長長長官官官官はははは米米米米側側側側にににに支支支支払払払払いいいい分分分分担担担担にににに応応応応じじじじるようるようるようるよう求求求求めるめるめるめる考考考考えをえをえをえを示示示示したようであるがしたようであるがしたようであるがしたようであるが、、、、米軍米軍米軍米軍
のののの当事者意識当事者意識当事者意識当事者意識のののの欠欠欠欠如如如如、、、、加加加加害害害害責責責責任任任任のののの欠欠欠欠如如如如があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。県県県県のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 11111111月月月月13131313日日日日にににに開催開催開催開催されたされたされたされた沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設やややや安安安安倍倍倍倍政権政権政権政権のののの安全安全安全安全保保保保障障障障政政政政策策策策をををを考考考考えるえるえるえるシシシシンンンンポポポポ
ジジジジウウウウムムムムでででで柳澤柳澤柳澤柳澤協協協協二二二二氏氏氏氏はははは「「「「合合合合意意意意からからからから11118888年年年年たってもたってもたってもたっても実現実現実現実現できないできないできないできない政政政政策策策策はははは、、、、どこかにどこかにどこかにどこかに無無無無理理理理があがあがあがあ
るるるる。。。。県内移設県内移設県内移設県内移設のののの前前前前提提提提にににに間違間違間違間違いがあるいがあるいがあるいがある。」。」。」。」とととと指摘指摘指摘指摘されたとのことであるされたとのことであるされたとのことであるされたとのことである。。。。私私私私もももも同同同同感感感感であるであるであるである。。。。県県県県のののの
所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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((((7777)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄防衛局防衛局防衛局防衛局はははは、、、、岩礁破砕岩礁破砕岩礁破砕岩礁破砕申請申請申請申請書書書書でででで長長長長ささささ約約約約333300000000メメメメーーーートトトトルのルのルのルの「「「「仮仮仮仮設設設設岸壁岸壁岸壁岸壁」」」」をををを辺野古辺野古辺野古辺野古崎崎崎崎付付付付近近近近にににに設設設設
置置置置するするするする計計計計画画画画であるとのことだがであるとのことだがであるとのことだがであるとのことだが詳詳詳詳しいしいしいしい説説説説明明明明をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市美美美美里里里里のののの県県県県道道道道でのでのでのでのひひひひきききき逃逃逃逃げげげげ事事事事件件件件はははは、、、、米米米米海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの少佐少佐少佐少佐のののの容容容容疑疑疑疑がががが固固固固まっているようだまっているようだまっているようだまっているようだ
がががが、、、、立立立立件件件件をををを含含含含めこれからのめこれからのめこれからのめこれからの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((9999)))) 米米米米保守保守保守保守系系系系シシシシンンンンクタクタクタクタンンンンクククク、、、、ケケケケイトイトイトイトーーーー研究研究研究研究所所所所ののののダダダダググググ・・・・ババババンンンンドドドドーーーー上上上上級研究級研究級研究級研究員員員員はははは、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設計計計計画画画画
にににに県知事選県知事選県知事選県知事選でででで県民県民県民県民がががが強強強強いいいい反反反反対対対対のののの意思意思意思意思をををを示示示示したとしたとしたとしたと指摘指摘指摘指摘しししし、、、、在在在在沖沖沖沖海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊はははは安全安全安全安全保保保保障上障上障上障上のののの必必必必
要要要要がなくがなくがなくがなく、、、、米米米米本国本国本国本国へへへへ撤撤撤撤退退退退すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと強調強調強調強調したしたしたした。。。。
　また　また　また　また、、、、ジョジョジョジョセセセセフフフフ・・・・ナイナイナイナイ元元元元国国国国防防防防次官次官次官次官補補補補はははは、、、、朝朝朝朝日日日日新聞新聞新聞新聞ののののイイイインンンンタタタタビビビビュュュューにーにーにーに「「「「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを沖縄沖縄沖縄沖縄のののの
人々人々人々人々がががが支持支持支持支持するならするならするならするなら私私私私もももも賛成賛成賛成賛成するするするする。。。。しかししかししかししかし沖縄沖縄沖縄沖縄のののの人々人々人々人々のののの支持支持支持支持がががが得得得得られないならられないならられないならられないなら、、、、わわわわれれれれわわわわれれれれ
はおそらくはおそらくはおそらくはおそらく再再再再検検検検討討討討しなければならないだしなければならないだしなければならないだしなければならないだろろろろうううう」」」」とととと述述述述べべべべ、「「、「「、「「、「「卵卵卵卵をををを一一一一つのかつのかつのかつのかごごごごにににに入入入入れればれればれればれれば、（、（、（、（全全全全
てててて））））壊壊壊壊れるれるれるれるリスクリスクリスクリスクがががが増増増増すすすす」」」」とととと沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの過過過過度度度度なななな基地基地基地基地集中集中集中集中のののの問題点問題点問題点問題点をををを指摘指摘指摘指摘したしたしたした。」。」。」。」とととと報道報道報道報道されてされてされてされて
いるいるいるいる。。。。県県県県のののの所所所所見見見見をををを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6666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))))

12121212月月月月16161616    日日日日((((火火火火))))

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 11115555分分分分 仲村仲村仲村仲村　　　　未央未央未央未央（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部関係部関係部関係部局局局局長長長長

