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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28282828年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月24242424    日日日日((((水水水水))))

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

1111 31313131分分分分 新田新田新田新田　　　　宜明宜明宜明宜明（（（（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)))) 昨年昨年昨年昨年のののの９９９９月月月月にににに自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの集団的自衛権行使集団的自衛権行使集団的自衛権行使集団的自衛権行使をををを可能可能可能可能とするとするとするとする安全保障関連法安全保障関連法安全保障関連法安全保障関連法（（（（いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる戦争戦争戦争戦争
法法法法））））がががが安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権のののの与党与党与党与党によってによってによってによって強行採決強行採決強行採決強行採決されされされされ成立成立成立成立したしたしたした。。。。多多多多くのくのくのくの憲法学者憲法学者憲法学者憲法学者がががが解釈改憲解釈改憲解釈改憲解釈改憲にににに反反反反
対対対対しししし、、、、若者若者若者若者やややや国民国民国民国民からからからから強強強強いいいい批判批判批判批判をををを受受受受けながらけながらけながらけながら強行成立強行成立強行成立強行成立させたものであるさせたものであるさせたものであるさせたものである。。。。戦後戦後戦後戦後70707070年間年間年間年間、、、、一一一一
人人人人たりともたりともたりともたりとも戦死者戦死者戦死者戦死者をををを出出出出さずさずさずさず殺殺殺殺すこともなかったすこともなかったすこともなかったすこともなかった日本日本日本日本がががが、、、、このこのこのこの安保法安保法安保法安保法のののの成立成立成立成立によってによってによってによって、、、、米軍米軍米軍米軍とととと
ともにともにともにともに自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊はははは世界中至世界中至世界中至世界中至るところでるところでるところでるところで直接戦闘行為直接戦闘行為直接戦闘行為直接戦闘行為にににに参加参加参加参加できるようになりできるようになりできるようになりできるようになり、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの平和平和平和平和
国家国家国家国家からからからから戦争戦争戦争戦争のできるのできるのできるのできる国国国国にににに変質変質変質変質したしたしたした。。。。このようなこのようなこのようなこのような国国国国のののの形形形形がががが変変変変わっていくわっていくわっていくわっていく状況状況状況状況にににに対対対対しししし知事知事知事知事のののの
思思思思いやいやいやいや所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 代執行訴訟代執行訴訟代執行訴訟代執行訴訟、、、、抗告訴訟抗告訴訟抗告訴訟抗告訴訟、、、、係争委訴訟係争委訴訟係争委訴訟係争委訴訟のののの３３３３つのつのつのつの裁判裁判裁判裁判をををを県県県県はははは抱抱抱抱えているえているえているえている。。。。代執行訴訟代執行訴訟代執行訴訟代執行訴訟でででで裁判裁判裁判裁判
長長長長はははは和解案和解案和解案和解案をををを示示示示しししし、、、、そのそのそのその和解案和解案和解案和解案のうちのうちのうちのうち、、、、国国国国がががが訴訟訴訟訴訟訴訟をををを取取取取りりりり下下下下げてげてげてげて工事工事工事工事をををを中断中断中断中断しししし、、、、県県県県とととと協議協議協議協議すすすす
るようにるようにるようにるように求求求求めためためためた暫定案暫定案暫定案暫定案にににに知事知事知事知事はははは、、、、前向前向前向前向きなきなきなきな姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示したとしたとしたとしたと報報報報じているじているじているじている。。。。これにこれにこれにこれに対対対対するするするする見解見解見解見解をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ことしはことしはことしはことしは沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン基本計画基本計画基本計画基本計画のののの中間年中間年中間年中間年にににに当当当当たるたるたるたる。。。。新年度予算新年度予算新年度予算新年度予算はははは過去最高額過去最高額過去最高額過去最高額のののの
7542754275427542億円億円億円億円となっているとなっているとなっているとなっている。。。。県政県政県政県政のののの喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題であるであるであるである、、、、子供子供子供子供のののの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策やややや経済政策経済政策経済政策経済政策のののの中心中心中心中心でででで
あるアジアあるアジアあるアジアあるアジア経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて翁長県政翁長県政翁長県政翁長県政のカラーをのカラーをのカラーをのカラーを全面展開全面展開全面展開全面展開するするするする本格的本格的本格的本格的なななな予予予予
算算算算であるであるであるである。。。。知事知事知事知事がががが公約公約公約公約にににに掲掲掲掲げたげたげたげた「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの未来未来未来未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、、、、10101010ののののＹＥＳＹＥＳＹＥＳＹＥＳ!!!!!!!!」」」」のののの重点施策重点施策重点施策重点施策をををを、、、、
新年度予算新年度予算新年度予算新年度予算でどのようにでどのようにでどのようにでどのように反映反映反映反映させたかさせたかさせたかさせたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) ２２２２月月月月10101010日日日日のののの地地地地元紙元紙元紙元紙のののの報報報報道道道道によるとによるとによるとによると、、、、宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市のののの佐喜眞市佐喜眞市佐喜眞市佐喜眞市長長長長がががが、、、、４４４４月月月月にもにもにもにも訪訪訪訪米米米米しししし、、、、ワシワシワシワシンンンントトトトンンンン
のののの米政米政米政米政府府府府関係者関係者関係者関係者らにらにらにらに普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの固固固固定定定定化阻止化阻止化阻止化阻止をををを訴訴訴訴えるえるえるえる意意意意向向向向であるとであるとであるとであると伝伝伝伝えられているえられているえられているえられている。。。。
知事知事知事知事のののの受受受受けとめとけとめとけとめとけとめと、、、、知事自知事自知事自知事自身身身身のののの今今今今後後後後のののの訪訪訪訪米計画米計画米計画米計画のののの有無有無有無有無、、、、時時時時期期期期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 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)))) 北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮ミサイルミサイルミサイルミサイル発射発射発射発射にににに対対対対応応応応してしてしてして宮古島宮古島宮古島宮古島、、、、石垣島石垣島石垣島石垣島にににに緊緊緊緊急配備急配備急配備急配備されたされたされたされたＰＡＣＰＡＣＰＡＣＰＡＣ３３３３のののの役割役割役割役割はははは何何何何かかかか。。。。
ＰＡＣＰＡＣＰＡＣＰＡＣ３３３３はははは、、、、大気圏内大気圏内大気圏内大気圏内・・・・外外外外のどちらでのどちらでのどちらでのどちらで撃撃撃撃ちちちち落落落落とすのかとすのかとすのかとすのか、、、、標標標標的的的的ののののミサイルミサイルミサイルミサイルにににに命命命命中中中中するするするする確率確率確率確率、、、、命命命命
中中中中したしたしたした際際際際のののの高高高高低低低低によるによるによるによる被害被害被害被害のののの度度度度合合合合いはどうかいはどうかいはどうかいはどうか、、、、またまたまたまた自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊ミサイルミサイルミサイルミサイル基地基地基地基地のののの地地地地ならしというならしというならしというならしという声声声声
もももも聞聞聞聞こえるがこえるがこえるがこえるが、、、、県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 南西諸島南西諸島南西諸島南西諸島へのへのへのへの自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊ミサイルミサイルミサイルミサイル基地基地基地基地建設建設建設建設はははは観光産業観光産業観光産業観光産業、、、、離島振興離島振興離島振興離島振興にそにそにそにそぐぐぐぐわないのではないわないのではないわないのではないわないのではない
かかかか。。。。平平平平得大俣得大俣得大俣得大俣へのへのへのへの配備配備配備配備についてはについてはについてはについては近隣近隣近隣近隣のののの開開開開南南南南、、、、於茂登於茂登於茂登於茂登、、、、嵩田嵩田嵩田嵩田のののの３３３３地地地地区区区区がががが共同共同共同共同でででで配備配備配備配備にににに
反対反対反対反対するするするする抗議抗議抗議抗議文文文文をををを中中中中谷防谷防谷防谷防衛衛衛衛大臣大臣大臣大臣にににに提提提提出出出出しているしているしているしている。。。。島嶼配備島嶼配備島嶼配備島嶼配備にににに関関関関するするするする沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防衛衛衛衛局局局局のののの説明説明説明説明
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。。。。地地地地元元元元がががが反対反対反対反対していることにしていることにしていることにしていることに対対対対するするするする県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市長長長長選選選選でででで佐喜眞佐喜眞佐喜眞佐喜眞氏氏氏氏がががが再選再選再選再選されたされたされたされた。。。。佐喜眞佐喜眞佐喜眞佐喜眞氏氏氏氏はははは、、、、普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの「「「「固固固固定定定定化阻止化阻止化阻止化阻止」」」」
「「「「フェフェフェフェンンンンススススをををを取取取取っっっっ払払払払うううう」」」」とととと公約公約公約公約したしたしたした。。。。知事知事知事知事はははは国国国国にににに対対対対しししし５５５５年年年年以内以内以内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強強強強くくくく求求求求めているめているめているめている
のでのでのでので共同歩調共同歩調共同歩調共同歩調がとれるのではないかがとれるのではないかがとれるのではないかがとれるのではないか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 全日本全日本全日本全日本海員組合海員組合海員組合海員組合ではではではでは、、、、ことしのことしのことしのことしの１１１１月月月月15151515日日日日にににに「「「「民間民間民間民間船員船員船員船員をををを予予予予備備備備自衛自衛自衛自衛官補官補官補官補とすることにとすることにとすることにとすることに断断断断固固固固反反反反
対対対対するするするする申申申申しししし入入入入れれれれ」」」」をををを中中中中谷防谷防谷防谷防衛衛衛衛大臣大臣大臣大臣にににに行行行行っているっているっているっている。。。。
申申申申しししし入入入入れのれのれのれの内容内容内容内容はははは、、、、防防防防衛衛衛衛省省省省がががが平成平成平成平成22228888年度年度年度年度にににに、、、、九州九州九州九州・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄のののの防防防防衛衛衛衛をををを充充充充実実実実するいわゆるするいわゆるするいわゆるするいわゆる「「「「南南南南
西西西西シフトシフトシフトシフト」」」」にににに合合合合わせわせわせわせ、、、、有有有有事事事事にににに際際際際してのしてのしてのしての武器武器武器武器やややや人人人人員輸送員輸送員輸送員輸送をををを民間民間民間民間船舶船舶船舶船舶でででで補補補補うためにうためにうためにうために、、、、海上海上海上海上自衛自衛自衛自衛
隊隊隊隊でででで予予予予備備備備自衛自衛自衛自衛官官官官としてとしてとしてとして民間人民間人民間人民間人であるであるであるである船員船員船員船員をををを活用活用活用活用するするするする方針方針方針方針をををを示示示示しししし、、、、21212121人人人人をををを採採採採用用用用できるようできるようできるようできるよう予予予予
算案算案算案算案にににに盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだことにことにことにことに対対対対するするするする申申申申しししし入入入入れであるれであるれであるれである。。。。
さらにさらにさらにさらに、、、、次次次次のようにのようにのようにのように述述述述べべべべているているているている。。。。
「「「「さきのさきのさきのさきの太太太太平平平平洋洋洋洋戦争戦争戦争戦争ににににおおおおいてはいてはいてはいては、、、、民間民間民間民間船舶船舶船舶船舶やややや船員船員船員船員のののの大半大半大半大半がががが軍事軍事軍事軍事徴用徴用徴用徴用されされされされ、、、、物資物資物資物資やややや兵員兵員兵員兵員のののの
輸送輸送輸送輸送にににに従従従従事事事事したしたしたした結果結果結果結果、、、、１１１１万万万万5515515515518888隻隻隻隻のののの民間民間民間民間船舶船舶船舶船舶がががが撃沈撃沈撃沈撃沈されされされされ、、、、十四十四十四十四、、、、五歳五歳五歳五歳でででで徴用徴用徴用徴用されたされたされたされた少少少少年年年年
船員船員船員船員をををを含含含含むむむむ６６６６万万万万666600009999人人人人ものものものもの船員船員船員船員がががが犠牲犠牲犠牲犠牲となったとなったとなったとなった。。。。このこのこのこの６６６６万万万万人人人人余余余余のののの犠牲犠牲犠牲犠牲者者者者はははは、、、、軍人軍人軍人軍人のののの死死死死亡比亡比亡比亡比
率率率率をををを大大大大きくきくきくきく上回上回上回上回るものでありるものでありるものでありるものであり、、、、このようなこのようなこのようなこのような悲劇悲劇悲劇悲劇はははは二二二二度度度度とととと繰繰繰繰りりりり返返返返されてはならないされてはならないされてはならないされてはならない。。。。民間人民間人民間人民間人であであであであ
るるるる船員船員船員船員をををを予予予予備備備備自衛自衛自衛自衛官補官補官補官補とすることはとすることはとすることはとすることは、「、「、「、「事実事実事実事実上上上上のののの徴用徴用徴用徴用」」」」につながるとにつながるとにつながるとにつながると言言言言わわわわざざざざるをるをるをるを得得得得ずずずず、、、、本本本本組組組組
合合合合としてとしてとしてとして断断断断じてじてじてじて容認容認容認容認できないできないできないできない。」。」。」。」としているとしているとしているとしている。。。。



2

今今今今、、、、安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは中国中国中国中国脅威論脅威論脅威論脅威論をををを殊殊殊殊さらさらさらさら振振振振りかりかりかりかざざざざしししし、、、、軍事軍事軍事軍事力力力力強強強強化化化化をををを特特特特にこのにこのにこのにこの沖縄沖縄沖縄沖縄・・・・南西諸島南西諸島南西諸島南西諸島にににに
集中集中集中集中しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 1111999945454545年年年年６６６６月月月月からからからから10101010月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、米軍米軍米軍米軍はははは現現現現在在在在ののののキャキャキャキャンンンンプ・シュワブプ・シュワブプ・シュワブプ・シュワブ一一一一帯帯帯帯にににに伊江島伊江島伊江島伊江島・・・・本部本部本部本部・・・・今今今今
帰仁帰仁帰仁帰仁のののの住住住住民約民約民約民約2500250025002500人人人人をををを強強強強制収容制収容制収容制収容したしたしたした。。。。当時当時当時当時、、、、収容収容収容収容中中中中にににに亡亡亡亡くなられたくなられたくなられたくなられた方方方方はははは、、、、約約約約300300300300人人人人とととと言言言言わわわわ
れているれているれているれている。。。。同同同同基地基地基地基地内内内内にはにはにはには未未未未収骨収骨収骨収骨のののの遺骨遺骨遺骨遺骨がががが眠眠眠眠っているっているっているっている可能可能可能可能性性性性がががが高高高高いいいい。。。。関係者関係者関係者関係者らはらはらはらは、、、、基地基地基地基地内内内内
立立立立ちちちち入入入入りをしりをしりをしりをし、、、、遺骨遺骨遺骨遺骨のののの有無有無有無有無やややや埋葬埋葬埋葬埋葬地地地地特特特特定定定定のためののためののためののための調査調査調査調査がががが必必必必要要要要であるとであるとであるとであると訴訴訴訴えているえているえているえている。。。。遺族遺族遺族遺族にににに
対対対対するするするする聞聞聞聞きききき取取取取りやりやりやりや沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防衛衛衛衛局局局局にににに対対対対するするするする申申申申しししし入入入入れれれれ等等等等、、、、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。。。。

((((6666)))) 政政政政府府府府はははは去去去去るるるる１１１１月月月月22226666日日日日のののの閣閣閣閣議議議議でででで、、、、航空航空航空航空自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊那覇那覇那覇那覇基地基地基地基地にににに第第第第９９９９航空航空航空航空団団団団をををを１１１１月月月月31313131日日日日にににに新新新新設設設設するするするする
とととと決決決決めめめめ、、、、ＦＦＦＦ15151515戦闘戦闘戦闘戦闘機機機機をををを現現現現在在在在のののの20202020機機機機からからからから40404040機体制機体制機体制機体制になるとになるとになるとになると報報報報道道道道されているされているされているされている。。。。これまでこれまでこれまでこれまで豊豊豊豊見見見見城城城城
市市市市議会議会議会議会、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市議会議会議会議会ではではではでは、、、、自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊機機機機のののの事事事事故故故故ややややトトトトララララブルブルブルブルによるによるによるによる、、、、民間民間民間民間機機機機へのへのへのへの安全安全安全安全性性性性のののの懸念懸念懸念懸念
からからからから民間民間民間民間専用化専用化専用化専用化をををを求求求求めるめるめるめる決議決議決議決議をしてきたをしてきたをしてきたをしてきた。。。。今回今回今回今回ののののＦＦＦＦ15151515戦闘戦闘戦闘戦闘機機機機ががががふふふふえることでえることでえることでえることで事事事事故故故故ややややトトトトララララブブブブ
ルルルル、、、、観光客観光客観光客観光客へのへのへのへの影響影響影響影響がががが心心心心配配配配されるされるされるされる。。。。同同同同時時時時にににに、、、、爆音爆音爆音爆音公公公公害害害害ももももＦＦＦＦ15151515だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、最最最最近近近近はははは自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの
ヘリヘリヘリヘリがががが住宅住宅住宅住宅地地地地上空上空上空上空からからからから飛飛飛飛行行行行することがすることがすることがすることがふふふふえたためえたためえたためえたため、、、、苦情苦情苦情苦情ががががふふふふえているえているえているえている。。。。観光観光観光観光立県沖縄立県沖縄立県沖縄立県沖縄のののの玄玄玄玄
関関関関であるであるであるである那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港にこれにこれにこれにこれ以上以上以上以上、、、、軍軍軍軍用機用機用機用機のののの利用利用利用利用をををを認認認認めずめずめずめず、、、、民間民間民間民間専用空港専用空港専用空港専用空港へのへのへのへの転換転換転換転換をををを図図図図るよるよるよるよ
うううう政政政政府府府府にににに求求求求めるめるめるめるべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 去去去去るるるる１１１１月月月月22226666日日日日にににに伊江港伊江港伊江港伊江港にににに米米米米陸陸陸陸軍所軍所軍所軍所属属属属のののの揚揚揚揚陸陸陸陸艇艇艇艇２２２２隻隻隻隻がががが訓練訓練訓練訓練物資物資物資物資などのなどのなどのなどの輸送輸送輸送輸送のためのためのためのため入港入港入港入港しししし、、、、
県県県県道道道道をををを行軍行軍行軍行軍したとしたとしたとしたと報報報報じられているじられているじられているじられている。。。。これにこれにこれにこれに対対対対しししし、、、、伊江伊江伊江伊江村村村村議会議会議会議会はははは抗議決議抗議決議抗議決議抗議決議とととと意意意意見見見見書書書書をををを採採採採択択択択しししし
沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防衛衛衛衛局局局局にににに申申申申しししし入入入入れたれたれたれた。。。。ちちちちょょょょうどうどうどうど、、、、農作農作農作農作業業業業のののの繁忙繁忙繁忙繁忙期期期期でもありでもありでもありでもあり、、、、村村村村をををを往往往往来来来来するするするする住住住住民民民民やややや観光観光観光観光
客客客客にとってにとってにとってにとって迷惑迷惑迷惑迷惑であるであるであるである。。。。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。。。。

3333 福祉福祉福祉福祉・・・・保保保保健医療健医療健医療健医療についてについてについてについて

((((1111)))) 待待待待機機機機児童児童児童児童ゼロゼロゼロゼロをををを目指目指目指目指すすすす平成平成平成平成22229999年度年度年度年度末末末末がががが目目目目前前前前にににに迫迫迫迫っているっているっているっている。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみとととと市市市市町村町村町村町村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、、、、年年年年次次次次計画計画計画計画のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況、、、、保保保保育士育士育士育士のののの待遇待遇待遇待遇改改改改善善善善のののの施策施策施策施策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの母母母母子世子世子世子世帯割合帯割合帯割合帯割合はははは全国平全国平全国平全国平均均均均のののの２２２２倍倍倍倍以上以上以上以上でででで、、、、特特特特ににににＤＶＤＶＤＶＤＶなどによるなどによるなどによるなどによる母母母母子世子世子世子世帯帯帯帯をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれ
るるるる母母母母子子子子生生生生活活活活支援支援支援支援施施施施設設設設がががが県県県県内内内内にはにはにはには３３３３カカカカ所所所所しかないしかないしかないしかない。。。。関係者関係者関係者関係者らのらのらのらの団団団団体体体体はははは、、、、増増増増設設設設をををを求求求求めているめているめているめている。。。。
またまたまたまた、、、、子供子供子供子供のののの居居居居場場場場所所所所がががが少少少少ないことにないことにないことにないことに対対対対するするするする増増増増設設設設のののの要要要要望望望望がががが強強強強いいいい。。。。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。。。。

((((3333)))) ひひひひきこもりきこもりきこもりきこもり対策対策対策対策についてについてについてについて
　平成　平成　平成　平成22226666年度年度年度年度ににににおおおおけるけるけるけるひひひひきこもりにきこもりにきこもりにきこもりに関関関関するするするする相談件数相談件数相談件数相談件数はははは、、、、県県県県総総総総合合合合精神精神精神精神保保保保健福祉健福祉健福祉健福祉セセセセンンンンタタタターがーがーがーが
31313131件件件件、、、、県保県保県保県保健健健健所所所所がががが300300300300件件件件、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市保保保保健健健健所所所所がががが333366662222件件件件、、、、市市市市町村町村町村町村がががが333368686868件件件件、、、、子子子子どもどもどもども・・・・若者若者若者若者総総総総合合合合支支支支
援援援援セセセセンンンンタタタターがーがーがーが22228888件件件件でででで合合合合計計計計1010101089898989件件件件となっているとなっているとなっているとなっている。。。。このようなこのようなこのようなこのような現状現状現状現状にににに対対対対しししし、、、、県県県県はよりはよりはよりはより特化特化特化特化したしたしたした専専専専
門門門門的的的的なななな支援支援支援支援がががが必必必必要要要要とととと考考考考えるえるえるえる。。。。県県県県のののの施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 高高高高齢齢齢齢者者者者福祉福祉福祉福祉についてについてについてについて
　2040　2040　2040　2040年年年年までにまでにまでにまでに平平平平均寿均寿均寿均寿命命命命日本一日本一日本一日本一をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すためすためすためすため、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな施策施策施策施策がががが講講講講じられているじられているじられているじられている。。。。そのそのそのその
中中中中でもでもでもでも高高高高齢齢齢齢者者者者福祉福祉福祉福祉のののの課題課題課題課題はははは多多多多岐岐岐岐にわたるにわたるにわたるにわたる。。。。次次次次のことについてそののことについてそののことについてそののことについてその施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 高高高高齢齢齢齢者者者者のののの介護介護介護介護ササササービービービービススススのののの充充充充実実実実についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 認認認認知知知知症症症症対策対策対策対策についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 社社社社会参加会参加会参加会参加のののの促進促進促進促進についてについてについてについて

ｴｴｴｴ 地地地地域包括域包括域包括域包括ケケケケアアアアシスシスシスシステムテムテムテム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

ｵｵｵｵ 介護介護介護介護人人人人材材材材のののの確確確確保策保策保策保策についてについてについてについて

ｶｶｶｶ 特特特特別養護老別養護老別養護老別養護老人人人人ホホホホーーーームムムム等等等等のののの施施施施設設設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

((((5555)))) 県立県立県立県立北北北北部部部部病院病院病院病院はははは新年度新年度新年度新年度からからからから７７７７対対対対１１１１看護看護看護看護体制体制体制体制にににに移移移移行行行行するとしているするとしているするとしているするとしている。。。。今今今今後後後後のののの経経経経営営営営のののの見見見見通通通通しししし、、、、
並並並並びびびびにににに診療診療診療診療体制体制体制体制のののの整整整整備備備備、、、、充充充充実実実実、、、、医師医師医師医師のののの確確確確保保保保、、、、コメディコメディコメディコメディカカカカルルルルのののの体制体制体制体制整整整整備備備備のののの施策施策施策施策についてについてについてについて伺伺伺伺
うううう。。。。

((((6666)))) 新県立新県立新県立新県立八八八八重重重重山病院山病院山病院山病院のののの移移移移転転転転整整整整備備備備にににに向向向向けてのけてのけてのけての進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況、、、、医師医師医師医師確確確確保等保等保等保等のののの機機機機能能能能充充充充実実実実にににに向向向向けてのけてのけてのけての
取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 那覇市内那覇市内那覇市内那覇市内へのへのへのへの特特特特別支援別支援別支援別支援学学学学校校校校のののの設設設設置置置置についてについてについてについて県議会県議会県議会県議会でもでもでもでも満満満満場場場場一一一一致致致致でででで採採採採択択択択されたされたされたされた。。。。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。。。。

((((8888)))) ががががんんんん対策対策対策対策のののの強強強強化化化化についてについてについてについて
　本県　本県　本県　本県ににににおおおおいてはいてはいてはいては、、、、ががががんんんんはははは昭昭昭昭和和和和52525252年年年年からからからから死死死死因因因因のののの第第第第１１１１位位位位となっているとなっているとなっているとなっている。。。。そのそのそのその死死死死亡亡亡亡数数数数はははは年年年年々増々増々増々増
加加加加しているしているしているしている。。。。今今今今後後後後、、、、高高高高齢齢齢齢化化化化がががが進進進進行行行行するするするする状況状況状況状況をををを踏踏踏踏まえるとまえるとまえるとまえると、、、、ががががんんんんにににに罹患罹患罹患罹患するするするする人人人人やがやがやがやがんんんんでででで死死死死亡亡亡亡
するするするする人人人人はさらにはさらにはさらにはさらに増増増増加加加加することがすることがすることがすることが見見見見込込込込まれるまれるまれるまれる。。。。県県県県としてがとしてがとしてがとしてがんんんん対策対策対策対策のののの強強強強化化化化にににに向向向向けてどのようなけてどのようなけてどのようなけてどのような施施施施
策策策策をををを講講講講じているかじているかじているかじているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) 離島離島離島離島災災災災害害害害時等時等時等時等給水給水給水給水対策事対策事対策事対策事業業業業についてについてについてについて
　県　県　県　県内内内内のののの離島離島離島離島地地地地域域域域はははは海海海海をををを隔隔隔隔てているためてているためてているためてているため、、、、災災災災害害害害・・・・事事事事故故故故等等等等がががが発発発発生生生生したしたしたした際際際際はははは隣隣隣隣接接接接するするするする市市市市町村町村町村町村
からのからのからのからの応急応急応急応急給水給水給水給水がががが困困困困難難難難でありでありでありであり、、、、またまたまたまた、、、、水水水水資資資資源源源源にににに乏乏乏乏しくしくしくしく、、、、降雨降雨降雨降雨のののの状況状況状況状況によってはによってはによってはによっては、、、、給水給水給水給水制制制制限限限限
がががが実施実施実施実施されているされているされているされている現状現状現状現状であるであるであるである。。。。このこのこのこの現状現状現状現状をををを改改改改善善善善するためするためするためするため、、、、今今今今年度年度年度年度、、、、可可可可搬型搬型搬型搬型海海海海水淡水水淡水水淡水水淡水化化化化装装装装
置置置置をををを導導導導入入入入するするするする予算予算予算予算措置措置措置措置がががが講講講講じられているじられているじられているじられている。。。。そのそのそのその施策施策施策施策のののの内容内容内容内容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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((((10101010))))原原原原発発発発事事事事故故故故避難避難避難避難者者者者にににに対対対対するするするする公約公約公約公約支援支援支援支援についてについてについてについて
　県　県　県　県内内内内にはにはにはには、、、、原原原原発被害発被害発被害発被害でででで移移移移住住住住したしたしたした方方方方がががが約約約約2000200020002000人人人人いるといるといるといると言言言言われるわれるわれるわれる。。。。うちうちうちうち６６６６割割割割がががが沖縄沖縄沖縄沖縄にににに住住住住みみみみたたたた
いというアンいというアンいというアンいというアンケケケケーーーートトトト調査調査調査調査のののの結果結果結果結果があるがあるがあるがある。。。。これらのこれらのこれらのこれらの原原原原発被害発被害発被害発被害者者者者にににに対対対対するするするする支援支援支援支援策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 教育教育教育教育行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 憲法憲法憲法憲法はははは国民国民国民国民主主主主権権権権、、、、平和平和平和平和主義主義主義主義、、、、基本的人権基本的人権基本的人権基本的人権のののの尊尊尊尊重重重重のののの大大大大きなきなきなきな理理理理念念念念にのっとってにのっとってにのっとってにのっとって制制制制定定定定されていされていされていされてい
るるるる。。。。公公公公務務務務員員員員はははは憲法憲法憲法憲法をををを尊尊尊尊重重重重しししし、、、、擁護擁護擁護擁護するするするする義務義務義務義務をををを負負負負っているっているっているっている。。。。教育教育教育教育基本法基本法基本法基本法のののの理理理理念念念念とととと目目目目的的的的もももも憲法憲法憲法憲法
のののの精神精神精神精神にのっとっているにのっとっているにのっとっているにのっとっている。。。。教育教育教育教育長長長長はははは、、、、八八八八重重重重山教科書山教科書山教科書山教科書問題問題問題問題をををを解決解決解決解決しししし、、、、教育教育教育教育行政行政行政行政のののの混乱混乱混乱混乱をををを解解解解
決決決決したしたしたした。。。。教育教育教育教育行政行政行政行政やややや次次次次代代代代をををを担担担担うううう青青青青少少少少年年年年にににに対対対対するするするする思思思思いやいやいやいや見解見解見解見解をををを教育教育教育教育長長長長にににに伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) きめきめきめきめ細細細細やかなやかなやかなやかな教育指導教育指導教育指導教育指導がががが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる30303030人人人人以以以以下学下学下学下学級級級級、、、、少少少少人人人人数数数数学学学学級級級級のののの施策施策施策施策・・・・取取取取りりりり組組組組みみみみについについについについ
てててて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 教職教職教職教職員員員員のののの多多多多忙忙忙忙化化化化解解解解消消消消にににに向向向向けてのけてのけてのけての施策施策施策施策・・・・取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 高高高高校進校進校進校進学学学学率率率率をををを全国全国全国全国並並並並みみみみにににに引引引引きききき上上上上げるげるげるげる施策施策施策施策・・・・取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 地地地地理理理理的的的的・・・・経済的要経済的要経済的要経済的要因因因因によるによるによるによる教育教育教育教育機機機機会会会会のののの不均衡不均衡不均衡不均衡やややや教育教育教育教育格格格格差差差差をなくすをなくすをなくすをなくす施策施策施策施策・・・・取取取取りりりり組組組組みみみみについについについについ
てててて、、、、１１１１月月月月８８８８日日日日にににに開所開所開所開所したしたしたした「「「「離島離島離島離島児童支援児童支援児童支援児童支援セセセセンンンンタタタターーーー・・・・群星寮群星寮群星寮群星寮」」」」のののの役割役割役割役割をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 文化文化文化文化・・・・観光観光観光観光・ス・ス・ス・スポポポポーーーーツツツツ行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 第第第第６６６６回回回回世界世界世界世界ののののウチナウチナウチナウチ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にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

ｱｱｱｱ 副副副副知事知事知事知事をををを団長団長団長団長とするとするとするとする今回今回今回今回のののの南南南南米米米米キャキャキャキャララララババババンのンのンのンの成成成成果果果果はははは何何何何かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 南南南南米米米米のののの各各各各県人会県人会県人会県人会からのからのからのからの大大大大会会会会にににに対対対対するするするする要要要要望望望望、、、、意意意意見見見見についてはどうかについてはどうかについてはどうかについてはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 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準準準準備備備備はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) しまくとしまくとしまくとしまくとぅばぅばぅばぅば普普普普及継承及継承及継承及継承事事事事業業業業のののの施策施策施策施策とととと取取取取りりりり組組組組みみみみ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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄空空空空手手手手会会会会館館館館建設建設建設建設事事事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並並並並びびびびにににに空空空空手手手手振興振興振興振興課課課課のののの設設設設置置置置についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 県県県県ではではではでは、、、、ススススポポポポーーーーツツツツツツツツーーーーリリリリズムズムズムズムのののの一一一一環環環環としてとしてとしてとして、、、、ププププロロロロ野野野野球球球球キャキャキャキャンンンンププププ訪訪訪訪問問問問をををを目目目目的的的的としたとしたとしたとした観光客観光客観光客観光客のののの増増増増
加加加加にににに向向向向けたけたけたけたププププロモロモロモロモーーーーシシシションョンョンョン等等等等及及及及びびびびササササッッッッカーカーカーカーキャキャキャキャンンンンププププのののの誘致誘致誘致誘致にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。そのそのそのその実実実実績績績績、、、、
事事事事業業業業効効効効果果果果についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 商商商商工工工工労働労働労働労働行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 泡泡泡泡盛盛盛盛等等等等酒税酒税酒税酒税にににに関関関関するするするする沖縄沖縄沖縄沖縄復復復復帰特帰特帰特帰特別措置延別措置延別措置延別措置延長長長長のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ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)))) 公公公公契契契契約約約約条例条例条例条例のののの制制制制定定定定にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ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)))) 正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用のののの拡拡拡拡大大大大、、、、所所所所得得得得のののの向向向向上上上上などなどなどなど「「「「雇雇雇雇用用用用のののの質質質質」」」」のののの改改改改善善善善にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 琉球泡琉球泡琉球泡琉球泡盛盛盛盛県県県県外外外外展開強展開強展開強展開強化化化化事事事事業業業業についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 沖縄工沖縄工沖縄工沖縄工芸芸芸芸産業振興産業振興産業振興産業振興拠拠拠拠点施点施点施点施設設設設（（（（仮称仮称仮称仮称））））整整整整備備備備事事事事業業業業についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 農林水農林水農林水農林水産業振興産業振興産業振興産業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 去去去去るるるる２２２２月月月月４４４４日日日日にににに日米日米日米日米などなどなどなど12121212カカカカ国国国国はははは、、、、環環環環太太太太平平平平洋洋洋洋連連連連携携携携協定協定協定協定・・・・ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰ文文文文書書書書にににに署署署署名名名名したしたしたした。。。。国国国国ののののＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰ
施策施策施策施策とととと県県県県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うううう。。。。

((((2222)))) 日日日日台台台台・・・・日中日中日中日中漁漁漁漁業業業業協定協定協定協定のののの見見見見通通通通しのしのしのしの要要要要請請請請内容内容内容内容とととと県県県県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うううう。。。。

((((3333)))) サトサトサトサトウウウウキキキキビビビビ振興振興振興振興策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄アアアアググググーーーー豚豚豚豚安定供安定供安定供安定供給給給給体制確体制確体制確体制確立事立事立事立事業業業業についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 地地地地域域域域ブブブブランランランランドドドド化化化化のののの推進推進推進推進策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) ６６６６次産業化次産業化次産業化次産業化のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 販路拡販路拡販路拡販路拡大大大大策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 流通条件流通条件流通条件流通条件のののの不不不不利性利性利性利性のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) 担担担担いいいい手育手育手育手育成策成策成策成策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((10101010))))農農農農地地地地のののの利用利用利用利用拡拡拡拡大大大大策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((11111111))))新新新新規漁規漁規漁規漁業業業業就就就就業業業業者者者者にににに対対対対するするするする支援支援支援支援策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((12121212))))漁漁漁漁船船船船のののの安全安全安全安全操操操操業業業業にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((13131313))))養殖養殖養殖養殖ハタハタハタハタ類類類類にににに対対対対するするするする水水水水産用産用産用産用医薬品効医薬品効医薬品効医薬品効能能能能追追追追加事加事加事加事業業業業についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

8888 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)))) 離島振興離島振興離島振興離島振興はははは、、、、県政県政県政県政のののの重要課題重要課題重要課題重要課題であるであるであるである。。。。離島離島離島離島のののの条件不条件不条件不条件不利性利性利性利性のののの克服克服克服克服にはにはにはには生生生生活活活活、、、、情情情情報報報報、、、、環境環境環境環境なななな
どどどど多多多多様様様様なななな施策施策施策施策のののの展開展開展開展開がががが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。離島力離島力離島力離島力のののの向向向向上上上上にににに向向向向けてけてけてけて、、、、公約公約公約公約にににに掲掲掲掲げたげたげたげた政策政策政策政策をををを新年度新年度新年度新年度
予算予算予算予算にどのようににどのようににどのようににどのように反映反映反映反映されているかされているかされているかされているか施策名施策名施策名施策名とととと予算額予算額予算額予算額をををを伺伺伺伺うううう。。。。



4

((((2222)))) 特特特特にににに離島離島離島離島間間間間のののの航空航空航空航空路線路線路線路線のののの就就就就航航航航にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みみみみ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うううう。。。。

9999 戦後戦後戦後戦後処理処理処理処理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)))) 不不不不発発発発弾弾弾弾のののの探探探探査査査査、、、、処理処理処理処理事事事事業業業業についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 旧旧旧旧軍軍軍軍飛飛飛飛行行行行場用場用場用場用地問題解決地問題解決地問題解決地問題解決をををを図図図図るるるる事事事事業業業業についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 遺骨収遺骨収遺骨収遺骨収集事集事集事集事業業業業についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
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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28282828年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月24242424    日日日日((((水水水水))))

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

2222 30303030分分分分 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 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地へのへのへのへの外外外外来来来来機機機機のののの常態常態常態常態化化化化とととと基地基地基地基地被害被害被害被害についてについてについてについて

((((1111)))) 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地へのへのへのへの外外外外来来来来機飛機飛機飛機飛来来来来がががが相相相相次次次次いでいるいでいるいでいるいでいる。。。。ＦＦＦＦ11116666、、、、ＦＦＦＦ22222222、、、、ＦＡＦＡＦＡＦＡ11118888などなどなどなど40404040機機機機ものものものもの飛飛飛飛来来来来、、、、さらさらさらさら
にはにはにはには岩岩岩岩国基地国基地国基地国基地ののののＦＦＦＦ35353535のののの運用運用運用運用をををを見見見見越越越越したしたしたした施施施施設設設設整整整整備備備備計画計画計画計画もももも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。。。。主主主主権権権権がががが及及及及ばばばばないないないない
上上上上、、、、日米間日米間日米間日米間でででで定定定定めためためためた規規規規制制制制措置措置措置措置もももも機機機機能能能能しないしないしないしない基地基地基地基地のののの運用運用運用運用をこれをこれをこれをこれ以上以上以上以上看看看看過過過過するするするするべべべべきではなきではなきではなきではな
いいいい。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 嘉手納町嘉手納町嘉手納町嘉手納町議会議会議会議会２２２２月月月月10101010日日日日のののの抗議決議抗議決議抗議決議抗議決議はははは「「「「もはやもはやもはやもはや町町町町民民民民のののの『『『『生生生生きるきるきるきる権権権権利利利利』』』』をはくをはくをはくをはく奪奪奪奪するものでありするものでありするものでありするものであり
断断断断じてじてじてじて容認容認容認容認できないできないできないできない」」」」とのとのとのとの強強強強いいいい文言文言文言文言でででで全全全全てのてのてのての暫定暫定暫定暫定配備配備配備配備中中中中止止止止とととと騒騒騒騒音音音音軽減軽減軽減軽減をををを求求求求めているめているめているめている。。。。訓練訓練訓練訓練
期期期期間中間中間中間中のののの騒騒騒騒音被害音被害音被害音被害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うううう。。。。

((((3333)))) 横横横横田田田田基地基地基地基地にににに配備配備配備配備されるされるされるされるＣＣＣＣＶＶＶＶ22222222オオオオスプスプスプスプレレレレイイイイのののの訓練訓練訓練訓練のののの実質実質実質実質はははは、、、、第第第第353353353353特殊特殊特殊特殊作作作作戦戦戦戦群群群群がががが駐留駐留駐留駐留するするするする
嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地使基地使基地使基地使用用用用のののの常態常態常態常態化化化化をををを招招招招くものとくものとくものとくものと十十十十分予想分予想分予想分予想されるされるされるされる。。。。レレレレビビビビュュュューでーでーでーで示示示示されたされたされたされた沖縄沖縄沖縄沖縄訓練訓練訓練訓練をををを阻阻阻阻
止止止止するようするようするようするよう、、、、具具具具体体体体的的的的なななな動動動動きをきをきをきを県県県県にににに求求求求めたいめたいめたいめたい。。。。

