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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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月02020202    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 20202020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 子供子供子供子供のののの貧困関連貧困関連貧困関連貧困関連についてについてについてについて

((((1111)))) 夜間保育園夜間保育園夜間保育園夜間保育園についてについてについてについて
　ひとり　ひとり　ひとり　ひとり親親親親のののの収入収入収入収入はははは母子世帯母子世帯母子世帯母子世帯でででで100100100100万円万円万円万円からからからから150150150150万円万円万円万円、、、、父子世帯父子世帯父子世帯父子世帯でででで150150150150万円万円万円万円からからからから200200200200万円万円万円万円とととと
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。。。。夜働夜働夜働夜働くくくく母親母親母親母親はははは子供子供子供子供をををを預預預預けるところがけるところがけるところがけるところが少少少少なくなくなくなく困困困困っていますっていますっていますっています。。。。安心安心安心安心してしてしてして働働働働くたくたくたくた
めにもめにもめにもめにも夜間保育園夜間保育園夜間保育園夜間保育園のののの増設増設増設増設がががが喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題だとだとだとだと言言言言っていますっていますっていますっています。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のひとりのひとりのひとりのひとり親親親親のののの貧困率貧困率貧困率貧困率もももも
58585858....9999％％％％とととと高高高高くくくく、、、、未就学児未就学児未就学児未就学児をををを抱抱抱抱えてえてえてえて夜間働夜間働夜間働夜間働いているいているいているいている母親母親母親母親のののの生活生活生活生活をををを支援支援支援支援するためにもするためにもするためにもするためにも夜間保夜間保夜間保夜間保
育園育園育園育園がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。

ｱｱｱｱ 県内県内県内県内のののの夜間認可園夜間認可園夜間認可園夜間認可園はははは幾幾幾幾つありますかつありますかつありますかつありますか。。。。またまたまたまた無認可無認可無認可無認可のののの夜間保育園夜間保育園夜間保育園夜間保育園はどのぐらいありますはどのぐらいありますはどのぐらいありますはどのぐらいあります
かかかか。。。。立入調査立入調査立入調査立入調査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。。。。

ｲｲｲｲ 夜間保育園夜間保育園夜間保育園夜間保育園のののの設置設置設置設置にににに対対対対するするするする県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 子子子子どもどもどもども食堂食堂食堂食堂についてについてについてについて
　行　行　行　行きききき場所場所場所場所のないのないのないのない子子子子やややや、、、、またまたまたまた親親親親がががが食事食事食事食事のののの面倒面倒面倒面倒をををを見見見見られないられないられないられない子供子供子供子供たちがいますたちがいますたちがいますたちがいます。。。。学校学校学校学校のののの給給給給
食食食食だけしかだけしかだけしかだけしか食事食事食事食事がとれないがとれないがとれないがとれない子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに、、、、近近近近ごろボランティアでごろボランティアでごろボランティアでごろボランティアで「「「「子子子子どもどもどもども食堂食堂食堂食堂」」」」等等等等をををを開設開設開設開設しししし、、、、
せめてせめてせめてせめて夕食夕食夕食夕食だけでもというだけでもというだけでもというだけでもという取取取取りりりり組組組組みをしておられるみをしておられるみをしておられるみをしておられる方々方々方々方々がいますがいますがいますがいます。。。。

ｱｱｱｱ 「「「「子子子子どもどもどもども食堂食堂食堂食堂」」」」のののの県内県内県内県内のののの実態実態実態実態をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県からからからから何何何何らかのらかのらかのらかの支援支援支援支援はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。

((((3333)))) 子供子供子供子供のののの居場所居場所居場所居場所づくりについてづくりについてづくりについてづくりについて
　中学校　中学校　中学校　中学校をををを卒業後卒業後卒業後卒業後、、、、仕事仕事仕事仕事もなくニートになってぶらぶらしているもなくニートになってぶらぶらしているもなくニートになってぶらぶらしているもなくニートになってぶらぶらしている子子子子がいますがいますがいますがいます。。。。そのようなそのようなそのようなそのような子子子子
供供供供たちがたちがたちがたちが心心心心をををを開開開開いていていていて安心安心安心安心してしてしてして行行行行けるけるけるける場所場所場所場所がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。場所場所場所場所とそのとそのとそのとその子子子子たちをサポートするたちをサポートするたちをサポートするたちをサポートする人人人人
がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。今後今後今後今後のののの県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 生活困窮者自立支援事業生活困窮者自立支援事業生活困窮者自立支援事業生活困窮者自立支援事業（（（（任意事業任意事業任意事業任意事業））））についてについてについてについて具体的具体的具体的具体的にはどのようなことににはどのようなことににはどのようなことににはどのようなことに使使使使われるのかわれるのかわれるのかわれるのか
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 福祉関連福祉関連福祉関連福祉関連についてについてについてについて

((((1111)))) 保育士保育士保育士保育士ベースアップベースアップベースアップベースアップ支援事業支援事業支援事業支援事業についてはについてはについてはについては今回予算今回予算今回予算今回予算がががが計上計上計上計上されされされされ、、、、ほっとするところですほっとするところですほっとするところですほっとするところです。。。。どどどど
のようなのようなのようなのような形形形形でででで支援支援支援支援がががが行行行行われるのかわれるのかわれるのかわれるのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 視覚障害者視覚障害者視覚障害者視覚障害者にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした養護老人養護老人養護老人養護老人ホームホームホームホーム改修等事業改修等事業改修等事業改修等事業についてについてについてについて具体的具体的具体的具体的にはどのようなにはどのようなにはどのようなにはどのような内容内容内容内容
かかかか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。またまたまたまた受受受受けけけけ入入入入れれれれ人数人数人数人数はどのぐらいかはどのぐらいかはどのぐらいかはどのぐらいか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 性暴力被害者性暴力被害者性暴力被害者性暴力被害者ワンストップワンストップワンストップワンストップ支援支援支援支援センターのセンターのセンターのセンターの支援体制支援体制支援体制支援体制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)))) 待機児童対策特別事業待機児童対策特別事業待機児童対策特別事業待機児童対策特別事業がががが16161616億円余億円余億円余億円余がががが計上計上計上計上されていますがされていますがされていますがされていますが認可化認可化認可化認可化はどのぐらいはどのぐらいはどのぐらいはどのぐらい実現実現実現実現できできできでき
るのかるのかるのかるのか、、、、またまたまたまた保育保育保育保育のののの質質質質のののの向上向上向上向上へのへのへのへの対応対応対応対応についてはどうかについてはどうかについてはどうかについてはどうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 2015201520152015年度年度年度年度のののの待機児童数待機児童数待機児童数待機児童数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。。。。

((((6666)))) 介護事業倒産介護事業倒産介護事業倒産介護事業倒産についてについてについてについて県内県内県内県内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。。。。

3333 教教教教育関連育関連育関連育関連についてについてについてについて

((((1111)))) 高校中高校中高校中高校中退退退退者者者者のののの３３３３カカカカ年年年年のののの人数人数人数人数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)))) 妊娠妊娠妊娠妊娠によるによるによるによる中中中中退退退退者者者者についてはどうですかについてはどうですかについてはどうですかについてはどうですか。。。。

((((3333)))) 妊娠妊娠妊娠妊娠したしたしたした生生生生徒徒徒徒にどのようなにどのようなにどのようなにどのような指導指導指導指導をしているかをしているかをしているかをしているか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。定定定定時制時制時制時制やややや通信通信通信通信制制制制へのへのへのへの転転転転校校校校についについについについ
てのてのてのての指導指導指導指導はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか｡｡｡｡

((((4444)))) いいいいじじじじめによるめによるめによるめによる自自自自殺殺殺殺がががが起起起起こったのがこったのがこったのがこったのが悔悔悔悔やまれますやまれますやまれますやまれます。。。。小小小小中高中高中高中高のののの過去過去過去過去３３３３カカカカ年年年年のいのいのいのいじじじじめのめのめのめの数数数数についについについについ
てててて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。またまたまたまた各各各各学校学校学校学校でのいでのいでのいでのいじじじじめめめめ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。。。。

((((5555)))) 義務教義務教義務教義務教育支援育支援育支援育支援をををを終了終了終了終了するとのことですがするとのことですがするとのことですがするとのことですが、、、、珊瑚舎珊瑚舎珊瑚舎珊瑚舎ススススココココーーーーレレレレはははは「「「「生生生生徒徒徒徒がいるがいるがいるがいる限限限限りりりり続続続続けるけるけるける。。。。一緒一緒一緒一緒
にににに学学学学ぶぶぶぶ場場場場をつくるためにをつくるためにをつくるためにをつくるために県県県県にににに働働働働きききき掛掛掛掛けたいけたいけたいけたい」」」」とのこととのこととのこととのこと。。。。現現現現在在在在事業事業事業事業をををを委託委託委託委託されているところとされているところとされているところとされているところと
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のののの話話話話しししし合合合合いはどうなっていますかいはどうなっていますかいはどうなっていますかいはどうなっていますか。。。。

