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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第2222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))))

06060606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 25252525分分分分 翁長翁長翁長翁長　　　　政俊政俊政俊政俊（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事

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)))) 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相にににに対対対対しししし、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設ができなければができなければができなければができなければ本当本当本当本当にににに普天間普天間普天間普天間がががが固定化固定化固定化固定化されるされるされるされる
のかとのかとのかとのかと迫迫迫迫ったがったがったがったが、、、、かつてかつてかつてかつて、、、、平成平成平成平成10101010年年年年のののの２２２２月定例会月定例会月定例会月定例会においてにおいてにおいてにおいて、、、、海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの削減削減削減削減とのとのとのとの関連関連関連関連でででで大大大大
田知事田知事田知事田知事にににに対対対対しししし、ＳＡＣＯ、ＳＡＣＯ、ＳＡＣＯ、ＳＡＣＯのののの合意合意合意合意をををを帳消帳消帳消帳消しにしたわけですからしにしたわけですからしにしたわけですからしにしたわけですから、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの凍結凍結凍結凍結はあるとはあるとはあるとはあると
考考考考えるのがえるのがえるのがえるのが普通普通普通普通とのとのとのとの質問質問質問質問をしているをしているをしているをしている。。。。当時当時当時当時とととと現在現在現在現在でででで普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの凍結凍結凍結凍結・・・・固定化固定化固定化固定化についてについてについてについて
のののの考考考考ええええ方方方方がががが違違違違うがうがうがうが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 昨今昨今昨今昨今のののの知事知事知事知事のののの言動言動言動言動はははは、、、、反安保反安保反安保反安保、、、、反基地反基地反基地反基地のののの主張主張主張主張がががが目立目立目立目立ちますちますちますちます。。。。しかししかししかししかし知事知事知事知事はははは、、、、各方面各方面各方面各方面にににに辺辺辺辺
野古移設阻止野古移設阻止野古移設阻止野古移設阻止をををを訴訴訴訴えるえるえるえる際際際際にはにはにはには、、、、日米安保条約日米安保条約日米安保条約日米安保条約のののの重要性重要性重要性重要性はははは十二分十二分十二分十二分にににに理解理解理解理解しているとしているとしているとしていると説明説明説明説明しししし
ていますていますていますています。。。。そうであればそうであればそうであればそうであれば我我我我がががが国国国国のののの安全保障政策安全保障政策安全保障政策安全保障政策におけるにおけるにおけるにおける日米安保日米安保日米安保日米安保のののの重要性重要性重要性重要性をををを具体的具体的具体的具体的かつかつかつかつ
わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく県民県民県民県民にににに説明説明説明説明いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。

((((3333)))) 国国国国がががが辺野古移設作業辺野古移設作業辺野古移設作業辺野古移設作業をををを強行強行強行強行するとするとするとすると、、、、県内県内県内県内においてにおいてにおいてにおいて反基地闘争反基地闘争反基地闘争反基地闘争にににに火火火火がつきがつきがつきがつき、、、、日米同盟日米同盟日米同盟日米同盟・・・・安安安安
保体制保体制保体制保体制がががが損損損損なわれなわれなわれなわれ米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの即時返還闘争即時返還闘争即時返還闘争即時返還闘争にににに発展発展発展発展しかねないとしかねないとしかねないとしかねないと危惧危惧危惧危惧するするするする旨旨旨旨のののの発言発言発言発言をさをさをさをさ
れていますれていますれていますれています。。。。知事知事知事知事はははは率直率直率直率直にそうなることをにそうなることをにそうなることをにそうなることを憂慮憂慮憂慮憂慮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、、、、そしてそしてそしてそして、、、、辺野古以外辺野古以外辺野古以外辺野古以外のののの米軍米軍米軍米軍
基地基地基地基地はははは許容許容許容許容するとのするとのするとのするとの認識認識認識認識をおをおをおをお持持持持ちかちかちかちか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をあらゆるをあらゆるをあらゆるをあらゆる手法手法手法手法でとめるとしているがでとめるとしているがでとめるとしているがでとめるとしているが、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの返還返還返還返還についについについについ
てのてのてのての方策方策方策方策をををを示示示示していないしていないしていないしていない。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地負担基地負担基地負担基地負担をををを全国全国全国全国でででで分分分分かちかちかちかち合合合合うべきとうべきとうべきとうべきと考考考考えるのであればえるのであればえるのであればえるのであれば、、、、
沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事としてとしてとしてとして率先率先率先率先してしてしてして、、、、全国全国全国全国でででで普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地をををを受受受受けけけけ入入入入れてもらえるようにれてもらえるようにれてもらえるようにれてもらえるように、、、、差差差差しししし詰詰詰詰めめめめ全全全全
国道府県知事国道府県知事国道府県知事国道府県知事にににに直訴要請直訴要請直訴要請直訴要請をされてみてはいかがですかをされてみてはいかがですかをされてみてはいかがですかをされてみてはいかがですか。。。。訪米訪米訪米訪米してしてしてして米国米国米国米国にににに国内問題国内問題国内問題国内問題とととと一一一一
蹴蹴蹴蹴されるよりされるよりされるよりされるより先先先先にににに知事知事知事知事がとるべきがとるべきがとるべきがとるべき行動行動行動行動とととと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか。。。。

((((5555)))) 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの副知事人事副知事人事副知事人事副知事人事やややや外郭団体等外郭団体等外郭団体等外郭団体等のののの人事人事人事人事についてについてについてについて、、、、選挙功労人事選挙功労人事選挙功労人事選挙功労人事とのとのとのとの指摘指摘指摘指摘をされてをされてをされてをされて
いますがいますがいますがいますが、、、、知事知事知事知事のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

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

((((1111)))) 佐喜眞宜野湾市長佐喜眞宜野湾市長佐喜眞宜野湾市長佐喜眞宜野湾市長のののの、、、、１１１１、「、「、「、「普天間飛行場負担軽減推進会議普天間飛行場負担軽減推進会議普天間飛行場負担軽減推進会議普天間飛行場負担軽減推進会議」」」」及及及及びびびび「「「「負担軽減作業部会負担軽減作業部会負担軽減作業部会負担軽減作業部会」」」」
のののの継継継継続続続続をををを含含含含めめめめ、、、、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早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖・・・・返還返還返還返還とそのとそのとそのとその間間間間のののの危危危危険険険険性性性性のののの除去除去除去除去及及及及びびびび負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減
をををを沖縄県政沖縄県政沖縄県政沖縄県政のののの重要重要重要重要課課課課題題題題としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組むむむむことことことこと、、、、２２２２、、、、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固定化固定化固定化固定化をををを避避避避けるためのけるためのけるためのけるための具具具具
体的手法体的手法体的手法体的手法をををを示示示示していただくとともにしていただくとともにしていただくとともにしていただくとともに早期早期早期早期にににに取取取取りりりり組組組組むむむむことことことこと等等等等のののの要請要請要請要請にににに対対対対しししし、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、普普普普
天間天間天間天間のののの固定化固定化固定化固定化をををを避避避避けることでけることでけることでけることで一一一一致致致致したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、今今今今後後後後、、、、具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事はははは、、、、岩礁破砕岩礁破砕岩礁破砕岩礁破砕許許許許可可可可のののの取取取取りりりり消消消消しはしはしはしは可能可能可能可能としているとしているとしているとしている。。。。そうであればそうであればそうであればそうであれば農林水産農林水産農林水産農林水産大大大大臣臣臣臣のののの審査審査審査審査
結結結結果果果果をををを待待待待つまでもなくつまでもなくつまでもなくつまでもなく、、、、取取取取りりりり消消消消しをしをしをしを実実実実行行行行すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 今議会今議会今議会今議会にににに辺野古移設阻止辺野古移設阻止辺野古移設阻止辺野古移設阻止にににに向向向向けたけたけたけた埋埋埋埋立立立立用材用材用材用材にににに係係係係るるるる外外外外来生物侵来生物侵来生物侵来生物侵入入入入防防防防止条例止条例止条例止条例案案案案がががが提案提案提案提案ささささ
れているがれているがれているがれているが、、、、このことでこのことでこのことでこのことで県県県県はははは、、、、外外外外来生物来生物来生物来生物のののの侵侵侵侵入入入入にににに大大大大きなきなきなきな責任責任責任責任をををを負負負負うこととなるうこととなるうこととなるうこととなる。。。。沖縄県全沖縄県全沖縄県全沖縄県全般般般般
のののの侵侵侵侵入入入入のののの実態実態実態実態とととと外外外外来生物来生物来生物来生物によるによるによるによる県民県民県民県民生活生活生活生活とととと規規規規制強化制強化制強化制強化にににに伴伴伴伴うううう経済活経済活経済活経済活動動動動へへへへのののの影響影響影響影響ははははどどどどうなるうなるうなるうなる
のかのかのかのか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 日米日米日米日米２２２２プラスプラスプラスプラス２２２２共共共共同同同同声声声声明明明明でででで、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設がががが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継継継継続続続続的的的的なななな使用使用使用使用をををを回避回避回避回避するためするためするためするため
のののの唯唯唯唯一一一一のののの解解解解決決決決策策策策とととと日米日米日米日米両両両両政府政府政府政府がががが再確再確再確再確認認認認したことにしたことにしたことにしたことに憤憤憤憤りをりをりをりを感感感感じじじじるとしているがるとしているがるとしているがるとしているが、、、、知事知事知事知事自身自身自身自身もももも
普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場をををを世界世界世界世界一危一危一危一危険険険険としながらとしながらとしながらとしながら、、、、危危危危険険険険性性性性のののの除去除去除去除去、、、、早期早期早期早期返還返還返還返還はははは国国国国がががが決決決決めることとめることとめることとめることと何何何何らららら
方策方策方策方策をををを示示示示していないしていないしていないしていない。。。。今今今今後後後後もそのもそのもそのもその考考考考えでいくのかえでいくのかえでいくのかえでいくのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、辺野古阻止辺野古阻止辺野古阻止辺野古阻止にににに向向向向けたけたけたけた知事知事知事知事権限権限権限権限はははは10101010ほどほどほどほどあるとあるとあるとあると述述述述べているべているべているべている。。。。どどどどのようなのようなのようなのような権限権限権限権限
かかかか、、、、そのそのそのその内容内容内容内容とこれまでとこれまでとこれまでとこれまで移設阻止移設阻止移設阻止移設阻止にににに向向向向けけけけ行行行行使使使使したのはしたのはしたのはしたのは幾幾幾幾つでつでつでつでどどどどのようなのようなのようなのような効果効果効果効果があったかがあったかがあったかがあったか、、、、
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 知事訪米知事訪米知事訪米知事訪米についてについてについてについて、、、、辺野古移設問題辺野古移設問題辺野古移設問題辺野古移設問題はははは米国米国米国米国もももも当事者当事者当事者当事者だとしてだとしてだとしてだとして米国米国米国米国のののの理解理解理解理解をををを得得得得るとしているとしているとしているとしてい
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たがたがたがたが、、、、今今今今回回回回のののの訪米訪米訪米訪米でででで米国米国米国米国側側側側はははは当事者当事者当事者当事者としてとしてとしてとして適切適切適切適切にににに対対対対応応応応していたかしていたかしていたかしていたか。。。。またまたまたまた、、、、知事知事知事知事はははは当当当当初初初初のののの
目的目的目的目的はははは達達達達したとしたとしたとしたと考考考考えているかえているかえているかえているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 知事知事知事知事はははは、、、、今今今今回回回回のののの訪米訪米訪米訪米でででで足足足足がかりができたがかりができたがかりができたがかりができた、、、、今今今今後後後後もももも訪米訪米訪米訪米しししし民意民意民意民意をををを届届届届けたいとしておりますがけたいとしておりますがけたいとしておりますがけたいとしておりますが、、、、
一方一方一方一方、、、、面面面面談談談談にににに応応応応じじじじたたたた米政府米政府米政府米政府高官高官高官高官やややや有力有力有力有力議議議議員員員員はははは、、、、そそそそろろろろってってってって「「「「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設はははは決決決決定定定定されたことされたことされたことされたこと」」」」
としてとしてとしてとして、、、、取取取取りりりり合合合合ってもらえなかったとのってもらえなかったとのってもらえなかったとのってもらえなかったとの報報報報道道道道であるであるであるである。。。。冷遇冷遇冷遇冷遇をををを受受受受けたのではありまけたのではありまけたのではありまけたのではありませんせんせんせんかかかか、、、、訪米訪米訪米訪米
のののの方方方方針針針針をををを変変変変えてえてえてえて、、、、即即即即撤回撤回撤回撤回されたらいかがですかされたらいかがですかされたらいかがですかされたらいかがですか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 県内県内県内県内空港空港空港空港のののの整備促整備促整備促整備促進進進進についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇空港滑走路拡那覇空港滑走路拡那覇空港滑走路拡那覇空港滑走路拡張張張張整備整備整備整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 那覇空港滑走路増那覇空港滑走路増那覇空港滑走路増那覇空港滑走路増設設設設についてについてについてについて、、、、護岸工護岸工護岸工護岸工事事事事ななななどどどど本本本本格格格格的的的的なななな工工工工事事事事がががが進進進進められているようだがめられているようだがめられているようだがめられているようだが、、、、
現在現在現在現在のののの進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況とととと今今今今後後後後のののの作業作業作業作業のののの進展進展進展進展のののの見見見見通通通通しについてしについてしについてしについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄沖縄沖縄沖縄総総総総合事合事合事合事務局務局務局務局はははは埋埋埋埋めめめめ立立立立てにてにてにてに要要要要するするするする石材石材石材石材のののの調達調達調達調達についてについてについてについて、、、、県外県外県外県外からからからから調達調達調達調達するとするとするとすると県県県県にににに変変変変
更申更申更申更申請請請請をしたようだがをしたようだがをしたようだがをしたようだが、、、、審査審査審査審査のののの状況状況状況状況等県等県等県等県ののの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。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県はははは、、、、航空機整備航空機整備航空機整備航空機整備基地基地基地基地建建建建設設設設についてについてについてについて、、、、当当当当初初初初のののの15151515年年年年度中完度中完度中完度中完成成成成計画計画計画計画をめをめをめをめぐぐぐぐるるるる政府政府政府政府とのとのとのとの調整調整調整調整
結結結結果果果果についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 下下下下地地地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についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 下下下下地地地地島空港島空港島空港島空港とととと周周周周辺地辺地辺地辺地のののの利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて、、、、県県県県はははは、、、、４４４４候補候補候補候補事業事業事業事業をををを選定選定選定選定したがしたがしたがしたが、、、、選定選定選定選定のののの経緯経緯経緯経緯、、、、
理由理由理由理由とととと今今今今後後後後のののの事業者事業者事業者事業者のののの正式決正式決正式決正式決定定定定についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ これらこれらこれらこれら４４４４候補候補候補候補事業事業事業事業にににに絞絞絞絞ったことによりったことによりったことによりったことにより、、、、宮宮宮宮古古古古島島島島市市市市のののの提案提案提案提案についてはについてはについてはについてはどどどどのようなのようなのようなのような扱扱扱扱いになるいになるいになるいになる
かかかか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 離島離島離島離島・・・・過疎過疎過疎過疎地地地地域域域域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)))) 県県県県はははは、、、、離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける文文文文化化化化資源資源資源資源をををを生生生生かしたかしたかしたかした事業事業事業事業をををを実施実施実施実施しししし、、、、島島島島のののの活活活活性化性化性化性化をををを図図図図るとしているがるとしているがるとしているがるとしているが、、、、
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るえるえるえる本県本県本県本県においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの島々島々島々島々のののの特色特色特色特色やややや魅力魅力魅力魅力をいかにをいかにをいかにをいかに引引引引きききき出出出出せせせせるるるる
かがかがかがかが重要重要重要重要であるであるであるである。。。。取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現現現現状状状状とととと今今今今後後後後のののの展展展展開開開開についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄離島住離島住離島住離島住民等民等民等民等交交交交通通通通コストコストコストコスト負担軽減事業負担軽減事業負担軽減事業負担軽減事業のののの活用活用活用活用によりによりによりにより、、、、離島路線離島路線離島路線離島路線のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減にににに取取取取
りりりり組組組組んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、離島住離島住離島住離島住民民民民のののの生活生活生活生活のののの安定安定安定安定・・・・負担負担負担負担のののの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図るにはるにはるにはるには、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる支援支援支援支援策策策策のののの拡拡拡拡大大大大
がががが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県離島振興協離島振興協離島振興協離島振興協議会等議会等議会等議会等はははは、、、、小規模離島小規模離島小規模離島小規模離島のののの情報情報情報情報通通通通信環境整備信環境整備信環境整備信環境整備等県内等県内等県内等県内離島離島離島離島がががが抱抱抱抱えるえるえるえる諸諸諸諸問題問題問題問題
についてについてについてについて、、、、そのそのそのその解消解消解消解消をををを図図図図るようるようるようるよう要要要要望望望望しているがしているがしているがしているが、、、、要要要要望望望望のののの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、、、、伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((4444)))) 離島出身高校生離島出身高校生離島出身高校生離島出身高校生のののの学生寮学生寮学生寮学生寮としてのとしてのとしてのとしての機能機能機能機能をををを持持持持つつつつ離島児童離島児童離島児童離島児童・・・・生徒支援生徒支援生徒支援生徒支援センターセンターセンターセンター（（（（仮称仮称仮称仮称））））につにつにつにつ
いていていていて、、、、取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状況状況状況状況とととと今今今今後後後後のののの見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 離島離島離島離島のののの農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物のののの輸送費用輸送費用輸送費用輸送費用のののの低低低低減減減減やややや小規模離島小規模離島小規模離島小規模離島へへへへのののの日日日日常品輸送経費常品輸送経費常品輸送経費常品輸送経費のののの低低低低減減減減についについについについ
てててて、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 県内県内県内県内社社社社会会会会資資資資本本本本のののの整備整備整備整備についてについてについてについて    