((((4444)))) オオオオスプスプスプスプレレレレイイイイはははは昨年昨年昨年昨年５５５５月月月月にもにもにもにもハハハハワイワイワイワイでででで多多多多くのくのくのくの死死死死傷傷傷傷者者者者をををを出出出出すすすす事事事事故故故故をををを起起起起こしてこしてこしてこしておおおおりりりり、、、、安全安全安全安全性性性性へのへのへのへの
疑疑疑疑念念念念はははは深深深深まるまるまるまるばばばばかりであるかりであるかりであるかりである。。。。民間地民間地民間地民間地上空上空上空上空ににににおおおおけるけるけるける違違違違反反反反飛飛飛飛行行行行ついてついてついてついて昨昨昨昨今今今今のののの実実実実態態態態をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 建物建物建物建物のののの防音防音防音防音対策対策対策対策はははは低低低低周波周波周波周波音音音音にはにはにはには対対対対応応応応していないしていないしていないしていない。。。。室室室室内内内内ではではではでは振振振振動動動動がががが増増増増幅幅幅幅しししし、、、、よりよりよりより影響影響影響影響をををを受受受受
けるけるけるける場合場合場合場合があることががあることががあることががあることが指指指指摘摘摘摘されているされているされているされている。。。。渡渡渡渡嘉嘉嘉嘉敷敷敷敷健琉球健琉球健琉球健琉球大大大大学学学学准准准准教教教教授授授授がががが名名名名護護護護市内市内市内市内のののの小小小小中学中学中学中学校校校校
15151515校校校校でででで実施実施実施実施したアンしたアンしたアンしたアンケケケケーーーートトトトではではではでは、、、、55558888％％％％のののの児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒がががが航空機航空機航空機航空機騒騒騒騒音音音音をををを感感感感じじじじ、、、、オオオオスプスプスプスプレレレレイイイイとととと他他他他のののの
航空機航空機航空機航空機のののの比比比比較較較較ではではではでは73737373％％％％がががが「「「「オオオオスプスプスプスプレレレレイイイイのののの方方方方がうるさいがうるさいがうるさいがうるさい」」」」とととと回回回回答答答答しているしているしているしている。「。「。「。「先先先先生生生生のののの声声声声がががが聞聞聞聞こえこえこえこえ
ないないないない」「」「」「」「耳耳耳耳ににににゴゴゴゴーンとーンとーンとーンと音音音音がががが入入入入ってくるってくるってくるってくる」」」」などなどなどなど深刻深刻深刻深刻なななな記記記記述述述述もあるもあるもあるもある。。。。オオオオスプスプスプスプレレレレイイイイがががが飛飛飛飛ぶぶぶぶ中中中中でででで授授授授業業業業をををを
受受受受けているけているけているけている教育環境教育環境教育環境教育環境についてについてについてについて、、、、教育教育教育教育長長長長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。特有特有特有特有のののの低低低低周波周波周波周波音音音音のののの影響影響影響影響についてについてについてについて、、、、
学学学学校校校校施施施施設設設設はははは特特特特にににに速速速速やかにやかにやかにやかに全県全県全県全県調査調査調査調査をををを行行行行うううう必必必必要要要要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。

((((6666)))) 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地のののの悪臭悪臭悪臭悪臭規規規規制制制制についてはについてはについてはについては、、、、一一一一層層層層のののの取取取取りりりり組組組組みみみみがががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。目目目目やややや喉喉喉喉のののの痛痛痛痛みみみみなどなどなどなど訴訴訴訴
えがえがえがえが継継継継続続続続してしてしてしておおおおりりりり、、、、環境環境環境環境測測測測定定定定にににに加加加加ええええ、、、、周辺周辺周辺周辺住住住住民民民民へのへのへのへの調査調査調査調査をををを通通通通じてじてじてじて健健健健康康康康被害被害被害被害のののの面面面面からもからもからもからも影影影影
響響響響をををを明明明明らかにするらかにするらかにするらかにする必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、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。。。。

2222 基地基地基地基地環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染へのへのへのへの対対対対応応応応などなどなどなど環境環境環境環境へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市、、、、浦添浦添浦添浦添市市市市、、、、北谷北谷北谷北谷町町町町、、、、読読読読谷谷谷谷村村村村などなどなどなど基地基地基地基地周辺周辺周辺周辺やややや跡跡跡跡地地地地でででで環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染がががが次次次次々々々々にににに発発発発覚覚覚覚していしていしていしてい
るるるる。。。。日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定やややや環境環境環境環境補補補補足足足足協定協定協定協定はははは問題解決問題解決問題解決問題解決にににに何何何何かかかか貢献貢献貢献貢献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。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市ササササッッッッカーカーカーカー場場場場汚染汚染汚染汚染問題問題問題問題ででででドドドドララララムムムム缶缶缶缶のたまりのたまりのたまりのたまり水水水水からからからから基基基基準準準準値値値値のののの666630303030倍倍倍倍ののののダダダダイイイイオオオオキシキシキシキシンンンン類類類類がががが
検検検検出出出出されされされされ、、、、枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤のののの主主主主要成分要成分要成分要成分などをなどをなどをなどを含含含含むむむむ複複複複合合合合汚染汚染汚染汚染もももも確認確認確認確認されたがされたがされたがされたが、、、、由由由由来来来来のののの検証検証検証検証はどうはどうはどうはどう
なっているかなっているかなっているかなっているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 北谷北谷北谷北谷町町町町へのへのへのへの返返返返還跡還跡還跡還跡地地地地からからからから調査調査調査調査指指指指標標標標をををを上回上回上回上回るるるるダダダダイイイイオオオオキシキシキシキシンンンン類類類類がががが検検検検出出出出されたされたされたされた。「。「。「。「周辺周辺周辺周辺へのへのへのへの汚汚汚汚
染染染染拡拡拡拡大大大大はははは限限限限定的定的定的定的」」」」とするとするとするとする沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防衛衛衛衛局局局局のののの判断判断判断判断根根根根拠拠拠拠はははは何何何何かかかか。。。。住住住住民民民民説明説明説明説明もももも不不不不信信信信がががが募募募募るるるる対対対対応応応応とととと言言言言
わわわわざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない。。。。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。。。。

((((4444)))) 比比比比謝川謝川謝川謝川ににににおおおおけるけるけるける有機有機有機有機フフフフッッッッ素素素素化合物化合物化合物化合物（（（（ＰＦＰＦＰＦＰＦＯＯＯＯＳ）Ｓ）Ｓ）Ｓ）のののの検検検検出出出出についてについてについてについて、、、、発発発発生源生源生源生源のののの特特特特定定定定とととと排排排排出者出者出者出者へへへへ
のののの規規規規制制制制、、、、何何何何よりよりよりより県民県民県民県民のののの水水水水のののの安全安全安全安全をををを確確確確保保保保するためにするためにするためにするために、、、、嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地へのへのへのへの早早早早急急急急なななな立立立立入調査入調査入調査入調査がががが必必必必
要要要要ではないかではないかではないかではないか。。。。米米米米空空空空軍軍軍軍はははは県県県県のののの照照照照会会会会にににに対対対対しししし、、、、ＰＦＰＦＰＦＰＦＯＯＯＯＳＳＳＳ使使使使用用用用のののの有無有無有無有無さえさえさえさえ明明明明らかにせずらかにせずらかにせずらかにせず、、、、一一一一方方方方でででで
嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地ハウハウハウハウジンジンジンジンググググ居居居居住住住住者者者者にはにはにはには安全安全安全安全宣宣宣宣言言言言をををを発発発発信信信信したしたしたした。。。。経経経経緯緯緯緯とそのとそのとそのとその後後後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。。。。

((((5555)))) 環境環境環境環境へのへのへのへの二二二二重基重基重基重基準準準準はははは国国国国際際際際社社社社会会会会のののの価値価値価値価値にのっとりにのっとりにのっとりにのっとり許許許許されずされずされずされず、、、、米軍米軍米軍米軍みみみみずからそのずからそのずからそのずからその使使使使命命命命をををを負負負負うううう
当事者当事者当事者当事者であるとであるとであるとであると繰繰繰繰りりりり返返返返しししし表表表表明明明明しているしているしているしている。。。。県県県県ワシワシワシワシンンンントトトトンンンン事事事事務務務務所所所所をををを通通通通じじじじ、、、、在在在在沖基地沖基地沖基地沖基地のののの使使使使用用用用履歴履歴履歴履歴をををを
初初初初めめめめ、、、、環境環境環境環境にににに関関関関するするするする情情情情報報報報のののの開示開示開示開示をををを米米米米側側側側にににに強強強強力力力力にににに働働働働きかけているかきかけているかきかけているかきかけているか。。。。基地基地基地基地跡跡跡跡地地地地やややや周辺周辺周辺周辺からからからから
汚染汚染汚染汚染がががが相相相相次次次次いでいでいでいで発発発発覚覚覚覚しているしているしているしている事実事実事実事実はははは、、、、正正正正確確確確にににに米政米政米政米政府府府府並並並並びびびびにににに連連連連邦邦邦邦議会議会議会議会にににに伝伝伝伝わっているかわっているかわっているかわっているか。。。。
取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 「「「「環境環境環境環境調査調査調査調査ガガガガイイイイドドドドラララライイイインンンン」」」」のののの策定策定策定策定によりによりによりにより、、、、住住住住民民民民へのへのへのへの情情情情報公開報公開報公開報公開、、、、住住住住民民民民意意意意見見見見をををを取取取取りりりり入入入入れるれるれるれる新新新新たなたなたなたな
仕仕仕仕組組組組みみみみづづづづくりがくりがくりがくりが期期期期待待待待されるされるされるされる。。。。取取取取りりりり組組組組みみみみのののの意意意意義義義義とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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((((7777)))) 「「「「生生生生物物物物多多多多様様様様性性性性おおおおきなわきなわきなわきなわブブブブランランランランドドドド発発発発信信信信事事事事業業業業」、「」、「」、「」、「ジジジジュュュュゴゴゴゴンンンン保保保保護護護護対策事対策事対策事対策事業業業業」、「」、「」、「」、「外外外外来来来来種種種種対策事対策事対策事対策事業業業業」」」」
などなどなどなど環境環境環境環境戦略戦略戦略戦略がががが大大大大きくきくきくきく芽芽芽芽出出出出しするしするしするしする。。。。希希希希少少少少なななな沖縄沖縄沖縄沖縄のののの自自自自然然然然をををを守守守守ってってってってほほほほしいとのしいとのしいとのしいとの県民県民県民県民のののの願願願願いいいい、、、、政政政政
策策策策需需需需要要要要はははは非非非非常常常常にににに高高高高くくくく、「、「、「、「環境環境環境環境再再再再生生生生課課課課」」」」のののの新新新新設設設設にもにもにもにも環境環境環境環境にににに対対対対するするするする翁長県政翁長県政翁長県政翁長県政のののの決決決決意意意意をををを感感感感じるじるじるじる。。。。
知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 昨年昨年昨年昨年11111111月月月月にににに施行施行施行施行されたされたされたされた外外外外来来来来生生生生物物物物侵侵侵侵入防止入防止入防止入防止条例条例条例条例のののの運用運用運用運用についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。専専専専門門門門委委委委員員員員へのへのへのへの意意意意見見見見
照照照照会会会会やややや立立立立入調査入調査入調査入調査等等等等、、、、必必必必要要要要なななな体制体制体制体制はははは構構構構築築築築されているかされているかされているかされているか。。。。

3333 本県本県本県本県のののの「「「「子子子子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困」」」」のののの特徴特徴特徴特徴、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興へのへのへのへの位位位位置置置置づづづづけについてけについてけについてけについて

((((1111)))) 全国全国全国全国統統統統計計計計ででででワワワワーーーーストストストストがががが続続続続くくくく本県本県本県本県のののの課題課題課題課題をををを抜抜抜抜本的本的本的本的にににに克服克服克服克服するためにするためにするためにするために、、、、不不不不登登登登校校校校やややや少少少少年年年年非非非非行行行行、、、、
児童児童児童児童虐虐虐虐待待待待、、、、ニニニニーーーートトトト等等等等のののの問題問題問題問題とととと「「「「子子子子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困」」」」とのとのとのとの関連関連関連関連をををを明明明明らかにするらかにするらかにするらかにする必必必必要要要要があるがあるがあるがある。。。。調査結調査結調査結調査結
果果果果のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる分分分分析析析析とととと今今今今後後後後のののの公公公公表表表表についてについてについてについて、、、、またまたまたまた継継継継続続続続的的的的なななな調査調査調査調査のののの必必必必要要要要性性性性についてもについてもについてもについても伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 教育教育教育教育、、、、児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉のののの立立立立ちちちちおおおおくれはくれはくれはくれは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興のののの積積積積みみみみ残残残残されたされたされたされた課題課題課題課題であるであるであるである。。。。子供子供子供子供のののの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策
にはにはにはには国国国国をををを挙挙挙挙げてなげてなげてなげてなおおおおのののの取取取取りりりり組組組組みみみみがががが必必必必要要要要だだだだがががが、、、、本県本県本県本県がががが抱抱抱抱えるえるえるえる貧困問題貧困問題貧困問題貧困問題のののの歴史歴史歴史歴史的的的的背景背景背景背景につにつにつにつ
いていていていて県県県県及及及及びびびび国国国国のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 人人人人材育材育材育材育成成成成はははは、、、、貧困貧困貧困貧困のののの世代連世代連世代連世代連鎖鎖鎖鎖をををを断断断断ちちちち切切切切るるるる最重要最重要最重要最重要のののの要求要求要求要求であるであるであるである。「。「。「。「沖縄県子沖縄県子沖縄県子沖縄県子どものどものどものどもの貧困対貧困対貧困対貧困対
策策策策推進推進推進推進基基基基金金金金」、「」、「」、「」、「給給給給付付付付型型型型奨奨奨奨学学学学金金金金」」」」のののの創創創創設設設設にににに当当当当たりたりたりたり、、、、知事知事知事知事のののの特特特特段段段段のののの思思思思いをいをいをいを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 市市市市町村町村町村町村とのとのとのとの連連連連携携携携、、、、官官官官民民民民挙挙挙挙げてのげてのげてのげての県民県民県民県民運運運運動動動動をををを推進推進推進推進するするするする県県県県のののの役割役割役割役割はははは大大大大きいきいきいきい。「。「。「。「沖縄県子沖縄県子沖縄県子沖縄県子どもどもどもども
のののの貧困解貧困解貧困解貧困解消消消消県民会議県民会議県民会議県民会議」」」」のののの立立立立ちちちち上上上上げについてげについてげについてげについて意意意意義義義義ととととススススケケケケジジジジュュュューーーールルルルをををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 「「「「沖縄県子沖縄県子沖縄県子沖縄県子どものどものどものどもの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策推進推進推進推進計画計画計画計画」」」」のののの策定策定策定策定についてについてについてについて

((((1111)))) 子供子供子供子供のののの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策のののの視視視視点点点点からからからから全全全全庁庁庁庁にまたがるにまたがるにまたがるにまたがる施策施策施策施策をををを評価評価評価評価しししし体体体体系系系系的的的的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむにはにはにはには、「、「、「、「子子子子どもどもどもども
貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策室室室室」」」」のののの設設設設置置置置などなどなどなど組組組組織織織織体制体制体制体制のののの強強強強化化化化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。。。。

((((2222)))) 低低低低賃金賃金賃金賃金、、、、非非非非正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用などなどなどなど家計家計家計家計をををを支支支支えるえるえるえる「「「「大大大大人人人人」」」」のののの経済経済経済経済環境環境環境環境のののの厳厳厳厳しさをしさをしさをしさを改改改改善善善善しなけれしなけれしなけれしなければばばば、、、、貧貧貧貧
困困困困のののの連連連連鎖鎖鎖鎖はははは断断断断ちちちち切切切切れないれないれないれない。。。。経済経済経済経済労働労働労働労働政策政策政策政策をををを対策計画対策計画対策計画対策計画にどうにどうにどうにどう位位位位置置置置づづづづけてけてけてけて取取取取りりりり組組組組むむむむのかのかのかのか伺伺伺伺
うううう。。。。

((((3333)))) 圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的ににににササササービービービービスススス業業業業がががが占占占占めるめるめるめる本県本県本県本県のののの産業産業産業産業形形形形態態態態にににに、、、、特特特特にににに福祉福祉福祉福祉施策施策施策施策、、、、労働労働労働労働施策施策施策施策がががが追追追追いついいついいついいつい
ていないていないていないていない。。。。夜夜夜夜間間間間・・・・休休休休日保日保日保日保育育育育所所所所、、、、事事事事業業業業所所所所内内内内保保保保育育育育所所所所のののの整整整整備備備備状況状況状況状況とととと今今今今後後後後のののの計画計画計画計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 経済的経済的経済的経済的理理理理由由由由でででで、、、、県県県県外外外外、、、、県県県県内内内内問問問問わずわずわずわず進進進進学学学学をををを断断断断念念念念したりしたりしたりしたり、、、、就就就就学学学学をををを継継継継続続続続できないできないできないできない例例例例がありがありがありがあり、、、、奨奨奨奨学学学学
資資資資金貸金貸金貸金貸しししし付付付付けをけをけをけを受受受受けられないとのけられないとのけられないとのけられないとの声声声声もももも多多多多いいいい。。。。計画計画計画計画素素素素案案案案でででで示示示示されたされたされたされた平成平成平成平成33333333年度年度年度年度目目目目標標標標のののの「「「「大大大大
学学学学進進進進学学学学率率率率45454545％％％％」」」」のののの実現実現実現実現をどうをどうをどうをどう描描描描くかくかくかくか。。。。現行現行現行現行のののの奨奨奨奨学学学学金金金金制制制制度度度度のののの課題課題課題課題、、、、改改改改善善善善・・・・拡拡拡拡充充充充へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 就就就就学学学学援援援援助助助助にににに市市市市町村町村町村町村格格格格差差差差がががが生生生生じるじるじるじる制制制制度度度度上上上上のののの課題課題課題課題とそのとそのとそのとその解決解決解決解決にににに向向向向けたけたけたけた方方方方策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 子供子供子供子供医療医療医療医療費費費費のののの窓口窓口窓口窓口負担負担負担負担ををををゼロゼロゼロゼロとするとするとするとする新新新新制制制制度度度度についてについてについてについて期期期期待待待待されるされるされるされる効効効効果果果果とととと利用利用利用利用件数件数件数件数見見見見込込込込みみみみをををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 放放放放課後課後課後課後児童児童児童児童ククククララララブブブブ保保保保育育育育料料料料のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 学学学学校校校校ををををププププララララッッッットトトトホホホホーーーームムムム化化化化するするするする総総総総合合合合的的的的なななな子供貧困対策子供貧困対策子供貧困対策子供貧困対策をををを推進推進推進推進するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり、、、、体制体制体制体制面面面面のののの課題課題課題課題
はははは何何何何かかかか。。。。関係関係関係関係機機機機関関関関のののの連連連連携携携携、、、、ススススククククーーーールルルルソソソソーーーーシャルワシャルワシャルワシャルワーカーのーカーのーカーのーカーの配配配配置数置数置数置数などなどなどなど体制体制体制体制づづづづくりについてくりについてくりについてくりについて
伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) 市市市市町村町村町村町村ややややＮＮＮＮＰＰＰＰＯＯＯＯによるによるによるによる学学学学習習習習支援支援支援支援無無無無料塾料塾料塾料塾のののの開開開開設設設設実実実実績績績績、、、、利用利用利用利用者者者者数数数数、、、、平成平成平成平成22228888年度年度年度年度のののの設設設設置置置置見見見見込込込込
みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((10101010))))児童養護児童養護児童養護児童養護施施施施設入設入設入設入所所所所児童児童児童児童へのへのへのへの支援支援支援支援、、、、退退退退所後所後所後所後のののの支援支援支援支援のののの強強強強化化化化がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((11111111))))児童相談児童相談児童相談児童相談所所所所のののの体制体制体制体制強強強強化化化化、「、「、「、「情情情情緒緒緒緒障障障障害害害害児児児児短短短短期期期期治治治治療療療療施施施施設設設設」」」」のののの設設設設置置置置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うううう。。。。

5555 アジアアジアアジアアジア経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想についてについてについてについて

((((1111)))) アジアアジアアジアアジア各各各各国国国国ににににおおおおけるけるけるける知事知事知事知事トトトトッッッッププププセセセセーーーールスルスルスルスのののの成成成成果果果果とアジアとアジアとアジアとアジア最最最最大大大大のののの航空航空航空航空会会会会社商談社商談社商談社商談会会会会「「「「ルルルルーーーーツツツツアアアア
ジアジアジアジア」、」、」、」、大大大大型型型型国国国国際際際際商談商談商談商談会会会会「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄大大大大交易交易交易交易会会会会」」」」等等等等のののの開開開開催催催催にににに向向向向けたけたけたけた意気込意気込意気込意気込みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄をををを訪訪訪訪れるれるれるれる観光客観光客観光客観光客はははは過去最高過去最高過去最高過去最高をををを更更更更新新新新しししし続続続続けているけているけているけている。。。。要要要要因因因因をどのようにをどのようにをどのようにをどのように分分分分析析析析しているかしているかしているかしているか。。。。
実実実実績績績績とととと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)))) ババババスプスプスプスプーーーールルルルやややや空港空港空港空港、、、、ククククルルルルーーーーズバズバズバズバーーーーススススなどなどなどなどハハハハーーーードドドド面面面面のののの課題課題課題課題はなはなはなはなおおおお大大大大きいきいきいきい。。。。ＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥ誘致誘致誘致誘致、、、、ララララググググ
ジジジジュュュュアアアアリリリリーーーートトトトララララベベベベルルルルのののの確確確確立立立立などなどなどなど質質質質のののの向向向向上上上上もももも求求求求められるめられるめられるめられる。。。。世界世界世界世界水準水準水準水準ののののリリリリゾゾゾゾーーーートトトト形成形成形成形成にににに向向向向けたけたけたけた
ハハハハーーーードドドド・・・・ソソソソフトフトフトフト両両両両面面面面のののの課題課題課題課題、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 中中中中城湾港城湾港城湾港城湾港、、、、宮古宮古宮古宮古、、、、石垣石垣石垣石垣などなどなどなど各各各各地地地地にににに国国国国際際際際ククククルルルルーーーーズズズズ船船船船のののの寄寄寄寄港港港港がががが予定予定予定予定されているがされているがされているがされているが、、、、予定予定予定予定数数数数とととと
受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) ＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥ施施施施設建設設建設設建設設建設ややややククククルルルルーーーーズズズズ船船船船受受受受けけけけ入入入入れにれにれにれに伴伴伴伴いいいい、、、、本本本本島島島島東東東東海海海海岸岸岸岸地地地地域域域域のののの振興振興振興振興にににに期期期期待待待待がががが高高高高まっまっまっまっ
ているているているている。。。。県県県県土土土土のののの均衡均衡均衡均衡あるあるあるある発発発発展展展展をををを期期期期しししし周辺周辺周辺周辺整整整整備備備備等等等等のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの国国国国際際際際貨貨貨貨物物物物取取取取扱量扱量扱量扱量のののの推移推移推移推移をををを伺伺伺伺うううう。。。。取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい全全全全体体体体にににに占占占占めるめるめるめる、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県産産産産品品品品のののの取取取取扱量扱量扱量扱量
はははは何何何何％％％％かかかか。。。。またまたまたまた那覇港那覇港那覇港那覇港のののの総総総総合物合物合物合物流流流流セセセセンンンンタタタターーーー整整整整備備備備についてもについてもについてもについても伺伺伺伺うううう。。。。
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((((7777)))) アジアアジアアジアアジア経済戦略構想策定委経済戦略構想策定委経済戦略構想策定委経済戦略構想策定委員員員員会会会会（（（（富川富川富川富川盛武盛武盛武盛武会長会長会長会長））））はははは、、、、那覇那覇那覇那覇軍軍軍軍港港港港やややや自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊駐駐駐駐屯屯屯屯地地地地などのなどのなどのなどの用用用用
地地地地活用活用活用活用もももも戦略戦略戦略戦略にににに挙挙挙挙げているげているげているげている。。。。那覇那覇那覇那覇軍軍軍軍港港港港はははは返返返返還還還還合意合意合意合意からからからから42424242年年年年、、、、とうにとうにとうにとうに遊休遊休遊休遊休化化化化しているしているしているしている現実現実現実現実をををを
見見見見れれれればばばば、、、、今今今今後後後後十十十十数数数数年年年年かけてかけてかけてかけて浦添埠頭浦添埠頭浦添埠頭浦添埠頭にににに移移移移設設設設しししし機機機機能能能能するとはするとはするとはするとは考考考考えにくいえにくいえにくいえにくい。。。。移移移移設設設設条件条件条件条件をををを撤撤撤撤回回回回
させさせさせさせ、「、「、「、「アジアとアジアとアジアとアジアと日本日本日本日本をつなをつなをつなをつなぐぐぐぐゲゲゲゲーーーートトトトウウウウエエエエイイイイ」」」」をををを展開展開展開展開するするするする場場場場としてとしてとしてとして早早早早急急急急にににに返返返返還還還還するようするようするようするよう政政政政府府府府にににに
求求求求めるときではないかめるときではないかめるときではないかめるときではないか。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 国国国国際情際情際情際情報報報報通通通通信信信信ハハハハブブブブのののの形成形成形成形成にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。ＩＩＩＩＴＴＴＴ関連関連関連関連産業産業産業産業のののの集集集集積積積積についてについてについてについて平成平成平成平成
22228888年度年度年度年度のののの展開展開展開展開をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) アジアアジアアジアアジア戦略構想戦略構想戦略構想戦略構想にはにはにはには、、、、物物物物流流流流、、、、農林水農林水農林水農林水畜畜畜畜産産産産、、、、ものものものものづづづづくりなどくりなどくりなどくりなど県経済全県経済全県経済全県経済全体体体体をををを底底底底上上上上げするげするげするげする波波波波及効及効及効及効
果果果果がががが期期期期待待待待されているがされているがされているがされているが、、、、各各各各産業産業産業産業分分分分野野野野連連連連携携携携によるによるによるによる成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略をををを伺伺伺伺うううう。。。。一一一一方方方方、、、、現現現現場場場場のののの人人人人材不材不材不材不足足足足
がががが深刻深刻深刻深刻化化化化しつつあるしつつあるしつつあるしつつある。。。。業業業業界界界界のののの実実実実態態態態をどうをどうをどうをどう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。。。。認識認識認識認識とととと対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((10101010))))ググググリリリリーンーンーンーンツツツツーーーーリリリリズムズムズムズム、、、、ブルブルブルブルーーーーツツツツーーーーリリリリズムズムズムズムのののの推進推進推進推進とととと自自自自然然然然保保保保護護護護とのとのとのとのババババランランランランススススをどうをどうをどうをどう図図図図るかるかるかるか。。。。ダダダダイイイイビビビビ
ンンンンググググ業業業業者者者者のののの登登登登録録録録数数数数、、、、事事事事業業業業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。。。。

6666 2020202020202020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ッッックククク・・・・パパパパララララリリリリンンンンピピピピッッッッククククをををを見見見見据据据据えたえたえたえた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のョンのョンのョンの推進推進推進推進強強強強化化化化、、、、国国国国際際際際
大大大大会会会会でのでのでのでの活活活活躍躍躍躍がががが期期期期待待待待されるされるされるされる県出県出県出県出身選身選身選身選手手手手のののの育育育育成成成成についてについてについてについて特特特特段段段段のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 本県本県本県本県がががが発発発発注注注注するするするする公公公公共共共共工事工事工事工事のののの最最最最低制低制低制低制限限限限価価価価格格格格のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて諮諮諮諮問問問問のののの経過経過経過経過とととと、、、、上上上上限限限限率率率率のののの撤廃撤廃撤廃撤廃
についてについてについてについて最最最最終終終終判断判断判断判断、、、、実施実施実施実施のののの時時時時期期期期をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 交交交交通通通通政策政策政策政策についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道導導導導入入入入にににに向向向向けたけたけたけた計画策定計画策定計画策定計画策定のののの進捗進捗進捗進捗、、、、フフフフィィィィーーーーダダダダーーーー交交交交通通通通ややややルルルルーーーートトトト案案案案などなどなどなど課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ババババススススレレレレーンーンーンーン延延延延長長長長ややややＩＩＩＩＣＣＣＣ乗車券乗車券乗車券乗車券オオオオキキキキカのカのカのカの導導導導入入入入などなどなどなど昨年昨年昨年昨年のののの改改改改革革革革をををを受受受受けけけけ、、、、公公公公共共共共交交交交通通通通にどのようなにどのようなにどのようなにどのような
影響影響影響影響があったかがあったかがあったかがあったか。。。。またまたまたまた、、、、基基基基幹幹幹幹ババババスシススシススシススシステムテムテムテムのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ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うううう。。。。

((((3333)))) ノノノノンンンンスススステッテッテッテッププププババババススススのののの購購購購入補入補入補入補助助助助についてはについてはについてはについては、、、、国国国国道道道道55558888号号号号運運運運行行行行にににに限限限限ることなくることなくることなくることなく対対対対象象象象をををを拡拡拡拡大大大大すすすすべべべべきききき
とととと考考考考えるがえるがえるがえるが対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 公公公公共共共共交交交交通通通通のののの利用利用利用利用推進推進推進推進がががが叫叫叫叫ばばばばれるれるれるれる一一一一方方方方、、、、運転運転運転運転士不士不士不士不足足足足がががが課題課題課題課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。。。。資資資資格取格取格取格取得得得得にににに係係係係るるるる
高額高額高額高額のののの個個個個人人人人負担負担負担負担についてについてについてについて助助助助成策成策成策成策がががが打打打打てないかてないかてないかてないか伺伺伺伺うううう。。。。

9999 沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦被害被害被害被害実実実実相相相相のののの記録記録記録記録、、、、継承継承継承継承についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「戦世戦世戦世戦世のののの記憶記憶記憶記憶」」」」平和平和平和平和発発発発信信信信事事事事業業業業（（（（新新新新規規規規4574574574576666万万万万円円円円））））のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ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)))) 「「「「平和平和平和平和のののの礎礎礎礎」」」」建建建建立立立立のののの際際際際にににに県民県民県民県民からからからから収収収収集集集集したしたしたした情情情情報報報報ををををデデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス化化化化しししし、、、、分分分分析析析析をををを通通通通じてそのじてそのじてそのじてその実実実実
相相相相にににに迫迫迫迫ることがなることがなることがなることがなおおおお必必必必要要要要であるであるであるである。。。。沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦被害被害被害被害のののの記録記録記録記録、、、、継承継承継承継承のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 太太太太平平平平洋洋洋洋戦争下戦争下戦争下戦争下のののの県民県民県民県民のののの被害被害被害被害についてはについてはについてはについては、、、、国国国国のののの責任責任責任責任のうちにのうちにのうちにのうちに調査調査調査調査しししし、、、、記録記録記録記録にににに残残残残すようすようすようすよう引引引引きききき
続続続続きききき働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを求求求求めたいめたいめたいめたい。「。「。「。「学学学学童童童童疎疎疎疎開開開開」」」」やややや「「「「戦戦戦戦災災災災孤孤孤孤児児児児のののの実実実実態態態態」」」」などなどなどなど埋埋埋埋もれたもれたもれたもれた実実実実相相相相についてについてについてについて一一一一
層層層層のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしがこしがこしがこしが必必必必要要要要だだだだがががが、、、、国国国国、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 各各各各地地地地のののの慰霊碑慰霊碑慰霊碑慰霊碑（（（（慰霊塔慰霊塔慰霊塔慰霊塔））））のののの保保保保存存存存継承継承継承継承についてはについてはについてはについては、、、、時間時間時間時間のののの経過経過経過経過とともにとともにとともにとともに大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題となってとなってとなってとなって
いるいるいるいる。。。。全県全県全県全県にににに慰霊碑慰霊碑慰霊碑慰霊碑はははは幾幾幾幾つあるのかつあるのかつあるのかつあるのか。。。。管管管管理理理理状況等状況等状況等状況等についてについてについてについて把握把握把握把握されているのかされているのかされているのかされているのか伺伺伺伺うううう。。。。
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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28282828年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月24242424    日日日日((((水水水水))))

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

3333 27272727分分分分 奥平奥平奥平奥平　　　　一夫一夫一夫一夫（（（（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)))) 予算予算予算予算編編編編成成成成とととと所所所所信表信表信表信表明明明明についてについてについてについて
            平成平成平成平成22228888年度年度年度年度のののの予算予算予算予算規規規規模模模模はははは当当当当初初初初予算予算予算予算としてはとしてはとしてはとしては過去最過去最過去最過去最大大大大のののの予算予算予算予算となっているとなっているとなっているとなっている。。。。景景景景気気気気のののの拡拡拡拡大大大大
によるによるによるによる法人事法人事法人事法人事業業業業税税税税・・・・地地地地方方方方消消消消費費費費税税税税やややや個個個個人県民人県民人県民人県民税税税税のののの伸伸伸伸びびびびがそのがそのがそのがその大大大大きなきなきなきな要要要要因因因因になっているようになっているようになっているようになっているよう
ですですですです。。。。知事知事知事知事はははは沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興をさらにをさらにをさらにをさらに加加加加速速速速させていくためさせていくためさせていくためさせていくため、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興交付金交付金交付金交付金をををを積極積極積極積極的的的的にににに活用活用活用活用しししし、、、、
沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン計画計画計画計画のののの中間年中間年中間年中間年であるであるであるである22228888年度年度年度年度はははは掲掲掲掲げたげたげたげた諸諸諸諸施策施策施策施策をををを着着着着実実実実にににに実施実施実施実施していくとしていくとしていくとしていくと
しているしているしているしている。。。。知事公約実現知事公約実現知事公約実現知事公約実現にににに向向向向けたけたけたけた重要重要重要重要なななな予算予算予算予算編編編編成成成成ともなるともなるともなるともなる。。。。予算予算予算予算編編編編成成成成をどのようなをどのようなをどのようなをどのような視視視視点点点点でででで
行行行行ったかったかったかったか、、、、またまたまたまた、、、、施策施策施策施策のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ知事知事知事知事のののの決決決決意意意意とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 人人人人材育材育材育材育成成成成・・・・自立経済自立経済自立経済自立経済発発発発展展展展資資資資源源源源のののの創創創創出出出出についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ)))) アジアアジアアジアアジア経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想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
　成長　成長　成長　成長するアジアするアジアするアジアするアジア経済経済経済経済にににに連連連連動動動動するするするする「「「「アジアアジアアジアアジア経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想」」」」をををを策定策定策定策定しししし自立経済自立経済自立経済自立経済発発発発展展展展のののの礎礎礎礎
をつくるとをつくるとをつくるとをつくると公約公約公約公約しているしているしているしている。。。。そのそのそのその実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた戦略戦略戦略戦略・・・・施策施策施策施策についてについてについてについて見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 産官産官産官産官学学学学のののの連連連連携携携携によりによりによりにより沖縄沖縄沖縄沖縄のののの自立的自立的自立的自立的発発発発展展展展をををを支支支支えるえるえるえる多面的多面的多面的多面的なななな人人人人材材材材（（（（財財財財））））のののの育育育育成成成成についてについてについてについて見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄沖縄沖縄沖縄らしいらしいらしいらしい観光観光観光観光リリリリゾゾゾゾーーーートトトト地地地地のののの形成形成形成形成についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ)))) 国国国国内内内内・・・・国国国国外観光客外観光客外観光客外観光客のののの誘誘誘誘客客客客をををを戦略的戦略的戦略的戦略的にににに実施実施実施実施しししし、、、、2021202120212021年年年年をめどにをめどにをめどにをめどに観光客観光客観光客観光客1000100010001000万万万万人人人人超超超超、、、、観観観観
光収入光収入光収入光収入１１１１兆兆兆兆円円円円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、、、、どのようなどのようなどのようなどのような戦略戦略戦略戦略とととと施策施策施策施策でそのでそのでそのでその実現実現実現実現をををを図図図図っていくのっていくのっていくのっていくの
かかかか見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 自自自自然然然然、、、、文化文化文化文化、、、、伝伝伝伝統統統統などのなどのなどのなどのソソソソフトフトフトフトパパパパワワワワーにーにーにーに牽牽牽牽引引引引されるされるされるされる好好好好調調調調なななな沖縄沖縄沖縄沖縄観光観光観光観光のののの将将将将来来来来にににに影響影響影響影響をををを及及及及
ぼぼぼぼしかしかしかしかねねねねないカジないカジないカジないカジノノノノにににに反対反対反対反対することをすることをすることをすることを約約約約束束束束しているしているしているしている。。。。前県政前県政前県政前県政はカジはカジはカジはカジノノノノ導導導導入入入入にににに積極積極積極積極的的的的でででで
あったあったあったあった。。。。改改改改めてめてめてめて議会議会議会議会のののの場場場場でででで翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((ｳｳｳｳ)))) 国国国国際際際際的的的的海洋性海洋性海洋性海洋性リリリリゾゾゾゾーーーートトトトのののの形成形成形成形成をををを図図図図るるるる港湾機港湾機港湾機港湾機能能能能のののの整整整整備備備備、、、、ククククルルルルーーーーズズズズ船船船船にににに対対対対応応応応したしたしたした港湾港湾港湾港湾施施施施設設設設
整整整整備備備備とととと母母母母港港港港拠拠拠拠点点点点化化化化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、、、、ククククルルルルーーーーズズズズ船船船船対対対対応応応応のののの現状現状現状現状とととと拠拠拠拠点点点点化化化化へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組
みみみみについてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((ｴｴｴｴ))))離島離島離島離島のののの魅魅魅魅力力力力をををを発発発発信信信信するするするする着着着着地地地地型型型型体体体体験交験交験交験交流流流流観光観光観光観光をををを推進推進推進推進しししし、、、、島嶼性豊島嶼性豊島嶼性豊島嶼性豊かなかなかなかな沖縄沖縄沖縄沖縄のののの広広広広域域域域的的的的観観観観
光光光光のののの発発発発展展展展をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの歴史歴史歴史歴史・・・・伝伝伝伝統統統統文化文化文化文化、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな自自自自然然然然環境環境環境環境やややや地地地地球環境球環境球環境球環境のののの保全保全保全保全・・・・
再再再再生生生生・・・・創創創創出出出出にににに取取取取りりりり組組組組むむむむことについてのことについてのことについてのことについて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、、、、そしてそしてそしてそして現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて見解見解見解見解をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「子子子子どもどもどもども・・・・環境環境環境環境日本一日本一日本一日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
　子供　子供　子供　子供目線目線目線目線のののの施策施策施策施策をををを推進推進推進推進するするするする。。。。子供子供子供子供のののの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策、、、、認認認認可可可可外外外外保保保保育育育育園園園園、、、、児童児童児童児童ククククララララブブブブ、、、、発発発発達達達達障障障障害害害害
児児児児にににに対対対対するするするする支援支援支援支援のののの拡拡拡拡大大大大、、、、きめきめきめきめ細細細細やかなやかなやかなやかな教育指導教育指導教育指導教育指導ができるができるができるができる30303030人学人学人学人学級級級級やややや少少少少人人人人数数数数学学学学級級級級のののの導導導導入入入入
をををを推進推進推進推進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、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題そしてそしてそしてそして具具具具体体体体的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて見解見解見解見解
をををを聞聞聞聞くくくく。。。。特特特特にににに貧困問題対策貧困問題対策貧困問題対策貧困問題対策推進推進推進推進についてはについてはについてはについては知事知事知事知事のののの肝肝肝肝いりでいりでいりでいりで並々並々並々並々ならならならならぬぬぬぬ姿勢姿勢姿勢姿勢でででで取取取取りりりり組組組組むむむむとととと
しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事のののの貧困問題貧困問題貧困問題貧困問題へのへのへのへの認識認識認識認識とととと取取取取りりりり組組組組みみみみへのへのへのへの決決決決意意意意をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｴｴｴｴ 環境環境環境環境共共共共生生生生・・・・再再再再生生生生可能可能可能可能エネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの推進推進推進推進についてについてについてについて
            沖縄沖縄沖縄沖縄ははははエネエネエネエネルルルルギギギギーーーー先先先先進進進進地地地地域域域域としてとしてとしてとして大大大大きくきくきくきく飛飛飛飛躍躍躍躍するするするする可能可能可能可能性性性性があるがあるがあるがある。。。。宮古島宮古島宮古島宮古島でのでのでのでの先駆先駆先駆先駆的的的的
事事事事例例例例をををを支援支援支援支援しつつしつつしつつしつつ、、、、環境環境環境環境共共共共生生生生アアアアイイイイランランランランドドドドをををを目指目指目指目指しながらしながらしながらしながら、、、、増増増増大大大大するするするするエネエネエネエネルルルルギギギギーーーー需需需需要要要要にににに応応応応
じじじじ得得得得るるるる再再再再生生生生可能可能可能可能エネエネエネエネルルルルギギギギーのーのーのーの推進推進推進推進にににに本格的本格的本格的本格的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむとしているがそのとしているがそのとしているがそのとしているがその施策施策施策施策とととと展展展展望望望望につにつにつにつ
いていていていて見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｵｵｵｵ ＪＪＪＪ１１１１対対対対応応応応ササササッッッッカーカーカーカー場場場場ととととボボボボーーーールルルルパパパパーーーークククク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
　 本格的　 本格的　 本格的　 本格的ななななササササッッッッカーカーカーカー場場場場をををを建設建設建設建設するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、十十十十数数数数面面面面ののののササササッッッッカーカーカーカー場場場場をををを多面的多面的多面的多面的にににに網羅網羅網羅網羅したしたしたした
「「「「ボボボボーーーールルルルパパパパーーーークククク」」」」をををを整整整整備備備備しししし、、、、国国国国内外内外内外内外のののの強強強強豪豪豪豪チチチチーーーームムムムののののキャキャキャキャンンンンププププ誘致誘致誘致誘致などによりなどによりなどによりなどにより、、、、ススススポポポポーーーーツコツコツコツコンンンン
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ベベベベンンンンシシシションアョンアョンアョンアイイイイランランランランドドドドとしてのとしてのとしてのとしての新新新新しいしいしいしい地位地位地位地位をををを築築築築きたいとしているがきたいとしているがきたいとしているがきたいとしているが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｶｶｶｶ 美美美美らららら島島島島のののの自自自自然然然然環境環境環境環境保全保全保全保全についてについてについてについて
            犬猫犬猫犬猫犬猫殺殺殺殺処処処処分分分分ゼロゼロゼロゼロをををを目指目指目指目指しししし、、、、命命命命がががが尊尊尊尊重重重重されるされるされるされる動動動動物物物物愛愛愛愛護護護護のののの政策政策政策政策にににに取取取取りりりり組組組組むむむむことをことをことをことを約約約約束束束束してしてしてして
いるいるいるいる。。。。現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて、、、、そしてそしてそしてそしてゼロゼロゼロゼロにににに向向向向けけけけ思思思思いいいい切切切切ったったったった計画策定計画策定計画策定計画策定についてについてについてについて見解見解見解見解をををを聞聞聞聞
くくくく。。。。

ｷｷｷｷ 産業産業産業産業のののの振興振興振興振興とととと雇雇雇雇用用用用についてについてについてについて
            非非非非正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用などのなどのなどのなどの問題問題問題問題にににに向向向向きききき合合合合いいいい、、、、格格格格差社差社差社差社会会会会のののの是是是是正正正正にににに取取取取りりりり組組組組むむむむとしているとしているとしているとしている。。。。景景景景気低気低気低気低迷迷迷迷
するするするする中中中中でででで、、、、労働環境労働環境労働環境労働環境にににに賃金賃金賃金賃金格格格格差差差差、、、、非非非非正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用などなどなどなど重重重重いいいい空気空気空気空気がががが広広広広がりがりがりがり、、、、未来未来未来未来にににに希希希希望望望望がががが持持持持
てずてずてずてず、、、、結結結結婚婚婚婚をちをちをちをちゅゅゅゅうちうちうちうちょょょょするするするする若者若者若者若者のののの存存存存在在在在もあるもあるもあるもある。。。。一一一一つのつのつのつの格格格格差差差差はははは次次次次のののの格格格格差差差差にににに連連連連鎖鎖鎖鎖しししし、、、、将将将将来来来来
へのへのへのへの展展展展望望望望もももも失失失失うううう。。。。人人人人口口口口減減減減少少少少社社社社会会会会にににに対対対対処処処処するためにもするためにもするためにもするためにも若者若者若者若者からからからから笑顔笑顔笑顔笑顔をををを消消消消してはならないのしてはならないのしてはならないのしてはならないの
ですですですです。。。。不不不不当当当当なななな格格格格差差差差にににに断断断断固固固固反対反対反対反対しますとしますとしますとしますと記記記記しているしているしているしている。。。。低低低低賃金賃金賃金賃金・・・・非非非非正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用がががが格格格格差社差社差社差社会会会会をををを生生生生
みみみみ、、、、形成形成形成形成しししし「「「「子子子子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困」」」」へへへへ連連連連なっていることはなっていることはなっていることはなっていることは多多多多くのくのくのくの識識識識者者者者もももも認認認認めるところであるめるところであるめるところであるめるところである。。。。現状現状現状現状をををを
どのようにどのようにどのようにどのように把握把握把握把握しししし、、、、どうどうどうどう取取取取りりりり組組組組みみみみどうどうどうどう実現実現実現実現していくのかしていくのかしていくのかしていくのか知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｸｸｸｸ 正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用のののの拡拡拡拡大大大大やややや所所所所得得得得のののの向向向向上上上上などなどなどなど雇雇雇雇用用用用のののの質質質質のののの改改改改善善善善にににに努努努努めめめめ、、、、若年者等若年者等若年者等若年者等のののの離離離離職職職職率率率率のののの高高高高ささささ
やややや、、、、求人求人求人求人とととと求求求求職職職職ののののミスミスミスミスママママッチッチッチッチ等等等等のののの課題課題課題課題にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、雇雇雇雇用用用用のののの安定安定安定安定化化化化をををを図図図図っていきたいとしてっていきたいとしてっていきたいとしてっていきたいとして
いるいるいるいる。。。。見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((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

ｱｱｱｱ 辺辺辺辺野古野古野古野古新基地新基地新基地新基地建設建設建設建設問題問題問題問題についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ)))) 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事がががが行行行行ったったったった埋埋埋埋立立立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はしはしはしは多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民、、、、国国国国内外内外内外内外からからからから評価評価評価評価をををを得得得得ているているているている。。。。生生生生
態態態態学学学学専専専専門門門門家家家家によれによれによれによればばばば、「、「、「、「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの海海海海環境環境環境環境がががが著著著著しくしくしくしく悪悪悪悪化化化化しているしているしているしている中中中中でででで、、、、大大大大浦浦浦浦湾湾湾湾とそこにとそこにとそこにとそこに注注注注ぐぐぐぐ
大大大大浦川浦川浦川浦川のののの河口河口河口河口一一一一帯帯帯帯にはにはにはには内湾性内湾性内湾性内湾性ののののササササンンンンゴゴゴゴ礁礁礁礁やややや海海海海草藻草藻草藻草藻場場場場ややややママママンンンングログログログローーーーブブブブ、、、、干潟干潟干潟干潟、、、、砂砂砂砂堆堆堆堆、、、、
砂砂砂砂泥泥泥泥底底底底などなどなどなど、、、、さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな環境環境環境環境がががが隣隣隣隣接接接接しししし合合合合いながらいながらいながらいながら残残残残されているされているされているされている」」」」というというというという。。。。つまりつまりつまりつまり大大大大浦浦浦浦湾湾湾湾はははは
森森森森とととと川川川川とととと海海海海がががが密密密密接接接接につながりにつながりにつながりにつながり多多多多様様様様なななな生生生生物物物物のすのすのすのすみみみみかとなりかとなりかとなりかとなり、、、、代代代代替替替替不不不不可能可能可能可能なななな環境環境環境環境がががが保全保全保全保全ささささ
れているということであるれているということであるれているということであるれているということである。。。。このこのこのこの環境環境環境環境はこれからのはこれからのはこれからのはこれからの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの未来未来未来未来をををを映映映映すすすす宝宝宝宝でありでありでありであり、、、、誇誇誇誇りでもりでもりでもりでも
あるあるあるある。。。。政政政政府府府府はこのようなはこのようなはこのようなはこのような一一一一級級級級のののの大大大大浦浦浦浦湾湾湾湾のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを強行強行強行強行しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている。。。。決決決決してしてしてして許許許許せるせるせるせる
ものではないものではないものではないものではない。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 裁判中裁判中裁判中裁判中にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに向向向向けてのけてのけてのけての工事工事工事工事はははは着着着着々々々々とととと進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。今今今今後後後後ととととんんんんでもなでもなでもなでもな
いいいいココココンンンンククククリリリリーーーートブトブトブトブロッロッロッロッククククのののの投投投投下下下下がががが始始始始まるまるまるまる。。。。シュワブシュワブシュワブシュワブ内内内内でどういうことがでどういうことがでどういうことがでどういうことが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、、、、工工工工
事事事事のののの現状現状現状現状とととと現現現現場場場場環境環境環境環境がどうなっているのかがどうなっているのかがどうなっているのかがどうなっているのか調査調査調査調査・・・・確認確認確認確認するためするためするためするため、、、、県県県県はははは基地基地基地基地内内内内立立立立ちちちち入入入入りをりをりをりを
要求要求要求要求すすすすべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

((((ｳｳｳｳ)))) 碇碇碇碇石発石発石発石発見現見現見現見現場場場場付付付付近近近近でででで土土土土器器器器やややや石器石器石器石器がががが見見見見つかったつかったつかったつかった。。。。一一一一帯帯帯帯のののの遺遺遺遺跡跡跡跡認認認認定定定定にににに動動動動いているとのいているとのいているとのいているとの報報報報
道道道道があったがそのがあったがそのがあったがそのがあったがその後後後後のののの経経経経緯緯緯緯とととと県県県県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聞聞聞聞くくくく。。。。土砂土砂土砂土砂等等等等がががが投投投投入入入入されるとされるとされるとされると調査調査調査調査もももも不不不不
可能可能可能可能になるになるになるになる可能可能可能可能性性性性がががが出出出出てくるてくるてくるてくる。。。。急急急急ぐべぐべぐべぐべききききだだだだがががが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((ｴｴｴｴ))))大大大大浦浦浦浦崎崎崎崎収容収容収容収容所所所所のののの埋葬遺骨収埋葬遺骨収埋葬遺骨収埋葬遺骨収集集集集のののの作作作作業業業業経経経経緯緯緯緯とととと日日日日程程程程についてについてについてについて聞聞聞聞くくくく。。。。早早早早目目目目のののの作作作作業業業業がががが必必必必要要要要でででで
あるあるあるある。。。。

((((ｵｵｵｵ)))) 2013201320132013年年年年12121212月月月月～～～～15151515年年年年11111111月月月月末末末末までのまでのまでのまでの２２２２年間年間年間年間、、、、防防防防衛衛衛衛省省省省がががが米軍米軍米軍米軍普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの辺辺辺辺野古野古野古野古移移移移設設設設
のののの関係関係関係関係でででで業業業業務務務務やややや工事工事工事工事をををを契契契契約約約約したしたしたした66665555社社社社のうちのうちのうちのうち、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも14141414社社社社にににに防防防防衛衛衛衛省省省省やややや自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊ＯＯＯＯＢＢＢＢがががが
再再再再就職就職就職就職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明明明明らかになっているらかになっているらかになっているらかになっている。。。。移移移移設設設設事事事事業業業業費費費費999933336666億円分億円分億円分億円分のうちのうちのうちのうち、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも８８８８
割割割割にににに当当当当たるたるたるたる730730730730億円分億円分億円分億円分をそのをそのをそのをその天天天天下下下下りりりり企企企企業業業業やややや共同共同共同共同企企企企業体業体業体業体がががが受受受受注注注注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てしてしてして
いるいるいるいる。（。（。（。（朝朝朝朝日新日新日新日新聞聞聞聞2012012012016666年年年年１１１１月月月月））））県民県民県民県民のののの反対反対反対反対をよそにをよそにをよそにをよそに新基地新基地新基地新基地建設建設建設建設がががが明明明明らかにらかにらかにらかに防防防防衛衛衛衛利利利利権権権権のののの
暗暗暗暗躍躍躍躍するするするする場場場場になっているになっているになっているになっている。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((ｶｶｶｶ)))) 辺辺辺辺野古野古野古野古代執行訴訟代執行訴訟代執行訴訟代執行訴訟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どのようなはどのようなはどのようなはどのような思思思思いでいでいでいで尋尋尋尋問問問問をををを受受受受けたのかけたのかけたのかけたのか。。。。尋尋尋尋問問問問のののの場場場場はははは当当当当然証然証然証然証言言言言のののの機機機機会会会会にもなっにもなっにもなっにもなっ
たたたた。。。。知事知事知事知事はどのようなことをはどのようなことをはどのようなことをはどのようなことを念念念念頭頭頭頭にににに証証証証言言言言されたかされたかされたかされたか見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。またまたまたまた、、、、裁判裁判裁判裁判官官官官からからからから和解案和解案和解案和解案がががが
示示示示されているわけされているわけされているわけされているわけだだだだがががが、、、、新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道によれによれによれによればばばば暫定案暫定案暫定案暫定案をををを受受受受けけけけ入入入入れるとのことれるとのことれるとのことれるとのことだだだだがががが、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ
るるるるベベベベーーーーススススはははは何何何何かかかか、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｲｲｲｲ 米軍米軍米軍米軍普天普天普天普天間基地問題間基地問題間基地問題間基地問題についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ)))) 去去去去るるるる宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市長長長長選選選選挙挙挙挙ではではではでは「「「「普天普天普天普天間基地間基地間基地間基地のののの固固固固定定定定化化化化はははは許許許許さないさないさないさない、、、、早早早早期期期期にににに危険危険危険危険なななな状状状状態態態態をなくをなくをなくをなく
せせせせ」」」」というというというという宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市民民民民のののの民民民民意意意意がががが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。。。。それにもかかわらずそれにもかかわらずそれにもかかわらずそれにもかかわらず安倍安倍安倍安倍首首首首相相相相はははは「「「「大大大大きくきくきくきく
勇勇勇勇気気気気づづづづけられるけられるけられるけられる勝勝勝勝利利利利をををを得得得得たたたた。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄とととと対対対対話話話話をををを積積積積みみみみ重重重重ねねねね、、、、基地基地基地基地負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減やややや沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興にににに取取取取りりりり
組組組組んんんんでいきたいでいきたいでいきたいでいきたい」」」」とととと述述述述べべべべたというたというたというたという。。。。いかにもいかにもいかにもいかにも辺辺辺辺野古野古野古野古新基地新基地新基地新基地建設建設建設建設がががが容認容認容認容認されたとされたとされたとされたと言言言言わわわわんんんんばばばば
かりであるかりであるかりであるかりである。。。。得意得意得意得意のののの「「「「解釈解釈解釈解釈」」」」でででで国民世国民世国民世国民世論論論論をををを誘導誘導誘導誘導するものでするものでするものでするもので許許許許しがたいしがたいしがたいしがたい。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞
くくくく。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) ５５５５年年年年以内以内以内以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止へのへのへのへの工工工工程程程程表表表表作作作作成成成成についてについてについてについて、、、、県県県県はははは「「「「政政政政府府府府・・・・沖縄県協議会沖縄県協議会沖縄県協議会沖縄県協議会」」」」のののの開開開開催催催催をををを
要要要要望望望望しししし、「、「、「、「５５５５年年年年以内以内以内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政政政政府府府府とのとのとのとの協議協議協議協議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見見見見通通通通しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか。。。。
知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((ｳｳｳｳ)))) 2013201320132013年年年年にににに辺辺辺辺野古埋野古埋野古埋野古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するするするする事実事実事実事実上上上上のののの条件条件条件条件としてとしてとしてとして、、、、当時当時当時当時のののの仲井仲井仲井仲井眞眞眞眞知事知事知事知事がががが求求求求めめめめ
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たのはたのはたのはたのは「「「「５５５５年年年年以内以内以内以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止」」」」だだだだ。。。。安倍安倍安倍安倍首首首首相相相相はははは「「「「最最最最大大大大限限限限実現実現実現実現するようするようするようするよう努努努努力力力力したいしたいしたいしたい」」」」とととと述述述述べべべべ
ているているているている。。。。しかししかししかししかし、、、、米国米国米国米国側側側側とのとのとのとの実質実質実質実質審審審審議議議議もなくもなくもなくもなく翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事就就就就任任任任後後後後はははは「「「「地地地地元元元元のののの協協協協力力力力をををを得得得得られるられるられるられる
ことがことがことがことが前前前前提提提提だだだだ」」」」とととと開開開開きききき直直直直っているっているっているっている。。。。知事知事知事知事はははは代執行訴訟代執行訴訟代執行訴訟代執行訴訟のののの陳陳陳陳述述述述書書書書でもでもでもでも「「「「承承承承認認認認をををを得得得得るためのるためのるためのるための
空空空空手手手手形形形形ではないかではないかではないかではないか」」」」とととと危惧危惧危惧危惧しているとしているとしているとしていると聞聞聞聞くがくがくがくが知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((ｴｴｴｴ)))) 「「「「辺辺辺辺野古野古野古野古がががが唯唯唯唯一一一一」」」」とととと思思思思考考考考停止停止停止停止するするするする政政政政府府府府にににに対対対対しししし、、、、批判批判批判批判がががが相相相相次次次次いでいるいでいるいでいるいでいる。。。。先先先先日日日日、、、、那覇那覇那覇那覇ででででおおおお会会会会
いしたいしたいしたいした元元元元参議参議参議参議院院院院議議議議員員員員のののの平平平平野野野野貞夫貞夫貞夫貞夫氏氏氏氏はははは「「「「安倍安倍安倍安倍・・・・菅菅菅菅政権政権政権政権はははは辺辺辺辺野古野古野古野古のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを、「、「、「、「法法法法とととと行行行行
政政政政でででで決決決決まったまったまったまった」」」」ことをことをことをことを根根根根拠拠拠拠にしているがにしているがにしているがにしているが、、、、議会議会議会議会制制制制民民民民主主義主主義主主義主主義ではではではでは「「「「法法法法とととと行政行政行政行政」」」」がががが絶絶絶絶対対対対ではなではなではなではな
いいいい。「。「。「。「民民民民意意意意」」」」がががが支支支支えてこそえてこそえてこそえてこそ正正正正当当当当性性性性があるがあるがあるがある。「。「。「。「事事事事情情情情変変変変更更更更のののの原原原原則則則則」」」」というというというという法法法法理理理理もあるもあるもあるもある。。。。政治政治政治政治にはにはにはには
過去過去過去過去にににに決決決決めたことのめたことのめたことのめたことの正正正正当当当当性性性性をををを吟味吟味吟味吟味しししし、、、、状況状況状況状況をををを総総総総合合合合的的的的にににに判断判断判断判断しししし直直直直すこともあるすこともあるすこともあるすこともある。。。。それがそれがそれがそれが理理理理
解解解解できないならできないならできないならできないなら政治家政治家政治家政治家失失失失格格格格だだだだ」」」」とととと批判批判批判批判したしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、戦後日戦後日戦後日戦後日韓韓韓韓関係関係関係関係のののの構構構構築築築築にににに尽尽尽尽力力力力したしたしたした清清清清水水水水
信信信信次次次次氏氏氏氏はははは「「「「国国国国というものはそこにというものはそこにというものはそこにというものはそこに住住住住んんんんでいるでいるでいるでいる人間人間人間人間がつくるものがつくるものがつくるものがつくるもの。。。。民民民民がどがどがどがどんんんんなななな政治政治政治政治をやるかをやるかをやるかをやるか
をををを考考考考ええええ、、、、代代代代表表表表をををを選選選選ぶぶぶぶ。。。。沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民はははは翁長翁長翁長翁長雄志雄志雄志雄志というというというという人人人人をををを選選選選んだんだんだんだ。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの人人人人がががが選選選選んだんだんだんだののののだだだだ
からからからから、、、、このこのこのこの人人人人のののの言言言言うことをうことをうことをうことを聞聞聞聞くくくくべべべべききききだだだだ。。。。沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民がながながながなぜぜぜぜ、、、、翁長翁長翁長翁長をををを選選選選んだんだんだんだかかかか安倍安倍安倍安倍とととと菅菅菅菅はそこはそこはそこはそこ
がわかっていないがわかっていないがわかっていないがわかっていない」」」」とととと批判批判批判批判。。。。基地問題解決基地問題解決基地問題解決基地問題解決にににに強強強強いいいい姿勢姿勢姿勢姿勢でででで臨臨臨臨んんんんでいるでいるでいるでいる知事知事知事知事にそのにそのにそのにその「「「「民民民民意意意意」」」」
というものについてというものについてというものについてというものについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((ｵｵｵｵ))))普天普天普天普天間間間間のののの移移移移設設設設先先先先をををを「「「「最最最最低低低低でもでもでもでも県県県県外外外外」」」」とととと述述述述べべべべてててて首首首首相相相相にににに就就就就任任任任したしたしたした鳩鳩鳩鳩山山山山氏氏氏氏はははは日本日本日本日本記記記記者者者者ククククララララブブブブ
のののの講講講講演演演演会会会会でででで、、、、普天普天普天普天間間間間のののの県県県県外外外外移移移移設設設設をををを進進進進めようとしためようとしためようとしためようとした。。。。しかししかししかししかし、、、、外外外外務務務務省省省省からからからから普天普天普天普天間間間間のののの海兵海兵海兵海兵隊隊隊隊
航空航空航空航空部隊部隊部隊部隊ととととキャキャキャキャンンンンプ・シュワブプ・シュワブプ・シュワブプ・シュワブのののの海兵海兵海兵海兵隊隊隊隊陸上陸上陸上陸上部隊部隊部隊部隊はははは66665555海海海海里里里里以上離以上離以上離以上離れてはれてはれてはれては一一一一体体体体的的的的運用運用運用運用
ができないとができないとができないとができないと、、、、米軍米軍米軍米軍マニマニマニマニュュュュアアアアルルルルにあるとのにあるとのにあるとのにあるとの説明説明説明説明をををを受受受受けてけてけてけて「「「「事実事実事実事実上上上上沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県内内内内しかないとしかないとしかないとしかないと思思思思
いいいい、、、、奄奄奄奄美美美美・・・・徳之徳之徳之徳之島島島島へのへのへのへの移移移移設設設設をををを諦諦諦諦めためためためた」」」」とととと述述述述べべべべているているているている。。。。しかししかししかししかし、、、、そのそのそのその「「「「米軍米軍米軍米軍マニマニマニマニュュュュアアアアルルルル」」」」のののの存存存存
在在在在についてについてについてについて調調調調べべべべたところたところたところたところ存存存存在在在在しないことがわかったしないことがわかったしないことがわかったしないことがわかった。。。。鳩鳩鳩鳩山山山山氏氏氏氏はははは改改改改めてめてめてめて「「「「官官官官僚僚僚僚によるによるによるによる情情情情報報報報
操作操作操作操作」」」」をををを非非非非難難難難したしたしたした。「。「。「。「普天普天普天普天間間間間がががが県県県県内回帰内回帰内回帰内回帰したのはしたのはしたのはしたのは官官官官僚僚僚僚によるによるによるによる情情情情報報報報操作操作操作操作によるものであっによるものであっによるものであっによるものであっ
たたたた」」」」ことをことをことをことを明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 北北北北部部部部訓練訓練訓練訓練場内場内場内場内ヘリヘリヘリヘリ着着着着陸帯陸帯陸帯陸帯移移移移設設設設事事事事業業業業とととと防防防防衛衛衛衛局局局局へのへのへのへの環境環境環境環境保全保全保全保全措置措置措置措置要求要求要求要求についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ))))環境環境環境環境審審審審査査査査会会会会によるによるによるによる事後事後事後事後調査調査調査調査のののの結果結果結果結果、、、、例例例例ええええばばばば事事事事業業業業地地地地にににに隣隣隣隣接接接接するするするする高高高高江江江江集集集集落落落落はははは静穏静穏静穏静穏なななな生生生生活活活活
環境環境環境環境をををを有有有有するするするする地地地地域域域域であったがであったがであったがであったが、、、、本事本事本事本事業業業業のののの実施実施実施実施にににに伴伴伴伴いいいいヘリヘリヘリヘリココココププププタタタターーーー騒騒騒騒音音音音等等等等によるによるによるによる生生生生活活活活環環環環
境境境境へのへのへのへの影響影響影響影響がががが懸念懸念懸念懸念されているされているされているされている。。。。以上以上以上以上のことからのことからのことからのことから、、、、事事事事業業業業実施実施実施実施にににに伴伴伴伴うううう環境負環境負環境負環境負荷荷荷荷をををを可能可能可能可能なななな限限限限りりりり
低低低低減減減減しししし、、、、高高高高江江江江集集集集落落落落のののの生生生生活活活活環境及環境及環境及環境及びびびび事事事事業業業業実施実施実施実施周辺周辺周辺周辺地地地地域域域域のののの自自自自然然然然環境環境環境環境のののの保全保全保全保全にににに万万万万全全全全をををを期期期期
すすすすべべべべくくくく必必必必要要要要なななな措置措置措置措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう要求要求要求要求しているしているしているしている。。。。必必必必要要要要なななな措置措置措置措置についてについてについてについて見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 東東東東村村村村高高高高江江江江ににににおおおおけるけるけるけるヘリヘリヘリヘリパパパパッドッドッドッド移移移移設設設設問題問題問題問題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「「「「今今今今のののの状況状況状況状況ではわかりましたとではわかりましたとではわかりましたとではわかりましたと
はははは言言言言えないえないえないえない」」」」とととと12121212月定月定月定月定例例例例会会会会でででで答弁答弁答弁答弁されているされているされているされている。。。。またまたまたまた「「「「オオオオスプスプスプスプレレレレイイイイがががが使使使使用用用用するとなるとするとなるとするとなるとするとなると施施施施設設設設
工事自工事自工事自工事自体体体体にににに反対反対反対反対するするするする」」」」とのとのとのとの考考考考えをえをえをえを明確明確明確明確にされているにされているにされているにされている。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 知事知事知事知事はははは県知事県知事県知事県知事選選選選出出出出馬馬馬馬にににに当当当当たってのたってのたってのたって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としてとしてとしてとして「「「「米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地はははは、、、、今今今今やややや沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄経済発発発発
展展展展のののの最最最最大大大大のののの阻害阻害阻害阻害要要要要因因因因であるであるであるである。。。。基地基地基地基地建設建設建設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経済経済経済振興振興振興振興策策策策はははは将将将将来来来来にににに禍禍禍禍根根根根
をををを残残残残すすすす」」」」とととと示示示示しているしているしているしている。。。。そこでそこでそこでそこで基地基地基地基地返返返返還還還還とととと跡跡跡跡地地地地利用利用利用利用そしてそしてそしてそして沖縄沖縄沖縄沖縄のののの経済的自立経済的自立経済的自立経済的自立についてについてについてについて、、、、まままま
たたたた、、、、今今今今後予定後予定後予定後予定されているされているされているされている中中中中南南南南部部部部駐留駐留駐留駐留軍軍軍軍用用用用地地地地のののの返返返返還還還還にににに伴伴伴伴うううう地地地地域域域域経済経済経済経済・・・・地地地地方方方方財財財財政政政政へのへのへのへの影響影響影響影響
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解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 基地経済基地経済基地経済基地経済へのへのへのへの依依依依存存存存度度度度はははは昭昭昭昭和和和和47474747年年年年のののの復復復復帰帰帰帰時時時時がががが15151515....5555％％％％でででで平成平成平成平成23232323年年年年にはにはにはには4444....9999％％％％とととと大大大大幅幅幅幅にににに低低低低
下下下下しているしているしているしている。。。。基地基地基地基地のののの返返返返還還還還がががが進進進進展展展展していけしていけしていけしていけばばばば、、、、基地経済基地経済基地経済基地経済へのへのへのへの依依依依存存存存度度度度はますますはますますはますますはますます下下下下がるものがるものがるものがるもの
とととと考考考考えるえるえるえる。。。。直直直直近近近近のののの依依依依存存存存度度度度はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。

ｶｶｶｶ 南西諸島南西諸島南西諸島南西諸島地地地地域域域域ににににおおおおけるけるけるける防防防防衛衛衛衛体制体制体制体制のののの強強強強化化化化についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ)))) 自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊機機機機のののの増増増増強強強強・・・・強強強強化化化化によってによってによってによって那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港ににににおおおおけるけるけるける離発離発離発離発着着着着のののの過過過過密密密密化化化化、、、、騒騒騒騒音音音音のののの激激激激化化化化、、、、民間民間民間民間
機機機機のののの離発離発離発離発着着着着時時時時のののの危険危険危険危険性性性性がががが増増増増すすすす。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 南西諸島南西諸島南西諸島南西諸島へのへのへのへの自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊配備配備配備配備問題問題問題問題はははは防防防防衛衛衛衛局局局局やややや市市市市当当当当局局局局からからからから市市市市民民民民へのへのへのへの丁寧丁寧丁寧丁寧なななな説明説明説明説明がないまがないまがないまがないま
まままま、、、、既既既既成事実成事実成事実成事実化化化化されされされされ配備配備配備配備がががが加加加加速速速速しているしているしているしている。。。。国会国会国会国会ににににおおおおけるけるけるける土土土土地取地取地取地取得得得得費費費費等等等等（（（（101010108888億円億円億円億円））））のののの予予予予
算要求算要求算要求算要求までまでまでまで進進進進められているめられているめられているめられている。。。。宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市・・・・石垣市石垣市石垣市石垣市ではではではでは「「「「島島島島がががが標標標標的的的的になるになるになるになる」「」「」「」「観光産業観光産業観光産業観光産業にににに大大大大
きなきなきなきな影響影響影響影響がががが出出出出るるるる」」」」などなどなどなど市市市市民民民民のののの不不不不安安安安はははは日日日日増増増増しにしにしにしに大大大大きくなっているきくなっているきくなっているきくなっている。。。。過重過重過重過重なななな基地基地基地基地負担負担負担負担のののの撤廃撤廃撤廃撤廃
をををを求求求求めているめているめているめている県政県政県政県政としてもとしてもとしてもとしても従従従従来来来来のののの「「「「地地地地元元元元のののの理理理理解解解解とととと丁寧丁寧丁寧丁寧なななな説明説明説明説明をするをするをするをする必必必必要要要要があるがあるがあるがある」」」」とかとかとかとか「「「「県県県県
民民民民生生生生活活活活へどうへどうへどうへどう影響影響影響影響がでるかしっかりがでるかしっかりがでるかしっかりがでるかしっかり見見見見極極極極めたいめたいめたいめたい」」」」などとなどとなどとなどと通通通通りりりり一一一一遍遍遍遍のののの答弁答弁答弁答弁ではなくてではなくてではなくてではなくて、、、、南西南西南西南西
諸島諸島諸島諸島へのへのへのへの過重過重過重過重配備配備配備配備についてはしっかりについてはしっかりについてはしっかりについてはしっかりココココミミミミッッッットトトトすすすすべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 下地下地下地下地島空港島空港島空港島空港とととと周辺周辺周辺周辺用用用用地地地地のののの利活用利活用利活用利活用促進促進促進促進事事事事業業業業についてについてについてについて
            下地下地下地下地島空港島空港島空港島空港をををを舞舞舞舞台台台台にににに、、、、国国国国際際際際線線線線旅旅旅旅客機客機客機客機施施施施設設設設及及及及びびびび国国国国内内内内線線線線ＬＬＬＬＣＣＣＣＣＣＣＣ旅旅旅旅客客客客施施施施設設設設をををを整整整整備備備備したいというしたいというしたいというしたいという
昨年昨年昨年昨年末末末末のののの三菱三菱三菱三菱地所地所地所地所（（（（株株株株））））ののののププププレレレレスリリスリリスリリスリリーーーーススススはははは、、、、地地地地元元元元ではではではでは大大大大反反反反響響響響でででで、、、、年年年年末末末末からからからから年年年年始始始始にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、そそそそ
のののの話話話話題題題題でででで持持持持ちちちち切切切切りでしたりでしたりでしたりでした。。。。ようやくようやくようやくようやく地地地地元元元元がががが長年長年長年長年待待待待ちちちち望望望望んだんだんだんだ、、、、下地下地下地下地島空港島空港島空港島空港のののの利活用利活用利活用利活用がががが実現実現実現実現すれすれすれすれ
ばばばば、、、、そのそのそのその波波波波及効及効及効及効果果果果ははかりははかりははかりははかり知知知知れないものになるれないものになるれないものになるれないものになるだだだだろうとろうとろうとろうと確確確確信信信信しますしますしますします。。。。さてさてさてさて、、、、下地下地下地下地島空港島空港島空港島空港のののの成成成成りりりり
立立立立ちはちはちはちは、、、、建設建設建設建設当時当時当時当時、、、、国国国国ににににおおおおいていていていて全国的全国的全国的全国的ににににパパパパイイイイロッロッロッロットトトト訓練訓練訓練訓練専用飛専用飛専用飛専用飛行行行行場場場場のののの候候候候補補補補地地地地検検検検討討討討がなされるがなされるがなされるがなされる
中中中中、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが地地地地域域域域振興振興振興振興にににに資資資資するためとしてするためとしてするためとしてするためとして誘致誘致誘致誘致をををを決定決定決定決定したものでありますしたものでありますしたものでありますしたものであります。。。。軍事軍事軍事軍事利用利用利用利用されるされるされるされる
のではとののではとののではとののではとの地地地地元元元元がががが賛否賛否賛否賛否でででで割割割割れるれるれるれる中中中中、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは国国国国とのとのとのとの間間間間にににに交交交交わしたわしたわしたわした県県県県営営営営、、、、非非非非公公公公共共共共、、、、収収収収益益益益事事事事業業業業
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のののの３３３３原原原原則則則則のののの覚覚覚覚書書書書でででで地地地地元元元元をををを説得説得説得説得しししし、、、、何何何何とかとかとかとか実現実現実現実現にこにこにこにこぎぎぎぎつけたわけですつけたわけですつけたわけですつけたわけです。。。。特特特特にににに収収収収益益益益事事事事業業業業ではではではでは、、、、空空空空
港港港港及及及及びびびび周辺周辺周辺周辺用用用用地地地地からのからのからのからの収収収収益益益益をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、開開開開発発発発ののののおおおおくれたくれたくれたくれた島島島島のののの道道道道路路路路やややや水水水水道道道道等等等等ののののイイイインンンンフフフフララララ整整整整備備備備、、、、
住住住住民民民民福祉福祉福祉福祉のののの増進増進増進増進をををを図図図図るものとしてるものとしてるものとしてるものとして、、、、地地地地元元元元はははは大大大大いにいにいにいに期期期期待待待待してしてしてしておおおおりましたがりましたがりましたがりましたが、、、、直後直後直後直後のののの円高円高円高円高ドドドドルルルル安安安安、、、、
パパパパイイイイロッロッロッロットトトト需需需需要要要要のののの低低低低下下下下などなどなどなど諸諸諸諸要要要要因因因因によりによりによりにより、、、、そのそのそのその後後後後のののの有有有有効効効効なななな土土土土地地地地利用利用利用利用もなされずもなされずもなされずもなされず、、、、これらはいまこれらはいまこれらはいまこれらはいま
だだだだ実現実現実現実現されてされてされてされておおおおりませりませりませりませんんんん。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは、、、、今今今今こそこそこそこそ地地地地元元元元とのとのとのとの約約約約束束束束をををを履履履履行行行行するためするためするためするため、、、、このこのこのこの利活用利活用利活用利活用候候候候補補補補
事事事事業業業業をををを精精精精力力力力的的的的にににに推推推推しししし進進進進めていくめていくめていくめていく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いますいますいますいます。。。。そこでそこでそこでそこで伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((1111)))) 利活用利活用利活用利活用候候候候補補補補事事事事業業業業のののの進捗進捗進捗進捗のののの状況状況状況状況及及及及びびびび今今今今後後後後ののののススススケケケケジジジジュュュューーーールルルル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)))) 利活用利活用利活用利活用候候候候補補補補事事事事業業業業のののの波波波波及効及効及効及効果果果果についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 下地下地下地下地島空港特島空港特島空港特島空港特別別別別会計会計会計会計のののの22228888年度年度年度年度のののの予算予算予算予算についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 離島離島離島離島ににににおおおおけるけるけるける医療支援医療支援医療支援医療支援のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題そしてそしてそしてそして取取取取りりりり組組組組みみみみをををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((2222)))) 子子子子宮宮宮宮頸頸頸頸ががががんワんワんワんワククククチチチチンンンン副副副副反反反反応被害応被害応被害応被害問題問題問題問題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。県県県県内内内内ににににおおおおけるけるけるける実実実実態態態態調査調査調査調査のののの経経経経緯緯緯緯及及及及びびびび、、、、
被害被害被害被害者者者者支援支援支援支援（（（（行政行政行政行政・・・・学学学学校校校校））））のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて、、、、またまたまたまた、、、、国国国国のののの支援支援支援支援体制体制体制体制についてもについてもについてもについても伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 児童相談児童相談児童相談児童相談所所所所宮古宮古宮古宮古分分分分室室室室のののの設設設設置置置置についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 農林水農林水農林水農林水産業産業産業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)))) 知事知事知事知事はははは施政施政施政施政方針方針方針方針でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの地地地地域域域域特性特性特性特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした戦略戦略戦略戦略品目品目品目品目によるによるによるによる拠拠拠拠点点点点産産産産地地地地のののの形成形成形成形成、、、、生生生生産産産産
基基基基盤盤盤盤のののの整整整整備備備備、、、、６６６６次産業化次産業化次産業化次産業化ののののほほほほかかかか、「、「、「、「地地地地理理理理的的的的表表表表示保示保示保示保護護護護制制制制度度度度」」」」のののの活用活用活用活用などによりなどによりなどによりなどにより、、、、さらなるさらなるさらなるさらなるブブブブララララ
ンンンンドドドド化化化化をををを推進推進推進推進しししし、、、、アジアなどへのアジアなどへのアジアなどへのアジアなどへの海外輸海外輸海外輸海外輸出出出出、、、、販路販路販路販路開開開開拓拓拓拓にににに積極積極積極積極的的的的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむとしているとしているとしているとしている。。。。戦戦戦戦
略略略略についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市等等等等でもでもでもでも今今今今後後後後、、、、多多多多くのくのくのくの国国国国際際際際チチチチャャャャーーーータタタターーーー便便便便やややや大大大大型型型型ククククルルルルーーーーズズズズ船船船船のののの運航運航運航運航がががが見見見見込込込込まれていまれていまれていまれてい
るるるる。。。。それにそれにそれにそれに伴伴伴伴うううう海外海外海外海外旅旅旅旅行者行者行者行者などのなどのなどのなどの増増増増加加加加がががが予想予想予想予想されされされされ、、、、海外海外海外海外悪悪悪悪性伝性伝性伝性伝染染染染病病病病等等等等のののの侵侵侵侵入入入入がががが懸念懸念懸念懸念されされされされ
ているているているている。。。。空港空港空港空港やややや港港港港でのでのでのでの水水水水際防際防際防際防疫疫疫疫対策対策対策対策やややや監監監監視視視視体制体制体制体制のののの強強強強化化化化がががが重要重要重要重要なななな課題課題課題課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。。。。家家家家畜畜畜畜
伝伝伝伝染染染染予予予予防防防防法法法法のののの規規規規定定定定にににに基基基基づづづづくくくく、、、、動動動動物物物物検検検検疫疫疫疫上上上上のののの指指指指定定定定港港港港としてのとしてのとしてのとしての早早早早期期期期指指指指定定定定やそのやそのやそのやその間間間間のののの水水水水際防際防際防際防
疫疫疫疫対策対策対策対策のののの強強強強化化化化についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県内内内内漁漁漁漁港港港港のののの放放放放置艇置艇置艇置艇のののの実実実実態態態態調査調査調査調査とととと撤撤撤撤去計画去計画去計画去計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。。。。

5555 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)))) 離島離島離島離島のののの定定定定住住住住条件条件条件条件のののの整整整整備備備備をををを図図図図りりりり、、、、離島住離島住離島住離島住民等民等民等民等のののの交交交交通通通通ココココストストストスト軽減軽減軽減軽減をををを図図図図ることをることをることをることを目目目目的的的的にににに始始始始まったまったまったまった
「「「「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県離島住離島住離島住離島住民民民民交交交交通通通通ココココストストストスト負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減事事事事業業業業」」」」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うううう。。。。

((((2222)))) 離島離島離島離島ににににおおおおけるけるけるける割割割割高高高高なななな生生生生活活活活ココココストストストストをををを低低低低減減減減するためするためするためするため、、、、沖縄本沖縄本沖縄本沖縄本島島島島からからからから輸送輸送輸送輸送されるされるされるされる食食食食品品品品・・・・日日日日用用用用品品品品にににに
係係係係るるるる輸送輸送輸送輸送費費費費のののの補補補補助助助助としてとしてとしてとして、、、、離島離島離島離島食食食食品品品品・・・・日日日日用用用用品品品品輸送輸送輸送輸送等等等等補補補補助助助助事事事事業業業業がががが新新新新規規規規事事事事業業業業としてとしてとしてとして事事事事業業業業費費費費（（（（１１１１
億億億億1111868686864444万万万万円円円円））））がががが計計計計上上上上されているされているされているされている。。。。事事事事業業業業のののの概概概概要要要要についてについてについてについて説明説明説明説明いたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。

((((3333)))) 離島離島離島離島地地地地区区区区のののの情情情情報格報格報格報格差差差差をををを是是是是正正正正するためするためするためするため、、、、本本本本島島島島とととと離島離島離島離島をををを結結結結ぶぶぶぶ海海海海底底底底ケケケケーーーーブルブルブルブル等等等等のののの整整整整備備備備をををを図図図図らららら
れれれれ、、、、新年度新年度新年度新年度もももも「「「「離島離島離島離島地地地地区情区情区情区情報報報報通通通通信信信信基基基基盤盤盤盤整整整整備備備備推進推進推進推進事事事事業業業業」」」」がががが継継継継続続続続するようするようするようするようだだだだがががが、、、、事事事事業業業業のののの概概概概要要要要とととと
対対対対象象象象離島離島離島離島についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄本沖縄本沖縄本沖縄本島島島島のののの住住住住民民民民がががが離島離島離島離島のののの魅魅魅魅力力力力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深深深深めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、交交交交流促進流促進流促進流促進によるによるによるによる離島離島離島離島地地地地域域域域
のののの活性化活性化活性化活性化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、体体体体験験験験ププププログログログログララララムムムム等等等等をををを経経経経験験験験するするするするツツツツアーのアーのアーのアーの実施実施実施実施にににに要要要要するするするする事事事事業業業業費費費費がががが計計計計上上上上
されているされているされているされている。。。。離島観光離島観光離島観光離島観光・・・・交交交交流促進流促進流促進流促進事事事事業業業業、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「島島島島たたたたびびびび事事事事業業業業」」」」であるであるであるである。。。。そのそのそのそのスキスキスキスキーーーームムムムとととと事事事事
業業業業効効効効果果果果のののの目目目目標標標標についてについてについてについて見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((5555)))) 将将将将来来来来をををを担担担担うううう児童児童児童児童にににに離島離島離島離島のののの重要重要重要重要性性性性のののの認識認識認識認識をををを深深深深めるためめるためめるためめるため、、、、体体体体験験験験学学学学習習習習やややや民民民民泊泊泊泊等等等等をををを行行行行うううう「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄離離離離
島体島体島体島体験交験交験交験交流促進流促進流促進流促進事事事事業業業業」」」」はははは離島住離島住離島住離島住民民民民にとってもにとってもにとってもにとっても、、、、離島離島離島離島でのでのでのでの宿泊宿泊宿泊宿泊・・・・生生生生活活活活やややや交交交交流流流流をををを通通通通してしてしてして離島離島離島離島
をををを知知知知ってもらうってもらうってもらうってもらう上上上上でででで願願願願ってもないってもないってもないってもない事事事事業業業業であるであるであるである。。。。事事事事業業業業のののの概概概概要要要要とこれまでのとこれまでのとこれまでの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見解見解見解見解
をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

6666 教育教育教育教育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)))) 施政施政施政施政方針方針方針方針でででで、、、、学学学学校教育校教育校教育校教育についてはについてはについてはについては、、、、少少少少人人人人数数数数学学学学級級級級をををを拡拡拡拡大大大大しししし小小小小中学中学中学中学校校校校のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる学学学学力力力力向向向向上上上上をををを
図図図図るためるためるためるため、、、、教教教教員員員員のののの指導指導指導指導力力力力向向向向上上上上、、、、学学学学力力力力向向向向上上上上のののの検証検証検証検証シスシスシスシステムテムテムテムのののの構構構構築築築築などなどなどなど、、、、学学学学校校校校のののの授授授授業業業業改改改改善善善善にににに
取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、またまたまたまた、、、、正規教正規教正規教正規教員率員率員率員率のののの改改改改善善善善にににに取取取取りりりり組組組組むむむむとととと述述述述べべべべているているているている。。。。現状現状現状現状とととと今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみにつにつにつにつ
いていていていて見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((2222)))) いじめいじめいじめいじめ、、、、不不不不登登登登校校校校、、、、深夜深夜深夜深夜徘徊徘徊徘徊徘徊などについてなどについてなどについてなどについて、、、、ススススククククーーーールルルルカカカカウウウウンンンンセセセセラーやラーやラーやラーやススススククククーーーールルルルソソソソーーーーシャルワシャルワシャルワシャルワーーーー
カーのカーのカーのカーの配配配配置置置置等等等等によりによりによりにより、、、、未未未未然然然然防止防止防止防止、、、、早早早早期発期発期発期発見見見見及及及及びびびび早早早早期期期期解決解決解決解決にににに取取取取りりりり組組組組むむむむとととと述述述述べべべべているているているている。。。。それらそれらそれらそれら
のののの実実実実態態態態とととと解決解決解決解決へへへへ向向向向けてのけてのけてのけての見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((3333)))) 「「「「幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園・・・・就就就就学前学前学前学前教育教育教育教育」」」」義務教育義務教育義務教育義務教育化化化化・・・・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

ｱｱｱｱ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園教育教育教育教育のののの歴史歴史歴史歴史をををを踏踏踏踏まえれまえれまえれまえればばばば、「、「、「、「幼幼幼幼少少少少連連連連携携携携」」」」をををを発発発発展展展展させることでさせることでさせることでさせることで就就就就学前学前学前学前教育教育教育教育
のののの充充充充実実実実をををを図図図図ることができるとることができるとることができるとることができると考考考考えるえるえるえる。。。。教育教育教育教育長長長長のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｲｲｲｲ 幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園教育教育教育教育のののの義務教育義務教育義務教育義務教育化化化化のののの制制制制度度度度設設設設計計計計についてについてについてについて、、、、引引引引きききき続続続続きききき国国国国とととと協議協議協議協議することについてすることについてすることについてすることについて教教教教
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育育育育長長長長のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((4444)))) 学学学学校教育校教育校教育校教育法法法法ににににおおおおけるけるけるける学学学学校校校校施施施施設設設設へのへのへのへのククククーラーーラーーラーーラー設設設設置置置置のののの目目目目的的的的とととと法的法的法的法的根根根根拠拠拠拠はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、県県県県内市内市内市内市
町村町村町村町村によってによってによってによって整整整整備備備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にににに違違違違いがありいがありいがありいがあり整整整整備率備率備率備率にににに格格格格差差差差があるがあるがあるがある。。。。しかししかししかししかし、、、、教育環境教育環境教育環境教育環境はははは全全全全
てのてのてのての児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒にににに平等平等平等平等・・・・公平公平公平公平でなけれでなけれでなけれでなければばばばならないはずならないはずならないはずならないはず。。。。またまたまたまた、、、、幼幼幼幼・・・・小小小小・・・・中学中学中学中学校校校校へのへのへのへのククククーラーーラーーラーーラー
設設設設置置置置のののの促進促進促進促進はははは知事公約知事公約知事公約知事公約であることをであることをであることをであることを御御御御存存存存じかじかじかじか教育教育教育教育長長長長のののの見解見解見解見解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28282828年第年第年第年第1111回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

02020202月月月月24242424    日日日日((((水水水水))))

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

4444 27272727分分分分 山内山内山内山内　　　　末子末子末子末子（（（（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)))) 知事知事知事知事はははは就就就就任任任任以以以以来来来来、、、、辺辺辺辺野古野古野古野古新基地新基地新基地新基地阻止阻止阻止阻止をををを柱柱柱柱にににに「「「「基地問題基地問題基地問題基地問題のののの解決解決解決解決」、「」、「」、「」、「経済経済経済経済振興振興振興振興」」」」をををを重点重点重点重点にににに取取取取
りりりり組組組組みみみみ、、、、２２２２年年年年目目目目にににに向向向向けてのけてのけてのけての所所所所信表信表信表信表明明明明ではではではでは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで沖縄沖縄沖縄沖縄のののの大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題でありながらでありながらでありながらでありながら対対対対応応応応がががが
おおおおくれているくれているくれているくれている「「「「子子子子どものどものどものどもの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策」」」」をををを重点重点重点重点項項項項目目目目にににに加加加加ええええ、、、、全県全県全県全県挙挙挙挙げてのげてのげてのげての取取取取りりりり組組組組みみみみのののの決決決決意意意意をしをしをしをし
ているているているている。。。。就就就就任任任任１１１１年年年年目目目目はははは公約公約公約公約のののの99995555％％％％をををを着着着着手手手手したとしたとしたとしたと自自自自信信信信をのをのをのをのぞぞぞぞかせているがかせているがかせているがかせているが、、、、そのそのそのその実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ
行政行政行政行政力力力力、、、、政治政治政治政治力力力力がががが問問問問われるわれるわれるわれる。。。。そのためのそのためのそのためのそのための体制体制体制体制構構構構築築築築をををを含含含含めめめめ、、、、決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 就就就就任任任任１１１１年年年年でででで「「「「辺辺辺辺野古野古野古野古新基地新基地新基地新基地建設阻止建設阻止建設阻止建設阻止・・・・普天普天普天普天間基地間基地間基地間基地のののの固固固固定定定定化化化化をををを許許許許さないさないさないさない」、「」、「」、「」、「日米安保日米安保日米安保日米安保はははは日日日日
本全本全本全本全体体体体でででで負担負担負担負担すすすすべべべべきききき」、「」、「」、「」、「地地地地方方方方自治自治自治自治のののの根幹根幹根幹根幹とはとはとはとは？？？？」、「」、「」、「」、「民民民民主主義主主義主主義主主義とはとはとはとは？？？？」」」」ということをこのということをこのということをこのということをこの沖沖沖沖
縄縄縄縄からからからから全国全国全国全国・・・・世界世界世界世界にににに向向向向けけけけ、、、、問問問問いいいい、、、、見見見見つめつめつめつめ直直直直すことをすことをすことをすことを投投投投げかけてきたげかけてきたげかけてきたげかけてきた。。。。そのそのそのそのメッセメッセメッセメッセージージージージ力力力力をををを高高高高
くくくく評価評価評価評価するするするする。。。。今今今今後後後後そのことをどうそのことをどうそのことをどうそのことをどう集約集約集約集約しししし結結結結実実実実していくのかしていくのかしていくのかしていくのか、、、、ことしのことしのことしのことしの課題課題課題課題だだだだととと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
見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 辺辺辺辺野古野古野古野古新基地新基地新基地新基地建設建設建設建設関連裁判関連裁判関連裁判関連裁判についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 第第第第４４４４回回回回代執行裁判代執行裁判代執行裁判代執行裁判のののの知事知事知事知事陳陳陳陳述述述述はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの歴史歴史歴史歴史のののの中中中中でででで日本政日本政日本政日本政府府府府がいかにがいかにがいかにがいかに強権的強権的強権的強権的にまたにまたにまたにまた
優優優優位的位的位的位的にににに沖縄沖縄沖縄沖縄にににに対対対対応応応応してきたのかしてきたのかしてきたのかしてきたのか、、、、今今今今日日日日までまでまでまで長長長長くくくく続続続続くくくく政政政政府府府府のののの無無無無関心関心関心関心をををを公的公的公的公的にににに体体体体現現現現したこしたこしたこしたこ
とにとにとにとに意意意意義義義義があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるえるえるえる。。。。またまたまたまた、、、、自治権自治権自治権自治権のののの確確確確保保保保、、、、民民民民主主主主国家国家国家国家のありのありのありのあり方方方方などにもなどにもなどにもなどにも議議議議論論論論されたことされたことされたことされたこと
はははは注注注注目目目目にににに値値値値するするするする。。。。一一一一方方方方、、、、本来本来本来本来ならならならなら政治的政治的政治的政治的にににに議議議議論論論論されるされるされるされるべべべべきききき問題問題問題問題でありでありでありであり、、、、国国国国のののの独独独独善善善善的的的的なななな辺辺辺辺
野古野古野古野古押押押押しつけのしつけのしつけのしつけの姿勢姿勢姿勢姿勢がががが３３３３つのつのつのつの裁判裁判裁判裁判をををを抱抱抱抱えることになりえることになりえることになりえることになり、、、、結果結果結果結果的的的的にににに裁判長裁判長裁判長裁判長にににに委委委委ねねねねられることられることられることられること
になっているになっているになっているになっている現状現状現状現状があるがあるがあるがある。。。。陳陳陳陳述述述述等等等等をををを通通通通しししし、、、、裁判裁判裁判裁判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解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 砂川砂川砂川砂川裁判裁判裁判裁判にににに見見見見るるるる重重重重大大大大なななな国家国家国家国家のののの政治政治政治政治論論論論についてはについてはについてはについては統統統統治行為治行為治行為治行為論論論論というというというという学学学学説説説説をををを持持持持ってってってって判断判断判断判断しししし
ないというのがないというのがないというのがないというのが一一一一般般般般的的的的であるであるであるである。。。。そのそのそのその是非是非是非是非はははは別別別別としてとしてとしてとして当当当当該該該該訴訟訴訟訴訟訴訟はははは日米関係日米関係日米関係日米関係にににに深深深深くかかわるくかかわるくかかわるくかかわる
ものであってものであってものであってものであって基本的基本的基本的基本的にはにはにはには裁判裁判裁判裁判にはなじまずにはなじまずにはなじまずにはなじまず、、、、無無無無理理理理があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるえるえるえる。。。。そのようなそのようなそのようなそのような観観観観点点点点からからからから、、、、
裁判長裁判長裁判長裁判長からのからのからのからの根根根根本的本的本的本的なななな和解案和解案和解案和解案提提提提示示示示にはにはにはには政治的政治的政治的政治的にににに踏踏踏踏みみみみ込込込込みみみみすすすすぎぎぎぎでありでありでありであり、、、、同意同意同意同意はできないはできないはできないはできない
がががが、、、、暫定案暫定案暫定案暫定案についてはについてはについてはについては工事工事工事工事のののの一時中断一時中断一時中断一時中断・・・・話話話話しししし合合合合いをするいをするいをするいをする案案案案がががが提提提提起起起起されているようでありされているようでありされているようでありされているようであり、、、、
県県県県としてとしてとしてとして受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる余余余余地地地地があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。県民県民県民県民のののの納納納納得得得得するするするする徹徹徹徹底底底底したしたしたした議議議議論論論論をするをするをするをする政治政治政治政治
的的的的なななな対対対対応応応応がががが望望望望まれるがまれるがまれるがまれるが知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 米国米国米国米国駐駐駐駐在員在員在員在員のののの役割役割役割役割とととと権能権能権能権能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 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)))) 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納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

ｱｱｱｱ 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地のののの外外外外来来来来機機機機等等等等のののの訓練訓練訓練訓練によるによるによるによる過重過重過重過重なななな運用運用運用運用状況状況状況状況とととと周辺周辺周辺周辺地地地地域域域域住住住住民民民民へのへのへのへの影響影響影響影響についについについについ
てててて県県県県のののの認識認識認識認識とととと対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地のののの危険危険危険危険性性性性のののの認識認識認識認識とそのとそのとそのとその除除除除去去去去についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 報報報報道道道道によるとによるとによるとによると、、、、米国米国米国米国務務務務省省省省がががが国国国国防防防防予算案予算案予算案予算案にににに最新最新最新最新鋭鋭鋭鋭スススステテテテルスルスルスルス戦闘戦闘戦闘戦闘機機機機ＦＦＦＦ35353535のののの関連施関連施関連施関連施設設設設をををを嘉手嘉手嘉手嘉手
納納納納基地基地基地基地内内内内にににに建設建設建設建設するするするする費費費費用用用用（（（（約約約約30303030億円億円億円億円））））がががが計計計計上上上上されていることがされていることがされていることがされていることが判判判判明明明明したしたしたした。。。。これまでもこれまでもこれまでもこれまでもＦＦＦＦ
22222222などのなどのなどのなどの外外外外来来来来機機機機のののの暫定暫定暫定暫定配備配備配備配備がががが常態常態常態常態化化化化してしてしてしておおおおりりりり、、、、危険危険危険危険性性性性やややや騒騒騒騒音被害音被害音被害音被害などのなどのなどのなどの負担負担負担負担がががが増増増増加加加加すすすす
ることはることはることはることは明明明明らかであるらかであるらかであるらかである。。。。県県県県はははは建設建設建設建設反対反対反対反対をををを申申申申しししし入入入入れるれるれるれるべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 基地基地基地基地周辺周辺周辺周辺住宅防音住宅防音住宅防音住宅防音工事工事工事工事についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 米軍実米軍実米軍実米軍実弾弾弾弾砲砲砲砲撃撃撃撃演演演演習習習習場場場場周辺周辺周辺周辺のののの住宅防音住宅防音住宅防音住宅防音工事工事工事工事についてについてについてについて、、、、県県県県内内内内ではではではでは騒騒騒騒音調査音調査音調査音調査さえさえさえさえ行行行行われてわれてわれてわれて
いないがいないがいないがいないが、、、、移移移移転転転転先先先先ににににおおおおいてはいてはいてはいては防音防音防音防音対策対策対策対策がががが行行行行われているとのことわれているとのことわれているとのことわれているとのことだだだだがががが、、、、そのそのそのそ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
県県県県のののの見解見解見解見解、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 基地基地基地基地周辺周辺周辺周辺騒騒騒騒音音音音対策対策対策対策としてのとしてのとしてのとしての住宅防音住宅防音住宅防音住宅防音工事工事工事工事についてについてについてについて他他他他県県県県ではではではでは見直見直見直見直しがしがしがしが随随随随時時時時されているされているされているされている
がががが、、、、本県本県本県本県ではうるささではうるささではうるささではうるささ指数指数指数指数88880000ＷＷＷＷ地地地地域域域域、、、、75757575ＷＷＷＷ地地地地域域域域がががが昭昭昭昭和和和和55558888年年年年のののの事事事事業制業制業制業制定定定定以以以以来来来来引引引引きききき上上上上げらげらげらげら
れていないれていないれていないれていない。。。。またまたまたまた、、、、75757575ＷＷＷＷのののの建建建建具復旧具復旧具復旧具復旧工事工事工事工事についてについてについてについて見直見直見直見直しがされていないのはしがされていないのはしがされていないのはしがされていないのは九州九州九州九州ではではではでは
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唯唯唯唯一沖縄一沖縄一沖縄一沖縄だだだだけであるけであるけであるけである。。。。基地基地基地基地負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減策策策策としてさらなるとしてさらなるとしてさらなるとしてさらなる改改改改善善善善がががが必必必必要要要要だだだだととと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取取取取りりりり
組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 辺辺辺辺野古野古野古野古新基地新基地新基地新基地建設建設建設建設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 辺辺辺辺野古野古野古野古ゲゲゲゲーーーートトトト前前前前のののの警警警警備備備備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、、、、基地基地基地基地をめをめをめをめぐぐぐぐるこのるこのるこのるこの類類類類いのいのいのいの警警警警備備備備についてはについてはについてはについては、、、、
県県県県警警警警とととと住住住住民民民民ががががぎぎぎぎりりりりぎぎぎぎりのところでりのところでりのところでりのところで、、、、おおおお互互互互いをいをいをいをおおおおももももんんんんぱぱぱぱかるのがかるのがかるのがかるのが常常常常であったであったであったであった。。。。警警警警視庁視庁視庁視庁警警警警備備備備のののの
投投投投入入入入はははは県民県民県民県民へのへのへのへの侮辱侮辱侮辱侮辱、、、、物物物物扱扱扱扱いいいい、、、、人権人権人権人権侵侵侵侵害害害害とそのとそのとそのとその暴暴暴暴力力力力的的的的なななな対対対対応応応応にににに非非非非難難難難がががが高高高高まるまるまるまる。。。。公安委公安委公安委公安委
員員員員会会会会はははは警警警警備備備備のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて調査調査調査調査しししし指導指導指導指導するするするする立立立立場場場場にあるとにあるとにあるとにあると思思思思うがうがうがうが、、、、公安委公安委公安委公安委員員員員会会会会のののの機機機機能能能能がががが
十十十十分分分分働働働働いているのかいているのかいているのかいているのか委委委委員員員員長長長長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 工事工事工事工事にににに係係係係るこれまでのるこれまでのるこれまでのるこれまでの予算予算予算予算とととと、、、、次次次次年度年度年度年度のののの予算予算予算予算（（（（県県県県内業内業内業内業者者者者のののの割合割合割合割合））））をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 北谷北谷北谷北谷町町町町（（（（上上上上瀬瀬瀬瀬頭頭頭頭地地地地区区区区））））埋設埋設埋設埋設廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物にににに係係係係るるるる土土土土壌壌壌壌汚染汚染汚染汚染についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 概概概概要要要要のののの説明説明説明説明とととと今今今今後後後後のののの対対対対応方針応方針応方針応方針についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 返返返返還還還還のののの際際際際のののの調査調査調査調査状況状況状況状況、、、、地地地地域域域域一一一一帯帯帯帯のののの調査調査調査調査、、、、健健健健康康康康被害調査被害調査被害調査被害調査等等等等、、、、住住住住民民民民のののの不不不不安解安解安解安解消消消消にににに県県県県とととと防防防防
衛衛衛衛局局局局のののの連連連連携携携携はははは不不不不可可可可欠欠欠欠だだだだがどうがどうがどうがどう取取取取りりりり組組組組んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか。。。。

((((5555)))) 企企企企業局業局業局業局水源水源水源水源ににににおおおおいていていていて検検検検出出出出されたされたされたされた有機有機有機有機フフフフッッッッ素素素素化合物化合物化合物化合物問題問題問題問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 概概概概要要要要説明説明説明説明とととと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うううう。。。。

ｲｲｲｲ 企企企企業局業局業局業局がががが沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防衛衛衛衛局局局局にににに対対対対しししし改改改改善善善善にににに向向向向けけけけ要要要要請請請請をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容とととと対対対対応応応応についてについてについてについて
伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 基地基地基地基地内従業員内従業員内従業員内従業員アアアアススススベベベベストストストスト健健健健康康康康被害調査被害調査被害調査被害調査についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 健健健健康康康康被害被害被害被害のののの認認認認定状況定状況定状況定状況とととと相談相談相談相談事事事事業体制業体制業体制業体制のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 西普天西普天西普天西普天間間間間住宅住宅住宅住宅地地地地区区区区跡跡跡跡地地地地利用利用利用利用計画計画計画計画についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国国国国際際際際医療拠医療拠医療拠医療拠点点点点整整整整備備備備事事事事業業業業のののの県県県県のかかわりとのかかわりとのかかわりとのかかわりと進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 重重重重粒粒粒粒子施子施子施子施設設設設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検検検検討討討討委委委委員員員員会会会会のののの議議議議論論論論をををを経経経経てててて、、、、設設設設置置置置にににに向向向向けけけけ結論結論結論結論をををを出出出出すすすす時時時時期期期期にににに
きているときているときているときていると考考考考えるえるえるえる。。。。最新最新最新最新医療医療医療医療としてのとしてのとしてのとしての効効効効果果果果はははは評価評価評価評価するがするがするがするが、、、、採算採算採算採算性性性性・・・・県県県県内内内内他他他他のののの医療医療医療医療とのとのとのとの整整整整合合合合
性性性性等等等等総総総総合合合合的的的的にににに鑑鑑鑑鑑みみみみるとるとるとると設設設設置置置置はははは厳厳厳厳しいのではないかとしいのではないかとしいのではないかとしいのではないかと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 子子子子どものどものどものどもの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策についてについてについてについて
　子　子　子　子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困大大大大国国国国とととと言言言言われるわれるわれるわれる我我我我がががが国国国国のののの中中中中でででで、、、、県民所県民所県民所県民所得得得得ががががワワワワーーーーストストストスト１１１１のののの本県本県本県本県がががが最最最最もももも厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状
況況況況であることはであることはであることはであることは誰誰誰誰もがもがもがもが想定想定想定想定していたとしていたとしていたとしていたと思思思思うがうがうがうが、、、、県県県県のののの調査調査調査調査ににににおおおおいてよりいてよりいてよりいてより深刻深刻深刻深刻なななな実実実実態態態態がががが判判判判明明明明したしたしたした。。。。
全県全県全県全県体制体制体制体制でのでのでのでの対策対策対策対策のののの決決決決意意意意にあらゆるにあらゆるにあらゆるにあらゆる知知知知恵恵恵恵をををを出出出出していかしていかしていかしていかねねねねばばばばならないとならないとならないとならないと考考考考えるえるえるえる。。。。

((((1111)))) 30303030億円億円億円億円のののの子子子子どものどものどものどもの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策推進推進推進推進基基基基金金金金、、、、内閣府内閣府内閣府内閣府のののの沖縄貧困対策事沖縄貧困対策事沖縄貧困対策事沖縄貧困対策事業業業業、、、、子子子子どものどものどものどもの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策
ににににおおおおけるけるけるける国全国全国全国全体体体体のののの関連事関連事関連事関連事業業業業、、、、教育教育教育教育委委委委員員員員会事会事会事会事業業業業、、、、厚厚厚厚労労労労省省省省事事事事業業業業等等等等、、、、総総総総合合合合的的的的、、、、横横横横断的断的断的断的なななな政策政策政策政策
のののの連連連連携携携携がががが必必必必要要要要だだだだとととと考考考考えるがえるがえるがえるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン基本計画基本計画基本計画基本計画のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて

((((1111)))) ことしはビジョンことしはビジョンことしはビジョンことしはビジョン中間地点中間地点中間地点中間地点でででで計画策定計画策定計画策定計画策定・・・・見直見直見直見直しのしのしのしの時時時時期期期期であるであるであるである。。。。将将将将来来来来像像像像１１１１「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄らしいらしいらしいらしい自自自自然然然然とととと
歴史歴史歴史歴史、、、、伝伝伝伝統統統統、、、、文化文化文化文化をををを大大大大切切切切にするにするにするにする島島島島をををを目指目指目指目指してしてしてして」」」」のののの「（「（「（「（２２２２））））持続持続持続持続可能可能可能可能なななな循循循循環型社環型社環型社環型社会会会会のののの構構構構築築築築」」」」及及及及
びびびび「（「（「（「（３３３３））））低低低低炭炭炭炭素素素素島島島島ししししょょょょ社社社社会会会会のののの実現実現実現実現」」」」にににに絞絞絞絞ってってってって見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ５５５５年間年間年間年間のののの計画策定計画策定計画策定計画策定にはにはにはには向向向向こうこうこうこう10101010年間年間年間年間をををを見見見見通通通通すすすす必必必必要要要要がありがありがありがあり、、、、復復復復帰帰帰帰50505050年年年年にににに当当当当たるたるたるたる2022202220222022年年年年までまでまでまで
にはにはにはにはススススママママーーーートトトトココココミュミュミュミュニニニニティティティティーのーのーのーの形成形成形成形成・・・・鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道（（（（ＬＲＬＲＬＲＬＲＴＴＴＴ含含含含むむむむ））））等等等等、、、、公公公公共共共共交交交交通通通通シスシスシスシステムテムテムテム確確確確立立立立・・・・水水水水素素素素
化化化化社社社社会会会会にににに向向向向けたけたけたけた条件整条件整条件整条件整備備備備などなどなどなど実現実現実現実現しすしすしすしすべべべべくくくく施策施策施策施策だだだだとととと考考考考えるがえるがえるがえるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 まちまちまちまち・・・・ひひひひとととと・・・・ししししごごごごとととと創創創創生総生総生総生総合合合合戦略戦略戦略戦略についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県人沖縄県人沖縄県人沖縄県人口口口口ビジョンにビジョンにビジョンにビジョンに基基基基づづづづくくくく、、、、県県県県まちまちまちまち・・・・ひひひひとととと・・・・ししししごごごごとととと総総総総合合合合戦略戦略戦略戦略がががが策定策定策定策定されされされされ、、、、各各各各市市市市町村町村町村町村はははは策定策定策定策定
中中中中のようのようのようのようだだだだ。。。。施策施策施策施策のののの21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン計画計画計画計画へのへのへのへの反映反映反映反映、、、、各各各各市市市市町村町村町村町村のののの総総総総合合合合計画計画計画計画へのへのへのへの反映反映反映反映についについについについ
てててて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、新新新新型型型型交付金交付金交付金交付金とととと一一一一括括括括交付金交付金交付金交付金事事事事業業業業のののの活用活用活用活用についてについてについてについて県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 産業振興産業振興産業振興産業振興についてについてについてについて

((((1111)))) カカカカボボボボタタタタージージージージュュュュのののの規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和についてについてについてについて（（（（石石石石油油油油タタタタンカーンカーンカーンカー））））
　本県　本県　本県　本県のののの石石石石油企油企油企油企業業業業にとってにとってにとってにとって、、、、原原原原油油油油タタタタンカーンカーンカーンカー（（（（10101010万万万万トトトトンンンンククククララララスススス））））のののの外航船外航船外航船外航船投投投投入入入入によるによるによるによる国国国国内外内外内外内外へへへへ
のののの原原原原油油油油輸送輸送輸送輸送はははは運送運送運送運送ココココストストストスト低低低低減減減減へつながりへつながりへつながりへつながり、、、、経経経経営営営営的的的的効効効効果果果果をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす。。。。同同同同原原原原油油油油船船船船のカのカのカのカボボボボタタタターーーー
ジジジジュュュュ規規規規制制制制緩緩緩緩和和和和のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 水水水水溶溶溶溶性天性天性天性天然然然然ガガガガススススについてについてについてについて
　平成　平成　平成　平成23232323年年年年からからからから27272727年度年度年度年度のののの県県県県内内内内ににににおおおおけるけるけるける水水水水溶溶溶溶性性性性ガガガガススススのののの地地地地震震震震探探探探査査査査、、、、試試試試掘掘掘掘結果結果結果結果のののの概概概概要要要要をををを伺伺伺伺うううう。。。。
試試試試掘掘掘掘はははは南城市南城市南城市南城市、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市でででで行行行行われたようわれたようわれたようわれたようだだだだがががが、、、、平成平成平成平成23232323年度年度年度年度のののの地地地地震震震震調査調査調査調査対対対対象象象象にににに
なったなったなったなった中部地中部地中部地中部地区区区区のののの可能可能可能可能性調査性調査性調査性調査はははは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。。。。特特特特にうるまにうるまにうるまにうるま市市市市のののの島嶼島嶼島嶼島嶼地地地地域域域域にはにはにはには石石石石油企油企油企油企業業業業
ややややリリリリゾゾゾゾーーーートトトトホテホテホテホテルルルルもありもありもありもあり、、、、ガガガガススススやややや温泉温泉温泉温泉のののの試試試試掘掘掘掘はははは地地地地方方方方創創創創生生生生事事事事業業業業としてとしてとしてとして期期期期待待待待をするがをするがをするがをするが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((3333)))) 泡泡泡泡盛盛盛盛のののの酒類酒類酒類酒類産業産業産業産業のののの県県県県外外外外展開展開展開展開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ととと、、、、泡泡泡泡盛離盛離盛離盛離れをどうれをどうれをどうれをどう解解解解消消消消していくのかしていくのかしていくのかしていくのか対策対策対策対策をををを



15

伺伺伺伺うううう。。。。

7777 エネエネエネエネルルルルギギギギーーーー政策政策政策政策についてについてについてについて

((((1111)))) ４４４４月月月月からのからのからのからの電電電電力力力力自自自自由由由由化化化化にににに向向向向けたけたけたけた沖縄地沖縄地沖縄地沖縄地域域域域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大大大大枠枠枠枠がががが見見見見えてきたえてきたえてきたえてきた。。。。電電電電力力力力自自自自由由由由化化化化
のののの目目目目的的的的にににに照照照照らしらしらしらし合合合合わせたわせたわせたわせた県県県県内内内内のののの状況状況状況状況把握把握把握把握とととと姿勢姿勢姿勢姿勢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のののの電電電電力力力力料金料金料金料金についてについてについてについて
　本県　本県　本県　本県のののの電電電電気気気気料金料金料金料金はははは公公公公益益益益性性性性のののの観観観観点点点点からからからから本本本本島島島島、、、、離島共離島共離島共離島共にににに統統統統一一一一料金料金料金料金となっているとなっているとなっているとなっている。。。。本本本本土土土土のののの電電電電
気気気気料金料金料金料金とととと比比比比較較較較するとするとするとすると割割割割高高高高であるであるであるである。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力にににに対対対対してしてしてして本本本本島島島島とととと離島離島離島離島のののの発発発発電電電電原原原原価価価価をををを求求求求めたことがめたことがめたことがめたことが
あるかあるかあるかあるか。。。。経済経済経済経済振興振興振興振興・・・・暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの充充充充実実実実のののの観観観観点点点点からからからから低低低低廉廉廉廉化化化化にににに向向向向けたけたけたけた改改改改善善善善策策策策をををを協議協議協議協議していくしていくしていくしていくべべべべきできできできで
はないかはないかはないかはないか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 観光観光観光観光政策政策政策政策についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄東東東東海海海海岸岸岸岸地地地地域域域域のののの観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 西西西西原原原原ママママリリリリンンンンタウタウタウタウンンンン地地地地区区区区へのへのへのへのＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥ施施施施設建設設建設設建設設建設決定決定決定決定にににに伴伴伴伴いいいい、、、、アアアアフフフフタタタターーーーＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥのののの観観観観点点点点でででで沖縄沖縄沖縄沖縄
東東東東地地地地域域域域のののの観光振興観光振興観光振興観光振興はははは重要重要重要重要だだだだとととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、中中中中城湾港航城湾港航城湾港航城湾港航路路路路のののの拡拡拡拡充充充充ややややククククルルルルーーーーズズズズ船船船船寄寄寄寄港港港港のののの具具具具体体体体
的施策的施策的施策的施策、、、、数数数数値値値値目目目目標標標標、、、、東東東東海海海海岸岸岸岸地地地地域域域域海海海海浜浜浜浜のののの魅魅魅魅力力力力・・・・開開開開発発発発についてについてについてについて県県県県のののの認識認識認識認識とととと支援支援支援支援策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 外外外外国人国人国人国人観光客観光客観光客観光客などのなどのなどのなどの情情情情報報報報通通通通信信信信環境環境環境環境のののの利利利利便便便便性性性性をををを図図図図るためるためるためるため、、、、フリフリフリフリーーーーＷｉＷｉＷｉＷｉ----ＦＦＦＦｉｉｉｉのののの統統統統合合合合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具具具具体体体体的的的的なななな政策政策政策政策とととと、、、、このこのこのこの事事事事業業業業でどのようなでどのようなでどのようなでどのような効効効効果果果果をををを期期期期待待待待するかするかするかするか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 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ッッックククク・・・・パパパパララララリリリリンンンンピピピピッッッッククククのののの競技競技競技競技大大大大会会会会をををを見見見見据据据据えたえたえたえたナナナナシシシショョョョナナナナルルルルチチチチーーーームムムムのののの強強強強化合化合化合化合宿宿宿宿及及及及びびびび
事前事前事前事前キャキャキャキャンンンンププププのののの誘致誘致誘致誘致やややや県県県県選選選選手手手手のののの育育育育成成成成・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のョンのョンのョンの推進推進推進推進、、、、競技競技競技競技力力力力のののの向向向向上上上上をどをどをどをど
うううう取取取取りりりり組組組組んんんんでいくのかでいくのかでいくのかでいくのか、、、、予定予定予定予定種種種種目目目目やややや規規規規模模模模等等等等具具具具体体体体策策策策・・・・課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 外外外外国人国人国人国人観光客観光客観光客観光客・・・・中高中高中高中高生生生生のののの修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて

9999 経済経済経済経済・・・・雇雇雇雇用用用用政策政策政策政策についてについてについてについて

((((1111)))) 男女男女男女男女共同共同共同共同参画参画参画参画社社社社会会会会のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの率率率率先先先先したしたしたした取取取取りりりり組組組組みみみみのののの概概概概要要要要をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県のののの非非非非正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用のののの待遇待遇待遇待遇改改改改善善善善についてのについてのについてのについての対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 企企企企業業業業やややや自治自治自治自治体体体体のののの育育育育休休休休取取取取得得得得のののの状況状況状況状況とととと課題課題課題課題、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 外外外外国人国人国人国人就労就労就労就労者者者者のののの動動動動向向向向とととと課題課題課題課題、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) ママママイイイイナナナナスススス金金金金利利利利がががが実施実施実施実施されたがされたがされたがされたが、、、、市場市場市場市場へのへのへのへの影響影響影響影響、、、、本県経済本県経済本県経済本県経済へのへのへのへの影響影響影響影響をどうをどうをどうをどう見見見見ているかているかているかているか伺伺伺伺うううう。。。。

10101010科科科科学学学学技術技術技術技術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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄科科科科学学学学技術技術技術技術大大大大学学学学院院院院大大大大学学学学をををを核核核核とするとするとするとする産産産産学学学学官官官官イイイイノベノベノベノベーーーーシシシションョンョンョンシスシスシスシステムテムテムテム構構構構築築築築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
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 大大大大学学学学院院院院大大大大学学学学とのとのとのとの連連連連携携携携をををを意図意図意図意図としてとしてとしてとして設設設設立立立立されたアされたアされたアされたアミミミミーーーーククククスイスイスイスインンンンタタタターーーーナナナナシシシショョョョナナナナルスルスルスルスククククーーーールルルルのののの学学学学校校校校
運運運運営営営営改改改改善善善善にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

11111111福祉医療福祉医療福祉医療福祉医療政策政策政策政策についてについてについてについて

((((1111)))) ワワワワンンンンストストストストッッッッププププ支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターのーのーのーの拡拡拡拡充充充充についてについてについてについて、、、、支援支援支援支援者者者者からよりきめからよりきめからよりきめからよりきめ細細細細やかでやかでやかでやかで被害被害被害被害者者者者にににに寄寄寄寄りりりり添添添添うううう
セセセセンンンンタタタターのーのーのーの充充充充実実実実をををを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。。。。そのそのそのその決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害被害被害被害者者者者支援支援支援支援のののの対策対策対策対策のののの状況状況状況状況とととと加加加加害害害害者者者者のののの厚厚厚厚生生生生対策対策対策対策のののの充充充充実実実実がががが必必必必要要要要だだだだがそのがそのがそのがその対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ＡＡＡＡＥＥＥＥＤＤＤＤ設設設設置置置置普普普普及及及及によるによるによるによる救救救救急急急急救救救救命体制命体制命体制命体制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ととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 企企企企業内業内業内業内保保保保育育育育・・・・夜夜夜夜間保間保間保間保育育育育・・・・保保保保育育育育ママママママママ・・・・病児病児病児病児保保保保育育育育・・・・病病病病後後後後児児児児保保保保育育育育・・・・幼幼幼幼保連保連保連保連携携携携施施施施設設設設のののの充充充充実実実実のののの現状現状現状現状とととと
課題課題課題課題、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

12121212教育教育教育教育行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒のいじめののいじめののいじめののいじめの実実実実態態態態のののの３３３３年間年間年間年間のののの推移推移推移推移、、、、対対対対応応応応策策策策・・・・課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒のののの自殺自殺自殺自殺のののの実実実実態態態態のののの３３３３年間年間年間年間のののの推移推移推移推移、、、、対対対対応応応応策策策策についてについてについてについて
　自殺　自殺　自殺　自殺のののの発発発発生生生生状況状況状況状況のののの特徴特徴特徴特徴、、、、要要要要因因因因をどうをどうをどうをどう検証検証検証検証しているかしているかしているかしているか。。。。

((((3333)))) 児童生児童生児童生児童生徒徒徒徒のののの不不不不登登登登校校校校のののの実実実実態態態態のののの３３３３年間年間年間年間のののの推移推移推移推移とととと対対対対応応応応策策策策・・・・課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 学学学学校校校校現現現現場場場場ににににおおおおけるけるけるける性性性性教育教育教育教育のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 高高高高校校校校のののの１１１１次次次次志志志志願願願願率率率率をををを見見見見るとるとるとると、、、、特徴特徴特徴特徴のあるのあるのあるのある高高高高校校校校へのへのへのへの希希希希望望望望はははは高高高高くくくく、、、、普普普普通通通通高高高高校校校校へのへのへのへの志志志志願願願願はははは低低低低いいいい
傾傾傾傾向向向向があるがあるがあるがある。。。。魅魅魅魅力力力力あるあるあるある高高高高校校校校づづづづくりにくりにくりにくりに向向向向けけけけ対策対策対策対策がががが急急急急務務務務だだだだとととと考考考考えるがえるがえるがえるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

13131313 ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰ調調調調印印印印がががが実行実行実行実行されたがされたがされたがされたが、、、、県県県県はこれまでにはこれまでにはこれまでにはこれまでに農林水農林水農林水農林水産業産業産業産業をををを中心中心中心中心にににに影響影響影響影響をををを想定想定想定想定してしてしてして対策対策対策対策にににに取取取取りりりり
組組組組んんんんできたできたできたできた。。。。ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰはははは農林水農林水農林水農林水産業以外産業以外産業以外産業以外にもにもにもにも医療医療医療医療をををを含含含含むむむむ多多多多岐岐岐岐のののの課題課題課題課題があるがあるがあるがある。。。。県民県民県民県民生生生生活活活活のののの影響影響影響影響をををを
幅幅幅幅広広広広くくくく捉捉捉捉えたえたえたえた対策対策対策対策がががが必必必必要要要要だだだだがががが取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

14141414防防防防災災災災対策対策対策対策についてについてについてについて

((((1111)))) 東東東東日本日本日本日本大大大大震震震震災災災災からからからから５５５５年年年年目目目目をををを迎迎迎迎えるえるえるえる。。。。県県県県内内内内のののの避難避難避難避難者者者者のののの実実実実態態態態とととと支援支援支援支援策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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((((2222)))) ホホホホワイト・ワイト・ワイト・ワイト・ビービービービーチチチチ周辺周辺周辺周辺地地地地域域域域のののの原原原原子子子子力力力力事事事事故故故故をををを想定想定想定想定したしたしたした防防防防災災災災対策対策対策対策、、、、避難避難避難避難計画計画計画計画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をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 震震震震災災災災後後後後のののの県県県県、、、、各各各各自治自治自治自治体体体体のののの防防防防災災災災計画見直計画見直計画見直計画見直しのしのしのしの策定状況策定状況策定状況策定状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 消消消消防防防防通通通通信信信信一一一一元化元化元化元化のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

15151515 公安委公安委公安委公安委員員員員会関係会関係会関係会関係についてについてについてについて

((((1111)))) 覚覚覚覚せいせいせいせい剤剤剤剤、、、、脱脱脱脱法法法法ハハハハーーーーブブブブ、、、、違違違違法法法法薬薬薬薬物物物物のののの検挙検挙検挙検挙状況状況状況状況とととと昨昨昨昨今今今今のののの特徴特徴特徴特徴をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米軍人米軍人米軍人米軍人のののの事事事事件件件件・・・・事事事事故故故故のののの状況状況状況状況、、、、動動動動向向向向、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

11116666 選選選選挙管挙管挙管挙管理理理理委委委委員員員員会関係会関係会関係会関係についてについてについてについて

((((1111)))) 県議会議県議会議県議会議県議会議員選員選員選員選挙挙挙挙、、、、参議参議参議参議院院院院選選選選挙挙挙挙にににに向向向向けたけたけたけた投票啓投票啓投票啓投票啓発発発発にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 11118888歳選歳選歳選歳選挙挙挙挙権権権権がががが実行実行実行実行することにすることにすることにすることに向向向向けたけたけたけた政治的政治的政治的政治的教育教育教育教育のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、主主主主権者権者権者権者教育教育教育教育のありのありのありのあり方方方方についについについについ
てててて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。


