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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7777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))))

09090909月月月月30303030    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 仲田仲田仲田仲田　　　　弘毅弘毅弘毅弘毅（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事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とととと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)))) 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

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事はははは、、、、前知事前知事前知事前知事のなしたのなしたのなしたのなした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をしをしをしを表明表明表明表明したがしたがしたがしたが、、、、知事就任知事就任知事就任知事就任からからからから10101010カカカカ月月月月、、、、第三第三第三第三
者委員会報告者委員会報告者委員会報告者委員会報告からからからから２２２２カカカカ月月月月にしてようやくにしてようやくにしてようやくにしてようやく取取取取りりりり消消消消しをしをしをしを決断決断決断決断したがしたがしたがしたが、、、、取取取取りりりり消消消消しをしをしをしを公約公約公約公約にににに掲掲掲掲げなげなげなげな
がらなぜここまでがらなぜここまでがらなぜここまでがらなぜここまで時間時間時間時間をををを要要要要したのかしたのかしたのかしたのか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 取取取取りりりり消消消消しにしにしにしに向向向向けたけたけたけた作業中作業中作業中作業中もももも国国国国はははは埋立本体工事埋立本体工事埋立本体工事埋立本体工事にににに向向向向けたけたけたけた作業作業作業作業をををを加速加速加速加速させるがさせるがさせるがさせるが、、、、知事知事知事知事はははは、、、、阻阻阻阻
止止止止にににに向向向向けどのようなけどのようなけどのようなけどのような対抗措置対抗措置対抗措置対抗措置をををを講講講講じるかじるかじるかじるか。。。。あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる手段手段手段手段のののの何何何何をををを行使行使行使行使するかするかするかするか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 知事知事知事知事のののの埋立承認取埋立承認取埋立承認取埋立承認取りりりり消消消消しによりしによりしによりしにより、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの事務作業事務作業事務作業事務作業やややや今後政府今後政府今後政府今後政府とのとのとのとの法廷闘争法廷闘争法廷闘争法廷闘争へのへのへのへの発発発発
展展展展、、、、財政負担財政負担財政負担財政負担などなどなどなど、、、、膨大膨大膨大膨大なななな損害損害損害損害をををを与与与与えたことにえたことにえたことにえたことに対対対対するするするする責任責任責任責任のののの所在所在所在所在がががが問題問題問題問題となるとなるとなるとなる。。。。前県政前県政前県政前県政
時時時時にににに埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認にかかわったにかかわったにかかわったにかかわった現在在職現在在職現在在職現在在職するするするする県職員県職員県職員県職員のののの処分処分処分処分のののの問題問題問題問題がががが生生生生じることとなるとじることとなるとじることとなるとじることとなると考考考考ええええ
るがるがるがるが、、、、知事知事知事知事はどのようにはどのようにはどのようにはどのように対処対処対処対処するかするかするかするか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、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のののの原点原点原点原点のののの捉捉捉捉ええええ方方方方についてについてについてについて、、、、米軍米軍米軍米軍のののの土地土地土地土地のののの強制接収強制接収強制接収強制接収がががが原原原原
点点点点としているがとしているがとしているがとしているが、、、、県議会議員当時県議会議員当時県議会議員当時県議会議員当時にはにはにはには普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの早期県内移設推進早期県内移設推進早期県内移設推進早期県内移設推進であったであったであったであった。。。。米米米米
軍軍軍軍のののの土地強制接収土地強制接収土地強制接収土地強制接収がががが原点原点原点原点であればそのであればそのであればそのであればその当時当時当時当時にもにもにもにも原点原点原点原点はははは存在存在存在存在していたはずであるしていたはずであるしていたはずであるしていたはずである。。。。当時当時当時当時
はははは、、、、そのそのそのその原点原点原点原点をををを無視無視無視無視してしてしてして県内移設県内移設県内移設県内移設をををを主張主張主張主張していたのかしていたのかしていたのかしていたのか、、、、それともそれともそれともそれとも当時当時当時当時はははは原点原点原点原点ということにということにということにということに
思思思思いがいがいがいが至至至至らなかったのからなかったのからなかったのからなかったのか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 国連人権理事会国連人権理事会国連人権理事会国連人権理事会はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの人々人々人々人々をををを先住民族先住民族先住民族先住民族としてとしてとしてとして認認認認めているめているめているめている。。。。140140140140万県民万県民万県民万県民のののの知事知事知事知事としてどとしてどとしてどとしてど
うううう認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか。。。。またまたまたまた、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの人々人々人々人々をををを先住民族先住民族先住民族先住民族としとしとしとし独立独立独立独立をををを訴訴訴訴えるえるえるえる団体団体団体団体とととと行動行動行動行動をともにしをともにしをともにしをともにし、、、、
シンポジウムにシンポジウムにシンポジウムにシンポジウムに臨臨臨臨むなどむなどむなどむなど、、、、世界世界世界世界がががが知事知事知事知事はこれらはこれらはこれらはこれら団体団体団体団体のののの代表代表代表代表とととと誤誤誤誤ったメッセージをったメッセージをったメッセージをったメッセージを送送送送ったこったこったこったこ
とにならないかとにならないかとにならないかとにならないか危惧危惧危惧危惧しているがしているがしているがしているが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 知事知事知事知事はははは、、、、国内問題国内問題国内問題国内問題であるはずのであるはずのであるはずのであるはずの基地問題基地問題基地問題基地問題をををを国連国連国連国連のののの場場場場にににに持持持持ちちちち込込込込みみみみ、、、、しかもしかもしかもしかも日本政府日本政府日本政府日本政府のののの人人人人
権侵害権侵害権侵害権侵害とととと決決決決めつけめつけめつけめつけ批判批判批判批判しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事はははは、、、、基地問題基地問題基地問題基地問題はははは人権問題人権問題人権問題人権問題であるとのであるとのであるとのであるとの認識認識認識認識をいつかをいつかをいつかをいつか
らららら持持持持っていたかっていたかっていたかっていたか。。。。またまたまたまた、、、、基地問題基地問題基地問題基地問題はははは人権問題人権問題人権問題人権問題であるならであるならであるならであるなら、、、、知事自身知事自身知事自身知事自身、、、、基地問題基地問題基地問題基地問題のののの対応対応対応対応でででで
人権人権人権人権をををを侵害侵害侵害侵害しししし、、、、またはまたはまたはまたは、、、、加担加担加担加担したことはないかしたことはないかしたことはないかしたことはないか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｷｷｷｷ 知事知事知事知事はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの人々人々人々人々はははは自己決自己決自己決自己決定定定定権権権権もないがしもないがしもないがしもないがしろろろろにされているとにされているとにされているとにされていると主張主張主張主張しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事のののの言言言言
うううう自己決自己決自己決自己決定定定定権権権権とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄にににに認認認認められていないめられていないめられていないめられていない自己決自己決自己決自己決定定定定権権権権はははは、、、、他他他他県県県県ではではではでは認認認認めらめらめらめら
れているのかれているのかれているのかれているのか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 普天間飛行場移設普天間飛行場移設普天間飛行場移設普天間飛行場移設・・・・基地基地基地基地返還返還返還返還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 知事知事知事知事はははは、、、、前県政前県政前県政前県政がなしたがなしたがなしたがなした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をしをしをしを表明表明表明表明したがしたがしたがしたが、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設のののの原点原点原点原点であるであるであるである普普普普
天間飛行場天間飛行場天間飛行場天間飛行場のののの返還返還返還返還についてについてについてについて、、、、そのそのそのその方方方方策策策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。。。。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容容容認認認認
するのかするのかするのかするのか、、、、それともそれともそれともそれとも県県県県にににに代代代代替案替案替案替案をををを示示示示せというのはせというのはせというのはせというのは理理理理不尽不尽不尽不尽だだだだとのとのとのとの主張主張主張主張をををを言言言言いいいい続続続続けるのかけるのかけるのかけるのか、、、、伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事はははは、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの移設移設移設移設にににに係係係係るるるる辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの代代代代替施替施替施替施設設設設建建建建設設設設にににに反反反反対対対対しししし、、、、嘉嘉嘉嘉手手手手納以南納以南納以南納以南
のののの６６６６施施施施設設設設・・・・区域区域区域区域のののの統合計画統合計画統合計画統合計画はははは県内移設県内移設県内移設県内移設がががが条件条件条件条件のののの返還返還返還返還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、、、、施施施施設設設設によってはによってはによってはによっては反反反反
対対対対のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを明明明明確確確確にしていないにしていないにしていないにしていない。。。。そのそのそのその理理理理由由由由をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 那覇港港湾整備計画那覇港港湾整備計画那覇港港湾整備計画那覇港港湾整備計画にににに係係係係るるるる那覇港湾施那覇港湾施那覇港湾施那覇港湾施設設設設、、、、牧港補給牧港補給牧港補給牧港補給地地地地区区区区のののの返還返還返還返還はははは、、、、他他他他のののの施施施施設設設設へのへのへのへの機機機機
能能能能移移移移転転転転がががが条件条件条件条件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、、、、知事知事知事知事はははは、、、、当当当当初計画初計画初計画初計画どどどどおおおおりりりり推進推進推進推進することをすることをすることをすることを求求求求めているめているめているめている。。。。辺野辺野辺野辺野
古移設古移設古移設古移設とのとのとのとの違違違違いをいをいをいを示示示示してしてしてしてほほほほしいしいしいしい。。。。

ｴｴｴｴ 知事知事知事知事はははは、、、、東村高江東村高江東村高江東村高江ののののヘリパヘリパヘリパヘリパッッッッドドドド建建建建設設設設についてについてについてについて、、、、県議会県議会県議会県議会ににににおおおおけるけるけるける答弁答弁答弁答弁でもでもでもでも、、、、４４４４回目回目回目回目のののの菅官菅官菅官菅官
房房房房長長長長官官官官とのとのとのとの協協協協議後議後議後議後のののの記記記記者会見者会見者会見者会見でもでもでもでも明明明明確確確確なななな姿勢姿勢姿勢姿勢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。。。。本本本本島北島北島北島北部部部部をををを含含含含むむむむ世界自世界自世界自世界自
然遺産登録然遺産登録然遺産登録然遺産登録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知事知事知事知事のののの明明明明確確確確なななな答弁答弁答弁答弁をいたをいたをいたをいただきだきだきだきたいたいたいたい。。。。