((((6666)))) 18181818歳選挙権歳選挙権歳選挙権歳選挙権についてについてについてについて、、、、学校現場学校現場学校現場学校現場でのでのでのでの受受受受けとめやけとめやけとめやけとめや対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 今回今回今回今回、、、、県県県県外進外進外進外進学学学学大大大大学生支援事業学生支援事業学生支援事業学生支援事業がががが新新新新設設設設されされされされ県県県県外難外難外難外難関関関関大大大大学等学等学等学等へのへのへのへの進進進進学学学学推進推進推進推進をををを給給給給付型付型付型付型のののの
奨奨奨奨学学学学金金金金でででで行行行行うとのことですうとのことですうとのことですうとのことです。。。。ここここここここ３３３３カカカカ年年年年のののの難難難難関関関関大大大大学学学学へのへのへのへの進進進進学状況学状況学状況学状況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)))) 離島読書離島読書離島読書離島読書活活活活動充動充動充動充実事業実事業実事業実事業についてについてについてについて具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((9999)))) 子供子供子供子供たちへのたちへのたちへのたちへの支援支援支援支援のためのためのためのため学校学校学校学校におけるスにおけるスにおけるスにおけるスククククーーーールカウルカウルカウルカウンセラーやンセラーやンセラーやンセラーやソソソソーーーーシャルシャルシャルシャルワーワーワーワーカカカカーのーのーのーの配配配配
置置置置がががが待待待待たれていますたれていますたれていますたれています。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 水道広域水道広域水道広域水道広域化化化化についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄本島本島本島本島ではではではでは制制制制限限限限給給給給水水水水などもなくなりなどもなくなりなどもなくなりなどもなくなり、、、、安安安安定定定定しておいしいしておいしいしておいしいしておいしい水水水水をををを飲飲飲飲むむむむことができますことができますことができますことができます。。。。そのそのそのその点点点点
離島離島離島離島ではではではでは雨雨雨雨がががが降降降降らないとらないとらないとらないと断水断水断水断水やややや時間給時間給時間給時間給水水水水などもありなどもありなどもありなどもあり、、、、安安安安定定定定したしたしたした給給給給水水水水にはなっていませにはなっていませにはなっていませにはなっていませんんんん。。。。
このたこのたこのたこのたびびびび、、、、企企企企業業業業局局局局がががが水道広域水道広域水道広域水道広域化化化化にににに向向向向けけけけ取取取取りりりり組組組組むむむむことになりことになりことになりことになり安安安安定定定定したしたしたした水水水水のののの供給体制供給体制供給体制供給体制がががが図図図図らららら
れるようですれるようですれるようですれるようです。。。。具体的具体的具体的具体的なななな計計計計画画画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。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月02020202    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 20202020分分分分 髙嶺髙嶺髙嶺髙嶺　　　　善伸善伸善伸善伸（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 新新新新県立県立県立県立八重山病院建八重山病院建八重山病院建八重山病院建設設設設工工工工事事事事起工式起工式起工式起工式にににに関連関連関連関連してしてしてして
新新新新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はははは、、、、八重山離島圏域八重山離島圏域八重山離島圏域八重山離島圏域のののの中中中中核病院核病院核病院核病院としてのとしてのとしてのとしての機機機機能能能能やややや災災災災害害害害拠点病院拠点病院拠点病院拠点病院としてのとしてのとしてのとしての
役割役割役割役割、、、、可可可可能能能能なななな限限限限りりりり地域地域地域地域内内内内完結型完結型完結型完結型のののの医療提医療提医療提医療提供体制供体制供体制供体制がががが確確確確保保保保できることができることができることができることが期期期期待待待待されているされているされているされている。。。。あわせあわせあわせあわせ
てててて、、、、医師医師医師医師やややや看看看看護護護護師師師師等人等人等人等人材確材確材確材確保保保保、、、、離島離島離島離島特特特特有有有有のののの予算予算予算予算確確確確保保保保のののの課題課題課題課題もありますのでしっかりともありますのでしっかりともありますのでしっかりともありますのでしっかりと取取取取りりりり組組組組
んんんんでいただきたいでいただきたいでいただきたいでいただきたい。。。。翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは石垣市石垣市石垣市石垣市でのでのでのでの起工式起工式起工式起工式にににに出席出席出席出席しししし、、、、そのそのそのその足足足足でででで竹富町西表島竹富町西表島竹富町西表島竹富町西表島等等等等をををを視視視視
察察察察されたされたされたされた。。。。新新新新県立県立県立県立八重山病院建八重山病院建八重山病院建八重山病院建設設設設にににに当当当当たりたりたりたり、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対するするするする決決決決意意意意とととと八八八八
重山圏域重山圏域重山圏域重山圏域をををを視視視視察察察察されたされたされたされた感想感想感想感想をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 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)))) 全国全国全国全国育育育育樹祭樹祭樹祭樹祭についてについてについてについて
平成平成平成平成５５５５年年年年にににに沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県糸満市糸満市糸満市糸満市でででで全国植樹祭全国植樹祭全国植樹祭全国植樹祭がががが開開開開催催催催されされされされ２０２０２０２０年年年年がががが経過経過経過経過しししし、、、、全国全国全国全国育育育育樹祭誘致樹祭誘致樹祭誘致樹祭誘致のののの声声声声
がががが聞聞聞聞かれるがかれるがかれるがかれるが、、、、全国全国全国全国育育育育樹祭樹祭樹祭樹祭開開開開催催催催にににに対対対対するするするする翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 平和平和平和平和のののの緩衝地緩衝地緩衝地緩衝地帯帯帯帯としてのとしてのとしてのとしての沖縄沖縄沖縄沖縄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
翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは、、、、県県県県民民民民のののの先頭先頭先頭先頭にににに立立立立ってってってっ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くらせないをつくらせないをつくらせないをつくらせない取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを続続続続けておりけておりけておりけており、、、、
所所所所信表明演説信表明演説信表明演説信表明演説でででで周辺諸国周辺諸国周辺諸国周辺諸国とのとのとのとの関係関係関係関係についてはについてはについてはについては「「「「文文文文化化化化やややや経済経済経済経済などなどなどなど多多多多面的面的面的面的なななな分分分分野野野野のののの交流交流交流交流をををを
通通通通じじじじ、、、、諸国民諸国民諸国民諸国民とのとのとのとの信頼信頼信頼信頼のののの構築構築構築構築をををを図図図図りりりり、、、、地域地域地域地域のののの平和平和平和平和とととと発展発展発展発展にににに貢献貢献貢献貢献してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります」」」」とととと述述述述べべべべていていていてい
るるるる。。。。

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄ののののソフソフソフソフトトトトパパパパワーワーワーワー発揮発揮発揮発揮等等等等によるによるによるによる平和平和平和平和のののの緩衝地緩衝地緩衝地緩衝地帯帯帯帯としてのとしてのとしてのとしての沖縄沖縄沖縄沖縄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翁翁翁翁長知長知長知長知
事事事事のののの認認認認識識識識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 自自自自衛隊石垣島衛隊石垣島衛隊石垣島衛隊石垣島ミミミミササササイルイルイルイル配配配配備備備備計計計計画画画画についてについてについてについて

((((1111)))) 八重山戦争八重山戦争八重山戦争八重山戦争ママママララララリリリリアアアア犠牲犠牲犠牲犠牲者事者事者事者事件件件件のののの教訓教訓教訓教訓についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 八重山戦争八重山戦争八重山戦争八重山戦争ママママララララリリリリアアアア犠牲犠牲犠牲犠牲者事者事者事者事件件件件はははは、、、、日本軍日本軍日本軍日本軍のののの命令命令命令命令によってによってによってによって住民住民住民住民がががが強強強強制制制制疎疎疎疎開開開開をさせられをさせられをさせられをさせられ
たことがたことがたことがたことが原因原因原因原因であったとであったとであったとであった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。。。。翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの認認認認識識識識についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 強強強強制制制制避難命令避難命令避難命令避難命令などなどなどなど軍軍軍軍事事事事作戦優先作戦優先作戦優先作戦優先のののの戦戦戦戦時時時時下下下下ではではではでは「「「「軍隊軍隊軍隊軍隊はははは住民住民住民住民をををを守守守守らないらないらないらない」」」」というというというという事実事実事実事実があがあがあがあ
るるるる。。。。翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの認認認認識識識識についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 南西諸島南西諸島南西諸島南西諸島のののの空白地空白地空白地空白地帯帯帯帯へのへのへのへの自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊ミミミミササササイルイルイルイル配配配配備備備備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 地地地地対対対対空空空空ミミミミササササイル・イル・イル・イル・地地地地対対対対艦艦艦艦ミミミミササササイルイルイルイル配配配配備備備備はははは、、、、平和平和平和平和産業産業産業産業であるであるであるである観光観光観光観光リゾリゾリゾリゾートートートート産業産業産業産業やややや離島振興離島振興離島振興離島振興とととと
相反相反相反相反するとするとするとすると思思思思うがうがうがうが、、、、翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事のののの認認認認識識識識とととと今後今後今後今後のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 自自自自衛隊基地建衛隊基地建衛隊基地建衛隊基地建設予設予設予設予定地周辺定地周辺定地周辺定地周辺にはにはにはには於茂登於茂登於茂登於茂登、、、、開開開開南南南南、、、、嵩田嵩田嵩田嵩田のののの３３３３公民館公民館公民館公民館がありがありがありがあり、、、、地元住民地元住民地元住民地元住民はははは公公公公
民館民館民館民館組組組組織織織織としてとしてとしてとして反反反反対対対対決議決議決議決議をしてをしてをしてをして防衛省防衛省防衛省防衛省にににに抗議文抗議文抗議文抗議文をををを提出提出提出提出したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、現状現状現状現状とととと県県県県のののの対応対応対応対応をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 防衛省防衛省防衛省防衛省・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄防衛局防衛局防衛局防衛局はははは、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの照照照照会会会会にににに対対対対してしてしてして島嶼島嶼島嶼島嶼配配配配備備備備のののの内容内容内容内容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説説説説
明明明明をしているかをしているかをしているかをしているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 離島奪還作戦離島奪還作戦離島奪還作戦離島奪還作戦についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 想定想定想定想定されるされるされるされる武武武武力力力力攻撃攻撃攻撃攻撃事態事態事態事態とそれにとそれにとそれにとそれに対対対対するするするする対応対応対応対応についてどのようなことがについてどのようなことがについてどのようなことがについてどのようなことが計計計計画画画画されているされているされているされている
かかかか内容内容内容内容をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 離島住民離島住民離島住民離島住民のののの保護等安保護等安保護等安保護等安全確全確全確全確保保保保とととと避難避難避難避難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対応対応対応対応がががが考考考考えられるかえられるかえられるかえられるか伺伺伺伺うううう。。。。

4444 子供子供子供子供のののの貧困問題貧困問題貧困問題貧困問題についてについてについてについて

((((1111)))) 若若若若者者者者、、、、特特特特にににに子供子供子供子供のののの貧困世帯貧困世帯貧困世帯貧困世帯のののの正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用化化化化やややや安安安安いいいい賃金賃金賃金賃金等等等等雇用雇用雇用雇用のののの改改改改善善善善にどのようににどのようににどのようににどのように取取取取りりりり組組組組
むむむむかかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビジョビジョビジョビジョンンンン基本基本基本基本計計計計画画画画のののの平成平成平成平成33333333年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける県県県県民民民民総総総総生産生産生産生産達達達達成成成成とととと県県県県民民民民所所所所得得得得のののの見見見見込込込込
みはみはみはみは、、、、子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困のののの解消解消解消解消状態状態状態状態についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように想定想定想定想定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。。。。
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5555 離島振興離島振興離島振興離島振興についてについてについてについて

((((1111)))) 離島振興離島振興離島振興離島振興予算予算予算予算確確確確保保保保についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄振興一振興一振興一振興一括括括括交付金交付金交付金交付金活活活活用用用用によるによるによるによる離島振興離島振興離島振興離島振興予算予算予算予算のののの推推推推移移移移とととと新新新新年度年度年度年度のののの予算予算予算予算措措措措置置置置についてについてについてについて伺伺伺伺
うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビジョビジョビジョビジョンンンン基本基本基本基本計計計計画画画画やややや離島振興離島振興離島振興離島振興計計計計画画画画におけるにおけるにおけるにおける離島離島離島離島力力力力のののの発揮発揮発揮発揮のためののためののためののための離島振興離島振興離島振興離島振興
策策策策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 交通交通交通交通・・・・輸送輸送輸送輸送ココココストストストスト軽減軽減軽減軽減策策策策としてとしてとしてとして実実実実施施施施しているしているしているしている沖縄沖縄沖縄沖縄離島住民離島住民離島住民離島住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負担軽減負担軽減負担軽減事業事業事業事業とととと
農林農林農林農林水水水水産産産産物物物物流通流通流通流通条条条条件件件件不利不利不利不利性性性性解消解消解消解消事業事業事業事業のののの成成成成果果果果とととと今後今後今後今後のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 離島離島離島離島航路運航航路運航航路運航航路運航安安安安定定定定化支援事業化支援事業化支援事業化支援事業のののの成成成成果果果果とととと今後今後今後今後のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 離島地離島地離島地離島地区情報区情報区情報区情報通信基通信基通信基通信基盤整盤整盤整盤整備推進備推進備推進備推進事業事業事業事業とととと超超超超高高高高速速速速ブロブロブロブローーーードバドバドバドバンンンンドドドド環境整環境整環境整環境整備備備備促促促促進進進進事業事業事業事業のののの概概概概
要要要要及及及及びびびび進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況とととと離島振興離島振興離島振興離島振興にににに果果果果たすたすたすたす効果効果効果効果をどのようにをどのようにをどのようにをどのように計計計計画画画画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。。。。

ｴｴｴｴ 沖縄沖縄沖縄沖縄離島離島離島離島体体体体験験験験交流交流交流交流促促促促進進進進事業事業事業事業とととと新規新規新規新規事業事業事業事業のののの離島観光離島観光離島観光離島観光・・・・交流交流交流交流促促促促進進進進事業事業事業事業のののの取取取取りりりり組組組組みについみについみについみについ
てててて伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 離島離島離島離島食食食食品品品品・・・・日用日用日用日用品輸送品輸送品輸送品輸送等等等等補助補助補助補助事業事業事業事業のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと離島離島離島離島物価物価物価物価のののの是是是是正正正正効果効果効果効果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
伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 石垣市新石垣市新石垣市新石垣市新庁庁庁庁舎建舎建舎建舎建設設設設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国国国国のののの緊緊緊緊急急急急防災防災防災防災・・・・減減減減災災災災事業事業事業事業債債債債のののの適適適適用用用用についてのについてのについてのについての課題課題課題課題とととと対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 旧旧旧旧石垣空石垣空石垣空石垣空港跡港跡港跡港跡地地地地のののの国有地国有地国有地国有地のののの取取取取得得得得がががが必要必要必要必要となるがとなるがとなるがとなるが、、、、特特特特例例例例的的的的なななな対応対応対応対応ができないかができないかができないかができないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 離島交通政離島交通政離島交通政離島交通政策策策策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 新石垣空新石垣空新石垣空新石垣空港港港港ののののエエエエププププロロロロンンンン拡張拡張拡張拡張とととと国国国国際線旅客際線旅客際線旅客際線旅客ターターターターミミミミナナナナルルルル改改改改築築築築についてのについてのについての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。。。。

ｲｲｲｲ 国国国国際際際際クルクルクルクルーーーージジジジンンンンググググ船船船船のののの寄港寄港寄港寄港地地地地としてのとしてのとしてのとしての重重重重要要要要港湾港湾港湾港湾・・・・石垣石垣石垣石垣港港港港のののの整整整整備備備備についてについてについてについて、、、、安安安安倍総理倍総理倍総理倍総理はははは
所所所所信表明演説信表明演説信表明演説信表明演説でででで、、、、２２２２年後年後年後年後のののの供供供供用用用用開開開開始始始始にににに向向向向けけけけ予算予算予算予算をををを確確確確保保保保するとするとするとすると言言言言及及及及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、、、、新新新新
マイマイマイマイナナナナスススス９９９９メメメメートートートートルルルル岸壁岸壁岸壁岸壁のののの整整整整備備備備とととと新国新国新国新国際旅客際旅客際旅客際旅客ターターターターミミミミナナナナルルルル建建建建設等設等設等設等、、、、今後今後今後今後のののの供供供供用用用用開開開開始始始始のののの見見見見通通通通
しをしをしをし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表代表代表代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



5

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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月02020202    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 20202020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 辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地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)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが国国国国とととと争争争争うううう代代代代執執執執行行行行裁判裁判裁判裁判についてについてについてについて福福福福岡岡岡岡高高高高裁那覇裁那覇裁那覇裁那覇支部支部支部支部からからからから出出出出されているされているされているされている和和和和解案解案解案解案につにつにつにつ
いていていていて知事知事知事知事のののの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)))) 防衛局防衛局防衛局防衛局はははは辺野古新基地建辺野古新基地建辺野古新基地建辺野古新基地建設設設設でででで水水水水質質質質汚濁汚濁汚濁汚濁防防防防止膜止膜止膜止膜設置設置設置設置のためののためののためののためのココココンンンンクリクリクリクリートートートートブロブロブロブロッッッッククククのののの投投投投下下下下
はははは、、、、当当当当初初初初のののの設置計設置計設置計設置計画画画画とととと異異異異なっておりなっておりなっておりなっており沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが再三再三再三再三にわたりにわたりにわたりにわたり詳細詳細詳細詳細なななな報告報告報告報告をををを求求求求めていますめていますめていますめています。。。。ここここ
のままのままのままのまま投投投投下下下下すれすれすれすればばばば、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県漁漁漁漁業調業調業調業調整整整整規規規規則則則則にもにもにもにも違違違違反反反反しているのではないかしているのではないかしているのではないかしているのではないか、、、、環境環境環境環境をををを破壊破壊破壊破壊すすすす
るるるるココココンンンンクリクリクリクリートートートートブロブロブロブロッッッッククククのののの投投投投下下下下はははは許許許許されないされないされないされないココココンンンンクリクリクリクリートートートートブロブロブロブロッッッッククククのののの投投投投下下下下をををを中中中中止止止止しししし工工工工事事事事をををを断断断断念念念念
するようするようするようするよう求求求求めるめるめるめるべべべべきですきですきですきです。。。。

2222 民民民民間間間間港港港港であるであるであるである伊江港伊江港伊江港伊江港にににに１１１１月月月月26262626日日日日、、、、22227777日日日日、、、、米陸米陸米陸米陸軍軍軍軍所所所所属属属属のののの揚陸艇揚陸艇揚陸艇揚陸艇がががが入入入入港港港港しししし、、、、物資物資物資物資のののの搬搬搬搬入入入入をををを行行行行っっっっ
ているているているている。。。。民民民民間間間間港港港港にににに危険物資危険物資危険物資危険物資をををを含含含含むむむむ訓訓訓訓練練練練用用用用物資物資物資物資がががが陸揚陸揚陸揚陸揚げげげげされるのはされるのはされるのはされるのは大大大大変危険変危険変危険変危険であるであるであるである。。。。民民民民間間間間港港港港
へのへのへのへの米米米米艦艦艦艦船船船船がががが入入入入港港港港するするするする際際際際にはにはにはには武武武武器器器器・・・・弾薬弾薬弾薬弾薬をををを積積積積んんんんでいないことをでいないことをでいないことをでいないことを証証証証明明明明させるさせるさせるさせる必要必要必要必要があるのではがあるのではがあるのではがあるのでは
ないかないかないかないか。。。。

3333 沖縄沖縄沖縄沖縄漁漁漁漁業業業業のののの阻阻阻阻害要害要害要害要因因因因となっているとなっているとなっているとなっている米米米米軍軍軍軍のののの訓訓訓訓練練練練水域水域水域水域のののの撤廃撤廃撤廃撤廃、、、、鳥鳥鳥鳥島島島島射爆射爆射爆射爆場場場場のののの返返返返還還還還をををを国国国国にににに求求求求めるめるめるめる
ことについてことについてことについてことについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 子供子供子供子供のののの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策についてについてについてについて

((((1111)))) 子供子供子供子供のののの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策についてについてについてについて実態調査実態調査実態調査実態調査をををを行行行行ったったったった結結結結果果果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すいますいますいます。。。。