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

1111 　「　「　「　「アアアアジジジジアアアア経済経済経済経済戦略戦略戦略戦略構構構構想想想想」」」」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
　知事　知事　知事　知事はははは「「「「大大大大半半半半がががが県県県県外外外外企企企企業業業業にににに還還還還流流流流するするするするザザザザルルルル経済経済経済経済」、「」、「」、「」、「県内県内県内県内企企企企業業業業にににに恩恵恩恵恩恵恩恵がががが十十十十分分分分にににに行行行行きききき渡渡渡渡っていっていっていってい
ないないないない」」」」とのとのとのとの認識認識認識認識でででで、、、、既存既存既存既存「「「「特区特区特区特区」」」」のののの改改改改善善善善、、、、地地地地理理理理的的的的優優優優位位位位性性性性をををを生生生生かすかすかすかす新新新新たなビジたなビジたなビジたなビジネネネネススススのののの展展展展開開開開等等等等をををを主主主主
張張張張されているされているされているされている。「。「。「。「アアアアジジジジアアアア経済経済経済経済戦略戦略戦略戦略構構構構想想想想」、」、」、」、自立自立自立自立型型型型経済経済経済経済へのビジョンをへのビジョンをへのビジョンをへのビジョンを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 　　　　観観観観光光光光政政政政策策策策についてについてについてについて
「「「「2222000021212121年目年目年目年目途途途途にににに観観観観光客光客光客光客1111000000000000万人超万人超万人超万人超、、、、観観観観光収光収光収光収入入入入１１１１兆円兆円兆円兆円超超超超」」」」のののの目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげたがたがたがたが、、、、以下以下以下以下についてについてについてについて
考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 　「　「　「　「カカカカジジジジノノノノ」」」」へのへのへのへの認識認識認識認識。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄観観観観光光光光発展発展発展発展のののの見地見地見地見地からからからから見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 　　　　大大大大型型型型ＭＭＭＭＩＩＩＩＣＥＣＥＣＥＣＥ施施施施設設設設整備整備整備整備へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、設設設設置置置置要要要要件件件件（（（（規規規規模模模模、、、、場場場場所所所所））））等等等等についてについてについてについて方針方針方針方針をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 　　　　ＪＪＪＪ１１１１対対対対応応応応ササササッッッッカカカカーーーー場場場場ややややキャキャキャキャンンンンププププ誘誘誘誘致致致致などなどなどなど、「、「、「、「ススススポポポポーーーーツコツコツコツコンンンンベベベベンンンンシシシションョンョンョンアイアイアイアイラララランンンンドドドド」」」」のののの構築構築構築構築にににに必必必必
要要要要なななな環境整備環境整備環境整備環境整備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 　　　　ウチウチウチウチナナナナーーーー文文文文化化化化のののの普普普普及及及及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)))) 　　　　空空空空手道手道手道手道会会会会館館館館のののの整備整備整備整備、、、、ユネユネユネユネススススココココ無形文無形文無形文無形文化化化化遺遺遺遺産産産産へのへのへのへの登録登録登録登録、、、、2222000022220000年年年年東京東京東京東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競競競競技種技種技種技種
目目目目へのへのへのへの採採採採用用用用などなどなどなど発発発発祥祥祥祥地沖縄地沖縄地沖縄地沖縄からからからから空空空空手道手道手道手道・・・・古古古古武武武武道道道道をををを強強強強力力力力にににに推進推進推進推進していくことについてしていくことについてしていくことについてしていくことについて考考考考えをえをえをえを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 　「　「　「　「しまくとしまくとしまくとしまくとぅぅぅぅばばばば」」」」のののの保保保保存存存存、、、、普普普普及及及及継継継継承承承承へのへのへのへ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 　　　　農林農林農林農林水産業水産業水産業水産業のののの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)))) 　　　　本県本県本県本県農林農林農林農林水産業振興水産業振興水産業振興水産業振興へのへのへのへの決意決意決意決意とととと戦略戦略戦略戦略をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 　　　　ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰにににに対対対対するするするする見見見見解解解解、、、、県県県県としてのとしてのとしてのとしての今後今後今後今後のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 　　　　日日日日台台台台・・・・日中漁業協日中漁業協日中漁業協日中漁業協定定定定へのへのへのへの見見見見解解解解とととと対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 　　　　環境環境環境環境政政政政策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 　　　　国立公国立公国立公国立公園園園園化化化化、、、、世世世世界界界界自自自自然然然然遺遺遺遺産産産産登録登録登録登録などなどなどなど「「「「ややややんんんんばるのばるのばるのばるの森森森森」」」」保保保保全全全全へのへのへのへの決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 　　　　ジジジジュゴュゴュゴュゴンンンン、、、、アアアアオオオオササササンンンンゴゴゴゴ群群群群などがなどがなどがなどが生生生生息息息息するするするする辺野古辺野古辺野古辺野古、、、、大大大大浦湾浦湾浦湾浦湾のののの自自自自然然然然環境環境環境環境をどうをどうをどうをどう評価評価評価評価しているしているしているしている
かかかか。。。。保保保保全全全全へのへのへのへ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 　「　「　「　「こども・こども・こども・こども・環境環境環境環境日日日日本一本一本一本一」」」」のののの実現実現実現実現についてについてについてについて

((((1111)))) 　　　　本県本県本県本県のののの子供子供子供子供をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく現現現現状状状状へのへのへのへの認識認識認識認識、「、「、「、「こども・こども・こども・こども・環境環境環境環境日日日日本一本一本一本一」」」」にににに向向向向けたけたけたけた決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 　「　「　「　「2222000011118888年年年年（（（（ＨＨＨＨ33330000））））までにまでにまでにまでに待待待待機児童機児童機児童機児童ゼロゼロゼロゼロ」」」」についてについてについてについて実現実現実現実現のののの見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 　「　「　「　「33330000人人人人以下以下以下以下学級学級学級学級、、、、少少少少人数人数人数人数学級学級学級学級」「」「」「」「教職教職教職教職員員員員のののの全全全全国国国国並並並並みみみみ正規正規正規正規雇雇雇雇用用用用化化化化」」」」などなどなどなど教育環境教育環境教育環境教育環境のののの充充充充実実実実にににに
向向向向けたけたけたけた所所所所信信信信をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 　　　　離島振興離島振興離島振興離島振興についてについてについてについて

((((1111)))) 　　　　本県本県本県本県のののの発展発展発展発展をををを支支支支えるえるえるえる「「「「離島力離島力離島力離島力」」」」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所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 　「　「　「　「島島島島たたたたびびびび」」」」助助助助成成成成のののの導導導導入入入入などをなどをなどをなどを通通通通じじじじたたたた活活活活性策性策性策性策についてビジョンをについてビジョンをについてビジョンをについてビジョンを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 　　　　入入入入札札札札改改改改革革革革、、、、市市市市町町町町村村村村とのとのとのとの連連連連携携携携についてについてについてについて

((((1111)))) 　　　　総合評価制度改総合評価制度改総合評価制度改総合評価制度改善善善善へのへのへのへの課課課課題題題題、「、「、「、「公公公公契契契契約条約条約条約条例例例例のののの制制制制定定定定」」」」についてそのについてそのについてそのについてその意義意義意義意義とととと方向方向方向方向性性性性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 　　　　一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの使使使使途途途途にににに対対対対するするするする柔軟柔軟柔軟柔軟性性性性、、、、有有有有効効効効性性性性をををを高高高高めるめるめるめる上上上上でのでのでのでの課課課課題題題題はないかはないかはないかはないか。。。。市市市市町町町町村村村村とのとのとのとの
連連連連携携携携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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9999 　　　　雇雇雇雇用用用用・・・・労働労働労働労働政政政政策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 　　　　全全全全国一国一国一国一割割割割合合合合のののの高高高高いいいい非非非非正規正規正規正規雇雇雇雇用率用率用率用率、、、、所所所所得得得得のののの低低低低ささささ等等等等をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、県県県県はははは本年本年本年本年度度度度、、、、初初初初のののの大大大大規規規規模模模模なななな
「「「「労働労働労働労働環境環境環境環境実実実実態態態態調調調調査査査査」」」」をををを行行行行ったがったがったがったが、、、、把握把握把握把握されたされたされたされた県民県民県民県民のののの雇雇雇雇用用用用労働労働労働労働環境環境環境環境についてについてについてについて示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 　　　　本県本県本県本県がががが長長長長くくくく抱抱抱抱えるえるえるえる「「「「雇雇雇雇用用用用のののの質質質質」」」」にににに対対対対するするするする課課課課題題題題にどうにどうにどうにどう対対対対応応応応するかするかするかするか。。。。知事知事知事知事のののの見見見見解解解解もももも示示示示されたされたされたされた
いいいい。。。。

