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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般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))))

07070707月月月月02020202    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 17171717分分分分 大城大城大城大城　　　　一馬一馬一馬一馬（（（（社大党社大党社大党社大党）））） 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 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)))) 辺野古新基地阻止辺野古新基地阻止辺野古新基地阻止辺野古新基地阻止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状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 普天間飛行場問題普天間飛行場問題普天間飛行場問題普天間飛行場問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ５５５５年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止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のののの作業進捗作業進捗作業進捗作業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。。。。

ｲｲｲｲ 危険性危険性危険性危険性のののの除去除去除去除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手法手法手法手法をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 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

((((1111)))) 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。。。。

((((2222)))) 次期訪米次期訪米次期訪米次期訪米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)))) ワシントンワシントンワシントンワシントン駐在所設置駐在所設置駐在所設置駐在所設置のののの評価評価評価評価をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ建設建設建設建設についてについてについてについて

((((1111)))) 将来展望将来展望将来展望将来展望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)))) 施設施設施設施設((((展示場展示場展示場展示場))))のののの拡大拡大拡大拡大のののの可能性可能性可能性可能性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 ＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ導入導入導入導入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 自転車危険運転自転車危険運転自転車危険運転自転車危険運転についてについてについてについて

((((1111)))) 実態実態実態実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。。。。

((((2222)))) 自転車車線自転車車線自転車車線自転車車線のののの設置設置設置設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。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般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))))

07070707月月月月02020202    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 17171717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)))) 知事知事知事知事はははは2014201420142014年年年年11111111月月月月のののの県知事選挙県知事選挙県知事選挙県知事選挙にににに当当当当たりたりたりたり、、、、選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約をしたをしたをしたをした。。。。そのときのそのときのそのときのそのときの「「「「出馬出馬出馬出馬にににに当当当当たってたってたってたって
のののの基本的基本的基本的基本的なななな認識認識認識認識」」」」についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約のののの、「、「、「、「はじめにはじめにはじめにはじめに今今今今、、、、堂々堂々堂々堂々とととと、、、、誇誇誇誇りあるりあるりあるりある豊豊豊豊かさをかさをかさをかさを！」！」！」！」のののの末文末文末文末文にににに「「「「私私私私のののの胸中胸中胸中胸中にあるのはにあるのはにあるのはにあるのは、、、、
常常常常にににに、、、、イデオロギーよりアイデンティティーイデオロギーよりアイデンティティーイデオロギーよりアイデンティティーイデオロギーよりアイデンティティー」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、そのそのそのその「「「「思思思思いいいい」」」」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 経済振興経済振興経済振興経済振興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

ｱｱｱｱ アジアのダイナミズムをアジアのダイナミズムをアジアのダイナミズムをアジアのダイナミズムを取取取取りりりり込込込込みみみみ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの地理的優位性地理的優位性地理的優位性地理的優位性をををを生生生生かしてさらなるかしてさらなるかしてさらなるかしてさらなる経済発展経済発展経済発展経済発展につにつにつにつ
なげることをなげることをなげることをなげることを目的目的目的目的とするとするとするとする同構想同構想同構想同構想のののの素案素案素案素案とはどういうとはどういうとはどういうとはどういう内容内容内容内容かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 公共交通公共交通公共交通公共交通についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 2020202020202020年年年年３３３３月月月月のののの着工着工着工着工をををを目指目指目指目指してしてしてして16161616年年年年３３３３月末月末月末月末までにまでにまでにまでに計画案計画案計画案計画案をまとめるとしているがをまとめるとしているがをまとめるとしているがをまとめるとしているが、、、、県計画県計画県計画県計画にににに
反映反映反映反映させるためのパブリックインボルブメントのさせるためのパブリックインボルブメントのさせるためのパブリックインボルブメントのさせるためのパブリックインボルブメントの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況、、、、県民県民県民県民のののの意意意意見見見見はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

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)))) 文文文文厚委員厚委員厚委員厚委員会会会会でイでイでイでイタタタタリアのインクルーシブリアのインクルーシブリアのインクルーシブリアのインクルーシブ教育教育教育教育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たしたしたした。。。。共生共生共生共生社社社社会会会会をををを実実実実現現現現するためするためするためするため
にはにはにはには、、、、統合教育統合教育統合教育統合教育がががが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。県県県県のののの教育教育教育教育行政行政行政行政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可能性可能性可能性可能性をををを追追追追求求求求すすすすべべべべきであるきであるきであるきである。。。。
イイイイタタタタリアのインクルーシブリアのインクルーシブリアのインクルーシブリアのインクルーシブ教育制度教育制度教育制度教育制度からからからから学学学学ぶぶぶぶことをことをことをことを勧勧勧勧めるがめるがめるがめるが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。。。。

5555 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)))) 精神障害精神障害精神障害精神障害者者者者のののの交通運交通運交通運交通運賃賃賃賃についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 現現現現状状状状のののの交通運交通運交通運交通運賃賃賃賃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。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県のののの施策施策施策施策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。。。。他他他他のののの障害障害障害障害者同者同者同者同様様様様にににに講講講講ずずずずるるる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伺伺伺伺うううう。。。。

6666 観光観光観光観光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)))) 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興特別措特別措特別措特別措置法置法置法置法にににに基基基基づくづくづくづく、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄特例特例特例特例通通通通訳訳訳訳案内案内案内案内士制度士制度士制度士制度についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 実実実実績績績績とととと現現現現状状状状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。。。。

ｲｲｲｲ 案内案内案内案内士士士士になるためのになるためのになるためのになるための個人受講料個人受講料個人受講料個人受講料のののの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図るるるる施策施策施策施策をををを講講講講ずずずずるるる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。。。。

7777 道道道道路路路路行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県道県道県道県道７７７７号号号号線線線線のののの再整備再整備再整備再整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 空空空空手道会手道会手道会手道会館館館館にににに通通通通ずずずずるるるる県道県道県道県道７７７７号号号号線線線線はははは幅員幅員幅員幅員もももも狭狭狭狭くくくく、、、、凹凸凹凸凹凸凹凸部分部分部分部分がとこがとこがとこがところろろろどこどこどこどころろろろにににに見見見見らららられれれれるるるる。。。。字字字字豊豊豊豊
見城見城見城見城入入入入口口口口、、、、ゆゆゆゆたかたかたかたか小学校正門側小学校正門側小学校正門側小学校正門側からからからからモノレモノレモノレモノレールールールール奥武山奥武山奥武山奥武山公公公公園駅園駅園駅園駅間間間間のののの再整備再整備再整備再整備をををを図図図図るるるるべべべべきときときときと
考考考考ええええるがどうかるがどうかるがどうかるがどうか。。。。

((((2222)))) 県道県道県道県道のののの街路樹街路樹街路樹街路樹についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県のののの街路樹街路樹街路樹街路樹のののの樹種樹種樹種樹種選選選選定定定定のののの考考考考ええええ方方方方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 路肩路肩路肩路肩をををを突突突突きききき上上上上げげげげ、、、、歩歩歩歩道道道道やややや道道道道路路路路にににに亀裂亀裂亀裂亀裂をををを起起起起こすこすこすこす樹木樹木樹木樹木はははは植植植植ええええかかかかええええるるるるべべべべきときときときと考考考考ええええるがどうかるがどうかるがどうかるがどうか。。。。

8888 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)))) 労働労働労働労働者者者者のののの雇雇雇雇用用用用、、、、賃金賃金賃金賃金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 県内県内県内県内のののの非正規雇非正規雇非正規雇非正規雇用用用用のののの現現現現状状状状（（（（平平平平成成成成24242424年年年年、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄44444444....5555％％％％、、、、全国全国全国全国33338888....2222％％％％、、、、出出出出典典典典：：：：総務省総務省総務省総務省「「「「就就就就業構業構業構業構
造造造造基本基本基本基本調査調査調査調査」）」）」）」）はははは改善改善改善改善さささされれれれるるるるべべべべきときときときと考考考考ええええるがそのるがそのるがそのるがその施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。



3

ｲｲｲｲ 県内県内県内県内最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金、、、、677677677677円円円円はははは劣悪劣悪劣悪劣悪なななな賃金水準賃金水準賃金水準賃金水準とととと言言言言わざわざわざわざるをるをるをるを得得得得ないないないない。。。。当当当当面面面面888800000000円円円円をををを確保確保確保確保すすすすべべべべきききき
ではないかではないかではないかではないか。。。。県県県県としてとしてとしてとして関係関係関係関係機機機機関関関関にににに働働働働きかけるきかけるきかけるきかける方針方針方針方針があるかがあるかがあるかがあるか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 公公公公契契契契約約約約条例制定条例制定条例制定条例制定をををを推推推推進進進進するするするする考考考考ええええがあるかがあるかがあるかがあるか伺伺伺伺うううう。。。。

9999 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般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))))

07070707月月月月02020202    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 17171717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)))) 島田叡元島田叡元島田叡元島田叡元知事知事知事知事のののの功績功績功績功績をたたをたたをたたをたたええええ事事事事跡顕彰碑跡顕彰碑跡顕彰碑跡顕彰碑がががが建建建建立立立立さささされれれれましたましたましたました。。。。多多多多くくくくのののの県民県民県民県民をををを救救救救ったったったった島田島田島田島田氏氏氏氏
にににに寄寄寄寄せるせるせるせる知事知事知事知事のののの思思思思いをいをいをいをおおおお聞聞聞聞かせかせかせかせくだくだくだくださいさいさいさい。。。。

((((2222)))) 知事訪米知事訪米知事訪米知事訪米はははは、、、、辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設のののの理理理理不尽不尽不尽不尽さとさとさとさと、、、、計画阻止計画阻止計画阻止計画阻止にににに向向向向けてのけてのけてのけての県民県民県民県民のののの民意民意民意民意、、、、知事知事知事知事のののの
強強強強いいいい決決決決意意意意をををを伝伝伝伝ええええたとたとたとたと評価評価評価評価をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。米米米米国国国国政府政府政府政府、、、、米米米米国世論国世論国世論国世論、、、、世界世界世界世界的的的的世論世論世論世論にににに対対対対するするするする次次次次なななな
るメッるメッるメッるメッセセセセージをどうするのかージをどうするのかージをどうするのかージをどうするのか、、、、注注注注目目目目さささされれれれていますていますていますています。。。。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。。。。

((((3333)))) ケネケネケネケネディーディーディーディー大大大大使使使使とのとのとのとの初初初初会会会会談談談談でででで何何何何をををを訴訴訴訴ええええたのかたのかたのかたのか、、、、そのそのそのその反反反反応応応応ををををおおおお聞聞聞聞かせかせかせかせくだくだくだくださいさいさいさい。。。。

((((4444)))) 国家国家国家国家戦略戦略戦略戦略特区特区特区特区のののの認認認認定定定定によるによるによるによる本県振興本県振興本県振興本県振興へへへへのののの期期期期待待待待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。。。。

((((5555)))) ユニバユニバユニバユニバーーーーササササルルルル・スタ・スタ・スタ・スタジオジオジオジオ・・・・ジジジジャャャャパンのパンのパンのパンの沖縄進出沖縄進出沖縄進出沖縄進出についてについてについてについて、、、、運運運運営営営営会会会会社社社社、、、、国国国国、、、、県県県県、、、、誘致希誘致希誘致希誘致希望望望望市市市市
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をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 戦戦戦戦後後後後70707070年年年年、、、、平和平和平和平和のののの礎礎礎礎建建建建立立立立20202020周周周周年年年年、、、、世界世界世界世界のののの恒久平和恒久平和恒久平和恒久平和をををを願願願願うううう精神精神精神精神にににに鑑鑑鑑鑑みみみみ「「「「平和資料館平和資料館平和資料館平和資料館」」」」にににに原原原原
爆資料爆資料爆資料爆資料、、、、アアアアウウウウシシシシュビュビュビュビッッッッツツツツににににおおおおけるけるけるける虐殺資料虐殺資料虐殺資料虐殺資料等等等等、、、、幅広幅広幅広幅広いいいい戦戦戦戦争資料争資料争資料争資料のののの充充充充実実実実がががが望望望望ままままれれれれていますていますていますています。。。。
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。。。。

2222 知事公知事公知事公知事公室室室室関関関関連連連連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処弾処弾処弾処理事業理事業理事業理事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 不不不不発発発発弾避難距離弾避難距離弾避難距離弾避難距離のののの変更変更変更変更があったようがあったようがあったようがあったようだだだだがががが、、、、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対策対策対策対策についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 過過過過去去去去５５５５年間年間年間年間のののの磁気探査磁気探査磁気探査磁気探査事業事業事業事業のののの執執執執行状況行状況行状況行状況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