((((2222)))) 「「「「子子子子どもどもどもども貧困対策計貧困対策計貧困対策計貧困対策計画画画画」」」」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。。。。

((((3333)))) 要保護世帯要保護世帯要保護世帯要保護世帯へのへのへのへの学学学学習習習習支援支援支援支援をををを促促促促進進進進することすることすることすること、、、、実実実実施施施施状況状況状況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。。。。

((((4444)))) 準準準準要保護世帯要保護世帯要保護世帯要保護世帯のののの子育子育子育子育てててて総総総総合合合合支援支援支援支援モデモデモデモデルルルル事業実事業実事業実事業実施施施施状況状況状況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。。。。促促促促進進進進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いますいますいますいます。。。。

5555 ひとりひとりひとりひとり親世帯親世帯親世帯親世帯へのへのへのへの支援支援支援支援についてについてについてについて

((((1111)))) 母子母子母子母子、、、、父子世帯父子世帯父子世帯父子世帯などひとりなどひとりなどひとりなどひとり親世帯親世帯親世帯親世帯のののの実態実態実態実態とととと支援支援支援支援をををを実実実実施施施施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。。。。

((((2222)))) 母子母子母子母子家庭家庭家庭家庭支援支援支援支援モデモデモデモデルルルル事業事業事業事業をををを促促促促進進進進しししし母子支援母子支援母子支援母子支援施施施施設設設設をををを増設増設増設増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いますいますいますいます。。。。実実実実施施施施
状況状況状況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。。。。

((((3333)))) ひとりひとりひとりひとり親世帯親世帯親世帯親世帯のののの公公公公営営営営住住住住宅宅宅宅へのへのへのへの優先優先優先優先入居入居入居入居をををを実実実実施施施施することすることすることすること。。。。

((((4444)))) ひとりひとりひとりひとり親世帯親世帯親世帯親世帯、、、、低低低低所所所所得得得得者者者者へのアへのアへのアへのアパパパパートートートート入居時入居時入居時入居時とととと家家家家賃賃賃賃のののの助助助助成成成成をををを実実実実施施施施することすることすることすること。。。。

((((5555)))) ひとりひとりひとりひとり親世帯親世帯親世帯親世帯のののの就就就就労労労労支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) ひとりひとりひとりひとり親世帯親世帯親世帯親世帯のののの医療医療医療医療費費費費無無無無料料料料化化化化助助助助成成成成についてについてについてについて

6666 待機児童待機児童待機児童待機児童解消解消解消解消についてについてについてについて

((((1111)))) 待機児童待機児童待機児童待機児童解消解消解消解消のためにのためにのためにのために認可保育園認可保育園認可保育園認可保育園のののの新新新新・・・・増設増設増設増設をををを抜抜抜抜本本本本的的的的にににに進進進進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。。。。
待機児童待機児童待機児童待機児童のののの現状現状現状現状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。。。。

((((2222)))) 保育士保育士保育士保育士不不不不足足足足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、、、、待待待待遇遇遇遇改改改改善善善善のためののためののためののための財財財財政政政政支援支援支援支援をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。

((((3333)))) 保育保育保育保育料料料料のののの軽減軽減軽減軽減のためののためののためののための支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 後後後後期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者医療医療医療医療制度制度制度制度についてについてについてについて
　高　高　高　高齢齢齢齢者者者者をををを年年年年齢齢齢齢でででで差差差差別別別別しししし、、、、負担負担負担負担増等増等増等増等のののの痛痛痛痛みをみをみをみを強強強強いるいるいるいる後後後後期期期期高高高高齢齢齢齢者者者者医療医療医療医療制度制度制度制度はははは廃止廃止廃止廃止すすすすべべべべきできできできで
すすすす。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの平平平平均均均均保保保保険額険額険額険額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。。。。短短短短期期期期保保保保険証険証険証険証のののの発発発発行行行行件件件件数数数数、、、、保保保保険証険証険証険証のののの
未未未未交付件交付件交付件交付件数数数数、、、、短短短短期期期期保保保保険証険証険証険証のののの発発発発行行行行をををを中中中中止止止止しししし、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者にににに無無無無条条条条件件件件でででで４４４４年間年間年間年間有有有有効効効効のののの保保保保険証険証険証険証をををを発発発発行行行行
することすることすることすること、、、、滞納滞納滞納滞納のためにのためにのためにのために資資資資産産産産をををを差差差差しししし押押押押さえたさえたさえたさえた件件件件数数数数、、、、県内県内県内県内独独独独自自自自のののの保保保保険料険料険料険料のののの減額減額減額減額、、、、免除免除免除免除制度制度制度制度のののの実実実実
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。。。。

8888 雇用雇用雇用雇用対策対策対策対策についてについてについてについて
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((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの非非非非正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用のののの実態実態実態実態とととと若若若若年者年者年者年者、、、、女女女女性性性性のののの比比比比率率率率、、、、正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用をををを広広広広げげげげるためのるためのるためのるための県県県県のののの対策対策対策対策にににに
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。。。。

((((2222)))) 介護士介護士介護士介護士、、、、保育士保育士保育士保育士、、、、看看看看護護護護師師師師、、、、福祉福祉福祉福祉のののの職職職職場場場場でででで働働働働くくくく人人人人のののの正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用をををを拡拡拡拡大大大大しししし、、、、賃金賃金賃金賃金をををを引引引引きききき上上上上げげげげるこるこるこるこ
とについてとについてとについてとについて問問問問いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 県県県県がががが補助補助補助補助をしてをしてをしてをして誘致誘致誘致誘致をしたをしたをしたをしたココココーーーールルルルセンターなどはセンターなどはセンターなどはセンターなどは正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用やややや雇用雇用雇用雇用報告報告報告報告書書書書をををを義務義務義務義務づけるづけるづけるづける条条条条
例例例例をををを制制制制定定定定することすることすることすること。。。。

((((4444)))) 中中中中小企小企小企小企業業業業へのへのへのへの支援支援支援支援をををを行行行行いいいい正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用ををををふふふふやすことやすことやすことやすこと。。。。

9999 住住住住宅宅宅宅リフリフリフリフォォォォームームームーム助助助助成成成成制度制度制度制度についてについてについてについて
　　　　住住住住宅宅宅宅リフリフリフリフォォォォームームームーム助助助助成成成成事業事業事業事業のののの各市町各市町各市町各市町村村村村におけるにおけるにおけるにおける実実実実施施施施状況状況状況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。。。。事業内容事業内容事業内容事業内容をををを
拡拡拡拡充充充充しししし、、、、促促促促進進進進するためのするためのするためのす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すいますいますいます。。。。

10101010不不不不発発発発弾弾弾弾、、、、未使未使未使未使用用用用弾弾弾弾のののの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
　県内　県内　県内　県内でででで不不不不発発発発弾弾弾弾、、、、未使未使未使未使用用用用弾弾弾弾がががが相相相相次次次次いでいでいでいで発発発発見見見見されていますされていますされていますされています。。。。不不不不発発発発弾弾弾弾、、、、未使未使未使未使用用用用弾弾弾弾のののの磁気探磁気探磁気探磁気探査査査査及及及及
びびびび処理処理処理処理はははは公公公公共共共共・・・・民民民民間間間間をををを問問問問わわわわずずずず戦争戦争戦争戦争をををを起起起起こしたこしたこしたこした国国国国のののの責責責責任任任任をををを明確明確明確明確にしにしにしにし、、、、全全全全額額額額国国国国庫負担庫負担庫負担庫負担でででで行行行行うよううよううよううよう
求求求求めることめることめることめること。。。。不不不不発発発発弾弾弾弾、、、、未使未使未使未使用用用用弾弾弾弾のののの実態実態実態実態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。。。。早早早早期期期期処理処理処理処理計計計計画画画画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。。。。住住住住宅宅宅宅等等等等のののの民民民民間間間間工工工工事事事事へのへのへのへの補助申請補助申請補助申請補助申請件件件件数数数数、、、、実実実実績績績績、、、、補助補助補助補助対策等対策等対策等対策等のののの拡拡拡拡充充充充についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

11111111 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漁港漁港漁港漁港へのへのへのへの移移移移転転転転のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況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。。。。移移移移転転転転のののの見見見見通通通通しししし、、、、時時時時
期期期期、、、、移移移移転転転転にににに当当当当たってのたってのたってのたっての解解解解決決決決すすすすべべべべきききき課題課題課題課題とととと県県県県がががが積極積極積極積極的的的的役割役割役割役割をををを果果果果たすことについてたすことについてたすことについてたすことについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

12121212我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月02020202    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 20202020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)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古埋埋埋埋立関連立関連立関連立関連についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 代代代代執執執執行行行行訴訟訴訟訴訟訴訟におけるにおけるにおけるにおける暫暫暫暫定和定和定和定和解案解案解案解案へのへのへのへの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな対対対対米米米米広広広広報報報報によってによってによってによって辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設にににに対対対対するするするする米米米米国政国政国政国政府府府府のののの見見見見解解解解のののの変変変変化化化化はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ事業事業事業事業にににに伴伴伴伴うううう東海岸東海岸東海岸東海岸地域地域地域地域のののの振興振興振興振興についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 世世世世界界界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ュチュチュチュ大大大大賞賞賞賞をををを設置設置設置設置してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 文文文文化化化化観光観光観光観光スポースポースポースポーツツツツ部関連部関連部関連部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの文文文文化化化化歴史歴史歴史歴史産業等産業等産業等産業等をををを発信発信発信発信するするするする大大大大琉球琉球琉球琉球展展展展((((仮称仮称仮称仮称))))をををを日本各地日本各地日本各地日本各地でででで開開開開催催催催することはすることはすることはすることは意意意意義義義義のののの
あることだとあることだとあることだとあることだと思思思思うがうがうがうが県県県県のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 商商商商工工工工労労労労働部関連働部関連働部関連働部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内有有有有効効効効求人求人求人求人倍倍倍倍率率率率についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 倍倍倍倍率率率率のののの県内県内県内県内地域地域地域地域格差格差格差格差はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 正規正規正規正規、、、、非非非非正規正規正規正規のののの比比比比率率率率をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 南西石南西石南西石南西石油油油油ののののペペペペトトトトロブロブロブロブラスラスラスラス撤撤撤撤退退退退についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 事業事業事業事業承継承継承継承継先先先先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 雇用雇用雇用雇用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)))) 中中中中城港湾城港湾城港湾城港湾((((新新新新港港港港地地地地区区区区))))についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 総総総総合合合合窓口窓口窓口窓口型型型型組組組組織織織織のののの設立設立設立設立についてについてについてについて県県県県のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 港湾港湾港湾港湾機機機機能能能能のののの整整整整備備備備拡拡拡拡充充充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。。。。