11110000 　　　　医療医療医療医療、、、、保保保保健健健健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)))) 　　　　県立県立県立県立病病病病院院院院のののの経経経経営営営営形形形形態態態態のあのあのあのありりりり方方方方、、、、充充充充実強実強実強実強化化化化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)))) 　　　　県立県立県立県立八八八八重山重山重山重山病病病病院建設院建設院建設院建設へのへのへのへの決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 　　　　沖縄沖縄沖縄沖縄のののの特殊特殊特殊特殊事事事事情情情情にににに起起起起因因因因するするするする市市市市町町町町村村村村国保国保国保国保財財財財政政政政のののの恒常恒常恒常恒常的的的的赤字赤字赤字赤字がががが大大大大きなきなきなきな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。。。。
国保国保国保国保財財財財政政政政健健健健全化全化全化全化にににに向向向向けたけたけたけた課課課課題題題題、、、、国国国国へのへのへのへの働働働働きかけについてきかけについてきかけについてきかけについて伺伺伺伺うううう。。。。

11111111 　　　　辺野古辺野古辺野古辺野古埋埋埋埋立立立立申請申請申請申請、、、、承承承承認問題認問題認問題認問題へのへのへのへの対対対対応応応応についてについてについてについて

((((1111)))) 　　　　地地地地元元元元市市市市町町町町村村村村長長長長とのとのとのとの合合合合意意意意のないのないのないのない計計計計画画画画はははは過去過去過去過去にににに例例例例がないがないがないがない。「。「。「。「地地地地元元元元のののの同同同同意意意意がががが得得得得られないられないられないられない移設移設移設移設
計計計計画画画画はははは事実事実事実事実上上上上不不不不可能可能可能可能」」」」とととと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、これをこれをこれをこれを無視無視無視無視してしてしてして行行行行ったったったった前知事前知事前知事前知事のののの「「「「承承承承認認認認」」」」はははは、、、、結結結結局局局局、、、、変変変変
更申請更申請更申請更申請をををを招招招招きききき、、、、工法工法工法工法へのへのへのへの矛盾矛盾矛盾矛盾をををを生生生生じじじじささささせせせせているているているている。。。。地地地地元元元元のののの同同同同意意意意がががが得得得得られないられないられないられない移設移設移設移設計計計計画画画画はははは実実実実
現現現現不不不不可能可能可能可能ではないかではないかではないかではないか。。。。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。。。。

((((2222)))) 　　　　地地地地元元元元とのとのとのとの協協協協議議議議がががが整整整整わわわわずずずず、、、、ましてやましてやましてやましてや名護市名護市名護市名護市のののの権権権権限限限限をををを奪奪奪奪うううう形形形形でででで代執代執代執代執行行行行などなどなどなど強権強権強権強権がががが発発発発動動動動されるされるされるされる
ことがあってはならないことがあってはならないことがあってはならないことがあってはならない。。。。オオオオススススプレプレプレプレイイイイ配備配備配備配備のののの後後後後出出出出しししし、、、、閾値閾値閾値閾値超超超超えなどえなどえなどえなど、、、、環境環境環境環境評価評価評価評価にもにもにもにも保保保保全全全全措措措措置置置置
にもにもにもにも妥妥妥妥当当当当性性性性がないがないがないがない埋埋埋埋立立立立申請申請申請申請にににに対対対対しししし、、、、名護市名護市名護市名護市がががが同同同同意意意意できないのはできないのはできないのはできないのは当当当当然然然然だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、知事知事知事知事のののの
見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 　　　　国内国内国内国内外外外外へのへのへのへの働働働働きかけきかけきかけきかけ、、、、訪訪訪訪米計米計米計米計画画画画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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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6666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))))

12121212月月月月16161616    日日日日((((火火火火))))

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 22226666分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　義和義和義和義和（（（（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)))) 知事就任知事就任知事就任知事就任にににに関関関関してしてしてして

ｱｱｱｱ 141414140000万万万万県民県民県民県民ののののリリリリーーーーダダダダーとしてーとしてーとしてーとして知事就任知事就任知事就任知事就任のののの思思思思いはいはいはいは。。。。

((((2222)))) 知事選知事選知事選知事選にににに関関関関してしてしてして

ｱｱｱｱ 知事選挙知事選挙知事選挙知事選挙にににに対対対対してはしてはしてはしては基本的基本的基本的基本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考考考考ええええ方方方方でででで臨臨臨臨んんんんだかだかだかだか。。。。

ｲｲｲｲ 約約約約11110000万票差万票差万票差万票差というというというという圧勝圧勝圧勝圧勝だがどうだがどうだがどうだがどう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。。。。

((((3333)))) 「「「「オールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄、、、、建白書建白書建白書建白書」」」」のののの実現等実現等実現等実現等にににに関関関関してしてしてして

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事のののの持持持持論論論論はははは「「「「イイイイデデデデオオオオロギロギロギロギーよーよーよーよりアイりアイりアイりアイデデデデンンンンティティティティティティティティーーーー」」」」ということだがどのようなということだがどのようなということだがどのようなということだがどのような意義意義意義意義かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 建白書建白書建白書建白書のののの今今今今日日日日的意義的意義的意義的意義についてについてについてについて所所所所見見見見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 2222000012121212年年年年９９９９・・・・９９９９県民大会県民大会県民大会県民大会のののの実行実行実行実行委委委委員会員会員会員会のののの解解解解散散散散時時時時にににに、、、、新新新新たなたなたなたな政治的枠組政治的枠組政治的枠組政治的枠組みがみがみがみが必必必必要要要要とととと述述述述べらべらべらべら
れていたがどのようなれていたがどのようなれていたがどのようなれていたがどのようなイイイイメメメメージかージかージかージか。。。。

((((4444)))) 歴史歴史歴史歴史認識認識認識認識についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄はははは1111606060609999年年年年のののの薩摩藩薩摩藩薩摩藩薩摩藩のののの侵攻侵攻侵攻侵攻よよよよりりりり1111878787879999年年年年のののの「「「「琉球処琉球処琉球処琉球処分分分分」、」、」、」、1111888888880000年年年年のののの沖縄分沖縄分沖縄分沖縄分割割割割提提提提案案案案、、、、
1941941941945555年年年年のののの沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦、、、、1919191955552222年年年年ののののササササンンンンフフフフラララランンンンシシシシススススココココ講講講講和条約和条約和条約和条約によるによるによるによる米軍米軍米軍米軍統統統統治治治治、、、、等等等等々々々々特異特異特異特異のののの歴歴歴歴
史史史史的的的的なななな経経経経緯緯緯緯をたどってきたをたどってきたをたどってきたをたどってきた。。。。これらこれらこれらこれら一一一一連連連連のののの流流流流れはれはれはれは琉球琉球琉球琉球、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの主体主体主体主体的自己決定権的自己決定権的自己決定権的自己決定権をををを奪奪奪奪うううう
ものとなっているものとなっているものとなっているものとなっている。。。。知事知事知事知事のこののこののこののこの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの近代近代近代近代、、、、現現現現代史代史代史代史へのへのへのへ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 我我我我がががが県県県県がががが沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県としてとしてとしてとして日日日日本本本本のののの一員一員一員一員にににに組組組組みみみみ込込込込まれてまれてまれてまれて131313135555年年年年。。。。長長長長いいいい歴史歴史歴史歴史からからからから見見見見ればればればればわわわわずずずずかかかか
のののの歳歳歳歳月月月月。。。。世世世世界界界界はははは冷戦冷戦冷戦冷戦のののの終終終終結以結以結以結以来来来来、、、、主主主主権国家権国家権国家権国家のあのあのあのありりりり方方方方ではではではでは流流流流動動動動化化化化しているしているしているしている。。。。このようなこのようなこのようなこのような状状状状
況況況況でのでのでのでの我我我我がががが県県県県のののの将来将来将来将来のあのあのあのありりりり方方方方、、、、将来将来将来将来像像像像そしてそしてそしてそして中中中中央央央央政府政府政府政府とのとのとのとの関係関係関係関係をどのようにをどのようにをどのようにをどのように認識認識認識認識していしていしていしてい
るかるかるかるか。。。。

