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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))))

10101010月月月月07070707    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 17171717分分分分 比嘉比嘉比嘉比嘉　　　　京子京子京子京子（（（（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 知事知事知事知事のののの国連行動国連行動国連行動国連行動についてについてについてについて

((((1111)))) 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におけるにおけるにおけるにおける知事演説知事演説知事演説知事演説のののの意義意義意義意義についてについてについてについて

((((2222)))) 日本政府等日本政府等日本政府等日本政府等のののの反論反論反論反論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認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの自己決定権自己決定権自己決定権自己決定権のののの主張主張主張主張はははは、、、、在沖基地在沖基地在沖基地在沖基地のののの整理縮小整理縮小整理縮小整理縮小をををを要求要求要求要求しししし実現実現実現実現させていくさせていくさせていくさせていく権利権利権利権利もももも含含含含まれまれまれまれ
るるるる。。。。基地基地基地基地をををを本土並本土並本土並本土並みにするためみにするためみにするためみにするため返還返還返還返還アクションプログラムをアクションプログラムをアクションプログラムをアクションプログラムを策定策定策定策定しししし、、、、要求要求要求要求すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるがえるがえるがえるが
どうかどうかどうかどうか。。。。

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)))) ８８８８月月月月９９９９日日日日からからからから９９９９月月月月10101010日日日日までのまでのまでのまでの政府政府政府政府とのとのとのとの集中協議集中協議集中協議集中協議のののの内容内容内容内容についてについてについてについて、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりり情報情報情報情報をををを開示開示開示開示すすすす
べきとべきとべきとべきと考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。

((((2222)))) 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 仲井眞前知事仲井眞前知事仲井眞前知事仲井眞前知事はははは、、、、2013201320132013年年年年12121212月月月月17171717日日日日のののの沖縄政策協議会沖縄政策協議会沖縄政策協議会沖縄政策協議会でででで突然要請突然要請突然要請突然要請、、、、翌翌翌翌14141414年年年年２２２２月月月月18181818日日日日のののの
普天問飛行場負担軽減推進会議普天問飛行場負担軽減推進会議普天問飛行場負担軽減推進会議普天問飛行場負担軽減推進会議をををを起点起点起点起点としたとしたとしたとした19191919年年年年２２２２月月月月をををを目途目途目途目途としていたがとしていたがとしていたがとしていたが、、、、進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況
はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ １１１１カカカカ月間月間月間月間のののの辺野古新基地建設工事辺野古新基地建設工事辺野古新基地建設工事辺野古新基地建設工事をををを中止中止中止中止しししし行行行行われたわれたわれたわれた集中協議集中協議集中協議集中協議のののの中中中中でででで、、、、５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用運用運用運用
停止停止停止停止についてどのようなについてどのようなについてどのようなについてどのような議論議論議論議論があったかがあったかがあったかがあったか、、、、辺野古建設辺野古建設辺野古建設辺野古建設がががが条件条件条件条件かかかか。。。。

3333 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県アジアアジアアジアアジア経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想経済戦略構想についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事はこれまでアジアのはこれまでアジアのはこれまでアジアのはこれまでアジアの国々国々国々国々をををを訪問訪問訪問訪問されたがされたがされたがされたが、、、、そのそのそのその目的目的目的目的、、、、意義意義意義意義、、、、本県本県本県本県のののの可能性等可能性等可能性等可能性等についについについについ
てててて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 本構想本構想本構想本構想がががが目指目指目指目指すすすす沖縄沖縄沖縄沖縄のののの姿姿姿姿をわかりやすくをわかりやすくをわかりやすくをわかりやすく説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

4444 保健保健保健保健・・・・医療行政医療行政医療行政医療行政についてについてについてについて

((((1111)))) 子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんワクチンがんワクチンがんワクチンがんワクチン接種接種接種接種にににに対対対対するするするする本県本県本県本県のののの考考考考ええええ方方方方をををを問問問問うううう。。。。またまたまたまた、、、、ワクチンのワクチンのワクチンのワクチンの副作用副作用副作用副作用のののの実態実態実態実態とととと
対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの小児集中治療室小児集中治療室小児集中治療室小児集中治療室((((ＰＩＣＵＰＩＣＵＰＩＣＵＰＩＣＵ))))のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

5555 健康長寿沖縄健康長寿沖縄健康長寿沖縄健康長寿沖縄のののの再生再生再生再生についてについてについてについて

((((1111)))) 2011201120112011年沖縄労働局年沖縄労働局年沖縄労働局年沖縄労働局のののの定期健康診断定期健康診断定期健康診断定期健康診断などでなどでなどでなどで異常異常異常異常のののの所見所見所見所見があるがあるがあるがある労働者労働者労働者労働者のののの割合割合割合割合をををを示示示示すすすす「「「「有所有所有所有所
見率見率見率見率」」」」がががが全全全全国国国国ワワワワーストーストーストーストとのこととのこととのこととのことだだだだがががが、、、、認識認識認識認識とととと対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 児児児児童童童童・・・・生生生生徒徒徒徒のののの食育教材食育教材食育教材食育教材であるであるであるである副副副副読読読読本本本本のののの活活活活用実用実用実用実績績績績をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 食料食料食料食料自自自自給率給率給率給率・・・・地地地地産産産産地地地地消消消消についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県のののの食料食料食料食料自自自自給率給率給率給率はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。

((((2222)))) 気候気候気候気候のののの変化変化変化変化によるによるによるによる温暖化温暖化温暖化温暖化、、、、局地的局地的局地的局地的なななな豪雨豪雨豪雨豪雨等等等等によりによりによりにより野野野野菜菜菜菜のののの高騰高騰高騰高騰がががが続続続続いているいているいているいている。。。。またまたまたまた、、、、観光客観光客観光客観光客
のののの増加増加増加増加にににに対対対対応応応応するためにもするためにもするためにもするためにも抜抜抜抜本的本的本的本的なななな食料食料食料食料自自自自給給給給にににに取取取取りりりり組組組組まなけれまなけれまなけれまなければばばばとととと考考考考えるがえるがえるがえるが現状現状現状現状とととと展望展望展望展望
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))))

10101010月月月月07070707    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 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政治姿政治姿政治姿勢勢勢勢とととと現状認識現状認識現状認識現状認識についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「日本日本日本日本のののの安全安全安全安全保保保保障障障障はははは日本国日本国日本国日本国民全体民全体民全体民全体でででで考考考考えるべきものであるえるべきものであるえるべきものであるえるべきものである」」」」とととと知事知事知事知事はははは述述述述べていますべていますべていますべています。。。。このこのこのこの
認識認識認識認識はははは他他他他府県府県府県府県でどのでどのでどのでどの程度程度程度程度理理理理解解解解されるようになったかされるようになったかされるようになったかされるようになったか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで基地基地基地基地とととと振興振興振興振興策策策策ははははリリリリンクしないとンクしないとンクしないとンクしないと明明明明言言言言していましたがしていましたがしていましたがしていましたが、、、、昨昨昨昨年年年年のののの名名名名護市護市護市護市長長長長選選選選
挙挙挙挙のこのこのこのころろろろからからからから基地基地基地基地とととと振興振興振興振興策策策策をををを絡絡絡絡めるめるめるめる露骨露骨露骨露骨なななな動動動動きがありますきがありますきがありますきがあります。。。。まさにまさにまさにまさに米軍占領下米軍占領下米軍占領下米軍占領下ののののキャキャキャキャララララウェウェウェウェ
イイイイ旋風旋風旋風旋風がががが吹吹吹吹きききき荒荒荒荒れたれたれたれた時時時時代代代代をををを彷彿彷彿彷彿彷彿とさせますとさせますとさせますとさせます。。。。同同同同時時時時にににに、、、、「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古にににに新新新新たなたなたなたな基地基地基地基地はつくらせなはつくらせなはつくらせなはつくらせな
いいいい」」」」とするとするとするとする民民民民意意意意をををを一顧一顧一顧一顧だだだだにしませんにしませんにしませんにしません。。。。このこのこのこの現状現状現状現状にににに対対対対するするするする見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 「「「「平和平和平和平和的的的的なななな自治自治自治自治体外交体外交体外交体外交でででで、、、、アジアやアジアやアジアやアジアや世界世界世界世界のののの人々人々人々人々とのとのとのとの交流交流交流交流をををを深深深深めるめるめるめる」」」」ことについてことについてことについてことについて、、、、そのそのそのその構構構構
想想想想なりなりなりなり考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事のののの国連演説国連演説国連演説国連演説についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 去去去去るるるる9999月月月月22222222日日日日ににににスイススイススイススイス・ジ・ジ・ジ・ジュネーブュネーブュネーブュネーブでででで開開開開かれたかれたかれたかれた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においてにおいてにおいてにおいて、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地問基地問基地問基地問
題題題題をなをなをなをなぜぜぜぜ人権問題人権問題人権問題人権問題としてとしてとしてとして訴訴訴訴えたのかえたのかえたのかえたのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 演説演説演説演説全文全文全文全文をををを国連国連国連国連加盟加盟加盟加盟国国国国やややや世界世界世界世界中中中中ののののマスメディマスメディマスメディマスメディアにアにアにアに伝伝伝伝えるえるえるえ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いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 知事知事知事知事はははは、、、、「「「「自分自分自分自分のののの胸胸胸胸中中中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イデオイデオイデオロロロロギーギーギーギーよりアよりアよりアよりアイデイデイデイデンンンンティティーティティーティティーティティー」」」」とととと話話話話していましていましていましていま
すすすす。。。。ななななぜぜぜぜあえてあえてあえてあえて「「「「アアアアイデイデイデイデンンンンティティーティティーティティーティティー」」」」というというというという具具具具現現現現化化化化しにくいしにくいしにくいしにくい精神精神精神精神的的的的なななな言葉言葉言葉言葉をこのをこのをこのをこの時時時時代代代代にににに使使使使っっっっ
ているのかているのかているのかているのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 尖閣尖閣尖閣尖閣問題問題問題問題とととと日中日中日中日中平和友好平和友好平和友好平和友好条条条条約約約約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権政権政権政権はははは、、、、中国中国中国中国脅威脅威脅威脅威論論論論やややや北朝鮮脅威北朝鮮脅威北朝鮮脅威北朝鮮脅威論論論論などをなどをなどをなどを理理理理由由由由にににに集集集集団団団団的自的自的自的自衛衛衛衛権行権行権行権行使使使使をををを可能可能可能可能とすとすとすとす
るるるる、、、、安安安安保保保保法制法制法制法制をををを衆参衆参衆参衆参でででで強強強強行行行行採採採採決決決決しししし成成成成立立立立させましたさせましたさせましたさせました。。。。このこのこのこの法律法律法律法律でででで、、、、米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地のののの集中集中集中集中するするするする沖沖沖沖
縄縄縄縄はははは、、、、有有有有事事事事のののの際際際際、、、、ミサイルミサイルミサイルミサイルのののの標標標標的的的的にされにされにされにされ、、、、戦場戦場戦場戦場になりかになりかになりかになりかねねねねないないないない恐怖恐怖恐怖恐怖をををを抱抱抱抱いておりますいておりますいておりますいております。。。。
　　　　尖閣尖閣尖閣尖閣をめをめをめをめぐぐぐぐるるるる両両両両国間国間国間国間のののの問題問題問題問題をををを解解解解決決決決するためにはするためにはするためにはするためには、、、、国国国国はもはもはもはもちろちろちろちろんのことんのことんのことんのこと沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県もももも日中日中日中日中平和平和平和平和
友好友好友好友好条条条条約約約約にににに基基基基づづづづいていていていて行動行動行動行動すべきすべきすべきすべきだだだだとととと考考考考えますえますえますえます。。。。
　　　　歴史歴史歴史歴史的的的的にににに深深深深いつながりのあるいつながりのあるいつながりのあるいつながりのある中国中国中国中国とととと、、、、自治自治自治自治体外交体外交体外交体外交をををを積極積極積極積極的的的的にににに展展展展開開開開しししし、、、、二度二度二度二度とととと再再再再びびびび沖縄沖縄沖縄沖縄がががが
戦戦戦戦禍禍禍禍をををを被被被被らないようにらないようにらないようにらないように努力努力努力努力すべきすべきすべきすべきだだだだとととと考考考考えますえますえますえます。。。。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 基地問題基地問題基地問題基地問題とととと振興振興振興振興策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 名名名名護市久護市久護市久護市久辺辺辺辺３３３３区区区区（（（（辺野古辺野古辺野古辺野古、、、、久志久志久志久志、、、、豊原豊原豊原豊原））））にににに対対対対するするするする新新新新型交付金型交付金型交付金型交付金についてについてについてについて、、、、これまでこれまでこれまでこれまで自治自治自治自治体体体体をををを
通通通通さないさないさないさない国国国国庫庫庫庫のののの補助金補助金補助金補助金やややや交付金制度交付金制度交付金制度交付金制度はなかったとはなかったとはなかったとはなかったと解解解解しますがしますがしますがしますが、、、、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)))) 平和学平和学平和学平和学のののの父父父父とととと呼呼呼呼ばばばばれるれるれるれる、、、、「「「「ヨハヨハヨハヨハン・ン・ン・ン・ガルトウガルトウガルトウガルトウングングングング氏氏氏氏」」」」がががが去去去去るるるる8888月月月月22222222日日日日、、、、浦添市浦添市浦添市浦添市でのでのでのでの講講講講演演演演でででで沖縄沖縄沖縄沖縄
へへへへののののメッセーメッセーメッセーメッセージとジとジとジと提言提言提言提言をいたしましたをいたしましたをいたしましたをいたしました。。。。私私私私のののの記憶記憶記憶記憶にににに次次次次のようなのようなのようなのような言葉言葉言葉言葉がががが非非非非常常常常にににに印象深印象深印象深印象深くくくく残残残残っっっっ
ていますていますていますています。。。。「「「「理想理想理想理想像像像像をををを描描描描くことくことくことくこと」「」「」「」「目目目目標標標標はははは何何何何かかかか、、、、目目目目標標標標はははは正正正正しいかしいかしいかしいか」「」「」「」「人権人権人権人権をををを尊重尊重尊重尊重したものかしたものかしたものかしたものか」」」」
「「「「人間人間人間人間にににに必必必必要要要要なななな価値感価値感価値感価値感にににに基基基基づづづづいたものかいたものかいたものかいたものか」「」「」「」「ビビビビジョンをジョンをジョンをジョンを持持持持つことつことつことつこと」「」「」「」「アアアアメリメリメリメリカとのいいカとのいいカとのいいカとのいい関係関係関係関係をくをくをくをく
ずずずずささささずずずずにやるにやるにやるにやる方方方方法法法法をををを見見見見つけることつけることつけることつけること」「」「」「」「沖縄沖縄沖縄沖縄はははは独独独独立立立立心心心心をををを持持持持ったったったった琉球琉球琉球琉球であってであってであってであってほほほほしいしいしいしい」「」「」「」「沖縄沖縄沖縄沖縄にににに
北東北東北東北東アジアアジアアジアアジア共同体共同体共同体共同体のののの国国国国際機際機際機際機関関関関誘致誘致誘致誘致をををを」」」」などなどなどなど、、、、提唱提唱提唱提唱していましたしていましたしていましたしていました。。。。これはこれはこれはこれは、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古へへへへのののの新基新基新基新基
地建設地建設地建設地建設をををを断断断断念念念念させさせさせさせ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの未来未来未来未来をををを切切切切りりりり開開開開くくくく、、、、素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしいメッセーメッセーメッセーメッセージジジジ、、、、提言提言提言提言だだだだとととと思思思思いますいますいますいます。。。。
　県　県　県　県としてとしてとしてとして名名名名護市護市護市護市とととと相談相談相談相談のののの上上上上、、、、早早早早期期期期にににに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プ・シンプ・シンプ・シンプ・シュュュュワワワワブブブブ、、、、キャキャキャキャンプ・ンプ・ンプ・ンプ・ハハハハンンンンセセセセンのンのンのンの基基基基
地地地地をををを一大観光一大観光一大観光一大観光地地地地としてとしてとしてとして構想構想構想構想をををを描描描描きききき、、、、そのそのそのその経済経済経済経済効果効果効果効果などをなどをなどをなどを示示示示したらどうかとしたらどうかとしたらどうかとしたらどうかと考考考考えますえますえますえます。。。。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)))) 基地返還前基地返還前基地返還前基地返還前のののの環境環境環境環境立立立立ちちちち入入入入りりりり調査調査調査調査についてについてについてについて、、、、環境補足環境補足環境補足環境補足協定協定協定協定はははは県県県県のののの要要要要望望望望ににににほほほほどどどど遠遠遠遠くくくく、、、、負担軽負担軽負担軽負担軽
減減減減のアのアのアのアリバイづリバイづリバイづリバイづくりくりくりくりだだだだとととと揶揄揶揄揶揄揶揄されてもされてもされてもされても仕仕仕仕方方方方ないものですないものですないものですないものです。。。。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。。。。

((((4444)))) ハーハーハーハーググググ陸陸陸陸戦条戦条戦条戦条約約約約、、、、第三款敵第三款敵第三款敵第三款敵国国国国のののの領領領領土土土土におけるにおけるにおけるにおける軍軍軍軍のののの権権権権力力力力、、、、第第第第44446666条条条条「「「「私有私有私有私有財財財財産産産産はははは没収没収没収没収できなできなできなできな
いいいい」」」」、、、、第第第第47474747条条条条「「「「略略略略奪奪奪奪はははは、、、、これをこれをこれをこれを厳禁厳禁厳禁厳禁とするとするとするとする」」」」とととと照照照照らしてらしてらしてらして沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地のののの形形形形成成成成過過過過程程程程のののの認識認識認識認識にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。
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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)))) イイイインクンクンクンクルールールールーシシシシブブブブ教育教育教育教育のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) ススススククククールールールールカカカカウウウウンンンンセセセセララララーーーーのののの設設設設置置置置のののの目的目的目的目的、、、、資格資格資格資格要件要件要件要件、、、、報報報報酬酬酬酬等等等等、、、、配置配置配置配置状況状況状況状況、、、、県内小県内小県内小県内小・・・・中中中中・・・・高高高高総数総数総数総数
にににに対対対対するするするする配置配置配置配置率率率率、、、、現場現場現場現場からのからのからのからの要要要要望望望望等等等等のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 学学学学校校校校現場現場現場現場でででで「「「「ううううちちちちななななぁぁぁぁぐちぐちぐちぐちラジラジラジラジオオオオ体体体体操操操操」」」」やややや「「「「わらべわらべわらべわらべ歌歌歌歌」」」」などなどなどなど、、、、しまくとしまくとしまくとしまくとぅぅぅぅばばばばになになになになじじじじませるためにませるためにませるためにませるために
工工工工夫夫夫夫しているしているしているしている学学学学校校校校がどのがどのがどのがどの程度程度程度程度あるかあるかあるかあるか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

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)))) 市市市市町村町村町村町村がががが主主主主体体体体となってとなってとなってとなって運運運運営営営営しているしているしているしている国国国国民民民民健康保健康保健康保健康保険険険険会会会会計計計計がががが、、、、県県県県にににに一一一一元元元元化化化化されることとなってされることとなってされることとなってされることとなって
いますいますいますいます。。。。財財財財政政政政のののの一一一一元元元元化化化化によってによってによってによって国保国保国保国保財財財財政政政政はははは改善改善改善改善されるされるされるされる見通見通見通見通しなのかしなのかしなのかしなのか、、、、同同同同時時時時にににに生生生生活活活活困窮困窮困窮困窮者者者者
ががががふふふふえているえているえているえている現状現状現状現状でででで国国国国民民民民皆皆皆皆保保保保険険険険制度制度制度制度がががが拡充拡充拡充拡充されるのかされるのかされるのかされるのか、、、、県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興特別措置特別措置特別措置特別措置法法法法にににに基基基基づづづづくくくく沖縄沖縄沖縄沖縄特例特例特例特例通通通通訳案訳案訳案訳案内内内内士士士士制度制度制度制度についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 実実実実績績績績とととと現状現状現状現状についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 個個個個人人人人受受受受講料講料講料講料のののの軽減軽減軽減軽減についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 道路道路道路道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)))) 豊見豊見豊見豊見城城城城中中中中央線央線央線央線、、、、県県県県道道道道11111111号線号線号線号線についてについてについてについて、、、、工事工事工事工事のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況、、、、完了完了完了完了年年年年度度度度のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。

8888 労働行政労働行政労働行政労働行政についてについてについてについて

((((1111)))) ９９９９月月月月11111111日日日日にににに衆衆衆衆院本会議院本会議院本会議院本会議でででで「「「「改改改改正正正正労働者派労働者派労働者派労働者派遣遣遣遣法法法法」」」」がががが可決可決可決可決、、、、成成成成立立立立しましたしましたしましたしました。。。。このこのこのこの改改改改正正正正はははは、、、、人人人人をををを
入入入入れかえさえすれれかえさえすれれかえさえすれれかえさえすればばばば派派派派遣遣遣遣労働者労働者労働者労働者のののの受受受受けけけけ入入入入れがれがれがれが何何何何年年年年でもできるものですでもできるものですでもできるものですでもできるものです。。。。労働者労働者労働者労働者のののの使使使使いいいい捨捨捨捨
てててて、、、、低賃低賃低賃低賃金金金金労働者労働者労働者労働者をををを増増増増幅幅幅幅するするするする「「「「貧困貧困貧困貧困労働者労働者労働者労働者増産増産増産増産・・・・拡拡拡拡大大大大再生再生再生再生法法法法」」」」だだだだとととと悪評悪評悪評悪評されていますされていますされていますされています。。。。見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内のののの非正非正非正非正規雇規雇規雇規雇用用用用のののの現状現状現状現状（（（（平成平成平成平成24242424年年年年、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄44444444....5555％％％％、、、、全全全全国国国国38383838....2222％％％％、、、、出典出典出典出典：：：：総務省総務省総務省総務省「「「「就業就業就業就業構構構構
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れるべきとされるべきとされるべきとされるべきと考考考考えるがそのえるがそのえるがそのえるがその施施施施策策策策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 県内県内県内県内最低賃最低賃最低賃最低賃金金金金666677777777円円円円はははは劣悪劣悪劣悪劣悪なななな賃賃賃賃金金金金水準水準水準水準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ませんませんませんません。。。。当面当面当面当面800800800800円円円円をををを確確確確保保保保すべきすべきすべきすべき
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方方方針針針針があるかがあるかがあるかがあるか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代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのと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
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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))))

10101010月月月月07070707    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 17171717分分分分 照屋照屋照屋照屋　　　　大河大河大河大河（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関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 辺野古新基地建設問題辺野古新基地建設問題辺野古新基地建設問題辺野古新基地建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国連行動国連行動国連行動国連行動のののの成果成果成果成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

((((2222)))) 前知事前知事前知事前知事によるによるによるによる公公公公有有有有水面埋水面埋水面埋水面埋立立立立承承承承認認認認のののの取取取取りりりり消消消消しについてしについてしについてしについて

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)))) 米軍米軍米軍米軍ヘヘヘヘリリリリうるまうるまうるまうるま市市市市沖沖沖沖墜落墜落墜落墜落事事事事故故故故についてについてについてについて
　８　８　８　８月月月月12121212日日日日午後午後午後午後、、、、米米米米陸陸陸陸軍軍軍軍ののののＨＨＨＨ66660000型型型型ヘヘヘヘリリリリがががが、、、、うるまうるまうるまうるま市市市市伊計島伊計島伊計島伊計島のののの南南南南東約東約東約東約14141414キキキキロのロのロのロの沖沖沖沖合合合合でででで、、、、米米米米輸輸輸輸
送艦送艦送艦送艦「「「「レレレレッッッッドドドド・クラ・クラ・クラ・クラウウウウドドドド」」」」へへへへのののの着陸着陸着陸着陸にににに失敗失敗失敗失敗しししし、、、、墜落墜落墜落墜落したしたしたした。。。。

ｱｱｱｱ 事事事事故故故故をををを受受受受けてのけてのけてのけての県県県県のののの対対対対応応応応についてについてについてについて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

ｲｲｲｲ そのそのそのその後後後後、、、、事事事事故故故故原原原原因因因因についてについてについてについて県県県県にににに連連連連絡絡絡絡はあったかはあったかはあったかはあったか。。。。

ｳｳｳｳ 本件事本件事本件事本件事故故故故ではではではでは、、、、発発発発生間生間生間生間もないもないもないもない段階段階段階段階でででで情報情報情報情報がががが錯綜錯綜錯綜錯綜するなどするなどするなどするなど、、、、通通通通報報報報体制体制体制体制のののの問題問題問題問題がががが指指指指摘摘摘摘されされされされ
ているているているている。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防衛衛衛衛局局局局などなどなどなど関係関係関係関係機機機機関関関関とのとのとのとの間間間間でででで改善改善改善改善策策策策はははは講講講講じじじじられたかられたかられたかられたか。。。。

((((2222)))) うるまうるまうるまうるま市市市市津堅島津堅島津堅島津堅島沖沖沖沖におけるにおけるにおけるにおけるパパパパラシラシラシラシュートュートュートュート降降降降下下下下訓練訓練訓練訓練についてについてについてについて
　８　８　８　８月月月月20202020日日日日午午午午前前前前、、、、米米米米空空空空軍軍軍軍嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地所所所所属属属属のののの第第第第353353353353特殊特殊特殊特殊作戦作戦作戦作戦群群群群がうるまがうるまがうるまがうるま市市市市津堅島訓練津堅島訓練津堅島訓練津堅島訓練場場場場水水水水
域域域域でででで、、、、事前事前事前事前通通通通告告告告なしになしになしになしにパパパパラシラシラシラシュートュートュートュート降降降降下下下下訓練訓練訓練訓練をををを実実実実施施施施したしたしたした。。。。「「「「５５５５・・・・１５１５１５１５メメメメモモモモ」」」」でででで７７７７日前日前日前日前までのまでのまでのまでの事前事前事前事前
通通通通報報報報がががが米軍米軍米軍米軍にににに義義義義務務務務づづづづけられているのにけられているのにけられているのにけられているのに、、、、最低最低最低最低限限限限のことすらのことすらのことすらのことすら守守守守られていないられていないられていないられていない。。。。

ｱｱｱｱ 訓練訓練訓練訓練実実実実施施施施のののの情報情報情報情報をををを受受受受けてのけてのけてのけての県県県県のののの対対対対応応応応についてについてについてについて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((3333)))) ホホホホテルテルテルテル・・・・ホホホホテルテルテルテル訓練訓練訓練訓練区区区区域域域域制制制制限限限限一一一一部部部部解解解解除除除除にににに伴伴伴伴うううう操業操業操業操業状況状況状況状況についてについてについてについて
　　　　昨昨昨昨年年年年７７７７月月月月のののの米軍米軍米軍米軍訓練訓練訓練訓練場場場場「「「「ホホホホテルテルテルテル・・・・ホホホホテルテルテルテル訓練訓練訓練訓練区区区区域域域域」」」」のののの使使使使用用用用制制制制限限限限のののの一一一一部部部部解解解解除除除除からからからから１１１１年年年年がががが経経経経
過過過過したしたしたした。。。。

ｱｱｱｱ 解解解解除除除除対対対対象区象区象区象区域域域域におけるにおけるにおけるにおける漁船漁船漁船漁船のののの操業操業操業操業実実実実績績績績についてについてについてについて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

ｲｲｲｲ 対対対対象区象区象区象区域域域域やそのやそのやそのやその周周周周辺辺辺辺はははは好好好好漁漁漁漁場場場場であるであるであるである。。。。操業形操業形操業形操業形態態態態のののの拡充拡充拡充拡充のためにものためにものためにものためにも、、、、県県県県としてとしてとしてとして解解解解除除除除区区区区域域域域
のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる拡拡拡拡大大大大をををを求求求求めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。

((((4444)))) はえはえはえはえ縄縄縄縄切切切切断断断断被被被被害害害害についてについてについてについて
　　　　那覇那覇那覇那覇地地地地区区区区漁漁漁漁協協協協所所所所属属属属ののののママママグロはえグロはえグロはえグロはえ縄縄縄縄漁船漁船漁船漁船２２２２隻隻隻隻がががが今今今今年年年年６６６６月月月月30303030日日日日とととと７７７７月月月月１１１１日日日日のののの両両両両日日日日、、、、沖縄本沖縄本沖縄本沖縄本島島島島
南南南南方方方方のののの海域海域海域海域ではえではえではえではえ縄縄縄縄をををを切切切切断断断断されるされるされるされる被被被被害害害害をををを受受受受けていたことがけていたことがけていたことがけていたことが明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。２２２２隻隻隻隻のののの乗乗乗乗組組組組員員員員
がががが米軍米軍米軍米軍艦船艦船艦船艦船とととと見見見見られるられるられるられる船船船船をををを現場現場現場現場でででで目目目目撃撃撃撃しておりしておりしておりしており、、、、関関関関与与与与がががが疑疑疑疑われるわれるわれるわれる。。。。

ｱｱｱｱ 県県県県としてとしてとしてとして米軍米軍米軍米軍のののの関関関関与与与与等等等等、、、、事実関係事実関係事実関係事実関係をををを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。。。。

ｲｲｲｲ 補補補補償償償償状況状況状況状況についてについてについてについて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((5555)))) キャキャキャキャンプ・シンプ・シンプ・シンプ・シュュュュワワワワブブブブ沖沖沖沖「「「「臨臨臨臨時時時時制制制制限限限限区区区区域域域域」」」」とととと航路航路航路航路設定設定設定設定についてについてについてについて
　　　　漁業漁業漁業漁業関係者関係者関係者関係者らによるとらによるとらによるとらによると、、、、キャキャキャキャンプ・シンプ・シンプ・シンプ・シュュュュワワワワブブブブ沖沖沖沖のののの「「「「臨臨臨臨時時時時制制制制限限限限区区区区域域域域」」」」（（（（昨昨昨昨年年年年７７７７月月月月１１１１日日日日閣閣閣閣議決定議決定議決定議決定））））
はははは、、、、大浦大浦大浦大浦口航路口航路口航路口航路標標標標識識識識灯灯灯灯からからからから汀汀汀汀間間間間漁港漁港漁港漁港にににに至至至至るるるる航路航路航路航路をををを塞塞塞塞ぐぐぐぐ形形形形でででで設定設定設定設定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。。。。

ｱｱｱｱ 県県県県としてとしてとしてとして把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか、、、、事実関係事実関係事実関係事実関係をををを明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((6666)))) 最最最最新新新新型型型型潜水艦音響監視潜水艦音響監視潜水艦音響監視潜水艦音響監視シシシシステステステステムについてムについてムについてムについて
　報　報　報　報道道道道によるとによるとによるとによると、、、、海洋海洋海洋海洋進進進進出出出出をををを強強強強めるめるめるめる中国中国中国中国海海海海軍軍軍軍対策対策対策対策としてとしてとしてとして、、、、海海海海上上上上自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊沖縄沖縄沖縄沖縄海洋海洋海洋海洋観観観観測測測測所所所所をををを
拠拠拠拠点点点点とするとするとするとする最最最最新新新新型型型型潜水艦音響監視潜水艦音響監視潜水艦音響監視潜水艦音響監視シシシシステステステステムムムム（（（（ＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳＵＵＵＵＳＳＳＳ））））がががが敷敷敷敷設設設設されされされされ、、、、日日日日米一体米一体米一体米一体でででで運用運用運用運用されされされされ
ているというているというているというているという。。。。県県県県としてとしてとしてとして把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか、、、、防防防防衛衛衛衛省省省省へへへへのののの照照照照会会会会のののの有有有有無無無無などなどなどなど事実関係事実関係事実関係事実関係をををを明明明明らかにさらかにさらかにさらかにさ
れたいれたいれたいれたい。。。。

((((7777)))) 日日日日米米米米地位協定地位協定地位協定地位協定のののの環境補足環境補足環境補足環境補足協定協定協定協定についてについてについてについて

3333 改改改改正正正正派派派派遣遣遣遣法法法法についてについてについてについて
　　　　改改改改正正正正されたされたされたされた派派派派遣遣遣遣法法法法がががが９９９９月月月月30303030日日日日にににに施施施施行行行行されたされたされたされた。。。。県内労働者県内労働者県内労働者県内労働者にいかなるにいかなるにいかなるにいかなる影響影響影響影響がががが出出出出るとるとるとると見見見見ているているているている
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かかかか、、、、安安安安定定定定雇雇雇雇用用用用確確確確保保保保のののの観観観観点点点点からからからから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 県県県県はははは琉球大学琉球大学琉球大学琉球大学とととと沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビビビビジョンのジョンのジョンのジョンの実現実現実現実現やややや地地地地域創域創域創域創生生生生のののの推進推進推進推進などになどになどになどに向向向向けたけたけたけた包括包括包括包括連連連連携携携携協定協定協定協定
のののの締結締結締結締結をををを行行行行ったったったった。。。。協定協定協定協定のののの内容内容内容内容、、、、今後今後今後今後のののの展展展展開開開開についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 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)))) 2015201520152015年年年年度全度全度全度全国国国国高高高高校総校総校総校総合体育大合体育大合体育大合体育大会会会会とととと全全全全国中国中国中国中学学学学校校校校体育大体育大体育大体育大会会会会におけるにおけるにおけるにおける沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県選選選選手手手手団団団団のののの活活活活躍躍躍躍
についてについてについてについて

((((2222)))) 県県県県教育教育教育教育庁庁庁庁やややや県内県内県内県内のののの各各各各教育教育教育教育事事事事務務務務所所所所長長長長などでなどでなどでなどで構構構構成成成成するするするする学力学力学力学力向向向向上上上上推進本部会議推進本部会議推進本部会議推進本部会議におけるにおけるにおけるにおける議議議議
論論論論についてについてについてについて

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのと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
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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))))

10101010月月月月07070707    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 17171717分分分分 仲村仲村仲村仲村　　　　未央未央未央未央（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 基地基地基地基地環境環境環境環境汚染汚染汚染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

((((1111)))) 「「「「環境補足環境補足環境補足環境補足協定協定協定協定」」」」がががが締結締結締結締結されたされたされたされた。。。。1973197319731973年年年年環境合環境合環境合環境合意意意意、、、、1991991991996666年年年年騒音規騒音規騒音規騒音規制制制制措置措置措置措置からもからもからもからも「「「「米軍米軍米軍米軍のののの配配配配
慮慮慮慮」」」」やややや「「「「運用運用運用運用上上上上のののの都都都都合合合合」」」」にににに委委委委ねねねねるるるる協定協定協定協定にににに実実実実効効効効性性性性がないことはがないことはがないことはがないことは証証証証明済明済明済明済みでみでみでみで、、、、今回今回今回今回のののの補足補足補足補足協定協定協定協定
もももも自治自治自治自治体体体体がががが調査調査調査調査権権権権をををを得得得得たというにはたというにはたというにはたというにはほほほほどどどど遠遠遠遠くくくく、、、、従従従従来来来来のののの域域域域をををを出出出出ないようにないようにないようにないように読読読読めるがどうかめるがどうかめるがどうかめるがどうか。。。。見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市サッサッサッサッカカカカーーーー場場場場のののの汚染汚染汚染汚染問題問題問題問題はははは、、、、被被被被害害害害のののの全全全全貌貌貌貌がががが見見見見えないえないえないえない中中中中でででで大変大変大変大変なななな苦悩苦悩苦悩苦悩をををを自治自治自治自治体体体体にににに強強強強
いているいているいているいている。。。。米軍米軍米軍米軍にににに土地土地土地土地使使使使用用用用履履履履歴歴歴歴をををを開示開示開示開示させることさせることさせることさせること、、、、汚染汚染汚染汚染実態実態実態実態のののの調査調査調査調査、、、、汚染範囲汚染範囲汚染範囲汚染範囲のののの把握把握把握把握、、、、浄浄浄浄
化化化化作作作作業業業業のののの透透透透明性明性明性明性、、、、安全安全安全安全性性性性のののの確確確確保保保保、、、、住住住住民民民民へへへへのののの説明説明説明説明、、、、補補補補償償償償やややや原原原原状状状状回復回復回復回復などなどなどなど課題課題課題課題はははは多岐多岐多岐多岐にわにわにわにわ
たるたるたるたる。。。。いついついついつ発覚発覚発覚発覚するともしれないするともしれないするともしれないするともしれない、、、、さらにはさらにはさらにはさらには原原原原因因因因者者者者不不不不明明明明（（（（米軍米軍米軍米軍がみがみがみがみずずずずからのからのからのからの関関関関与与与与をををを認認認認めなめなめなめな
いいいい））））例例例例としてとしてとしてとして、、、、惹惹惹惹起起起起されたされたされたされた課題課題課題課題のののの整理整理整理整理とととと作作作作業手業手業手業手順順順順をををを新新新新たにたにたにたに定定定定めるめるめるめる必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるがどうえるがどうえるがどうえるがどう
かかかか。。。。国国国国、、、、県県県県、、、、市市市市のののの問題認識問題認識問題認識問題認識、、、、米軍米軍米軍米軍のののの姿姿姿姿勢勢勢勢、、、、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。。。。

2222 「「「「子子子子供供供供のののの貧困貧困貧困貧困」」」」対策対策対策対策についてについてについてについて
　本県　本県　本県　本県のののの子子子子供供供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ははは、、、、他他他他県県県県にもにもにもにも増増増増してしてしてして深深深深刻刻刻刻なものがあるなものがあるなものがあるなものがある。。。。県県県県民所民所民所民所得得得得はははは全全全全国国国国平平平平
均均均均７７７７割割割割だだだだがががが消消消消費物費物費物費物価価価価はははは全全全全国並国並国並国並みみみみ、、、、九州比九州比九州比九州比ではではではではむむむむししししろろろろ高高高高いいいい値値値値にありにありにありにあり負担負担負担負担感感感感はははは大大大大きいきいきいきい。。。。発達発達発達発達、、、、
学学学学習習習習、、、、進進進進学学学学、、、、就業就業就業就業などなどなどなど多面多面多面多面的的的的なななな影響影響影響影響がががが懸懸懸懸念念念念されるがされるがされるがされるが、、、、「「「「子子子子供供供供のののの貧困貧困貧困貧困」」」」とととと言言言言われるわれるわれるわれる実態実態実態実態をどうをどうをどうをどう可可可可
視視視視化化化化しししし、、、、関係関係関係関係機機機機関関関関がががが適適適適切切切切にににに実態実態実態実態をををを共有共有共有共有できるかできるかできるかできるか。。。。実実実実効効効効性性性性をををを持持持持ってってってって施施施施策策策策をををを展展展展開開開開するためにもするためにもするためにもするためにも、、、、
従従従従来来来来からからからから行行行行っているっているっているっている医療医療医療医療、、、、保健保健保健保健、、、、保保保保育育育育・・・・子子子子育育育育てててて支援支援支援支援、、、、学学学学習支援習支援習支援習支援、、、、若若若若年年年年雇雇雇雇用対策等用対策等用対策等用対策等のののの施施施施策策策策をををを整整整整
理理理理しししし、、、、体体体体系系系系的的的的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるえるえるえる。。。。対策対策対策対策計画計画計画計画策定策定策定策定にににに当当当当たりたりたりたり考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 国国国国のののの戦戦戦戦災災災災調査調査調査調査についてについてについてについて
　　　　総務省総務省総務省総務省はははは「「「「一一一一般般般般戦戦戦戦災災災災ホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジ」」」」をををを開設開設開設開設しししし、、、、「「「「全全全全国国国国にににに存存存存在在在在するするするする戦戦戦戦災災災災にににに関関関関するするするする資資資資料料料料をををを調査調査調査調査、、、、
整理整理整理整理しししし、、、、悲惨悲惨悲惨悲惨なななな体体体体験験験験をををを記憶記憶記憶記憶にとどめにとどめにとどめにとどめ、、、、事実事実事実事実をををを知知知知っていたっていたっていたっていただだだだくくくく」」」」ことをことをことをことを目的目的目的目的にににに、、、、「「「「全全全全国戦国戦国戦国戦災災災災史史史史実実実実
調査調査調査調査報報報報告書告書告書告書」」」」をををを取取取取りまとめてきたりまとめてきたりまとめてきたりまとめてきた。。。。かかるかかるかかるかかる調査調査調査調査報報報報告告告告はははは1977197719771977年年年年（（（（ＳＳＳＳ52525252））））度度度度にににに開開開開始始始始されされされされ、、、、2013201320132013年年年年（（（（ＨＨＨＨ
25252525））））度度度度までまでまでまで毎毎毎毎年年年年テーマテーマテーマテーマをををを設設設設けてけてけてけて戦戦戦戦災災災災のののの実情実情実情実情をまとめているをまとめているをまとめているをまとめている。。。。以以以以下下下下、、、、内容内容内容内容をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) ＳＳＳＳ52525252「「「「戦戦戦戦災災災災をををを被被被被ったったったった都都都都市市市市のののの空襲及空襲及空襲及空襲及びびびび被被被被害害害害状況状況状況状況にににに関関関関するするするする記記記記録録録録のののの収収収収集集集集」」」」のののの目的目的目的目的、、、、調査調査調査調査のののの方方方方
法法法法、、、、調査調査調査調査されたされたされたされた戦戦戦戦災都災都災都災都市市市市のののの基基基基準準準準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)))) ＳＳＳＳ55556666「「「「戦戦戦戦災災災災によりによりによりにより犠犠犠犠牲牲牲牲をををを被被被被ったったったった児児児児童童童童のののの実情実情実情実情（（（（学童学童学童学童疎疎疎疎開開開開））））にににに関関関関するするするする収収収収集集集集」」」」のののの目的目的目的目的、、、、調査調査調査調査対対対対象象象象、、、、
調査調査調査調査のののの方方方方法法法法等等等等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)))) ＳＳＳＳ57575757「「「「戦戦戦戦災災災災によりによりによりにより犠犠犠犠牲牲牲牲をををを被被被被ったったったった孤孤孤孤児児児児のののの実情実情実情実情にににに関関関関するするするする記記記記録録録録のののの収収収収集集集集」」」」、、、、同同同同じじじじくくくくＳＳＳＳ58585858「「「「戦戦戦戦災災災災によりによりによりにより犠犠犠犠
牲牲牲牲をををを被被被被ったったったった婦婦婦婦人人人人のののの実情実情実情実情にににに関関関関するするするする記記記記録録録録のののの収収収収集集集集」」」」のののの目的目的目的目的、、、、調査調査調査調査対対対対象象象象等等等等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 海洋海洋海洋海洋博博博博公公公公園園園園・・・・首里首里首里首里城公城公城公城公園園園園のののの運運運運営営営営についてについてについてについて
　　　　両両両両公公公公園園園園のののの有料有料有料有料施施施施設設設設のののの管管管管理権理権理権理権はははは国土国土国土国土交通交通交通交通省省省省所所所所管管管管のののの独独独独立行政立行政立行政立行政法法法法人人人人「「「「都都都都市市市市再生再生再生再生機機機機構構構構」」」」がががが持持持持っっっっ
ておりておりておりており、、、、美美美美らららら海水海水海水海水族館族館族館族館とととと首里首里首里首里城城城城のののの入入入入館館館館料料料料等等等等売売売売りりりり上上上上げげげげはははは年間年間年間年間66660000億億億億円円円円にににに上上上上るとるとるとると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。一一一一方方方方、、、、
無無無無料料料料開開開開放放放放施施施施設設設設のののの管管管管理理理理はははは、、、、県県県県のののの委委委委託管託管託管託管理理理理費費費費等等等等毎毎毎毎年年年年約約約約２２２２億億億億5000500050005000万万万万円円円円をををを支出支出支出支出していることになしていることになしていることになしていることにな
るるるる。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興のためにのためにのためにのために建設建設建設建設されたされたされたされた経経経経緯緯緯緯をををを踏踏踏踏まえるとまえるとまえるとまえると、、、、入入入入域域域域観光客観光客観光客観光客数数数数のののの９９９９割割割割にににに当当当当たるたるたるたる666688886666万万万万人人人人もももも
のののの人人人人がががが訪訪訪訪れるれるれるれる沖縄沖縄沖縄沖縄記念記念記念記念公公公公園園園園のののの管管管管理権理権理権理権はははは、、、、本本本本来来来来、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県あるいはあるいはあるいはあるいは北北北北部部部部市市市市町村町村町村町村等等等等にににに移管移管移管移管させさせさせさせ、、、、
沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興、、、、観光振興観光振興観光振興観光振興にににに資資資資するするするする財財財財源源源源としてとしてとしてとして活活活活用用用用するするするする道道道道をををを開開開開くべきではないかくべきではないかくべきではないかくべきではないか。。。。管管管管理権理権理権理権のののの移管移管移管移管にににに
ついてついてついてついて検討検討検討検討状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 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阻阻阻阻止止止止へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、手段手段手段手段のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして「「「「撤撤撤撤回回回回」」」」のののの可能性可能性可能性可能性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのと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
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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))))

10101010月月月月07070707    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

5555 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政治姿政治姿政治姿勢勢勢勢についてについてについてについて

((((1111)))) 就就就就任任任任以以以以降降降降、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤撤撤撤去去去去、、、、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阻阻阻阻止止止止にににに向向向向けけけけ、、、、大大大大悟徹底悟徹底悟徹底悟徹底にににに進進進進
めているめているめているめている姿姿姿姿勢勢勢勢にににに多多多多くのくのくのくの県県県県民民民民がががが共感共感共感共感をををを得得得得、、、、またまたまたまた県県県県民民民民にににに誇誇誇誇りとりとりとりと勇勇勇勇気気気気をををを与与与与えているえているえているえている。。。。安倍安倍安倍安倍総総総総理理理理をををを
初初初初めめめめ、、、、政府政府政府政府高高高高官官官官、、、、米米米米政府政府政府政府、、、、米有力米有力米有力米有力議議議議員員員員とのとのとのとの対対対対談談談談、、、、国連国連国連国連におけるにおけるにおけるにおける知事演説知事演説知事演説知事演説とそのとそのとそのとその行動行動行動行動がががが全全全全
国国国国にもにもにもにも発発発発信信信信、、、、注注注注目目目目をををを浴浴浴浴びびびびているているているている。。。。国国国国民世民世民世民世論論論論、、、、世界世界世界世界的的的的世世世世論論論論へへへへのののの働働働働きのきのきのきの次次次次なるなるなるなる展展展展開開開開とととと決意決意決意決意をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 世界平和世界平和世界平和世界平和のののの礎礎礎礎となるとなるとなるとなる国国国国際機際機際機際機関関関関のののの誘致誘致誘致誘致にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市ののののサッサッサッサッカカカカーーーー場場場場のののの汚染汚染汚染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、、、、三三三三者会議者会議者会議者会議のののの議事議事議事議事録録録録をををを防防防防衛衛衛衛局局局局はははは要旨要旨要旨要旨のみのみのみのみ作作作作成成成成
というというというという報報報報告告告告があるがあるがあるがある。。。。県県県県とととと沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市とととと国国国国とクロとクロとクロとクロススススチチチチェッェッェッェックというクというクというクという画画画画期的期的期的期的なななな取取取取りりりり組組組組みがなされみがなされみがなされみがなされ、、、、今後今後今後今後
のののの返還返還返還返還跡跡跡跡浄浄浄浄化化化化問題問題問題問題解解解解決決決決へへへへのののの大大大大きなきなきなきな事事事事例例例例であるであるであるである。。。。経経経経緯緯緯緯とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) キャキャキャキャンプ・シンプ・シンプ・シンプ・シュュュュワワワワブブブブ内内内内でででで見見見見つかったつかったつかったつかった碇石碇石碇石碇石についてについてについてについて名名名名護市護市護市護市はははは文化文化文化文化財財財財調査調査調査調査をををを始始始始めためためためた。。。。海洋海洋海洋海洋側側側側
のののの調査調査調査調査権権権権をををを持持持持つつつつ県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 大学大学大学大学院院院院大学大学大学大学についてについてについてについて

((((1111)))) 開開開開学学学学からからからから３３３３年年年年、、、、産産産産業創出業創出業創出業創出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とみとみとみと今後今後今後今後のののの見通見通見通見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。。。。

((((2222)))) 琉球大学琉球大学琉球大学琉球大学、、、、国立国立国立国立高高高高専専専専、、、、アアアアミーミーミーミーククククスススス、、、、県内県内県内県内教育機教育機教育機教育機関関関関とのとのとのとの連連連連携携携携についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 子子子子供供供供、、、、生生生生活活活活、、、、福祉福祉福祉福祉関連関連関連関連についてについてについてについて

((((1111)))) ワンワンワンワンストッストッストッストッププププ支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターーーーのののの運用状況運用状況運用状況運用状況とととと課題課題課題課題、、、、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。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県のののの若若若若年年年年齢齢齢齢出出出出産産産産のののの推推推推移移移移とととと全全全全国国国国とのとのとのとの比比比比較較較較をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 母母母母子推進子推進子推進子推進委員委員委員委員、、、、民民民民生生生生委員委員委員委員、、、、児児児児童童童童福祉委員福祉委員福祉委員福祉委員のののの推推推推移移移移とととと充充充充足率足率足率足率、、、、全全全全国国国国とのとのとのとの比比比比較較較較をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 非非非非婚親婚親婚親婚親のののの寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のののの規規規規定定定定改改改改正正正正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をみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 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)))) 教教教教員員員員のののの正正正正規規規規職職職職員員員員、、、、非正非正非正非正規規規規職職職職員員員員のののの数数数数のののの推推推推移移移移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。。。。

((((2222)))) 高高高高校校校校生生生生のののの飲酒飲酒飲酒飲酒・・・・喫煙喫煙喫煙喫煙のののの状況状況状況状況とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 児児児児童童童童生生生生徒徒徒徒のののの携携携携帯電帯電帯電帯電話話話話、、、、スマートスマートスマートスマートフォフォフォフォンのンのンのンの所有率所有率所有率所有率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。。。。

6666 マイマイマイマイナナナナンンンンバーバーバーバー制度制度制度制度関連関連関連関連法法法法についてについてについてについて

((((1111)))) 法法法法のののの趣趣趣趣旨旨旨旨・・・・内容内容内容内容がプラがプラがプラがプライバイバイバイバシシシシーーーー保保保保護護護護のののの観観観観点点点点やややや取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい方方方方についてについてについてについて、、、、県県県県民民民民のののの不不不不安安安安がががが高高高高まっまっまっまっ
ているているているている。。。。課題課題課題課題、、、、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。。。。

7777 エエエエネルギーネルギーネルギーネルギー政策政策政策政策についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの地地地地域特域特域特域特性性性性にににに合合合合ったったったった新新新新エエエエネルギーネルギーネルギーネルギー政策政策政策政策ややややエエエエネルギーネルギーネルギーネルギーのののの地地地地産産産産地地地地消消消消にににに対対対対するするするする県県県県のののの取取取取りりりり
組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 ススススポポポポーーーーツツツツアアアアイイイイランランランランドドドド沖縄沖縄沖縄沖縄のののの確確確確立立立立についてについてについてについて

((((1111)))) プロプロプロプロ野野野野球球球球キャキャキャキャンプンプンプンプ、、、、宮古宮古宮古宮古島島島島ののののオリッオリッオリッオリッククククスススス球団球団球団球団、、、、名名名名護市護市護市護市のののの日本日本日本日本ハハハハムムムム球団球団球団球団のののの次次次次年年年年度度度度からのからのからのからの撤退撤退撤退撤退
ががががほほほほぼぼぼぼ決決決決まったようまったようまったようまったようだだだだ。。。。地地地地域域域域振興振興振興振興のののの観観観観点点点点からもからもからもからも残念残念残念残念であるであるであるである。。。。県県県県のののの見解見解見解見解とととと今後今後今後今後のののの対策対策対策対策についについについについ
てててて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 各各各各種種種種ススススポポポポーーーーツツツツののののキャキャキャキャンプ・ンプ・ンプ・ンプ・大大大大会会会会・・・・ススススポポポポーーーーツツツツ療療療療養養養養地地地地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みみみ計画計画計画計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

9999 公公公公安安安安委員委員委員委員会関係会関係会関係会関係についてについてについてについて

((((1111)))) キャキャキャキャンプ・シンプ・シンプ・シンプ・シュュュュワワワワブブブブゲゲゲゲートートートート前前前前にににに駐車駐車駐車駐車しているしているしているしている機機機機動動動動隊隊隊隊車車車車にはにはにはには有有有有刺鉄刺鉄刺鉄刺鉄線線線線がががが張張張張られられられられ、、、、非非非非常常常常にににに危危危危険険険険
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であるであるであるである。。。。過過過過剰警備剰警備剰警備剰警備ではないかではないかではないかではないか。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

10101010我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのと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
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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))))

10101010月月月月07070707    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

6666 17171717分分分分 具志堅具志堅具志堅具志堅　　　　徹徹徹徹（（（（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 東東東東村村村村ののののオスオスオスオスププププレレレレイイイイパパパパッッッッドドドドについてについてについてについて
　　　　安倍安倍安倍安倍政権政権政権政権はははは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についてについてについてについて、、、、「「「「県県県県民民民民のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減」」」」にににに取取取取りりりり組組組組んでいることをんでいることをんでいることをんでいることを強調強調強調強調しししし
ているているているている。。。。東東東東村村村村高高高高江江江江のののの集集集集落落落落をををを取取取取りりりり囲囲囲囲むむむむようにようにようにように、、、、オスオスオスオスププププレレレレイイイイパパパパッッッッドドドド建設建設建設建設をををを進進進進めているめているめているめている。。。。建設建設建設建設予予予予定地定地定地定地
６６６６カカカカ所所所所のうのうのうのうちちちち、、、、ＮＮＮＮ４４４４地地地地区区区区のののの２２２２カカカカ所所所所がががが完完完完成成成成しししし、、、、米軍米軍米軍米軍はははは先先先先行行行行使使使使用用用用をしているをしているをしているをしている。。。。

((((1111)))) 米軍北米軍北米軍北米軍北部部部部訓練訓練訓練訓練場場場場のののの返還返還返還返還もももも行行行行われていないのにわれていないのにわれていないのにわれていないのに、、、、オスオスオスオスププププレレレレイイイイがががが日常的日常的日常的日常的にににに集集集集落落落落上上上上空空空空をををを飛行飛行飛行飛行すすすす
るるるる現状現状現状現状はははは、、、、新新新新たなたなたなたな基地基地基地基地のののの「「「「負担負担負担負担増増増増」」」」であるであるであるである。。。。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。。。。

((((2222)))) ＮＮＮＮ４４４４地地地地区区区区のののの先先先先行行行行使使使使用中止用中止用中止用中止をををを日日日日米両米両米両米両政府政府政府政府にににに求求求求めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((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８８８８月月月月末末末末にににに国国国国頭頭頭頭村村村村長長長長やややや東東東東村村村村長長長長とととと会会会会談談談談をををを行行行行ったったったった。。。。オスオスオスオスププププレレレレイイイイパパパパッッッッドドドド建設建設建設建設をををを進進進進めるめるめるめる
ためのためのためのための県県県県民民民民分断策分断策分断策分断策でありでありでありであり容認容認容認容認できないできないできないできない。。。。世界世界世界世界自然自然自然自然遺遺遺遺産産産産登登登登録録録録のためにものためにものためにものためにもオスオスオスオスププププレレレレイイイイパパパパッッッッドドドドをををを
撤撤撤撤去去去去するべきであるするべきであるするべきであるするべきである。。。。県県県県のののの姿姿姿姿勢勢勢勢とととと作作作作業業業業状況状況状況状況をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事公公公公約約約約であるであるであるである「「「「オスオスオスオスププププレレレレイイイイ配配配配備撤備撤備撤備撤回回回回」」」」実現実現実現実現のためにものためにものためにものためにも、、、、東東東東村村村村高高高高江江江江ののののオスオスオスオスププププレレレレイイイイパパパパッッッッドドドド建設建設建設建設
中止中止中止中止・・・・撤撤撤撤去去去去をををを日日日日米両米両米両米両政府政府政府政府にににに求求求求めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 安倍安倍安倍安倍政権政権政権政権のののの地方自治地方自治地方自治地方自治介介介介入入入入についてについてについてについて
　　　　安倍安倍安倍安倍政権政権政権政権はははは新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設予予予予定地定地定地定地周周周周辺辺辺辺のののの辺野古辺野古辺野古辺野古、、、、久志久志久志久志、、、、豊原豊原豊原豊原のののの久久久久辺辺辺辺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交付金交付金交付金創創創創設設設設をををを検討検討検討検討しているとのしているとのしているとのしているとの報報報報道道道道があるがあるがあるがある。。。。基地問題基地問題基地問題基地問題をををを抱抱抱抱えるえるえるえる地地地地域域域域にににに、、、、政府政府政府政府がががが県県県県やややや
名名名名護市護市護市護市のののの頭越頭越頭越頭越しにしにしにしに特別特別特別特別なななな交付金交付金交付金交付金をををを支出支出支出支出することはすることはすることはすることは、、、、地方自治地方自治地方自治地方自治ののの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されるものではされるものではされるものでは
ないないないない。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

3333 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にににに係係係係るるるる文化文化文化文化財財財財保保保保護護護護についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍米軍米軍米軍キャキャキャキャンプ・シンプ・シンプ・シンプ・シュュュュワワワワブブブブ内内内内のののの海海海海岸岸岸岸でででで見見見見つかったつかったつかったつかった「「「「碇石碇石碇石碇石」」」」はははは、、、、琉球琉球琉球琉球王王王王国時国時国時国時代代代代のののの交交交交易易易易状況状況状況状況をををを知知知知
るるるる意意意意味味味味でもでもでもでも、、、、大切大切大切大切なななな文化文化文化文化財財財財であるであるであるである。。。。県県県県はははは文化文化文化文化財財財財保保保保護法護法護法護法にのっとりにのっとりにのっとりにのっとり、、、、名名名名護市護市護市護市とととと協協協協力力力力してしてしてして本本本本格格格格
的的的的調査調査調査調査とととと保保保保護護護護・・・・保保保保全全全全をををを進進進進めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 2002002002006666年年年年からからからから2007200720072007年年年年（（（（平成平成平成平成18181818～～～～19191919年年年年））））にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防衛衛衛衛局局局局はははは新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設にににに係係係係るるるる米軍米軍米軍米軍兵舎兵舎兵舎兵舎
建設等建設等建設等建設等のためにのためにのためにのためにボボボボーリーリーリーリングングングング調査調査調査調査をををを実実実実施施施施しているしているしているしている。。。。ボボボボーリーリーリーリングのングのングのングのココココアアアア及及及及びびびび関係関係関係関係資資資資料料料料はははは、、、、キャキャキャキャ
ンプ・シンプ・シンプ・シンプ・シュュュュワワワワブブブブ周周周周辺地辺地辺地辺地域域域域のののの文化文化文化文化財財財財調査調査調査調査にとってにとってにとってにとって必必必必要要要要なものであるなものであるなものであるなものである。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防衛衛衛衛局局局局にににに対対対対してしてしてして、、、、
ボボボボーリーリーリーリングングングングココココアアアア記記記記録録録録のののの提提提提供供供供をををを求求求求めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。

((((3333)))) 2014201420142014年年年年（（（（平成平成平成平成22226666年年年年））））にににに日本自然保日本自然保日本自然保日本自然保護護護護協会協会協会協会はははは、、、、辺野古長辺野古長辺野古長辺野古長島島島島のののの洞窟洞窟洞窟洞窟にににに、、、、日本日本日本日本でででで初初初初めてのめてのめてのめての事事事事例例例例
となるとなるとなるとなるササササンンンンゴゴゴゴれきがれきがれきがれきが付付付付着着着着してしてしてして成成成成長長長長したしたしたした鍾乳石鍾乳石鍾乳石鍾乳石のののの存存存存在在在在についてについてについてについて発表発表発表発表したしたしたした。。。。長長長長島島島島はアジはアジはアジはアジササササシのシのシのシの
営営営営巣巣巣巣地地地地ともなっておりともなっておりともなっておりともなっており、、、、貴貴貴貴重重重重なななな自然自然自然自然をををを保保保保護護護護するするするする意意意意味味味味からもからもからもからも、、、、本本本本格格格格的的的的なななな学学学学術術術術調査調査調査調査がががが必必必必要要要要であであであであ
るるるる。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

4444 教育教育教育教育行政行政行政行政についてについてについてについて
　　　　北北北北部地部地部地部地域域域域のののの中中中中学学学学校校校校卒卒卒卒業業業業生生生生においてにおいてにおいてにおいて、、、、他他他他地地地地域域域域へへへへのののの進進進進学学学学状況状況状況状況はどのようなはどのようなはどのようなはどのような傾傾傾傾向向向向かかかか。。。。北北北北部地部地部地部地域域域域
のののの教育環境教育環境教育環境教育環境やややや地地地地域域域域振興振興振興振興のためにものためにものためにものためにも、、、、統廃統廃統廃統廃合合合合などのなどのなどのなどの整理整理整理整理統統統統合合合合ではないではないではないではない県立県立県立県立高高高高等等等等学学学学校校校校整整整整備備備備計計計計
画画画画へへへへとととと見見見見直直直直すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

5555 港港港港湾湾湾湾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)))) 安安安安田田田田漁港漁港漁港漁港とととと石垣石垣石垣石垣港港港港のののの台台台台風被風被風被風被害害害害はははは甚甚甚甚大大大大でありでありでありであり、、、、早早早早急急急急なななな対策対策対策対策ががが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。。。。被被被被害害害害のののの実態実態実態実態
とととと県県県県のののの対対対対応応応応についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古漁港漁港漁港漁港のののの港港港港内内内内やややや航路航路航路航路にににに、、、、砂砂砂砂がががが堆堆堆堆積積積積されたされたされたされた状態状態状態状態となっているとなっているとなっているとなっている。。。。県県県県としてもしとしてもしとしてもしとしてもしゅゅゅゅんせつんせつんせつんせつ工工工工
事事事事をををを行行行行うべきであるうべきであるうべきであるうべきである。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 羽羽羽羽地地地地漁漁漁漁協協協協とととと今今今今帰仁帰仁帰仁帰仁漁漁漁漁協協協協組合組合組合組合ががががママママグログログログロ養殖養殖養殖養殖業業業業にににに取取取取りりりり組組組組んでいるがんでいるがんでいるがんでいるが、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしても支援支援支援支援をををを行行行行うべうべうべうべ
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。。。。

6666 県立県立県立県立農農農農業業業業大学大学大学大学校校校校についてについてについてについて
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((((1111)))) 県立県立県立県立農農農農業業業業大学大学大学大学校校校校についてについてについてについて、、、、学学学学生生生生やややや地地地地域域域域へへへへのアンのアンのアンのアンケケケケートートートート結結結結果果果果からどのようなからどのようなからどのようなからどのようなニニニニーーーーズズズズがわかっがわかっがわかっがわかっ
たかたかたかたか。。。。地地地地域域域域ののののニニニニーーーーズズズズをををを尊重尊重尊重尊重したしたしたした整整整整備備備備計画計画計画計画をををを策定策定策定策定すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 県立県立県立県立農農農農業業業業大学大学大学大学のののの機機機機能能能能強化強化強化強化、、、、教育教育教育教育内容内容内容内容のののの充充充充実実実実についてについてについてについて

7777 県立県立県立県立北北北北部病院部病院部病院部病院についてについてについてについて
　県立　県立　県立　県立北北北北部病院部病院部病院部病院のののの産産産産婦婦婦婦人人人人科科科科医医医医がががが６６６６年年年年ぶぶぶぶりにりにりにりに４４４４人人人人体制体制体制体制となることはとなることはとなることはとなることは、、、、「「「「北北北北部地部地部地部地域域域域でででで安心安心安心安心してしてしてして子子子子どどどど
もをもをもをもを産産産産めるめるめるめる」」」」とととと歓迎歓迎歓迎歓迎されているされているされているされている。。。。一一一一方方方方でででで、、、、産産産産科科科科とととと小児小児小児小児がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって比比比比較較較較的的的的高度高度高度高度なななな医療医療医療医療をををを提提提提供供供供
するするするする「「「「地地地地域周域周域周域周産産産産期期期期母母母母子医療子医療子医療子医療セセセセンンンンタタタターーーー」」」」のののの県認定県認定県認定県認定のためにはのためにはのためにはのためには、、、、看看看看護護護護師師師師拡充拡充拡充拡充やややや施施施施設整設整設整設整備備備備がががが必必必必要要要要
であるであるであるである。。。。課題課題課題課題とととと対対対対応応応応についてについてについてについて見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

8888 地地地地域域域域・・・・観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて
　沖縄本　沖縄本　沖縄本　沖縄本島島島島一一一一周周周周帆帆帆帆かけかけかけかけサバサバサバサバニニニニキャキャキャキャララララババババンについてンについてンについてンについて
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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))))

10101010月月月月07070707    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

7777 17171717分分分分 奥平奥平奥平奥平　　　　一夫一夫一夫一夫（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 下下下下地地地地島空港及島空港及島空港及島空港及びびびび周周周周辺用地辺用地辺用地辺用地のののの利利利利活活活活用用用用とととと利利利利活活活活用用用用候補候補候補候補事事事事業業業業についてについてについてについて

((((1111)))) ６６６６月議会月議会月議会月議会でのでのでのでの議論議論議論議論のののの中中中中でででで「「「「土地利用土地利用土地利用土地利用計画計画計画計画ののののゾゾゾゾーーーーニニニニングをングをングをングを含含含含むむむむ見見見見直直直直しのしのしのしの検討検討検討検討がががが必必必必要要要要」」」」とととと答答答答
弁弁弁弁されているがそのされているがそのされているがそのされているがその理理理理由由由由はははは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 「「「「４４４４つのつのつのつの事事事事業業業業」」」」提提提提案案案案でででで、、、、県県県県とととと提提提提案案案案者者者者のののの課題課題課題課題解解解解決決決決にににに向向向向けたけたけたけた協議協議協議協議についてどこまでできているについてどこまでできているについてどこまでできているについてどこまでできている
かかかか伺伺伺伺うううう。（。（。（。（パパパパイイイイロロロロットットットット養養養養成成成成事事事事業業業業・・・・マルマルマルマルチチチチココココププププタタタターーーー・・・・ドドドドロロロローーーーンンンン操操操操縦技術縦技術縦技術縦技術者者者者育成育成育成育成事事事事業業業業・プラ・プラ・プラ・プライイイイベベベベートートートート
ジジジジェットェットェットェット受受受受けけけけ入入入入れれれれ事事事事業業業業・・・・富裕層富裕層富裕層富裕層をををを対対対対象象象象にしたにしたにしたにした高高高高級級級級リリリリゾゾゾゾートートートート施施施施設運設運設運設運営営営営事事事事業業業業））））

((((3333)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県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おけるにおけるにおけるにおける下下下下地地地地島空港島空港島空港島空港のののの位位位位置置置置づづづづけについてけについてけについてけについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 沖縄県人沖縄県人沖縄県人沖縄県人口口口口増加増加増加増加計画計画計画計画についてについてについてについて

((((1111)))) 計画計画計画計画策定策定策定策定のののの意義意義意義意義、、、、人人人人口口口口増加増加増加増加社社社社会会会会のののの実現可能性実現可能性実現可能性実現可能性についてについてについてについて見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

3333 自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊のののの米軍米軍米軍米軍施施施施設設設設のののの共同使共同使共同使共同使用用用用及及及及びびびび米軍米軍米軍米軍とのとのとのとの共同共同共同共同訓練訓練訓練訓練についてについてについてについて

((((1111)))) 複複複複数数数数のののの米軍米軍米軍米軍施施施施設設設設のののの共同使共同使共同使共同使用用用用とととと共同共同共同共同訓練訓練訓練訓練はははは目目目目にににに見見見見えてえてえてえて増加増加増加増加しししし活活活活動動動動範囲範囲範囲範囲はははは拡拡拡拡大大大大しているしているしているしている。。。。
県県県県民民民民はこれまでもはこれまでもはこれまでもはこれまでも米軍米軍米軍米軍のののの軍軍軍軍事事事事訓練訓練訓練訓練でででで大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担をををを強強強強いられてきているいられてきているいられてきているいられてきている。。。。このことはこのことはこのことはこのことは政府政府政府政府がががが
これまでこれまでこれまでこれまで強調強調強調強調するするするする「「「「負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減」」」」とはおよそかけとはおよそかけとはおよそかけとはおよそかけ離離離離れてれてれてれて負担負担負担負担のののの押押押押しつけでしつけでしつけでしつけで「「「「新新新新たなたなたなたな過過過過重重重重なななな負負負負
担担担担」」」」となっているとなっているとなっているとなっている。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 島島島島嶼嶼嶼嶼防防防防衛衛衛衛のののの名名名名のもとでのもとでのもとでのもとで宮古宮古宮古宮古島島島島市市市市をををを初初初初めめめめ、、、、石垣石垣石垣石垣やややや与那与那与那与那国国国国などなどなどなど南南南南西諸西諸西諸西諸島島島島へへへへのののの自自自自衛衛衛衛隊配隊配隊配隊配備備備備にににに
ついてついてついてついて具体具体具体具体的的的的計画計画計画計画をををを県県県県はどこまではどこまではどこまではどこまで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。。。。防防防防衛衛衛衛省省省省のののの来来来来年年年年度度度度のののの予算予算予算予算要求要求要求要求のののの内容内容内容内容にににに
ついてもついてもついてもついても伺伺伺伺うううう。。。。

4444 子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんワクチンがんワクチンがんワクチンがんワクチン副反副反副反副反応被応被応被応被害害害害者者者者救救救救済済済済についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内市市市市町村町村町村町村におけるにおけるにおけるにおける実態実態実態実態調査調査調査調査へへへへのののの協協協協力体制力体制力体制力体制とととと経経経経緯緯緯緯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)))) 被被被被害害害害者者者者救救救救済済済済にににに向向向向けたけたけたけた国国国国のののの審審審審査査査査がががが再開再開再開再開されたされたされたされた。。。。医療医療医療医療費費費費とととと医療医療医療医療手当手当手当手当のののの支支支支給給給給をををを決決決決めたというがめたというがめたというがめたというが
副反副反副反副反応被応被応被応被害害害害者者者者全全全全員員員員のののの救救救救済済済済とはなっていないとはなっていないとはなっていないとはなっていない。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県県県県単単単単独独独独のののの支援支援支援支援制度制度制度制度設設設設計計計計についてについてについてについて時期時期時期時期とととと支援支援支援支援内容等内容等内容等内容等についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 離離離離島島島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)))) 離離離離島島島島・・・・僻僻僻僻地地地地地地地地域域域域のののの教育振興教育振興教育振興教育振興についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県内県内県内県内全全全全てのてのてのての幼幼幼幼・・・・小中小中小中小中学学学学校施校施校施校施設設設設へへへへのクのクのクのクーーーーララララーーーー設設設設置置置置のののの整整整整備備備備率率率率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 知事知事知事知事公公公公約約約約でででで、、、、新新新新たなたなたなたな基基基基金金金金のののの創創創創設設設設によってによってによってによって離離離離島島島島のののの子子子子供供供供たたたたちちちちのののの本本本本島島島島へへへへのののの遠遠遠遠征征征征費費費費用用用用やややや、、、、県内県内県内県内
のののの子子子子供供供供たたたたちちちちのののの全全全全国国国国大大大大会会会会などのなどのなどのなどの県県県県外外外外派派派派遣費遣費遣費遣費用用用用をををを助成助成助成助成するとしているするとしているするとしているするとしている。。。。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みにつみにつみにつ
いていていていて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 交通交通交通交通・・・・生生生生活活活活ココココストストストストのののの低低低低減減減減についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 離離離離島住島住島住島住民民民民等等等等交通交通交通交通ココココストストストスト負担軽減事負担軽減事負担軽減事負担軽減事業及業及業及業及びびびび離離離離島島島島生生生生活活活活ココココストストストスト低低低低減実減実減実減実証証証証事事事事業業業業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。。。。

((((3333)))) 石油製品石油製品石油製品石油製品輸送輸送輸送輸送等等等等補助補助補助補助事事事事業費業費業費業費についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 施施施施策策策策のののの目的目的目的目的はははは「「「「離離離離島島島島地地地地域域域域におけるにおけるにおけるにおける石油製品石油製品石油製品石油製品のののの価価価価格格格格のののの安安安安定定定定とととと円円円円滑滑滑滑なななな供供供供給給給給をををを図図図図るためるためるためるため、、、、本本本本
島島島島からからからから離離離離島島島島へへへへ輸送輸送輸送輸送されるされるされるされる石油製品石油製品石油製品石油製品のののの輸送輸送輸送輸送経経経経費費費費等等等等にににに補助補助補助補助するするするする」」」」とあるとあるとあるとある。。。。実態実態実態実態はどうかはどうかはどうかはどうか見解見解見解見解
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 教教教教職職職職員員員員のののの働働働働きききき方方方方のののの改善改善改善改善についてについてについてについて（（（（多多多多忙忙忙忙化解消化解消化解消化解消にににに向向向向けてけてけてけて））））

((((1111)))) 教育教育教育教育長長長長はははは教教教教職職職職員員員員のののの業務業務業務業務実態実態実態実態とととと負担負担負担負担感感感感をどうをどうをどうをどう把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその改善改善改善改善にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり
組組組組みとみとみとみと成果成果成果成果についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 文文文文科科科科省省省省からからからから「「「「学学学学校校校校現場現場現場現場におけるにおけるにおけるにおける業務改善業務改善業務改善業務改善のためののためののためののためのガイガイガイガイドドドドラララライイイインンンン」」」」がががが現場現場現場現場のののの実態実態実態実態調査調査調査調査をもとをもとをもとをもと
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にににに出出出出されているがされているがされているがされてい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。。。。

7777 宮古宮古宮古宮古島島島島市市市市におけるにおけるにおけるにおける不不不不法法法法投棄投棄投棄投棄ごごごごみみみみ処処処処理事理事理事理事業業業業についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのと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
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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))))

10101010月月月月07070707    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

8888 17171717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政治姿政治姿政治姿勢勢勢勢についてについてについてについて

((((1111)))) 国連演説国連演説国連演説国連演説のののの手手手手応応応応えについてえについてえについてえについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 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取取取取りりりり消消消消しししし後後後後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 ＭＭＭＭＩＣＩＣＩＣＩＣＥＥＥＥ施施施施設設設設についてについてについてについて

((((1111)))) 規規規規模模模模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)))) イイイインンンンフフフフララララ整整整整備備備備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)))) 事事事事業業業業によるによるによるによる経済経済経済経済効果効果効果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。。。。

3333 観光観光観光観光関連関連関連関連についてについてについてについて

((((1111)))) 市市市市町村町村町村町村のののの観光観光観光観光協会協会協会協会のののの実態実態実態実態についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 観光客観光客観光客観光客1000100010001000万万万万人人人人誘客誘客誘客誘客にににに向向向向けたけたけたけた体制体制体制体制はははは万万万万全全全全かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 医療医療医療医療ツツツツーリーリーリーリズズズズムのムのムのムの実態実態実態実態についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 台台台台風風風風によるによるによるによる被被被被害害害害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)))) ククククルールールールーズズズズ船船船船のののの寄寄寄寄港港港港のののの実実実実数数数数とととと経済経済経済経済効果効果効果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。。。。

((((6666)))) 中中中中城城城城湾湾湾湾港港港港のクのクのクのクルールールールーズズズズ船船船船寄寄寄寄港港港港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、、、、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 中中中中心市心市心市心市街街街街地地地地活活活活性性性性化化化化についてについてについてについて

((((1111)))) 各各各各市市市市町村町村町村町村とのとのとのとの連連連連携携携携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)))) 地地地地域域域域のののの個個個個性性性性をををを支援支援支援支援するするするするスキースキースキースキームをムをムをムを強化強化強化強化すべしとすべしとすべしとすべしと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 公公公公共交通共交通共交通共交通についてについてについてについて

((((1111)))) ＯＯＯＯＫＫＫＫＩＣＩＣＩＣＩＣＡＡＡＡ導導導導入入入入後後後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)))) 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道導導導導入入入入についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 計画計画計画計画はははは順順順順調調調調かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 各各各各市市市市町村及町村及町村及町村及びびびび広広広広域域域域とのとのとのとの協議協議協議協議はなされているかはなされているかはなされているかはなされているか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 事事事事業業業業にににに向向向向けたけたけたけた人人人人材育成材育成材育成材育成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 土土土土木木木木建建建建築築築築関連関連関連関連についてについてについてについて

((((1111)))) 最低落最低落最低落最低落札札札札価価価価格格格格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)))) 今今今今年年年年度度度度事事事事業業業業のののの執執執執行行行行率率率率はははは順順順順調調調調かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 農農農農水水水水部部部部もももも含含含含めめめめ県工事県工事県工事県工事のののの施施施施工工工工管管管管理者理者理者理者はははは万万万万全全全全かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 県内県内県内県内業業業業者者者者のののの技術技術技術技術者者者者不不不不足足足足がががが課題課題課題課題になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、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。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのと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
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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))))

10101010月月月月07070707    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

9999 17171717分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　ノブノブノブノブ子子子子（（（（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政治姿政治姿政治姿勢勢勢勢についてについてについてについて

((((1111)))) 戦戦戦戦争争争争法法法法案案案案をををを廃廃廃廃止止止止することについてすることについてすることについてすることについて

ｱｱｱｱ 憲憲憲憲法法法法９９９９条条条条をををを破壊破壊破壊破壊しししし、、、、日本日本日本日本をををを「「「「海海海海外外外外でででで戦戦戦戦争争争争するするするする国国国国」」」」につくりかえるにつくりかえるにつくりかえるにつくりかえる戦戦戦戦後最悪後最悪後最悪後最悪のののの違憲違憲違憲違憲立立立立法法法法であであであであ
るるるる戦戦戦戦争争争争法法法法がががが安倍安倍安倍安倍政権政権政権政権によってによってによってによって強強強強行行行行成成成成立立立立されましたされましたされましたされました。。。。国国国国民民民民多数多数多数多数のののの意意意意見見見見をををを踏踏踏踏みにみにみにみにじじじじりりりり民民民民主主主主主主主主
義義義義をををを破壊破壊破壊破壊するするするする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法法法案案案案はははは廃廃廃廃止止止止すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。知事知事知事知事のののの御御御御所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 国連国連国連国連でのでのでのでの訴訴訴訴えについてえについてえについてえについて

ｱｱｱｱ 翁翁翁翁長長長長雄雄雄雄志志志志知事知事知事知事がががが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でででで「「「「県県県県民民民民がががが同同同同意意意意していないしていないしていないしていない新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設のののの強強強強行行行行はははは、、、、人権人権人権人権
侵侵侵侵害害害害でありでありでありであり、、、、あらあらあらあらゆゆゆゆるるるる手段手段手段手段でででで阻阻阻阻止止止止するするするする」」」」とととと戦戦戦戦後後後後70707070年年年年たってもたってもたってもたっても続続続続くくくく沖縄沖縄沖縄沖縄のののの不不不不条理条理条理条理をををを訴訴訴訴えたえたえたえた。。。。
画画画画期的期的期的期的でででで大大大大きなきなきなきな意義意義意義意義があったとがあったとがあったとがあったと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、そのそのそのその成果成果成果成果とととと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伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((3333)))) 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ついてについてについてについて

ｱｱｱｱ 翁翁翁翁長長長長雄雄雄雄志志志志知事知事知事知事はははは第三第三第三第三者者者者委員委員委員委員会会会会のののの報報報報告告告告をををを受受受受けてけてけてけて、、、、「「「「承承承承認認認認にはにはにはには瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵があるがあるがあるがある」」」」としてとしてとしてとして辺野古辺野古辺野古辺野古のののの
埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認をををを取取取取りりりり消消消消すすすす手手手手続続続続にににに入入入入ったったったった。。。。翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの決断決断決断決断をををを高高高高くくくく評評評評価価価価しししし「「「「移移移移設断設断設断設断念念念念」」」」にににに向向向向けてけてけてけて
のののの知事知事知事知事のののの決意決意決意決意とととと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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

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)))) ＭＭＭＭＨＨＨＨ66660000米軍米軍米軍米軍へリへリへリへリのののの墜落墜落墜落墜落原原原原因因因因のののの究究究究明明明明とととと飛行飛行飛行飛行訓練訓練訓練訓練のののの中止中止中止中止をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 津堅島津堅島津堅島津堅島沖沖沖沖でのでのでのでの米軍米軍米軍米軍ののののパパパパラシラシラシラシュートュートュートュート降降降降下下下下訓練訓練訓練訓練のののの中止中止中止中止をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 米米米米艦船艦船艦船艦船によるによるによるによるママママグロはえグロはえグロはえグロはえ縄縄縄縄切切切切断事断事断事断事故故故故についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 那覇那覇那覇那覇地地地地区区区区漁漁漁漁協協協協所所所所属属属属ののののママママグロはえグロはえグロはえグロはえ縄縄縄縄漁船漁船漁船漁船がががが沖縄本沖縄本沖縄本沖縄本島南島南島南島南方方方方のののの海域海域海域海域でででで操業操業操業操業中中中中にはえにはえにはえにはえ縄縄縄縄がががが、、、、
米米米米艦船艦船艦船艦船とととと思思思思われるわれるわれるわれる艦船艦船艦船艦船にににに２２２２隻隻隻隻のののの漁船漁船漁船漁船がががが６６６６月月月月からからからから７７７７月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて被被被被害害害害にににに遭遭遭遭うといううといううといううという事件事件事件事件がががが発発発発生生生生
したしたしたした。。。。米軍米軍米軍米軍艦船艦船艦船艦船とととと見見見見られるられるられるられる船船船船ががががソナソナソナソナーーーー（（（（音音音音波探波探波探波探知知知知機機機機））））のようなものをえいのようなものをえいのようなものをえいのようなものをえい航航航航していたといしていたといしていたといしていたとい
うううう。。。。このこのこのこの時期時期時期時期はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ののののママママグログログログロ操業操業操業操業のののの最最最最盛盛盛盛期期期期でありでありでありであり、、、、漁漁漁漁具具具具のののの被被被被害害害害はははは甚甚甚甚大大大大、、、、死死死死活活活活問題問題問題問題であであであであ
りりりり、、、、身身身身のののの危危危危険険険険さえさえさえさえ感感感感じじじじるるるる。。。。安心安心安心安心してしてしてして操業操業操業操業できないできないできないできない。。。。漁漁漁漁民民民民からからからから怒怒怒怒りのりのりのりの訴訴訴訴えがえがえがえが上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。

((((ｱｱｱｱ))))漁船操業漁船操業漁船操業漁船操業期期期期のののの沖縄沖縄沖縄沖縄近近近近海海海海でのでのでのでの演演演演習習習習やややや米米米米艦船艦船艦船艦船のののの運運運運航航航航をををを直直直直ちちちちにやめるようにやめるようにやめるようにやめるよう米軍米軍米軍米軍にににに求求求求めるこめるこめるこめるこ
とととと。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 運運運運航航航航事前事前事前事前通通通通報報報報をををを米軍米軍米軍米軍にににに求求求求めることめることめることめること。。。。またまたまたまた、、、、被被被被害隻数害隻数害隻数害隻数、、、、件件件件数数数数、、、、漁漁漁漁網網網網のののの被被被被害害害害金金金金額額額額、、、、被被被被害害害害にににに
遭遭遭遭いいいい操業操業操業操業できなかったできなかったできなかったできなかった本本本本来来来来のののの日日日日数数数数などについてなどについてなどについてなどについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((ｳｳｳｳ)))) 被被被被害害害害にににに遭遭遭遭ったったったった漁船漁船漁船漁船にににに対対対対するするするする補補補補償償償償をををを速速速速やかにやかにやかにやかに米米米米側側側側にににに求求求求めめめめ、、、、県県県県はははは補補補補償償償償をををを受受受受けられるようけられるようけられるようけられるよう漁漁漁漁
業業業業者者者者をををを支援支援支援支援することについてすることについてすることについてすることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((ｴｴｴｴ))))昨昨昨昨年年年年のののの事事事事故故故故、、、、補補補補償償償償についてのについてのについてのについての進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況はどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますか。。。。今後今後今後今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
いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 米軍米軍米軍米軍のののの訓練水域訓練水域訓練水域訓練水域・・・・空域空域空域空域のののの撤廃撤廃撤廃撤廃をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 戦戦戦戦争遺跡争遺跡争遺跡争遺跡群群群群のののの保保保保存存存存、、、、継継継継承承承承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がががが実実実実施施施施したしたしたした「「「「戦戦戦戦争遺跡争遺跡争遺跡争遺跡群群群群詳細詳細詳細詳細確確確確認認認認調査調査調査調査事事事事業業業業」」」」のののの結結結結果果果果とととと県県県県文化文化文化文化財財財財保保保保護護護護指定指定指定指定をををを進進進進めるめるめるめる
ためのためのためのための今後今後今後今後のののの計画計画計画計画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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 男女男女男女男女共同参共同参共同参共同参画画画画についてについてについてについて

((((1111)))) 男女男女男女男女共同参共同参共同参共同参画画画画条条条条例例例例、、、、参参参参画計画画計画画計画画計画のののの市市市市町村町村町村町村のののの策定状況策定状況策定状況策定状況とととと促促促促進進進進についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県県県県管管管管理理理理職職職職、、、、審審審審議会議会議会議会、、、、委員委員委員委員会会会会へへへへのののの女女女女性性性性のののの登登登登用用用用率率率率とととと比比比比率率率率をををを上上上上げげげげるためのるためのるためのるための対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。
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((((3333)))) ＤＶＤＶＤＶＤＶ相談相談相談相談支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターへーへーへーへのののの相談相談相談相談件件件件数数数数、、、、県県県県警警警警がががが認知認知認知認知したしたしたしたＤＶＤＶＤＶＤＶ相談相談相談相談件件件件数数数数、、、、裁判裁判裁判裁判所所所所がががが加加加加害害害害者者者者にににに
命命命命ずずずずるるるる保保保保護護護護命令命令命令命令についてのについてのについてのについての被被被被害害害害者者者者からのからのからのからの申申申申しししし立立立立てててて件件件件数数数数についてについてについてについて、、、、市市市市町村町村町村町村ののののＤＶＤＶＤＶＤＶ防防防防止基本止基本止基本止基本
計画計画計画計画のののの策定策定策定策定とととと策定策定策定策定計画計画計画計画についてについてについてについて及及及及びびびび市市市市町村町村町村町村ののののＤＶＤＶＤＶＤＶ相談相談相談相談者者者者のののの配置配置配置配置ととととＤＶＤＶＤＶＤＶ相談相談相談相談支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターーーー
のののの設設設設置置置置をををを促促促促進進進進することについてすることについてすることについてすることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 高高高高校校校校、、、、小中小中小中小中学学学学校校校校でのでのでのでの男女混男女混男女混男女混合合合合名名名名簿簿簿簿のののの全全全全国国国国、、、、県内県内県内県内のののの実実実実施施施施状況状況状況状況とととと実実実実施施施施促促促促進進進進についてについてについてについて伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((5555)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県母母母母子子子子家庭家庭家庭家庭等生等生等生等生活活活活支援支援支援支援モモモモデルデルデルデル事事事事業業業業についてについてについてについて並並並並びびびびにににに各各各各市市市市町村町村町村町村のののの実実実実施施施施状況状況状況状況とととと実実実実施施施施をををを
促促促促進進進進することについてすることについてすることについてすることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 母母母母子子子子支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターーーーのののの建設建設建設建設についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの非非非非婚婚婚婚ひひひひとりとりとりとり親親親親世世世世帯帯帯帯のののの寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のみなしのみなしのみなしのみなし適適適適用用用用のののの実態実態実態実態とととと拡充拡充拡充拡充についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。所所所所
得得得得税税税税法法法法のののの寡婦控寡婦控寡婦控寡婦控除除除除のののの抜抜抜抜本本本本改改改改正正正正をををを国国国国にににに求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 子子子子供供供供のののの医療医療医療医療費無費無費無費無料化料化料化料化についてについてについてについて

((((1111)))) 子子子子供供供供医療医療医療医療費無費無費無費無料化料化料化料化拡拡拡拡大大大大のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況、、、、通通通通院院院院費費費費のののの自己負担自己負担自己負担自己負担をなくしてをなくしてをなくしてをなくして中中中中学学学学校校校校卒卒卒卒業業業業までのまでのまでのまでの窓窓窓窓
口無口無口無口無料化料化料化料化をををを早早早早急急急急にににに実現実現実現実現することについてすることについてすることについてすることについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 介介介介護護護護保保保保険険険険についてについてについてについて　　　　
　 　 　 　 安倍安倍安倍安倍政権政権政権政権のののの医療医療医療医療介介介介護護護護総総総総合法合法合法合法のののの改悪改悪改悪改悪によってによってによってによって介介介介護護護護難難難難民民民民がががが増大増大増大増大、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの負担負担負担負担とととと不不不不安安安安はははは一一一一
層層層層深深深深刻刻刻刻になっていますになっていますになっていますになっています。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄ではではではでは、、、、どうなっていますかどうなっていますかどうなっていますかどうなっていますか。。。。

((((1111)))) 特別特別特別特別養養養養護護護護老老老老人人人人ホホホホーーーームにムにムにムに入所入所入所入所できないできないできないできない要要要要介介介介護護護護１１１１、、、、２２２２のののの高高高高齢齢齢齢者者者者数数数数、、、、具体具体具体具体的対策的対策的対策的対策についてについてについてについて伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。

((((2222)))) 介介介介護護護護保保保保険険険険のののの利用利用利用利用料料料料にににに２２２２割割割割負担負担負担負担がががが導導導導入入入入されようとしていますされようとしていますされようとしていますされようとしています。。。。高高高高齢齢齢齢者者者者のののの負担負担負担負担額額額額ががががふふふふええええ、、、、介介介介護護護護
サービスサービスサービスサービスをををを受受受受けられないけられないけられないけられない深深深深刻刻刻刻なななな事態事態事態事態がががが拡拡拡拡大大大大されることになりますされることになりますされることになりますされることになります。。。。介介介介護護護護保保保保険険険険料料料料のののの減減減減額免額免額免額免除除除除
制度制度制度制度をををを市市市市町村町村町村町村ともともともとも協協協協力力力力してしてしてして実実実実施施施施、、、、拡充拡充拡充拡充することについてすることについてすることについてすることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 特別特別特別特別養養養養護護護護老老老老人人人人ホホホホーーーームやムやムやムや通所通所通所通所介介介介護護護護施施施施設設設設のののの介介介介護護護護報報報報酬酬酬酬をををを大大大大幅幅幅幅にににに引引引引きききき下下下下げげげげるるるる改悪改悪改悪改悪をををを行行行行っていまっていまっていまっていま
すがすがすがすが介介介介護護護護崩壊崩壊崩壊崩壊にににに拍車拍車拍車拍車をかけるものですをかけるものですをかけるものですをかけるものです。。。。そのそのそのその影響影響影響影響はどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますか。。。。

((((4444)))) 特別特別特別特別養養養養護護護護老老老老人人人人ホホホホーーーームのムのムのムの待待待待機機機機者者者者数及数及数及数及びびびび待待待待機機機機者者者者をををを解消解消解消解消するためにするためにするためにするために必必必必要要要要なななな増増増増設設設設計画計画計画計画についてについてについてについて
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 糸満糸満糸満糸満市文化市文化市文化市文化・・・・平和平和平和平和・・・・観光振興観光振興観光振興観光振興セセセセンンンンタタタターーーーのののの建設建設建設建設についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

8888 糸満糸満糸満糸満ロロロローーーータタタタリーリーリーリーのののの整整整整備備備備、、、、拡充拡充拡充拡充のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと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ますいますいますいます。。。。

9999 糸満糸満糸満糸満市市市市沿岸沿岸沿岸沿岸水域水域水域水域へへへへのののの海洋海洋海洋海洋深深深深層層層層水水水水研究研究研究研究施施施施設設設設のののの建設建設建設建設についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。海洋海洋海洋海洋深深深深層層層層水水水水のののの利利利利活活活活用用用用
はははは、、、、農農農農水水水水産産産産業業業業をををを初初初初めめめめ産産産産業業業業振興振興振興振興にもにもにもにも大大大大きなきなきなきな役役役役割割割割をををを果果果果たすものとたすものとたすものとたすものと期期期期待待待待されていますされていますされていますされています。。。。糸満糸満糸満糸満市市市市はははは、、、、
県県県県海洋海洋海洋海洋研究研究研究研究セセセセンンンンタタタターーーーやややや農農農農業業業業研究研究研究研究セセセセンンンンタタタターーーーとのとのとのとの連連連連携携携携をををを図図図図ることができるることができるることができるることができる糸満糸満糸満糸満市市市市沿岸沿岸沿岸沿岸域域域域へへへへのののの建建建建
設設設設をををを強強強強くくくく要要要要望望望望していますしていますしていますしています。。。。海洋海洋海洋海洋深深深深層層層層水水水水のののの建設建設建設建設はははは、、、、産産産産業業業業振興振興振興振興のののの展望展望展望展望をををを切切切切りりりり開開開開きききき県経済県経済県経済県経済発発発発展展展展にににに
大大大大きなきなきなきな役役役役割割割割をををを果果果果たすたすたすたす上上上上でもでもでもでも糸満糸満糸満糸満市市市市へへへへのののの建設建設建設建設がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。知事知事知事知事のののの御御御御所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

10101010 県県県県漁漁漁漁連連連連卸売卸売卸売卸売市市市市場場場場のののの糸満糸満糸満糸満市市市市漁港漁港漁港漁港へへへへのののの早早早早期期期期移転移転移転移転についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

11111111糸満糸満糸満糸満市市市市武富武富武富武富ハイハイハイハイツツツツのののの急傾斜急傾斜急傾斜急傾斜地地地地崩壊崩壊崩壊崩壊対策事対策事対策事対策事業業業業のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと今後今後今後今後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

12121212台台台台風風風風15151515号号号号、、、、21212121号号号号のののの被被被被害害害害状況状況状況状況とととと緊急緊急緊急緊急対策対策対策対策のののの実実実実施施施施についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

13131313我我我我がががが党党党党のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのと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