ｵｵｵｵ 知事知事知事知事はははは、、、、嘉嘉嘉嘉手手手手納以南納以南納以南納以南のののの大大大大規模規模規模規模基地基地基地基地返還返還返還返還がががが実実実実現現現現してもしてもしてもしても73737373....8888％％％％からからからから73737373....1111％％％％のののの0000....8888％％％％しかしかしかしか減減減減らららら
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ないとないとないとないと述述述述べべべべているがているがているがているが、、、、本県本県本県本県のののの米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地面積面積面積面積のののの大部分大部分大部分大部分をををを占占占占めるめるめるめる北北北北部部部部訓練訓練訓練訓練場約場約場約場約7676767600000000ヘクヘクヘクヘク
タタタターーーールルルルのののの過半過半過半過半となるとなるとなるとなる約約約約4000400040004000ヘクタヘクタヘクタヘクターーーールルルルがががが返還返還返還返還されればされればされればされれば、、、、大大大大幅幅幅幅なななな負担負担負担負担軽減軽減軽減軽減につながるとにつながるとにつながるとにつながると考考考考
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解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 県県県県はははは、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに係係係係るるるる臨時制臨時制臨時制臨時制限区域限区域限区域限区域内内内内でのでのでのでの立立立立入調査入調査入調査入調査（（（（潜水調査潜水調査潜水調査潜水調査））））をををを実施実施実施実施したしたしたした。。。。調査調査調査調査のののの
概概概概要要要要とととと今後今後今後今後どのようなどのようなどのようなどのような活用活用活用活用をををを目指目指目指目指すのかすのかすのかすのか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｷｷｷｷ キャキャキャキャンンンンププププ瑞慶覧西瑞慶覧西瑞慶覧西瑞慶覧西普天間地普天間地普天間地普天間地区跡区跡区跡区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、、、、西西西西普天間住普天間住普天間住普天間住宅宅宅宅地地地地区区区区にににに隣隣隣隣接接接接するするするするイイイインンンンダスダスダスダス
トリアル・コリドトリアル・コリドトリアル・コリドトリアル・コリドーーーー南側南側南側南側部分部分部分部分のののの返還返還返還返還はははは、、、、西西西西普天間住普天間住普天間住普天間住宅宅宅宅地地地地区区区区のののの開開開開発発発発促促促促進進進進やややや利活用利活用利活用利活用にににに向向向向けたけたけたけた
利便性利便性利便性利便性がががが大大大大ききききくくくく期期期期待待待待されされされされ貢献貢献貢献貢献するとされているするとされているするとされているするとされている。。。。県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように評価評価評価評価するかするかするかするか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 沖縄沖縄沖縄沖縄振興策振興策振興策振興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)))) 政府政府政府政府のののの経済経済経済経済財政財政財政財政運営運営運営運営とととと改革改革改革改革のののの基本方基本方基本方基本方針針針針ににににおおおおけるけるけるける沖縄沖縄沖縄沖縄振興策振興策振興策振興策のののの位置位置位置位置づづづづけとけとけとけと県県県県のののの沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興
予算確保予算確保予算確保予算確保にににに向向向向けたけたけたけた基本方基本方基本方基本方針針針針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)))) 平成平成平成平成22228888年度年度年度年度沖縄沖縄沖縄沖縄振興予算振興予算振興予算振興予算についてについてについてについて、、、、県県県県はははは、、、、予算額予算額予算額予算額3333000000000000億円台億円台億円台億円台をををを含含含含むむむむ６６６６項目項目項目項目をををを要要要要望望望望したしたしたした
がががが、、、、内内内内閣閣閣閣府府府府はははは、、、、本本本本年度年度年度年度よりよりよりより89898989億円増億円増億円増億円増のののの3333424242429999億円億円億円億円のののの概算概算概算概算要求要求要求要求額額額額をををを決決決決定定定定したしたしたした。。。。県県県県のののの要要要要望望望望どどどどおおおお
りりりり満額回満額回満額回満額回答答答答となったかとなったかとなったかとなったか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 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基本基本基本基本計画計画計画計画はははは平成平成平成平成22228888年度年度年度年度でででで中間中間中間中間年年年年となるがとなるがとなるがとなるが、、、、これまでのこれまでのこれまで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成果成果成果成果とととと今今今今
後後後後にににに残残残残されたされたされたされた課課課課題題題題・・・・問題点等問題点等問題点等問題点等にどのようににどのようににどのようににどのように取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) ＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪのののの沖縄進沖縄進沖縄進沖縄進出出出出についてについてについてについて、、、、同社役同社役同社役同社役員員員員はははは2012012012016666年度着年度着年度着年度着工工工工、、、、2020202020202020年開年開年開年開業業業業をををを目指目指目指目指しているとのしているとのしているとのしているとの考考考考
えをえをえをえを示示示示したということしたということしたということしたということだだだだがががが、、、、県県県県はははは、、、、政府政府政府政府とととと候補候補候補候補地地地地のののの町町町町やややや関係者関係者関係者関係者とどのようなとどのようなとどのようなとどのような調整調整調整調整をををを行行行行っていっていっていってい
るかるかるかるか、、、、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第第第第２２２２滑走路増滑走路増滑走路増滑走路増設設設設にににに関関関関しししし、、、、早期早期早期早期建建建建設設設設はははは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの総意総意総意総意としてとしてとしてとして国国国国にににに認認認認めさせためさせためさせためさせた経緯経緯経緯経緯がががが
あるあるあるある。。。。知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢がががが今後今後今後今後のののの建建建建設作業設作業設作業設作業のののの進進進進捗捗捗捗にににに影響影響影響影響しないかしないかしないかしないか懸念懸念懸念懸念されるがされるがされるがされるが、、、、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後今後今後今後のののの進展進展進展進展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 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)))) 学童保育学童保育学童保育学童保育のののの利用利用利用利用がががが全全全全国国国国でででで過去最多過去最多過去最多過去最多となったようとなったようとなったようとなったようだだだだがががが、、、、本県本県本県本県ににににおおおおけるけるけるける状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。またまたまたまた、、、、
共働共働共働共働ききききややややひひひひとりとりとりとり親家庭親家庭親家庭親家庭がががが多多多多いいいい本県本県本県本県ににににおおおおけるけるけるける学童保育学童保育学童保育学童保育のののの待機児童待機児童待機児童待機児童のののの状況状況状況状況とととと解消解消解消解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をみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困対対対対策策策策についてについてについてについて、、、、生生生生活活活活・・・・就就就就労支援労支援労支援労支援やややや奨学支援奨学支援奨学支援奨学支援のののの拡充拡充拡充拡充などなどなどなど、、、、貧困貧困貧困貧困からのからのからのからの脱却脱却脱却脱却にににに向向向向
けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現現現現状状状状とととと子子子子どもどもどもども貧困貧困貧困貧困対対対対策策策策推進法推進法推進法推進法にににに基基基基づづづづくくくく県県県県のののの対対対対策計画策計画策計画策計画のののの策定策定策定策定についてについてについてについて、、、、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やややや保育保育保育保育所所所所にににに通通通通うううう園児園児園児園児のののの幼児幼児幼児幼児無無無無償化償化償化償化についてについてについてについて、、、、無無無無償化償化償化償化のののの対対対対象象象象世世世世帯帯帯帯とととと支援支援支援支援のののの内内内内容容容容、、、、
本県本県本県本県ににににおおおおけるけるけるける対対対対象象象象世世世世帯数帯数帯数帯数等等等等支援状況支援状況支援状況支援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)))) 認認認認可保育可保育可保育可保育所所所所にににに入入入入所所所所ででででききききなかったなかったなかったなかった児童児童児童児童のののの集計集計集計集計についてについてについてについて、、、、国基国基国基国基準準準準でででで保護保護保護保護者者者者がががが育児休育児休育児休育児休職中職中職中職中のののの
場場場場合合合合にはにはにはには集計集計集計集計にににに加加加加えるかはえるかはえるかはえるかは自治体自治体自治体自治体のののの判断判断判断判断にににに任任任任されているがされているがされているがされているが、、、、本県本県本県本県のののの場場場場合合合合はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなってい
るかるかるかるか。。。。そのそのそのその場場場場合合合合、、、、隠隠隠隠れれれれ待機児童待機児童待機児童待機児童とととと言言言言われるわれるわれるわれる児童数児童数児童数児童数はははは把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 地方地方地方地方創創創創生生生生についてについてについてについて

((((1111)))) 都道都道都道都道府県府県府県府県やややや市町村区市町村区市町村区市町村区にににに対対対対しししし、、、、地方地方地方地方創創創創生生生生にににに係係係係るるるる地方地方地方地方版戦略版戦略版戦略版戦略のののの策定策定策定策定についてについてについてについて、、、、本県本県本県本県のののの取取取取りりりり
組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 地方地方地方地方創創創創生生生生がががが出出出出ててててききききたたたた背景背景背景背景とこれまでのとこれまでのとこれまでのとこれまでの地地地地域活性化域活性化域活性化域活性化とはとはとはとは何何何何がどのようにがどのようにがどのようにがどのように違違違違うのかうのかうのかうのか。。。。またまたまたまた、、、、新新新新
型交付金型交付金型交付金型交付金とととと一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの関連関連関連関連についてについてについてについて、、、、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)))) 政府政府政府政府はははは、、、、地方地方地方地方創創創創生生生生をををを目指目指目指目指すすすす上上上上でででで地方地方地方地方がががが主主主主役役役役となりとなりとなりとなり、、、、地地地地域域域域特特特特性性性性にににに応応応応じたじたじたじた地方地方地方地方をををを創創創創生生生生するとするとするとすると
してしてしてしておおおおりりりり、、、、そのためそのためそのためそのため情情情情報報報報支援支援支援支援やややや人人人人材材材材支援支援支援支援、、、、財政財政財政財政支援支援支援支援をををを行行行行うとしているうとしているうとしているうとしている。。。。県県県県としてとしてとしてとして、、、、地方地方地方地方創創創創生生生生
にににに沿沿沿沿ったったったった切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない施策施策施策施策をををを展展展展開開開開するためのするためのするためのするための将来将来将来将来展展展展望望望望をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図っているかっているかっているかっているか、、、、伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((4444)))) 政府政府政府政府はははは、、、、地方地方地方地方創創創創生生生生にににに関関関関しししし、、、、まちまちまちまち・ひ・ひ・ひ・ひとととと・・・・ししししごごごごとととと創創創創生事業生事業生事業生事業をををを推進推進推進推進するとしているがするとしているがするとしているがするとしているが、、、、本県本県本県本県としてとしてとしてとして
活用活用活用活用をををを検討検討検討検討しているしているしているしてい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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 教教教教育育育育・・・・文文文文化化化化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)))) 2015201520152015年度年度年度年度のののの全全全全国国国国学学学学力力力力テテテテストストストストでででで本県本県本県本県はははは、、、、小小小小学学学学生生生生はははは全全全全国国国国20202020位位位位にににに上昇上昇上昇上昇したがしたがしたがしたが、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながら中中中中学学学学
生生生生はははは全全全全国国国国とのとのとのとの差差差差はははは縮縮縮縮んんんんでいるもののでいるもののでいるもののでいるものの、、、、ななななおおおお最最最最下下下下位位位位となっているとなっているとなっているとなっている。。。。どのようにどのようにどのようにどのように分分分分析析析析しししし今後今後今後今後にににに
生生生生かしていくかかしていくかかしていくかかしていくか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) いじめのいじめのいじめのいじめ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、、、、またしてもまたしてもまたしてもまたしても自自自自殺殺殺殺までまでまでまで追追追追いいいい込込込込まれるまれるまれるまれる事事事事態態態態もももも起起起起ききききているているているている。。。。いじめはいじめはいじめはいじめは、、、、でででで
ききききるるるるだだだだけけけけ早早早早くそのくそのくそのくその芽芽芽芽をををを断断断断つことがつことがつことがつことが最最最最もももも重重重重要要要要であるがであるがであるがであるが、、、、本県本県本県本県ににににおおおおけるけるけるける状況状況状況状況といじめといじめといじめといじめ防防防防止対止対止対止対策策策策
推進法推進法推進法推進法にににに基基基基づづづづくくくく対対対対策策策策をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図っているかっているかっているかっているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県内県内県内県内小小小小中中中中校校校校でのでのでのでの不登不登不登不登校率校率校率校率ががががふふふふえるえるえるえる傾傾傾傾向向向向にあるようにあるようにあるようにあるようだだだだがががが、、、、全全全全国国国国とのとのとのとの比較比較比較比較とととと本県本県本県本県特有特有特有特有のののの要要要要因因因因
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があるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 学学学学校校校校ににににおおおおけるけるけるける部部部部活活活活動動動動についてについてについてについて、、、、学学学学業業業業とのとのとのとの関係関係関係関係がががが指指指指摘摘摘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、、、、県内県内県内県内学学学学校校校校ににににおおおおけるけるけるける部部部部
活活活活動動動動のののの現現現現状状状状とととと部部部部活活活活動動動動のののの必必必必要要要要性性性性、、、、学学学学業業業業とのとのとのとの両両両両立立立立をいかにをいかにをいかにをいかに図図図図っているかっているかっているかっているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 県立県立県立県立芸術芸術芸術芸術大大大大学学学学ににににおおおおいていていていて、、、、琉球舞踊琉球舞踊琉球舞踊琉球舞踊やややや組組組組踊踊踊踊などのなどのなどのなどの後後後後継継継継者者者者のののの育成育成育成育成をををを図図図図りりりり、、、、本県本県本県本県のののの伝伝伝伝統統統統文文文文化化化化
のののの継継継継承承承承・・・・発展発展発展発展にににに努努努努めているがめているがめているがめているが、、、、これらこれらこれらこれら卒卒卒卒業生業生業生業生のののの出出出出口口口口問題問題問題問題としてとしてとしてとして就職就職就職就職状況状況状況状況はどうなっているはどうなっているはどうなっているはどうなっている
かかかか、、、、県立県立県立県立芸芸芸芸大大大大とととと県県県県とのとのとのとの連連連連携携携携はどのようになされているかはどのようになされているかはどのようになされているかはどのようになされているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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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7777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))))

09090909月月月月30303030    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 砂川砂川砂川砂川　　　　利勝利勝利勝利勝（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長関係部長関係部長関係部長

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

1111 尖尖尖尖閣閣閣閣諸諸諸諸島島島島周周周周辺辺辺辺海海海海域域域域のののの安安安安全確保全確保全確保全確保についてについてについてについて

((((1111)))) 尖尖尖尖閣閣閣閣諸諸諸諸島島島島をめをめをめをめぐぐぐぐりりりり中国公中国公中国公中国公船船船船によるによるによるによる領海領海領海領海侵侵侵侵犯犯犯犯がががが常態常態常態常態化化化化しているしているしているしている中中中中、、、、尖尖尖尖閣閣閣閣諸諸諸諸島島島島をををを所所所所管管管管するするするする沖沖沖沖
縄県知事縄県知事縄県知事縄県知事としてとしてとしてとして、、、、どのようなどのようなどのようなどのような対応対応対応対応がでがでがでができきききるかるかるかるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、尖尖尖尖閣閣閣閣でででで小競小競小競小競りりりり合合合合いがあるといがあるといがあるといがあると石垣石垣石垣石垣へのへのへのへの観光客観光客観光客観光客がががが減減減減少少少少しししし、、、、米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの存在存在存在存在がががが沖沖沖沖
縄縄縄縄のののの危危危危険険険険性性性性につながるとにつながるとにつながるとにつながると述述述述べべべべているがているがているがているが、、、、知事知事知事知事はははは我我我我がががが国国国国周周周周辺辺辺辺のののの脅威脅威脅威脅威をどうをどうをどうをどう認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか、、、、
米軍米軍米軍米軍がががが沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから撤退撤退撤退撤退すればすればすればすれば沖縄沖縄沖縄沖縄はははは安安安安全全全全というというというという意意意意味味味味かかかか、、、、またまたまたまた、、、、安安安安全保全保全保全保障障障障法制法制法制法制のののの制制制制定定定定はははは我我我我がががが
国国国国のののの離離離離島島島島防衛防衛防衛防衛にににに大大大大ききききなななな役役役役割割割割をををを果果果果たすとたすとたすとたす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。。。。

((((3333)))) 尖尖尖尖閣閣閣閣諸諸諸諸島島島島周周周周辺辺辺辺水域水域水域水域はははは、、、、本県本県本県本県ののののマグロマグロマグロマグロ漁漁漁漁のののの重重重重要要要要なななな漁漁漁漁場場場場であるがであるがであるがであるが、、、、中国中国中国中国のののの監監監監視視視視船船船船がががが頻繁頻繁頻繁頻繁にににに
航航航航行行行行するするするする中中中中、、、、不不不不測測測測のののの事事事事態態態態をををを避避避避けるためけるためけるためけるため出出出出漁漁漁漁をををを避避避避けることがけることがけることがけることが多多多多いということいということいということいということだだだだがががが、、、、安安安安全全全全操操操操業業業業
にににに向向向向けたけたけたけた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をみをみをみ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)))) 本県本県本県本県にににに寄寄寄寄港港港港するするするするクルクルクルクルーーーーズズズズ船船船船はははは急急急急増増増増しているようしているようしているようしているようだだだだがががが、、、、那覇港那覇港那覇港那覇港ではではではでは岸壁岸壁岸壁岸壁不不不不足足足足でででで寄寄寄寄港港港港をををを44443333件件件件
もももも断断断断ったというったというったというったという。。。。県内県内県内県内のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制がががが追追追追いついていないよういついていないよういついていないよういついていないようだだだだがががが、、、、現現現現状状状状とととと対対対対策策策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宿泊宿泊宿泊宿泊施施施施設設設設はははは、、、、過去最多過去最多過去最多過去最多となったようとなったようとなったようとなったようだだだだがががが、、、、都市都市都市都市部部部部ややややリリリリゾゾゾゾーーーートトトト地地地地区区区区、、、、地地地地域域域域によりによりによりにより偏偏偏偏在在在在はははは
ないかないかないかないか、、、、宿泊希宿泊希宿泊希宿泊希望望望望者者者者とととと施施施施設設設設側側側側とととと価価価価格格格格設設設設定定定定ででででミミミミススススママママッッッッチチチチはないかはないかはないかはないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 外外外外国人国人国人国人観光客観光客観光客観光客のののの増増増増加加加加でででで県内県内県内県内ににににおおおおけるけるけるける通通通通訳訳訳訳ガガガガイドイドイドイドのののの不不不不足足足足がががが指指指指摘摘摘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育成育成育成育成
にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組み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。。。。

((((4444)))) 2014201420142014年度年度年度年度のののの観光観光観光観光収収収収入入入入についてについてについてについて、、、、増増増増加加加加したしたしたした要要要要因因因因とそのとそのとそのとその内内内内訳訳訳訳、、、、またまたまたまた、、、、１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの消消消消費費費費額額額額とととと平平平平
均滞均滞均滞均滞在日在日在日在日数数数数についてについてについてについて、、、、県県県県のののの目指目指目指目指すすすす観光観光観光観光収収収収入入入入1111兆兆兆兆円円円円達達達達成成成成にににに向向向向けけけけ、、、、今後今後今後今後さらなるさらなるさらなるさらなる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)))) 本県本県本県本県のののの離離離離島島島島のののの魅力魅力魅力魅力をををを生生生生かしたかしたかしたかした離離離離島島島島観光観光観光観光をどのようにをどのようにをどのようにをどのように推進推進推進推進するかするかするかするか、、、、県県県県のののの基本基本基本基本的的的的なななな考考考考ええええ方方方方をををを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行のののの受受受受けけけけ入入入入れでれでれでれで、、、、地地地地域域域域とのとのとのとの交交交交流流流流やややや体体体体験験験験にににに特特特特化化化化したしたしたした民民民民泊泊泊泊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、、、、離離離離島島島島
ににににおおおおけるけるけるける受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制体制体制体制のののの現現現現状状状状とととと今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを強強強強化化化化していくかしていくかしていくかしていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 豪華客船豪華客船豪華客船豪華客船ででででププププラララライイイイベベベベーーーートトトトヨヨヨヨッッッットトトトであるであるであるであるススススーーーーパパパパーーーーヨヨヨヨッッッットトトトについてについてについてについて、、、、そのそのそのその経済経済経済経済効効効効果果果果がががが大大大大ききききいことかいことかいことかいことか
らららら世界中世界中世界中世界中ののののリリリリゾゾゾゾーーーートトトト地地地地でででで誘致誘致誘致誘致がががが進進進進められているめられているめられているめられている。。。。富裕層誘致富裕層誘致富裕層誘致富裕層誘致をををを進進進進めるめるめるめる本県本県本県本県ににににおおおおいてもいてもいてもいても国国国国際際際際
観光観光観光観光イイイイノベノベノベノベーシーシーシーショョョョンンンン特特特特区区区区をををを生生生生かしかしかしかし、、、、離離離離島島島島観光観光観光観光のののの活性化活性化活性化活性化のののの観観観観点点点点からからからから八重山八重山八重山八重山へのへのへのへの誘致誘致誘致誘致についについについについ
てててて、、、、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 離離離離島島島島・・・・過過過過疎疎疎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)))) 離離離離島島島島地地地地域域域域のののの農農農農水産水産水産水産物物物物やややや特特特特産産産産品品品品等等等等のののの販売販売販売販売促促促促進進進進・・・・販売網販売網販売網販売網のののの整備整備整備整備はははは、、、、離離離離島島島島地地地地域域域域ににににおおおおけるけるけるける農農農農産産産産
業業業業のののの活性化活性化活性化活性化やややや若若若若者者者者のののの定定定定住等住等住等住等をををを図図図図るるるる上上上上でででで重重重重要要要要であるがであるがであるがであるが、、、、離離離離島島島島ゆえのゆえのゆえのゆえの不利性不利性不利性不利性やややや財政財政財政財政面面面面でのでのでのでの
制約制約制約制約などでなどでなどでなどで厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。県県県県としてとしてとしてとして、、、、どのようなどのようなどのようなどのような支援支援支援支援をををを行行行行っているかっているかっているかっているか、、、、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いいい
たいたいたいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県がががが実施実施実施実施しているしているしているしている離離離離島島島島生生生生活活活活コストコストコストコスト事業事業事業事業はははは、、、、小小小小規模規模規模規模離離離離島島島島住民住民住民住民のののの生生生生活活活活コストコストコストコストのののの低低低低減減減減にににに貢献貢献貢献貢献してしてしてして
いるがいるがいるがいるが、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる拡拡拡拡大大大大もももも必必必必要要要要であるであるであるである。。。。今後今後今後今後のののの計画計画計画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。。。。