ｳｳｳｳ 防災防災防災防災にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 土木土木土木土木建築建築建築建築部関連部関連部関連部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 最低最低最低最低制制制制限限限限価格価格価格価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)))) 中中中中北北北北部部部部のののの港湾港湾港湾港湾におけるにおけるにおけるにおけるクルクルクルクルーーーーズズズ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うううう。。。。

5555 子子子子どもどもどもども生活福祉部関連生活福祉部関連生活福祉部関連生活福祉部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県子沖縄県子沖縄県子沖縄県子どものどものどものどもの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策推進推進推進推進計計計計画画画画についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 他他他他のののの支援事業支援事業支援事業支援事業とのとのとのとの違違違違いといといといと特特特特徴徴徴徴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 教教教教育育育育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。。。。

6666 教教教教育育育育委委委委員員員員会関連会関連会関連会関連についてについてについてについて

((((1111)))) グログログログローーーーババババルルルル化化化化にににに向向向向けたけたけたけた人人人人材材材材育育育育成成成成についてのについてのについてのについての方方方方針針針針についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月02020202    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 20202020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 県県県県政政政政運営運営運営運営にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ決決決決意意意意についてについてについてについて

((((1111)))) 県知事就任県知事就任県知事就任県知事就任１１１１年余年余年余年余をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって成成成成果果果果とととと感想感想感想感想をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 次次次次なるなるなるなる１１１１年年年年（（（（28282828年度年度年度年度））））のののの県県県県政政政政運営運営運営運営のののの特特特特徴徴徴徴とととと決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地はつくらせないとはつくらせないとはつくらせないとはつくらせないと県県県県政政政政運営運営運営運営のののの柱柱柱柱にしにしにしにし、、、、普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行場行場行場行場のののの県県県県外外外外移移移移設設設設とととと固固固固定定定定化化化化はははは
許許許許ささささずずずず５５５５年年年年以以以以内内内内のののの運運運運用用用用停止停止停止停止をををを含含含含めためためためた危険危険危険危険性性性性のののの除除除除去去去去についてについてについてについて政政政政府府府府にににに強強強強くくくく求求求求めるとめるとめるとめると述述述述べべべべていていていてい
るるるる。。。。そのそのそのその手法手法手法手法についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 北京北京北京北京・・・・香港香港香港香港・・・・台湾台湾台湾台湾などなどなどなど近近近近隣隣隣隣諸外国諸外国諸外国諸外国、、、、地域地域地域地域へトップセーへトップセーへトップセーへトップセールルルルスをスをスをスを実実実実施施施施したがしたがしたがしたが、、、、28282828年度計年度計年度計年度計画画画画につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 今後今後今後今後のののの沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビジョビジョビジョビジョンンンン基本基本基本基本計計計計画画画画のののの中間中間中間中間評価評価評価評価をををを実実実実施施施施しししし一一一一層層層層のののの沖縄沖縄沖縄沖縄発展発展発展発展につながるにつながるにつながるにつながる施施施施策策策策展展展展開開開開
をををを図図図図ることについてることについてることについてることについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 経済発展経済発展経済発展経済発展についてについてについてについて

ｱｱｱｱ アアアアジジジジアアアア経済戦経済戦経済戦経済戦略略略略構想構想構想構想のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてけてけてけて推進推進推進推進計計計計画画画画をををを策策策策定定定定するとするとするとすると述述述述べべべべているがているがているがているが、、、、概略概略概略概略をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 生活生活生活生活充充充充実実実実についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 30303030億円億円億円億円のののの「「「「沖縄県子沖縄県子沖縄県子沖縄県子どものどものどものどもの貧困対策貧困対策貧困対策貧困対策推進基金推進基金推進基金推進基金」」」」をををを設置設置設置設置したがしたがしたがしたが、、、、概略概略概略概略をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「沖縄県子沖縄県子沖縄県子沖縄県子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困解解解解決決決決県県県県民民民民会会会会議議議議((((仮称仮称仮称仮称))))」」」」のののの概略概略概略概略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うううう。。。。

((((4444)))) 平和平和平和平和創造創造創造創造についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ことしことしことしことし10101010月月月月にはにはにはには、「、「、「、「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの心心心心」」」」をををを世世世世界界界界にににに発信発信発信発信しししし、、、、国国国国際際際際平和平和平和平和のののの創造創造創造創造にににに貢献貢献貢献貢献するためするためするためするため「「「「第第第第８８８８回回回回
沖縄沖縄沖縄沖縄賞賞賞賞授授授授賞賞賞賞式式式式」」」」をををを実実実実施施施施するがするがするがするが、、、、特特特特徴徴徴徴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 「「「「第第第第６６６６回世回世回世回世界界界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ュチュチュチュ大大大大会会会会」」」」がががが10101010月月月月26262626日日日日からからからから５５５５日日日日間開間開間開間開催催催催されるされるされるされる。。。。取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況とととと
意意意意義義義義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 辺野古代辺野古代辺野古代辺野古代執執執執行行行行訴訟訴訟訴訟訴訟についてについてについてについて

((((1111)))) ２２２２月月月月15151515日日日日、、、、第第第第４４４４回回回回口口口口頭頭頭頭弁弁弁弁論論論論でででで翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事がががが特特特特にににに重重重重きをきをきをきを置置置置いたいたいたいた主主主主張張張張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)))) 裁判裁判裁判裁判所所所所がががが勧勧勧勧告告告告したしたしたした和和和和解案解案解案解案（（（（暫暫暫暫定定定定的的的的解解解解決決決決案案案案））））についてについてについてについて知事知事知事知事はははは前前前前向向向向きにきにきにきに検討検討検討検討することをすることをすることをすることを示示示示したしたしたした
がががが、、、、そのそのそのその本本本本意意意意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)))) 国国国国はははは和和和和解案解案解案解案にににに否否否否定定定定的的的的だがだがだがだが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 平和平和平和平和行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 昨昨昨昨年年年年３３３３年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりにソウルソウルソウルソウルでででで日日日日韓首脳韓首脳韓首脳韓首脳会会会会談談談談がががが開開開開かれたかれたかれたかれた。。。。尖閣尖閣尖閣尖閣諸島周辺諸島周辺諸島周辺諸島周辺やややや南南南南シシシシナナナナ海海海海問題問題問題問題でででで平和平和平和平和
外交外交外交外交でのでのでのでの解解解解決決決決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。。。。ことしはことしはことしはことしは日本日本日本日本でででで開開開開催催催催されるされるされるされる予予予予定定定定だがだがだがだが日日日日中中中中韓首脳韓首脳韓首脳韓首脳会会会会談談談談開開開開
催誘致催誘致催誘致催誘致にににに沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが名名名名乗乗乗乗りをりをりをりを上上上上げげげげることをることをることをることを提提提提案案案案したいしたいしたいしたい。。。。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。。。。

5555 大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施施施施設関連設関連設関連設関連についてについてについてについて

((((1111)))) 大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施施施施設設設設規規規規模模模模をををを実質実質実質実質４４４４万万万万平平平平方方方方メメメメートートートートルルルルにににに決定決定決定決定したがしたがしたがしたが、、、、経過経過経過経過とととと需需需需要要要要のののの展展展展開開開開をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施施施施設設設設建建建建設設設設についてのについてのについてのについての組組組組織織織織体制体制体制体制とととと関連部関連部関連部関連部局局局局のののの横横横横断断断断的組的組的組的組織織織織設立設立設立設立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)))) 地元地元地元地元東東東東浜浜浜浜区区区区からからからからＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施施施施設設設設周辺周辺周辺周辺のののの防防防防犯犯犯犯、、、、防災防災防災防災についてについてについてについて説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる声声声声があるがあるがあるがある。。。。事業事業事業事業主主主主体体体体
者者者者としてとしてとしてとして説明説明説明説明するするするする予予予予定定定定はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 道道道道路路路路行行行行政政政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329329329329号号号号南南南南風風風風原原原原・・・・与与与与那那那那原原原原ババババイパイパイパイパスススス工工工工事事事事のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国道国道国道国道329329329329号号号号西原西原西原西原ババババイパイパイパイパスススス（（（（仮称仮称仮称仮称））））延伸延伸延伸延伸整整整整備備備備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。。。。
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7777 公公公公共共共共交通交通交通交通についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道のののの計計計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進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ（（（（新型新型新型新型路路路路面面面面電車電車電車電車））））導導導導入入入入についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 県県県県・・・・那覇那覇那覇那覇市市市市・・・・南南南南風風風風原町原町原町原町・・・・与与与与那那那那原町原町原町原町でででで協協協協議議議議会会会会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ推進推進推進推進すすすすべべべべきだときだときだときだと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、所見所見所見所見をををを
伺伺伺伺うううう。。。。



10

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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月02020202    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 20202020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 経済振興経済振興経済振興経済振興についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成22227777年年年年のののの入入入入域観光域観光域観光域観光客客客客数数数数はははは、、、、過去過去過去過去最最最最高高高高をををを記録記録記録記録したしたしたした前前前前年年年年のののの777705050505万万万万8300830083008300人人人人にににに比比比比べべべべ10101010％％％％増増増増のののの
777777776666万万万万3000300030003000人人人人とととと過去過去過去過去最最最最高高高高をををを更更更更新新新新したしたしたした。。。。特特特特にににに外国外国外国外国人人人人客客客客がががが150150150150万万万万1200120012001200人人人人とととと前前前前年年年年比比比比68686868％％％％のののの増増増増とととと
なったなったなったなった。。。。入入入入域観光域観光域観光域観光客客客客数数数数のののの大大大大幅幅幅幅増増増増についてのについてのについてのについての主主主主なななな要要要要因因因因とこれからのとこれからのとこれからのとこれからの対応対応対応対応やややや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
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 大型大型大型大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施施施施設設設設はははは「「「「中中中中城湾港城湾港城湾港城湾港マリマリマリ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」」」」にににに決定決定決定決定されされされされ、、、、展展展展示示示示場場場場のののの規規規規模模模模をををを３３３３万万万万平平平平方方方方
メメメメートートートートルルルルとしとしとしとし展展展展示示示示場場場場とととと多多多多目目目目的的的的ホーホーホーホールルルル等等等等をををを一一一一体的体的体的体的にににに使使使使用用用用できるできるできるできる設計設計設計設計にしてにしてにしてにして実質実質実質実質４４４４万万万万平平平平方方方方メメメメーーーー
トトトトルルルルのののの展展展展示示示示会会会会がががが可可可可能能能能なななな施施施施設設設設となったとなったとなったとなった。。。。３３３３万万万万平平平平方方方方メメメメートートートートルルルルのののの展展展展示示示示場場場場はははは全国全国全国全国５５５５番目番目番目番目とととと言言言言われてわれてわれてわれて
いるがいるがいるがいるが、、、、国国国国内内内内・・・・国外国外国外国外でででで競競競競争争争争力力力力のあるのあるのあるのある施施施施設設設設になることがになることがになることがになることが重重重重要要要要であるであるであるである。。。。最最最最もももも大大大大切切切切なことはなことはなことはなことは稼稼稼稼働率働率働率働率
をををを高高高高めることでありめることでありめることでありめることであり、、、、そのためにそのためにそのためにそのために人人人人材材材材のののの確確確確保保保保とととと育育育育成成成成がががが求求求求められるめられるめられるめられる。。。。平成平成平成平成32323232年供年供年供年供用用用用開開開開始始始始にににに向向向向
けてのけてのけてのけての建建建建設計設計設計設計画画画画とととと人人人人材材材材のののの育育育育成成成成、、、、確確確確保保保保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。。。。

((((3333)))) 翁翁翁翁長知事長知事長知事長知事はははは、、、、就任就任就任就任以以以以来来来来中中中中国国国国、、、、台湾台湾台湾台湾、、、、シシシシンンンンガガガガポーポーポーポールルルル、、、、香港香港香港香港等等等等をををを訪訪訪訪問問問問されトップセーされトップセーされトップセーされトップセールルルルスをスをスをスを
行行行行ったったったった。。。。またまたまたまた経済経済経済経済界界界界がががが中心中心中心中心となってとなってとなってとなって「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄大交大交大交大交易易易易会会会会」」」」がががが続続続続けてけてけてけて開開開開催催催催されされされされ「「「「ルルルルーーーーツツツツアアアアジジジジアアアア」」」」もももも
予予予予定定定定されるされるされるされる等等等等アアアアジジジジアのアのアのアのダダダダイイイイナナナナミミミミズズズズムをムをムをムを取取取取りりりり込込込込みみみみ県県県県経済経済経済経済のののの振興振興振興振興をををを図図図図るるるる状況状況状況状況にににに進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。アアアア
ジジジジアアアア経済戦経済戦経済戦経済戦略略略略構想構想構想構想がががが答答答答申申申申されされされされ、「、「、「、「アアアアジジジジアアアア経済戦経済戦経済戦経済戦略略略略課課課課」」」」がががが４４４４月月月月にににに設置設置設置設置されるされるされるされる。「。「。「。「アアアアジジジジアアアア経済戦経済戦経済戦経済戦
略略略略課課課課」」」」についてについてについてについて説明説明説明説明してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

((((4444)))) 航航航航空空空空機機機機整整整整備基地備基地備基地備基地整整整整備備備備事業事業事業事業はははは、、、、22222222億億億億のののの予算予算予算予算になっているになっているになっているになっている。。。。事業内容事業内容事業内容事業内容やややや経済振興経済振興経済振興経済振興へのへのへのへの期期期期待待待待
等等等等をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) おきなわおきなわおきなわおきなわ産産産産ミミミミーーーーババババイイイイ養養養養殖殖殖殖推進推進推進推進事業事業事業事業のののの事業内容事業内容事業内容事業内容とととと香港香港香港香港、、、、上上上上海海海海、、、、シシシシンンンンガガガガポーポーポーポールルルル、、、、台北台北台北台北等等等等へのへのへのへの
ミミミミーーーーババババイイイイ始始始始めめめめ海海海海産産産産物輸物輸物輸物輸出出出出へのへのへのへの展展展展望望望望をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 那覇那覇那覇那覇空空空空港港港港におけるにおけるにおけるにおける国国国国際際際際貨貨貨貨物物物物取取取取扱量扱量扱量扱量はははは、、、、平成平成平成平成20202020年度年度年度年度のののの1800180018001800トンからトンからトンからトンから平成平成平成平成26262626年度年度年度年度のののの18181818万万万万
5000500050005000トンへトンへトンへトンへ大大大大幅幅幅幅ににににふふふふええええ、、、、成田空成田空成田空成田空港港港港、、、、関関関関西空西空西空西空港港港港にににに次次次次いでいでいでいで羽羽羽羽田空田空田空田空港港港港、、、、中部中部中部中部空空空空港港港港とととと３３３３位位位位をををを競競競競うまうまうまうま
でになっているでになっているでになっているでになっている。。。。今後今後今後今後のののの展展展展望望望望とととと沖縄産沖縄産沖縄産沖縄産のののの貨貨貨貨物物物物ををををふふふふやすやすやすやす施施施施策策策策もももも伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 保保保保健健健健医療医療医療医療行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事提提提提案案案案説明説明説明説明でででで、、、、県立県立県立県立北北北北部部部部病院病院病院病院のののの「「「「地域周地域周地域周地域周産産産産期期期期母子母子母子母子医療医療医療医療センターセンターセンターセンター」」」」認認認認定定定定にににに向向向向けてけてけてけて、「、「、「、「新新新新
生児生児生児生児集集集集中中中中治療治療治療治療室室室室（（（（ＮＮＮＮＩＣＩＣＩＣＩＣＵＵＵＵ）」」）」」）」」）」」をををを整整整整備備備備するなどするなどするなどするなど、、、、安安安安全全全全・・・・安心安心安心安心なななな医療提医療提医療提医療提供供供供のののの整整整整備備備備、、、、充充充充実実実実をををを図図図図っっっっ
てまいりますてまいりますてまいりますてまいります。。。。となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、北北北北部部部部地域地域地域地域のののの皆皆皆皆ささささんんんんにににに安安安安全全全全安心安心安心安心なななな医療医療医療医療体制体制体制体制になるとになるとになるとになると思思思思いますいますいますいます。。。。
整整整整備備備備、、、、充充充充実実実実についてのについてのについてのについての課題課題課題課題をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 離島災離島災離島災離島災害時等給害時等給害時等給害時等給水水水水対策事業対策事業対策事業対策事業（（（（可可可可搬搬搬搬型型型型海海海海水水水水淡淡淡淡水水水水化化化化装装装装置置置置のののの導導導導入入入入））））についてについてについてについて事業内容事業内容事業内容事業内容をををを伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((3333)))) 新規新規新規新規事業事業事業事業としてとしてとしてとして病病病病床床床床機機機機能能能能のののの分化分化分化分化・・・・連連連連携携携携をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための基基基基盤整盤整盤整盤整備備備備事業事業事業事業１１１１億億億億8825882588258825万円万円万円万円がががが提提提提
案案案案されているされているされているされている。。。。地域地域地域地域包包包包括括括括ケケケケアアアア病病病病棟棟棟棟等等等等のののの整整整整備推進備推進備推進備推進にににに要要要要するするするする経経経経費費費費となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、地域地域地域地域包包包包括括括括
ケケケケアアアア病病病病棟棟棟棟のののの説明説明説明説明とととと県内県内県内県内のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 基地基地基地基地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)))) 米米米米国国国国ワワワワシシシシントンントンントンントンＤＤＤＤ....ＣＣＣＣにににに駐駐駐駐在在在在員員員員をををを配置配置配置配置してしてしてして、、、、１１１１年近年近年近年近くになるくになるくになるくになる。。。。どのようなどのようなどのようなどのような活活活活動動動動をしているかをしているかをしているかをしているか伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((2222)))) 2013201320132013年年年年12121212月月月月仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知事知事知事知事（（（（当当当当時時時時））））はははは、「、「、「、「政政政政府府府府がしっかりがしっかりがしっかりがしっかり取取取取りりりり組組組組んんんんでででで５５５５年年年年以以以以内内内内にににに県県県県外外外外移移移移設設設設をしをしをしをし、、、、
今今今今のののの飛飛飛飛行場行場行場行場をををを運運運運用用用用停止停止停止停止するとするとするとすると総理総理総理総理からからからから確確確確約約約約をををを得得得得ているているているている」」」」とととと発発発発言言言言したしたしたした。。。。そのことについてそのことについてそのことについてそのことについて、、、、
2014201420142014年年年年２２２２月月月月定定定定例例例例会会会会でででで「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古移移移移設設設設はははは９９９９年年年年半半半半以以以以上上上上かかるかかるかかるかかる。。。。５５５５年年年年でででで運運運運用用用用停止停止停止停止するのであれするのであれするのであれするのであればばばば
約約約約５５５５年間県年間県年間県年間県外外外外でででで運運運運用用用用されることになりされることになりされることになりされることになり、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古はいらないはいらないはいらないはいらない」「」「」「」「ななななぜぜぜぜ閣閣閣閣議決定議決定議決定議決定しないかしないかしないかしないか」」」」とのとのとのとの質質質質
問問問問にににに対対対対しししし仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知事知事知事知事はははは「「「「総理総理総理総理がががが約束約束約束約束したしたしたした」」」」のののの繰繰繰繰りりりり返返返返しであったしであったしであったしであった。。。。ところでところでところでところで、、、、５５５５年年年年以以以以内内内内運運運運用用用用停停停停
止止止止のののの具体策具体策具体策具体策をををを話話話話しししし合合合合うううう普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行場行場行場行場負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減推進推進推進推進会会会会議議議議はははは、、、、翁翁翁翁長知事就任後開長知事就任後開長知事就任後開長知事就任後開催催催催されてされてされてされて
いないいないいないいない。。。。県県県県はははは開開開開催催催催のののの要要要要請請請請をしたかをしたかをしたかをしたか。。。。またまたまたまた、、、、要要要要請請請請したのであれしたのであれしたのであれしたのであればばばば、、、、政政政政府府府府からからからから回答回答回答回答があったかがあったかがあったかがあったか。。。。
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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 教教教教育行育行育行育行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 30303030人学人学人学人学級級級級、、、、35353535人学人学人学人学級級級級についてはについてはについてはについては、、、、現現現現在小在小在小在小学校学校学校学校１１１１年生年生年生年生、、、、２２２２年生年生年生年生30303030人学人学人学人学級級級級。。。。小小小小学校学校学校学校３３３３年生年生年生年生
35353535人学人学人学人学級級級級、、、、中学中学中学中学１１１１年生年生年生年生35353535人学人学人学人学級級級級がががが実実実実施施施施されているされているされているされている。。。。平成平成平成平成28282828年度年度年度年度からからからから小小小小学校学校学校学校４４４４年生年生年生年生でででで35353535人人人人
学学学学級級級級をををを実実実実施施施施するするするする予予予予定定定定とのことでとのことでとのことでとのことで評価評価評価評価したいしたいしたいしたい。。。。財財財財政政政政的的的的にににに厳厳厳厳しいとはしいとはしいとはしいとは思思思思うがうがうがうが、、、、今後今後今後今後、、、、５５５５年生年生年生年生、、、、６６６６
年生年生年生年生のののの35353535人学人学人学人学級級級級にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組んんんんでででで欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。決決決決意意意意をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 高等学校高等学校高等学校高等学校奨奨奨奨学学学学のためののためののためののための給給給給付金付金付金付金事業事業事業事業がががが平成平成平成平成22227777年度年度年度年度のののの8888億億億億1111777719191919万円万円万円万円からからからから平成平成平成平成28282828年度年度年度年度13131313億億億億
7777920920920920万円万円万円万円へへへへ大大大大幅幅幅幅にににに増増増増額額額額されているされているされているされている。。。。またまたまたまた、、、、県県県県外進外進外進外進学学学学大大大大学生支援事業学生支援事業学生支援事業学生支援事業がががが新新新新設設設設されたされたされたされた。。。。事業事業事業事業
内容内容内容内容とととと増増増増額及額及額及額及びびびび新新新新設設設設のののの趣趣趣趣旨旨旨旨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)))) 平成平成平成平成31313131年度年度年度年度全国全国全国全国高校高校高校高校総総総総体開体開体開体開催催催催についてについてについてについて、、、、開開開開催催催催までのまでのまでのまでの年年年年次次次次的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ予予予予定定定定についてについてについてについて伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 第第第第６６６６回世回世回世回世界界界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ュチュチュチュ大大大大会会会会についてについてについてについて

((((1111)))) 世世世世界界界界同同同同時時時時株株株株安安安安がががが起起起起きききき、、、、世世世世界界界界的的的的にににに経済経済経済経済状況状況状況状況にににに不不不不安安安安があるがあるがあるがある中中中中でのでのでのでの開開開開催催催催でありでありでありであり、、、、国外国外国外国外・・・・県県県県外外外外かかかか
らのらのらのらの参加参加参加参加がががが減減減減るるるる心配心配心配心配があるがあるがあるがある。。。。副副副副知事知事知事知事をををを先頭先頭先頭先頭ににににキキキキャャャャララララババババンをンをンをンを行行行行ったがったがったがったが外国外国外国外国のののの県人会県人会県人会県人会のののの状況状況状況状況
（（（（反反反反応応応応））））等等等等をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 土木土木土木土木建築建築建築建築行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 最低最低最低最低制制制制限限限限価格価格価格価格のののの見見見見直直直直しについてしについてしについてしについて、、、、去去去去るるるる１１１１月月月月14141414日日日日沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県建建建建設業設業設業設業審審審審議議議議会会会会からからからから建建建建設設設設工工工工事事事事におにおにおにお
けるけるけるける最低最低最低最低制制制制限限限限価格価格価格価格のののの見見見見直直直直しについてしについてしについてしについて答答答答申申申申があったがあったがあったがあった。。。。答答答答申申申申をををを受受受受けてけてけてけて県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように対対対対処処処処ささささ
れるかれるかれるかれるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 下下下下記記記記のののの土木土木土木土木建築建築建築建築事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況及及及及びびびび平成平成平成平成28282828年度年度年度年度のののの工工工工事予事予事予事予定定定定とととと予算予算予算予算額額額額をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

ｱｱｱｱ 宜宜宜宜野野野野湾北湾北湾北湾北中中中中城線城線城線城線（（（（北北北北中中中中城城城城安安安安谷屋谷屋谷屋谷屋～～～～渡渡渡渡口口口口））））道道道道路整路整路整路整備備備備事業事業事業事業

ｲｲｲｲ 中中中中城城城城公公公公園園園園整整整整備備備備事業事業事業事業

ｳｳｳｳ 白白白白比比比比川川川川改修事業改修事業改修事業改修事業

ｴｴｴｴ 小小小小波津川波津川波津川波津川整整整整備備備備事業事業事業事業

ｵｵｵｵ 那覇那覇那覇那覇・・・・北北北北中中中中城線整城線整城線整城線整備備備備事業事業事業事業（（（（現現現現在在在在、、、、幸幸幸幸地地地地～～～～翁翁翁翁長長長長。。。。翁翁翁翁長長長長～～～～上上上上原原原原））））

ｶｶｶｶ 西原西原西原西原、、、、浦添浦添浦添浦添線整線整線整線整備備備備事業事業事業事業

((((3333)))) 国道国道国道国道329329329329号号号号西原西原西原西原ババババイパイパイパイパスススス（（（（仮称仮称仮称仮称））））延伸延伸延伸延伸事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、事業事業事業事業としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組むむむむ決決決決意意意意をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関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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※※※※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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月02020202    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 20202020分分分分 渡久地渡久地渡久地渡久地　　　　修修修修（（（（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)))) 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困、、、、大大大大人人人人のののの貧困貧困貧困貧困解消解消解消解消対策対策対策対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 子供子供子供子供のののの医療医療医療医療費費費費のののの中学校中学校中学校中学校までのまでのまでのまでの拡拡拡拡大大大大についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 就学援就学援就学援就学援助助助助についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 30303030人学人学人学人学級級級級、、、、少人数学少人数学少人数学少人数学級級級級のののの全全全全学年学年学年学年でのでのでので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

ｴｴｴｴ 県立県立県立県立病院病院病院病院でのでのでのでの無無無無料低額料低額料低額料低額診診診診療療療療制度制度制度制度のののの早早早早期期期期実実実実施施施施についてについてについてについて

((((2222)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県経済経済経済経済のののの方向性方向性方向性方向性についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 復帰復帰復帰復帰後後後後のののの沖縄沖縄沖縄沖縄経済経済経済経済のののの総括総括総括総括とととと今後今後今後今後のののの発展発展発展発展方向方向方向方向についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 雇用雇用雇用雇用拡拡拡拡大大大大対策対策対策対策についてについてについてについて

ｳｳｳｳ 伝統伝統伝統伝統工工工工芸芸芸芸産業産業産業産業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ)))) 学校給食学校給食学校給食学校給食用用用用琉球琉球琉球琉球漆漆漆漆器器器器のののの生産体制生産体制生産体制生産体制のののの確確確確立立立立とととと県県県県のののの普及普及普及普及計計計計画画画画についてについてについてについて

((((ｲｲｲｲ)))) 海海海海外外外外からのからのからのからの観光観光観光観光客客客客のののの増増増増加加加加及及及及びびびび、、、、アアアアジジジジアへのアへのアへのアへの販販販販路拡路拡路拡路拡大大大大にににに伴伴伴伴うううう伝統伝統伝統伝統工工工工芸芸芸芸品品品品産業産業産業産業のののの発展発展発展発展のののの
可可可可能能能能性性性性とととと戦戦戦戦略略略略についてについてについてについて

((((3333)))) 米米米米軍基地軍基地軍基地軍基地問題問題問題問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米米米米軍基地軍基地軍基地軍基地のののの異異異異常常常常なななな実態実態実態実態についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 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取認取認取認取りりりり消消消消しししし代代代代執執執執行行行行裁判裁判裁判裁判についてについてについてについて

2222 御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿のののの復復復復元元元元についてについてについてについて

3333 那覇那覇那覇那覇特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校のののの早早早早期建期建期建期建設設設設、、、、早早早早期期期期開校開校開校開校についてについてについてについて

4444 私私私私学学学学へのへのへのへの支援支援支援支援についてについてについてについて

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関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28282828年第年第年第年第1111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))))

03030303月月月月02020202    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 20202020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)))) 米米米米軍基地軍基地軍基地軍基地問題問題問題問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 自自自自公政権公政権公政権公政権はははは基地基地基地基地負担負担負担負担のののの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図るとるとるとると言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、実態実態実態実態はははは激激激激しいしいしいしい訓訓訓訓練練練練がががが行行行行われわれわれわれ、、、、県県県県民民民民はははは
受受受受忍忍忍忍限限限限度度度度をはるかにをはるかにをはるかにをはるかに超超超超えるえるえるえる苦苦苦苦痛痛痛痛をををを強強強強いられているいられているいられているいられている。。。。県県県県民民民民にににに寄寄寄寄りりりり添添添添うなどといううなどといううなどといううなどという県県県県民民民民をををを愚弄愚弄愚弄愚弄
するするするする態度態度態度態度はははは許許許許されないされないされないされない。。。。このこのこのこの際際際際、、、、知事知事知事知事はははは県県県県民民民民のののの怒怒怒怒りをりをりをりを正正正正面面面面からからからから受受受受けとめてけとめてけとめてけとめて爆爆爆爆音音音音をなくすたをなくすたをなくすたをなくすた
めにめにめにめに嘉嘉嘉嘉手納手納手納手納基地基地基地基地のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤撤撤撤去去去去をををを求求求求めるめるめるめるべべべべきときときときと考考考考えるがえるがえるがえるが決決決決意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 辺野古辺野古辺野古辺野古のののの新基地新基地新基地新基地はははは、、、、普天普天普天普天間間間間基地基地基地基地のののの単単単単なるなるなるなる移移移移設設設設ではなくではなくではなくではなく、、、、海海海海兵兵兵兵隊隊隊隊のためののためののためののための総総総総合合合合機機機機能能能能をををを備備備備
えたものにすることがえたものにすることがえたものにすることがえたものにすることが日日日日米米米米でででで合合合合意意意意されているがされているがされているがされているが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容をををを県県県県民民民民にににに明明明明らかにすらかにすらかにすらかにすべべべべきではきではきではきでは
ないかないかないかないか。。。。

ｳｳｳｳ 辺野古辺野古辺野古辺野古弾薬庫弾薬庫弾薬庫弾薬庫にはにはにはには、、、、かつてかつてかつてかつて核核核核兵兵兵兵器器器器のののの貯蔵疑惑貯蔵疑惑貯蔵疑惑貯蔵疑惑やややや化学化学化学化学兵兵兵兵器器器器、、、、毒毒毒毒ガガガガスなどスなどスなどスなど大大大大変危険変危険変危険変危険なななな兵兵兵兵
器器器器がががが貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵されているされているされているされている疑惑疑惑疑惑疑惑があるがあるがあるがある。。。。県県県県民民民民のののの安安安安全全全全をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、県県県県はははは危険危険危険危険なななな実態実態実態実態をををを明明明明らかにらかにらかにらかに
すすすすべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

ｴｴｴｴ 弾薬庫弾薬庫弾薬庫弾薬庫にはにはにはには「「「「爆爆爆爆発発発発物物物物安安安安全全全全量距量距量距量距離離離離」」」」がががが設設設設定定定定されていてされていてされていてされていて、、、、そのそのそのその内部内部内部内部にはにはにはには原原原原則則則則的的的的にににに立立立立ちちちち入入入入りがりがりがりが
禁禁禁禁止止止止されているされているされているされている。。。。国道国道国道国道329329329329号号号号もももも危険危険危険危険地域地域地域地域にににに入入入入っているっているっているっている。。。。だからだからだからだから、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古のののの新基地建新基地建新基地建新基地建設計設計設計設計
画画画画をををを強強強強引引引引にににに進進進進めているのはめているのはめているのはめているのは、、、、安安安安定定定定的的的的なななな火火火火薬薬薬薬・・・・爆弾爆弾爆弾爆弾をををを搬搬搬搬入入入入することがすることがすることがすることが最最最最大大大大のののの狙狙狙狙いであるいであるいであるいである。。。。
知事知事知事知事はこのはこのはこのはこの危険危険危険危険をををを除除除除去去去去するためにどうするためにどうするためにどうするためにどう取取取取りりりり組組組組みますかみますかみますかみますか。。。。

2222 警警警警察察察察行行行行政政政政についてについてについてについて
辺野古辺野古辺野古辺野古のののの新基地建新基地建新基地建新基地建設設設設をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる「「「「過過過過剰警剰警剰警剰警備備備備」」」」でででで県県県県民民民民がががが逮捕逮捕逮捕逮捕されているされているされているされている、、、、けがけがけがけが人人人人がががが続発続発続発続発するなどするなどするなどするなど
異異異異常常常常事態事態事態事態がががが続続続続いていますいていますいていますいています。。。。

((((1111)))) キキキキャャャャンプンプンプンプ・シ・シ・シ・シュュュュワワワワブブブブののののゲゲゲゲートでのートでのートでのートでの過過過過剰警剰警剰警剰警備備備備でででで県県県県民民民民にけがをにけがをにけがをにけがを負負負負わせわせわせわせ、、、、不不不不当当当当弾弾弾弾圧圧圧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
答無答無答無答無用用用用でででで強権強権強権強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。。。。職職職職権権権権濫濫濫濫用用用用ではないかではないかではないかではないか。。。。県県県県民民民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公公公安安安安委委委委員員員員長長長長のののの見見見見解解解解をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれれれれ伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 現現現現在在在在までにまでにまでにまでに逮捕逮捕逮捕逮捕・・・・身柄身柄身柄身柄をををを拘束拘束拘束拘束したしたしたした人数人数人数人数はははは何名何名何名何名かかかか。。。。けがけがけがけが人人人人はははは何名何名何名何名出出出出ているかているかているかているか。。。。

((((3333)))) 警警警警察察察察車両車両車両車両がががが公道公道公道公道をををを占占占占拠拠拠拠しししし、、、、一一一一般般般般県県県県民民民民のののの通通通通行行行行をををを妨妨妨妨害害害害しているしているしているしている。。。。自自自自由往来妨由往来妨由往来妨由往来妨害害害害罪罪罪罪ではないではないではないではない
かかかか。。。。県県県県民民民民のののの生生生生命命命命・・・・安安安安全全全全をををを守守守守るるるる立場立場立場立場からそのからそのからそのからその中中中中止止止止をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((4444)))) 過過過過剰警剰警剰警剰警備備備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。。。。

((((5555)))) 「「「「警警警警察察察察職員職員職員職員のののの援援援援助助助助要求要求要求要求についてについてについてについて」」」」沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県公公公公安安安安委委委委員員員員会会会会からからからから、、、、東京東京東京東京都都都都公公公公安安安安委委委委員員員員会会会会にににに要要要要請請請請がががが
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、、、、①①①①そのそのそのその理理理理由由由由、、、、②②②②そのそのそのその規規規規模模模模・・・・期期期期間間間間、、、、③③③③人数人数人数人数をををを説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。④④④④県内県内県内県内のののの警警警警察察察察官官官官でででで
はなくはなくはなくはなく、、、、県県県県外外外外からからからから警警警警察察察察官官官官をををを動動動動員員員員したしたしたした理理理理由由由由はははは何何何何かかかか。。。。

3333 泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟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)))) ラムサーラムサーラムサーラムサールルルル条条条条約約約約登登登登録録録録にににに向向向向けてのけてのけてのけての進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄市市市市とのとのとのとの協協協協議議議議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)))) 泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟をををを保保保保全全全全するためのするためのするためのするための取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。

4444 イイイイモモモモゾウゾウゾウゾウムムムムシシシシ、、、、アアアアリリリリモドモドモドモドキキキキゾウゾウゾウゾウムムムムシシシシのののの駆駆駆駆除除除除のののの進進進進捗捗捗捗についてについてについてについて

5555 教教教教育問題育問題育問題育問題についてについてについてについて

((((1111)))) 学力向上学力向上学力向上学力向上推進推進推進推進運運運運動動動動でででで中学校中学校中学校中学校のののの実実実実績績績績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)))) 教師教師教師教師のののの多多多多忙忙忙忙化化化化解消解消解消解消のためののためののためののため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

((((3333)))) 私私私私学学学学にににに対対対対するするするする補助補助補助補助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説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

6666 北北北北部部部部訓訓訓訓練練練練場場場場のののの返返返返還還還還についてについてについてについて

((((1111)))) 世世世世界界界界自自自自然遺然遺然遺然遺産産産産登登登登録録録録にににに向向向向けてけてけてけて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような取取取取りりりり組組組組みをしていますかみをしていますかみをしていますかみをしていますか。。。。
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((((2222)))) 森森森森林林林林伐採伐採伐採伐採はははは今今今今もももも続続続続いているのかいているのかいているのかいているのか。。。。

((((3333)))) ジュジュジュジュゴゴゴゴンなどンなどンなどンなど多多多多様様様様なななな動植動植動植動植物物物物のののの保護保護保護保護・・・・保保保保全全全全のためにどのようなのためにどのようなのためにどのようなのためにどのような努努努努力力力力をしているかをしているかをしているかをしているか。。。。

7777 北北北北谷浄谷浄谷浄谷浄水水水水場場場場のののの取取取取水水水水源源源源ののののフフフフッッッッ素素素素化化化化合合合合物汚物汚物汚物汚染染染染についてについてについてについて、、、、県県県県民民民民にににに安心安心安心安心・・・・安安安安全全全全なななな水水水水をををを供給供給供給供給するするするする上上上上でででで
許許許許されないされないされないされない事態事態事態事態だだだだ。。。。厳厳厳厳重重重重にににに抗議抗議抗議抗議をしをしをしをし、、、、原因原因原因原因究究究究明明明明をををを即刻即刻即刻即刻実実実実施施施施すすすすべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

8888 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて


