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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25252525    日日日日((((木木木木))))

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

1111 27272727分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　　　　　満満満満（（（（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)))) 辺野古埋立関連辺野古埋立関連辺野古埋立関連辺野古埋立関連についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認のののの取取取取りりりり消消消消し・し・し・し・撤回撤回撤回撤回のののの判断時期判断時期判断時期判断時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。。。。

ｲｲｲｲ 埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて反対反対反対反対にににに対対対対するするするする県外支援及県外支援及県外支援及県外支援及びマスコミびマスコミびマスコミびマスコミ報道等報道等報道等報道等のののの変化変化変化変化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 検証委員会検証委員会検証委員会検証委員会のののの進捗進捗進捗進捗についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 訪米訪米訪米訪米のののの成果成果成果成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。。。。

ｵｵｵｵ 米米米米ワシントンワシントンワシントンワシントン事務所事務所事務所事務所のののの今後今後今後今後のののの活動活動活動活動についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｶｶｶｶ キャンプ・シュワブのキャンプ・シュワブのキャンプ・シュワブのキャンプ・シュワブの新基地建設予定地付近新基地建設予定地付近新基地建設予定地付近新基地建設予定地付近でででで発見発見発見発見されたいかりされたいかりされたいかりされたいかり石石石石のののの調査調査調査調査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)))) 知事公約関連知事公約関連知事公約関連知事公約関連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戦略構想戦略構想戦略構想戦略構想のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 国際的国際的国際的国際的なななな交通交通交通交通・・・・物流物流物流物流ネットワークネットワークネットワークネットワーク構築構築構築構築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についてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「こどもこどもこどもこ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うううう。。。。

ｴｴｴｴ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの均衡均衡均衡均衡あるあるあるある発展発展発展発展をををを実現実現実現実現するためのするためのするためのするための知事知事知事知事のののの指針指針指針指針をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 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にするにするにするにする安保法案安保法案安保法案安保法案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。。。。

((((4444)))) 沖縄県民所得増沖縄県民所得増沖縄県民所得増沖縄県民所得増にににに向向向向けてけてけてけて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解、、、、施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 知事公室関連知事公室関連知事公室関連知事公室関連についてについてについてについて

((((1111)))) 日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな見直見直見直見直しにしにしにしに向向向向けてのけてのけてのけての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うううう。。。。

((((2222)))) 基地返還後基地返還後基地返還後基地返還後のののの環境整備環境整備環境整備環境整備・・・・浄化浄化浄化浄化についてについてについてについて日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府とととと県県県県のルールのルールのルールのルール規定規定規定規定がががが不透明不透明不透明不透明だがだがだがだが県県県県のののの
方針方針方針方針をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 文化観光文化観光文化観光文化観光スポーツスポーツスポーツスポーツ部関連部関連部関連部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県がががが推進推進推進推進するするするするＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設施設施設施設がががが東海岸東海岸東海岸東海岸のマリンタウンにのマリンタウンにのマリンタウンにのマリンタウンに決定決定決定決定したがしたがしたがしたが今後今後今後今後のののの経済効果経済効果経済効果経済効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)))) 観光業界観光業界観光業界観光業界におけるにおけるにおけるにおける雇用雇用雇用雇用のののの課題課題課題課題とととと対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの国際線国際線国際線国際線ビルのビルのビルのビルの課題課題課題課題についてについてについてについて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。。。。

((((4444)))) 離離離離島島島島観光観光観光観光のビジのビジのビジのビジョョョョンについてンについてンについてンについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 新県立新県立新県立新県立郷土劇場郷土劇場郷土劇場郷土劇場のののの進捗進捗進捗進捗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)))) ししししまくまくまくまくととととぅばぅばぅばぅばのののの継継継継承承承承とととと発展発展発展発展にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの実実実実績績績績とととと今後今後今後今後のののの施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 組組組組織織織織がががが乱乱乱乱立立立立しているしているしているしている沖縄民沖縄民沖縄民沖縄民謡謡謡謡界界界界のののの統合統合統合統合にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 総総総総務部関連務部関連務部関連務部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県のののの人口人口人口人口増増増増加加加加にににによよよよるるるるメメメメリットとリットとリットとリットと今後今後今後今後のののの課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 消消消消費税費税費税費税増増増増税税税税後後後後のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県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うううう。。。。

((((3333)))) 全全全全国的国的国的国的にににに公公公公契契契契約約約約条例条例条例条例のののの必必必必要要要要性性性性がうたがうたがうたがうたわわわわれているがれているがれているがれているが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。。。。

((((4444)))) 全全全全国国国国でででで個人情個人情個人情個人情報流報流報流報流出出出出問題問題問題問題がががが頻頻頻頻発発発発のののの傾傾傾傾向向向向にあるがにあるがにあるがにあるが県県県県のののの危機管理危機管理危機管理危機管理はははは万全万全万全万全かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 企画企画企画企画部関連部関連部関連部関連についてについてについてについて
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((((1111)))) 各各各各地方自治地方自治地方自治地方自治体体体体・・・・広域圏広域圏広域圏広域圏ででででＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ導入導入導入導入にににに向向向向けたシンポジウけたシンポジウけたシンポジウけたシンポジウムムムム等等等等をををを開催開催開催開催しているがしているがしているがしているが県県県県のかかのかかのかかのかかわわわわ
りりりり、、、、対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道県民会道県民会道県民会道県民会議議議議がががが開催開催開催開催されされされされ、、、、ああああらゆらゆらゆらゆるジャンルのるジャンルのるジャンルのるジャンルの意意意意見見見見がががが出出出出されたとされたとされたとされたと思思思思うがうがうがうが県県県県のののの対対対対応応応応とととと課題課題課題課題
についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ＯＫＯＫＯＫＯＫＩＣＩＣＩＣＩＣＡＡＡＡ導入導入導入導入後後後後のののの効果効果効果効果とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県とととと県経済界県経済界県経済界県経済界ががががＪＴＡＪＴＡＪＴＡＪＴＡのののの経経経経営母体営母体営母体営母体となることでとなることでとなることでとなることでＪＴＡＪＴＡＪＴＡＪＴＡがががが真真真真のののの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの翼翼翼翼としてとしてとしてとして観光観光観光観光・・・・物流物流物流物流のののの
発展発展発展発展にににに寄与寄与寄与寄与するとするとするとすると考考考考ええええるがるがるがるが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 商工労働商工労働商工労働商工労働部関連部関連部関連部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 再開再開再開再開発発発発のののの影響影響影響影響やドやドやドやドーーーーナナナナツツツツ化現化現化現化現象象象象でででで各各各各自治自治自治自治体体体体のののの中心市街中心市街中心市街中心市街地地地地のののの弱体弱体弱体弱体化化化化にににに対対対対するするするする県県県県のののの対策対策対策対策とととと
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展発展発展発展のためにものためにものためにものためにも積極積極積極積極的的的的なななな広域広域広域広域調整調整調整調整がががが必必必必要要要要とととと考考考考ええええるがるがるがるが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。。。。

((((2222)))) 中城湾中城湾中城湾中城湾新港地新港地新港地新港地域域域域・・・・国際物流国際物流国際物流国際物流特区特区特区特区のののの振興振興振興振興はははは順調順調順調順調かかか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。。。。

((((3333)))) 県県県県製造製造製造製造業業業業のここのここのここのここ数年数年数年数年のののの傾傾傾傾向向向向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)))) 他酒類他酒類他酒類他酒類のののの台頭台頭台頭台頭にににによよよよりりりり影響影響影響影響をををを受受受受けているけているけているけている県県県県産品泡盛産品泡盛産品泡盛産品泡盛のののの競争力強競争力強競争力強競争力強化化化化にににに対対対対するするするする県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

7777 土木土木土木土木建築部関連建築部関連建築部関連建築部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 下下下下地地地地島島島島空港空港空港空港利利利利活用活用活用活用のののの進捗進捗進捗進捗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)))) 国国国国、、、、県事業県事業県事業県事業がががが施行施行施行施行されるにされるにされるにされるに当当当当たりたりたりたり当該当該当該当該自治自治自治自治体在籍体在籍体在籍体在籍のののの業者業者業者業者のののの優優優優位位位位性性性性をををを確確確確保保保保すすすすべべべべしとしとしとしと考考考考ええええるるるる
がががが県県県県のののの方針方針方針方針をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 米米米米軍軍軍軍関係関係関係関係工工工工事事事事ののののボボボボンンンンドドドド支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 本本本本島南島南島南島南部部部部・・・・中中中中部部部部・・・・北北北北部部部部のののの港港港港湾湾湾湾整備整備整備整備とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

8888 農林水産農林水産農林水産農林水産部関連部関連部関連部関連についてについてについてについて

((((1111)))) ５５５５月月月月のののの台風台風台風台風６６６６号号号号のののの県県県県農林水産農林水産農林水産農林水産物物物物のののの被害状況被害状況被害状況被害状況についてについてについてについて、、、、ままままたたたたそそそそのののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 日日日日台漁台漁台漁台漁業協定業協定業協定業協定、、、、並並並並びにびにびにびに漁漁漁漁業業業業従従従従事者事者事者事者のののの操操操操業業業業のののの現現現現状状状状ははははどうなどうなどうなどうなっっっっているかているかているかているか伺伺伺伺うううう。。。。

9999 病院病院病院病院事業事業事業事業局局局局関係関係関係関係についてについてについてについて

((((1111)))) 長長長長寿寿寿寿日本一日本一日本一日本一奪奪奪奪還還還還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)))) 西普天西普天西普天西普天間間間間にににに計画計画計画計画されているされているされているされている国際国際国際国際医療特区医療特区医療特区医療特区構想構想構想構想についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸ががががんんんんワクワクワクワ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者者者者のののの支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

11110000環境部関連環境部関連環境部関連環境部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの生生生生物物物物多様性多様性多様性多様性のののの危機管理危機管理危機管理危機管理についてについてについてについて見解見解見解見解とととと方針方針方針方針をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 離離離離島島島島ののののごごごごみみみみ処理処理処理処理問題問題問題問題についてについてについてについて課題課題課題課題とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

11111111教育教育教育教育委員会関連委員会関連委員会関連委員会関連についてについてについてについて

((((1111)))) 学校学校学校学校現現現現場場場場におけるにおけるにおけるにおける平和教育平和教育平和教育平和教育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)))) モモモモンスターンスターンスターンスターペペペペアアアアレレレレンツのンツのンツのンツの実実実実態態態態とととと対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
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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25252525    日日日日((((木木木木))))