((((3333)))) 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離離離離島計画島計画島計画島計画はははは、、、、住住住住みよくみよくみよくみよく魅力魅力魅力魅力あるあるあるある島島島島づづづづくりをくりをくりをくりを目指目指目指目指しししし、、、、平成平成平成平成24242424年度年度年度年度からからからから
33333333年度年度年度年度までのまでのまでのまでの10101010年計画年計画年計画年計画となっているとなっているとなっているとなっている。。。。そのそのそのその中中中中でででで離離離離島島島島のののの特色特色特色特色をををを生生生生かしたかしたかしたかした産産産産業業業業振興振興振興振興とととと新新新新たなたなたなたな
展展展展開開開開についてについてについてについて、、、、具具具具体体体体的的的的なななな施策施策施策施策展展展展開開開開をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図るかるかるかるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 小小小小規模規模規模規模離離離離島島島島ににににおおおおけるけるけるける深刻深刻深刻深刻化化化化するするするする人人人人口口口口減減減減少少少少やややや高高高高齢齢齢齢化化化化にににに対対対対するするするする対応対応対応対応がががが喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課課課課題題題題となってとなってとなってとなって
いるいるいるいる中中中中、、、、離離離離島島島島農農農農水産水産水産水産業業業業のののの活性化活性化活性化活性化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、定定定定住住住住促促促促進進進進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をみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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4444 農林農林農林農林水産水産水産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)))) 台台台台風風風風11113333号及号及号及号及びびびび15151515号号号号によりによりによりにより、、、、特特特特にににに離離離離島島島島ににににおおおおいていていていて農林農林農林農林水産水産水産水産関係関係関係関係にににに深刻深刻深刻深刻なななな被被被被害害害害がががが出出出出ているがているがているがているが、、、、
被被被被害害害害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対対対策策策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)))) 本県本県本県本県のののの糖糖糖糖業業業業はははは、、、、ササササトトトトウウウウキビキビキビキビのののの生生生生産産産産のののの減減減減少少少少、、、、操操操操業業業業率率率率のののの低下低下低下低下でででで球陽製糖球陽製糖球陽製糖球陽製糖とととと翔翔翔翔南南南南製糖製糖製糖製糖がががが合合合合併併併併すすすす
るなどるなどるなどるなど厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。基基基基幹幹幹幹作作作作物物物物としてのとしてのとしてのとしてのササササトトトトウウウウキビキビキビキビ生生生生産産産産をいかにをいかにをいかにをいかに守守守守るかるかるかるか、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ
をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交交交交渉渉渉渉はははは、、、、大大大大詰詰詰詰めをめをめをめを迎迎迎迎えながらえながらえながらえながら最最最最終終終終合意合意合意合意にににに至至至至らずらずらずらず、、、、協協協協議議議議がががが難航難航難航難航しているようしているようしているようしているようだだだだがががが、、、、本県本県本県本県
にににに関係関係関係関係するするするする農農農農業分野業分野業分野業分野５５５５品品品品目目目目についてについてについてについて、、、、交交交交渉渉渉渉のののの経緯経緯経緯経緯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、、、、県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように把把把把
握握握握しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 我我我我がががが国国国国のののの食料食料食料食料自自自自給給給給率率率率はははは、、、、５５５５年年年年連連連連続続続続39393939％％％％とととと伸伸伸伸びびびびがなくがなくがなくがなく、、、、目目目目標標標標もももも45454545％％％％にににに引引引引きききき下下下下げられたげられたげられたげられた。。。。本県本県本県本県
ににににおおおおけるけるけるける自自自自給給給給率率率率のののの目目目目標標標標とととと向向向向上上上上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。。。。

((((5555)))) 日日日日台台台台漁漁漁漁業業業業協定協定協定協定対対対対象水域象水域象水域象水域ににににおおおおけるけるけるける県内県内県内県内漁船漁船漁船漁船のののの操操操操業業業業状況状況状況状況とさらなるとさらなるとさらなるとさらなる操操操操業業業業ルルルルーーーールルルルのののの改改改改善善善善につにつにつにつ
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)))) 本県本県本県本県周周周周辺辺辺辺海海海海域域域域ににににおおおおけるけるけるける中国中国中国中国漁船漁船漁船漁船によるによるによるによるササササンンンンゴゴゴゴのののの密漁密漁密漁密漁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国国国国によるによるによるによる被被被被害害害害状況状況状況状況
等等等等ののの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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 泊漁泊漁泊漁泊漁港港港港及及及及びびびび糸糸糸糸満満満満漁漁漁漁港港港港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、、、、両漁両漁両漁両漁港港港港のののの位置位置位置位置づづづづけをけをけをけを明明明明確確確確にしにしにしにし、、、、水産水産水産水産物流物流物流物流通通通通体制体制体制体制
のののの確確確確立立立立をををを図図図図るためのるためのるためのるための流流流流通通通通加工加工加工加工施施施施設等関連設等関連設等関連設等関連施施施施設設設設のののの整備整備整備整備のののの進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況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)))) 災災災災害害害害緊急緊急緊急緊急対対対対策策策策にににに伴伴伴伴うううう緊急輸緊急輸緊急輸緊急輸送送送送道路道路道路道路でのでのでのでの電柱電柱電柱電柱設置設置設置設置のののの禁禁禁禁止止止止やややや景景景景観維観維観維観維持持持持のののの観観観観点点点点からからからから無無無無電柱電柱電柱電柱
化化化化のののの推進推進推進推進がががが求求求求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、、、、現現現現状状状状とととと今後今後今後今後のののの推進推進推進推進計画計画計画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。。。。

((((2222)))) 国発国発国発国発注注注注のののの公公公公共共共共工事工事工事工事、、、、米軍発米軍発米軍発米軍発注注注注工事工事工事工事にににに県内県内県内県内企企企企業業業業のののの参参参参加要加要加要加要件件件件のののの緩和緩和緩和緩和等等等等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
組組組組みみみみ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)))) 県県県県はははは、、、、伊伊伊伊平平平平屋屋屋屋島島島島とととと伊是伊是伊是伊是名名名名島島島島をををを結結結結ぶぶぶぶ架橋架橋架橋架橋のののの整備整備整備整備にににに向向向向けけけけ検討検討検討検討をををを開開開開始始始始したということしたということしたということしたということだだだだがががが、、、、同同同同事事事事
業業業業についてはについてはについてはについては両両両両村村村村がががが50505050年年年年前前前前からからからから要要要要請請請請していたものであるしていたものであるしていたものであるしていたものである。。。。2011201120112011年度調査年度調査年度調査年度調査結結結結果果果果のののの概概概概要要要要とととと事事事事
業業業業化化化化にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの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をみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 伊伊伊伊平平平平屋屋屋屋空港空港空港空港のののの整備整備整備整備のののの概概概概要要要要とととと2021202120212021年度開港年度開港年度開港年度開港にににに向向向向けたけたけたけた作業作業作業作業のののの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。。。。

6666 地地地地域域域域福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療のののの充実充実充実充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

((((1111)))) 北北北北部地部地部地部地域域域域ににににおおおおけるけるけるける医療提医療提医療提医療提供供供供体制体制体制体制のののの整備整備整備整備をををを図図図図るためるためるためるため、、、、県立県立県立県立病院病院病院病院とととと北北北北部地部地部地部地区区区区医師医師医師医師会会会会病院病院病院病院のののの
統合統合統合統合再編再編再編再編についてについてについてについて、、、、現在現在現在現在検討検討検討検討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、、、、進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況とととと県県県県のののの基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢についてについてについてについて伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県立県立県立県立病院病院病院病院ににににおおおおけるけるけるける７７７７対対対対１１１１看看看看護護護護体制体制体制体制のののの導導導導入入入入についてのについてのについてのについての県県県県のののの基本方基本方基本方基本方針針針針とととと北北北北部部部部、、、、宮宮宮宮古古古古、、、、八重山八重山八重山八重山
病院病院病院病院ににににおおおおけるけるけるける導導導導入状況入状況入状況入状況についてについてについてについて、、、、またまたまたまた、、、、看看看看護護護護師師師師増増増増員員員員にににに伴伴伴伴いいいい費費費費用用用用負担負担負担負担がががが恒常恒常恒常恒常化化化化するというするというするというするという
課課課課題題題題にどうにどうにどうにどう対応対応対応対応するかするかするかするか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 国国国国ににににおおおおいていていていて、、、、医療医療医療医療制制制制度改革度改革度改革度改革もありもありもありもあり、、、、一一一一般病床般病床般病床般病床のののの機能機能機能機能分分分分化化化化のののの推進推進推進推進とあわせとあわせとあわせとあわせ７７７７対対対対１１１１看看看看護護護護体制体制体制体制
のののの導導導導入入入入のありのありのありのあり方方方方やややや要要要要件件件件のののの厳格厳格厳格厳格化化化化、、、、病床病床病床病床数数数数のののの削削削削減減減減がががが議議議議論論論論されているようされているようされているようされているようだだだだがががが、、、、本県本県本県本県ににににおおおおけるけるけるける
導導導導入入入入にににに与与与与えるえるえるえる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。。。。

((((4444)))) 観光観光観光観光立県立県立県立県であるであるであるである本県本県本県本県ににににおおおおいていていていて、、、、外外外外国人国人国人国人観光客観光客観光客観光客のののの増増増増加加加加にににに対応対応対応対応するするするする医療医療医療医療面面面面のののの体制体制体制体制整備整備整備整備がががが求求求求
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、、、、医療医療医療医療通通通通訳訳訳訳のののの確保確保確保確保やややや育成育成育成育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をみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 介介介介護保護保護保護保険料険料険料険料がががが全全全全国国国国平平平平均均均均よりよりよりより本県本県本県本県はははは高額高額高額高額となっているとなっているとなっているとなっている中中中中、、、、介介介介護護護護がががが必必必必要要要要なななな高高高高齢齢齢齢者者者者ははははふふふふええええ続続続続けけけけ
ているようているようているようているようだだだだがががが、、、、本県本県本県本県ににににおおおおけるけるけるける状況状況状況状況とととと介介介介護施護施護施護施設設設設やややや職員職員職員職員についてはについてはについてはについては、、、、適正適正適正適正なななな状況状況状況状況にあるかにあるかにあるかにあるか伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 厚厚厚厚生生生生労働労働労働労働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、、、、自治体自治体自治体自治体にににに届届届届けけけけ出出出出をしていないをしていないをしていないをしていない有料老有料老有料老有料老人人人人ホホホホームがームがームがームが、、、、本県本県本県本県はははは全全全全
国国国国でででで５５５５番番番番目目目目にににに多多多多いということいということいということいということだだだだがががが、、、、そのそのそのその理理理理由由由由とととと県県県県のののの対応対応対応対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。。。。

((((7777)))) 本県本県本県本県ににににおおおおけるけるけるける知知知知的障的障的障的障害害害害児児児児をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる特別特別特別特別支援学支援学支援学支援学校校校校のののの設置設置設置設置状況状況状況状況とととと生生生生徒徒徒徒数数数数についてについてについてについて、、、、まままま
たたたた、、、、県県県県教教教教育育育育長長長長はははは那覇市那覇市那覇市那覇市へへへへ特別特別特別特別支援学支援学支援学支援学校校校校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要要要要請請請請をををを受受受受けたがけたがけたがけたが、、、、どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり
組組組組むかむかむかむか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 本県本県本県本県のののの知知知知的障的障的障的障害害害害児児児児をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる特別特別特別特別支援学支援学支援学支援学校校校校がががが那覇市那覇市那覇市那覇市になくになくになくになく、、、、市市市市外外外外のののの支援学支援学支援学支援学校校校校にににに通学通学通学通学
せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得ずずずず、、、、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒やややや保護保護保護保護者者者者のののの負担負担負担負担はははは想像想像想像想像以以以以上上上上であるであるであるである。。。。知事知事知事知事はははは、、、、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掲掲掲掲
げげげげ、、、、全全全全てのてのてのての人々人々人々人々がががが尊重尊重尊重尊重されるされるされるされる社社社社会会会会をををを目指目指目指目指すとしてすとしてすとしてすとしておおおおりりりり、、、、特別特別特別特別支援学支援学支援学支援学校校校校のののの那覇市那覇市那覇市那覇市へのへのへのへ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、、、、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。。。。
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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7777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))))

09090909月月月月30303030    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 新里新里新里新里　　　　米吉米吉米吉米吉（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 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についてンについてンについてンについて

ｱｱｱｱ 「「「「はじめにはじめにはじめにはじめに」」」」のののの中中中中にににに「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄はははは軍事軍事軍事軍事面面面面でのでのでのでの安安安安全保全保全保全保障障障障ではなくではなくではなくではなく、、、、幅幅幅幅広広広広いいいい分野分野分野分野ににににおおおおいていていていて我我我我がががが国国国国
ととととアアアアジジジジア・ア・ア・ア・太太太太平平平平洋洋洋洋地地地地域域域域とのとのとのとの交交交交流流流流やややや信頼信頼信頼信頼関係関係関係関係のののの構築構築構築構築などなどなどなど積積積積極極極極的的的的なななな役役役役割割割割をををを担担担担うことがでうことがでうことがでうことができきききるとるとるとると
考考考考えるえるえるえる。。。。」」」」（（（（１１１１ペペペページージージージ））））についてについてについてについて知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 目指目指目指目指すすすすべきべきべきべき将来像将来像将来像将来像にににに「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの自自自自然然然然はははは、、、、天天天天賦賦賦賦のののの貴貴貴貴重重重重なななな財財財財産産産産であることをであることをであることをであることを認識認識認識認識しししし、、、、豊豊豊豊かなかなかなかな自自自自
然然然然をををを守守守守りりりり育育育育みながらみながらみながらみながら、、、、持持持持続続続続的的的的発展発展発展発展をををを志志志志向向向向するするするする」」」」（（（（６６６６ペペペページージージージ））））「「「「・・・・・・・・・・・・世界世界世界世界にににに誇誇誇誇るるるる豊豊豊豊かなかなかなかな自自自自然然然然環環環環
境境境境をををを劣劣劣劣化化化化させることなくさせることなくさせることなくさせることなく次次次次世代世代世代世代にににに引引引引きききき継継継継いでいくいでいくいでいくいでいく取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを、、、、県民県民県民県民全全全全体体体体でででで推進推進推進推進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るめられているめられているめられている。。。。」」」」（（（（６６６６ペペペページージージージ））））とととと明明明明記記記記しているしているしているしている。。。。将来像将来像将来像将来像からからからから考考考考えるとえるとえるとえると新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設のためにのためにのためにのために
天天天天賦賦賦賦のののの貴貴貴貴重重重重なななな財財財財産産産産であるであるであるである辺野古辺野古辺野古辺野古沿岸沿岸沿岸沿岸部部部部、、、、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があってはならないとてることがあってはならないとてることがあってはならないとてることがあってはならないと
考考考考えるえるえるえる。。。。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いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄ににににおおおおけるけるけるける米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの存在存在存在存在はははは、、、、長期長期長期長期にわたりにわたりにわたりにわたり望望望望ましいましいましいましい都市都市都市都市形形形形成成成成やややや交通交通交通交通体体体体系系系系のののの整備整備整備整備、、、、
産産産産業基業基業基業基盤盤盤盤のののの整備整備整備整備などなどなどなど、、、、地地地地域域域域のののの振興開振興開振興開振興開発発発発をををを図図図図るるるる上上上上でででで大大大大ききききなななな障障障障害害害害となってとなってとなってとなってききききたがたがたがたが、、、、基地基地基地基地のののの返返返返
還還還還はははは遅遅遅遅々々々々としてとしてとしてとして進進進進まずまずまずまず、、、、過過過過重重重重なななな負担負担負担負担がががが続続続続いていていていてききききたことでたことでたことでたことで、、、、本本本本来来来来ならばならばならばならば得得得得られるられるられるられるべきべきべきべき県民県民県民県民のののの
生生生生活活活活上上上上のののの利利利利益益益益をををを失失失失いいいい続続続続けているけているけているけている。。。。」」」」（（（（11117777ペペペページージージージ））））「「「「・・・・・・・・・・・・早期早期早期早期返還返還返還返還とととと、、、、跡跡跡跡地地地地利用利用利用利用のののの推進推進推進推進はははは、、、、基基基基
地地地地をををを提提提提供供供供してしてしてしてききききたたたた国国国国のののの責務責務責務責務ににににおおおおいていていていて行行行行われなければならないわれなければならないわれなければならないわれなければならない。。。。」」」」（（（（11117777ペペペページージージージ））））についてについてについてについて知知知知
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たいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 「「「「東東東東アアアアジジジジア・ア・ア・ア・太太太太平平平平洋洋洋洋地地地地域域域域のののの十字十字十字十字路路路路にににに位置位置位置位置するするするする島島島島ししししょょょょ圏圏圏圏沖縄沖縄沖縄沖縄はははは、、、、歴史歴史歴史歴史的的的的にもにもにもにも交交交交流流流流のののの要所要所要所要所でででで
あるあるあるある。。。。沸騰沸騰沸騰沸騰するするするするアアアアジジジジアアアアののののダイダイダイダイナナナナミズミズミズミズムをムをムをムを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、アアアアジジジジアアアアののののゲゲゲゲーーーートトトトウウウウェェェェイイイイ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積積積積極極極極
的的的的にににに果果果果たすことによりたすことによりたすことによりたすことにより、、、、我我我我がががが国国国国経済経済経済経済をををを牽牽牽牽引引引引するするするする一一一一翼翼翼翼をををを担担担担うことがでうことがでうことがでうことができきききるるるる。。。。」」」」（（（（11119999ペペペページージージージ））））「「「「自自自自
由化由化由化由化、、、、アアアアジジジジアアアアへのへのへのへの経済経済経済経済的的的的シシシシフフフフトトトトをををを基基基基底底底底にしつつもにしつつもにしつつもにしつつも、、、、地地地地域域域域にににに負負負負のののの影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすすすす要要要要素素素素をををを排除排除排除排除
するするするする制制制制御御御御にもにもにもにも配慮配慮配慮配慮すすすすべきべきべきべきであるであるであるである。。。。県民県民県民県民のののの厚厚厚厚生生生生のののの最最最最大大大大化化化化をををを目指目指目指目指すすすす。。。。」」」」（（（（11119999ペペペページージージージ））））「「「「返還跡返還跡返還跡返還跡
地地地地のののの状況状況状況状況をみるとをみるとをみるとをみると、、、、那覇新都那覇新都那覇新都那覇新都心心心心地地地地区区区区、、、、小小小小禄禄禄禄金金金金城城城城地地地地区区区区などこれまでのなどこれまでのなどこれまでのなどこれまでの中中中中南南南南部部部部圏圏圏圏ににににおおおおけるけるけるける
返還跡返還跡返還跡返還跡地地地地利用利用利用利用はははは、、、、市市市市街街街街地地地地形形形形成成成成やややや経済活経済活経済活経済活動動動動にににに大大大大ききききななななププププララララススススのののの経済経済経済経済効効効効果果果果をもたらしているとをもたらしているとをもたらしているとをもたらしていると
のののの調査調査調査調査結結結結果果果果もももも発表発表発表発表されてされてされてされておおおおりりりり、、、、県県県県経済経済経済経済をををを牽牽牽牽引引引引するするするする活活活活発発発発なななな経済活経済活経済活経済活動動動動がががが展展展展開開開開されているされているされているされている。。。。」」」」
（（（（87878787ペペペページージージージ））））についてについてについてについて知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄はははは、、、、陸陸陸陸域域域域、、、、海海海海域域域域、、、、空域空域空域空域ともともともとも駐留駐留駐留駐留米軍米軍米軍米軍のののの制約制約制約制約をををを大大大大ききききくくくく受受受受けているけているけているけている。。。。特特特特にににに、、、、在日米軍在日米軍在日米軍在日米軍へへへへ
のののの基地基地基地基地提提提提供供供供はははは著著著著しいしいしいしい不不不不均均均均衡衡衡衡状状状状態態態態にありにありにありにあり、、、、同同同同時時時時にににに、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの新新新新たなたなたなたな発展発展発展発展にとってにとってにとってにとって重重重重大大大大なななな阻阻阻阻
害要害要害要害要因因因因となっているというとなっているというとなっているというとなっているという現現現現実実実実はははは直直直直視視視視されなければならないされなければならないされなければならないされなければならない。。。。我我我我がががが国国国国がががが全全全全国国国国的的的的にににに負担負担負担負担すすすす
べきべきべきべき「「「「安安安安全保全保全保全保障障障障」」」」のののの未未未未解決解決解決解決のののの課課課課題題題題としてとしてとしてとして、、、、負担負担負担負担のののの公公公公平平平平等等等等のののの適正適正適正適正化化化化をををを図図図図るるるる必必必必要要要要がありがありがありがあり、、、、このこのこのこの
問題問題問題問題はははは、、、、米軍米軍米軍米軍のののの運用運用運用運用やややや我我我我がががが国国国国のののの国国国国防防防防にににに関関関関わることからわることからわることからわることから、、、、国国国国がががが責任責任責任責任をもってをもってをもってをもって対応対応対応対応するするするするべきべきべきべき
であるであるであるである。。。。」」」」（（（（44444444ペペペページージージージ））））についてについてについてについて知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 「「「「公公公公的的的的支出支出支出支出のののの県県県県経済経済経済経済にににに占占占占めるめるめるめる割割割割合合合合をみるとをみるとをみるとをみると、、、、平成平成平成平成11118888年度年度年度年度のののの県民県民県民県民総総総総所所所所得得得得のののの３３３３兆兆兆兆9999555599992222億円億円億円億円
にににに対対対対してしてしてして、、、、政府政府政府政府最最最最終終終終消消消消費費費費支出支出支出支出とととと政府政府政府政府固定固定固定固定資資資資本本本本形形形形成成成成のののの合計合計合計合計でででで33335555....6666％％％％をををを占占占占めめめめ、、、、九州九州九州九州６６６６県県県県平平平平
均均均均33331111....6666％％％％とととと比較比較比較比較するとするとするとすると、、、、本県本県本県本県がががが４４４４ポポポポイイイインンンントトトト高高高高くなっているくなっているくなっているくなっている。。。。全全全全国国国国ではではではでは、、、、秋田秋田秋田秋田県県県県にににに次次次次いでいでいでいで構構構構
成成成成比比比比がががが高高高高いいいい順順順順にににに５５５５位位位位となっているとなっているとなっているとなっている。。。。またまたまたまた、、、、一一一一人当人当人当人当たりでみるとたりでみるとたりでみるとたりでみると、、、、14141414位位位位となってとなってとなってとなっておおおおりりりり、、、、全全全全国国国国とととと
比較比較比較比較してしてしてして突突突突出出出出してしてしてして高高高高いというわけではないいというわけではないいというわけではないいというわけではない。。。。」」」」（（（（87878787ペペペページージージージ））））についてについてについてについて知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

ｷｷｷｷ 人人人人口口口口増増増増加加加加がもたらすがもたらすがもたらすがもたらす2020202020202020年年年年までのまでのまでのまでの経済成経済成経済成経済成長長長長予予予予測測測測のののの中中中中でででで「「「「シンシンシンシンクタクタクタクタンンンンククククのののの調査調査調査調査によってもによってもによってもによっても、、、、
全全全全国国国国がががが人人人人口口口口減減減減少少少少にににに向向向向かうかうかうかう中中中中でででで、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの人人人人口口口口増増増増加加加加はははは、、、、大大大大ききききなななな強強強強みであることをみであることをみであることをみであることを示示示示していしていしていしてい
るるるる。。。。」」」」（（（（99991111ペペペページージージージ））））とととと述述述述べべべべていることについてていることについてていることについてていることについて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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 辺野古埋立承認取辺野古埋立承認取辺野古埋立承認取辺野古埋立承認取りりりり消消消消しについてしについてしについてしについて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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの国連国連国連国連演説演説演説演説にににに対対対対するするするする出出出出席席席席者等者等者等者等からのからのからのからの激励激励激励激励やややや反反反反応応応応、、、、及及及及びびびび海外海外海外海外メメメメディディディディアアアアのののの反反反反応応応応をををを
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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 歴歴歴歴代政権代政権代政権代政権がががが認認認認めなかっためなかっためなかっためなかった集集集集団団団団的的的的自自自自衛衛衛衛権権権権のののの行使行使行使行使をでをでをでをでききききるようにするるようにするるようにするるようにする安安安安全保全保全保全保障障障障関連法関連法関連法関連法案案案案につにつにつにつ
いてのいてのいてのいての国民世国民世国民世国民世論論論論はははは、、、、多多多多くのくのくのくの国民国民国民国民がががが憲憲憲憲法法法法違反違反違反違反、、、、圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的多数多数多数多数がががが慎慎慎慎重重重重審審審審議議議議をををを求求求求めてめてめてめてききききたたたた。。。。シーシーシーシー
ルルルルズズズズややややママママママママささささんんんん等等等等若若若若いいいい人人人人たちのたちのたちのたちの反反反反対行動対行動対行動対行動もももも広広広広がったがったがったがった。。。。政府政府政府政府・・・・自民自民自民自民党党党党はははは国民世国民世国民世国民世論論論論をををを反反反反映映映映
しししし、、、、「「「「丁寧丁寧丁寧丁寧なななな説説説説明明明明をしをしをしをし国民国民国民国民のののの理解理解理解理解をををを求求求求めるめるめるめる」」」」としてとしてとしてとしてききききたがたがたがたが、、、、国民国民国民国民のののの理解理解理解理解をををを得得得得ないままないままないままないまま採採採採決決決決をををを
強行強行強行強行したしたしたした。。。。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いたいいたいいたいいたい。。。。

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)))) 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、４４４４月月月月にににに中国中国中国中国とととと台湾台湾台湾台湾をををを訪訪訪訪問問問問されされされされ、、、、台湾台湾台湾台湾ではではではではトトトトッッッッププププセーセーセーセールスルスルスルスもされもされもされもされ多多多多くのくのくのくの成果成果成果成果もあもあもあもあ
りましたりましたりましたりました。。。。さらにさらにさらにさらに７７７７月月月月にはシンにはシンにはシンにはシンガガガガポーポーポーポールルルル、、、、８８８８月月月月にににに香香香香港港港港をををを訪訪訪訪問問問問されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、シンシンシンシンガガガガポーポーポーポールルルル、、、、香香香香
港港港港訪訪訪訪問問問問のののの目目目目的的的的とととと訪訪訪訪問問問問してのしてのしてのして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。。。。

((((2222)))) 昨昨昨昨年度年度年度年度のののの入域入域入域入域観光客観光客観光客観光客数実数実数実数実績績績績とととと今今今今年度年度年度年度のののの現現現現状状状状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

ｱｱｱｱ 2014201420142014年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成22226666年度年度年度年度））））のののの入域入域入域入域観光客観光客観光客観光客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たいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 2015201520152015年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成22227777年度年度年度年度））））のののの入域入域入域入域観光客観光客観光客観光客数数数数のののの現現現現状状状状についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 平成平成平成平成22227777年度年度年度年度のののの入域入域入域入域観光客観光客観光客観光客数数数数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

((((3333)))) 世界世界世界世界最最最最大大大大のののの航航航航空空空空会会会会社社社社商談商談商談商談会会会会「「「「ルルルルーーーーツツツツ・ア・ア・ア・アジジジジアアアア（（（（RoutesRoutesRoutesRoutes    AsiaAsiaAsiaAsia））））」」」」のののの2012012012017777年年年年沖縄沖縄沖縄沖縄開開開開催催催催についについについについ
てててて、、、、課課課課題題題題、、、、対応方対応方対応方対応方針針針針、、、、事業事業事業事業効効効効果果果果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。。。。

((((4444)))) 情情情情報報報報通通通通信信信信関連関連関連関連のののの中中中中ででででアアアアジジジジアアアア有有有有数数数数のののの国国国国際情際情際情際情報報報報通通通通信信信信ハブハブハブハブのののの形形形形成成成成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)))) 県県県県アアアアジジジジアアアア経済戦略経済戦略経済戦略経済戦略構想構想構想構想策定策定策定策定委員会委員会委員会委員会はははは「「「「国国国国際競際競際競際競争争争争力力力力のあるのあるのあるのある物流物流物流物流拠拠拠拠点点点点のののの形形形形成成成成」」」」などなどなどなど重重重重点点点点戦略戦略戦略戦略
やややや産産産産業業業業成成成成長長長長戦略戦略戦略戦略をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んんんんだだだだ構想構想構想構想をををを答答答答申申申申したとしたとしたとしたと報報報報道道道道されているされているされているされている。。。。主主主主なななな重重重重点点点点施策施策施策施策とととと実施実施実施実施にににに
向向向向けてのけてのけてのけての課課課課題題題題をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 中中中中城城城城湾港新港湾港新港湾港新港湾港新港地地地地区区区区へのへのへのへのクルクルクルクルーーーーズズズズ船寄船寄船寄船寄港港港港誘致誘致誘致誘致についてについてについてについて沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市、、、、うるまうるまうるまうるま市市市市、、、、北北北北中中中中城城城城村村村村がががが主体主体主体主体
になってになってになってになって「「「「中中中中城城城城港湾港湾港湾港湾のののの振興振興振興振興をををを考考考考えるえるえるえる会会会会」」」」がががが10101010月発月発月発月発足足足足するとのことであるするとのことであるするとのことであるするとのことである。。。。クルクルクルクルーーーーズズズズ船船船船のののの寄寄寄寄港港港港
がががが急急急急増増増増してしてしてして那覇港那覇港那覇港那覇港がががが過過過過密密密密状状状状態態態態になってになってになってになっておおおおりりりり、、、、中中中中城城城城湾港湾港湾港湾港をををを初初初初めめめめ他他他他のののの港湾港湾港湾港湾ももももクルクルクルクルーーーーズズズズ船寄船寄船寄船寄港港港港
地地地地としてとしてとしてとして検討検討検討検討することがすることがすることがすることが大大大大切切切切であるとであるとであるとであると考考考考えるえるえるえる。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 砂砂砂砂糖糖糖糖制制制制度度度度のののの堅堅堅堅持持持持及及及及びサびサびサびサトトトトウウウウキビキビキビキビ生生生生産振興産振興産振興産振興にににに関関関関するするするする下下下下記記記記のののの事事事事項項項項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。。。。

ｱｱｱｱ 甘甘甘甘味資味資味資味資源源源源作作作作物物物物交付金交付金交付金交付金のののの支援水準支援水準支援水準支援水準はははは生生生生産産産産者者者者がががが意意意意欲欲欲欲をををを持持持持ちちちち、、、、再再再再生生生生産可能産可能産可能産可能なななな水準水準水準水準となるようとなるようとなるようとなるよう
確保確保確保確保することすることすることすること。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄沖縄沖縄沖縄糖糖糖糖業業業業振興振興振興振興対対対対策策策策費費費費のののの拡充拡充拡充拡充強強強強化化化化をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。またまたまたまた、、、、老老老老朽朽朽朽化化化化のののの著著著著しいしいしいしい製製製製造造造造設設設設備備備備のののの整備整備整備整備やややや
維維維維持持持持にににに向向向向けけけけ、、、、継継継継続続続続的的的的なななな支援策支援策支援策支援策をををを講講講講ずることずることずることずること。。。。

ｳｳｳｳ 農農農農業業業業用機用機用機用機械械械械リリリリーーーースススス支援支援支援支援事業事業事業事業をををを維維維維持持持持継継継継続続続続することすることすることすること。。。。

ｴｴｴｴ ササササトトトトウウウウキビキビキビキビ生生生生産産産産者者者者のののの経営経営経営経営安安安安定定定定とととと再再再再生生生生産産産産をををを確保確保確保確保するためするためするためするため、、、、畑畑畑畑作作作作物物物物共済共済共済共済のののの加加加加入入入入率率率率向向向向上上上上政政政政策策策策
のののの一一一一環環環環としてとしてとしてとして農農農農家家家家掛掛掛掛金金金金負担負担負担負担のののの軽減軽減軽減軽減とととと、、、、加加加加入条件入条件入条件入条件のののの緩和緩和緩和緩和をするなどのをするなどのをするなどのをするなどの措置措置措置措置をををを国国国国へへへへ働働働働ききききかかかか
けることけることけることけること。。。。

((((8888)))) 与与与与那那那那原原原原、、、、西西西西原地原地原地原地区区区区へのへのへのへのＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ建建建建設決設決設決設決定定定定にににに与与与与那那那那原原原原町町町町、、、、西西西西原原原原町町町町をををを初初初初めめめめ周周周周辺辺辺辺町村町村町村町村のののの皆皆皆皆ささささんんんんがががが
喜喜喜喜んんんんでいますでいますでいますでいます。。。。ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ建建建建設設設設にににに向向向向けてけてけてけて県県県県庁庁庁庁内内内内のののの連連連連携携携携をををを強強強強化化化化するためのするためのするためのするための横横横横断断断断的的的的組組組組織織織織やややや関係関係関係関係
自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの協協協協議議議議機機機機関関関関がががが必必必必要要要要とととと考考考考えるえるえるえる。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 高江高江高江高江ののののヘリパヘリパヘリパヘリパッッッッドドドド建建建建設設設設（（（（オオオオスプスプスプスプレレレレイパイパイパイパッッッッドドドド））））とととと宮宮宮宮古古古古・・・・八重山八重山八重山八重山のののの新新新新たなたなたなたな自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊基地基地基地基地建建建建設設設設のののの動動動動きききき
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見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 米米米米カカカカリリリリフォフォフォフォルルルルニニニニアアアア州州州州ののののババババーーーーククククレレレレーーーー市市市市議会議会議会議会はははは、、、、９９９９月月月月15151515日日日日夜夜夜夜のののの本会議本会議本会議本会議でででで、、、、米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場
にににに伴伴伴伴うううう名名名名護市護市護市護市辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの新新新新基地基地基地基地建建建建設設設設にににに反反反反対対対対しししし、、、、県民県民県民県民とととと連連連連帯帯帯帯するするするする決議決議決議決議案案案案をををを全全全全会会会会一一一一致致致致でででで可可可可
決決決決したとしたとしたとしたと報報報報道道道道されたされたされたされた。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 集集集集中中中中協協協協議議議議でででで知事知事知事知事がががが述述述述べべべべられたられたられたられた下下下下記記記記のことについてのことについてのことについてのことについて説説説説明明明明をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｱｱｱｱ 戦戦戦戦後後後後、、、、住民住民住民住民がいないがいないがいないがいない間間間間にににに強制接収強制接収強制接収強制接収されてつくられたされてつくられたされてつくられたされてつくられた基地基地基地基地。。。。それがそれがそれがそれが問題問題問題問題のののの原点原点原点原点だだだだ。。。。

ｲｲｲｲ 基地問題基地問題基地問題基地問題ではではではでは魂魂魂魂のののの飢餓感飢餓感飢餓感飢餓感があるがあるがあるがある。。。。

ｳｳｳｳ 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場がががが世界世界世界世界一一一一危危危危険険険険だだだだからからからから代代代代替案替案替案替案をををを出出出出せというのはせというのはせというのはせというのは、、、、日本日本日本日本のののの政治政治政治政治のののの堕落堕落堕落堕落だだだだ。。。。

((((4444)))) ９９９９月月月月11119999日日日日夜夜夜夜からからからから20202020日日日日未未未未明明明明にかけてにかけてにかけてにかけて辺野古辺野古辺野古辺野古ののののキャキャキャキャンンンンプ・プ・プ・プ・シシシシュワブゲュワブゲュワブゲュワブゲーーーートトトト前前前前にににに約約約約20202020人人人人のののの集集集集団団団団がががが
襲撃襲撃襲撃襲撃しししし、、、、傷傷傷傷害害害害容容容容疑疑疑疑１１１１名名名名、、、、器器器器物物物物損損損損壊壊壊壊容容容容疑疑疑疑２２２２名名名名がががが逮捕逮捕逮捕逮捕されたされたされたされた。。。。このようなこのようなこのようなこのような暴暴暴暴力力力力行行行行為為為為はははは民主主民主主民主主民主主義義義義
とととと沖縄沖縄沖縄沖縄のののの民民民民意意意意にににに対対対対するするするする挑挑挑挑戦戦戦戦とととと言言言言わわわわざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない。。。。事事事事件件件件のののの概概概概要要要要説説説説明明明明とととと警察警察警察警察のののの対応対応対応対応にににに反反反反省省省省すすすす
べきべきべきべき点点点点がなかったかがなかったかがなかったかがなかったか本部長本部長本部長本部長にににに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7777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))))

09090909月月月月30303030    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 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 沖縄沖縄沖縄沖縄振興施策振興施策振興施策振興施策のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 内内内内閣閣閣閣府府府府はははは2012012012016666年度年度年度年度沖縄沖縄沖縄沖縄振興予算振興予算振興予算振興予算のののの概算概算概算概算要求要求要求要求額額額額をををを3333424242429999億円億円億円億円としとしとしとし、、、、県県県県のののの要要要要請請請請をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ
2015201520152015年度年度年度年度をををを99990000億円億円億円億円上上上上回回回回っているがっているがっているがっているが内内内内容容容容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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興特別特別特別特別推進推進推進推進交付金交付金交付金交付金についてはについてはについてはについては今今今今年度同額年度同額年度同額年度同額がががが要求要求要求要求されたがされたがされたがされたが、、、、執執執執行行行行率率率率のののの課課課課題題題題がががが指指指指摘摘摘摘
されているされているされているされている、、、、そのそのそのその改改改改善善善善にににに英英英英知知知知をををを結結結結集集集集しししし取取取取りりりり組組組組むむむむ必必必必要要要要があるがあるがあるがある。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 政府政府政府政府はははは名名名名護市護市護市護市のののの辺野古辺野古辺野古辺野古、、、、久志久志久志久志、、、、豊豊豊豊原原原原（（（（久久久久部部部部３３３３区区区区））））をををを対対対対象象象象にににに新新新新たなたなたなたな枠枠枠枠組組組組みのみのみのみの交付金創交付金創交付金創交付金創設設設設をををを
検討検討検討検討しているとしているがしているとしているがしているとしているがしているとしているが、、、、交付金交付金交付金交付金制制制制度度度度はははは地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体をををを対対対対象象象象としているものでありとしているものでありとしているものでありとしているものであり、、、、直直直直接接接接交交交交
付付付付はははは地方自治地方自治地方自治地方自治へのへのへのへの介介介介入入入入でありでありでありであり許許許許されるものではないされるものではないされるものではないされるものではない。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 教教教教育育育育・・・・文文文文化化化化のののの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)))) 学学学学力力力力向向向向上上上上対対対対策策策策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うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄独自沖縄独自沖縄独自沖縄独自のののの歴史歴史歴史歴史がががが育育育育んんんんででででききききたたたた文文文文化化化化のののの継継継継承承承承やややや伝伝伝伝統統統統芸芸芸芸能能能能のののの振興振興振興振興及及及及びびびび育成育成育成育成のののの取取取取りりりり組組組組みについみについみについみについ
てててて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 公立公立公立公立学学学学校校校校施施施施設設設設整備整備整備整備事業事業事業事業ににににおおおおけるけるけるける耐震耐震耐震耐震化化化化事業事業事業事業のののの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うううう。。。。

((((4444)))) 児童児童児童児童・・・・生生生生徒徒徒徒のののの体体体体力力力力・・・・運運運運動動動動能能能能力力力力のののの実実実実態及態及態及態及びびびび体体体体力力力力向向向向上上上上推進事業推進事業推進事業推進事業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。。。。

((((5555)))) 離離離離島児童島児童島児童島児童・・・・生生生生徒徒徒徒支援支援支援支援センセンセンセンタタタターーーー整備整備整備整備事業事業事業事業のののの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うううう。。。。

3333 子供子供子供子供・・・・生生生生活活活活・・・・福祉福祉福祉福祉のののの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)))) 総総総総務務務務省省省省はははは1111977977977977～～～～2012012012013333年年年年までまでまでまで毎毎毎毎年年年年、、、、「「「「全全全全国国国国戦戦戦戦災災災災史史史史実調査実調査実調査実調査報告報告報告報告書書書書」」」」をををを発発発発刊刊刊刊しているがしているがしているがしているが、、、、「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄
県県県県」」」」はははは調査調査調査調査対対対対象象象象からからからから外外外外されているされているされているされている。。。。調査調査調査調査のののの内内内内容容容容はははは「「「「空空空空襲襲襲襲」「」「」「」「学童学童学童学童疎疎疎疎開開開開」「」「」「」「孤孤孤孤児児児児のののの実実実実態態態態」「」「」「」「婦婦婦婦人人人人
のののの実実実実態態態態」」」」などなどなどなど毎毎毎毎年年年年テテテテーーーーママママがありがありがありがあり、、、、44446666都道都道都道都道府県府県府県府県のののの都道都道都道都道府県府県府県府県史史史史、、、、市町村市町村市町村市町村史史史史、、、、地方地方地方地方紙紙紙紙等等等等からさからさからさからさきききき
のののの大大大大戦戦戦戦にににに係係係係るるるる被被被被害害害害をまとめをまとめをまとめをまとめ、、、、またまたまたまた被被被被害害害害のののの大大大大ききききかったかったかったかった都市都市都市都市等等等等にはにはにはには調査調査調査調査員員員員をををを派派派派遣遣遣遣してしてしてして実実実実態態態態把把把把
握握握握をををを行行行行っているっているっているっている。。。。明明明明らかにらかにらかにらかに沖縄沖縄沖縄沖縄がががが復帰復帰復帰復帰したしたしたした後後後後にににに開開開開始始始始されたされたされたされた調査調査調査調査事業事業事業事業であるにもかかわらであるにもかかわらであるにもかかわらであるにもかかわら
ずずずず、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県だだだだけがけがけがけが対対対対象象象象外外外外となっているのはなぜかとなっているのはなぜかとなっているのはなぜかとなっているのはなぜか。。。。そのそのそのその理理理理由由由由とととと今後今後今後今後のののの県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「子子子子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困」」」」についてについてについてについて既既既既存存存存ののののデデデデーーーータタタタからからからから読読読読みみみみ取取取取れるれるれるれる本県本県本県本県のののの実実実実態態態態をををを伺伺伺伺うううう。。。。児童児童児童児童のいるのいるのいるのいる世世世世
帯帯帯帯のののの世世世世帯帯帯帯収収収収入入入入、、、、保育保育保育保育料料料料階階階階層層層層、、、、ひひひひとりとりとりとり親家庭親家庭親家庭親家庭のののの割割割割合合合合などなどなどなど全全全全国国国国平平平平均均均均とのとのとのとの比較比較比較比較ににににおおおおいていていていて子供子供子供子供をををを
取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく経済経済経済経済環境環境環境環境はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 実施実施実施実施中中中中ののののアアアアンンンンケケケケーーーートトトト調査調査調査調査（（（（子子子子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困））））はははは全全全全国国国国初初初初のののの取取取取りりりり組組組組みとしてもみとしてもみとしてもみとしても注注注注目目目目されされされされ、、、、本県本県本県本県のののの実実実実
態態態態をををを浮浮浮浮きききき彫彫彫彫りにするものとりにするものとりにするものとりにするものと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。調査調査調査調査結結結結果果果果はははは適切適切適切適切にににに「「「「貧困貧困貧困貧困対対対対策計画策計画策計画策計画」」」」にににに反反反反映映映映しししし、、、、対対対対策策策策
にににに生生生生かすかすかすかす必必必必要要要要があるがあるがあるがある。。。。進進進進めめめめ方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた貧困貧困貧困貧困対対対対策策策策をををを実施実施実施実施するするするする上上上上でででで県県県県のののの役役役役割割割割をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 待機児童待機児童待機児童待機児童対対対対策策策策のののの実実実実績績績績、、、、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 保保保保健健健健・・・・医療医療医療医療にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 県立県立県立県立病院病院病院病院ににににおおおおけるけるけるける救救救救急急急急・・・・高度高度高度高度医療医療医療医療ササササーーーービスビスビスビスのののの提提提提供供供供はははは医師及医師及医師及医師及びびびび看看看看護護護護師師師師等等等等、、、、医療医療医療医療従従従従事者事者事者事者のののの
安安安安定確保定確保定確保定確保がががが不可不可不可不可欠欠欠欠ですですですです。。。。特特特特にににに離離離離島島島島・・・・過過過過疎疎疎疎地地地地域域域域のののの診診診診療療療療所所所所などのなどのなどのなどの慢慢慢慢性性性性的的的的なななな医師医師医師医師不不不不足足足足にににに対対対対すすすす
るるる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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 平平平平均均均均寿命寿命寿命寿命日本日本日本日本一一一一をををを取取取取りりりり戻戻戻戻しししし健康健康健康健康・・・・長長長長寿寿寿寿おきおきおきおきなわのなわのなわのなわ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現現現現状状状状とととと課課課課題題題題、、、、今後今後今後今後のののの取取取取りりりり
組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 土土土土木木木木建建建建築築築築行政行政行政行政にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 国国国国・・・・県発県発県発県発注注注注公公公公共共共共工事工事工事工事にににに県内業者県内業者県内業者県内業者へのへのへのへの受注受注受注受注機機機機会会会会のののの拡拡拡拡大大大大がががが求求求求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
状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県発県発県発県発注注注注建建建建設工事設工事設工事設工事のののの最最最最低低低低制制制制限価限価限価限価格格格格のののの引引引引きききき上上上上げへのげへのげへのげへの見見見見直直直直しをしをしをしを県県県県建建建建設業設業設業設業審審審審議会議会議会議会にににに諮諮諮諮問問問問したとしたとしたとしたと
しているがしているがしているがしているが、、、、人人人人材材材材育成育成育成育成やややや経営経営経営経営基基基基盤盤盤盤のののの安安安安定確保定確保定確保定確保のののの点点点点ににににおおおおいてもいてもいてもいても期期期期待待待待されるされるされるされる、、、、そのそのそのその背景背景背景背景とととと内内内内
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容容容容についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 環境環境環境環境行政行政行政行政にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 外来外来外来外来種種種種対対対対策策策策事業事業事業事業がががが新規新規新規新規事業事業事業事業としてとしてとしてとして補補補補正正正正予算予算予算予算にににに計計計計上上上上があるががあるががあるががあるが内内内内容容容容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)))) 地地地地球球球球温暖温暖温暖温暖化化化化防防防防止対止対止対止対策策策策のののの推進推進推進推進やややや環境技環境技環境技環境技術術術術のののの革新革新革新革新をををを進進進進めめめめ、、、、温室温室温室温室効効効効果果果果ガガガガススススがががが最最最最大大大大限限限限にににに抑抑抑抑制制制制ささささ
れたれたれたれた環境環境環境環境モデモデモデモデルルルル地地地地域域域域のののの形形形形成成成成をををを目指目指目指目指すすすす、、、、「「「「低低低低炭素炭素炭素炭素島島島島ししししょょょょ社社社社会会会会」」」」をををを実実実実現現現現するためのするためのするためのするための取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに
ついてついてついてついて現現現現状状状状とととと課課課課題題題題、、、、今後今後今後今後のののの方向方向方向方向性性性性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 米軍飛行場米軍飛行場米軍飛行場米軍飛行場のののの戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機等等等等訓練訓練訓練訓練のののの激激激激化化化化やややや那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊機機機機のののの訓練回数訓練回数訓練回数訓練回数のののの増増増増加等加等加等加等によるによるによるによる
騒音騒音騒音騒音がががが生生生生活活活活環境環境環境環境にににに大大大大ききききくくくく影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼしているしているしているしている。。。。県県県県のののの騒音騒音騒音騒音測測測測定定定定のののの実実実実態態態態はどのようになっていはどのようになっていはどのようになっていはどのようになってい
るかるかるかるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地キャキャキャキャンンンンプ・キプ・キプ・キプ・キンンンンザザザザーーーー周周周周辺辺辺辺でででで捕獲捕獲捕獲捕獲されたされたされたされたハブハブハブハブのののの体内体内体内体内にににに有有有有害害害害物物物物質質質質ののののＰＰＰＰＣＢＣＢＣＢＣＢややややＤＤＤＤＤＤＤＤＴＴＴＴがががが
高高高高濃濃濃濃度度度度でででで蓄蓄蓄蓄積積積積されているされているされているされている例例例例があることががあることががあることががあることが名名名名桜桜桜桜大大大大とととと愛媛愛媛愛媛愛媛大大大大のののの研究研究研究研究ググググルルルルーーーーププププによってによってによってによって明明明明らかにらかにらかにらかに
なったとなったとなったとなったと報報報報道道道道があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県としてとしてとしてとして事事事事実確実確実確実確認認認認とととと詳細詳細詳細詳細なななな汚染汚染汚染汚染調査調査調査調査のののの実施実施実施実施をををを行行行行ううううべきべきべきべきとととと考考考考えるがえるがえるがえるが
どうかどうかどうかどうか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市ササササッカーッカーッカーッカー場場場場のののの環境汚染環境汚染環境汚染環境汚染問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄防衛防衛防衛防衛局局局局、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市でででで三者会議三者会議三者会議三者会議
をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、そのそのそのその中身中身中身中身をををを伺伺伺伺うううう。。。。あわせてあわせてあわせてあわせて住民住民住民住民説説説説明会明会明会明会のののの必必必必要要要要もあるもあるもあるもある。。。。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
うううう。。。。

((((6666)))) 基地基地基地基地汚染汚染汚染汚染問題問題問題問題はははは原原原原因因因因、、、、責任主体責任主体責任主体責任主体、、、、汚染汚染汚染汚染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明明明明らかにされないことがらかにされないことがらかにされないことがらかにされないことが多多多多くくくく、、、、日日日日
米地位米地位米地位米地位協定協定協定協定のののの壁壁壁壁もありもありもありもあり、、、、到底到底到底到底、、、、発生発生発生発生市町村市町村市町村市町村のみでのみでのみでのみで対応対応対応対応ででででききききるるるる問題問題問題問題ではないではないではないではない。。。。汚染汚染汚染汚染調査調査調査調査やややや
分分分分析析析析、、、、国国国国やややや米軍米軍米軍米軍とのとのとのとの協協協協議議議議のののの場場場場のののの設設設設定定定定、、、、汚染汚染汚染汚染処理処理処理処理、、、、原原原原状回状回状回状回復復復復、、、、補償補償補償補償問題問題問題問題、、、、作業員作業員作業員作業員のののの安安安安全全全全対対対対
策策策策、、、、地地地地域域域域住民住民住民住民へのへのへのへの説説説説明明明明及及及及びびびび安安安安全確保全確保全確保全確保などなどなどなど関係関係関係関係機機機機関関関関のののの関与関与関与関与がががが求求求求められてめられてめられてめられておおおおりりりり、、、、これらのこれらのこれらのこれらの調調調調
整整整整のののの役役役役割割割割はははは県県県県にこそにこそにこそにこそ期期期期待待待待されるされるされるされる。。。。対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 産産産産業業業業廃棄廃棄廃棄廃棄物物物物最最最最終終終終処分場処分場処分場処分場のののの適正適正適正適正処理処理処理処理にににに対対対対するするするする問題問題問題問題がががが指指指指摘摘摘摘されているされているされているされている。。。。地地地地域域域域住民住民住民住民とのとのとのとの信頼信頼信頼信頼
構築構築構築構築をををを得得得得るためにもるためにもるためにもるためにも県県県県によるによるによるによる指指指指導導導導・・・・監監監監視体制視体制視体制視体制のののの強強強強化化化化がががが求求求求められようめられようめられようめられよう。。。。そのそのそのそ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。。。。

((((8888)))) 世界自世界自世界自世界自然遺産登録然遺産登録然遺産登録然遺産登録へへへへ向向向向けてのけてのけてのけての進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況、、、、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。。。。

7777 離離離離島島島島・・・・過過過過疎疎疎疎地地地地域域域域のののの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)))) 離離離離島島島島のののの定定定定住住住住条件整備条件整備条件整備条件整備をををを図図図図るるるる、、、、離離離離島島島島住民等住民等住民等住民等交通交通交通交通コストコストコストコストのののの負担負担負担負担軽減軽減軽減軽減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
うううう。。。。

((((2222)))) 島島島島々々々々のののの独独独独特特特特なななな魅力魅力魅力魅力をををを最最最最大大大大限限限限にににに生生生生かしたかしたかしたかした観光観光観光観光やややや交交交交流流流流等等等等、、、、活性化活性化活性化活性化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)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約であるであるであるである「「「「島島島島たたたたびびびび助助助助成成成成」」」」離離離離島島島島観光観光観光観光・・・・交交交交流流流流事業事業事業事業によりによりによりにより離離離離島島島島地地地地域域域域のののの活性化活性化活性化活性化にににに寄寄寄寄与与与与ででででききききるるるる
ものとものとものとものと期期期期待待待待するものであるするものであるするものであるするものである、、、、事業事業事業事業のののの効効効効果果果果とととと今後今後今後今後のののの方向方向方向方向性性性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)))) 過過過過疎疎疎疎地地地地域域域域のののの支援支援支援支援事業等事業等事業等事業等、、、、過過過過疎疎疎疎地地地地域域域域のののの振興振興振興振興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。。。。

8888 交通交通交通交通政政政政策策策策にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 陸陸陸陸上上上上交通交通交通交通ににににおおおおいていていていて慢慢慢慢性性性性的的的的なななな交通交通交通交通渋渋渋渋滞滞滞滞にあるにあるにあるにある国国国国道道道道55558888号号号号のののの渋渋渋渋滞滞滞滞解消解消解消解消にににに向向向向けてけてけてけて西西西西海岸海岸海岸海岸道路道路道路道路
ややややババババイパスイパスイパスイパス道路道路道路道路にににに期期期期待待待待がかかるががかかるががかかるががかかるが進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況とととと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)))) 今今今今年年年年２２２２月月月月にににに延延延延長長長長したしたしたした国国国国道道道道55558888号号号号ののののババババススススレレレレーンのーンのーンのーンの効効効効果果果果とととと制制制制限限限限時間時間時間時間のののの33330000分分分分のののの短短短短縮縮縮縮がどのようにがどのようにがどのようにがどのように
影響影響影響影響したかしたかしたかしたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) またまたまたまた「「「「検検検検証証証証結結結結果果果果をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて次次次次なるなるなるなる延延延延長長長長をををを検討検討検討検討するするするする」」」」とあるがとあるがとあるがとあるが内内内内容容容容をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 粟粟粟粟国国国国空港空港空港空港でのでのでのでの第第第第一一一一航航航航空空空空小小小小型機型機型機型機ののののオオオオーーーーババババーーーーラララランンンン事事事事故故故故によるによるによるによる機機機機材材材材破破破破損損損損にににに伴伴伴伴いいいい先先先先島島島島線線線線就就就就航航航航時時時時
期期期期ににににおおおおくれがくれがくれがくれが生生生生じるじるじるじる可能性可能性可能性可能性があるようがあるようがあるようがあるようだだだだがががが、、、、どのどのどのどの程程程程度度度度のののの影響影響影響影響になるかになるかになるかになるか、、、、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
うううう。。。。

((((5555)))) 離離離離島空路確保島空路確保島空路確保島空路確保対対対対策策策策及及及及びびびび離離離離島島島島航航航航路運路運路運路運航安航安航安航安定化定化定化定化事業事業事業事業のののの内内内内容容容容とととと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うううう。。。。

9999 台台台台風被風被風被風被害害害害のののの実実実実態態態態とととと対対対対策策策策にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 今今今今夏夏夏夏のののの台台台台風風風風11113333号号号号、、、、15151515号号号号はははは県民生県民生県民生県民生活活活活へへへへ大大大大ききききなななな影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼしたしたしたした、、、、特特特特にににに先先先先島島島島地地地地域域域域へへへへ甚甚甚甚大大大大なななな被被被被
害害害害をもたらしたがをもたらしたがをもたらしたがをもたらしたが被被被被害害害害状況状況状況状況とととと対対対対策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。