((((1111)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける物流機能物流機能物流機能物流機能のののの強化強化強化強化をををを図図図図るるるる上上上上でででで、、、、港港港港湾湾湾湾整備整備整備整備やややや総総総総合合合合物流物流物流物流センターセンターセンターセンターのののの整備整備整備整備がががが必必必必要要要要
であるがであるがであるがであるが、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県がががが進進進進めるめるめるめる陸上交陸上交陸上交陸上交通通通通のののの整備整備整備整備にににに向向向向けけけけ、、、、那覇空港自那覇空港自那覇空港自那覇空港自動動動動車車車車道道道道、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄西西西西海海海海岸岸岸岸道道道道路路路路及及及及びびびび南南南南部部部部東東東東道道道道
路路路路等等等等をををを整備整備整備整備しししし、、、、本本本本島南北軸島南北軸島南北軸島南北軸及及及及びびびび東西軸東西軸東西軸東西軸をををを結結結結ぶぶぶぶ道道道道路路路路ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの構築構築構築構築についてについてについてについて、、、、進進進進捗状捗状捗状捗状
況況況況とととと今今今今後後後後のののの作業作業作業作業スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール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)))) 中城中城中城中城湾湾湾湾港港港港をををを産産産産業業業業支援港支援港支援港支援港湾湾湾湾としてとしてとしてとして整備整備整備整備しししし、、、、物流拠点物流拠点物流拠点物流拠点のののの形形形形成成成成にににに向向向向けけけけ作業作業作業作業をををを進進進進めているがめているがめているがめているが、、、、将将将将
来来来来的的的的なななな県県県県経済経済経済経済におけるにおけるにおけるにおける位位位位置置置置づづづづけとけとけとけと国際国際国際国際物流拠点物流拠点物流拠点物流拠点とのとのとのとの整整整整合性合性合性合性についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 那覇港那覇港那覇港那覇港湾湾湾湾のののの整備整備整備整備についてについてについてについて、、、、県県県県としてとしてとしてとして計画計画計画計画どどどどおりおりおりおり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、、、、今今今今後浦添後浦添後浦添後浦添市市市市をををを含含含含めめめめ
たたたた協協協協議議議議ををををどどどどのようにのようにのようにのように進進進進めていくかめていくかめていくかめていくか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 公共工公共工公共工公共工事事事事のののの受受受受注量注量注量注量のののの増加増加増加増加をををを受受受受けけけけ、、、、建建建建設業設業設業設業界界界界においてにおいてにおいてにおいて技術技術技術技術者等者等者等者等のののの不足不足不足不足がががが深刻深刻深刻深刻化化化化しているしているしているしている
ようだがようだがようだがようだが、、、、一方一方一方一方でででで民間民間民間民間からからからから行政行政行政行政へへへへのののの転職転職転職転職もももも指摘指摘指摘指摘されているがされているがされているがされているが、、、、現現現現状状状状とととと改善改善改善改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
みについてみについてみについてみについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 教育教育教育教育・・・・文文文文化化化化・・・・ススススポポポポーーーーツツツツ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)))) 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

ｱｱｱｱ 来来来来春春春春開校開校開校開校予予予予定定定定のののの県立県立県立県立中高中高中高中高一一一一貫貫貫貫校校校校についてについてについてについて、、、、そのそのそのその狙狙狙狙いといといといと教育教育教育教育効果効果効果効果、、、、募集募集募集募集人人人人数数数数、、、、今今今今後後後後のののの拡拡拡拡
大大大大計画計画計画計画等等等等についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県教育委教育委教育委教育委員員員員会会会会がががが進進進進めるめるめるめる学力向上学力向上学力向上学力向上対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、県県県県教育庁教育庁教育庁教育庁のののの進進進進めめめめ方方方方やややや考考考考えとえとえとえと現場現場現場現場学校学校学校学校とととと
のののの考考考考えにえにえにえに乖乖乖乖離離離離はないかはないかはないかはないか。。。。またまたまたまた、、、、学校学校学校学校行事行事行事行事とのとのとのとの関連関連関連関連、、、、ババババランスランスランスランスはとれているかはとれているかはとれているかはとれているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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ｳｳｳｳ 本県本県本県本県のののの小中校小中校小中校小中校におけるにおけるにおけるにおける運運運運動会動会動会動会やややや学学学学習習習習発発発発表表表表会会会会ななななどどどどのののの学校学校学校学校行事行事行事行事やややや部部部部活活活活のののの練習練習練習練習がががが時間時間時間時間がががが多多多多
いとのいとのいとのいとの指摘指摘指摘指摘もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、現現現現状状状状ははははどどどどうかうかうかうか。。。。またまたまたまた、、、、担当担当担当担当教師教師教師教師のののの負担負担負担負担増増増増、、、、学力向上学力向上学力向上学力向上指指指指導導導導へへへへ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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 2012012012016666年年年年度度度度からからからから使使使使われるわれるわれるわれる中学校中学校中学校中学校でのでのでのでの教科書教科書教科書教科書のののの検検検検定結定結定結定結果果果果がががが公公公公表表表表されたされたされたされた。。。。今今今今回回回回のののの検検検検定結定結定結定結果果果果
全全全全般般般般のののの評価評価評価評価とととと尖閣尖閣尖閣尖閣諸島諸島諸島諸島ななななどどどどにににに関関関関しししし固固固固有有有有のののの領土領土領土領土とのとのとのとの記記記記述述述述ががががふふふふえたことについてえたことについてえたことについてえたことについて、、、、県県県県教育教育教育教育長長長長
のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省のののの調査調査調査調査によればによればによればによれば、、、、公公公公立立立立中中中中・・・・高校高校高校高校でででで英語英語英語英語をををを教教教教えるえるえるえる教師教師教師教師のののの英検英検英検英検資格資格資格資格についてについてについてについて、、、、
全国的全国的全国的全国的にににに厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況ということであるがということであるがということであるがということであるが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける英語教師英語教師英語教師英語教師のののの実態実態実態実態ははははどどどどうなっているうなっているうなっているうなっている
かかかか。。。。県県県県としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みはみはみはみはどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 少子少子少子少子化化化化がががが進行進行進行進行するするするする中中中中でででで、、、、幼幼幼幼児児児児教育教育教育教育のののの重要性重要性重要性重要性がががが増増増増してきているがしてきているがしてきているがしてきているが、、、、県県県県としてとしてとしてとして幼幼幼幼児児児児教育教育教育教育のののの無無無無
償償償償化化化化についてについてについてについて、、、、どどどどのようにのようにのようにのように取取取取りりりり組組組組んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｷｷｷｷ 発発発発達達達達障障障障害害害害のあるのあるのあるのある児童児童児童児童にににに対対対対するするするする支援支援支援支援についてはについてはについてはについては、、、、関関関関係係係係するするするする機機機機関等関等関等関等がががが連連連連携携携携しししし協協協協働働働働したしたしたした取取取取りりりり
組組組組みがみがみがみが重要重要重要重要であるであるであるである。。。。県県県県としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みやみやみやみや支援支援支援支援についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 文文文文化化化化・・・・ススススポポポポーーーーツツツツ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

ｱｱｱｱ 本県本県本県本県のののの伝統伝統伝統伝統文文文文化化化化であるであるであるである、、、、組組組組踊踊踊踊やややや琉球舞踊琉球舞踊琉球舞踊琉球舞踊、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄芝居芝居芝居芝居、、、、伝統伝統伝統伝統工工工工芸芸芸芸品品品品であるであるであるである染織染織染織染織物物物物、、、、陶陶陶陶
器器器器、、、、漆器漆器漆器漆器ななななどどどどのののの後後後後継者継者継者継者育育育育成成成成についてについてについてについて、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現現現現状状状状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、、、、
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 工工工工芸芸芸芸のののの杜杜杜杜（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの整備整備整備整備がががが進進進進められているがめられているがめられているがめられているが、、、、そのそのそのその概概概概要要要要とととと進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄沖縄沖縄沖縄空空空空手会手会手会手会館館館館のののの建建建建設設設設整備整備整備整備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年年年年度度度度のののの供供供供用開用開用開用開始始始始にににに向向向向けけけけ計画計画計画計画どどどどおりおりおりおり進進進進めらめらめらめら
れているかれているかれているかれているか。。。。施施施施設設設設のののの概概概概要要要要とととと運運運運用計画用計画用計画用計画等等等等についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 琉球料琉球料琉球料琉球料理理理理のののの文文文文化的化的化的化的価値価値価値価値のののの向上向上向上向上とととと普及普及普及普及振興振興振興振興ににににどどどどうううう取取取取りりりり組組組組むむむむかかかか。。。。またまたまたまた、、、、郷土料郷土料郷土料郷土料理理理理のののの無無無無形文形文形文形文
化指定化指定化指定化指定がががが他他他他県県県県ではではではでは進進進進んんんんでいるようだがでいるようだがでいるようだがでいるようだが、、、、県県県県教育庁教育庁教育庁教育庁としてとしてとしてとしてどどどどうううう取取取取りりりり組組組組むむむむかかかか、、、、今今今今後後後後ののののスケスケスケスケ
ジュールジュールジュールジュール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27272727年第年第年第年第2222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))))

06060606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 25252525分分分分 又吉又吉又吉又吉　　　　清義清義清義清義（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事

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

1111 沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興策策策策ののの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

((((1111)))) 国国国国家戦略家戦略家戦略家戦略特特特特区区区区としてとしてとしてとして本県本県本県本県はははは、、、、県内全県内全県内全県内全域域域域をををを国際国際国際国際観光観光観光観光拠点拠点拠点拠点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られたがけられたがけられたがけられたが事業事業事業事業計画計画計画計画
案案案案のののの決決決決定定定定がおくれていたがおくれていたがおくれていたがおくれていた。。。。今今今今回決回決回決回決定定定定されたされたされたされた事業事業事業事業のののの内容内容内容内容とととと今今今今後後後後のののの協協協協議議議議予予予予定定定定のののの事業事業事業事業についについについについ
てててて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 国国国国家戦略家戦略家戦略家戦略特特特特区区区区にににに指定指定指定指定されたされたされたされた全国全国全国全国のののの６６６６区区区区域域域域でででで、、、、本県本県本県本県だけがだけがだけがだけが国国国国とのとのとのとの調整調整調整調整がおくれたのはがおくれたのはがおくれたのはがおくれたのは、、、、特特特特
区区区区法法法法にににに基基基基づづづづくくくく規規規規制制制制緩和緩和緩和緩和のののの特特特特例例例例措措措措置置置置のののの内容内容内容内容にににに要要要要因因因因があったのかがあったのかがあったのかがあったのか、、、、本県本県本県本県がががが求求求求めるめるめるめる国際的国際的国際的国際的リリリリ
ゾゾゾゾートートートート観光観光観光観光地地地地のののの形形形形成成成成にににに特特特特区区区区制制制制度度度度がそがそがそがそぐぐぐぐわなかったのかわなかったのかわなかったのかわなかったのか、、、、そのそのそのその理由理由理由理由をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) イオイオイオイオンンンンモモモモールールールール沖縄沖縄沖縄沖縄ラララライカムイカムイカムイカムのののの開開開開業業業業はははは、、、、県内県内県内県内のののの購買購買購買購買・・・・消消消消費費費費動動動動向向向向にににに大大大大きなきなきなきな変変変変革革革革をををを起起起起こすとこすとこすとこすと思思思思わわわわ
れるれるれるれる。。。。中中中中部地部地部地部地域域域域へへへへのののの人人人人のののの流流流流れをれをれをれを周周周周辺辺辺辺のののの商商商商業地業地業地業地域域域域へへへへいかにいかにいかにいかに引引引引きききき込込込込むむむむかかかか、、、、影響影響影響影響をををを受受受受けるけるけるける周周周周辺辺辺辺
市市市市町村町村町村町村対策対策対策対策ををををどどどどうするかうするかうするかうするか、、、、県県県県のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 本県本県本県本県へへへへのののの進進進進出出出出のののの可能可能可能可能性性性性がががが高高高高いといといといと言言言言われるわれるわれるわれるＵＵＵＵＳＳＳＳＪＪＪＪ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府政府政府政府とととと本部本部本部本部町町町町のののの国国国国営営営営海海海海洋洋洋洋
博博博博公公公公園園園園のののの視察視察視察視察をををを行行行行うなうなうなうなどどどど調整調整調整調整もももも進進進進んんんんでいるようだがでいるようだがでいるようだがでいるようだが、、、、政府政府政府政府ととととどどどどのののの程程程程度度度度話話話話しししし合合合合いがいがいがいが進進進進んんんんでいでいでいでい
るかるかるかるか、、、、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)))) 2015201520152015年年年年度度度度のののの市市市市町村町村町村町村のののの一一一一括括括括交交交交付金付金付金付金はははは、、、、前前前前年年年年度度度度比比比比でででで同同同同額額額額となりとなりとなりとなり新新新新たなたなたなたな分野分野分野分野のののの事業事業事業事業実施実施実施実施ももももふふふふ
ええええ地地地地域振興域振興域振興域振興につながったとにつながったとにつながったとにつながったと評価評価評価評価されているされているされているされている。。。。一方一方一方一方でででで事業事業事業事業のののの複数複数複数複数年継年継年継年継続続続続やややや地方負担分地方負担分地方負担分地方負担分にににに
ついてのついてのついてのついての課課課課題題題題もももも指摘指摘指摘指摘されているされているされているされている。。。。今今今今後後後後円円円円滑滑滑滑なななな執執執執行行行行やややや利活用利活用利活用利活用ををををどどどどのようにのようにのようにのように図図図図るかるかるかるか、、、、県県県県のののの考考考考ええええ
をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) ＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥ施施施施設設設設についてについてについてについて、、、、報報報報道道道道によるとによるとによるとによると候補候補候補候補地地地地としてとしてとしてとして、、、、事事事事務務務務方方方方もももも検討委検討委検討委検討委員員員員会会会会もももも豊豊豊豊見城見城見城見城市市市市のののの豊豊豊豊
崎崎崎崎のののの評価評価評価評価がががが高高高高かったようだがかったようだがかったようだがかったようだが、、、、翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは与与与与那那那那原町原町原町原町とととと西西西西原町原町原町原町にまたがるにまたがるにまたがるにまたがるマリマリマリマリンタンタンタンタウウウウンンンン東東東東浜浜浜浜
地地地地区区区区にににに決決決決定定定定したしたしたした。。。。決決決決定定定定にににに至至至至ったったったった経緯経緯経緯経緯ととととマリマリマリマリンタンタンタンタウウウウンンンン地地地地区区区区としたとしたとしたとした理由理由理由理由についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) マリマリマリマリンタンタンタンタウウウウンンンン地地地地区区区区はははは、、、、候補候補候補候補地選考地選考地選考地選考段階段階段階段階からからからから交交交交通通通通イイイインンンンフフフフララララのおくれがのおくれがのおくれがのおくれが指摘指摘指摘指摘されていたようだされていたようだされていたようだされていたようだ
がががが、、、、2020202020202020年年年年度度度度供供供供用開用開用開用開始始始始ににににイイイインンンンフフフフララララ整備整備整備整備はははは間間間間にににに合合合合うかうかうかうか、、、、ホテホテホテホテルルルルやややや関連関連関連関連施施施施設設設設ななななどどどど未未未未整備整備整備整備のののの状状状状
態態態態でででで、、、、ＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥのののの整備整備整備整備だけがだけがだけがだけが先行先行先行先行することにすることにすることにすることに県県県県としてとしてとしてとして何何何何のののの懸念懸念懸念懸念もないのかもないのかもないのかもないのか、、、、またまたまたまた、、、、県県県県がががが目指目指目指目指
すすすすＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥ施施施施設設設設はははは統統統統合合合合型型型型かかかか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 返還軍返還軍返還軍返還軍用用用用地地地地跡跡跡跡地地地地のののの利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて

((((1111)))) 西西西西普天間普天間普天間普天間住住住住宅宅宅宅地地地地区区区区のののの跡跡跡跡地地地地利用利用利用利用、、、、国際国際国際国際医療医療医療医療拠点拠点拠点拠点のののの整備促整備促整備促整備促進進進進についてについてについてについて、、、、政府政府政府政府へへへへのののの要請要請要請要請をををを含含含含
めめめめ県県県県のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 跡跡跡跡地地地地利用利用利用利用にににに関関関関しししし、、、、土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染調査調査調査調査、、、、不不不不発発発発弾処弾処弾処弾処理等理等理等理等のののの早期早期早期早期のののの支支支支障障障障除去除去除去除去がががが必必必必要要要要だがだがだがだが、、、、国国国国のののの支支支支
援援援援措措措措置置置置についてについてについてについて進展進展進展進展状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 西西西西普天間地普天間地普天間地普天間地区区区区のののの跡跡跡跡地地地地利用利用利用利用をををを図図図図るにはるにはるにはるには、、、、イイイインンンンダダダダストストストストリアリアリアリアルルルル・・・・ココココリドリドリドリドーーーー地地地地区区区区のののの部分返還部分返還部分返還部分返還がががが必必必必要要要要
であるがであるがであるがであるが、、、、政府政府政府政府におけるにおけるにおけるにおける米米米米側側側側とのとのとのとの交交交交渉渉渉渉状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事はははは、、、、嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納以以以以南南南南のののの基地返還基地返還基地返還基地返還にににに関関関関しししし、、、、返還時返還時返還時返還時期期期期をををを示示示示したしたしたした在日米軍在日米軍在日米軍在日米軍施施施施設設設設・・・・区区区区域域域域にににに関関関関するするするする
統統統統合合合合計画計画計画計画についてについてについてについて、「、「、「、「話話話話クワックワックワックワッチチチチーーーー」」」」とそのとそのとそのとその実効実効実効実効性性性性にににに否否否否定的定的定的定的なななな考考考考えをえをえをえを示示示示しているしているしているしている。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基基基基
地負担軽減地負担軽減地負担軽減地負担軽減をををを求求求求めるめるめるめる県県県県のののの立場立場立場立場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、、、、またまたまたまた、、、、知事知事知事知事はははは嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納以以以以南南南南のののの基地返還基地返還基地返還基地返還ををををどどどど
のようにのようにのようにのように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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 観光観光観光観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)))) 本県本県本県本県観光観光観光観光はははは好好好好調調調調にににに推移推移推移推移しししし、、、、2014201420142014年年年年度度度度はははは約約約約777711117777万万万万人人人人ものものものもの観光客観光客観光客観光客がががが本県本県本県本県をををを訪訪訪訪れたようでありれたようでありれたようでありれたようであり、、、、
2021202120212021年年年年度度度度観光客観光客観光客観光客1000100010001000万万万万人人人人達達達達成成成成もももも視視視視野野野野にににに入入入入ってきたがってきたがってきたがってきたが、、、、観光観光観光観光はははは外的要外的要外的要外的要因因因因にににに左右左右左右左右されやすされやすされやすされやす
いいいい面面面面もあるもあるもあるもある。。。。目目目目標標標標達達達達成成成成にににに向向向向けたけたけたけた誘客戦略誘客戦略誘客戦略誘客戦略をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 観光観光観光観光はははは本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおけるリリリリーーーーディディディディンンンンググググ産産産産業業業業でありでありでありであり、、、、県県県県経済経済経済経済のののの発展発展発展発展をををを図図図図るるるる上上上上でででで持持持持続可能続可能続可能続可能なななな産産産産業業業業とととと
してしてしてして経経経経営営営営のののの安定安定安定安定をををを図図図図ることがることがることがることが重要重要重要重要であるであるであるである。。。。そのためそのためそのためそのため安定的安定的安定的安定的観光収観光収観光収観光収入入入入のののの確確確確保保保保にににに向向向向けけけけ観光客観光客観光客観光客
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１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの県内消県内消県内消県内消費費費費額額額額のののの大大大大幅幅幅幅なななな伸伸伸伸びがびがびがびが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県観光観光観光観光のののの好好好好調調調調のののの要要要要因因因因はははは海外海外海外海外観光客観光客観光客観光客のののの大大大大幅幅幅幅なななな伸伸伸伸びにあるがびにあるがびにあるがびにあるが、、、、外国人外国人外国人外国人観光客観光客観光客観光客受受受受けけけけ入入入入れのれのれのれの
環境整備環境整備環境整備環境整備がががが追追追追いついていないといついていないといついていないといついていないと言言言言われるわれるわれるわれる。。。。現在現在現在現在のののの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とととと今今今今後後後後重重重重点点点点的的的的にににに取取取取りりりり
組組組組むむむむべきべきべきべき課課課課題等題等題等題等についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) クルークルークルークルーズズズズ船船船船でででで本県本県本県本県にににに寄寄寄寄港港港港するするするする外国人外国人外国人外国人観光客観光客観光客観光客がががが増加増加増加増加傾傾傾傾向向向向にあるがにあるがにあるがにあるが、、、、現在現在現在現在ののののクルークルークルークルーズズズズ船寄船寄船寄船寄
港港港港のののの状況状況状況状況とととと今今今今後後後後のののの誘誘誘誘致計画致計画致計画致計画、、、、またまたまたまた、、、、クルークルークルークルーズズズズ船停泊船停泊船停泊船停泊港港港港のののの整備計画整備計画整備計画整備計画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)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの国内国内国内国内線線線線旅客旅客旅客旅客ターターターターミナミナミナミナルルルルビビビビルルルルとととと国際国際国際国際線線線線旅客旅客旅客旅客ターターターターミナミナミナミナルルルルビビビビルルルルをををを結結結結ぶぶぶぶビビビビルルルルのののの整備整備整備整備のののの
状況状況状況状況とととと増加増加増加増加するするするする海外海外海外海外からのからのからのからの観光客観光客観光客観光客にににに対対対対応応応応するするするする国際国際国際国際線線線線旅客旅客旅客旅客ターターターターミナミナミナミナルルルルビビビビルルルルのののの拡拡拡拡張張張張整備整備整備整備につにつにつにつ
いていていていて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 韓韓韓韓国国国国ででででＭＥＲＭＥＲＭＥＲＭＥＲＳＳＳＳがががが感感感感染染染染拡拡拡拡大大大大しししし死死死死者者者者もももも出出出出ているがているがているがているが、、、、韓韓韓韓国国国国へへへへ観光観光観光観光ややややビビビビジネスジネスジネスジネスでででで行行行行きききき来来来来もももも多多多多いいいい状状状状
況況況況でででで、、、、県県県県としてとしてとしてとして水水水水際対策際対策際対策際対策のののの徹底徹底徹底徹底はなされているかはなされているかはなされているかはなされているか、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 農林水産農林水産農林水産農林水産業業業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)))) 台風台風台風台風６６６６号号号号のののの影響影響影響影響でででで宮宮宮宮古古古古・・・・八八八八重重重重山山山山地方地方地方地方はははは農農農農作作作作物物物物にににに大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害をををを受受受受けたがけたがけたがけたが、、、、そのそのそのその状況状況状況状況とととと県県県県のののの
支援支援支援支援対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内のののの６６６６次次次次産産産産業化業化業化業化にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ企企企企業業業業についてについてについてについて、、、、経経経経営営営営状況状況状況状況とととと国国国国やややや県県県県のののの支援支援支援支援体制体制体制体制、、、、今今今今後後後後事業事業事業事業のののの
拡拡拡拡大大大大をををを図図図図るるるる上上上上でのでのでのでの課課課課題等題等題等題等に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)))) 台台台台湾湾湾湾によるによるによるによる日本日本日本日本食食食食品品品品のののの輸輸輸輸入入入入規規規規制制制制がががが始始始始まりまりまりまり、、、、国内国内国内国内のののの食食食食品品品品メメメメーーーーカカカカーーーーにににに困惑困惑困惑困惑がががが広広広広がっているがっているがっているがっている
がががが、、、、規規規規制制制制のののの内容内容内容内容とととと県内業者県内業者県内業者県内業者へへへへのののの影響影響影響影響、、、、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、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 農林水産農林水産農林水産農林水産省省省省がががが進進進進めるめるめるめる農農農農地地地地中中中中間間間間管管管管理理理理機構機構機構機構についてについてについてについて、、、、政府政府政府政府はそのはそのはそのはその活用活用活用活用をををを各県各県各県各県にににに求求求求めているめているめているめている
ようだがようだがようだがようだが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける活用状況活用状況活用状況活用状況とととと県県県県のののの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)))) 県内県内県内県内のののの酪酪酪酪農農農農家家家家がががが円円円円安安安安によるによるによるによる飼料価飼料価飼料価飼料価格格格格のののの高高高高騰騰騰騰やややや後後後後継者継者継者継者不足不足不足不足でででで減減減減少傾少傾少傾少傾向向向向にあるようだがにあるようだがにあるようだがにあるようだが、、、、現現現現
状状状状とととと県県県県のののの対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 子子子子どどどども・も・も・も・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて

((((1111)))) 子子子子どどどども・も・も・も・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援制制制制度度度度ののののスタートスタートスタートスタートでででで、、、、幼幼幼幼児児児児のののの教育教育教育教育・・・・保保保保育育育育のありのありのありのあり方方方方がががが大大大大きくきくきくきく変変変変わるがわるがわるがわるが、、、、本県本県本県本県
特有特有特有特有のののの子育子育子育子育てててて問題問題問題問題としてとしてとしてとして５５５５歳歳歳歳児児児児保保保保育育育育問題問題問題問題がががが表表表表面化面化面化面化しているしているしているしている。。。。このこのこのこの問題問題問題問題にににに対対対対しししし、、、、県県県県としてとしてとしてとして、、、、どどどど
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ししし、、、、今今今今後後後後５５５５歳歳歳歳児児児児保保保保育育育育のののの根根根根本的本的本的本的なななな解解解解決決決決にににに向向向向けけけけどどどどのようにのようにのようにのように取取取取りりりり組組組組むむむむかかかか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて、、、、５５５５歳歳歳歳児児児児保保保保育育育育のののの整備整備整備整備がおくれてきたとがおくれてきたとがおくれてきたとがおくれてきたと言言言言われるわれるわれるわれる中中中中、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園児児児児のののの学童学童学童学童打打打打ちちちち切切切切りりりり
のののの影響影響影響影響、、、、これまでこれまでこれまでこれまで同同同同様様様様のののの学童利用学童利用学童利用学童利用希希希希望望望望についてについてについてについて、、、、どどどどのようにのようにのようにのように対対対対処処処処するかするかするかするか、、、、預預預預かりかりかりかり保保保保育育育育のののの拡拡拡拡
充充充充でででで対対対対応応応応はははは十分十分十分十分であるかであるかであるかであるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園とととと保保保保育育育育施施施施設設設設のののの機能機能機能機能をあわをあわをあわをあわせせせせ持持持持つつつつ認定認定認定認定ここここどどどどもももも園園園園についてについてについてについて、、、、４４４４月時月時月時月時点点点点でででで、、、、全国全国全国全国でででで
2222888833336666カカカカ所所所所とととと倍倍倍倍増増増増したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、本県本県本県本県はははは５５５５カカカカ所所所所とととと最最最最もももも少少少少ないないないない。。。。そのそのそのその背景背景背景背景とととと今今今今後後後後のののの見見見見通通通通しをしをしをしを伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県はははは、、、、待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消やややや深刻深刻深刻深刻化化化化するするするする保保保保育士育士育士育士のののの確確確確保保保保にににに資資資資するためするためするためするため、、、、地地地地域限域限域限域限定保定保定保定保育士育士育士育士のののの導導導導
入入入入をををを検討検討検討検討しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、国国国国家戦略家戦略家戦略家戦略特特特特区区区区事業事業事業事業計画計画計画計画のののの策定策定策定策定とのとのとのとの関連関連関連関連をををを含含含含めめめめ、、、、取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの状状状状
況況況況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 厚厚厚厚生生生生労労労労働省働省働省働省のののの調査調査調査調査によればによればによればによれば、、、、全国全国全国全国のののの認認認認可可可可外保外保外保外保育育育育施施施施設設設設にににに預預預預けられているけられているけられているけられている子供子供子供子供はははは20202020万万万万人人人人超超超超
とととと過去過去過去過去最最最最高高高高となりとなりとなりとなり、、、、本県本県本県本県はははは445445445445施施施施設設設設・・・・２２２２万万万万2142214221422142人人人人となっているようだがとなっているようだがとなっているようだがとなっているようだが、、、、認認認認可可可可外保外保外保外保育育育育施施施施設設設設のののの
認認認認可可可可化化化化とととと支援支援支援支援体制体制体制体制についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 14141414歳歳歳歳以以以以下下下下のののの子供子供子供子供のののの数数数数はははは34343434年連年連年連年連続続続続でででで減減減減少少少少しししし、、、、総総総総人人人人口口口口にににに占占占占めるめるめるめる子供子供子供子供のののの割割割割合合合合もももも過去過去過去過去最最最最低低低低のののの
12121212....8888％％％％となったようであるとなったようであるとなったようであるとなったようである。。。。本県本県本県本県はははは最最最最高高高高のののの11117777....5555％％％％となったがとなったがとなったがとなったが前前前前年年年年比比比比でででで0000....1111ポイポイポイポイントントントント減減減減となってとなってとなってとなって
いるいるいるいる。。。。県県県県のののの出生出生出生出生率率率率向上向上向上向上のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 県県県県警警警警関関関関係係係係についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古移設作業辺野古移設作業辺野古移設作業辺野古移設作業にににに係係係係るるるる抗抗抗抗議行動議行動議行動議行動にににに対対対対しししし県県県県警警警警はははは、、、、安全安全安全安全確確確確保保保保、、、、トラトラトラトラブブブブルルルル防防防防止止止止のののの観観観観点点点点からからからから警警警警備備備備
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、、、、現在現在現在現在のののの状況状況状況状況等等等等についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県警警警警はははは、、、、自自自自転転転転車車車車のののの安全安全安全安全運転運転運転運転にににに向向向向けけけけ街頭街頭街頭街頭指指指指導導導導やややや安全安全安全安全教室教室教室教室をををを開開開開くなくなくなくなどどどど取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めているめているめているめている
がががが、、、、悪悪悪悪質質質質・・・・危危危危険険険険なななな自自自自転転転転車車車車運転運転運転運転はははは全国的全国的全国的全国的にもにもにもにも大大大大きなきなきなきな問題問題問題問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。。。。道道道道路交路交路交路交通法通法通法通法のののの改改改改正正正正
ななななどどどど抜抜抜抜本的本的本的本的なななな対対対対応応応応がががが求求求求められるがめられるがめられるがめられるが、、、、現現現現状状状状とととと県県県県警警警警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。。。。

((((3333)))) 飲酒運転飲酒運転飲酒運転飲酒運転でででで摘発摘発摘発摘発されるされるされるされる件数件数件数件数はははは、、、、本県本県本県本県はははは全国全国全国全国最最最最多多多多とととと依然改善依然改善依然改善依然改善されていないされていないされていないされていない状況状況状況状況にあるがにあるがにあるがにあるが、、、、
県県県県警警警警がががが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飲酒運転根絶飲酒運転根絶飲酒運転根絶飲酒運転根絶対策対策対策対策のののの強化強化強化強化とととと関関関関係機係機係機係機関等関等関等関等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、、、、伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((4444)))) 米軍人米軍人米軍人米軍人・・・・軍軍軍軍属属属属のののの基地外基地外基地外基地外におけるにおけるにおけるにおける飲酒飲酒飲酒飲酒にににに絡絡絡絡むむむむ事事事事件件件件・・・・事事事事故故故故についてについてについてについて、、、、過去過去過去過去３３３３年間年間年間年間のののの県県県県警警警警によによによによ
るるるる摘発摘発摘発摘発件数件数件数件数のののの推移推移推移推移とととと事事事事件件件件のののの内容等内容等内容等内容等特特特特徴徴徴徴についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 小小小小型無型無型無型無人人人人機機機機ドロドロドロドローンーンーンーンのののの運運運運用用用用ルールルールルールルールのありのありのありのあり方方方方がががが社社社社会的会的会的会的にににに問題問題問題問題となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、本県本県本県本県におけにおけにおけにおけ
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るるるる状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 昨年昨年昨年昨年におけるにおけるにおけるにおける児童児童児童児童虐虐虐虐待待待待についてについてについてについて、、、、全国全国全国全国のののの警察警察警察警察がががが児童児童児童児童相相相相談談談談所所所所にににに通通通通告告告告したしたしたした件数件数件数件数はははは、、、、最最最最多多多多とととと
なったようだがなったようだがなったようだがなったようだが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける状況状況状況状況とととと県県県県としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 2014201420142014年年年年のののの本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおけるＤＤＤＤＶＶＶＶ・・・・ストーストーストーストーカカカカーーーーのののの相相相相談談談談件数件数件数件数はははは、、、、過去過去過去過去最最最最多多多多となったようだがとなったようだがとなったようだがとなったようだが、、、、そのそのそのその要要要要
因因因因とととと被害被害被害被害者者者者にににに対対対対するするするする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。。。。

((((8888)))) 日本年日本年日本年日本年金金金金機構機構機構機構のののの個個個個人人人人情報流出情報流出情報流出情報流出問題問題問題問題でででで、、、、外部外部外部外部にににに漏漏漏漏れたれたれたれた125125125125万件万件万件万件のうちのうちのうちのうち沖縄事沖縄事沖縄事沖縄事務務務務センターセンターセンターセンターがががが
約約約約77774444万件万件万件万件とととと最最最最もももも多多多多いということだがいということだがいということだがいということだが、、、、県内県内県内県内のののの受受受受給給給給者者者者やややや加加加加入者入者入者入者のののの割割割割合合合合とととと二二二二次被害次被害次被害次被害防防防防止止止止にににに向向向向
けたけたけたけた対策対策対策対策ははははどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか、、、、伺伺伺伺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27272727年第年第年第年第2222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))))

06060606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 11116666分分分分 照屋照屋照屋照屋　　　　大河大河大河大河（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関関関関係係係係部長等部長等部長等部長等

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)))) ４４４４月以月以月以月以降降降降、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設をめをめをめをめぐぐぐぐってってってって総総総総理理理理、、、、官官官官房房房房長長長長官官官官、、、、防防防防衛衛衛衛大大大大臣臣臣臣とととと相相相相次次次次いでいでいでいで面面面面談談談談したしたしたした
がががが、、、、率直率直率直率直なななな感感感感想想想想をををを聞聞聞聞かかかかせせせせててててほほほほしいしいしいしい。。。。

((((2222)))) ５５５５月月月月11117777日日日日のののの「「「「戦戦戦戦後後後後77770000年止年止年止年止めようめようめようめよう辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設！！！！沖縄県民大会沖縄県民大会沖縄県民大会沖縄県民大会」」」」へへへへのののの３３３３万万万万5000500050005000人結人結人結人結
集集集集、、、、５５５５月月月月24242424日日日日のののの国会国会国会国会包囲包囲包囲包囲行動行動行動行動のののの成功成功成功成功、、、、辺野古基辺野古基辺野古基辺野古基金金金金３３３３億億億億円円円円突突突突破破破破、、、、辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対がががが賛賛賛賛成成成成をををを
大大大大きくきくきくきく上回上回上回上回るるるる世世世世論論論論調査調査調査調査のののの結結結結果果果果、、、、新新新新基地阻止基地阻止基地阻止基地阻止にににに向向向向けたけたけたけた県内各市県内各市県内各市県内各市町村町村町村町村レベレベレベレベルルルルでのでのでのでの組組組組織織織織結成結成結成結成
ななななどどどど、、、、市民市民市民市民運運運運動動動動のののの草草草草のののの根根根根のののの広広広広がりにがりにがりにがりに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ４４４４月月月月末末末末のののの２２２２プラスプラスプラスプラス２２２２やややや日米首日米首日米首日米首脳脳脳脳会会会会談談談談、、、、５５５５月月月月末末末末からのからのからのからの訪米行動訪米行動訪米行動訪米行動にににに通通通通底底底底するのはするのはするのはするのは、「、「、「、「辺野古辺野古辺野古辺野古がががが
唯唯唯唯一一一一のののの解解解解決決決決策策策策」「」「」「」「辺野古辺野古辺野古辺野古はははは日本国内日本国内日本国内日本国内のののの問題問題問題問題」」」」といったといったといったといった論論論論調調調調だだだだ。。。。一方一方一方一方でででで、、、、知事知事知事知事はははは日本日本日本日本記記記記者者者者クククク
ララララブブブブやややや外国外国外国外国特特特特派派派派員協員協員協員協会会会会でででで会会会会見見見見をををを行行行行うなうなうなうなどどどど辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地基地基地基地建建建建設阻止設阻止設阻止設阻止にににに向向向向けけけけ、、、、メディアメディアメディアメディアをををを活用活用活用活用
したしたしたした発発発発信信信信にににに努努努努めているめているめているめている。。。。訪米行動訪米行動訪米行動訪米行動のののの成成成成果果果果とととと課課課課題題題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。。。。

((((4444)))) 訪米行動訪米行動訪米行動訪米行動にににに稲嶺稲嶺稲嶺稲嶺市長市長市長市長がががが同行同行同行同行しししし、、、、６６６６月月月月にににに知事知事知事知事公公公公室室室室にににに新新新新設設設設したしたしたした「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地基地基地基地建建建建設問題対設問題対設問題対設問題対
策策策策課課課課」」」」にににに市市市市職職職職員員員員がががが出向出向出向出向するなするなするなするなどどどど、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地阻止基地阻止基地阻止基地阻止のためののためののためののための知事知事知事知事権限権限権限権限やややや市長市長市長市長権限権限権限権限行行行行使使使使
もももも見見見見据据据据えたえたえたえた名名名名護護護護市市市市とのとのとのとの連連連連携携携携がががが強強強強まっているまっているまっているまっている。。。。訪米行動訪米行動訪米行動訪米行動にはにはにはには那覇那覇那覇那覇市長市長市長市長やややや読谷読谷読谷読谷村村村村長長長長らもらもらもらも同行同行同行同行
しししし、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる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もももも期待期待期待期待されるがされるがされるがされるが、、、、今今今今後後後後のののの展展展展開開開開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)))) 知事知事知事知事はははは去去去去るるるる６６６６月月月月11111111日日日日のののの記記記記者会者会者会者会見見見見でででで、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設にににに伴伴伴伴うううう埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認のののの「「「「撤回撤回撤回撤回」」」」についについについについ
てててて「「「「県県県県のののの公公公公益益益益がががが国国国国のののの公公公公益益益益をををを上回上回上回上回ればればればれば撤回撤回撤回撤回できるできるできるできる」」」」とのとのとのとの認識認識認識認識をををを示示示示したしたしたした。。。。知事知事知事知事のののの考考考考えるえるえるえる「「「「県県県県のののの
公公公公益益益益」」」」あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「国国国国のののの公公公公益益益益」」」」とはとはとはとはどどどどのようなものかのようなものかのようなものかのようなものか、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、知事知事知事知事がががが法的法的法的法的にににに「「「「承承承承認認認認
撤回撤回撤回撤回はははは可能可能可能可能」」」」とととと言及言及言及言及したことについてしたことについてしたことについてしたことについて、、、、菅菅菅菅官官官官房房房房長長長長官官官官はははは、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設断断断断念念念念がががが普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場
のののの固定化固定化固定化固定化をををを容認容認容認容認することになりすることになりすることになりすることになり「「「「このこのこのこの現現現現実実実実ををををどどどどうするかはうするかはうするかはうするかは現現現現職職職職知事知事知事知事としてとしてとしてとして極極極極めてめてめてめて大大大大きなきなきなきな問問問問
題題題題」」」」とととと知事知事知事知事のののの責任責任責任責任論論論論にににに結結結結びつけてびつけてびつけてびつけて反反反反論論論論したしたしたした。。。。菅菅菅菅官官官官房房房房長長長長官官官官のののの反反反反論論論論にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((6666)))) 菅菅菅菅官官官官房房房房長長長長官官官官やややや中中中中谷谷谷谷防防防防衛衛衛衛大大大大臣臣臣臣らはらはらはらは「「「「法治国法治国法治国法治国家家家家」「」「」「」「行政行政行政行政のののの継継継継続続続続性性性性」」」」ななななどどどどののののフフフフレレレレーーーーズズズズをををを用用用用いていていていて辺辺辺辺
野古野古野古野古新新新新基地基地基地基地建建建建設強行設強行設強行設強行をををを正正正正当化当化当化当化しているがしているがしているがしているが、、、、埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認はははは前前前前知事知事知事知事のののの公公公公約違反約違反約違反約違反とととと県民県民県民県民裏裏裏裏切切切切りりりり
によるものだによるものだによるものだによるものだ。。。。知事知事知事知事がががが辺野古辺野古辺野古辺野古ノノノノーーーーのののの民意民意民意民意をををを背背背背にににに当選当選当選当選したしたしたした事事事事実実実実こそこそこそこそ沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの大大大大きなきなきなきな政策政策政策政策転転転転
換換換換でありでありでありであり、、、、前前前前知事知事知事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承承承承認認認認をををを「「「「取取取取りりりり消消消消しししし」「」「」「」「撤回撤回撤回撤回」」」」したしたしたした時時時時点点点点でででで、、、、国国国国はははは新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設をををを
断断断断念念念念すべきとすべきとすべきとすべき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見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) ４４４４月月月月末末末末のののの日米日米日米日米２２２２プラスプラスプラスプラス２２２２でででで日米日米日米日米防防防防衛衛衛衛協力協力協力協力指指指指針針針針（（（（ガガガガイドイドイドイドラララライイイインンンン））））がががが改改改改定定定定されされされされ、、、、集集集集団的団的団的団的自自自自衛衛衛衛権権権権行行行行
使使使使容認容認容認容認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保法制安保法制安保法制安保法制（（（（戦戦戦戦争法争法争法争法案案案案））））がががが国会国会国会国会でででで審審審審議議議議されるされるされるされる現在現在現在現在のののの時時時時局局局局をををを、、、、日米同盟日米同盟日米同盟日米同盟とととと
沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地問題基地問題基地問題基地問題のののの視視視視点点点点ででででどどどどうううう捉捉捉捉えているかえているかえているかえているか、、、、知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) ５５５５月月月月14141414日日日日のののの安保法制安保法制安保法制安保法制（（（（戦戦戦戦争法争法争法争法案案案案））））閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定をををを受受受受けてけてけてけて、、、、知事知事知事知事がががが「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減にはにはにはには、、、、
まったくならないまったくならないまったくならないまったくならない」「」「」「」「沖縄沖縄沖縄沖縄にはにはにはにはどんどんどんどんなななな理理理理屈屈屈屈をををを付付付付けてもけてもけてもけても基地基地基地基地をををを置置置置くということにならないかくということにならないかくということにならないかくということにならないか心配心配心配心配
だだだだ」」」」ななななどどどどとととと述述述述べたことにべたことにべたことにべたことに対対対対しししし、、、、菅菅菅菅官官官官房房房房長長長長官官官官はははは５５５５月月月月15151515日日日日のののの記記記記者会者会者会者会見見見見でででで「（「（「（「（知事知事知事知事はははは））））このこのこのこの法法法法案案案案のののの
趣趣趣趣旨旨旨旨をよくをよくをよくをよく理解理解理解理解していないのではないかしていないのではないかしていないのではないかしていないのではないか」」」」とととと述述述述べたべたべたべた。。。。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。。。。

((((9999)))) 「「「「離島防離島防離島防離島防衛衛衛衛」」」」のののの名名名名のもとにのもとにのもとにのもとに宮宮宮宮古古古古やややや石石石石垣垣垣垣へへへへのののの陸自陸自陸自陸自警警警警備備備備部隊部隊部隊部隊配配配配備備備備がががが現現現現実実実実味味味味をををを増増増増してきているしてきているしてきているしてきている
がががが、、、、知事知事知事知事ははははどどどどううう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、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((10101010))))去去去去るるるる６６６６月月月月４４４４日日日日のののの衆衆衆衆議議議議院憲院憲院憲院憲法法法法審査審査審査審査会会会会でででで、、、、参参参参考人考人考人考人招招招招致致致致されたされたされたされた憲憲憲憲法法法法学学学学者者者者３３３３名全名全名全名全員員員員がががが集集集集団的団的団的団的自自自自衛衛衛衛
権権権権行行行行使使使使容認容認容認容認のためののためののためののための戦戦戦戦争法争法争法争法案案案案についてについてについてについて「「「「違違違違憲憲憲憲」」」」とのとのとのとの見見見見解解解解をををを示示示示したしたしたした。。。。政府政府政府政府提出提出提出提出法法法法案案案案であるにであるにであるにであるに
もかかわらもかかわらもかかわらもかかわらずずずず、、、、与与与与党党党党自自自自民民民民党党党党推推推推薦薦薦薦人人人人のののの参参参参考人考人考人考人までがまでがまでがまでが「「「「違違違違憲憲憲憲」」」」陳陳陳陳述述述述をするのはをするのはをするのはをするのは極極極極めてめてめてめて異異異異例例例例とととと言言言言
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見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((11111111))))公有水公有水公有水公有水面面面面埋埋埋埋立事業立事業立事業立事業におけるにおけるにおけるにおける埋埋埋埋立立立立用材用材用材用材にににに係係係係るるるる外外外外来生物来生物来生物来生物のののの侵侵侵侵入入入入防防防防止止止止にににに関関関関するするするする条例条例条例条例案案案案がががが議議議議
員提案員提案員提案員提案によりによりによりにより提出提出提出提出されましたされましたされましたされました。。。。このこのこのこの条例条例条例条例案案案案はははは特特特特定外定外定外定外来生物来生物来生物来生物によるによるによるによる生態生態生態生態系系系系等等等等にににに係係係係るるるる被害被害被害被害のののの
防防防防止止止止にににに関関関関するするするする法法法法律律律律のののの趣趣趣趣旨旨旨旨をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、公有水公有水公有水公有水面面面面埋埋埋埋立事業立事業立事業立事業のののの実施実施実施実施によるによるによるによる外外外外来生物来生物来生物来生物のののの侵侵侵侵入入入入をををを
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防防防防止止止止することによりすることによりすることによりすることにより、、、、本県本県本県本県にににに生生生生息息息息するするするする貴貴貴貴重重重重なななな固固固固有有有有のののの種種種種をををを守守守守りりりり、、、、祖祖祖祖先先先先からからからから受受受受けけけけ継継継継いだとうといいだとうといいだとうといいだとうとい
自自自自然然然然をををを保全保全保全保全することがすることがすることがすることが目的目的目的目的でありますでありますでありますであります。。。。条例条例条例条例案案案案のののの提出提出提出提出にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((12121212))))戦戦戦戦後後後後77770000年年年年のののの節節節節目目目目にににに当当当当たるたるたるたる沖縄全沖縄全沖縄全沖縄全戦戦戦戦没没没没者者者者追追追追悼悼悼悼式式式式でででで読読読読みみみみ上上上上げげげげたたたた平平平平和和和和宣宣宣宣言言言言にににに込込込込めためためためた知事知事知事知事のののの
思思思思いをいをいをいを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 本本本本土土土土復帰復帰復帰復帰43434343年年年年にににに当当当当たってたってたってたって

((((1111)))) 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの心心心心」」」」とはとはとはとは。。。。知事知事知事知事のののの言言言言葉葉葉葉でででで語語語語ってってってってほほほほしいしいしいしい。。。。

((((2222)))) 県民県民県民県民総総総総所所所所得得得得はははは復帰復帰復帰復帰時時時時のののの約約約約８８８８倍倍倍倍にににに拡拡拡拡大大大大しししし、、、、有効有効有効有効求人倍率求人倍率求人倍率求人倍率もももも過去過去過去過去最最最最高高高高をををを更更更更新新新新しているものしているものしているものしているもの
のののの、、、、失失失失業率業率業率業率でででで全国全国全国全国ワーストワーストワーストワーストがががが続続続続くなくなくなくなどどどど経済経済経済経済的的的的自自自自立立立立はははは道道道道半半半半ばであるばであるばであるばである。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジジジジョョョョンンンン４４４４
年目年目年目年目をををを迎迎迎迎ええええ、、、、折折折折りりりり返返返返しがしがしがしが近近近近づづづづくくくく中中中中、、、、中中中中間間間間評価評価評価評価作業作業作業作業でででで徹底徹底徹底徹底したしたしたした検検検検証証証証がががが求求求求められるがめられるがめられるがめられるが、、、、県県県県のののの認認認認
識識識識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)))) 本県本県本県本県はははは、、、、離離離離婚婚婚婚率率率率やややや母母母母子子子子世世世世帯帯帯帯のののの割割割割合合合合、、、、新新新新規高校規高校規高校規高校・・・・大大大大学学学学卒卒卒卒業者業者業者業者のののの無無無無業者業者業者業者比比比比率率率率がががが全国一全国一全国一全国一であであであであ
るるるる一方一方一方一方、、、、１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり県民県民県民県民所所所所得得得得やややや高校高校高校高校・・・・大大大大学学学学進進進進学学学学率率率率はははは全国全国全国全国最最最最下下下下位位位位であるであるであるである。。。。いいいいずずずずれのれのれのれの数数数数字字字字もももも
貧貧貧貧困困困困にあえにあえにあえにあえぐぐぐぐ親親親親子子子子やややや子供子供子供子供へへへへのののの視視視視点点点点がががが政策的政策的政策的政策的にににに乏乏乏乏しかったしかったしかったしかった証証証証左左左左ともともともとも言言言言えるえるえるえる。。。。現行現行現行現行のののの沖縄沖縄沖縄沖縄振振振振
興特興特興特興特措措措措法法法法にはにはにはには「「「「子育子育子育子育てててて支援支援支援支援にににに関関関関するするするする配配配配慮慮慮慮」」」」がががが盛盛盛盛りりりり込込込込まれているまれているまれているまれている。。。。政策政策政策政策にににに落落落落としとしとしとし込込込込みみみみ、、、、事業事業事業事業
展展展展開開開開するするするする上上上上でもでもでもでも、、、、子供子供子供子供のののの貧貧貧貧困困困困にににに特特特特化化化化したしたしたした「「「「振興計画振興計画振興計画振興計画」」」」策定策定策定策定がががが急急急急がれるとがれるとがれるとがれる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
見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 平平平平和和和和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)))) 旧旧旧旧南南南南洋洋洋洋群群群群島島島島ササササイイイイパパパパンンンン・・・・テテテテニニニニアアアアンンンンのののの慰霊祭慰霊祭慰霊祭慰霊祭についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 10101010年年年年ぶぶぶぶりにりにりにりに県県県県三役三役三役三役のののの出出出出席席席席となったとなったとなったとなった第第第第44446666回回回回のののの慰霊祭慰霊祭慰霊祭慰霊祭にににに参参参参加加加加したしたしたした感感感感想想想想についてについてについてについて浦浦浦浦崎崎崎崎副知事副知事副知事副知事
にににに伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 南南南南洋洋洋洋群群群群島島島島慰霊祭慰霊祭慰霊祭慰霊祭のののの開開開開催催催催のののの継継継継続続続続、、、、ササササイイイイパパパパンンンン沖縄沖縄沖縄沖縄のののの塔塔塔塔のののの維維維維持持持持管管管管理理理理、、、、記記記記憶憶憶憶のののの継継継継承承承承をををを目的目的目的目的とすとすとすとす
るるるる事業等事業等事業等事業等についてについてについてについて、、、、帰帰帰帰還者会還者会還者会還者会とととと連連連連携携携携したしたしたした取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必必必必要要要要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦のののの戦跡戦跡戦跡戦跡をををを県県県県のののの指定指定指定指定文文文文化化化化財財財財にするようにするようにするようにするよう県県県県教育庁教育庁教育庁教育庁においてにおいてにおいてにおいて調整調整調整調整がががが進進進進められているようめられているようめられているようめられているよう
だがだがだがだが進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況及及及及びびびび県指定県指定県指定県指定ののののメリメリメリメリットットットットについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。財財財財政政政政措措措措置置置置についてはについてはについてはについてはどどどどうかうかうかうか。。。。

((((3333)))) 戦戦戦戦没没没没者者者者遺骨遺骨遺骨遺骨のののの保保保保管管管管延延延延期期期期についてについてについてについて
　　　　報報報報道道道道によるとによるとによるとによると、、、、県県県県はははは沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦のののの戦戦戦戦没没没没者者者者遺骨遺骨遺骨遺骨についてについてについてについて、、、、本議会本議会本議会本議会がががが昨年昨年昨年昨年７７７７月月月月にににに全会一全会一全会一全会一致致致致でででで可可可可
決決決決したしたしたした決決決決議議議議をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、当面全当面全当面全当面全てのてのてのての遺骨遺骨遺骨遺骨をををを焼骨焼骨焼骨焼骨せせせせずずずずにににに保保保保管管管管するするするする方方方方針針針針をををを決決決決めためためためた。。。。

ｱｱｱｱ 保保保保管管管管継継継継続続続続にににに当当当当たりたりたりたり、、、、そのそのそのその費用費用費用費用とととと財財財財源源源源についてについてについてについて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

ｲｲｲｲ これまでのこれまでのこれまでのこれまでの焼骨焼骨焼骨焼骨方方方方針針針針をををを転転転転換換換換しししし、、、、保保保保管管管管継継継継続続続続にににに至至至至ったったったった理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。県県県県のののの主体的主体的主体的主体的なななな判断判断判断判断かかかか、、、、ああああ
るいはるいはるいはるいは国国国国によるによるによるによる遺骨遺骨遺骨遺骨ののののデデデデータータータータベベベベースースースース化方化方化方化方針針針針ややややＤＤＤＤＮＮＮＮＡＡＡＡ鑑鑑鑑鑑定条定条定条定条件件件件のののの緩和緩和緩和緩和方方方方針針針針をををを受受受受けてのもけてのもけてのもけてのも
のかのかのかのか。。。。

ｳｳｳｳ 国国国国がががが示示示示したしたしたした遺骨遺骨遺骨遺骨ののののデデデデータータータータベベベベースースースース化化化化ややややＤＤＤＤＮＮＮＮＡＡＡＡ鑑鑑鑑鑑定条定条定条定条件緩和件緩和件緩和件緩和方方方方針針針針についてについてについてについて、、、、厚厚厚厚労労労労省省省省からからからから何何何何
らかのらかのらかのらかの説明説明説明説明があったかがあったかがあったかがあったか。。。。

4444 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)))) ＣＣＣＣＶＶＶＶ22222222のののの横横横横田基地田基地田基地田基地配配配配備備備備ととととハハハハワワワワイイイイにおけるにおけるにおけるにおけるＭＭＭＭＶＶＶＶ22222222墜落墜落墜落墜落事事事事故故故故についてについてについてについて
　　　　去去去去るるるる５５５５月月月月12121212日日日日、、、、米国米国米国米国からのからのからのからの接接接接受国通受国通受国通受国通報報報報にににに基基基基づづづづきききき、、、、2012012012017777年年年年からのからのからのからのＣＣＣＣＶＶＶＶ22222222オオオオスプスプスプスプレレレレイイイイ米米米米空空空空軍軍軍軍
横横横横田基地田基地田基地田基地配配配配備備備備がががが発発発発表表表表されたされたされたされた。。。。

ｱｱｱｱ 空空空空軍軍軍軍仕仕仕仕様様様様ののののＣＣＣＣＶＶＶＶ22222222はははは特特特特殊殊殊殊作作作作戦戦戦戦部隊部隊部隊部隊にににに供供供供するするするする輸送機輸送機輸送機輸送機であるであるであるである。。。。横横横横田基地田基地田基地田基地配配配配備後備後備後備後、、、、嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基基基基
地地地地ととととトトトトリイリイリイリイ通通通通信信信信所所属所所属所所属所所属のののの特特特特殊殊殊殊作作作作戦戦戦戦群群群群とともにとともにとともにとともに行動行動行動行動するするするする目的目的目的目的でででで県内県内県内県内にににに飛飛飛飛来来来来しししし、、、、訓訓訓訓練練練練をををを展展展展開開開開
することがすることがすることがすることが確実確実確実確実視視視視されるがされるがされるがされるが、、、、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評価評価評価評価をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 去去去去るるるる５５５５月月月月11118888日日日日にはにはにはには、、、、ハハハハワワワワイイイイでででで普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地所属所属所属所属ののののＭＭＭＭＶＶＶＶ22222222オオオオスプスプスプスプレレレレイイイイとととと同同同同型型型型機機機機がががが墜落墜落墜落墜落・・・・炎炎炎炎上上上上
しししし、、、、乗乗乗乗員員員員２２２２名名名名がががが死死死死亡亡亡亡するするするする事事事事故故故故をををを起起起起こしたこしたこしたこした。。。。知事知事知事知事のののの事事事事故原因故原因故原因故原因究究究究明明明明までのまでのまでのまでの県内飛行県内飛行県内飛行県内飛行停停停停止要止要止要止要
求求求求をををを無視無視無視無視したしたしたした訓訓訓訓練練練練続続続続行行行行にににに怒怒怒怒りをりをりをりを覚覚覚覚えるものであるえるものであるえるものであるえるものである。。。。オオオオスプスプスプスプレレレレイイイイがががが「「「「欠陥欠陥欠陥欠陥機機機機」」」」でありでありでありであり、、、、県内県内県内県内でででで
もいつもいつもいつもいつ同同同同様様様様のののの大事大事大事大事故故故故がががが起起起起きてもおかしくないことがきてもおかしくないことがきてもおかしくないことがきてもおかしくないことが改改改改めてめてめてめて証証証証明明明明されたされたされたされた中中中中、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地基地基地基地
建建建建設阻止行動設阻止行動設阻止行動設阻止行動のののの全国展全国展全国展全国展開開開開とととと連動連動連動連動ささささせせせせることもることもることもることも視視視視野野野野にににに、、、、県内県外県内県外県内県外県内県外、、、、米軍米軍米軍米軍自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊をををを問問問問わわわわずずずず、、、、
オオオオスプスプスプスプレレレレイイイイ撤去撤去撤去撤去とととと配配配配備中備中備中備中止止止止をををを求求求求めるめるめるめる動動動動きをきをきをきを強化強化強化強化していくべきではないかしていくべきではないかしていくべきではないかしていくべきではないか。。。。

((((2222)))) 嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地へへへへのののの米米米米州州州州軍軍軍軍配配配配備備備備についてについてについてについて
　米　米　米　米空空空空軍軍軍軍第第第第11118888航空航空航空航空団団団団のののの発発発発表表表表によるとによるとによるとによると、、、、米米米米ババババーーーーモモモモンンンンドドドド州州州州のののの空空空空軍軍軍軍州州州州兵部隊兵部隊兵部隊兵部隊所属所属所属所属ののののＦＦＦＦ11116666戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機
10101010機機機機とととと兵兵兵兵員員員員150150150150人人人人がががが６６６６月月月月中中中中旬旬旬旬からからからから嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地にににに暫暫暫暫定定定定配配配配備備備備されるされるされるされる。。。。今年今年今年今年１１１１月月月月ののののウィウィウィウィスコンスコンスコンスコンシシシシンンンン
州州州州軍部隊軍部隊軍部隊軍部隊にににに続続続続くくくく２２２２度度度度目目目目のののの米米米米州州州州軍軍軍軍配配配配備備備備にににに、、、、三三三三連連連連協協協協首長首長首長首長らもらもらもらも「「「「日米日米日米日米両両両両政府政府政府政府がががが強強強強調調調調するするするする負担軽負担軽負担軽負担軽
減減減減とはとはとはとは真逆真逆真逆真逆」（」（」（」（野国野国野国野国北北北北谷谷谷谷町町町町長長長長）、「）、「）、「）、「州州州州空空空空軍軍軍軍戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機がががが頻繁頻繁頻繁頻繁にににに飛飛飛飛来来来来するようになりするようになりするようになりするようになり、、、、恒恒恒恒常常常常化化化化するするするする
とととと大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題」（」（」（」（當當當當山嘉山嘉山嘉山嘉手手手手納町納町納町納町長長長長））））とのとのとのとの声声声声がががが挙挙挙挙がるながるながるながるなどどどど、、、、常態常態常態常態化化化化によるによるによるによる基地負担基地負担基地負担基地負担増加増加増加増加にににに強強強強
いいいい懸念懸念懸念懸念がががが示示示示されているされているされているされている。。。。県県県県としてもとしてもとしてもとしても形式形式形式形式的的的的なななな申申申申しししし入入入入れにとれにとれにとれにとどどどどまることなくまることなくまることなくまることなく、、、、よりよりよりより強強強強いいいい姿勢姿勢姿勢姿勢でででで配配配配
備備備備反対反対反対反対のののの意意意意思思思思をををを日米当日米当日米当日米当局局局局にににに示示示示すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。
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((((3333)))) リバティリバティリバティリバティーーーー制制制制度度度度解解解解除除除除とととと米軍事米軍事米軍事米軍事件件件件についてについてについてについて
　昨年　昨年　昨年　昨年12121212月月月月のののの「「「「リバティリバティリバティリバティーーーー制制制制度度度度」」」」解解解解除除除除以以以以降降降降、、、、移入移入移入移入絡絡絡絡みのみのみのみの米軍人米軍人米軍人米軍人・・・・軍軍軍軍属属属属のののの逮捕逮捕逮捕逮捕がががが激激激激増増増増していしていしていしてい
るるるる。。。。同制同制同制同制度度度度はははは「「「「米軍人軍米軍人軍米軍人軍米軍人軍属属属属等等等等によるによるによるによる事事事事件件件件・・・・事事事事故故故故防防防防止止止止のためののためののためののための協力協力協力協力ワーワーワーワーキキキキンンンングチグチグチグチーーーームムムム」（Ｃ」（Ｃ」（Ｃ」（ＣＷＷＷＷ
ＴＴＴＴ))))でもでもでもでも評価評価評価評価されていたされていたされていたされていた。。。。県県県県としてとしてとしてとしてＣＣＣＣＷＴＷＴＷＴＷＴのののの早期開早期開早期開早期開催催催催をををを呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ、、、、内容強化内容強化内容強化内容強化をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた制制制制度度度度
復復復復活活活活をををを訴訴訴訴えていくべきではないかえていくべきではないかえていくべきではないかえていくべきではないか。。。。

((((4444)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地開開開開放放放放イイイイベベベベントントントントでででで指摘指摘指摘指摘されたされたされたされた問題問題問題問題ついてついてついてついて
　　　　去去去去るるるる６６６６月月月月６６６６・・・・７７７７日日日日両両両両日日日日開開開開催催催催のののの普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地開開開開放放放放イイイイベベベベントントントント「「「「普天間普天間普天間普天間フフフフラララライイイイトラトラトラトライイイインンンンフフフフェェェェアアアア」」」」でででで軽軽軽軽機機機機
関関関関銃銃銃銃やややや狙狙狙狙撃銃撃銃撃銃撃銃ななななどどどど本本本本物物物物のののの銃銃銃銃器器器器計計計計５５５５丁丁丁丁がががが展示展示展示展示されされされされ、、、、訪問訪問訪問訪問したしたしたした日本人日本人日本人日本人はははは大人大人大人大人子供子供子供子供をををを問問問問わわわわずずずず、、、、
自自自自由由由由にににに触触触触れることができたれることができたれることができたれることができた。。。。米海軍米海軍米海軍米海軍横須賀横須賀横須賀横須賀基地基地基地基地ではではではでは2013201320132013年年年年にににに同同同同様様様様のののの銃銃銃銃器器器器展示展示展示展示がががが行行行行われわれわれわれ、、、、
基地基地基地基地司令司令司令司令官官官官がががが銃刀銃刀銃刀銃刀法違反法違反法違反法違反でででで市民市民市民市民らにらにらにらに告告告告発発発発されているされているされているされている。。。。我我我我がががが国国国国のののの国内法国内法国内法国内法尊尊尊尊重重重重がががが原原原原則則則則のののの地地地地
位位位位協協協協定違反定違反定違反定違反にににに当当当当たるたるたるたる可能可能可能可能性性性性もあるもあるもあるもある。。。。

ｱｱｱｱ 銃銃銃銃器器器器展示展示展示展示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受受受受けとめをけとめをけとめをけとめを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 同同同同イイイイベベベベントントントントののののフィナフィナフィナフィナーーーーレレレレとしてとしてとしてとして７７７７日日日日午午午午後後後後９９９９時時時時45454545分分分分過過過過ぎぎぎぎからからからから約約約約10101010分間分間分間分間にわたってにわたってにわたってにわたって行行行行われたわれたわれたわれた花花花花
火火火火打打打打ちちちち上上上上げげげげでででで、、、、宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市にににに多多多多数数数数のののの苦苦苦苦情情情情がががが寄寄寄寄せせせせられたられたられたられた。。。。銃銃銃銃器器器器展示展示展示展示とあわとあわとあわとあわせせせせてててて周周周周辺辺辺辺住住住住民民民民やややや
県民県民県民県民へへへへのののの配配配配慮慮慮慮不足不足不足不足とのとのとのとの指摘指摘指摘指摘もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、次次次次年年年年度度度度以以以以降降降降のののの開開開開催催催催もももも見見見見据据据据えてえてえてえて県県県県としてとしてとしてとして申申申申しししし入入入入れるれるれるれる
考考考考えはあるかえはあるかえはあるかえはあるか。。。。
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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27272727年第年第年第年第2222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))))

06060606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 15151515分分分分 狩俣狩俣狩俣狩俣　　　　信子信子信子信子（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関関関関係係係係部長等部長等部長等部長等

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

1111 環境環境環境環境問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 大大大大浦浦浦浦湾湾湾湾のののの新新新新種種種種等等等等のののの保保保保存存存存についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国国国国がががが辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設をををを予予予予定定定定しているしているしているしている大大大大浦浦浦浦湾湾湾湾のののの生物多生物多生物多生物多様様様様性性性性・・・・新新新新種存種存種存種存在在在在はははは多多多多くのくのくのくの研究研究研究研究者者者者
がががが認認認認めるとこめるとこめるとこめるところろろろですですですです。。。。防防防防衛衛衛衛局局局局のののの環境影響環境影響環境影響環境影響評価評価評価評価((((アアアアセスセスセスセスメメメメントントントント))))でもでもでもでも大大大大浦浦浦浦湾湾湾湾のののの生物生物生物生物はははは5334533453345334種種種種
ありありありあり、、、、そのそのそのその後後後後発発発発見見見見されたされたされたされた新新新新種種種種もありもありもありもあり、、、、それをよいそれをよいそれをよいそれをよい形形形形でででで保保保保存存存存することがすることがすることがすることが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。
ジュジュジュジュゴゴゴゴンンンンのののの生生生生育育育育環境環境環境環境をををを大大大大切切切切にするためにもにするためにもにするためにもにするためにも大大大大浦浦浦浦湾湾湾湾をををを埋埋埋埋めめめめ立立立立てることはてることはてることはてることは許許許許されまされまされまされませんせんせんせん。。。。自自自自
然然然然環境環境環境環境保保保保護護護護のののの立場立場立場立場からからからから国内外国内外国内外国内外のののの団体団体団体団体とととと今以今以今以今以上上上上にににに連連連連携携携携をををを強強強強くしくしくしくし、、、、国際国際国際国際社社社社会会会会へへへへのののの訴訴訴訴えをえをえをえを強強強強
化化化化するするするする必必必必要要要要がありますがありますがありますがあります。。。。県県県県のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと課課課課題題題題、、、、今今今今後後後後のののの方方方方針針針針をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防衛衛衛衛局局局局がががが辺野古辺野古辺野古辺野古のののの海海海海にににに沈沈沈沈めためためためたトントントントンブロブロブロブロックックックックによるによるによるによるササササンンンンゴゴゴゴ礁礁礁礁のののの破破破破壊壊壊壊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いいいい
ますますますます。。。。現現現現状回状回状回状回復復復復のためののためののためののための国国国国へへへへのののの申申申申しししし入入入入れはれはれはれはどどどどうなっているのかうなっているのかうなっているのかうなっているのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの返還返還返還返還によるによるによるによる環境環境環境環境問題問題問題問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 西西西西普天間地普天間地普天間地普天間地区区区区のののの米軍米軍米軍米軍からのからのからのからの返還地返還地返還地返還地ななななどどどど環境環境環境環境問題問題問題問題ははははどどどどうなっているかうなっているかうなっているかうなっているか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 海海海海上上上上保安保安保安保安庁庁庁庁のののの暴暴暴暴力力力力行行行行為為為為についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設にかかわってにかかわってにかかわってにかかわってカカカカヌヌヌヌーーーー隊隊隊隊にににに対対対対するするするする海海海海上上上上保安保安保安保安庁職庁職庁職庁職員員員員によるによるによるによる異異異異常常常常なななな暴暴暴暴力力力力的的的的
なななな行行行行為為為為がががが続続続続いていますいていますいていますいています。。。。そのそのそのその結結結結果果果果、、、、けがけがけがけが人人人人がががが続出続出続出続出していますしていますしていますしています。。。。度度度度をををを越越越越したやりしたやりしたやりしたやり方方方方にににに批判批判批判批判がががが
出出出出ていますがていますがていますがていますが、、、、防防防防衛衛衛衛局局局局やややや海海海海上上上上保安保安保安保安庁庁庁庁へへへへのののの県県県県としてのとしてのとしてのとしての申申申申しししし入入入入れなれなれなれなどどどどのののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) けがけがけがけが人人人人にににに対対対対するするするする補補補補償償償償ななななどどどどははははどどどどうなっていますかうなっていますかうなっていますかうなっていますか。。。。

((((3333)))) これまでのけがこれまでのけがこれまでのけがこれまでのけが人人人人のののの数数数数やややや現現現現状状状状はははは把握把握把握把握されていますかされていますかされていますかされていますか。。。。

3333 自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊機機機機((((CHCHCHCH44447777輸送輸送輸送輸送ヘヘヘヘリリリリ))))のののの管管管管制指示制指示制指示制指示誤誤誤誤認認認認のののの問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 2015201520152015年年年年６６６６月月月月３３３３日日日日那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港でででで自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊機機機機によるによるによるによる管管管管制指示制指示制指示制指示誤誤誤誤認認認認がありがありがありがあり、、、、あわやあわやあわやあわや事事事事故故故故になるとこになるとこになるとこになるところろろろ
でしたでしたでしたでした。。。。そもそもそもそもそもそもそもそも那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港はははは過過過過密密密密なななな空港空港空港空港でありでありでありであり、、、、そこをそこをそこをそこを自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊機機機機とととと共有共有共有共有することにすることにすることにすることに無無無無理理理理があがあがあがあ
るのではないでしるのではないでしるのではないでしるのではないでしょょょょうかうかうかうか。。。。二二二二度度度度とととと指示指示指示指示誤誤誤誤認認認認がないようがないようがないようがないよう徹底徹底徹底徹底的的的的なななな原因原因原因原因究究究究明明明明をををを申申申申しししし入入入入れるなれるなれるなれるなどどどど
県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。あわあわあわあわせせせせてててて自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊機機機機のののの年問発年問発年問発年問発着着着着回回回回数数数数とととと民間民間民間民間航空機航空機航空機航空機のののの発発発発着着着着回回回回数数数数につにつにつにつ
いてもいてもいてもいても伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) このこのこのこのトラトラトラトラブブブブルルルルでででで欠欠欠欠航航航航したしたしたした全日全日全日全日空機空機空機空機ややややＪＪＪＪＴＴＴＴＡＡＡＡにににに対対対対するするするする補補補補償償償償ははははどどどどうなるのかうなるのかうなるのかうなるのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 医療医療医療医療関関関関係係係係についてについてについてについて

((((1111)))) 南南南南部部部部医療医療医療医療センターセンターセンターセンター・こ・こ・こ・こどどどどもももも病院病院病院病院ではよりではよりではよりではより高度高度高度高度でででで安安安安心心心心したしたしたした医療医療医療医療がががが受受受受けられるためにけられるためにけられるためにけられるためにリリリリニニニニアアアアックックックック
のののの購購購購入入入入がががが早期早期早期早期にににに必必必必要要要要だとだとだとだと伺伺伺伺っていますっていますっていますっています。。。。３３３３月月月月にはにはにはには間間間間にににに合合合合わなかったようですがわなかったようですがわなかったようですがわなかったようですが、、、、子供子供子供子供のののの命命命命
にかかわることですからにかかわることですからにかかわることですからにかかわることですから早期早期早期早期なななな対対対対応応応応がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 旅旅旅旅行者行者行者行者のののの妊婦妊婦妊婦妊婦受受受受診診診診ががががふふふふえているようですえているようですえているようですえているようです。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄にににに観光観光観光観光にににに来来来来てててて、、、、突突突突然然然然変調変調変調変調をををを来来来来しししし、、、、切切切切迫迫迫迫流流流流
産産産産やややや早産早産早産早産、、、、子子子子宮宮宮宮内容内容内容内容除去術除去術除去術除去術、、、、分分分分娩娩娩娩等等等等々々々々病院病院病院病院にににに運運運運ばれてきますばれてきますばれてきますばれてきます。。。。観光観光観光観光がががが拡拡拡拡大大大大するとするとするとすると「「「「観光観光観光観光
とととと医療医療医療医療」」」」のののの問題問題問題問題、、、、外国人外国人外国人外国人旅旅旅旅行者行者行者行者ががががふふふふえるえるえるえる中中中中でででで「「「「外国人外国人外国人外国人妊婦妊婦妊婦妊婦旅旅旅旅行者行者行者行者のためののためののためののための通通通通訳訳訳訳」」」」のののの問題問題問題問題もももも
指摘指摘指摘指摘されていますされていますされていますされています。。。。現現現現状状状状とととと病院病院病院病院側側側側のののの人的問題人的問題人的問題人的問題やややや予予予予算算算算のののの問題問題問題問題ななななどどどど県県県県のののの対対対対応応応応策策策策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 県県県県のののの性性性性暴暴暴暴力力力力被害被害被害被害者者者者・・・・ワンストップワンストップワンストップワンストップ支援支援支援支援センターセンターセンターセンターについてについてについてについて、、、、先日先日先日先日中中中中部部部部病院病院病院病院でおでおでおでお話話話話をををを伺伺伺伺ってきってきってきってき
ましたましたましたました。。。。被害被害被害被害者者者者はははは13131313歳歳歳歳からからからから66669999歳歳歳歳まででまででまででまでで特特特特にににに14141414歳前歳前歳前歳前後後後後にににに集集集集中中中中しているとのことですしているとのことですしているとのことですしているとのことです。。。。設設設設備備備備やややや
人人人人員員員員のののの問題問題問題問題、、、、報報報報償償償償費費費費のののの問題問題問題問題ななななどどどど厳厳厳厳しいしいしいしい対対対対応応応応がががが求求求求められているようですめられているようですめられているようですめられているようです。。。。県県県県としてはとしてはとしてはとしては具体的具体的具体的具体的
ににににどどどどうううう対対対対応応応応していくのかしていくのかしていくのかしていくのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 県立県立県立県立中中中中部部部部病院病院病院病院ははははハハハハワワワワイイイイ大大大大学学学学とのとのとのとの連連連連携携携携でででで沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの医療医療医療医療関関関関係係係係にににに多多多多大大大大なななな功功功功績績績績をををを残残残残してきまししてきまししてきまししてきまし
たたたた。。。。しかししかししかししかし、、、、現在現在現在現在ははははハハハハワワワワイイイイ大大大大学学学学事事事事務務務務所所所所のののの予予予予算算算算がががが年年年年々々々々削減削減削減削減されているようですがされているようですがされているようですがされているようですが、、、、連連連連携携携携強化強化強化強化
をををを図図図図るためにもうるためにもうるためにもうるためにもう少少少少しししし増増増増額額額額できないかとのできないかとのできないかとのできないかとの要要要要望望望望がありましたががありましたががありましたががありました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いますいますいますいます。。。。
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((((5555)))) 性同一性障性同一性障性同一性障性同一性障害害害害についてについてについてについて
先日先日先日先日テテテテレレレレビビビビでででで性同一性障性同一性障性同一性障性同一性障害害害害についてのについてのについてのについての報報報報道道道道をををを見見見見ましたましたましたました。。。。国外国外国外国外でででで性性性性転転転転換換換換のののの手手手手術術術術をををを受受受受けるなけるなけるなけるな
どどどど大大大大変変変変なななな苦苦苦苦労労労労をしているをしているをしているをしている方方方方もいるようですもいるようですもいるようですもいるようです。。。。性同一性障性同一性障性同一性障性同一性障害害害害のののの現現現現状状状状とととと課課課課題題題題についてについてについてについて伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

5555 観光観光観光観光関連関連関連関連についてについてについてについて

((((1111)))) 観光観光観光観光立県立県立県立県としてのとしてのとしてのとしての実態実態実態実態についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。年間年間年間年間のののの客数客数客数客数、、、、１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり消消消消費費費費額額額額、、、、宿宿宿宿泊泊泊泊日日日日数数数数、、、、修修修修
学学学学旅旅旅旅行行行行生生生生のののの学校学校学校学校数数数数とととと生徒生徒生徒生徒数数数数、、、、旅旅旅旅行行行行のののの形態形態形態形態、、、、レレレレンタンタンタンタカカカカーーーー台数台数台数台数、、、、旅旅旅旅行者行者行者行者のののの満満満満足度足度足度足度ななななどどどどはいかはいかはいかはいか
がでしがでしがでしがでしょょょょうかうかうかうか。。。。

((((2222)))) ことしのことしのことしのことしの観光客数観光客数観光客数観光客数のののの目目目目標標標標とととと国内国内国内国内・・・・国外国外国外国外のののの目目目目標標標標、、、、クルークルークルークルーズズズズ船船船船のののの寄寄寄寄港港港港予予予予定定定定回回回回数数数数についてについてについてについて伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。

((((3333)))) 観光観光観光観光立県立県立県立県としてとしてとしてとして成長成長成長成長するためにはするためにはするためにはするためには、、、、コンコンコンコンベベベベンンンンショショショションンンンビビビビューューューューロロロローーーーとのとのとのとの連連連連携携携携はもとよりはもとよりはもとよりはもとより県外県外県外県外・・・・国外国外国外国外
からのからのからのからの誘客誘客誘客誘客活活活活動動動動がががが大大大大切切切切だとだとだとだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、今年今年今年今年度度度度のののの目目目目標標標標達達達達成成成成にににに向向向向けけけけどどどどのようなのようなのようなのような取取取取りりりり組組組組みをしみをしみをしみをし
ていきますかていきますかていきますかていきますか。。。。またまたまたまた中中中中・・・・長長長長期期期期的的的的ななななプランプランプランプランははははどどどどうなっていますかうなっていますかうなっていますかうなっていますか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 日本年日本年日本年日本年金金金金機構機構機構機構のののの情報流出情報流出情報流出情報流出問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 日本年日本年日本年日本年金金金金機構機構機構機構はははは５５５５月月月月８８８８日日日日にににに最最最最初初初初ののののメメメメールールールールででででパソパソパソパソコンコンコンコンががががササササイバイバイバイバーーーー攻撃攻撃攻撃攻撃をををを受受受受けけけけウイウイウイウイルスルスルスルスにににに感感感感染染染染
していたにもかかわらしていたにもかかわらしていたにもかかわらしていたにもかかわらずずずず、、、、そのそのそのその後後後後のののの対対対対応応応応のまのまのまのまずずずずさからさからさからさから結結結結果果果果的的的的にににに125125125125万件万件万件万件のののの個個個個人人人人情報情報情報情報がががが流出流出流出流出
しましたしましたしましたしました。。。。そのうちそのうちそのうちそのうち沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの事事事事務務務務センターセンターセンターセンターのののの情報情報情報情報がががが77774444万件万件万件万件にににに上上上上りりりり、、、、県民県民県民県民にににに大大大大きなきなきなきな不不不不安安安安をををを与与与与
えていますえていますえていますえています。。。。県内県内県内県内のののの状況状況状況状況ははははどどどどうなっているのかうなっているのかうなっているのかうなっているのか実実実実害害害害はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか、、、、またまたまたまた今今今今後後後後被害被害被害被害をををを防防防防ぐぐぐぐためためためため
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ますいますいますいます。。。。

7777 那覇港那覇港那覇港那覇港におけるにおけるにおけるにおける国際国際国際国際貨貨貨貨物物物物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)))) これまでこれまでこれまでこれまで10101010年間年間年間年間にわたりにわたりにわたりにわたり那覇港那覇港那覇港那覇港のののの国際国際国際国際物流物流物流物流のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いをいをいをいを担担担担っていたっていたっていたっていたフィリフィリフィリフィリピピピピンンンンのののの大手大手大手大手施施施施設設設設
運営運営運営運営会会会会社社社社「「「「イイイインターンターンターンターナナナナショショショショナナナナルルルル・・・・コンコンコンコンテナテナテナテナ・・・・ターターターターミナミナミナミナルルルル・・・・ササササーーーービビビビシシシシーーーーズズズズ」」」」がこのがこのがこのがこのほどほどほどほど撤撤撤撤退退退退しまししまししまししまし
たたたた。。。。那覇港那覇港那覇港那覇港のののの国際国際国際国際貨貨貨貨物物物物のののの取扱量取扱量取扱量取扱量がががが大大大大幅幅幅幅にににに少少少少なくなくなくなく2014201420142014年年年年はははは目目目目標標標標66660000万万万万個個個個にににに対対対対しししし８８８８万万万万3000300030003000個個個個
分分分分しかなくしかなくしかなくしかなく、、、、撤撤撤撤退退退退をををを余儀余儀余儀余儀なくしたのだとなくしたのだとなくしたのだとなくしたのだと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。今今今今後後後後のののの那覇港那覇港那覇港那覇港貨貨貨貨物物物物のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いをいをいをいをふふふふやややや
しししし、、、、国際国際国際国際トラントラントラントランシシシシップップップップ((((積積積積みみみみ替替替替ええええ))))がうまくできるようにがうまくできるようにがうまくできるようにがうまくできるように中中中中・・・・長長長長期期期期的的的的なななな戦略戦略戦略戦略がががが必必必必要要要要だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます
がががが取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

8888 教育教育教育教育関連関連関連関連についてについてについてについて

((((1111)))) 年年年年休休休休のののの起起起起算算算算目目目目をををを９９９９月月月月１１１１日日日日にすることについてにすることについてにすることについてにすることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 教育委教育委教育委教育委員員員員会会会会におけるにおけるにおけるにおける教教教教員員員員・・・・各各各各職職職職種種種種のののの受受受受験験験験年年年年齢齢齢齢のののの撤撤撤撤廃廃廃廃についてについてについてについて他他他他県県県県のののの状況状況状況状況とととと県県県県のののの対対対対応応応応にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 校校校校舎舎舎舎のののの耐震耐震耐震耐震化化化化についてについてについてについて、、、、どどどどのくらいのくらいのくらいのくらい取取取取りりりり組組組組まれているのかまれているのかまれているのかまれているのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) いいいいじじじじめめめめ問題問題問題問題についてのについてのについてのについての３３３３年間年間年間年間のののの実態実態実態実態とととと今今今今後後後後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 教職教職教職教職員員員員のののの病休病休病休病休・・・・精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患((((うつうつうつうつ病病病病))))についてについてについてについて過去過去過去過去３３３３年年年年のののの比比比比較較較較ははははどどどどうですかうですかうですかうですか。。。。またまたまたまた他他他他県県県県とのとのとのとの比比比比
較較較較ではではではではどどどどうですかうですかうですかうですか。。。。

((((6666)))) 学校学校学校学校司司司司書書書書のののの充充充充足足足足率率率率とととと正規正規正規正規・・・・非非非非正規正規正規正規についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

9999 待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消についてについてについてについて

((((1111)))) 現在現在現在現在のののの待機児童待機児童待機児童待機児童数数数数はははは何何何何人人人人ですかですかですかですか。。。。

((((2222)))) 保保保保育士育士育士育士のののの獲獲獲獲得得得得がががが厳厳厳厳しいようですがしいようですがしいようですがしいようですが県県県県としてのとしてのとしてのとしての対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県のののの保保保保育士居育士居育士居育士居住確住確住確住確保保保保支援支援支援支援事業事業事業事業ははははどどどどうなっていますかうなっていますかうなっていますかうなっていますか。。。。

((((4444)))) 保保保保育士育士育士育士のののの正規正規正規正規職職職職員員員員のののの６６６６割割割割雇雇雇雇用用用用をををを進進進進めていますがめていますがめていますがめていますが、、、、補補補補助助助助金金金金ははははどどどどうなっていますかうなっていますかうなっていますかうなっていますか。。。。

((((5555)))) 保保保保育士育士育士育士のののの給給給給与与与与についてについてについてについて県外県外県外県外・・・・県内県内県内県内のののの平平平平均均均均ははははどどどどうなっていますかうなっていますかうなっていますかうなっていますか。。。。
またまたまたまた、、、、高高高高いいいい県県県県とととと低低低低いいいい県県県県ははははどどどどこかこかこかこか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 待機児童待機児童待機児童待機児童解消解消解消解消のためののためののためののための本年本年本年本年度度度度のののの予予予予算算算算はははは幾幾幾幾らですからですからですからですか。。。。

((((7777)))) 「「「「地地地地域域域域保保保保育士育士育士育士」」」」特特特特区区区区についてについてについてについて、、、、現現現現状状状状とととと課課課課題題題題をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

10101010雇雇雇雇用用用用問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの完完完完全全全全失失失失業率業率業率業率・・・・非非非非正規正規正規正規雇雇雇雇用用用用率率率率のののの全国全国全国全国比比比比較較較較についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 正規正規正規正規雇雇雇雇用用用用化化化化促促促促進進進進モデモデモデモデルルルル事業事業事業事業のののの現現現現状状状状・・・・成成成成果果果果・・・・課課課課題題題題をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 県内県内県内県内企企企企業業業業雇雇雇雇用環境用環境用環境用環境改善改善改善改善支援支援支援支援事業事業事業事業のののの現現現現状状状状・・・・成成成成果果果果・・・・課課課課題題題題をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 高校生高校生高校生高校生・・・・大大大大学生学生学生学生のののの就就就就職職職職のののの実実実実績績績績とととと課課課課題題題題についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 県内県内県内県内ののののブブブブラックラックラックラック企企企企業業業業のののの実態実態実態実態についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

11111111経済経済経済経済問題関連問題関連問題関連問題関連についてについてについてについて
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((((1111)))) 企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致のののの実実実実績績績績がががが過去過去過去過去最最最最高高高高のようですがのようですがのようですがのようですが誘誘誘誘致致致致のののの実態実態実態実態とととと今今今今後後後後のののの展展展展望望望望をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 情報情報情報情報通通通通信信信信関連関連関連関連企企企企業業業業についてのについてのについてのについての実態実態実態実態とととと今今今今後後後後のののの展展展展望望望望をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 企企企企業業業業誘誘誘誘致致致致がががが過去過去過去過去最最最最高高高高になったになったになったになった主主主主なななな要要要要因因因因とことしのとことしのとことしのとことしの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県産産産産業業業業振興公社振興公社振興公社振興公社ののののシシシシンンンンガガガガポポポポールールールール事事事事務務務務所所所所をことしをことしをことしをことし４４４４月月月月にににに開開開開設設設設したようですがしたようですがしたようですがしたようですが、、、、そこをそこをそこをそこを拠拠拠拠
点点点点にしてにしてにしてにしてどどどどのようなことをのようなことをのようなことをのようなことを計画計画計画計画しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。またまたまたまた、、、、県県県県経済経済経済経済にににに及及及及ぼぼぼぼすすすす効果効果効果効果ははははどどどどうかうかうかうか伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

12121212子子子子宮宮宮宮頸頸頸頸ががががんワクんワクんワクんワクチチチチンンンンについてについてについてについて

((((1111)))) 2011201120112011年年年年度度度度にににに国国国国のののの進進進進めためためためた子子子子宮宮宮宮頸頸頸頸ががががんワクんワクんワクんワクチチチチンンンンをををを接種接種接種接種後後後後、、、、重重重重いいいい頭頭頭頭痛痛痛痛やややや全全全全身身身身倦怠倦怠倦怠倦怠感感感感、、、、突突突突然然然然のののの
失神失神失神失神、、、、けいれけいれけいれけいれんんんん、、、、歩歩歩歩行障行障行障行障害害害害ななななどどどど体体体体にににに異異異異常常常常をををを来来来来しししし大大大大変変変変なななな状況状況状況状況になっているになっているになっているになっている子子子子がががが県内県内県内県内でもでもでもでも
24242424人人人人のののの報報報報告告告告がありますがありますがありますがあります。。。。当当当当初何初何初何初何がががが原因原因原因原因かもわからかもわからかもわからかもわからずずずずあちこちのあちこちのあちこちのあちこちの病院病院病院病院をををを受受受受診診診診したりしたようでしたりしたようでしたりしたようでしたりしたようで
すすすす。。。。３３３３年年年年くらいしてくらいしてくらいしてくらいして似似似似たようなたようなたようなたような症症症症状状状状のののの子子子子がいるということでやっとがいるということでやっとがいるということでやっとがいるということでやっと横横横横のののの連連連連携携携携がとれるようになっがとれるようになっがとれるようになっがとれるようになっ
たとのことですたとのことですたとのことですたとのことです。。。。健康健康健康健康であったであったであったであった子子子子がががが突突突突然然然然わけのわからないわけのわからないわけのわからないわけのわからない病病病病にににに倒倒倒倒れれれれ、、、、本人本人本人本人やややや家家家家族族族族のののの心心心心労労労労
はいかばかりかとはいかばかりかとはいかばかりかとはいかばかりかと心痛心痛心痛心痛にたえまにたえまにたえまにたえませんせんせんせん。。。。国国国国がががが率先率先率先率先してしてしてして始始始始めためためためた事業事業事業事業であるだけにそのであるだけにそのであるだけにそのであるだけにその責任責任責任責任のののの
所所所所在在在在とととと原因原因原因原因をををを一日一日一日一日もももも早早早早くはっきりさくはっきりさくはっきりさくはっきりさせせせせることがることがることがることが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((2222)))) 「「「「宮宮宮宮古古古古島島島島子子子子宮宮宮宮頸頸頸頸ががががんワクんワクんワクんワクチチチチンンンン副反副反副反副反応応応応被害被害被害被害者者者者をををを支支支支えるえるえるえる会会会会」」」」からからからから、、、、１１１１、、、、国国国国のののの支援支援支援支援策策策策がががが決決決決定定定定するするするする
までまでまでまで独独独独自自自自のののの助助助助成成成成のののの実施実施実施実施をすることをすることをすることをすること、、、、２２２２、、、、全全全全接種接種接種接種者者者者のののの予予予予診票診票診票診票をををを長長長長期期期期保保保保存存存存することとすることとすることとすることと被害被害被害被害のののの実実実実
態調査態調査態調査態調査をすることをすることをすることをすること、、、、３３３３、、、、子子子子宮宮宮宮頸頸頸頸ががががんワクんワクんワクんワクチチチチンンンン副反副反副反副反応応応応にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる協力協力協力協力医療医療医療医療機機機機関関関関やややや必必必必要要要要なななな診診診診療療療療
科科科科とのとのとのとの連連連連携携携携をしをしをしをし総総総総合的合的合的合的なななな治治治治療療療療をををを行行行行えるようにすることえるようにすることえるようにすることえるようにすること、、、、４４４４、、、、ワクワクワクワクチチチチンンンン製薬製薬製薬製薬会会会会社社社社へへへへ成分成分成分成分のののの公公公公
表表表表、、、、治治治治療療療療方法方法方法方法のののの確確確確立立立立をををを初初初初めめめめ、、、、被害被害被害被害者者者者へへへへのののの補補補補償償償償、、、、支援支援支援支援策策策策のののの確確確確立立立立ななななどどどど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むむむむことことことこと
のののの要請要請要請要請がありますがありますがありますがあります。。。。県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

13131313福祉福祉福祉福祉関連関連関連関連についてについてについてについて

((((1111)))) 子供子供子供子供たちたちたちたちへへへへのののの虐虐虐虐待待待待とととと高高高高齢齢齢齢者者者者へへへへのののの虐虐虐虐待待待待についてのについてのについてのについての実態実態実態実態をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける認知認知認知認知症症症症のののの実態実態実態実態とととと行方行方行方行方不不不不明者明者明者明者のののの数数数数、、、、認知認知認知認知症症症症へへへへのののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。