3333 企企企企画部関画部関画部関画部関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄独特独特独特独特のののの一括一括一括一括交交交交付金付金付金付金とととと国国国国からからからから示示示示さささされれれれているているているている地地地地方創方創方創方創生事業生事業生事業生事業、、、、各市町村各市町村各市町村各市町村のののの総合総合総合総合計画計画計画計画とのとのとのとの
位置位置位置位置づづづづけはどのようにけはどのようにけはどのようにけはどのように整整整整理理理理さささされれれれていますかていますかていますかていますか。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府はははは初初初初のののの交通政策交通政策交通政策交通政策白書白書白書白書をををを決定決定決定決定しましたしましたしましたしました。。。。ままままちづくちづくちづくちづくりとりとりとりと一体一体一体一体となったとなったとなったとなった交通交通交通交通ネネネネットワークットワークットワークットワークづくづくづくづく
りりりり、ＬＲＴ、ＬＲＴ、ＬＲＴ、ＬＲＴやコやコやコやコミミミミュニュニュニュニティーティーティーティーバスバスバスバスなどのなどのなどのなどの普普普普及及及及をををを進進進進めるめるめるめるべべべべききききだだだだとととと強調強調強調強調さささされれれれていますていますていますています。。。。県県県県のののの方方方方向性向性向性向性
をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 低炭低炭低炭低炭素素素素社社社社会実会実会実会実現現現現にににに向向向向けてけてけてけて

((((1111)))) スマスマスマスマートシティーとートシティーとートシティーとートシティーと水水水水素素素素社社社社会会会会のののの実実実実現現現現にににに向向向向けてけてけてけて県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ姿勢姿勢姿勢姿勢をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 企企企企業業業業局局局局関関関関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 旧石川旧石川旧石川旧石川浄浄浄浄水水水水場場場場跡跡跡跡地地地地利利利利用計画用計画用計画用計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 商商商商工工工工労働労働労働労働部関部関部関部関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 米米米米軍軍軍軍基地内基地内基地内基地内ののののＡＡＦＡＡＦＡＡＦＡＡＦＥＥＥＥＳＳＳＳがががが高齢高齢高齢高齢者者者者従従従従業業業業員員員員のののの雇雇雇雇用用用用形形形形態態態態をををを一方一方一方一方的的的的ににににフフフフルルルルタタタタイムからパートにイムからパートにイムからパートにイムからパートに変変変変
更更更更しししし賃金賃金賃金賃金引引引引きききき下下下下げをげをげをげを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。国国国国内法内法内法内法のののの適適適適用用用用さささされれれれないこのないこのないこのないこ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、、、、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いますいますいますいます。。。。

7777 こどこどこどこどもももも生生生生活活活活福祉福祉福祉福祉部関部関部関部関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困実態実態実態実態調査調査調査調査事業事業事業事業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いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) ５５５５歳児歳児歳児歳児問題問題問題問題解解解解消消消消にににに向向向向けてけてけてけて県県県県のののの総合総合総合総合計画策計画策計画策計画策定定定定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えええますますますます。。。。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。。。。

8888 教育委員教育委員教育委員教育委員会関会関会関会関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒ののののスマスマスマスマホホホホ、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話、、、、タタタタブブブブレレレレットットットット等等等等利利利利用用用用のののの問題問題問題問題がががが深刻深刻深刻深刻ですですですです。。。。小小小小中中中中高高高高生生生生そそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ
のののの所所所所有率有率有率有率をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) ＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳによるによるによるによる有有有有害害害害ササササイトイトイトイトややややトトトトララララブルブルブルブル防防防防止策止策止策止策などなどなどなど、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪にににに巻巻巻巻きききき込込込込ままままれれれれないないないない対対対対処処処処策等県策等県策等県策等県のののの取取取取りりりり組組組組
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みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 地地地地域域域域ににににおおおおけるけるけるける児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの居居居居場所場所場所場所づくづくづくづくりにりにりにりに対対対対するするするする県県県県のののの支援支援支援支援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。。。。

9999 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般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))))

07070707月月月月02020202    日日日日((((木木木木))))

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

4444 17171717分分分分 髙嶺髙嶺髙嶺髙嶺　　　　善伸善伸善伸善伸（（（（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)))) 知事訪米知事訪米知事訪米知事訪米にににに関関関関連連連連してしてしてして
　ワシントン　ワシントン　ワシントン　ワシントン事事事事務務務務所所所所開開開開設設設設のののの意意意意義義義義、、、、今今今今回回回回のののの訪米訪米訪米訪米のののの成果成果成果成果、、、、今今今今後後後後のののの展望展望展望展望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自自自自己己己己決定決定決定決定権権権権ののの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

ｱｱｱｱ 琉球琉球琉球琉球国国国国のののの証証証証であるであるであるである琉琉琉琉米米米米修好修好修好修好条条条条約約約約がががが明明明明治政府治政府治政府治政府にににに没収没収没収没収さささされれれれたのであたのであたのであたのであれれれればばばば、、、、外外外外務省務省務省務省外外外外交交交交史史史史
料館料館料館料館にににに所所所所蔵蔵蔵蔵さささされれれれているているているている原原原原本本本本をををを沖縄沖縄沖縄沖縄にににに返還返還返還返還できるようにできるようにできるようにできるように取取取取りりりり組組組組むむむむべべべべききききだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事
のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 次次次次のののの訪米訪米訪米訪米のののの際際際際はははは、、、、米米米米国立国立国立国立公文公文公文公文書館書館書館書館にににに所所所所蔵蔵蔵蔵さささされれれれているているているている琉琉琉琉米米米米修好修好修好修好条条条条約約約約原原原原本本本本をををを確確確確認認認認しししし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄
のののの自自自自己己己己決定決定決定決定権権権権にににに対対対対するするするする米米米米国国国国のののの理理理理解解解解をををを求求求求めるめるめるめる新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして検討検討検討検討すすすすべべべべききききだだだだとととと思思思思うがうがうがうが
翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 廃藩廃藩廃藩廃藩置県置県置県置県のののの際際際際、、、、明明明明治政府治政府治政府治政府はははは併併併併合合合合にににに反対反対反対反対するするするする清清清清国国国国対策対策対策対策でででで「「「「国国国国益益益益のののの道道道道具具具具」」」」としてとしてとしてとして宮宮宮宮古古古古・・・・八重八重八重八重
山山山山をををを清清清清国国国国にににに割譲割譲割譲割譲することをすることをすることをすることを閣議閣議閣議閣議決定決定決定決定したとしたとしたとしたと言言言言われわれわれわれるがるがるがるが、、、、このこのこのこの閣議閣議閣議閣議決定決定決定決定とととと宮宮宮宮古古古古・・・・八重八重八重八重山山山山のののの
扱扱扱扱いにいにいにいに対対対対するするするする翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの歴史歴史歴史歴史認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 国連人種国連人種国連人種国連人種差差差差別別別別撤廃撤廃撤廃撤廃委員委員委員委員会会会会はははは、、、、昨昨昨昨年年年年2014201420142014年年年年９９９９月月月月26262626日日日日、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府にににに対対対対してしてしてして「「「「琉球琉球琉球琉球のののの権利権利権利権利のののの
促促促促進進進進及及及及びびびび保保保保護護護護にににに関関関関連連連連するするするする問題問題問題問題についてについてについてについて琉球琉球琉球琉球のののの代表代表代表代表とのとのとのとの協議協議協議協議をををを強強強強化化化化することすることすることすること」」」」をををを勧勧勧勧告告告告しししし
たたたた。。。。沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの民意民意民意民意をををを一一一一顧顧顧顧だだだだにしないにしないにしないにしない日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府のののの対対対対応応応応をををを是是是是正正正正させるためにさせるためにさせるためにさせるために国連国連国連国連でででで世世世世
界界界界にににに訴訴訴訴ええええるるるるべべべべききききだだだだとととと思思思思うがうがうがうが翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 新新新新たなたなたなたな軍軍軍軍事基地建設事基地建設事基地建設事基地建設によるによるによるによる抑抑抑抑止止止止力力力力についてのについてのについてのについての認識認識認識認識