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

2222 11119999分分分分 金城金城金城金城　　　　　　　　勉勉勉勉（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 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)))) 知事訪米知事訪米知事訪米知事訪米のののの成果成果成果成果とととと課題及課題及課題及課題及びびびび今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

((((2222)))) 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納ララララプコンについてプコンについてプコンについてプコンについて

ｱｱｱｱ 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地やややや普天普天普天普天間基地間基地間基地間基地のののの米米米米軍機軍機軍機軍機とととと那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの民間民間民間民間機機機機のののの管制管制管制管制業務業務業務業務はははは具体具体具体具体的的的的にどのにどのにどのにどのよよよよ
うなルールでうなルールでうなルールでうなルールで運運運運用用用用されているかされているかされているかされているか。。。。

ｲｲｲｲ 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地をををを中心中心中心中心にににに半径半径半径半径約約約約90909090キキキキロメロメロメロメートルートルートルートル、、、、高高高高ささささ約約約約6000600060006000メメメメートルにートルにートルにートルに設定設定設定設定されていたされていたされていたされていた嘉手嘉手嘉手嘉手
納納納納ララララプコンプコンプコンプコンはははは、、、、今今今今ははははないというないというないというないという理理理理解解解解でいいかでいいかでいいかでいいか。。。。

((((3333)))) 地地地地域域域域安安安安全全全全政策事業政策事業政策事業政策事業についてについてについてについて、、、、委委委委託託託託業務業務業務業務のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況とととと事業事業事業事業のののの狙狙狙狙いいいいはははは何何何何かかかか。。。。ままままたたたた、、、、ワシントワシントワシントワシント
ンンンン駐在駐在駐在駐在員活動事業員活動事業員活動事業員活動事業とのとのとのとの違違違違いいいいはははは何何何何かかかか。。。。

2222 企画企画企画企画関係関係関係関係についてについてについてについて

((((1111)))) 国国国国かかかかららららのののの財財財財政支援政支援政支援政支援についてについてについてについて、、、、一一一一括括括括交付交付交付交付金制度金制度金制度金制度スタートスタートスタートスタート以降以降以降以降、、、、全全全全国国国国比較比較比較比較でででで沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ははははどのどのどのどのララララ
ンクにあるかンクにあるかンクにあるかンクにあるか。。。。

((((2222)))) ママママイナイナイナイナンンンンババババーーーー制度制度制度制度のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

ｱｱｱｱ 明明明明年年年年１１１１月月月月実施予定実施予定実施予定実施予定であるがであるがであるがであるが、、、、県県県県とととと各市町村各市町村各市町村各市町村のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

ｲｲｲｲ 個人情個人情個人情個人情報保報保報保報保護護護護についてについてについてについて対策対策対策対策ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

ｳｳｳｳ 県民県民県民県民へへへへのののの周周周周知知知知についてどうについてどうについてどうについて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。。。。

((((3333)))) 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道導入導入導入導入等公等公等公等公共共共共交通交通交通交通についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道をををを初初初初めめめめ、、、、公公公公共共共共交通交通交通交通にににに対対対対するするするする県民県民県民県民のののの意識啓意識啓意識啓意識啓発発発発のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連連連連携携携携ははははどうどうどうどう
かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 本本本本年度中年度中年度中年度中のののの導入計画導入計画導入計画導入計画案策定案策定案策定案策定のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

ｳｳｳｳ 路路路路線線線線ババババスのスのスのスの運転手運転手運転手運転手不不不不足足足足とのとのとのとの情情情情報報報報があるががあるががあるががあるが、、、、対策対策対策対策ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

((((4444)))) 離離離離島島島島でででで極端極端極端極端にににに高額高額高額高額ののののごごごごみみみみ袋袋袋袋をををを使用使用使用使用しているしているしているしている島島島島があるががあるががあるががあるが、、、、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。。。。高額高額高額高額ののののごごごごみみみみ袋袋袋袋
購入費購入費購入費購入費のののの助助助助成成成成のありのありのありのあり方方方方をををを検検検検討討討討ででででききききないかないかないかないか。。。。

3333 沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 観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

ｱｱｱｱ 本本本本年度年度年度年度のののの観光観光観光観光誘客誘客誘客誘客についてについてについてについて、、、、国国国国内客内客内客内客とととと外国外国外国外国客客客客のののの目標目標目標目標をををを示示示示してしてしてしてくくくくださいださいださいださい。。。。

ｲｲｲｲ アジアかアジアかアジアかアジアかららららのののの外国外国外国外国人誘客人誘客人誘客人誘客におけるにおけるにおけるにおける課題課題課題課題とととと対策対策対策対策についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 那覇空港国際線那覇空港国際線那覇空港国際線那覇空港国際線ターミターミターミターミナナナナルビルのルビルのルビルのルビルの拡充拡充拡充拡充整備整備整備整備についてについてについてについて

ｴｴｴｴ 海海海海洋洋洋洋レレレレジャージャージャージャー振興振興振興振興についてについてについてについて県県県県計画計画計画計画ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

((((2222)))) 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、、、、構想取構想取構想取構想取りりりりままままとめのとめのとめのとめの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。。。。

((((3333)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの安安安安全運全運全運全運用用用用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 今回今回今回今回のトのトのトのトララララブルをブルをブルをブルを踏踏踏踏まえまえまえまえてててて、、、、再再再再発発発発防止防止防止防止策策策策についてどのについてどのについてどのについてどのよよよようにうにうにうに対対対対応応応応するかするかするかするか。。。。

ｲｲｲｲ 自衛自衛自衛自衛隊機隊機隊機隊機とのとのとのとの共共共共用用用用についてについてについてについて、、、、今後今後今後今後、、、、どうどうどうどう検検検検討討討討するかするかするかするか。。。。

((((4444)))) 航航航航空空空空機機機機整備施設整備施設整備施設整備施設についてについてについてについて、、、、用地用地用地用地のののの確確確確保保保保などなどなどなど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。。。。

ｱｱｱｱ 自衛自衛自衛自衛隊隊隊隊施設施設施設施設のののの移転費移転費移転費移転費用用用用についてについてについてについて、、、、国交国交国交国交省省省省、、、、防防防防衛衛衛衛省省省省、、、、県県県県のののの負担割負担割負担割負担割合合合合がががが決決決決着着着着したとしたとしたとしたと報道報道報道報道ささささ
れているがれているがれているがれているが、、、、どのどのどのどのよよよようなうなうなうな内内内内容容容容かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 運営運営運営運営主主主主体体体体のののの選選選選定定定定ははははどのどのどのどのよよよようにうにうにうに進進進進めるかめるかめるかめるか。。。。
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ｳｳｳｳ 期期期期待待待待されるされるされるされる経済効果経済効果経済効果経済効果やややや雇用効果雇用効果雇用効果雇用効果ははははどのどのどのどのよよよようにうにうにうに見見見見込込込込んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか。。。。

((((5555)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県金金金金型技術研究型技術研究型技術研究型技術研究セセセセンターでンターでンターでンターで研究研究研究研究開開開開発発発発されているコンされているコンされているコンされているコンババババートートートートＥＥＥＥＶＶＶＶ自動自動自動自動車車車車のののの産産産産業化業化業化業化へへへへのののの
支援策支援策支援策支援策ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

4444 子子子子どもどもどもども子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「情情情情緒障緒障緒障緒障害害害害児短児短児短児短期治期治期治期治療療療療施設施設施設施設」」」」設設設設置置置置にににに向向向向けてけてけてけて進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

((((2222)))) 待待待待機機機機児童児童児童児童解消解消解消解消のののの目標年度目標年度目標年度目標年度をををを平平平平成成成成22229999年度年度年度年度としているがとしているがとしているがとしているが、、、、見通見通見通見通ししししははははどうかどうかどうかどうか。。。。ままままたたたた、、、、そそそそのためののためののためののための
保保保保育育育育士士士士のののの必必必必要要要要数数数数とととと確確確確保保保保のののの見通見通見通見通ししししははははどうかどうかどうかどうか。。。。

((((3333)))) ５５５５歳児歳児歳児歳児問題問題問題問題へへへへ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、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園でのでのでのでの延延延延長保長保長保長保育育育育やややや保保保保育育育育園園園園でのでのでのでの受受受受けけけけ入入入入れれれれ状況状況状況状況ははははどうどうどうどう
かかかか。。。。

((((4444)))) 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のブのブのブの公的施設公的施設公的施設公的施設へへへへのののの移移移移行行行行についてについてについてについて、、、、実実実実績績績績とととと今後今後今後今後のののの見通見通見通見通ししししははははどうかどうかどうかどうか。。。。ままままたたたた、、、、利利利利
用用用用料料料料のののの推推推推移移移移ははははどうかどうかどうかどうか。。。。対対対対象象象象がががが６６６６年生年生年生年生ままままでででで広広広広ががががっっっったことにたことにたことにたことによよよよるるるる課題課題課題課題ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

5555 障障障障害害害害者支援者支援者支援者支援についてについてについてについて

((((1111)))) 障障障障害害害害者施設者施設者施設者施設でのでのでのでの虐待虐待虐待虐待のののの実実実実態態態態とととと対策対策対策対策についてについてについてについて

((((2222)))) 重重重重度度度度障障障障害害害害児児児児・・・・者者者者のののの医療費医療費医療費医療費についてについてについてについて、、、、市町村市町村市町村市町村ともともともとも連連連連携携携携のののの上上上上、、、、自動自動自動自動償償償償還還還還払払払払いにでいにでいにでいにでききききないかないかないかないか。。。。

6666 土木土木土木土木建築関係建築関係建築関係建築関係についてについてについてについて

((((1111)))) 泡泡泡泡瀬瀬瀬瀬地地地地区区区区埋立事業埋立事業埋立事業埋立事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

ｲｲｲｲ マリーマリーマリーマリーナナナナ整備整備整備整備についてについてについてについて、、、、海海海海洋洋洋洋レレレレジャーのジャーのジャーのジャーの拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして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、、、、係係係係留留留留予定予定予定予定数数数数やややや運運運運
営営営営方法方法方法方法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)))) 県県県県営営営営住宅住宅住宅住宅のののの台風台風台風台風対策対策対策対策としてとしてとしてとして風当風当風当風当たりのたりのたりのたりの厳厳厳厳しいしいしいしい個個個個所所所所についてについてについてについて雨戸雨戸雨戸雨戸のののの設設設設置置置置をををを検検検検討討討討してしてしてしてははははどうどうどうどう
かかかか。。。。

((((3333)))) 空空空空きききき家家家家対策対策対策対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県内内内内でのでのでのでの空空空空きききき家家家家のののの実実実実態態態態ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

ｲｲｲｲ 全全全全国国国国でででではははは444400000000をををを超超超超すすすす自治自治自治自治体体体体がががが条例条例条例条例をををを制制制制定定定定しししし、、、、対策対策対策対策にににに乗乗乗乗りりりり出出出出しているしているしているしている。。。。県県県県としてもとしてもとしてもとしても「「「「空空空空きききき家家家家
対策対策対策対策条例制条例制条例制条例制定定定定」」」」についてについてについてについて検検検検討討討討がががが必必必必要要要要ででででははははないかないかないかないか。。。。

ｳｳｳｳ 空空空空きききき家家家家対策対策対策対策についてについてについてについて市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連連連連携携携携ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

7777 教育教育教育教育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)))) 11118888歳選挙歳選挙歳選挙歳選挙権実施権実施権実施権実施にににに向向向向けけけけ、、、、教育教育教育教育現現現現場場場場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

((((2222)))) 脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症脳脊髄液減少症についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 学校学校学校学校現現現現場場場場でのでのでのでの実実実実態態態態調査調査調査調査についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 条例制条例制条例制条例制定定定定についてについてについてについて

((((3333)))) 給給給給付付付付型奨型奨型奨型奨学金制度学金制度学金制度学金制度のののの創創創創設時期設時期設時期設時期についてについてについてについて

((((4444)))) 給給給給付付付付型型型型海外海外海外海外留留留留学学学学支援支援支援支援制度制度制度制度のののの活用実活用実活用実活用実績績績績とととと啓啓啓啓蒙蒙蒙蒙のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

((((5555)))) 生生生生活活活活困窮困窮困窮困窮者者者者世帯世帯世帯世帯支援支援支援支援のののの無料塾無料塾無料塾無料塾「「「「大大大大学学学学等進等進等進等進学学学学支援事業支援事業支援事業支援事業」」」」がががが本本本本年度年度年度年度はははは那覇那覇那覇那覇市市市市とととと沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市でででで予予予予
定定定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、、、、応応応応募募募募状況状況状況状況とととと昨昨昨昨年度年度年度年度のののの実実実実績績績績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)))) 日本日本日本日本語語語語教育教育教育教育のののの学校教育学校教育学校教育学校教育支援員支援員支援員支援員についてについてについてについて、、、、実施実施実施実施状況状況状況状況ははははどうかどうかどうかどうか。。。。ままままたたたた、、、、市町村市町村市町村市町村かかかかららららのののの新新新新たなたなたなたな
要要要要望望望望ははははあるかあるかあるかあるか、、、、そそそそのののの際際際際のののの判断基判断基判断基判断基準準準準ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

8888 農水産農水産農水産農水産業関係業関係業関係業関係についてについてについてについて

((((1111)))) 季節季節季節季節にににに関係関係関係関係ななななくくくく年中年中年中年中、、、、生産生産生産生産ででででききききるるるる野野野野菜菜菜菜工場工場工場工場がががが注注注注目目目目されているがされているがされているがされているが、、、、県県県県産産産産野野野野菜菜菜菜のののの安定安定安定安定供給供給供給供給のののの
ためにためにためにために野野野野菜菜菜菜工場工場工場工場のののの可能可能可能可能性性性性をどのをどのをどのをどのよよよようにうにうに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。。。。

((((2222)))) モモモモズズズズクククク養殖養殖養殖養殖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 過去過去過去過去５５５５年年年年間間間間のののの生産高生産高生産高生産高とととと価格価格価格価格のののの推推推推移移移移ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

ｲｲｲｲ モモモモズズズズクのクのクのクの高高高高付付付付加加加加価値価値価値価値化化化化のためののためののためののための研究研究研究研究開開開開発発発発状況状況状況状況ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

((((3333)))) 県県県県内内内内豚肉豚肉豚肉豚肉生産体制生産体制生産体制生産体制のののの需給需給需給需給関係関係関係関係ののののバラバラバラバランスンスンスンスははははどうかどうかどうかどうか、、、、ままままたたたた、、、、強強強強化策化策化策化策ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

((((4444)))) ヤギヤギヤギヤギ肉肉肉肉生産生産生産生産のののの現現現現状状状状とととと取取取取りりりり組組組組みみみみははははどうかどうかどうかどうか。。。。

9999 公安関係公安関係公安関係公安関係についてについてについてについて

((((1111)))) ＤＶＤＶＤＶＤＶ、、、、ストーストーストーストーカカカカーーーー事事事事件件件件へへへへ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

((((2222)))) 自自自自転転転転車車車車運転運転運転運転のののの法法法法令改正令改正令改正令改正へへへへ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
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ｱｱｱｱ 県県県県内内内内でのでのでのでの自自自自転転転転車車車車事事事事故故故故のののの実実実実態態態態ははははどうかどうかどうかどうか。。。。

ｲｲｲｲ 改正改正改正改正道道道道路路路路交通法施行交通法施行交通法施行交通法施行にににによよよよりりりり、、、、自自自自転転転転車車車車運転運転運転運転のののの罰則罰則罰則罰則がががが強強強強化化化化されたがされたがされたがされたが取取取取りりりり組組組組みみみみははははどうかどうかどうかどうか。。。。

((((3333)))) 危危危危険険険険ドラドラドラドラッッッッググググのののの実実実実態態態態とととと対策対策対策対策についてについてについてについて
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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25252525    日日日日((((木木木木))))

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

3333 11115555分分分分 嘉陽嘉陽嘉陽嘉陽　　　　宗儀宗儀宗儀宗儀（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 知事訪米知事訪米知事訪米知事訪米についてのについてのについてのについての総括総括総括総括とととと自自自自己評価己評価己評価己評価をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 自民自民自民自民党党党党政府政府政府政府やややや、、、、菅官房菅官房菅官房菅官房長長長長官官官官はははは「「「「成果成果成果成果なしなしなしなし」、「」、「」、「」、「翁翁翁翁長長長長雄志雄志雄志雄志知事知事知事知事はははは辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設がががが唯唯唯唯一一一一のののの解決解決解決解決
策策策策だということをだということをだということをだということを認認認認識識識識してしてしてして帰帰帰帰っっっっててててくくくくるのでるのでるのでるのでははははないかないかないかないか」」」」とととと酷評酷評酷評酷評しししし、「、「、「、「本本本本土土土土でのでのでのでの辺野古反対辺野古反対辺野古反対辺野古反対のののの盛盛盛盛
りりりり上上上上がりもがりもがりもがりも、、、、政権政権政権政権批批批批判判判判のののの世論世論世論世論もももも長長長長続続続続ききききしないしないしないしない。。。。ももももっっっってあとてあとてあとてあと半年半年半年半年だだだだ」」」」とととと国民国民国民国民のののの「「「「辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地
建設反対建設反対建設反対建設反対」」」」のののの闘闘闘闘いをいをいをいを侮侮侮侮っっっっていていていていまままますすすす。。。。これこれこれこれはははは米米米米軍軍軍軍基地建設基地建設基地建設基地建設のためにのためにのためにのためにはははは県民県民県民県民のののの犠牲犠牲犠牲犠牲はははは当当当当然然然然
であるとするであるとするであるとするであるとする屈辱屈辱屈辱屈辱的的的的なななな態度態度態度態度でありでありでありであり沖縄沖縄沖縄沖縄をををを差別差別差別差別しししし、「、「、「、「捨捨捨捨てててて石石石石」」」」にするにするにするにする作作作作戦戦戦戦でででで、、、、絶絶絶絶対対対対にににに許許許許してしてしてして
ははははなりなりなりなりまままませせせせんんんん。。。。このこのこのこの間間間間のののの翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府のののの圧圧圧圧力力力力にもにもにもにも屈屈屈屈せずせずせずせず堂々堂々堂々堂々とととと県民県民県民県民のののの意思意思意思意思をををを
内内内内外外外外にににに明明明明確確確確にににに発発発発信信信信してしてしてしてききききたたたた態度態度態度態度はははは実実実実にににに素晴素晴素晴素晴ららららしかしかしかしかっっっったとたとたとたと思思思思いいいいまままますすすす。。。。高高高高くくくく評価評価評価評価ししししまままますすすす。。。。日日日日
米両政府米両政府米両政府米両政府のののの壁壁壁壁ははははどどどどんんんんなになになになに厚厚厚厚かかかかろろろろうがうがうがうが、、、、県民県民県民県民をををを先先先先頭頭頭頭とするとするとするとする国民国民国民国民のののの闘闘闘闘いでいでいでいで必必必必ずずずず打打打打ちちちち破破破破ることることることること
がでがでがでができまきまきまきますすすす。「。「。「。「新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対」「」「」「」「憲憲憲憲法法法法９９９９条条条条をををを守守守守れれれれ」「」「」「」「戦戦戦戦争争争争するするするする国国国国づづづづくくくくりりりり」」」」をををを許許許許さないというさないというさないというさないという
国民国民国民国民のののの運運運運動動動動がががが大大大大きくきくきくきく合合合合流流流流しししし、、、、大河大河大河大河となとなとなとなっっっってててて日本日本日本日本のののの歴史歴史歴史歴史をををを確確確確実実実実にににに突突突突きききき動動動動かしていかしていかしていかしていまままますすすす。。。。ここここ
のののの流流流流れれれれははははもうもうもうもう誰誰誰誰もももも決決決決してしてしてしてせせせせききききとめることとめることとめることとめることははははでででできまきまきまきませせせせんんんん。。。。このことにこのことにこのことにこのことに確確確確信信信信をををを強強強強めてめてめてめて知事知事知事知事ににににはははは引引引引
きききき続続続続きききき頑張頑張頑張頑張っっっっていただていただていただていただききききたいとたいとたいとたいと思思思思いいいいまままますすすす。。。。決決決決意意意意をおをおをおをお伺伺伺伺いしいしいしいしまままますすすす。。。。

ｲｲｲｲ このこのこのこの知事知事知事知事のののの勇気勇気勇気勇気あるあるあるある態度態度態度態度ははははとりとりとりとりわわわわけけけけ、「、「、「、「沖縄沖縄沖縄沖縄コンプコンプコンプコンプレレレレックスックスックスックス」」」」をををを抱抱抱抱ええええながながながながらららら、、、、生生生生きききき抜抜抜抜いていていていてききききたたたた
中高年中高年中高年中高年のののの方方方方々々々々をををを励励励励まままましししし、、、、勇気勇気勇気勇気づづづづけるものになけるものになけるものになけるものになっっっっていていていていまままますすすす。。。。私私私私もももも思思思思わわわわずずずず「「「「シタシタシタシタイイイイヒヤヒヤヒヤヒヤーーーー」」」」とととと叫叫叫叫
んんんんでいでいでいでいまままましたしたしたした。。。。ケケケケビン・ビン・ビン・ビン・メメメメアアアア元元元元在在在在沖沖沖沖総総総総領領領領事事事事のののの県民県民県民県民をををを侮辱侮辱侮辱侮辱したしたしたした発発発発言言言言やややや、、、、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のののの
違違違違法法法法なななな埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認をしたをしたをしたをした後後後後のののの「「「「いいいいいいいい正正正正月月月月をををを迎迎迎迎えらえらえらえられるれるれるれる」」」」などのなどのなどのなどの発発発発言言言言がががが大大大大きくきくきくきく県民県民県民県民のののの心心心心をををを傷傷傷傷
つけてつけてつけてつけてきまきまきまきましたがしたがしたがしたが、、、、今回今回今回今回のののの翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの勇気勇気勇気勇気あるあるあるある行動行動行動行動がががが、、、、そそそそれをれをれをれを払拭払拭払拭払拭しししし沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民としてのとしてのとしてのとしての
誇誇誇誇りをりをりをりを取取取取りりりり戻戻戻戻すすすす大大大大ききききなななな力力力力になになになになっっっったとたとたとたと思思思思いいいいまままますすすす。。。。所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

ｳｳｳｳ 知事知事知事知事がこれがこれがこれがこれままままでとでとでとでとっっっっててててききききたたたた新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設をををを許許許許さないさないさないさない立立立立場場場場でのでのでのでの「「「「基地基地基地基地のののの形形形形成成成成過程過程過程過程をををを歴史歴史歴史歴史的的的的にににに
明明明明ららららかにしてかにしてかにしてかにして県民県民県民県民のののの苦渋苦渋苦渋苦渋をををを日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに訴訴訴訴ええええたたたた」」」」ことことことことはははは大大大大変変変変意意意意義義義義がありがありがありがあり説説説説得得得得力力力力があがあがあがあっっっったたたた
とととと評価評価評価評価ししししまままますすすす。。。。一方一方一方一方でででで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原点原点原点原点をもをもをもをもっっっっとととと強強強強調調調調すすすすべきべきべきべきででででははははないかとないかとないかとないかと考考考考えまえまえまえま
すすすす。。。。ななななぜぜぜぜ、、、、県民県民県民県民はははは米米米米軍軍軍軍基地基地基地基地をををを拒否拒否拒否拒否するのかするのかするのかするのか、、、、ということをということをということをということを人人人人権問題権問題権問題権問題にににに光光光光をををを当当当当てててててててて、、、、最重最重最重最重要要要要
課題課題課題課題としてとしてとしてとして位位位位置置置置づづづづけてけてけてけて解明解明解明解明すすすすべきべきべきべきででででははははないかとないかとないかとないかと考考考考えまえまえまえますすすす。。。。基地基地基地基地あるがあるがあるがあるがゆえゆえゆえゆえのののの県民県民県民県民のののの被被被被
害害害害、、、、レイレイレイレイプされプされプされプされ、、、、殺殺殺殺されされされされ、、、、ごごごごみみみみ捨捨捨捨てててて場場場場にににに捨捨捨捨ててててらららられたれたれたれた人人人人たたたたちちちちのののの怨念怨念怨念怨念がががが成成成成仏仏仏仏ででででききききずずずずにさにさにさにさまよっまよっまよっまよっ
ているのでているのでているのでているのでははははないかとないかとないかとないかと考考考考ええええるとるとるとると胸胸胸胸がががが痛痛痛痛みみみみまままますすすす。。。。何何何何とかしたいものですとかしたいものですとかしたいものですとかしたいものです。。。。このこのこのこの立立立立場場場場をををを大大大大きくきくきくきく
打打打打ちちちち出出出出すことがすことがすことがすことが、、、、新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設をををを許許許許さないさないさないさない闘闘闘闘いのいのいのいの核核核核心心心心にすにすにすにすべきべきべきべきででででははははないかとないかとないかとないかと考考考考えまえまえまえますすすす。。。。知知知知
事事事事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いいいいまままますすすす。。。。

ｴｴｴｴ 私私私私はははは、、、、このこのこのこの問題問題問題問題をををを警察警察警察警察などなどなどなど公的公的公的公的機機機機関関関関ささささええええ情情情情報報報報収収収収集集集集がががが不不不不十十十十分分分分なななな状況状況状況状況にあることににあることににあることににあることに注注注注目目目目しししし
てててて、、、、戦後戦後戦後戦後かかかからららら今日今日今日今日ままままでのでのでのでの米米米米軍人軍人軍人軍人関係関係関係関係のののの犯罪犯罪犯罪犯罪についてについてについてについて資料資料資料資料をををを集集集集めるなどめるなどめるなどめるなど調査調査調査調査をしていをしていをしていをしていまままますすすす
がががが、、、、困難困難困難困難なななな状況状況状況状況にありにありにありにありまままますすすす。。。。どうしてもどうしてもどうしてもどうしても行政行政行政行政のののの力力力力でででで、、、、ププププロロロロジジジジェェェェクトクトクトクトチチチチーーーームムムムをつをつをつをつくくくくるなどしてるなどしてるなどしてるなどして特特特特
別別別別のののの対策対策対策対策がががが必必必必要要要要だとだとだとだと考考考考えまえまえまえますすすす。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 戦後戦後戦後戦後７０７０７０７０年年年年、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける米米米米軍人軍人軍人軍人関係者関係者関係者関係者のののの犯罪犯罪犯罪犯罪のののの実実実実態態態態とととと処処処処罰罰罰罰のののの状況状況状況状況ははははどうなどうなどうなどうなっっっっているかているかているかているか。。。。

((((3333)))) 沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民がががが基地基地基地基地あるがあるがあるがあるがゆえゆえゆえゆえにににに人人人人権権権権はははは奪奪奪奪わわわわれれれれ、、、、虫虫虫虫けけけけららららののののよよよようにうにうにうに殺殺殺殺されているのにされているのにされているのにされているのに「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移
設設設設がががが唯唯唯唯一一一一のののの解決策解決策解決策解決策だだだだ」」」」とととと主張主張主張主張するのするのするのするのはははは政治的政治的政治的政治的にもにもにもにも道道道道徳徳徳徳的的的的にもにもにもにも堕落堕落堕落堕落だとだとだとだと考考考考ええええるがるがるがるが、、、、所見所見所見所見をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県議議議議会会会会がががが米米米米軍軍軍軍関係関係関係関係のののの犯罪犯罪犯罪犯罪・・・・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、、、、復帰復帰復帰復帰してしてしてして今日今日今日今日ままままでのでのでのでの決決決決議議議議・・・・意意意意見見見見書書書書のののの
議議議議決決決決のののの実実実実態態態態ははははどうなどうなどうなどうなっっっっているかているかているかているか。。。。

((((5555)))) 米米米米軍軍軍軍基地基地基地基地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

ｱｱｱｱ 空空空空・・・・海海海海・・・・陸陸陸陸域域域域のののの米米米米軍軍軍軍支支支支配配配配のののの状況状況状況状況ははははどうなどうなどうなどうなっっっっているかているかているかているか。。。。

ｲｲｲｲ そそそそれがれがれがれが沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄経済にににに与与与与ええええているているているている実実実実態態態態をををを掌掌掌掌握握握握しているかしているかしているかしているか。。。。
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((((6666)))) 海海海海兵兵兵兵隊隊隊隊のののの任任任任務務務務とととと正正正正体体体体についてについてについてについて説説説説明明明明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民をををを守守守守っっっっているかているかているかているか。。。。

((((7777)))) 埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認のののの撤回撤回撤回撤回・・・・取取取取りりりり消消消消しししし問題問題問題問題、、、、辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設をををを阻阻阻阻止止止止するするするする今後今後今後今後のののの闘闘闘闘いについていについていについていについて

((((8888)))) 「「「「嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南」」」」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

ｱｱｱｱ 那覇那覇那覇那覇軍軍軍軍港港港港移移移移設問題設問題設問題設問題についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 知知知知花弾薬庫花弾薬庫花弾薬庫花弾薬庫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についてみについてみについてみについて

((((9999)))) オオオオスプスプスプスプレイレイレイレイのののの配配配配備撤備撤備撤備撤去去去去のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

((((11110000))))高高高高江江江江ヘヘヘヘリリリリパパパパッッッッドドドド建設反対建設反対建設反対建設反対のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

((((11111111))))憲憲憲憲法法法法９９９９条条条条をををを守守守守りりりり抜抜抜抜きききき、、、、戦戦戦戦争争争争法案法案法案法案をををを絶絶絶絶対対対対にににに許許許許してしてしてしてははははなりなりなりなりまままませせせせんんんん。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米米米米軍軍軍軍基地基地基地基地がかなめがかなめがかなめがかなめ石石石石
のののの役割役割役割役割をををを果果果果たすことになりたすことになりたすことになりたすことになり、、、、戦戦戦戦場場場場にされかにされかにされかにされかねねねねまままませせせせんんんん。。。。絶絶絶絶対対対対にににに阻阻阻阻止止止止すすすすべきべきべきべきですですですです。。。。決決決決意意意意をををを伺伺伺伺いいいい
まままますすすす。。。。

2222 教育教育教育教育問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 学力学力学力学力向向向向上上上上のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの検証検証検証検証についてについてについてについて

3333 泡泡泡泡瀬干潟瀬干潟瀬干潟瀬干潟ののののラムラムラムラムササササールールールール条条条条約約約約へへへへ登録登録登録登録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についてみについてみについてみについて

4444 沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市ササササッッッッカカカカーーーー場場場場かかかかららららのののの枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤・・・・ダダダダイイイイオオオオキシンキシンキシンキシン検検検検出出出出のののの実実実実態態態態とととと人体人体人体人体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

5555 沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市ごごごごみみみみ山山山山かかかかららららのののの浸浸浸浸出水出水出水出水・・・・地地地地下水下水下水下水のののの汚染汚染汚染汚染水水水水対策対策対策対策についてについてについてについて