((((5555)))) 県政運営県政運営県政運営県政運営についてについてについてについて
　県政　県政　県政　県政をををを県内県内県内県内外外外外にににに開放開放開放開放しししし、、、、多多多多彩彩彩彩なななな人人人人材材材材のののの助助助助言言言言がががが受受受受けられるようけられるようけられるようけられるよう幅広幅広幅広幅広くくくくブレブレブレブレーン・ーン・ーン・ーン・トトトトララララストストストストをををを組組組組
織織織織したらどうかしたらどうかしたらどうかしたらどうか。。。。

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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地のあのあのあのありりりり方方方方についてのについてのについてのについての所所所所見見見見

((((2222)))) 普天間移設問題普天間移設問題普天間移設問題普天間移設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設についてのについてのについてのについての所所所所見見見見をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ １１１１月月月月のののの名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙、、、、11111111月月月月のののの知事選知事選知事選知事選いいいいずずずずれもれもれもれも圧圧圧圧倒倒倒倒的的的的にににに移設移設移設移設反反反反対対対対をををを掲掲掲掲げげげげたたたた候補者候補者候補者候補者がががが勝勝勝勝
利利利利したしたしたした。。。。またまたまたまた県民世県民世県民世県民世論論論論調調調調査査査査でもでもでもでも77770000％％％％～～～～88880000％％％％がががが反反反反対対対対であるであるであるである。。。。知事知事知事知事としてまとしてまとしてまとしてまずずずずやるべきことはやるべきことはやるべきことはやるべきことは
これらこれらこれらこれら県内県内県内県内のののの県民意県民意県民意県民意志志志志をををを内内内内外外外外にににに周周周周知知知知ささささせせせせることではないかとることではないかとることではないかとることではないかと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

ｳｳｳｳ 埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認のののの過過過過程程程程をををを検証検証検証検証するためのするためのするためのするための機機機機関関関関はいかようなものかはいかようなものかはいかようなものかはいかようなものか。。。。

ｴｴｴｴ 海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの駐留駐留駐留駐留やややや抑抑抑抑止止止止力力力力等等等等についてについてについてについて県内県内県内県内外外外外のののの専門専門専門専門家家家家ででででチチチチーーーームムムムをつくをつくをつくをつくりりりり、、、、そのそのそのその不不不不当当当当性性性性につにつにつにつ
いていていていて内内内内外外外外にににに発発発発信信信信するべきではないかするべきではないかするべきではないかするべきではないか。。。。

ｵｵｵｵ 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県沖縄県沖縄県沖縄県のののの民意民意民意民意についてについてについてについて早急早急早急早急にににに説説説説明明明明するするするする必必必必要要要要があるがどうかがあるがどうかがあるがどうかがあるがどうか。。。。

ｶｶｶｶ 米米米米国国国国やややや国国国国際社際社際社際社会会会会へのへのへのへの訴訴訴訴えについてはえについてはえについてはえについては十十十十分分分分タイミタイミタイミタイミンンンンググググをはかをはかをはかをはかりりりりながらながらながらながら有有有有効効効効的的的的にににに行行行行うううう必必必必要要要要がががが
あるあるあるある。。。。またまたまたまたハハハハワイワイワイワイやややや米米米米本土本土本土本土のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県系系系系米米米米国国国国人人人人とのとのとのとの連連連連携携携携もももも図図図図るべきであるとるべきであるとるべきであるとるべきであると思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。
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見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。

ｷｷｷｷ ワワワワシシシシンンンントトトトンにンにンにンに沖縄事沖縄事沖縄事沖縄事務務務務所所所所をををを設設設設置置置置しししし情報情報情報情報収収収収集集集集にににに当当当当たるたるたるたる必必必必要要要要があるがどうかがあるがどうかがあるがどうかがあるがどうか。。。。

ｸｸｸｸ アアアアメメメメリリリリカカカカののののキャロラキャロラキャロラキャロライイイイン・ン・ン・ン・ケネディケネディケネディケネディーーーー駐駐駐駐日日日日大大大大使使使使とのとのとのとの面面面面談談談談をををを求求求求めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

3333 「「「「アアアアジジジジアアアアのののの中中中中のののの沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの独独独独特特特特なななな歴史歴史歴史歴史やややや文文文文化化化化をををを生生生生かしかしかしかし、、、、中中中中国国国国やややや朝朝朝朝鮮鮮鮮鮮半島半島半島半島等等等等アアアアジジジジアアアア諸諸諸諸国国国国とのとのとのとの間間間間でででで、、、、経済経済経済経済、、、、文文文文化化化化
交交交交流流流流等等等等をををを積積積積極極極極的的的的にににに進進進進めるべきだとめるべきだとめるべきだとめるべきだと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

((((2222)))) 「「「「尖閣尖閣尖閣尖閣」」」」問題問題問題問題についてもについてもについてもについても沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県としてのとしてのとしてのとしての役役役役割割割割をををを果果果果たすことがたすことがたすことがたすことが可能可能可能可能だとだとだとだと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

4444 観観観観光光光光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)))) 観観観観光光光光入入入入域域域域客客客客のののの増増増増加加加加にににに比比比比してしてしてして個個個個人消費人消費人消費人消費額額額額がががが減減減減少少少少しているしているしているしている。。。。質質質質のののの向向向向上上上上についてについてについてについて抜抜抜抜本的本的本的本的なななな政政政政
策展策展策展策展開開開開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。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの客客客客数主数主数主数主義義義義からのからのからのからの転換転換転換転換がががが求求求求められているとめられているとめられているとめられていると思思思思うがどううがどううがどううがどう
かかかか。。。。

((((2222)))) カカカカジジジジノノノノ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。。。。

5555 県土県土県土県土のののの有有有有効効効効利利利利用用用用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――――名護間名護間名護間名護間をををを１１１１時間時間時間時間でででで結結結結ぶぶぶぶ鉄鉄鉄鉄道道道道のののの導導導導入入入入はははは中中中中南南南南部部部部のののの過過過過密密密密とととと名護名護名護名護ヤヤヤヤンンンンババババルルルル地地地地域域域域のののの過過過過疎疎疎疎をををを
同同同同時時時時にににに解消解消解消解消することにすることにすることにすることに資資資資するするするする。。。。鉄鉄鉄鉄道導道導道導道導入入入入にかけるにかけるにかけるにかける知事知事知事知事のののの決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは大大大大小小小小111160606060のののの島々島々島々島々がががが東東東東西西西西約約約約1111000000000000キロメキロメキロメキロメーーーートトトトルルルル、、、、南南南南北北北北約約約約444400000000キロメキロメキロメキロメーーーートトトトルのルのルのルの海海海海域域域域にににに点点点点
在在在在するがするがするがするが、、、、それはまさにそれはまさにそれはまさにそれはまさに何何何何ものにもかえがたいものにもかえがたいものにもかえがたいものにもかえがたい宝宝宝宝物物物物であるであるであるである。。。。離島離島離島離島のののの振興振興振興振興をををを県県県県全体全体全体全体のののの発展発展発展発展にににに
どうどうどうどう結結結結びびびびつけていくかつけていくかつけていくかつけていくか。。。。



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26262626年第年第年第年第6666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))))

12121212月月月月16161616    日日日日((((火火火火))))

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

5555 19191919分分分分 金城金城金城金城　　　　　　　　勉勉勉勉（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 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)))) 県知事選挙県知事選挙県知事選挙県知事選挙及及及及びびびび衆院選挙衆院選挙衆院選挙衆院選挙のののの結果結果結果結果をどうをどうをどうをどう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。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンについてのビジョンについてのビジョンについてのビジョン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。。。。

((((3333)))) ２２２２期期期期８８８８年間年間年間年間のののの仲井眞県政仲井眞県政仲井眞県政仲井眞県政のののの評価評価評価評価をををを伺伺伺伺うううう（（（（経済振興経済振興経済振興経済振興、、、、観観観観光光光光振興振興振興振興、、、、雇雇雇雇用問題用問題用問題用問題、、、、子育子育子育子育てててて支支支支援援援援、、、、離離離離
島振興島振興島振興島振興、、、、予算予算予算予算確保等確保等確保等確保等々々々々）。）。）。）。

((((4444)))) 憲法観憲法観憲法観憲法観についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ＧＧＧＧＨＨＨＨＱＱＱＱによるによるによるによる「「「「押押押押しつけしつけしつけしつけ憲法憲法憲法憲法」」」」とのとのとのとの評価評価評価評価についてについてについてについて認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 護護護護憲憲憲憲、、、、改憲改憲改憲改憲などいなどいなどいなどいろろろろいいいいろろろろなななな議議議議論論論論のあるのあるのあるのある憲法憲法憲法憲法についてについてについてについて認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 立立立立憲主憲主憲主憲主義義義義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。。。。

ｴｴｴｴ 「「「「戦戦戦戦後後後後レレレレジージージージームムムムからのからのからのからの脱却脱却脱却脱却」」」」についてについてについてについて認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 日米日米日米日米関係関係関係関係についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 日米同日米同日米同日米同盟盟盟盟のののの評価評価評価評価とととと認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 将来将来将来将来のののの「「「「あるべきあるべきあるべきあるべき日米日米日米日米関係関係関係関係」」」」をどうをどうをどうをどう考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

((((6666)))) 日中日中日中日中関係関係関係関係についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 関係関係関係関係改改改改善善善善へのへのへのへの考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 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についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「誇誇誇誇りりりりあるあるあるある豊豊豊豊ささささ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの未未未未来来来来へへへへ夢夢夢夢がががが広広広広がるがるがるがる11110000ののののＹＹＹＹＥＥＥＥＳＳＳＳ」」」」及及及及びびびび選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約のののの特特特特徴徴徴徴はははは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 基地問題以基地問題以基地問題以基地問題以外外外外のののの仲井眞県政仲井眞県政仲井眞県政仲井眞県政がががが進進進進めてきためてきためてきためてきた政政政政策策策策とのとのとのとの違違違違いはいはいはいは何何何何かかかか。。。。

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移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設へのへのへのへの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 普天間移設問題普天間移設問題普天間移設問題普天間移設問題のののの危険危険危険危険性性性性除去除去除去除去をいかにをいかにをいかにをいかに進進進進めるかめるかめるかめるか。。。。

((((3333)))) 在在在在沖沖沖沖米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地のののの整整整整理理理理縮小縮小縮小縮小をいかにをいかにをいかにをいかに進進進進めるかめるかめるかめるか。。。。

4444 財財財財政基政基政基政基盤盤盤盤のののの確保確保確保確保についてについてについてについて

((((1111)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金制度制度制度制度のののの継継継継続続続続はははは可能可能可能可能かかかか。。。。

((((2222)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金制度制度制度制度はははは沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの優優優優遇遇遇遇措措措措置置置置かかかか認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの地方交付地方交付地方交付地方交付税税税税、、、、国国国国庫庫庫庫支支支支出出出出金金金金などのなどのなどのなどの財財財財政支政支政支政支援援援援についてについてについてについて、、、、他他他他のののの都都都都道道道道府県府県府県府県とのとのとのとの比比比比較較較較でででで
どうどうどうどう評価評価評価評価しているかしているかしているかしているか。。。。

((((4444)))) 県民県民県民県民１１１１人人人人当当当当たたたたりりりりのののの財財財財政支政支政支政支援額援額援額援額をををを他他他他のののの都都都都道道道道府県府県府県府県とのとのとのとの比比比比較較較較でどうでどうでどうでどう評価評価評価評価しているかしているかしているかしているか。。。。

5555 子子子子ども・ども・ども・ども・子育子育子育子育てててて支支支支援援援援新新新新制度制度制度制度についてについてについてについて

((((1111)))) 新新新新制度制度制度制度へのへのへのへの移行移行移行移行によってによってによってによって、、、、対対対対象象象象児童児童児童児童数数数数とととと受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制のののの整備整備整備整備はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) ５５５５歳児歳児歳児歳児問題問題問題問題についてについてについてについて対対対対応応応応はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園でのでのでのでの受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制はどうかはどうかはどうかはどうか（（（（スタッフスタッフスタッフスタッフ確保確保確保確保、、、、予算予算予算予算、、、、延延延延長時間長時間長時間長時間、、、、土土土土日日日日のののの対対対対応応応応等等等等々々々々）。）。）。）。

6666 国保国保国保国保財財財財政政政政についてについてについてについて
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((((1111)))) 国保運営国保運営国保運営国保運営のののの都都都都道道道道府県府県府県府県へのへのへのへの移移移移管管管管のののの理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 国保国保国保国保のののの財財財財政政政政上上上上のののの構造構造構造構造問題問題問題問題とととと解解解解決決決決のののの方方方方策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 移移移移管管管管後後後後のののの県県県県とととと市市市市町町町町村村村村のののの役役役役割割割割はどうはどうはどうはどう変変変変わわわわるかるかるかるか。。。。

((((4444)))) 戦戦戦戦争争争争のののの影響影響影響影響によるによるによるによる本県本県本県本県のののの国保国保国保国保のののの財財財財政支政支政支政支援援援援についてについてについてについて国国国国のののの対対対対応応応応はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

7777 カカカカジジジジノノノノをををを含含含含むむむむ統統統統合合合合リリリリゾゾゾゾーーーートトトトのののの誘誘誘誘致致致致についてについてについてについて認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 危険危険危険危険ドドドドララララッッッッググググのののの現現現現状状状状とととと対対対対策策策策（（（（条条条条例制例制例制例制定定定定などなどなどなど））））についてについてについてについて
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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6666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))))

12121212月月月月16161616    日日日日((((火火火火))))

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

6666 11115555分分分分 渡久地渡久地渡久地渡久地　　　　修修修修（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 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 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)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの保革保革保革保革のののの対立対立対立対立をををを乗乗乗乗りりりり越越越越ええええ、「、「、「、「建白書建白書建白書建白書」」」」実現実現実現実現でででで一一一一致致致致してしてしてして翁長県政翁長県政翁長県政翁長県政がががが誕誕誕誕生生生生したしたしたした。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄
のののの苦難苦難苦難苦難のののの歴史歴史歴史歴史のののの中中中中からからからから芽芽芽芽生生生生ええええ、、、、これからのこれからのこれからのこれからの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの未未未未来来来来をををを切切切切りりりり開開開開くくくく力力力力にににに発展発展発展発展ささささせせせせることがることがることがることが大大大大
事事事事だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、知事知事知事知事ののの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。。。。

((((2222)))) 今今今今度度度度のののの選挙結果選挙結果選挙結果選挙結果はははは、、、、辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設についてについてについてについて県民県民県民県民はきっはきっはきっはきっぱぱぱぱりりりりととととノノノノーのーのーのーの審判審判審判審判をををを下下下下したとしたとしたとしたと
思思思思うがうがうがうが、、、、知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙、、、、名護市議選挙名護市議選挙名護市議選挙名護市議選挙にににに続続続続きききき県知事選挙県知事選挙県知事選挙県知事選挙、、、、名護県議補名護県議補名護県議補名護県議補欠欠欠欠選挙選挙選挙選挙でもでもでもでも名護市民名護市民名護市民名護市民、、、、県県県県
民民民民のののの審判審判審判審判はははは明確明確明確明確であるであるであるである。。。。政府政府政府政府がやるべきことはがやるべきことはがやるべきことはがやるべきことは、、、、辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設をををを断念断念断念断念しししし、、、、普天間基普天間基普天間基普天間基
地地地地のののの米米米米本国本国本国本国へのへのへのへの撤撤撤撤退退退退をををを米米米米国政府国政府国政府国政府とととと交交交交渉渉渉渉することではないかすることではないかすることではないかすることではないか。「。「。「。「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを粛粛粛粛々々々々とととと進進進進めめめめ
るるるる」」」」というというというという政府政府政府政府のののの姿勢姿勢姿勢姿勢はははは、、、、選挙結果選挙結果選挙結果選挙結果をををを否定否定否定否定しししし民民民民主主主主主主主主義義義義をををを否定否定否定否定するものであるするものであるするものであるするものである。。。。知事知事知事知事のののの認識認識認識認識
をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 県民県民県民県民のののの民意民意民意民意をををを直直直直接接接接米米米米国国国国とととと国国国国連連連連などなどなどなど国国国国際社際社際社際社会会会会にににに訴訴訴訴えることがえることがえることがえることが重重重重要要要要だだだだ。。。。知事知事知事知事のののの見見見見解解解解とととと計計計計画画画画をををを
問問問問うううう。。。。

((((5555)))) これまでこれまでこれまでこれまで、、、、在在在在日日日日大大大大使使使使館館館館をををを通通通通してしてしてして世世世世界界界界のののの国国国国にににに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知知知知ららららせせせせるるるるパパパパンンンンフフフフレレレレットットットットをををを郵郵郵郵
送送送送したことがあるがしたことがあるがしたことがあるがしたことがあるが、、、、再再再再度度度度、、、、基地基地基地基地のののの実実実実態態態態、、、、辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地反反反反対対対対のののの県民県民県民県民のののの民意民意民意民意、、、、翁長県政翁長県政翁長県政翁長県政のののの
立場立場立場立場ををををパパパパンンンンフフフフレレレレットットットットにしてにしてにしてにして郵送郵送郵送郵送すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。至急至急至急至急行行行行うよううよううよううよう求求求求めるめるめるめる。。。。

((((6666)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの辺野古辺野古辺野古辺野古埋埋埋埋立立立立工法変更申請工法変更申請工法変更申請工法変更申請のののの承承承承認認認認、、、、押押押押しししし逃逃逃逃げげげげ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問問問問うううう。。。。

((((7777)))) 政府政府政府政府はははは、、、、民意民意民意民意にににに従従従従いいいい辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを断念断念断念断念すべきであるがすべきであるがすべきであるがすべきであるが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも進進進進めるというのであれめるというのであれめるというのであれめるというのであれ
ばばばば、、、、知事知事知事知事のののの権権権権限限限限をををを最最最最大大大大限限限限行行行行使使使使してしてしてして阻止阻止阻止阻止すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

((((8888)))) 環境環境環境環境アアアアセセセセススススはははは、、、、オオオオススススプレプレプレプレイイイイのののの配備配備配備配備でででで前前前前提提提提条条条条件件件件そのものがそのものがそのものがそのものが崩崩崩崩れれれれ、、、、ややややりりりり直直直直すべきものであるすべきものであるすべきものであるすべきものである。。。。まままま
たたたた、「、「、「、「環境環境環境環境保保保保全全全全はははは不不不不可能可能可能可能」」」」とととと知事意見知事意見知事意見知事意見をををを出出出出したにもかかしたにもかかしたにもかかしたにもかかわわわわららららずずずず、「、「、「、「環境環境環境環境保保保保全全全全へのへのへのへの懸懸懸懸念念念念はははは拭拭拭拭
えないえないえないえない」」」」にににに変変変変わりわりわりわり、、、、最最最最終終終終的的的的にににに埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、一一一一連連連連のののの手続手続手続手続はははは整整整整合性合性合性合性がとれてなくがとれてなくがとれてなくがとれてなく
不不不不透透透透明明明明であるであるであるである。。。。しっかしっかしっかしっかりりりりとしたとしたとしたとした検証検証検証検証がががが必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((9999)))) 検証検証検証検証のののの結果結果結果結果、、、、瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵があればがあればがあればがあれば取取取取りりりり消消消消しできるしできるしできるしできる。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、県知事選挙県知事選挙県知事選挙県知事選挙のののの結果結果結果結果はははは、、、、承承承承認後認後認後認後にににに新新新新たたたた
にににに生生生生じじじじたたたた事事事事態態態態であであであでありりりり、、、、公公公公益益益益にににに照照照照らしてらしてらしてらして埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認をををを撤回撤回撤回撤回できるとのできるとのできるとのできるとの判断判断判断判断もももも成成成成りりりり立立立立つとつとつとつと思思思思うがうがうがうが見見見見
解解解解をををを問問問問うううう。。。。