ｱｱｱｱ 在沖米在沖米在沖米在沖米軍軍軍軍とととと民意民意民意民意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　日米両政府はははは、、、、米米米米軍軍軍軍普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場はははは「「「「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」」」」とととと繰繰繰繰りりりり返返返返しているしているしているしている
がががが、、、、原原原原子力子力子力子力発発発発電電電電所所所所立立立立地地地地でのでのでのでの地地地地元元元元のののの同意同意同意同意条条条条件件件件にににに比比比比べべべべてててて、、、、辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの民意民意民意民意をををを
無視無視無視無視しししし押押押押しつけることはしつけることはしつけることはしつけることは民民民民主主義主主義主主義主主義国家国家国家国家としてとしてとしてとして疑疑疑疑問問問問であるであるであるである。。。。在沖米在沖米在沖米在沖米軍軍軍軍基地基地基地基地のののの存存存存在在在在はははは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県
民民民民のののの民意民意民意民意とはとはとはとは関係関係関係関係ななななくくくく配配配配備備備備・・・・存続存続存続存続できるできるできるできるもももものかどうかのかどうかのかどうかのかどうか翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 石石石石垣垣垣垣島島島島へへへへのののの自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊ミミミミササササイルイルイルイル基地建設計画基地建設計画基地建設計画基地建設計画についてについてについてについて
　　　　太太太太平平平平洋洋洋洋戦戦戦戦争争争争でででで八重八重八重八重山山山山ににににもももも陸陸陸陸・・・・海軍海軍海軍海軍がががが配配配配備備備備さささされれれれ、、、、軍命軍命軍命軍命によりによりによりにより住住住住民民民民ををををママママララララリアリアリアリア有病有病有病有病地地地地帯帯帯帯にににに
強制避難強制避難強制避難強制避難させさせさせさせ住住住住民民民民のののの２２２２人人人人にににに１１１１人人人人にににに当当当当たるたるたるたる１１１１万万万万6666888888884444人人人人ががががママママララララリアにかかりリアにかかりリアにかかりリアにかかり、、、、3647364736473647人人人人がががが死亡死亡死亡死亡
するというするというするというするという悲惨悲惨悲惨悲惨なななな戦戦戦戦争争争争ママママララララリアリアリアリア犠牲犠牲犠牲犠牲者事者事者事者事件件件件があったがあったがあったがあった。。。。軍隊軍隊軍隊軍隊はははは住住住住民民民民をををを守守守守らないらないらないらない、、、、そそそそれれれれどこどこどこどころろろろ
かかかか軍隊軍隊軍隊軍隊がががが配配配配備備備備さささされれれれたためにたためにたためにたために攻撃攻撃攻撃攻撃をををを受受受受けけけけ、、、、多多多多大大大大なななな犠牲犠牲犠牲犠牲者者者者をををを出出出出したしたしたした経経経経験験験験からからからから、、、、自自自自衛隊配衛隊配衛隊配衛隊配備備備備・・・・
基地建設基地建設基地建設基地建設にはにはにはには反対反対反対反対というというというという意意意意見見見見がががが多多多多いいいい。。。。新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道によによによによれれれればばばば、、、、宮宮宮宮古古古古・・・・八重八重八重八重山山山山にににに地対地対地対地対空空空空・・・・地対地対地対地対
艦艦艦艦ミミミミササササイルをイルをイルをイルを配配配配備備備備したしたしたした自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊基地基地基地基地をををを新新新新たにたにたにたに建設建設建設建設するということするということするということするということだだだだがががが、、、、抑抑抑抑止止止止力力力力とととと称称称称するするするする武武武武力力力力
をををを先先先先島島島島にににに押押押押しつけることはしつけることはしつけることはしつけることは廃藩廃藩廃藩廃藩置県置県置県置県のののの分分分分島島島島事事事事件件件件とととと同同同同じじじじくくくく外外外外交交交交のののの具具具具することでありすることでありすることでありすることであり容認容認容認容認できできできでき
ないないないない。。。。観光観光観光観光というというというという平和平和平和平和産産産産業業業業でででで離島離島離島離島振興振興振興振興のののの成成成成功功功功事事事事例例例例とするためにとするためにとするためにとするためにもももも石石石石垣垣垣垣島島島島へへへへのののの自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊ミミミミササササ
イルイルイルイル配配配配備備備備計画計画計画計画にはにはにはには反対反対反対反対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、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 環境環境環境環境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)))) 外外外外来生来生来生来生物物物物法法法法及及及及びびびび外外外外来来来来種種種種被被被被害害害害防防防防止行止行止行止行動動動動計画計画計画計画へへへへのののの対対対対応及応及応及応及びびびび条例制定条例制定条例制定条例制定へへへへ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うううう。。。。

((((2222)))) 公公公公有有有有水面水面水面水面埋埋埋埋立立立立事業事業事業事業ににににおおおおけるけるけるける埋埋埋埋立立立立用用用用材材材材にににに係係係係るるるる外外外外来生来生来生来生物物物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にににに対対対対
するするするする認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄観光観光観光観光のののの魅力魅力魅力魅力についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄観光推観光推観光推観光推進進進進ローローローロードドドドママママッッッッププププへへへへ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

ｲｲｲｲ 国国国国内内内内観光観光観光観光客客客客・・・・外外外外国観光国観光国観光国観光客客客客のののの観光観光観光観光客客客客のののの開拓開拓開拓開拓になるになるになるになる誘誘誘誘客客客客についてについてについてについて、、、、今今今今後後後後のののの具具具具体体体体的的的的なななな計画計画計画計画とととと
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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)))) 経済経済経済経済波波波波及及及及効効効効果果果果についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 観光観光観光観光産産産産業業業業ががががももももたらすたらすたらすたらす観光観光観光観光収収収収入入入入とととと経済経済経済経済波波波波及及及及効効効効果果果果にににに対対対対するするするする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についてみについてみについてみについて

ｲｲｲｲ 滞滞滞滞在日在日在日在日数数数数ののの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についてみについてみについてみについて

ｳｳｳｳ 観光観光観光観光客客客客１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの消費額消費額消費額消費額へへへへののの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についてみについてみについてみについて

4444 離島離島離島離島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)))) 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興一括一括一括一括交交交交付金付金付金付金によるによるによるによる離島離島離島離島振興事業振興事業振興事業振興事業へへへへ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)))) 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興特別措特別措特別措特別措置法期置法期置法期置法期限限限限後後後後のののの沖縄型沖縄型沖縄型沖縄型離島離島離島離島振興振興振興振興特別特別特別特別法法法法立立立立法法法法やややや制度制度制度制度化化化化へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みにつみにつみにつみにつ
いていていていて

((((3333)))) 県県県県立立立立八重八重八重八重山山山山病院病院病院病院のののの移移移移転転転転改改改改築築築築・・・・医療医療医療医療体制体制体制体制についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 工事着工工事着工工事着工工事着工のののの見見見見通通通通しししし等進捗状況等進捗状況等進捗状況等進捗状況についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 所要所要所要所要予算予算予算予算のののの確保確保確保確保とととと起起起起債償還財源債償還財源債償還財源債償還財源のののの収支収支収支収支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

ｳｳｳｳ 地地地地域域域域ががががんんんん治治治治療病院療病院療病院療病院指指指指定定定定とがとがとがとがんんんん治治治治療療療療体制体制体制体制へへへへ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

ｴｴｴｴ 災災災災害害害害拠点病院拠点病院拠点病院拠点病院体制体制体制体制へへへへ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

ｵｵｵｵ 感染症医療感染症医療感染症医療感染症医療体制体制体制体制についてについてについてについて

ｶｶｶｶ 子子子子育育育育てててて支援支援支援支援事業事業事業事業をををを活活活活用用用用したしたしたした事業所内事業所内事業所内事業所内保育保育保育保育所所所所整備整備整備整備へへへへ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

ｷｷｷｷ 新新新新病院病院病院病院周周周周辺辺辺辺不不不不発発発発弾弾弾弾のののの処処処処理理理理についてについてについてについて

((((4444)))) 医師医師医師医師確保確保確保確保対策対策対策対策とととと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

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般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))))

07070707月月月月02020202    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

5555 17171717分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　義和義和義和義和（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 戦戦戦戦後後後後70707070年目年目年目年目にににに当当当当たりたりたりたり、、、、県県県県のののの平和平和平和平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)))) 「「「「沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦体体体体験験験験」」」」継承継承継承継承をいかにしていをいかにしていをいかにしていをいかにしていくくくくかかかか。。。。

((((2222)))) 沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦にににに関関関関するするするする県内県内県内県内のののの諸諸諸諸戦戦戦戦跡跡跡跡やややや碑碑碑碑のののの保保保保存存存存・・・・管管管管理理理理についてについてについてについて

((((3333)))) 沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦にににに関関関関するするするする映映映映像像像像やややや諸諸諸諸文文文文書書書書等関等関等関等関連連連連するするするする文文文文物物物物のののの保保保保存存存存・・・・管管管管理理理理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。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事のののの沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦後後後後70707070年年年年平和平和平和平和声明声明声明声明についてについてについてについて

2222 辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設問題設問題設問題設問題にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設がががが実実実実現現現現しなけしなけしなけしなけれれれればばばば、、、、普天間普天間普天間普天間はははは固固固固定定定定化化化化するとするとするとすると政府政府政府政府はははは言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解
はははは。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府はははは辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設にににに反対反対反対反対であであであであれれれればばばば代代代代案案案案をををを出出出出せとせとせとせと言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解はははは。。。。

((((3333)))) 政府政府政府政府はははは一方一方一方一方でででで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「「「「普天間普天間普天間普天間」」」」のののの解決解決解決解決のののの方方方方策策策策とととと述述述述べべべべているているているている。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解
はははは。。。。

((((4444)))) ５５５５年以内年以内年以内年以内のののの「「「「普天間運用停止普天間運用停止普天間運用停止普天間運用停止」」」」のののの政府政府政府政府のののの約約約約束束束束はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。

3333 那覇那覇那覇那覇空空空空港滑走港滑走港滑走港滑走路路路路増増増増設工事用設工事用設工事用設工事用資資資資材材材材のののの県内県内県内県内供給供給供給供給体制体制体制体制についてについてについてについて

4444 ワシントンワシントンワシントンワシントン事事事事務務務務所所所所充充充充実実実実・・・・強強強強化化化化についてについてについてについて県県県県のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般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))))

07070707月月月月02020202    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

6666 17171717分分分分 新里新里新里新里　　　　米吉米吉米吉米吉（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事知事知事知事のののの中中中中国国国国、、、、台湾台湾台湾台湾訪問訪問訪問訪問についてについてについてについて

((((1111)))) 中中中中国国国国ナンナンナンナンババババーーーー２２２２のののの李克李克李克李克強強強強首相首相首相首相とのとのとのとの会会会会談談談談でででで翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事がががが述述述述べべべべたたたた内容内容内容内容とととと将来将来将来将来へへへへのののの期期期期待待待待、、、、展望展望展望展望
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)))) 那覇港管那覇港管那覇港管那覇港管理組理組理組理組合合合合とととと台湾港台湾港台湾港台湾港務務務務とのパートナーシッとのパートナーシッとのパートナーシッとのパートナーシッププププ港港港港合合合合意意意意書書書書((((ＭＭＭＭＯＵＯＵＯＵＯＵ))))署署署署名名名名によるによるによるによる物流物流物流物流、、、、観光観光観光観光
等等等等へへへへのののの期期期期待待待待、、、、効効効効果等果等果等果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)))) 台北台北台北台北市市市市でのでのでのでの昼食昼食昼食昼食会会会会にににに中中中中華航華航華航華航空空空空、、、、ママママンダリンンダリンンダリンンダリン航航航航空空空空、、、、トトトトラララランンンンススススアジアアジアアジアアジア航航航航空空空空、、、、ピピピピーーーーチチチチ・・・・アアアアビビビビエエエエーーーー
シシシショョョョンンンン、、、、エエエエババババーーーー航航航航空空空空のののの代表代表代表代表らがらがらがらが出出出出席席席席さささされれれれたとのことでたとのことでたとのことでたとのことで、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる観光観光観光観光客増客増客増客増がががが期期期期待待待待さささされれれれるるるる。。。。知知知知
事事事事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 在沖米在沖米在沖米在沖米軍専軍専軍専軍専用施設用施設用施設用施設はははは全国全国全国全国のののの73737373....8888％％％％であるであるであるである。。。。1111999972727272年年年年５５５５月月月月15151515日日日日のののの復帰復帰復帰復帰のののの時時時時点点点点ではではではでは何何何何％％％％でしでしでしでし
たかたかたかたか。。。。

((((2222)))) 辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地にはにはにはには、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地にはないにはないにはないにはない施設施設施設施設がががが予予予予定定定定さささされれれれているているているている。。。。新新新新たにどのようなたにどのようなたにどのようなたにどのような施設施設施設施設
がががが予予予予定定定定さささされれれれていますかていますかていますかていますか。。。。

((((3333)))) 菅官房菅官房菅官房菅官房長長長長官官官官はははは「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設というのはというのはというのはというのは唯唯唯唯一一一一のののの解決解決解決解決策策策策であるであるであるである。」「。」「。」「。」「辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設をををを断念断念断念断念するこするこするこするこ
とはとはとはとは普天間普天間普天間普天間のののの固固固固定定定定化化化化につながるにつながるにつながるにつながる。」。」。」。」とととと発発発発言言言言しているしているしているしている。。。。県県県県のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 菅官房菅官房菅官房菅官房長長長長官官官官はははは、「、「、「、「このこのこのこの飛行場飛行場飛行場飛行場についてについてについてについて11119999年年年年前前前前にににに日米日米日米日米でででで全面全面全面全面返還返還返還返還がががが合合合合意意意意さささされれれれたたたた。。。。３３３３年年年年後後後後にににに
当時当時当時当時のののの沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事とととと名名名名護護護護市市市市長長長長のののの同意同意同意同意をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて閣議閣議閣議閣議決定決定決定決定したしたしたした経経経経緯緯緯緯があるがあるがあるがある。」。」。」。」とととと沖縄沖縄沖縄沖縄側側側側
のののの同意同意同意同意によるによるによるによる閣議閣議閣議閣議決定決定決定決定をををを強調強調強調強調しているしているしているしている。。。。閣議閣議閣議閣議決定決定決定決定にはにはにはには条条条条件件件件がついていたがついていたがついていたがついていた。。。。しかしかしかしかもももも平平平平成成成成
11118888年年年年にはにはにはには、、、、閣議閣議閣議閣議でででで廃廃廃廃止止止止さささされれれれたたたた。。。。そのことについてそのことについてそのことについてそのことについて知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 「「「「仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知事知事知事知事からからからから御御御御理理理理解解解解をいたをいたをいたをいただだだだいていていていて、、、、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のののの同意同意同意同意をいたをいたをいたをいただだだだいたいたいたいた。」。」。」。」とのとのとのとの発発発発言言言言
についてについてについてについて県県県県のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 今年今年今年今年４４４４月月月月のののの２２２２プラプラプラプラスススス２２２２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５５５５年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止」」」」がががが協議協議協議協議さささされれれれなかったことについなかったことについなかったことについなかったことについ
てててて知事知事知事知事のののの感感感感想想想想をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥををををママママリンリンリンリンタウタウタウタウンンンン((((与那与那与那与那原原原原・・・・西西西西原原原原))))地地地地区区区区にににに決定決定決定決定さささされれれれたたたた主主主主なななな理理理理由由由由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たいいたいいたいいたい。。。。

4444 イオンイオンイオンイオ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イイイカカカカムムムム開開開開業業業業にににに関関関関するするするする期期期期待待待待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たいいたいいたいいたい。。。。

5555 公公公公有有有有水面水面水面水面埋埋埋埋立立立立事業事業事業事業ににににおおおおけるけるけるける埋埋埋埋立立立立用用用用材材材材にににに係係係係るるるる外外外外来生来生来生来生物物物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））））についについについについ
てててて

((((1111)))) 国国国国のののの「「「「特定特定特定特定外外外外来生来生来生来生物物物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被被被害害害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」」」」がががが施行施行施行施行さささされれれれたたたた年月年月年月年月
をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 法法法法律律律律がががが施行施行施行施行さささされれれれてからてからてからてから今日今日今日今日までまでまでまで10101010年以年以年以年以上上上上になるとになるとになるとになると思思思思うがうがうがうが、「、「、「、「特定特定特定特定外外外外来生来生来生来生物物物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被被被害害害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」」」」がががが日本経済日本経済日本経済日本経済のののの阻阻阻阻害害害害要要要要因因因因になったとのになったとのになったとのになったとの政府政府政府政府報告報告報告報告やややや発発発発言言言言
等等等等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。。。。

((((3333)))) 20202020都都都都道府県道府県道府県道府県でででで外外外外来来来来種種種種対策対策対策対策にににに資資資資するするするする条例条例条例条例がががが整備整備整備整備さささされれれれているとのことであるているとのことであるているとのことであるているとのことである。。。。条例条例条例条例がががが都都都都道府道府道府道府
県県県県のののの経済発展経済発展経済発展経済発展のののの阻阻阻阻害害害害要要要要因因因因になっているとのになっているとのになっているとのになっているとの報告報告報告報告があるかがあるかがあるかがあるか。。。。またまたまたまた、、、、阻阻阻阻害害害害要要要要因因因因になるのでになるのでになるのでになるので、、、、条条条条
例例例例をををを廃廃廃廃止止止止するとのするとのするとのするとの動動動動ききききやややや情報情報情報情報があるかがあるかがあるかがあるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 生生生生物物物物多様多様多様多様性性性性保全保全保全保全とととと外外外外来生来生来生来生物侵物侵物侵物侵入入入入にににに関関関関するするするする国国国国際際際際的的的的なななな考考考考ええええ方方方方やややや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たいたいた
いいいい。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般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))))

07070707月月月月02020202    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

7777 17171717分分分分 比嘉比嘉比嘉比嘉　　　　瑞己瑞己瑞己瑞己（（（（うまんちゅのうまんちゅのうまんちゅのうまんちゅの会会会会）））） 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)))) 安倍安倍安倍安倍政政政政権権権権がががが国国国国民民民民のののの声声声声をををを無視無視無視無視してしてしてして、、、、安安安安全保障全保障全保障全保障関関関関連連連連法案法案法案法案のののの成成成成立立立立をををを狙狙狙狙っているっているっているっている。。。。法案法案法案法案はははは、、、、日本日本日本日本
がががが攻撃攻撃攻撃攻撃さささされれれれていなていなていなていなくくくくててててもももも集団集団集団集団的自的自的自的自衛権衛権衛権衛権をををを発発発発動動動動しししし、、、、米米米米国国国国のののの海外海外海外海外でのでのでのでの戦戦戦戦争争争争にににに自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊がががが参参参参戦戦戦戦しししし
武武武武力力力力行行行行使使使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、、、、まさにまさにまさにまさに憲憲憲憲法法法法違違違違反反反反のののの「「「「戦戦戦戦争争争争法案法案法案法案」」」」であるであるであるである。。。。歴歴歴歴代代代代のののの政府政府政府政府見解見解見解見解をををを覆覆覆覆すすすす解解解解
釈釈釈釈改改改改憲憲憲憲によるによるによるによる同法案同法案同法案同法案はははは、、、、立立立立憲主義憲主義憲主義憲主義をををを破壊破壊破壊破壊するするするするもももものでありのでありのでありのであり許許許許さささされれれれるるるるもももものではないのではないのではないのではない。。。。知事知事知事知事のののの見見見見
解解解解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) ４４４４月月月月22228888日日日日にににに日米日米日米日米首首首首脳脳脳脳会会会会談談談談とととと共同共同共同共同声明声明声明声明がががが行行行行われわれわれわれたたたた中中中中でででで、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事がががが訪米訪米訪米訪米しししし、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地
のののの辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設断念断念断念断念をををを求求求求めたことはめたことはめたことはめたことは大大大大変変変変重重重重要要要要なななな意意意意義義義義をををを持持持持つつつつもももものであるのであるのであるのである。。。。米政府米政府米政府米政府やややや議議議議会関係会関係会関係会関係
者者者者のののの「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの民意民意民意民意」」」」についてのについてのについてのについての理理理理解解解解はどのようなはどのようなはどのようなはどのようなももももののののだだだだったかったかったかったか。。。。訪米行訪米行訪米行訪米行動動動動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
問問問問うううう。。。。

2222 戦戦戦戦後後後後70707070年年年年　　　　沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの継承継承継承継承についてについてについてについて
　県民意識　県民意識　県民意識　県民意識調査調査調査調査結結結結果果果果ではではではでは、、、、沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦をををを語語語語りりりり継継継継ぐぐぐぐことにことにことにことに88886666％％％％がががが意意意意欲欲欲欲をををを示示示示すすすす一方一方一方一方でででで、「、「、「、「風風風風化化化化していしていしていしてい
るるるる」」」」とととと答答答答ええええたたたた人人人人はははは66668888％％％％ににににもももも達達達達しているしているしているしている。。。。県県県県外外外外からのからのからのからの修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行ではではではではガガガガママママなどのなどのなどのなどの戦戦戦戦跡跡跡跡をををを活活活活用用用用したしたしたした
平和教育平和教育平和教育平和教育がががが行行行行われわれわれわれているがているがているがているが、、、、県内県内県内県内のののの平和教育平和教育平和教育平和教育のののの現現現現状状状状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。。。。教教教教師師師師へへへへのののの研研研研修修修修をををを
充充充充実実実実させさせさせさせ、、、、沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦をををを継承継承継承継承していしていしていしていくべくべくべくべきであるきであるきであるきである。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

3333 新県新県新県新県立図書館立図書館立図書館立図書館・・・・跡跡跡跡地地地地利利利利用用用用についてについてについてについて

((((1111)))) 新県新県新県新県立図書館立図書館立図書館立図書館基本計画基本計画基本計画基本計画のののの概概概概要要要要をををを問問問問うううう。。。。移移移移転場所転場所転場所転場所となるとなるとなるとなる那覇那覇那覇那覇バスタバスタバスタバスターミナルーミナルーミナルーミナル地地地地区区区区のののの特特特特性性性性をををを
生生生生かしかしかしかし、、、、観光観光観光観光のののの利利利利便便便便性性性性、、、、県民県民県民県民のののの交交交交流流流流のののの場場場場としてのとしてのとしてのとしての役役役役割割割割をををを発発発発揮揮揮揮すすすすべべべべきであるきであるきであるきである。。。。

((((2222)))) 県民県民県民県民のののの多様多様多様多様なななな図書館図書館図書館図書館ニニニニーズにーズにーズにーズに応応応応ええええ、、、、選選選選書書書書やレやレやレやレフフフファァァァレレレレンンンンスススス等等等等ののののササササーーーービスビスビスビスをををを行行行行うううう図書館図書館図書館図書館司司司司書書書書
のののの役役役役割割割割はははは重重重重要要要要であるであるであるである。。。。組組組組織織織織体制体制体制体制のののの現現現現状状状状をををを問問問問うううう。。。。新県新県新県新県立図書館立図書館立図書館立図書館がががが県民県民県民県民のののの生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習のののの拠点拠点拠点拠点とととと
なるためになるためになるためになるためにもももも体制体制体制体制をををを強強強強化化化化すすすすべべべべきであるきであるきであるきである。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 県民県民県民県民１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの貸貸貸貸出出出出件数件数件数件数、、、、蔵蔵蔵蔵書書書書数数数数、、、、図書図書図書図書予算予算予算予算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。「。「。「。「読読読読書書書書県県県県おおおおきなきなきなきなわわわわ」」」」のののの
実実実実現現現現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をみをみをみを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 現現現現県県県県立図書館立図書館立図書館立図書館のののの跡跡跡跡地地地地利利利利用計画用計画用計画用計画をををを問問問問うううう。。。。那覇那覇那覇那覇市市市市とととともももも連連連連携携携携してしてしてして、、、、真真真真和和和和志志志志地地地地域域域域のののの人人人人々々々々のののの要望要望要望要望もももも
踏踏踏踏ままままええええたたたた基本構想基本構想基本構想基本構想をををを策策策策定定定定すすすすべべべべきであるきであるきであるきである。。。。

4444 学学学学童童童童保育保育保育保育ののの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

((((1111)))) 子子子子どどどども・も・も・も・子子子子育育育育てててて支援支援支援支援新新新新制度制度制度制度のののの施行施行施行施行にににに伴伴伴伴いいいい、、、、各市町村各市町村各市町村各市町村でででで「「「「学学学学童童童童ククククララララブのブのブのブの基基基基準準準準」」」」がががが定定定定めらめらめらめられれれれ
たたたた。。。。学学学学童童童童保育保育保育保育のののの量量量量的拡大的拡大的拡大的拡大・・・・質的拡質的拡質的拡質的拡充充充充をををを図図図図るためにるためにるためにるために、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県もももも必必必必要要要要なななな財財財財政政政政措措措措置置置置をををを行行行行ううううべべべべきききき
であるであるであるである。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 学学学学童童童童保育保育保育保育ににににおおおおけるクーけるクーけるクーけるクーララララーーーー設置設置設置設置のののの状況状況状況状況をををを問問問問うううう。。。。亜熱亜熱亜熱亜熱帯帯帯帯気気気気候候候候のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの特特特特殊殊殊殊事事事事情情情情にににに鑑鑑鑑鑑みみみみ、、、、
一括一括一括一括交交交交付金付金付金付金をををを活活活活用用用用したクーしたクーしたクーしたクーララララーのーのーのーの設置設置設置設置をををを進進進進めるめるめるめるべべべべきであるきであるきであるきである。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

5555 離島観光離島観光離島観光離島観光振興計画振興計画振興計画振興計画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21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジジジジョョョョンでンでンでンで掲掲掲掲げるげるげるげる「「「「世界水準世界水準世界水準世界水準のののの観光観光観光観光リリリリゾゾゾゾートートートート地地地地」」」」のののの実実実実現現現現にににに向向向向けてけてけてけて、、、、第第第第５５５５次沖縄県次沖縄県次沖縄県次沖縄県
観光観光観光観光振興基本計画振興基本計画振興基本計画振興基本計画がががが策策策策定定定定さささされれれれているているているている。。。。2021202120212021年年年年度度度度（（（（平平平平成成成成33333333年年年年度度度度））））のののの入入入入域域域域観光観光観光観光客客客客総総総総数数数数をををを
1000100010001000万万万万人人人人にににに目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げているがげているがげているがげているが、、、、離島観光離島観光離島観光離島観光客客客客のののの目目目目標標標標計画計画計画計画とととと推推推推移移移移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。。。。課課課課
題題題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問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 久久久久米米米米島島島島はははは独独独独自自自自のののの自自自自然然然然・・・・景観景観景観景観、、、、伝統伝統伝統伝統・・・・文文文文化化化化をををを誇誇誇誇るるるる島島島島であるであるであるである。。。。修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行やややや団団団団体体体体旅旅旅旅行行行行客客客客のののの入入入入域域域域
状況状況状況状況はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。空路空路空路空路・・・・航航航航路路路路などのなどのなどのなどの交通交通交通交通網網網網をををを整備整備整備整備してしてしてして、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる観光観光観光観光産産産産業業業業のののの振興振興振興振興にににに
努努努努めるめるめるめるべべべべきであるきであるきであるきである。。。。課課課課題題題題とととと対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

6666 ググググララララウウウウンンンンドドドド・・・・ゴゴゴゴルルルルフフフフ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
　県内　県内　県内　県内各各各各地地地地でででで日常的日常的日常的日常的にににに楽楽楽楽しましましましまれれれれているているているているググググララララウウウウンンンンドドドド・・・・ゴゴゴゴルルルルフフフフはははは、、、、子供子供子供子供からからからから高齢高齢高齢高齢者者者者、、、、障害障害障害障害者者者者までまでまでまで全全全全
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てのてのてのての人人人人々々々々がががが楽楽楽楽しめるしめるしめるしめるフフフファァァァミリーミリーミリーミリーススススポポポポーーーーツツツツであるであるであるである。。。。県民県民県民県民のののの生生生生涯涯涯涯ススススポポポポーーーーツツツツとしてとしてとしてとして、、、、ググググララララウウウウンンンンドドドド・・・・ゴゴゴゴルルルルフフフフ
へへへへのののの支援支援支援支援をををを行行行行ううううべべべべきであるきであるきであるきである。。。。またまたまたまた、、、、全国全国全国全国大会大会大会大会やややや県県県県主主主主催催催催のののの大会大会大会大会などなどなどなどググググララララウウウウンンンンドドドド・・・・ゴゴゴゴルルルルフフフフのののの振興振興振興振興にににに
努努努努めるめるめるめるべべべべきであるきであるきであるきである。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般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))))

07070707月月月月02020202    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

8888 17171717分分分分 仲宗根仲宗根仲宗根仲宗根　　　　悟悟悟悟（（（（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ににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 訪米訪米訪米訪米ににににおおおおいていていていて辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設にににに反対反対反対反対するするするする県民県民県民県民のののの強強強強いいいい意意意意志志志志をををを伝伝伝伝ええええ、、、、過過過過重重重重なななな基地基地基地基地負担負担負担負担をををを負負負負うううう沖沖沖沖
縄縄縄縄のののの現現現現状状状状をををを直接直接直接直接訴訴訴訴ええええたことはたことはたことはたことは大大大大きなきなきなきな意意意意義義義義があるがあるがあるがある、、、、内容内容内容内容とととと今今今今後後後後のののの決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) しましましましまくくくくととととぅぅぅぅばばばば普普普普及及及及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。。。。

((((3333)))) 子子子子育育育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

ｱｱｱｱ 待機待機待機待機児童児童児童児童解解解解消消消消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。。。。

ｲｲｲｲ ひひひひとりとりとりとり親親親親家家家家庭庭庭庭のののの支援支援支援支援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。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地のののの常駐常駐常駐常駐機機機機にににに加加加加ええええ外外外外来来来来機機機機のののの飛来飛来飛来飛来でででで訓練訓練訓練訓練がががが激激激激ししししくくくくなるなるなるなる、、、、騒音騒音騒音騒音防防防防止止止止協協協協定定定定もももも形形形形骸骸骸骸化化化化しししし
てててておおおおりりりり周周周周辺辺辺辺住住住住民民民民はははは負担負担負担負担軽減軽減軽減軽減どこどこどこどころろろろかかかか増増増増すすすすばばばばかりであるかりであるかりであるかりである、、、、協協協協定定定定のののの遵遵遵遵守守守守とととと騒音騒音騒音騒音実態実態実態実態のののの改善改善改善改善がががが
求求求求めらめらめらめられれれれるがるがるがるが県県県県のののの見解見解見解見解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。。。。

((((2222)))) 米米米米兵兵兵兵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がががが頻頻頻頻発発発発していることについてのしていることについてのしていることについてのしていることについての対対対対応応応応とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 農農農農業振興業振興業振興業振興にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) ササササトトトトウウウウキキキキビビビビ生生生生産産産産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とみとみとみと今今今今後後後後のののの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。。。。

((((2222)))) 甘蔗甘蔗甘蔗甘蔗生生生生産産産産拡大拡大拡大拡大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 観光観光観光観光振興振興振興振興にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 持持持持続続続続的的的的にににに沖縄沖縄沖縄沖縄観光観光観光観光をををを維持維持維持維持・・・・発展発展発展発展させさせさせさせ、、、、県経済県経済県経済県経済をををを牽牽牽牽引引引引しししし、、、、自自自自立立立立経済構経済構経済構経済構築築築築のののの礎礎礎礎になりになりになりになり得得得得るたるたるたるた
めのめのめのめの戦略戦略戦略戦略、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄観光観光観光観光ブブブブラララランンンンドドドドのののの構構構構築築築築にどのようなにどのようなにどのようなにどのような取取取取りりりり組組組組みがなさみがなさみがなさみがなされれれれているかているかているかているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ビビビビジットジットジットジット沖縄沖縄沖縄沖縄のののの目目目目標達標達標達標達成成成成のためののためののためののための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。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて


