
1

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8888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))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((木木木木))))

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

1111 17171717分分分分 嘉陽嘉陽嘉陽嘉陽　　　　宗儀宗儀宗儀宗儀（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 知事訪米活動知事訪米活動知事訪米活動知事訪米活動についてについてについてについて、、、、知事知事知事知事みずからみずからみずからみずから沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対のののの民意民意民意民意をををを訴訴訴訴えたえたえたえた意義意義意義意義
はははは大大大大きいきいきいきい。。。。今後今後今後今後のアメリカののアメリカののアメリカののアメリカの世論世論世論世論をををを動動動動かすかすかすかす力力力力になりになりになりになり得得得得るとるとるとる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とととと今後今後今後今後のののの抱抱抱抱
負負負負をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設をををを中止中止中止中止させるさせるさせるさせ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、、、、知事知事知事知事がががが埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認をををを取取取取りりりり消消消消したことにしたことにしたことにしたことに
対対対対してしてしてして国国国国がががが対抗対抗対抗対抗してしてしてして裁判裁判裁判裁判にににに訴訴訴訴えているがえているがえているがえているが、、、、まさにまさにまさにまさに権力権力権力権力のののの濫用濫用濫用濫用でででで民意民意民意民意をををを押押押押しししし潰潰潰潰すすすす暴挙暴挙暴挙暴挙であであであであ
るるるる。。。。県民県民県民県民はははは決決決決してしてしてして屈屈屈屈しないしないしないしない。。。。知事知事知事知事のののの決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 前知事前知事前知事前知事によるによるによるによる埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認にににに瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵があるとこれまでがあるとこれまでがあるとこれまでがあるとこれまで繰繰繰繰りりりり返返返返しししし指摘指摘指摘指摘をしてきたがをしてきたがをしてきたがをしてきたが、、、、環境監視委員環境監視委員環境監視委員環境監視委員
にににに受注業者受注業者受注業者受注業者からからからから多額多額多額多額のののの寄附寄附寄附寄附があったことががあったことががあったことががあったことが明明明明らかになりらかになりらかになりらかになり疑惑疑惑疑惑疑惑がががが深深深深まったまったまったまった。。。。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
うううう。。。。

((((4444)))) しかもしかもしかもしかも、、、、このこのこのこの新基地受注企業新基地受注企業新基地受注企業新基地受注企業にににに、、、、前知事時代前知事時代前知事時代前知事時代のののの元幹部元幹部元幹部元幹部がががが天下天下天下天下りしていたとマスコミでりしていたとマスコミでりしていたとマスコミでりしていたとマスコミで報報報報じらじらじらじら
れているれているれているれている。。。。環境影響調査報告書環境影響調査報告書環境影響調査報告書環境影響調査報告書にもにもにもにも問題問題問題問題があったことはがあったことはがあったことはがあったことは明明明明らかであるらかであるらかであるらかである。。。。今後今後今後今後、、、、前知事前知事前知事前知事にににに絡絡絡絡
むむむむ問題問題問題問題もももも究明究明究明究明すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うがうがうがうが、、、、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うううう。。。。

((((5555)))) 米軍普天間基地米軍普天間基地米軍普天間基地米軍普天間基地のののの危険性危険性危険性危険性のののの除去除去除去除去はははは、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をきっぱりをきっぱりをきっぱりをきっぱり断念断念断念断念しししし、、、、県民県民県民県民がががが一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなって
「「「「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、、、、撤去撤去撤去撤去」」」」をををを求求求求めてめてめてめて立立立立ちちちち上上上上がることががることががることががることが大事大事大事大事でででで、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にこだわってにこだわってにこだわってにこだわって
いるからいるからいるからいるから解決解決解決解決はしないはしないはしないはしない。。。。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 砂利採取砂利採取砂利採取砂利採取についてについてについてについて
　共同漁業権第　共同漁業権第　共同漁業権第　共同漁業権第８８８８号号号号のののの伊計島沖伊計島沖伊計島沖伊計島沖でででで大量大量大量大量のののの砂利採取砂利採取砂利採取砂利採取がががが行行行行われているがわれているがわれているがわれているが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容をををを明明明明らかにらかにらかにらかに
することすることすることすること。。。。

3333 高江高江高江高江のヘリパッドのヘリパッドのヘリパッドのヘリパッド建設問題建設問題建設問題建設問題についてについてについてについて

((((1111)))) 高江高江高江高江でのオスプレイやでのオスプレイやでのオスプレイやでのオスプレイやＣＨＣＨＣＨＣＨ53535353ヘリなどのヘリなどのヘリなどのヘリなどの訓練訓練訓練訓練がががが行行行行われてわれてわれてわれて、、、、住民生活住民生活住民生活住民生活がががが脅脅脅脅かされているかされているかされているかされている。。。。県県県県
はそのはそのはそのはその実態実態実態実態をををを掌握掌握掌握掌握しているかしているかしているかしているか。。。。

((((2222)))) 「「「「ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設はははは世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産をををを潰潰潰潰すすすす」」」」ものでありものでありものでありものであり県県県県としてのとしてのとしてのとしての対策対策対策対策はははは喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題であるであるであるである。。。。どうどうどうどう
取取取取りりりり組組組組まれているかまれているかまれているかまれているか。。。。実態実態実態実態をををを調査調査調査調査してしてしてして報告報告報告報告することすることすることすること。。。。

((((3333)))) 県道県道県道県道77770000号号号号線線線線のののの共同共同共同共同使使使使用用用用のののの見見見見直直直直しししし問題問題問題問題はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

4444 西西西西普天間地普天間地普天間地普天間地区区区区のののの環境調査環境調査環境調査環境調査のののの現況現況現況現況とととと対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟埋立問題埋立問題埋立問題埋立問題についてについてについてについて

((((1111)))) 泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟のののの自然自然自然自然環境環境環境環境のののの破壊破壊破壊破壊がががが進進進進行行行行しているしているしているしている。。。。県県県県はははは現況現況現況現況をををを掌握掌握掌握掌握しているかしているかしているかしているか。。。。

((((2222)))) ラムサールラムサールラムサールラムサール条約条約条約条約のののの登録登録登録登録にににに向向向向けけけけてのてのてのての取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと、、、、そのそのそのその対策対策対策対策のためにのためにのためにのために、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて見見見見直直直直しをしをしをしを含含含含めめめめ
てててて有効有効有効有効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。。。。決意決意決意決意をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 警察警察警察警察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)))) キャンキャンキャンキャンププププ・シュワブ・シュワブ・シュワブ・シュワブののののゲートゲートゲートゲートでのでのでのでの過剰警備過剰警備過剰警備過剰警備でででで県民県民県民県民ににににけけけけがをがをがをがを負負負負わせわせわせわせ、、、、不当弾圧不当弾圧不当弾圧不当弾圧をしているをしているをしているをしている。。。。問問問問
答答答答無無無無用用用用でででで強強強強権権権権排排排排除除除除しているしているしているしている。。。。職職職職権濫用権濫用権濫用権濫用ではないかではないかではないかではないか。。。。県民県民県民県民のののの生生生生命命命命をををを脅脅脅脅かすかすかすかす事態事態事態事態になっていになっていになっていになってい
ることにることにることにることに対対対対するするするする本本本本部長部長部長部長とととと公安公安公安公安委員長委員長委員長委員長のののの見解見解見解見解をををを、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 警察車両警察車両警察車両警察車両がががが公公公公道道道道をををを占拠占拠占拠占拠しししし、、、、一一一一般般般般県民県民県民県民のののの通通通通行行行行をををを妨害妨害妨害妨害しているしているしているしている。。。。自由往来妨害罪自由往来妨害罪自由往来妨害罪自由往来妨害罪ではないではないではないではない
かかかか。。。。県民県民県民県民のののの生生生生命命命命・・・・安全安全安全安全をををを守守守守るるるる立立立立場場場場からそのからそのからそのからその中止中止中止中止をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((3333)))) 過剰警備過剰警備過剰警備過剰警備のののの見見見見直直直直しをしをしをしを求求求求めるめるめるめる。。。。

7777 米米米米兵犯罪兵犯罪兵犯罪兵犯罪についてについてについてについて

((((1111)))) ななななぜぜぜぜ、、、、米米米米兵犯罪兵犯罪兵犯罪兵犯罪ががががふふふふえているのかえているのかえているのかえているのか。。。。

((((2222)))) 基地基地基地基地外居外居外居外居住者住者住者住者のののの米米米米兵兵兵兵のののの監監監監督督督督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。。。。そのそのそのその法的根拠法的根拠法的根拠法的根拠はははは何何何何かかかか。。。。
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((((3333)))) 地位地位地位地位協定協定協定協定をををを抜本的抜本的抜本的抜本的にににに改定改定改定改定するようするようするようするよう政政政政府府府府にににに求求求求めるべきめるべきめるべきめるべき。。。。決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 ワンワンワンワンスススストトトトップップップップ支援支援支援支援センターセンターセンターセンターのののの設設設設置置置置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)))) 支援支援支援支援センターセンターセンターセンターはははは相談相談相談相談者者者者にににに寄寄寄寄りりりり添添添添ってってってって適切適切適切適切なななな対対対対処処処処をすることがをすることがをすることがを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。。。。相談相談相談相談者者者者のののの声声声声
はははは生生生生かされているかかされているかかされているかかされているか。。。。運運運運動動動動団体団体団体団体がががが要求要求要求要求してきたしてきたしてきたしてきた内容内容内容内容はははは生生生生かされているかかされているかかされているかかされているか。。。。

((((2222)))) 県立県立県立県立病院病院病院病院とととと民間民間民間民間病院病院病院病院がががが提携提携提携提携しししし、、、、24242424時間時間時間時間、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも対対対対処処処処できるようにすべきではないかできるようにすべきではないかできるようにすべきではないかできるようにすべきではないか。。。。

((((3333)))) 専門的専門的専門的専門的にににに対対対対応応応応できるできるできるできる人材人材人材人材のののの育成育成育成育成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。。。。

9999 沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市ののののごごごごみみみみ山山山山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)))) ごごごごみみみみ山山山山問題問題問題問題のののの解決策解決策解決策解決策のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((2222)))) 地下地下地下地下水汚染水汚染水汚染水汚染のののの実態調査実態調査実態調査実態調査のののの結果結果結果結果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。。。。

((((3333)))) 浸出水浸出水浸出水浸出水対策対策対策対策はははは改善改善改善改善されたかされたかされたかされたか。。。。

((((4444)))) 倉敷倉敷倉敷倉敷環境環境環境環境のののの産産産産廃廃廃廃業者業者業者業者がががが、、、、うるまうるまうるまうるま市石川東恩納市石川東恩納市石川東恩納市石川東恩納でででで新新新新しいしいしいしい産産産産廃処廃処廃処廃処分分分分場場場場計計計計画画画画があるとのがあるとのがあるとのがあるとの訴訴訴訴えがえがえがえが
あるがあるがあるがあるが、、、、実態実態実態実態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。。。。

11110000 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関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第8888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))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((木木木木))))

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

2222 17171717分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　　　　　満満満満（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 辺野古埋立関辺野古埋立関辺野古埋立関辺野古埋立関連連連連についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 警警警警視視視視庁庁庁庁からからからから警備隊警備隊警備隊警備隊111100000000人人人人がががが派派派派遣遣遣遣されたされたされたされた。。。。まさにまさにまさにまさに過剰警備過剰警備過剰警備過剰警備とととと思思思思うがうがうがうが、、、、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うううう。。。。

ｲｲｲｲ 米国政米国政米国政米国政府府府府にににに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの秘秘秘秘策策策策、、、、ワシントンワシントンワシントンワシントン事事事事務務務務所所所所のののの役割役割役割役割についてについてについてについて、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 知事知事知事知事公室公室公室公室関関関関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 住住住住宅宅宅宅等等等等開発磁気探開発磁気探開発磁気探開発磁気探査査査査支援支援支援支援事業事業事業事業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。。。。

3333 文化観光文化観光文化観光文化観光ススススポーツポーツポーツポーツ部関部関部関部関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県がががが推進推進推進推進するするするするＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥ施施施施設設設設のののの進捗進捗進捗進捗についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 観光観光観光観光政策政策政策政策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 観光振興観光振興観光振興観光振興ののののＰＤＰＤＰＤＰＤＣＣＣＣＡＡＡＡササササイイイイクルクルクルクルはははは機能機能機能機能しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 観光収入観光収入観光収入観光収入ににににおけおけおけおけるるるる地元調地元調地元調地元調達率達率達率達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。。。。

((((3333)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの国国国国際線際線際線際線ビルビルビルビル改築改築改築改築のののの進捗進捗進捗進捗についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) クルーズクルーズクルーズクルーズ船船船船受受受受けけけけ入入入入れのれのれのれ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。。。。

((((5555)))) 県立県立県立県立芸芸芸芸大大大大卒卒卒卒のののの就職率就職率就職率就職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。。。。

4444 総務総務総務総務部関部関部関部関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県公公公公共事業共事業共事業共事業ににににおけおけおけおけるるるる物価物価物価物価調査会調査会調査会調査会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 企企企企画画画画部関係部関係部関係部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 各各各各地地地地方自方自方自方自治治治治体体体体・・・・広域広域広域広域ででででＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ導入導入導入導入のののの機運機運機運機運がががが高高高高まっているがまっているがまっているがまっているが、、、、県県県県のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり、、、、対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 商工労働商工労働商工労働商工労働部関係部関係部関係部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 政政政政府府府府はははは駐留駐留駐留駐留軍軍軍軍労働労働労働労働者者者者のののの労務費削減労務費削減労務費削減労務費削減をををを検討検討検討検討しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、県県県県のののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 土木土木土木土木建建建建築築築築部関係部関係部関係部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 国道国道国道国道・・・・県道県道県道県道沿沿沿沿いのいのいのいの雑草雑草雑草雑草問題問題問題問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)))) 国国国国のののの推進推進推進推進するするするする国国国国土強靭化土強靭化土強靭化土強靭化アアアアクションクションクションクションププププランランランラン2222000015151515ににににおおおおいていていていて、、、、路面路面路面路面下下下下空洞空洞空洞空洞調査調査調査調査のののの実実実実施施施施をををを明明明明記記記記
しているがしているがしているがしているが、、、、県県県県のののの対対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

8888 農林水農林水農林水農林水産部関係産部関係産部関係産部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県花花花花であるであるであるであるデデデデイイイイゴゴゴゴをををを見見見見かかかかけけけけるるるる機機機機会会会会がががが減減減減っているがっているがっているがっているが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由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。。。。

9999 保健医療保健医療保健医療保健医療部部部部・・・・病院病院病院病院事業事業事業事業局局局局関係関係関係関係についてについてについてについて

((((1111)))) 県立県立県立県立八重山病院八重山病院八重山病院八重山病院のののの入札入札入札入札・・・・不不不不調調調調・・・・不落不落不落不落のののの原因原因原因原因をををを伺伺伺伺うううう。。。。

11110000 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関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第8888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))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((木木木木))))

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

3333 17171717分分分分 西銘西銘西銘西銘　　　　純恵純恵純恵純恵（（（（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 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)))) 選選選選挙挙挙挙でででで示示示示したしたしたした辺野古新基地建設反対辺野古新基地建設反対辺野古新基地建設反対辺野古新基地建設反対のののの県民県民県民県民のののの民意民意民意民意、、、、第第第第三三三三者者者者検証検証検証検証委員会委員会委員会委員会のののの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認にににに
「「「「瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵があるがあるがあるがある」」」」とのとのとのとの検証結果検証結果検証結果検証結果をををを受受受受けけけけ、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは承認承認承認承認をををを取取取取りりりり消消消消したしたしたした。。。。安倍安倍安倍安倍政権政権政権政権によるによるによるによる代代代代執執執執
行裁判行裁判行裁判行裁判はははは、、、、国民国民国民国民主主主主権権権権とととと地地地地方自方自方自方自治治治治をじをじをじをじゅゅゅゅうりうりうりうりんんんん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暴挙暴挙暴挙暴挙ではないかではないかではないかではないか。。。。知事知事知事知事のののの見見見見
解解解解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 政政政政府府府府はははは、、、、審審審審査査査査請請請請求求求求のののの採決採決採決採決をををを放放放放置置置置したまましたまましたまましたまま工工工工事事事事をををを続続続続行行行行しししし、、、、代代代代執執執執行行行行をををを提提提提訴訴訴訴したしたしたした。。。。代代代代執執執執行行行行をするをするをするをする
にはにはにはには「「「「そのそのそのその是正是正是正是正をををを図図図図るるるる方法方法方法方法がががが他他他他にないにないにないにない」」」」などなどなどなど厳格厳格厳格厳格なななな要要要要件件件件があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた、、、、代代代代執執執執行行行行制度制度制度制度にはにはにはには「「「「地地地地
方自方自方自方自治治治治のののの尊尊尊尊重重重重」」」」もあるもあるもあるもある。。。。裁判裁判裁判裁判にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 政政政政府府府府はははは、、、、佐賀佐賀佐賀佐賀空港空港空港空港のののの米米米米海海海海兵隊兵隊兵隊兵隊オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ訓練訓練訓練訓練をををを地元地元地元地元のののの反対反対反対反対でででで取取取取りりりり消消消消したしたしたした。。。。政政政政府府府府のののの極極極極秘秘秘秘指指指指
定文定文定文定文書書書書でででで、、、、2222000011110000年年年年のののの徳之徳之徳之徳之島移設島移設島移設島移設案案案案はははは地元地元地元地元のののの反対反対反対反対をををを理由理由理由理由にににに米米米米側側側側がががが拒否拒否拒否拒否していたことがしていたことがしていたことがしていたことが報報報報
道道道道されたされたされたされた。。。。安倍安倍安倍安倍政権政権政権政権はははは、、、、沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの反対反対反対反対のののの民意民意民意民意をををを米国米国米国米国にににに伝伝伝伝ええええ、、、、辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設をををを断断断断
念念念念すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。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。。。。

((((4444)))) キャンキャンキャンキャンププププ・シュワブ・シュワブ・シュワブ・シュワブ内内内内にににに７７７７カカカカ所所所所のののの遺遺遺遺跡群跡群跡群跡群があるがあるがあるがある。。。。今今今今回回回回発発発発見見見見されたされたされたされた約約約約2222000000000000年年年年前前前前のののの文化文化文化文化財財財財などなどなどなど
はははは、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古のののの豊豊豊豊かなかなかなかな海海海海がいにしえのがいにしえのがいにしえのがいにしえの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの祖先祖先祖先祖先のののの暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支えたのではないかとえたのではないかとえたのではないかとえたのではないかとロロロロママママンンンンがががが
広広広広がるがるがるがる。。。。文化文化文化文化財財財財遺遺遺遺跡群跡群跡群跡群がががが広広広広がるがるがるがる可可可可能能能能性性性性がががが指摘指摘指摘指摘されているがされているがされているがされているが、、、、即刻即刻即刻即刻工工工工事事事事をををを中止中止中止中止してしてしてして発発発発掘掘掘掘調調調調
査査査査をををを行行行行うべきではないかうべきではないかうべきではないかうべきではないか。。。。考古考古考古考古学学学学的的的的なななな価価価価値値値値をををを問問問問うううう。。。。

((((5555)))) 111100000000人人人人以以以以上上上上のののの警警警警視視視視庁庁庁庁のののの機機機機動動動動隊隊隊隊がががが辺野古辺野古辺野古辺野古ゲートゲートゲートゲート前前前前でのでのでのでの住民住民住民住民排排排排除除除除をををを強強強強行行行行しているしているしているしている。。。。住民住民住民住民ががががけけけけ
がをしたりがをしたりがをしたりがをしたり、、、、肋骨肋骨肋骨肋骨をををを骨折骨折骨折骨折させられたのはさせられたのはさせられたのはさせられたのは傷傷傷傷害罪害罪害罪害罪、、、、暴行暴行暴行暴行罪罪罪罪にににに該該該該当当当当するのではないかするのではないかするのではないかするのではないか。。。。力力力力でででで排排排排
除除除除してしてしてしてけけけけがをさせるのががをさせるのががをさせるのががをさせるのが民民民民主主主主主主主主義義義義のののの国国国国とととと言言言言えるのかえるのかえるのかえるのか。。。。警警警警視視視視庁機庁機庁機庁機動動動動隊隊隊隊はははは誰誰誰誰がががが配配配配備備備備のののの要要要要請請請請をををを
したのかしたのかしたのかしたのか。。。。リリリリゾゾゾゾートートートートホテホテホテホテルルルルにににに宿泊宿泊宿泊宿泊しているのはしているのはしているのはしているのは何人何人何人何人かかかか。。。。宿泊宿泊宿泊宿泊費費費費をををを含含含含むむむむ１１１１日日日日当当当当たりのたりのたりのたりの総警備費総警備費総警備費総警備費
用用用用はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。機機機機動動動動隊隊隊隊はははは住民住民住民住民をををを弾圧弾圧弾圧弾圧するためにするためにするためにするために存在存在存在存在するのかするのかするのかするのか。。。。県民県民県民県民のののの生生生生命命命命財財財財産産産産をををを守守守守らないらないらないらない
でででで、、、、米軍米軍米軍米軍をををを守守守守るためにるためにるためにるために存在存在存在存在するのかするのかするのかするのか。。。。

((((6666)))) 米国米国米国米国防防防防総総総総省省省省報告書報告書報告書報告書にににに「「「「海海海海軍軍軍軍とととと海海海海兵隊兵隊兵隊兵隊はははは、、、、ジジジジュゴンュゴンュゴンュゴンのののの生生生生息息息息区域区域区域区域でのでのでのでの訓練訓練訓練訓練をををを回避回避回避回避しようとしてしようとしてしようとしてしようとして
いるいるいるいる」」」」とととと記記記記述述述述されているとされているとされているとされていると報道報道報道報道されているされているされているされている。「。「。「。「ジジジジュゴンュゴンュゴンュゴンのののの生生生生息息息息にににに影響影響影響影響しないしないしないしない」」」」としたとしたとしたとした辺野古環辺野古環辺野古環辺野古環
境境境境アアアアセセセセスはスはスはスは重重重重大大大大なななな瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。やりやりやりやり直直直直しがしがしがしが必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか。。。。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 女女女女性性性性のののの人人人人権権権権とととと男女男女男女男女共同共同共同共同参参参参画画画画をををを向向向向上上上上させることについてさせることについてさせることについてさせることについて

((((1111)))) パパパパワーワーワーワーハハハハララララスメスメスメスメントントントント、、、、セクシャルセクシャルセクシャルセクシャルハハハハララララスメスメスメスメントントントントのののの実態実態実態実態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。。。。県県県県がががが調査調査調査調査をををを行行行行うべきうべきうべきうべき
ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((2222)))) NPONPONPONPO法人法人法人法人非正規非正規非正規非正規ママママタタタタハハハハララララネネネネッッッットトトトがががが、、、、非正規雇非正規雇非正規雇非正規雇用用用用のののの人人人人がががが育育育育休休休休をををを取得取得取得取得してしてしてして職場職場職場職場復帰復帰復帰復帰できたのできたのできたのできたの
がががが24242424....2222％％％％というマというマというマというマタタタタハハハハララララ白白白白書書書書をををを公表公表公表公表したしたしたした。。。。県内県内県内県内のマのマのマのマタタタタニティニティニティニティーーーーハハハハララララスメスメスメスメントントントントのののの実態実態実態実態はどうなっはどうなっはどうなっはどうなっ
ているかているかているかているか。。。。県県県県がががが調査調査調査調査をををを行行行行うことについてうことについてうことについてうことについて見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 県内事業所県内事業所県内事業所県内事業所でででで育育育育児休児休児休児休業業業業制度制度制度制度とととと介護休介護休介護休介護休業業業業制度制度制度制度のあるそれのあるそれのあるそれのあるそれぞぞぞぞれのれのれのれの事業所事業所事業所事業所数数数数とととと割割割割合合合合はどうなっはどうなっはどうなっはどうなっ
ているかているかているかているか。。。。育育育育児休児休児休児休業業業業とととと介護休介護休介護休介護休業業業業、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれをれをれをれを取得取得取得取得したしたしたした男女別男女別男女別男女別のののの人人人人数数数数とととと割割割割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。。。。取得取得取得取得していないしていないしていないしていない理由理由理由理由とととと改善改善改善改善策策策策をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 民間事業所民間事業所民間事業所民間事業所のののの管管管管理職理職理職理職にににに占占占占めるめるめるめる女女女女性性性性のののの割割割割合合合合はははは、、、、全全全全国国国国とととと比比比比べてどうなっているかべてどうなっているかべてどうなっているかべてどうなっているか。。。。県県県県のののの管管管管理理理理
職職職職のののの割割割割合合合合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。。。。

((((5555)))) 男男男男性性性性とととと女女女女性性性性のののの賃金格差賃金格差賃金格差賃金格差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。。。。正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用とととと非正規雇非正規雇非正規雇非正規雇用用用用のののの男女差男女差男女差男女差はどうなってはどうなってはどうなってはどうなって
いるかいるかいるかいるか。。。。非正規雇非正規雇非正規雇非正規雇用用用用にににに占占占占めるめるめるめる女女女女性性性性のののの割割割割合合合合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。。。。改善改善改善改善策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 労働労働労働労働者者者者へへへへのののの残残残残業業業業規制規制規制規制やややや長時間長時間長時間長時間労働労働労働労働をををを規制規制規制規制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

((((7777)))) 全全全全国国国国とととと比比比比べたべたべたべた離婚件数離婚件数離婚件数離婚件数とととと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数数数数とととと割割割割合合合合についてについてについてについて

((((8888)))) 女女女女性性性性のののの就労就労就労就労にににに大大大大ききききくくくくかかわるかかわるかかわるかかわる待待待待機機機機児童児童児童児童問題問題問題問題はははは、、、、全全全全国国国国とととと比比比比べてもべてもべてもべても深深深深刻刻刻刻であるとであるとであるとであると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、保保保保
育育育育所所所所増増増増設計設計設計設計画画画画をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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((((9999)))) 女女女女性性性性のののの人人人人権問題権問題権問題権問題やややや男女男女男女男女共同共同共同共同参参参参画画画画についてについてについてについて学校学校学校学校でででで行行行行っていることをっていることをっていることをっていることを伺伺伺伺うううう。。。。男女混合男女混合男女混合男女混合名名名名簿簿簿簿をををを
実実実実施施施施するするするする学校学校学校学校ははははふふふふえているかえているかえているかえているか。。。。次年度次年度次年度次年度のののの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うううう。。。。

((((11110000))))スススストートートートーカカカカーーーー行行行行為為為為はははは全全全全国国国国とととと比比比比べてどうなっているかべてどうなっているかべてどうなっているかべてどうなっているか。。。。

((((11111111))))DVDVDVDV相談相談相談相談件数件数件数件数、、、、警察警察警察警察のののの保保保保護護護護命命命命令令令令のののの件数件数件数件数とととと相談支援体相談支援体相談支援体相談支援体制制制制のののの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うううう。。。。

((((12121212))))警察警察警察警察にににに届届届届けけけけられたられたられたられた性性性性犯罪犯罪犯罪犯罪、、、、強強強強姦姦姦姦、、、、強強強強制制制制わいせつはわいせつはわいせつはわいせつは減減減減少少少少しているかしているかしているかしているか。。。。

((((13131313))))売買春売買春売買春売買春のののの実態実態実態実態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。。。。要要要要保保保保護児童護児童護児童護児童のののの被被被被害害害害はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、根根根根絶絶絶絶のためののためののためののための対策対策対策対策をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

3333 おおおお金金金金がながながながなくくくくてててて病院病院病院病院にににに行行行行けけけけないないないない人人人人のためにのためにのためにのために、、、、社社社社会会会会福祉福祉福祉福祉法法法法にににに基基基基づくづくづくづく無無無無料低料低料低料低額額額額診診診診療療療療制度制度制度制度があるがあるがあるがある。。。。
実実実実施病院施病院施病院施病院、、、、受受受受診診診診人人人人数数数数、、、、病院病院病院病院がががが負負負負担担担担しているしているしているしている医療費医療費医療費医療費などなどなどなど実実実実施状況施状況施状況施状況はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。薬薬薬薬代代代代でででで
のののの実実実実施状況施状況施状況施状況、、、、病院病院病院病院所所所所在在在在のののの市市市市町村町村町村町村にににに拡充拡充拡充拡充することについてどうかすることについてどうかすることについてどうかすることについてどうか。。。。またまたまたまた、、、、県立県立県立県立病院病院病院病院にににに福祉制度福祉制度福祉制度福祉制度
としてとしてとしてとして無無無無料低料低料低料低額額額額診診診診療療療療のののの制度制度制度制度をををを創創創創設設設設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。。。。

4444 伊伊伊伊平屋平屋平屋平屋空港空港空港空港のののの建設計建設計建設計建設計画画画画とととと進捗進捗進捗進捗、、、、次年度予算次年度予算次年度予算次年度予算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

5555 保証人保証人保証人保証人のいないのいないのいないのいない高高高高齢齢齢齢者者者者のののの居居居居住住住住支援支援支援支援のためののためののためののための家賃債家賃債家賃債家賃債務保証務保証務保証務保証制度制度制度制度のののの活用活用活用活用のののの推推推推移移移移とととと拡充拡充拡充拡充するこするこするこするこ
とについてとについてとについてとについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 キャンキャンキャンキャンププププ・キン・キン・キン・キンザザザザーーーー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、、、、ジジジジョン・ョン・ョン・ョン・ミッミッミッミッチェチェチェチェルルルル氏氏氏氏によるによるによるによる情情情情報報報報公開公開公開公開請請請請求求求求でででで明明明明らからからからか
にされたにされたにされたにされた資料資料資料資料をををを県県県県はははは入入入入手手手手、、、、分分分分析析析析したかしたかしたかしたか。。。。在在在在沖米軍沖米軍沖米軍沖米軍やややや総総総総領領領領事事事事館館館館にににに情情情情報報報報開示開示開示開示をををを求求求求めめめめ、、、、汚染汚染汚染汚染のののの履履履履
歴歴歴歴、、、、除去除去除去除去のののの有無有無有無有無、、、、汚染汚染汚染汚染対策対策対策対策についてについてについてについて確確確確認認認認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。。。。

7777 浦浦浦浦添市添市添市添市長長長長のののの軍軍軍軍港港港港受受受受けけけけ入入入入れれれれ表表表表明明明明でででで、、、、那覇港那覇港那覇港那覇港湾湾湾湾計計計計画画画画にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響がががが出出出出ているかているかているかているか。。。。軍軍軍軍港港港港ありきありきありきありき
ではではではでは、、、、那覇港那覇港那覇港那覇港湾湾湾湾ののののクルーズクルーズクルーズクルーズババババーーーースススス増増増増設設設設などになどになどになどに重重重重大大大大なななな支支支支障障障障がががが出出出出るとるとるとると思思思思うがうがうがうが、、、、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関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第8888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))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((木木木木))))

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

4444 17171717分分分分 狩俣狩俣狩俣狩俣　　　　信子信子信子信子（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 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定定定地地地地ののののキャンキャンキャンキャンププププ・シュワブ・シュワブ・シュワブ・シュワ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土土土土器器器器やややや石石石石器器器器についてについてについてについて、、、、県県県県教教教教育庁育庁育庁育庁
はははは文化文化文化文化財財財財にににに認認認認定定定定しましたしましたしましたしました。。。。遺遺遺遺跡跡跡跡にににに認認認認定定定定するためにするためにするためにするために、、、、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とみとみとみと認認認認定定定定するまでのするまでのするまでのするまでの期期期期間間間間
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。。。。またまたまたまた、、、、馳馳馳馳文文文文科省科省科省科省大大大大臣臣臣臣はははは、「、「、「、「どこでどどこでどどこでどどこでどんんんんなななな土土土土器器器器、、、、石石石石器器器器がががが発発発発見見見見されたかのされたかのされたかのされたかの
報告報告報告報告がががが上上上上がったがったがったがった段階段階段階段階でででで、、、、事実事実事実事実にににに即即即即してしてしてして、、、、またこれまでのまたこれまでのまたこれまでのまたこれまでの通通通通例例例例もももも踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて丁寧丁寧丁寧丁寧にににに対対対対応応応応したいしたいしたいしたい
とととと思思思思いますいますいますいます」」」」とととと述述述述べていますべていますべていますべています((((2222000015151515年年年年11111111月月月月11111111日参議日参議日参議日参議院院院院予算予算予算予算委員会委員会委員会委員会))))。。。。県県県県からのからのからのからの文文文文科省科省科省科省へへへへのののの
報告報告報告報告のののの目途目途目途目途はいつはいつはいつはいつごごごごろろろろになりそうかになりそうかになりそうかになりそうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) キャンキャンキャンキャンププププ・キン・キン・キン・キンザザザザーーーーのののの環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染問題問題問題問題はははは、、、、1111999977770000年年年年代代代代にににに周周周周辺辺辺辺のののの海海海海域域域域でででで魚魚魚魚のののの大量大量大量大量死死死死ややややポポポポリリリリ塩塩塩塩化化化化
ビビビビフェニフェニフェニフェニールールールールやややや農農農農薬薬薬薬ののののＤＤＴＤＤＴＤＤＴＤＤＴなどのなどのなどのなどの土土土土壌壌壌壌汚染汚染汚染汚染がががが報告報告報告報告されていますされていますされていますされています。。。。90909090年年年年１１１１月月月月のののの文文文文書書書書ではではではでは、、、、
「「「「基地基地基地基地のののの沿沿沿沿岸岸岸岸部部部部４４４４万万万万6000600060006000平平平平方方方方メメメメートルートルートルートルについてについてについてについて環境環境環境環境汚染汚染汚染汚染がががが局局局局所所所所的的的的にににに高高高高いいいい場場場場所所所所があるかもがあるかもがあるかもがあるかも
しれないしれないしれないしれない。。。。発発発発見見見見はははは大大大大変難変難変難変難しいしいしいしい」」」」とととと指摘指摘指摘指摘しているとのことですしているとのことですしているとのことですしているとのことです((((沖縄沖縄沖縄沖縄タタタタイイイイムムムムスススス・・・・2222000015151515年年年年11111111月月月月
23232323日日日日))))。。。。今後今後今後今後ののの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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 大大大大浦湾浦湾浦湾浦湾ののののジジジジュゴンュゴンュゴンュゴン保保保保護護護護へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地をつをつをつをつくくくくらせないことがらせないことがらせないことがらせないことが一一一一番番番番大大大大
切切切切ですがですがですがですが、、、、それそれそれそれ以以以以外外外外にににに何何何何ができるのかができるのかができるのかができるのか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ますいますいますいます。。。。

2222 福祉福祉福祉福祉関関関関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 介護介護介護介護施施施施設設設設やややや託老託老託老託老所所所所などでなどでなどでなどで働働働働くくくく職職職職員員員員からからからから苦情苦情苦情苦情がががが寄寄寄寄せられていますせられていますせられていますせられています。。。。法法法法令令令令がががが守守守守られてなられてなられてなられてなくくくく、、、、意意意意
見見見見をいうとをいうとをいうとをいうと嫌嫌嫌嫌がらせなどがあるようですがらせなどがあるようですがらせなどがあるようですがらせなどがあるようです。。。。そういうそういうそういうそういう施施施施設設設設にににに対対対対してのしてのしてのしての指指指指導導導導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
るのかるのかるのかるのか、、、、またまたまたまた職職職職員員員員などからなどからなどからなどから県県県県へへへへのののの苦情苦情苦情苦情はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、労働労働労働労働基基基基準準準準監監監監督督督督署署署署へへへへのののの訴訴訴訴えなどはあるのかえなどはあるのかえなどはあるのかえなどはあるのか
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 特別養護特別養護特別養護特別養護施施施施設設設設へへへへ入入入入りたりたりたりたくくくくてもなかなかてもなかなかてもなかなかてもなかなか難難難難しいとしいとしいとしいと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。どのどのどのどのくくくくらいのらいのらいのらいの高高高高齢齢齢齢者者者者がががが待待待待
機機機機しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、そのそのそのそ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 教教教教育育育育関関関関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「就就就就学学学学支援支援支援支援金金金金・・・・奨学給付金奨学給付金奨学給付金奨学給付金」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 2222000014141414年度年度年度年度からからからから始始始始まったこのまったこのまったこのまったこの制度制度制度制度はははは、、、、ススススムーズムーズムーズムーズにとりにとりにとりにとり行行行行われているのでしわれているのでしわれているのでしわれているのでしょょょょうかうかうかうか。。。。

ｲｲｲｲ 保保保保護護護護者者者者へへへへのののの周周周周知知知知にににに支支支支障障障障はないでしはないでしはないでしはないでしょょょょうかうかうかうか。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「就就就就学学学学支援支援支援支援金金金金・・・・奨学給付金奨学給付金奨学給付金奨学給付金」」」」業業業業務務務務にににに関関関関してしてしてして、、、、文文文文科省科省科省科省からマイからマイからマイからマイナナナナンンンンババババーーーーをををを使使使使ったったったった方法方法方法方法がががが提提提提
示示示示されているようですがされているようですがされているようですがされているようですが、、、、データセキュデータセキュデータセキュデータセキュリリリリティティティティーーーーのののの問題問題問題問題はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 臨臨臨臨時時時時・・・・非常勤教非常勤教非常勤教非常勤教職職職職員員員員のののの待遇待遇待遇待遇改善改善改善改善についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 平平平平成成成成22226666年年年年１１１１月月月月17171717日日日日、、、、総務総務総務総務省省省省からからからから臨臨臨臨時時時時････非常勤教非常勤教非常勤教非常勤教職職職職員員員員のののの待遇待遇待遇待遇改善改善改善改善についてについてについてについて通通通通知知知知文文文文がががが出出出出ささささ
れたようですがれたようですがれたようですがれたようですが、、、、県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。((((厚厚厚厚生生生生年金年金年金年金保保保保険険険険及及及及びびびび健健健健康康康康保保保保険険険険のののの被被被被保保保保険者険者険者険者資格資格資格資格にににに
係係係係るるるる雇雇雇雇用用用用契契契契約約約約又又又又はははは任任任任用用用用がががが数日数日数日数日空空空空けけけけてててて再度再度再度再度行行行行われるわれるわれるわれる場場場場合合合合のののの取取取取扱扱扱扱いについていについていについていについて))))

((((3333)))) 家庭教家庭教家庭教家庭教育支援条育支援条育支援条育支援条例例例例についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 少子少子少子少子高高高高齢齢齢齢化化化化やややや核家族核家族核家族核家族化化化化がががが進進進進むなどむなどむなどむなど、、、、社社社社会会会会情情情情勢勢勢勢がががが大大大大ききききくくくく変変変変化化化化しししし、、、、家庭教家庭教家庭教家庭教育育育育力力力力のののの低低低低下下下下がががが深深深深
刻刻刻刻なななな社社社社会問題会問題会問題会問題となっているとなっているとなっているとなっている状況状況状況状況にありますがにありますがにありますがにありますが、、、、家庭教家庭教家庭教家庭教育育育育のののの課題課題課題課題はははは何何何何でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか。。。。またまたまたまた、、、、そそそそ
れをれをれをれを解決解決解決解決するためにはどのようなするためにはどのようなするためにはどのようなするためにはどのような取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必必必必要要要要ととととおおおお考考考考えですかえですかえですかえですか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 昨年度昨年度昨年度昨年度からからからから、、、、家庭教家庭教家庭教家庭教育育育育力力力力のののの向向向向上上上上をををを目目目目指指指指したしたしたした家庭教家庭教家庭教家庭教育育育育力力力力促促促促進進進進「「「「ややややーーーーなれなれなれなれーーーー」」」」事業事業事業事業をををを実実実実施施施施しししし
ていますがていますがていますがていますが、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みをさらにみをさらにみをさらにみをさらに前前前前進進進進させるためさせるためさせるためさせるため、、、、家庭教家庭教家庭教家庭教育支援条育支援条育支援条育支援条例例例例をををを制制制制定定定定してはどうしてはどうしてはどうしてはどう
でしでしでしでしょょょょうかうかうかうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 機機機機動動動動隊隊隊隊・・・・海海海海上上上上保安庁保安庁保安庁保安庁のののの暴力行暴力行暴力行暴力行為為為為についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設をめをめをめをめぐぐぐぐってってってってキャンキャンキャンキャンププププ・シュワブ・シュワブ・シュワブ・シュワブ前前前前やややや大大大大浦湾浦湾浦湾浦湾でのでのでのでの県県県県警警警警やややや警警警警視視視視庁庁庁庁、、、、海海海海上上上上保保保保
安庁安庁安庁安庁によるによるによるによる暴力行暴力行暴力行暴力行為為為為がマスコミでもがマスコミでもがマスコミでもがマスコミでも報道報道報道報道されていますされていますされていますされています。。。。11111111月月月月22228888日日日日、、、、被被被被害害害害にににに遭遭遭遭ったったったった方方方方からそからそからそからそ
のときののときののときののときの状況状況状況状況ををををおおおお聞聞聞聞きしましたきしましたきしましたきしました。。。。失神寸失神寸失神寸失神寸前前前前までまでまでまで首首首首をををを絞絞絞絞められたりめられたりめられたりめられたり、、、、上上上上からからからから押押押押さえつさえつさえつさえつけけけけてててて海海海海にににに
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沈沈沈沈めたりめたりめたりめたり、、、、やりたいやりたいやりたいやりたい放放放放題題題題のようですのようですのようですのようです。。。。同同同同日日日日新新新新たにたにたにたに機機機機動動動動隊隊隊隊にににに胸胸胸胸をををを押押押押されされされされ、、、、肋骨肋骨肋骨肋骨をををを折折折折ったったったった被被被被害害害害
者者者者がががが出出出出ましたましたましたました。。。。指指指指をををを曲曲曲曲げげげげたりするなどたりするなどたりするなどたりするなど手手手手がががが１１１１週週週週間間間間ほほほほどどどど腫腫腫腫れていたなどのれていたなどのれていたなどのれていたなどの報告報告報告報告をををを受受受受けけけけましたましたましたました。。。。
今今今今ににににけけけけがだがだがだがだけけけけでなでなでなでなくくくく命命命命にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる事態事態事態事態もももも起起起起こるのではないかとこるのではないかとこるのではないかとこるのではないかと危危危危惧惧惧惧していますしていますしていますしています。。。。警察本警察本警察本警察本部部部部
長長長長はこのようなはこのようなはこのようなはこのような状況状況状況状況についてについてについてについて過剰警備過剰警備過剰警備過剰警備とはとはとはとは思思思思わないですかわないですかわないですかわないですか。。。。

5555 酒酒酒酒気運気運気運気運転転転転についてについてについてについて

((((1111)))) 近頃酒近頃酒近頃酒近頃酒気運気運気運気運転転転転によるによるによるによる交交交交通通通通死亡死亡死亡死亡事事事事故故故故がががが多多多多発発発発していますしていますしていますしています。。。。過過過過去去去去５５５５年年年年のののの酒酒酒酒気運気運気運気運転転転転によるによるによるによる事事事事故故故故のののの
状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。またまたまたまた防防防防止止止止のためどのようなことにのためどのようなことにのためどのようなことにのためどのようなことに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるのかでいるのかでいるのかでいるのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

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関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第8888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))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((木木木木))))

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

5555 17171717分分分分 山内山内山内山内　　　　末子末子末子末子（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設をめをめをめをめぐぐぐぐってってってって、、、、改改改改正正正正地地地地方自方自方自方自治治治治法施法施法施法施行後行後行後行後初初初初のののの国国国国がががが知事知事知事知事をををを訴訴訴訴えるというえるというえるというえるという裁判裁判裁判裁判
がががが始始始始まったまったまったまった。。。。国国国国とととと地地地地方方方方はははは対等対等対等対等だというだというだというだという法法法法のののの精精精精神神神神をををを国国国国みずからみずからみずからみずから否否否否定定定定をしてきたをしてきたをしてきたをしてきた。。。。このことはこのことはこのことはこのことは、、、、
沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県だだだだけけけけのののの問題問題問題問題ではなではなではなではなくくくく地地地地方自方自方自方自治治治治のありのありのありのあり方方方方をををを問問問問うううう裁判裁判裁判裁判でもあるでもあるでもあるでもある。。。。全全全全国国国国にににに向向向向けけけけそのそのそのその趣趣趣趣旨旨旨旨をををを
訴訴訴訴えるメッえるメッえるメッえるメッセーセーセーセージジジジをををを出出出出すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと考考考考えるがえるがえるがえるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国国国国はははは「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古がががが唯唯唯唯一一一一」」」」のののの根拠根拠根拠根拠としてとしてとしてとして、、、、抑抑抑抑止力止力止力止力をををを強強強強調調調調するがするがするがするが、、、、与与与与那那那那国国国国、、、、石石石石垣垣垣垣、、、、宮宮宮宮古古古古へへへへのののの離離離離島島島島
防防防防衛衛衛衛強化強化強化強化としてのとしてのとしてのとしての自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊配配配配備備備備策策策策をををを見見見見るとそのるとそのるとそのるとその抑抑抑抑止力止力止力止力はははは破破破破綻綻綻綻しているとしているとしているとしていると証証証証明明明明しているようなしているようなしているようなしているような
ものだものだものだものだ。。。。相相相相矛盾矛盾矛盾矛盾するするするする防防防防衛衛衛衛政策政策政策政策でででで沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県全体全体全体全体がががが要要要要塞塞塞塞化化化化することにすることにすることにすることに県民県民県民県民はははは危危危危機機機機感感感感をををを抱抱抱抱いていていていて
るるるる。。。。

ｱｱｱｱ 「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古がががが唯唯唯唯一一一一」」」」というというというという政政政政府府府府のののの説説説説明明明明についてのについてのについてのについての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。。。。

ｲｲｲｲ 離離離離島島島島防防防防衛衛衛衛のののの具具具具体的体的体的体的なななな説説説説明明明明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。そのそのそのその際際際際のののの住民住民住民住民のののの安全安全安全安全をどうをどうをどうをどう確確確確保保保保するかするかするかするか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) イスイスイスイスラムラムラムラム国国国国はははは機機機機関関関関誌誌誌誌でででで「「「「安倍安倍安倍安倍政権政権政権政権のののの愚愚愚愚かさによりかさによりかさによりかさにより全全全全てのてのてのての日日日日本人本人本人本人がががが戦闘戦闘戦闘戦闘員員員員のののの標標標標的的的的になったになったになったになった」」」」
とととと宣宣宣宣言言言言してしてしてしておおおおりりりり、、、、とりわとりわとりわとりわけけけけ米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のあるこののあるこののあるこののあるこの沖縄沖縄沖縄沖縄もももも危危危危機機機機管管管管理理理理をををを強化強化強化強化しなしなしなしなけけけけれれれればばばばならないとならないとならないとならないと
考考考考えるえるえるえる。。。。取取取取りりりり組組組組みみみみ体体体体制制制制をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 決決決決算特別算特別算特別算特別委員会委員会委員会委員会ににににおおおおいていていていて一一一一括括括括交付金交付金交付金交付金のののの不不不不用額用額用額用額、、、、繰繰繰繰越越越越額額額額のののの多多多多さがさがさがさが指摘指摘指摘指摘されされされされ改善改善改善改善にににに向向向向けけけけ附附附附
帯帯帯帯決決決決議議議議がなされたがなされたがなされたがなされた。。。。見解見解見解見解とととと改善改善改善改善にににに向向向向けけけけたたたた決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) ホホホホワワワワイイイイト・ビート・ビート・ビート・ビーチチチチ周周周周辺地辺地辺地辺地域域域域のののの原原原原子子子子力事力事力事力事故故故故推定推定推定推定避難避難避難避難訓練訓練訓練訓練のののの実実実実施状況施状況施状況施状況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。。。。

((((2222)))) アスアスアスアスベベベベスススストトトト健健健健康被康被康被康被害相談害相談害相談害相談のののの５５５５年年年年間間間間のののの実実実実績績績績とととと補償補償補償補償者者者者数数数数、、、、今後今後今後今後のののの課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 政政政政府府府府はははは安保安保安保安保関関関関連法成連法成連法成連法成立立立立をををを受受受受けけけけ、、、、米国米国米国米国へへへへ基地基地基地基地従従従従業員業員業員業員のののの削減削減削減削減・・・・労務費労務費労務費労務費負負負負担担担担のののの削減削減削減削減をををを求求求求めるめるめるめる
ようだようだようだようだ。。。。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 エエエエネネネネルルルルギギギギーーー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)))) 来来来来年年年年４４４４月月月月のののの電電電電力力力力自由化自由化自由化自由化にににに向向向向けけけけ、、、、新新新新規規規規電電電電力事業者力事業者力事業者力事業者のののの沖縄沖縄沖縄沖縄参参参参入入入入のののの表表表表明明明明があるがあるがあるがある。。。。実態実態実態実態とそのとそのとそのとその影影影影
響響響響はどのようにはどのようにはどのようにはどのように波波波波及及及及していしていしていしていくくくくのかのかのかのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化対策実行計対策実行計対策実行計対策実行計画画画画のののの改定改定改定改定にににに向向向向けけけけ取取取取りりりり組組組組んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、県内県内県内県内のののの温暖温暖温暖温暖化化化化ガガガガスススス削減排出削減排出削減排出削減排出
量量量量のののの現状現状現状現状とととと目目目目標標標標達成達成達成達成にににに向向向向けけけけたたたた課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 宜宜宜宜野野野野湾湾湾湾浄浄浄浄化化化化センターセンターセンターセンターとととと具志具志具志具志川川川川浄浄浄浄化化化化センターセンターセンターセンターににににおけおけおけおけるるるるババババイオイオイオイオガガガガスススス発発発発電電電電事業事業事業事業ははははＣＣＣＣＯＯＯＯ2222削減削減削減削減・・・・ココココ
スススストトトト削減削減削減削減にもにもにもにも効果効果効果効果のののの出出出出るるるる事業事業事業事業だとだとだとだと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、そのそのそのそ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。。。。

4444 雇雇雇雇用政策用政策用政策用政策についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内公公公公共共共共職職職職業訓練業訓練業訓練業訓練学校学校学校学校ににににおけおけおけおけるるるる就職就職就職就職実実実実績績績績（（（（過過過過去去去去５５５５年年年年間間間間のののの就職率就職率就職率就職率））））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。。。。

5555 観光観光観光観光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)))) 魅魅魅魅力力力力あるあるあるある観光観光観光観光政策政策政策政策をををを打打打打ちちちち出出出出すためにはすためにはすためにはすためには市市市市町村町村町村町村観光協観光協観光協観光協会会会会（（（（観光観光観光観光課課課課））））のののの強化強化強化強化はははは急急急急務務務務だとだとだとだと考考考考ええええ
るがそのるがそのるがそのるがその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)))) 観光観光観光観光闘牛闘牛闘牛闘牛のののの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 教教教教育育育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)))) 学校学校学校学校現場現場現場現場ににににおけおけおけおけるるるる体育体育体育体育やややや課課課課外外外外活動活動活動活動ににににおけおけおけおけるるるる事事事事故故故故のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題、、、、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。。。。

((((2222)))) 学学学学力力力力向向向向上対策上対策上対策上対策にににに関関関関してしてしてして、、、、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒・・・・教教教教師師師師からもからもからもからも補習漬補習漬補習漬補習漬けけけけ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悲鳴悲鳴悲鳴悲鳴がががが上上上上がってがってがってがって
いるいるいるいる。。。。誰誰誰誰のためののためののためののための何何何何のためののためののためののためのテテテテスススストトトトなのかそのなのかそのなのかそのなのかその声声声声をどうをどうをどうをどう受受受受けけけけとめているかとめているかとめているかとめているか教教教教育育育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。。。。

((((3333)))) 新新新新たなたなたなたな教教教教職職職職員員員員評評評評価価価価シシシシスススステテテテムムムム導入導入導入導入によりどのようなによりどのようなによりどのようなによりどのような効果効果効果効果をををを期待期待期待期待するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺うううう。。。。



9

((((4444)))) 教教教教員員員員のののの多多多多忙忙忙忙化化化化・・・・超超超超過過過過勤勤勤勤務務務務のののの実態実態実態実態がががが問題視問題視問題視問題視されているされているされているされている。。。。現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 医療医療医療医療福祉福祉福祉福祉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)))) 夜夜夜夜間間間間保育保育保育保育園園園園、、、、企業内企業内企業内企業内保育保育保育保育園園園園等多等多等多等多様様様様なななな保育保育保育保育園園園園設立設立設立設立がががが望望望望まれるがまれるがまれるがまれるが、、、、現状現状現状現状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みにみにみに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 世界世界世界世界的的的的にににに若若若若者者者者のののの間間間間でででで梅毒梅毒梅毒梅毒やややや性性性性病病病病がががが急急急急増増増増しているようだしているようだしているようだしているようだ。。。。実態実態実態実態とととと対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 性性性性的的的的マイマイマイマイノノノノリリリリティティティティーーーー、、、、ＬＬＬＬＧＢＧＢＧＢＧＢＴＴＴＴについてについてについてについて理理理理解解解解しともにしともにしともにしともに生生生生きていきていきていきていくくくく社社社社会会会会づくづくづくづくりについてのりについてのりについてのりについ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うううう。。。。

8888 公安公安公安公安委員会関係委員会関係委員会関係委員会関係についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古ゲートゲートゲートゲート前前前前警備警備警備警備のののの警警警警視視視視庁庁庁庁からのからのからのからの応援応援応援応援態勢態勢態勢態勢についてについてについてについて、、、、そのそのそのその目目目目的的的的、、、、どこからのどこからのどこからのどこからの要要要要請請請請なのなのなのなの
かかかか、、、、予算予算予算予算はどこからはどこからはどこからはどこから捻捻捻捻出出出出されるのかされるのかされるのかされるのか伺伺伺伺うううう。。。。

9999 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代代代代表表表表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第8888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))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((木木木木))))

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

6666 17171717分分分分 仲宗根仲宗根仲宗根仲宗根　　　　悟悟悟悟（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 翁翁翁翁長県政長県政長県政長県政２２２２年目年目年目年目にににに向向向向かいますがかいますがかいますがかいますが、、、、１１１１年年年年をををを振振振振りりりり返返返返ってのってのってのっての県政県政県政県政運運運運営営営営についてのについてのについてのについての感想感想感想感想をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((2222)))) 米軍普天間米軍普天間米軍普天間米軍普天間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をめをめをめをめぐぐぐぐるるるる翁翁翁翁長知事長知事長知事長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はしはしはしは違違違違法法法法だとしてだとしてだとしてだとして
国国国国土土土土交交交交通通通通大大大大臣臣臣臣はははは代代代代執執執執行訴行訴行訴行訴訟訟訟訟をををを提提提提起起起起したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのそ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対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 来来来来年年年年開開開開催催催催されるされるされるされる第第第第６６６６回回回回世界世界世界世界ののののウウウウチナチナチナチナーンーンーンーンチチチチュュュュ大会大会大会大会にににに向向向向けけけけてのてのてのての取取取取りりりり組組組組みをスみをスみをスみをスタートタートタートタートさせたさせたさせたさせた
がががが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような内容内容内容内容にににに仕仕仕仕上上上上げげげげるかるかるかるか大会大会大会大会にににに向向向向けけけけてのてのてのての決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 米軍基地関係米軍基地関係米軍基地関係米軍基地関係にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 基地負基地負基地負基地負担担担担のののの軽軽軽軽減減減減をまさにをまさにをまさにをまさに逆逆逆逆行行行行するするするする基地基地基地基地のののの使使使使用用用用状況状況状況状況がががが続続続続いているいているいているいている、、、、嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地ににににおおおおいていていていて
はははは、、、、常常常常駐機駐機駐機駐機にににに加加加加えてえてえてえて州州州州軍部軍部軍部軍部隊隊隊隊のののの暫暫暫暫定定定定配配配配備備備備によるによるによるによる離離離離着陸着陸着陸着陸訓練訓練訓練訓練のののの増増増増加加加加によりによりによりにより航航航航空機空機空機空機騒音騒音騒音騒音、、、、墜墜墜墜
落落落落のののの不安不安不安不安、、、、健健健健康被康被康被康被害害害害にさいなまれにさいなまれにさいなまれにさいなまれ、、、、周周周周辺住民辺住民辺住民辺住民はははは「「「「受受受受忍限忍限忍限忍限度度度度はははは限限限限界界界界だだだだ」」」」としてとしてとしてとして外来機外来機外来機外来機やややや州州州州軍軍軍軍
所所所所属属属属のののの飛飛飛飛来来来来訓練訓練訓練訓練のののの中止中止中止中止、、、、騒音騒音騒音騒音防防防防止止止止協定協定協定協定のののの遵遵遵遵守守守守をををを強強強強くくくく求求求求めていますめていますめていますめています。。。。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対対対
応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 文化文化文化文化財財財財としてのとしてのとしてのとしての土土土土器器器器ががががキャンキャンキャンキャンププププ・シュワブ・シュワブ・シュワブ・シュワブ内内内内でででで発発発発見見見見されたことがされたことがされたことがされたことが示示示示すようにすようにすようにすように、、、、県内県内県内県内のののの提提提提供供供供施施施施
設内設内設内設内にはにはにはには歴歴歴歴史史史史的的的的にににに貴貴貴貴重重重重なななな文化文化文化文化財財財財がががが存在存在存在存在するものとするものとするものとするものと思思思思われるがこうしたわれるがこうしたわれるがこうしたわれるがこうした文化文化文化文化財財財財のののの情情情情報報報報、、、、調調調調
査等査等査等査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 産業産業産業産業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)))) 県産県産県産県産品品品品のののの海海海海外市場外市場外市場外市場展展展展開開開開のののの現状現状現状現状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うううう。。。。

((((2222)))) 入域観光入域観光入域観光入域観光客客客客がががが過過過過去去去去最最最最高高高高をををを更更更更新中新中新中新中でででで特特特特にににに外外外外国国国国からのからのからのからの観光観光観光観光客客客客がががが実実実実績績績績をををを積積積積みみみみ上上上上げげげげているようているようているようているよう
でででで県県県県経済経済経済経済へへへへのののの波波波波及及及及効果効果効果効果はははは大大大大ききききくくくく期待期待期待期待がががが持持持持てますてますてますてます。。。。そのそのそのその一一一一方方方方でででで、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ体体体体制制制制でのでのでのでの課題課題課題課題もももも
多多多多いことからいことからいことからいことから課題課題課題課題をををを克服克服克服克服しさらなるしさらなるしさらなるしさらなる飛躍飛躍飛躍飛躍にににに向向向向けけけけてのてのてのての取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが必必必必要要要要になりますになりますになりますになります。。。。県県県県のののの認認認認識識識識とととと
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うううう。。。。

((((3333)))) 農水農水農水農水産産産産物物物物のののの生産生産生産生産拡拡拡拡大大大大とととと品品品品質質質質向向向向上上上上をををを図図図図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。。。。

((((4444)))) 黒糖黒糖黒糖黒糖生産生産生産生産はははは分分分分蜜蜜蜜蜜化化化化がががが困困困困難難難難なななな離離離離島地島地島地島地域域域域ににににおけおけおけおけるるるる離離離離島島島島経済経済経済経済をををを支支支支えるえるえるえる重重重重要要要要なななな産業産業産業産業ですですですです。。。。輸輸輸輸入入入入
黒糖黒糖黒糖黒糖及及及及びびびび再再再再製糖製糖製糖製糖とのとのとのとの競競競競合合合合でででで黒糖黒糖黒糖黒糖のののの市況市況市況市況はははは厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況下下下下にあるとされていましたがにあるとされていましたがにあるとされていましたがにあるとされていましたが、、、、黒糖黒糖黒糖黒糖
のののの消消消消費費費費拡拡拡拡大大大大のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 土木土木土木土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)))) 読谷読谷読谷読谷村村村村内内内内ににににおけおけおけおけるるるる県道県道県道県道６６６６号号号号線線線線、、、、県道県道県道県道12121212号号号号線線線線及及及及びびびび県道県道県道県道11116666号号号号線線線線のののの渋滞緩和渋滞緩和渋滞緩和渋滞緩和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)))) 読谷読谷読谷読谷――――沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市間間間間をををを結結結結ぶぶぶぶはしはしはしはしごごごご道道道道路路路路のののの県計県計県計県計画画画画へへへへのののの位位位位置置置置づづづづけけけけについてについてについてについて

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

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第8888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))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((木木木木))))

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

7777 17171717分分分分 大城大城大城大城　　　　一馬一馬一馬一馬（（（（社大党社大党社大党社大党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 基地行政基地行政基地行政基地行政についてについてについてについて

((((1111)))) 政政政政府府府府はははは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ししし処処処処分分分分をををを違違違違法法法法としてとしてとしてとして代代代代執執執執行行行行をををを求求求求めめめめ提提提提訴訴訴訴したしたしたした。。。。所見所見所見所見をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 代代代代執執執執行訴行訴行訴行訴訟訟訟訟のののの口頭口頭口頭口頭弁論弁論弁論弁論でのでのでのでの知事意見知事意見知事意見知事意見陳陳陳陳述述述述についてについてについてについて感想感想感想感想をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 普天間普天間普天間普天間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの５５５５年以年以年以年以内内内内運運運運用用用用停停停停止止止止のののの進捗進捗進捗進捗をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配配配配備備備備撤撤撤撤回回回回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)))) 県県県県教教教教育育育育委員会委員会委員会委員会ははははキャンキャンキャンキャンププププ・シュワブ・シュワブ・シュワブ・シュワブ内内内内沿沿沿沿岸岸岸岸でででで発発発発見見見見されたされたされたされた土土土土器器器器やややや石石石石器器器器などをなどをなどをなどを文化文化文化文化財財財財としてとしてとしてとして認認認認
定定定定したしたしたした。。。。今後今後今後今後のののの対対対対応応応応をををを問問問問うううう。。。。

2222 大大大大型型型型ＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥ施施施施設設設設についてについてについてについて

((((1111)))) 東東東東海岸海岸海岸海岸地地地地域域域域サンラサンラサンラサンライイイイズズズズ推進協推進協推進協推進協議議議議会要会要会要会要請請請請事事事事項項項項（（（（６６６６項項項項目目目目））））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問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 運運運運営営営営方法方法方法方法とととと人材育成人材育成人材育成人材育成とととと確確確確保保保保についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((3333)))) ＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥ戦略戦略戦略戦略策策策策定定定定のののの進捗進捗進捗進捗についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

3333 道道道道路路路路行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 国道国道国道国道323232329999号号号号与与与与那原那原那原那原ババババイパスからマリイパスからマリイパスからマリイパスからマリンタンタンタンタウウウウンンンン地地地地区区区区へへへへのののの県道取県道取県道取県道取りつりつりつりつけけけけ整整整整備備備備についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

4444 公公公公共共共共交交交交通通通通についてについてについてについて

((((1111)))) ＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ導入導入導入導入についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道計道計道計道計画画画画案案案案についてについてについてについて問問問問うううう。。。。
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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8888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))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((木木木木))))

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

8888 17171717分分分分 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 経済経済経済経済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)))) りりりりゅゅゅゅううううぎぎぎぎんんんん総総総総合合合合研研研研究所究所究所究所はははは11111111月月月月27272727日日日日、、、、2222008008008008年年年年９９９９月月月月のリのリのリのリーーーーママママンションションションショッッッックククク以以以以降降降降低低低低迷迷迷迷していたしていたしていたしていた県内県内県内県内
主主主主要要要要ホテホテホテホテルルルルのののの稼稼稼稼働率働率働率働率がリがリがリがリーーーーママママンションションションショッッッックククク以以以以前前前前のののの水水水水準準準準をををを上上上上回回回回ったとったとったとったと発表発表発表発表したしたしたした。。。。県内県内県内県内主主主主要要要要ホテホテホテホテ
ルルルルのののの稼稼稼稼働率働率働率働率はははは、、、、00007777年年年年77779999....5555％％％％ををををピピピピークークークークにににに減減減減少少少少傾傾傾傾向向向向がががが続続続続きききき、、、、11111111年年年年にはにはにはには66666666....3333％％％％までまでまでまで落落落落ちちちち込込込込んんんんだだだだ
がががが、、、、13131313年年年年にににに稼稼稼稼働率働率働率働率がががが上上上上昇昇昇昇、、、、昨年昨年昨年昨年77779999....6666％％％％、、、、ことしことしことしことし１１１１月月月月からからからから９９９９月月月月までのまでのまでのまでの平平平平均稼均稼均稼均稼働率働率働率働率はははは88881111....1111％％％％とととと
なったとのことであるなったとのことであるなったとのことであるなったとのことである。。。。落落落落ちちちち込込込込んんんんでいたでいたでいたでいた客客客客室室室室単単単単価価価価もももも少少少少しずつしずつしずつしずつ上上上上昇昇昇昇してきているしてきているしてきているしてきている。。。。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。。。。

((((2222)))) 11111111月月月月22226666日日日日、、、、27272727日日日日にににに第第第第２２２２回回回回沖縄大沖縄大沖縄大沖縄大交交交交易易易易会会会会がががが開開開開催催催催されたされたされたされた。。。。今今今今回回回回はははは出出出出店店店店企業企業企業企業（（（（ササササププププラララライイイイヤヤヤヤーーーー））））のののの
ブーブーブーブースにスにスにスに買買買買いいいい付付付付けけけけ担担担担当当当当者者者者（（（（ババババイイイイヤヤヤヤーーーー））））がががが足足足足をををを運運運運ぶぶぶぶ「「「「ササササププププラララライイイイヤヤヤヤーーーー固固固固定定定定型型型型」」」」というというというという方方方方式式式式をををを導導導導
入入入入。。。。高高高高いいいい評評評評価価価価とととと「「「「商談商談商談商談のないのないのないのない時間時間時間時間はははは無無無無沙汰沙汰沙汰沙汰になるになるになるになる」」」」とのとのとのとの声声声声もあったともあったともあったともあったと報道報道報道報道されているされているされているされている。。。。そしそしそしそし
てててて、、、、継継継継続続続続開開開開催催催催とととと商談商談商談商談会会会会からからからから国国国国際際際際見見見見本市本市本市本市へへへへ発発発発展展展展させることをさせることをさせることをさせることを目目目目指指指指したしたしたしたビビビビジジジジョンョンョンョンもももも指摘指摘指摘指摘されてされてされてされて
いるいるいるいる。。。。またまたまたまた、、、、県県県県外出外出外出外出展展展展企業企業企業企業ははははふふふふえたがえたがえたがえたが県内企業県内企業県内企業県内企業のののの出出出出展展展展数数数数はははは22228888社社社社減減減減ったとのことであるったとのことであるったとのことであるったとのことである。。。。第第第第
２２２２回回回回沖縄大沖縄大沖縄大沖縄大交交交交易易易易会会会会のののの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題及及及及びびびび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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 去去去去るるるる11111111月月月月17171717日日日日からからからから11119999日日日日までまでまでまで西原西原西原西原町議町議町議町議会会会会、、、、町町町町関係関係関係関係職職職職員員員員とともにとともにとともにとともに香香香香港港港港ののののＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥ施施施施設等設等設等設等をををを視視視視察察察察
したしたしたした。。。。視視視視察察察察中中中中、、、、多多多多くくくくのののの町議町議町議町議会会会会議議議議員員員員のののの皆皆皆皆ささささんんんんとととと意見意見意見意見交交交交換換換換したがしたがしたがしたが、、、、ほほほほととととんんんんどのどのどのどの方方方方ががががＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥ展展展展示示示示
場場場場はははは２２２２万平万平万平万平方方方方メメメメートルートルートルートルからスからスからスからスタートタートタートタートしてしてしてして将将将将来来来来拡拡拡拡大大大大したしたしたしたほほほほうがいいといううがいいといううがいいといううがいいという意見意見意見意見であったであったであったであった。。。。11111111月月月月
22226666日日日日のののの沖縄沖縄沖縄沖縄懇話懇話懇話懇話会会会会ではではではでは５５５５万平万平万平万平方方方方メメメメートルートルートルートル以以以以上上上上とととと提提提提言言言言とととと報道報道報道報道されているがされているがされているがされているが、、、、眞銅眞銅眞銅眞銅ジェジェジェジェトトトトロロロロ理理理理
事事事事はははは講演講演講演講演のののの中中中中でででで日日日日本本本本国内国内国内国内ののののＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥ施施施施設設設設とととと世界世界世界世界とととと比比比比較較較較したしたしたした上上上上でででで「「「「規規規規模模模模がががが大大大大ききききけけけけれれれればばばばいいもいいもいいもいいも
のでもなのでもなのでもなのでもなくくくく、、、、稼稼稼稼働率働率働率働率をををを高高高高めることがめることがめることがめることが重重重重要要要要だだだだ」」」」とととと述述述述べたとのことであるべたとのことであるべたとのことであるべたとのことである。。。。私私私私はははは眞銅眞銅眞銅眞銅氏氏氏氏のののの述述述述べたこべたこべたこべたこ
とがとがとがとが重重重重要要要要だとだとだとだと思思思思うううう。。。。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。。。。

((((4444)))) ＭＩＭＩＭＩＭＩＣＣＣＣＥＥＥＥのののの公公公公設民設民設民設民営営営営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。。。。

((((5555)))) ９９９９月月月月定定定定例例例例会会会会でででで質問質問質問質問したしたしたした中中中中城城城城湾湾湾湾港港港港新新新新港港港港地地地地区区区区へへへへののののクルーズクルーズクルーズクルーズ船船船船のののの寄寄寄寄港港港港がががが11116666年年年年ぶぶぶぶりにりにりにりに実実実実現現現現するこするこするこするこ
とになりとになりとになりとになり評評評評価価価価したいしたいしたいしたい。。。。11116666年年年年前前前前にににに比比比比べるとイべるとイべるとイべるとインンンンフフフフララララ整整整整備備備備もももも進進進進んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが課題課題課題課題もあるもあるもあるもある。。。。課題課題課題課題とととと県県県県
のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 11111111月月月月12121212日日日日からからからから14141414日日日日までまでまでまで翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事をををを先先先先頭頭頭頭にににに台台台台湾湾湾湾のののの航航航航空空空空会会会会社社社社５５５５社社社社とスとスとスとスタークルーズタークルーズタークルーズタークルーズ社社社社をををを訪問訪問訪問訪問
されされされされトトトトップップップップセールセールセールセールスをスをスをスを行行行行ったとのことだがったとのことだがったとのことだがったとのことだが、、、、新新新新規規規規就就就就航航航航やややや増増増増便便便便にににに意意意意欲欲欲欲をををを示示示示すすすす一一一一方方方方、、、、県県県県へへへへのののの課課課課
題題題題もももも突突突突きつきつきつきつけけけけたとたとたとたと報道報道報道報道されているされているされているされている。。。。課題課題課題課題とととと対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 11111111月月月月11111111日日日日にににに報道報道報道報道されたされたされたされた「「「「市市市市販販販販価価価価格格格格のののの数数数数倍倍倍倍のののの値段値段値段値段でででで商商商商品品品品をををを販販販販売売売売するするするする免税店免税店免税店免税店がががが県内県内県内県内にににに複複複複数数数数
存在存在存在存在するするするする」」」」についてについてについてについて、「、「、「、「００００団費団費団費団費（（（（ツツツツアアアアーーーー代代代代金金金金ゼゼゼゼロロロロ円円円円）」）」）」）」にもにもにもにも問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがうがうがうが、、、、観光観光観光観光客客客客のののの不不不不
満満満満、、、、不不不不信信信信がががが増増増増加加加加するするするする。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄観光観光観光観光にマイにマイにマイにマイナナナナスだとスだとスだとスだ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。。。。

((((8888)))) 2222000017171717年年年年３３３３月月月月11118888日日日日からからからから21212121日日日日までまでまでまで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ココココンンンンベベベベンションセンターンションセンターンションセンターンションセンターでででで航航航航空空空空業界業界業界業界専門専門専門専門見見見見本市本市本市本市・・・・商談商談商談商談
会会会会「「「「ルーツ・ルーツ・ルーツ・ルーツ・アアアアジジジジアアアア2222000017171717」」」」がががが開開開開催催催催されることになっているされることになっているされることになっているされることになっている。。。。経済経済経済経済効果効果効果効果等等等等、、、、期待期待期待期待されることにつされることにつされることにつされることにつ
いていていていて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

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)))) ９９９９月月月月22228888日日日日にににに締締締締結結結結されたされたされたされた環境環境環境環境補足補足補足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、、、、アメリカのマアメリカのマアメリカのマアメリカのマーーーーチチチチ空空空空軍基地軍基地軍基地軍基地でででで環境環境環境環境浄浄浄浄化化化化担担担担
当当当当官官官官をををを務務務務めためためためた県県県県出出出出身身身身のののの国国国国吉信吉信吉信吉信義氏義氏義氏義氏はははは「「「「環境環境環境環境補足補足補足補足協定協定協定協定はははは米国米国米国米国にににに譲歩譲歩譲歩譲歩したしたしたした内容内容内容内容だだだだ。。。。環境事環境事環境事環境事
故故故故があってがあってがあってがあって、、、、返返返返還還還還されるされるされるされる場場場場合合合合でないとでないとでないとでないと適応適応適応適応されないとされるされないとされるされないとされるされないとされる。。。。米軍米軍米軍米軍のののの運運運運用用用用がががが優優優優先先先先されされされされ、、、、米米米米
軍軍軍軍のののの判断判断判断判断にににに調査調査調査調査がががが委委委委ねねねねられるのはられるのはられるのはられるのはおおおおかしいかしいかしいかしい。。。。調査調査調査調査はしていいとするがはしていいとするがはしていいとするがはしていいとするが、、、、逃逃逃逃げげげげ道道道道がたがたがたがたくくくくささささんんんん
あるあるあるある。。。。米軍米軍米軍米軍がよりがよりがよりがより厳厳厳厳しいしいしいしい基基基基準準準準をををを採用採用採用採用するとされるするとされるするとされるするとされる「「「「日日日日本本本本環境環境環境環境管管管管理理理理基基基基準準準準」」」」についてについてについてについて「「「「一一一一般的般的般的般的にににに
採用採用採用採用」」」」などのなどのなどのなどの表現表現表現表現でででで何何何何がががが言言言言いたいのかいたいのかいたいのかいたいのか分分分分からないからないからないからない。」「。」「。」「。」「沖縄沖縄沖縄沖縄にはにはにはには汚染汚染汚染汚染のののの法法法法律律律律がながながながなくくくく野野野野放放放放しししし
状状状状態態態態だだだだ。」。」。」。」とととと述述述述べていることについてべていることについてべていることについてべていることについて、、、、県県県県のののの感想感想感想感想をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 米米米米有有有有力軍事力軍事力軍事力軍事シンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンクののののランランランランドドドド研研研研究所究所究所究所がががが９９９９月月月月にににに公表公表公表公表したしたしたした報告書報告書報告書報告書のののの中中中中でででで中国中国中国中国のミのミのミのミササササイイイイルルルル能能能能
力力力力のののの急速急速急速急速なななな向向向向上上上上をををを挙挙挙挙げげげげ「「「「中国中国中国中国のののの近近近近くくくくにににに配配配配置置置置されたされたされたされた米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地はははは防防防防御御御御をををを賄賄賄賄えなえなえなえなくくくくなるだなるだなるだなるだろろろろうううう。」。」。」。」
とととと分分分分析析析析したことについてしたことについてしたことについてしたことについて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。。。。
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3333 南南南南西石西石西石西石油油油油についてについてについてについて
　　　　ブラブラブラブラジジジジルルルル国国国国営営営営石石石石油油油油会会会会社社社社ペペペペトトトトロロロロブラブラブラブラスススス傘傘傘傘下下下下のののの南南南南西石西石西石西石油油油油がことしがことしがことしがことし３３３３月月月月にににに製油製油製油製油所所所所のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖方方方方針針針針をををを表表表表
明明明明。。。。９９９９月月月月にににに取取取取引引引引先先先先にににに対対対対しししし、、、、来来来来年年年年３３３３月月月月末末末末以以以以降降降降、、、、石石石石油製品油製品油製品油製品のののの販販販販売契売契売契売契約約約約をををを結結結結ばばばばないとないとないとないと通通通通知知知知していたしていたしていたしていた
ことがことがことが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。。。。

((((1111)))) 再再再再就職就職就職就職へへへへのののの対対対対応応応応はははは「「「「最最最最低低低低でもでもでもでも撤撤撤撤退退退退のののの３３３３カカカカ月月月月前前前前からからからから動動動動くくくく必必必必要要要要があるがあるがあるがある」」」」とととと言言言言われているわれているわれているわれている。。。。現状現状現状現状はははは
どうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか。。。。

((((2222)))) 同同同同社社社社ははははガソガソガソガソリリリリンンンンをををを初初初初めめめめ、、、、県内県内県内県内のののの石石石石油製品油製品油製品油製品のののの約約約約６６６６割割割割をををを供供供供給給給給してしてしてしておおおおりりりり、、、、ペペペペトトトトロロロロブラブラブラブラスススス社社社社がががが他社他社他社他社にににに
事業事業事業事業をををを引引引引きききき継継継継がずにがずにがずにがずに撤撤撤撤退退退退すれすれすれすればばばば、、、、混混混混乱乱乱乱がががが起起起起きるときるときるときると予予予予想想想想されるされるされるされる。。。。県県県県経済経済経済経済へへへへのののの影響影響影響影響もももも大大大大きいときいときいときいと
思思思思うううう。。。。状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 ブラブラブラブラッッッッククククババババイイイイトトトトについてについてについてについて
　　　　違違違違法法法法やややや違違違違法法法法にににに近近近近いいいい劣悪劣悪劣悪劣悪なななな労働条労働条労働条労働条件件件件でででで働働働働かされるかされるかされるかされる「「「「ブラブラブラブラッッッッククククババババイイイイトトトト」」」」についてについてについてについて、、、、厚厚厚厚生生生生労働労働労働労働省省省省がががが
実実実実施施施施したしたしたした調査調査調査調査によるとによるとによるとによると、、、、６６６６割割割割がががが労働条労働条労働条労働条件件件件にににに関関関関するするするするトラブルトラブルトラブルトラブルをををを経験経験経験経験していたとのことであるしていたとのことであるしていたとのことであるしていたとのことである。。。。県内県内県内県内
のののの状況状況状況状況をををを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。。。。

5555 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関関関連連連連についてについてについてについて