((((11110000))))辺野古辺野古辺野古辺野古のののの基地基地基地基地はははは巨巨巨巨大大大大なななな新基地新基地新基地新基地になることについてのになることについてのになることについてのになることについての認識認識認識認識についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 面積面積面積面積はははは普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの３３３３分分分分のののの１１１１になるというがになるというがになるというがになるというが、、、、それはそれはそれはそれは飛行場飛行場飛行場飛行場エリアエリアエリアエリアだけのだけのだけのだけの単純単純単純単純なななな比比比比較較較較でででで
あああありりりり県民県民県民県民だましのだましのだましのだましのトリックトリックトリックトリックであるであるであるである。。。。埋埋埋埋めめめめ立立立立てられるてられるてられるてられる飛行場飛行場飛行場飛行場エリアエリアエリアエリアとととと陸陸陸陸上上上上部部部部のののの弾薬庫弾薬庫弾薬庫弾薬庫エリアエリアエリアエリア、、、、
キャキャキャキャンンンンププププ・・・・シュシュシュシュワワワワブブブブのののの演習演習演習演習場場場場エリアエリアエリアエリア、、、、大大大大規規規規模模模模なななな再再再再編編編編がががが計計計計画画画画されているされているされているされている兵兵兵兵舎舎舎舎エリアエリアエリアエリアなどなどなどなど既存既存既存既存
施施施施設設設設とととと一一一一体化体化体化体化されるためにされるためにされるためにされるために実実実実際際際際のののの面積面積面積面積はははは５５５５倍倍倍倍にににに膨膨膨膨れれれれ上上上上がることになるがることになるがることになるがることになる。。。。見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄沖縄沖縄沖縄にににに駐留駐留駐留駐留するするするする海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊はははは日日日日本本本本とととと沖縄沖縄沖縄沖縄をををを守守守守るるるる軍軍軍軍隊隊隊隊ではないではないではないではない。。。。第第第第３３３３海兵海兵海兵海兵遠征遠征遠征遠征軍軍軍軍のののの名名名名のとおのとおのとおのとおりりりり
世世世世界界界界へのへのへのへの侵略侵略侵略侵略のののの殴殴殴殴りりりり込込込込みのみのみのみの軍軍軍軍隊隊隊隊であるであるであるである。。。。見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。

ｳｳｳｳ 辺野古辺野古辺野古辺野古のののの新基地新基地新基地新基地はははは滑走路滑走路滑走路滑走路がががが１１１１本本本本からからからから２２２２本本本本ににににふふふふええええ、、、、普天間普天間普天間普天間になかったになかったになかったになかった弾薬搭載弾薬搭載弾薬搭載弾薬搭載エリアエリアエリアエリアとととと軍軍軍軍
港港港港もつくられるもつくられるもつくられるもつくられる。。。。飛行場飛行場飛行場飛行場とととと弾薬庫弾薬庫弾薬庫弾薬庫とととと軍軍軍軍港港港港とととと兵兵兵兵たたたたんんんん基地基地基地基地とととと演習演習演習演習場場場場がががが一一一一体化体化体化体化したしたしたした米軍米軍米軍米軍のののの持持持持っっっっ
ているているているている機機機機能能能能をををを全全全全てててて集中集中集中集中したしたしたした、、、、文字文字文字文字どおどおどおどおりりりり世世世世界界界界でもここしかないでもここしかないでもここしかないでもここしかない、、、、すすすすぐぐぐぐにににに出出出出撃撃撃撃できるできるできるできる第第第第３３３３海海海海
兵兵兵兵遠征遠征遠征遠征軍軍軍軍のののの侵略侵略侵略侵略のののの基地基地基地基地になるになるになるになる。。。。見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。

ｴｴｴｴ 耐耐耐耐用年用年用年用年数数数数222200000000年年年年のののの基地基地基地基地であるであるであるである。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄にににに米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地をあとをあとをあとをあと222200000000年年年年固固固固定定定定化化化化ささささせせせせていいのかていいのかていいのかていいのか。。。。

ｵｵｵｵ 辺野古辺野古辺野古辺野古にににに計計計計画画画画されているされているされているされている軍軍軍軍港港港港にはにはにはには、、、、米軍米軍米軍米軍のののの強強強強襲揚陸艦襲揚陸艦襲揚陸艦襲揚陸艦がががが接接接接岸岸岸岸できるできるできるできる。。。。強強強強襲揚陸艦襲揚陸艦襲揚陸艦襲揚陸艦とはとはとはとは
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どのようなどのようなどのようなどのような目的目的目的目的とととと役役役役割割割割をををを持持持持ったったったった軍軍軍軍艦艦艦艦なのかなのかなのかなのか。。。。またまたまたまた、、、、米軍米軍米軍米軍のののの最最最最新新新新鋭鋭鋭鋭のののの強強強強襲揚陸艦襲揚陸艦襲揚陸艦襲揚陸艦のののの規規規規模模模模とととと
性能性能性能性能についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((11111111))))沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地はははは、、、、占領占領占領占領中中中中にににに勝手勝手勝手勝手にににに奪奪奪奪いいいい取取取取りりりり、、、、戦戦戦戦争争争争がががが終終終終わわわわってもってもってもっても居居居居座座座座りりりり続続続続けけけけ、、、、銃剣銃剣銃剣銃剣ととととブブブブ
ルルルルドドドドーーーーザザザザーでーでーでーで奪奪奪奪いいいい取取取取ったものではないかったものではないかったものではないかったものではないか。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地のののの形形形形成成成成過過過過程程程程とととと普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの形形形形
成成成成過過過過程程程程についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((12121212))))普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地はははは閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去してしてしてして当当当当然然然然であるであるであるである。。。。アアアアメメメメリリリリカカカカ本国本国本国本国へのへのへのへの撤撤撤撤退退退退をををを求求求求めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。

((((13131313))))米軍米軍米軍米軍占領占領占領占領下下下下でのでのでのでの主主主主席席席席公選公選公選公選でででで屋良屋良屋良屋良朝朝朝朝苗苗苗苗氏氏氏氏のののの当選当選当選当選、、、、祖祖祖祖国国国国復帰復帰復帰復帰運動運動運動運動のののの高高高高ままままりりりりのののの中中中中、、、、米米米米国国国国はははは普普普普
天間基地天間基地天間基地天間基地のののの本国本国本国本国へのへのへのへの統統統統合合合合をををを検検検検討討討討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、、、、公公公公開開開開されたオーされたオーされたオーされたオーストストストストララララリアリアリアリアのののの公公公公電電電電でででで明明明明らららら
かになったかになったかになったかになった。。。。またまたまたまた、、、、99995555年年年年のののの少少少少女暴女暴女暴女暴行事行事行事行事件件件件にににに端端端端をををを発発発発したしたしたした県民県民県民県民のののの怒怒怒怒りりりりのののの前前前前にににに、、、、米米米米国国国国はははは米軍米軍米軍米軍基基基基
地地地地のののの大大大大幅幅幅幅縮小縮小縮小縮小とととと普天間普天間普天間普天間のののの本国本国本国本国統統統統合合合合をををを検検検検討討討討したことをしたことをしたことをしたことを、、、、当時当時当時当時のののの交交交交渉渉渉渉担担担担当者当者当者当者ののののモモモモンンンンデデデデールールールール在在在在
日米日米日米日米国大国大国大国大使使使使がががが回回回回顧顧顧顧でででで明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした。。。。いいいいずずずずれもれもれもれも日日日日本政府本政府本政府本政府がががが反反反反対対対対していたこともしていたこともしていたこともしていたことも判判判判明明明明したしたしたした。。。。昨昨昨昨
年年年年のののの仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事がががが埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承承承承認認認認しなければしなければしなければしなければ、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去にににに大大大大きなきなきなきな可能性可能性可能性可能性
がががが切切切切りりりり開開開開かれたとかれたとかれたとかれたと思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのその機機機機会会会会をををを仲井眞前知事仲井眞前知事仲井眞前知事仲井眞前知事がががが潰潰潰潰してしまったとしてしまったとしてしまったとしてしまったと思思思思うがうがうがうが、、、、見見見見解解解解をををを問問問問
うううう。。。。

((((14141414))))今回今回今回今回のののの翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの11110000万票差万票差万票差万票差でのでのでのでの勝利勝利勝利勝利はははは、、、、米米米米国国国国にににに県民県民県民県民のののの民意民意民意民意をををを突突突突きつけたものであきつけたものであきつけたものであきつけたものでありりりり、、、、米米米米
国議会国議会国議会国議会、、、、政府政府政府政府のののの中中中中でもでもでもでも辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設はははは困難困難困難困難とのとのとのとの見方見方見方見方がががが広広広広がっているとがっているとがっているとがっていると聞聞聞聞くがくがくがくが、「、「、「、「普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地
のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設断念断念断念断念」」」」のののの可能性可能性可能性可能性をををを大大大大きくきくきくきく切切切切りりりり開開開開いたものであるいたものであるいたものであるいたものである。。。。このことをこのことをこのことをこのことを正面正面正面正面
からからからから日米両日米両日米両日米両政府政府政府政府にににに求求求求めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。

((((11115555))))高江高江高江高江ののののヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設にににに反反反反対対対対しししし、、、、工工工工事事事事のののの中中中中止止止止をををを求求求求めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。

2222 米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地はははは沖縄沖縄沖縄沖縄経済発展経済発展経済発展経済発展のののの大大大大きなきなきなきな阻阻阻阻害害害害要要要要因因因因であるであるであるである。。。。基地基地基地基地をなくしてこそをなくしてこそをなくしてこそをなくしてこそ沖縄沖縄沖縄沖縄経済経済経済経済はははは発展発展発展発展すすすす
るとるとるとると思思思思うがうがうがうが、、、、見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。

3333 米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地返返返返還還還還跡跡跡跡地地地地のののの経済経済経済経済効効効効果果果果とととと、、、、これからこれからこれからこれから返返返返還還還還されるされるされるされる基地基地基地基地のののの経済経済経済経済波波波波及及及及効効効効果等果等果等果等のののの再再再再調調調調査査査査をををを求求求求
めてきたがめてきたがめてきたがめてきたが、、、、進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

4444 66669999年前年前年前年前のののの沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦でででで多多多多くのくのくのくの命命命命がががが奪奪奪奪わわわわれたれたれたれた。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの県政県政県政県政にににに携携携携わわわわるるるる者者者者のののの大大大大きなきなきなきな使使使使命命命命のののの一一一一つにつにつにつに、、、、絶絶絶絶
対対対対にににに戦戦戦戦争争争争をさをさをさをさせせせせてはならないということがあるとてはならないということがあるとてはならないということがあるとてはならないということがあると思思思思うがうがうがうが、、、、新知事新知事新知事新知事のののの見見見見解解解解をををを問問問問うううう。。。。またまたまたまた、、、、来来来来年年年年はははは悲悲悲悲
惨惨惨惨なななな沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦からからからから77770000周周周周年年年年のののの年年年年にににに当当当当たるたるたるたる。。。。戦戦戦戦争争争争体体体体験験験験者者者者がががが年年年年々々々々少少少少なくなっていくもとでなくなっていくもとでなくなっていくもとでなくなっていくもとで、、、、来来来来年年年年のののの１１１１
年間年間年間年間をををを平和平和平和平和なななな年年年年としてとしてとしてとして位位位位置置置置づづづづけてけてけてけて、、、、県県県県とととと教育教育教育教育庁庁庁庁、、、、市市市市町町町町村村村村とととと連連連連携携携携しししし後世後世後世後世にににに伝伝伝伝えていくさまざまなえていくさまざまなえていくさまざまなえていくさまざまな
取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを積積積積極極極極的的的的にににに行行行行うべきであるうべきであるうべきであるうべきである。。。。

5555 子供子供子供子供のののの通通通通院院院院医療医療医療医療費費費費のののの中中中中学学学学校校校校までのまでのまでのまでの無無無無料化料化料化料化についてについてについてについて、、、、県内自治県内自治県内自治県内自治体体体体のののの実実実実施施施施状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
県県県県がががが主体主体主体主体となってとなってとなってとなって市市市市町町町町村村村村とととと協力協力協力協力しししし全全全全県的県的県的県的にににに実実実実施施施施すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

6666 33330000人人人人学級学級学級学級をををを全全全全てのてのてのての学学学学年年年年でででで実実実実施施施施すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。またまたまたまた、、、、現現現現在在在在実実実実施施施施しているしているしているしている学学学学年年年年でもでもでもでも教教教教室室室室がががが不不不不足足足足しししし
てててて未未未未実実実実施施施施というというというという学学学学校校校校がないようにがないようにがないようにがないように、、、、次次次次年年年年度度度度にににに向向向向けけけけ今今今今からからからから対対対対策策策策をとるべきであるをとるべきであるをとるべきであるをとるべきである。。。。

7777 待待待待機児童機児童機児童機児童解消解消解消解消のためにはのためにはのためにはのためには保保保保育園育園育園育園ををををふふふふやすやすやすやす必必必必要要要要があるががあるががあるががあるが、、、、具体具体具体具体的的的的なななな計計計計画画画画をををを問問問問うううう。。。。

8888 沖縄本沖縄本沖縄本沖縄本島島島島縦縦縦縦貫貫貫貫鉄鉄鉄鉄道道道道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

9999 本県本県本県本県のののの農農農農業業業業をををを初初初初めめめめ、、、、産業産業産業産業にににに打撃打撃打撃打撃をををを与与与与えるえるえるえるＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交交交交渉渉渉渉からからからから脱脱脱脱退退退退するようにするようにするようにするように政府政府政府政府にににに求求求求めるべきでめるべきでめるべきでめるべきで
あるあるあるある。。。。


