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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

09090909月月月月27272727    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 26262626分分分分 奥平奥平奥平奥平　　　　一夫一夫一夫一夫（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 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)))) 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる問題問題問題問題のののの影響影響影響影響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。。。。

ｱｱｱｱ 石原都知事石原都知事石原都知事石原都知事のののの尖閣諸島購入問題尖閣諸島購入問題尖閣諸島購入問題尖閣諸島購入問題をきっかけにをきっかけにをきっかけにをきっかけに加熱加熱加熱加熱するするするする日中日中日中日中のののの対立対立対立対立。。。。中国中国中国中国におけるにおけるにおけるにおける反反反反
日日日日デモデモデモデモのののの様相様相様相様相はははは深刻深刻深刻深刻でででで着地点着地点着地点着地点すらすらすらすら見見見見えないえないえないえない。。。。全国全国全国全国でさまざまなでさまざまなでさまざまなでさまざまな中国中国中国中国とのとのとのとの経済的経済的経済的経済的、、、、文化文化文化文化、、、、
スポーツスポーツスポーツスポーツ交流交流交流交流のののの中止中止中止中止やややや延期延期延期延期がががが相次相次相次相次いでいるいでいるいでいるいでいる。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄はははは、、、、アジアアジアアジアアジアとりわけとりわけとりわけとりわけ中国中国中国中国のののの成長成長成長成長をををを取取取取りりりり
込込込込みみみみ、、、、日本日本日本日本とととと世界世界世界世界をををを結結結結びびびび、、、、アジアアジアアジアアジア・・・・太平洋地域太平洋地域太平洋地域太平洋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ししし、、、、自立経済自立経済自立経済自立経済にににに結結結結びびびび
つけようとするつけようとするつけようとするつけようとする21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョンをををを策定策定策定策定したしたしたした。。。。出出出出だしからだしからだしからだしから前途多難前途多難前途多難前途多難のののの様相様相様相様相であるであるであるである。。。。観光観光観光観光をををを初初初初
めとしためとしためとしためとしたビジネスビジネスビジネスビジネス市場市場市場市場やややや中国中国中国中国とのとのとのとの交流交流交流交流にどうにどうにどうにどう影響影響影響影響しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、当該県当該県当該県当該県のののの知事知事知事知事としてどうとしてどうとしてどうとしてどう
対応対応対応対応するのかするのかするのかするのか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの歴史的経緯歴史的経緯歴史的経緯歴史的経緯をををを踏踏踏踏まえたならばまえたならばまえたならばまえたならば、「、「、「、「尖閣尖閣尖閣尖閣はははは俺俺俺俺たちのものたちのものたちのものたちのもの」」」」というというというという日中間日中間日中間日中間のやりとりからのやりとりからのやりとりからのやりとりから
「「「「どうすればどうすればどうすればどうすればアジアアジアアジアアジア全体全体全体全体でででで平和的平和的平和的平和的、、、、持続的持続的持続的持続的、、、、安定的安定的安定的安定的なものとしてなものとしてなものとしてなものとして検討検討検討検討できるかできるかできるかできるか」」」」をををを提案提案提案提案しししし
ていくことについてていくことについてていくことについてていくこと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)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの県外移設問題県外移設問題県外移設問題県外移設問題についてについてについてについて
　　　　民主党民主党民主党民主党のののの北澤前防衛大臣北澤前防衛大臣北澤前防衛大臣北澤前防衛大臣はははは米軍普天間移設問題米軍普天間移設問題米軍普天間移設問題米軍普天間移設問題をめぐりをめぐりをめぐりをめぐり、、、、ワシントンワシントンワシントンワシントンでででで「「「「今今今今がががが現行計現行計現行計現行計
画実現画実現画実現画実現のののの最後最後最後最後ののののチャンスチャンスチャンスチャンス」」」」であることをであることをであることをであることを強調強調強調強調したというしたというしたというしたという。。。。知事知事知事知事はははは、、、、影響評価書影響評価書影響評価書影響評価書のののの補正補正補正補正をををを終終終終
ええええ、、、、政府政府政府政府からからからから埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請がががが出出出出されることになったとしてもされることになったとしてもされることになったとしてもされることになったとしても「「「「県外移設県外移設県外移設県外移設」」」」をををを堅持堅持堅持堅持していくことにしていくことにしていくことにしていくことに変変変変
わりはないかわりはないかわりはないかわり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伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 知事訪米知事訪米知事訪米知事訪米についてについてについてについて「「「「基地問題解決基地問題解決基地問題解決基地問題解決をををを米国政府米国政府米国政府米国政府にににに訴訴訴訴えるためえるためえるためえるため」」」」としているがとしているがとしているがとしているが、、、、日程等日程等日程等日程等どのよどのよどのよどのよ
うなうなうなうな内容内容内容内容になるのかになるのかになるのかになるのか。。。。

((((4444)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備計画配備計画配備計画配備計画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姿勢姿勢姿勢姿勢をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｱｱｱｱ ８８８８月月月月29292929日日日日のののの防衛大臣来沖防衛大臣来沖防衛大臣来沖防衛大臣来沖のののの際際際際、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの安全確認作業安全確認作業安全確認作業安全確認作業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「「「「政府政府政府政府にににに
県民県民県民県民のののの不安不安不安不安をををを払拭払拭払拭払拭するところまでするところまでするところまでするところまで徹底徹底徹底徹底してしてしてして見直見直見直見直ししてほしいししてほしいししてほしいししてほしい」」」」というというというという発言発言発言発言をしているをしているをしているをしている。「。「。「。「徹徹徹徹
底底底底したしたしたした見直見直見直見直しししし」」」」とはどこまででとはどこまででとはどこまででとはどこまでで、、、、誰誰誰誰がががが判断判断判断判断するのかするのかするのかするのか。。。。

ｲｲｲｲ 県民大会参加者県民大会参加者県民大会参加者県民大会参加者やややや政府要請参加者政府要請参加者政府要請参加者政府要請参加者はははは「「「「事故事故事故事故がががが起起起起きたらきたらきたらきたら基地基地基地基地のののの全面閉鎖全面閉鎖全面閉鎖全面閉鎖やややや日米安保日米安保日米安保日米安保にににに
までまでまでまで言及言及言及言及せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないないないない」」」」というというというという強強強強いいいい決意決意決意決意でででで臨臨臨臨んでいたんでいたんでいたんでいた。。。。このようなこのようなこのようなこのような県民意識県民意識県民意識県民意識のののの変化変化変化変化ついついついつい
てててて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解はははは。。。。

ｳｳｳｳ 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは、、、、知事知事知事知事やややや民意民意民意民意をををを無視無視無視無視してしてしてして強行配備強行配備強行配備強行配備のののの姿勢姿勢姿勢姿勢であるであるであるである。。。。このこのこのこの際際際際、、、、知事知事知事知事はははは重大重大重大重大なななな
決意決意決意決意をすべきであるをすべきであるをすべきであるをすべきである。。。。

ｴｴｴｴ 高江高江高江高江でででで進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる建設中建設中建設中建設中ののののヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッドははははオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ使用使用使用使用がががが明白明白明白明白になっているになっているになっているになっている。。。。県県県県はこれはこれはこれはこれ
までまでまでまで建設容認建設容認建設容認建設容認のののの姿勢姿勢姿勢姿勢だがだがだがだが、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備にににに反対反対反対反対しているしているしているしている知事知事知事知事としてはとしてはとしてはとしては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
にににに反対反対反対反対をををを明言明言明言明言しなければつじつまがしなければつじつまがしなければつじつまがしなければつじつまが合合合合わないわないわないわない。。。。

((((5555)))) 北澤前防衛大臣発言北澤前防衛大臣発言北澤前防衛大臣発言北澤前防衛大臣発言についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港をををを災害救援拠点災害救援拠点災害救援拠点災害救援拠点としとしとしとし、、、、自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの無人機無人機無人機無人機のののの訓練場訓練場訓練場訓練場とするとするとするとする構想構想構想構想をををを明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし
たたたた。。。。このことはこのことはこのことはこのことは災害対策災害対策災害対策災害対策やややや民間航空会社民間航空会社民間航空会社民間航空会社のののの撤退撤退撤退撤退をををを理由理由理由理由にににに軍事利用軍事利用軍事利用軍事利用へへへへ道道道道をををを開開開開こうとするもこうとするもこうとするもこうとするも
のでのでのでので決決決決してしてしてして容認容認容認容認できないできないできないできない。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

2222 沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄振興特別推進分沖縄振興特別推進分沖縄振興特別推進分沖縄振興特別推進分のののの事業計画事業計画事業計画事業計画とととと交付決定額交付決定額交付決定額交付決定額についてについてについてについて

((((2222)))) 未交付分未交付分未交付分未交付分のののの事業執行事業執行事業執行事業執行についてどうについてどうについてどうについてどう対応対応対応対応するかするかするかするか。。。。

3333 平成平成平成平成25252525年度沖縄振興予算概算要求年度沖縄振興予算概算要求年度沖縄振興予算概算要求年度沖縄振興予算概算要求についてについてについてについて

((((1111)))) 予算要求予算要求予算要求予算要求するにするにするにするに当当当当たってのたってのたってのたっての県県県県のののの考考考考ええええ方及方及方及方及びびびび内閣府内閣府内閣府内閣府とどのようなやりとりがとどのようなやりとりがとどのようなやりとりがとどのようなやりとりが行行行行われたかわれたかわれたかわれたか見解見解見解見解
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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「那覇空港滑走路増設事業那覇空港滑走路増設事業那覇空港滑走路増設事業那覇空港滑走路増設事業」」」」74747474億円億円億円億円がががが新規新規新規新規としてとしてとしてとして要求要求要求要求されているされているされているされている。。。。内閣府内閣府内閣府内閣府としてはとしてはとしてはとしては、「、「、「、「適適適適
切切切切なななな財源財源財源財源のののの確保確保確保確保をををを前提前提前提前提としたとしたとしたとした第二滑走路第二滑走路第二滑走路第二滑走路のののの整備整備整備整備をををを図図図図るるるる」」」」とされていることをとされていることをとされていることをとされていることを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄
振興予算振興予算振興予算振興予算をををを活用活用活用活用することもすることもすることもすることも念頭念頭念頭念頭にににに置置置置いているようだがいているようだがいているようだがいているようだが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公共交通公共交通公共交通公共交通システムシステムシステムシステムのありのありのありのあり方方方方のののの検討検討検討検討のためのためのためのため、「、「、「、「鉄軌道等導入課題検討課題基礎調査鉄軌道等導入課題検討課題基礎調査鉄軌道等導入課題検討課題基礎調査鉄軌道等導入課題検討課題基礎調査
費費費費」」」」３３３３億円億円億円億円がががが要求要求要求要求にににに上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。事業事業事業事業のののの内容内容内容内容、、、、ルートルートルートルートのののの内容等内容等内容等内容等についてについてについてについて説明説明説明説明いただきたいただきたいただきたいただきた
いいいい。。。。

4444 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの利活用問題利活用問題利活用問題利活用問題についてについてについてについて

((((1111)))) 日本航空撤退日本航空撤退日本航空撤退日本航空撤退のののの影響影響影響影響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

ｱｱｱｱ 日本航空日本航空日本航空日本航空とのとのとのとの民事調停経過民事調停経過民事調停経過民事調停経過についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。調停調停調停調停がががが不調不調不調不調となればとなればとなればとなれば次次次次のののの段階段階段階段階へへへへ進進進進むこともむこともむこともむことも
検討検討検討検討しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。

ｲｲｲｲ 日本航空撤退日本航空撤退日本航空撤退日本航空撤退のののの影響影響影響影響はははは他航空会社他航空会社他航空会社他航空会社やややや関連事業所関連事業所関連事業所関連事業所、、、、空港施設本体運営空港施設本体運営空港施設本体運営空港施設本体運営などにもなどにもなどにもなどにも波及波及波及波及すすすす
ることがることがることがることが予想予想予想予想されるされるされるされる。。。。どのようなどのようなどのようなどのような対応対応対応対応がががが検討検討検討検討されているかされているかされているかされているか。。。。

((((2222)))) 「「「「下地島空港利活用検討協議会下地島空港利活用検討協議会下地島空港利活用検討協議会下地島空港利活用検討協議会」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 協議会協議会協議会協議会のののの成果目標成果目標成果目標成果目標とそのためのとそのためのとそのためのとそのための協議日程協議日程協議日程協議日程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 そのそのそのその協議会協議会協議会協議会でででで得得得得られたられたられたられた成果成果成果成果はははは、、、、事業計画事業計画事業計画事業計画やややや事業実施事業実施事業実施事業実施にどのようにつなげていくのかにどのようにつなげていくのかにどのようにつなげていくのかにどのようにつなげていくのか伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 得得得得られたられたられたられた成果成果成果成果のののの事業計画事業計画事業計画事業計画をををを新新新新たなたなたなたな沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画にににに盛盛盛盛りりりり込込込込むことがむことがむことがむことが必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、知知知知
事事事事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 下地島空港周辺残地下地島空港周辺残地下地島空港周辺残地下地島空港周辺残地におけるにおけるにおけるにおける農業的農業的農業的農業的ゾーンゾーンゾーンゾーンにおいてにおいてにおいてにおいて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような経過経過経過経過をををを経経経経てててて、、、、実際実際実際実際ののののププププ
ラニングラニングラニングラニングにににに入入入入るのはいつごろになるのかるのはいつごろになるのかるのはいつごろになるのかるのはいつごろになるのか。。。。現在現在現在現在どのどのどのどの地点地点地点地点かかかか。。。。

5555 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市におけるにおけるにおけるにおける中心市街地活性化事業中心市街地活性化事業中心市街地活性化事業中心市街地活性化事業へのへのへのへの県県県県のかかわりとのかかわりとのかかわりとのかかわりと支援支援支援支援についてについてについてについて

6666 こどものこどものこどものこどもの国国国国へのへのへのへの県県県県ののの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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 農業振興農業振興農業振興農業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 植物工場植物工場植物工場植物工場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とみとみとみと今後今後今後今後のののの可能性可能性可能性可能性についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地でででで国費国費国費国費のののの入入入入っているっているっているっている畑畑畑畑、、、、そうでないそうでないそうでないそうでない畑畑畑畑のののの面積面積面積面積はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ幾幾幾幾らからからからか。。。。耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地
解消解消解消解消へへへへ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がみがみがみ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、、、、どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組まれているかまれているかまれているかまれているか。。。。現状現状現状現状とととと課題課題課題課題、、、、県県県県
のののの支援支援支援支援をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて

((((1111)))) ＯＣＶＢ（ＯＣＶＢ（ＯＣＶＢ（ＯＣＶＢ（沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光コンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューロー））））のののの運営運営運営運営とととと人事人事人事人事についてについてについてについて

((((2222)))) 中国数次中国数次中国数次中国数次ビザビザビザビザ制度制度制度制度のののの活用活用活用活用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄にににに１１１１泊泊泊泊することですることですることですることで中国人観光客中国人観光客中国人観光客中国人観光客がががが数次数次数次数次ビザビザビザビザをををを取得取得取得取得できるできるできるできる制度制度制度制度ができができができができ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ではではではでは中国中国中国中国
人観光客人観光客人観光客人観光客でにぎわっているでにぎわっているでにぎわっているでにぎわっている。。。。数次数次数次数次ビザビザビザビザ取得者取得者取得者取得者とととと沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの入域観光客入域観光客入域観光客入域観光客はどれくらいかはどれくらいかはどれくらいかはどれくらいか。。。。

ｲｲｲｲ このこのこのこの制度制度制度制度をををを活用活用活用活用したしたしたした県県県県のののの観光戦略観光戦略観光戦略観光戦略とととと政策政策政策政策についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ このこのこのこの制度制度制度制度はははは東北東北東北東北までもまでもまでもまでも拡大拡大拡大拡大されたがされたがされたがされたが、、、、沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光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あるとがあるとがあるとがあると認識認識認識認識しているしているしているしている
かかかか。。。。

((((3333)))) ＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ航空航空航空航空についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ航空航空航空航空のののの沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの乗乗乗乗りりりり入入入入れれれれ状況状況状況状況とととと沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光へのへのへのへの影響及影響及影響及影響及びびびび関連事業者関連事業者関連事業者関連事業者やややや県県県県のののの取取取取りりりり組組組組
みについてみについてみについてみについて見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｲｲｲｲ ＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ航空時代航空時代航空時代航空時代のののの県県県県のののの戦略戦略戦略戦略・・・・政策政策政策政策についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ ソーシャルメディアソーシャルメディアソーシャルメディアソーシャルメディアややややネットサイトネットサイトネットサイトネットサイトをををを活用活用活用活用したしたしたした利用者利用者利用者利用者がふえつつあるとがふえつつあるとがふえつつあるとがふえつつあると聞聞聞聞くくくく。。。。対策対策対策対策をををを急急急急ぐべぐべぐべぐべ
きではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

9999 フライフライフライフライ＆＆＆＆クルーズクルーズクルーズクルーズ事業事業事業事業についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

10101010 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入についてについてについてについて

((((1111)))) 改正沖縄振興特別措置法改正沖縄振興特別措置法改正沖縄振興特別措置法改正沖縄振興特別措置法にににに初初初初めてめてめてめて盛盛盛盛りりりり込込込込まれたまれたまれたまれた鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道のののの整備整備整備整備についてについてについてについて「「「「５５５５年以内年以内年以内年以内にににに事事事事
業化業化業化業化したいしたいしたいしたい」」」」とととと述述述述べておりますがべておりますがべておりますがべておりますが、、、、それまでのそれまでのそれまでのそれまでのタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールをどのようにをどのようにをどのようにをどのように検討検討検討検討しているしているしているしている
のかのかのかのか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事はははは「「「「建設主体建設主体建設主体建設主体をををを政府政府政府政府とするとするとするとする」」」」とのとのとのとの考考考考えのようだがえのようだがえのようだがえのようだが、、、、渋滞緩和渋滞緩和渋滞緩和渋滞緩和、、、、環境保全環境保全環境保全環境保全、、、、高齢社会高齢社会高齢社会高齢社会へへへへ
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のののの対応対応対応対応、、、、観光振興観光振興観光振興観光振興、、、、まちづくりというまちづくりというまちづくりというまちづくりという視点視点視点視点でででで鉄軌道事業鉄軌道事業鉄軌道事業鉄軌道事業をををを検討検討検討検討されるべきとされるべきとされるべきとされるべきと考考考考えるえるえるえる。。。。知事発知事発知事発知事発
言言言言のののの真意真意真意真意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

11111111 県県県県ののののエネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョンとととと地球温暖化防止政策地球温暖化防止政策地球温暖化防止政策地球温暖化防止政策についてについてについてについて

((((1111)))) エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの基本目標基本目標基本目標基本目標とととと目標値目標値目標値目標値がががが国国国国へへへへ右倣右倣右倣右倣えになっているえになっているえになっているえになっている。。。。美美美美らららら島沖縄島沖縄島沖縄島沖縄のののの実現実現実現実現をををを目指目指目指目指
すのであるならばすのであるならばすのであるならばすのであるならば、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー先進地先進地先進地先進地をををを標榜標榜標榜標榜するするするする島嶼県沖縄独自島嶼県沖縄独自島嶼県沖縄独自島嶼県沖縄独自ののののエネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョン
やややや独特独特独特独特のののの政策政策政策政策があってしかるべきがあってしかるべきがあってしかるべきがあってしかるべき。。。。目標値目標値目標値目標値やややや達成年度達成年度達成年度達成年度のののの前倒前倒前倒前倒しがあってしかるべきとしがあってしかるべきとしがあってしかるべきとしがあってしかるべきと考考考考ええええ
るがるがるがるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) エネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョンのののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた戦略的戦略的戦略的戦略的エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー事業事業事業事業がががが取取取取りりりり組組組組まれているがそのまれているがそのまれているがそのまれているがその経経経経
緯緯緯緯とととと県県県県のののの支援支援支援支援、、、、今後今後今後今後のののの展開展開展開展開についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 民間企業民間企業民間企業民間企業によるによるによるによる太陽光発電設備太陽光発電設備太陽光発電設備太陽光発電設備のののの普及普及普及普及ややややファンドファンドファンドファンド等等等等によるによるによるによる風力発電設備風力発電設備風力発電設備風力発電設備のののの普及普及普及普及についについについについ
てててて県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 県有施設県有施設県有施設県有施設やややや教育施設教育施設教育施設教育施設へのへのへのへの太陽光発電施設設置太陽光発電施設設置太陽光発電施設設置太陽光発電施設設置によるによるによるによる再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー普及普及普及普及のののの拡大拡大拡大拡大
についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

12121212 県立病院事業経営県立病院事業経営県立病院事業経営県立病院事業経営とととと離島医療離島医療離島医療離島医療についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
　　　　平成平成平成平成21212121年年年年にににに事業局事業局事業局事業局がががが策定策定策定策定したしたしたした「「「「病院経営再建計画病院経営再建計画病院経営再建計画病院経営再建計画」」」」によるとによるとによるとによると、、、、平成平成平成平成21212121年年年年からからからから23232323年年年年のののの３３３３年間年間年間年間
でででで「「「「不良債務不良債務不良債務不良債務のののの解消解消解消解消」、「」、「」、「」、「100100100100億円億円億円億円のののの資金不足資金不足資金不足資金不足のののの解消解消解消解消」、「」、「」、「」、「経常収支経常収支経常収支経常収支のののの黒字化黒字化黒字化黒字化」」」」のののの３３３３つのつのつのつの目標目標目標目標をををを
達成達成達成達成することであったすることであったすることであったすることであった。。。。平成平成平成平成21212121年策定年策定年策定年策定のののの「「「「県立病院県立病院県立病院県立病院のありのありのありのあり方基本構想方基本構想方基本構想方基本構想」」」」によればによればによればによれば、「「、「「、「「、「「経営再経営再経営再経営再
建計画建計画建計画建計画」」」」にににに沿沿沿沿ったったったった改革改革改革改革によるによるによるによる取組取組取組取組でででで経営改善経営改善経営改善経営改善がががが実現実現実現実現しししし、、、、持続的持続的持続的持続的なななな経営経営経営経営のののの健全化健全化健全化健全化がががが達成達成達成達成されされされされ
るるるる見込見込見込見込みがあるみがあるみがあるみがある場合場合場合場合にはにはにはには、、、、現行現行現行現行のののの経営形態経営形態経営形態経営形態でのでのでのでの存続存続存続存続についてについてについてについて検討検討検討検討するするするする」」」」ことをことをことをことを記記記記しているしているしているしている。。。。
「「「「持続的経営持続的経営持続的経営持続的経営のののの健全化健全化健全化健全化」」」」についてはについてはについてはについては、「、「、「、「経営再建検証委員会経営再建検証委員会経営再建検証委員会経営再建検証委員会」」」」によりによりによりにより平成平成平成平成21212121年年年年からからからから23232323年度年度年度年度のののの
決算決算決算決算をををを22222222年年年年からからからから24242424年度年度年度年度にかけてにかけてにかけてにかけて検証検証検証検証することとなったすることとなったすることとなったすることとなった。。。。そこでおそこでおそこでおそこでお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。

((((1111)))) 第第第第２２２２回検証委員会回検証委員会回検証委員会回検証委員会ではではではでは病院事業病院事業病院事業病院事業（（（（損益勘定損益勘定損益勘定損益勘定））））収支推計収支推計収支推計収支推計はどのようにはどのようにはどのようにはどのように示示示示しているかしているかしているかしているか具体的具体的具体的具体的
にににに御説明御説明御説明御説明いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。

((((2222)))) 完結完結完結完結できるできるできるできる医療医療医療医療をををを目指目指目指目指すすすす離島医療離島医療離島医療離島医療のののの大大大大きなきなきなきなネックネックネックネックはははは人材確保人材確保人材確保人材確保。。。。離島離島離島離島ではではではでは医師医師医師医師やややや看護師看護師看護師看護師、、、、
コメディカルコメディカルコメディカルコメディカルのののの人材確保人材確保人材確保人材確保がががが厳厳厳厳しくしくしくしく、、、、人材人材人材人材のののの不足不足不足不足がががが常態化常態化常態化常態化しているしているしているしている。。。。今年初今年初今年初今年初めはめはめはめは八重山病八重山病八重山病八重山病
院院院院でのでのでのでの産婦人科医産婦人科医産婦人科医産婦人科医、、、、このこのこのこの８８８８月月月月はははは宮古病院宮古病院宮古病院宮古病院のののの内科医不足内科医不足内科医不足内科医不足。。。。コメディカルコメディカルコメディカルコメディカルにににに至至至至ってはってはってはっては毎年毎年毎年毎年のののの
ようにようにようにように人材確保人材確保人材確保人材確保にににに院長院長院長院長がががが奔走奔走奔走奔走するするするする。。。。そこでそこでそこでそこで伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 現在不足現在不足現在不足現在不足しているしているしているしている医師医師医師医師やややや看護師等医療看護師等医療看護師等医療看護師等医療スタッフスタッフスタッフスタッフ、、、、今後来年今後来年今後来年今後来年からからからから不足不足不足不足がががが予想予想予想予想されるされるされるされる診療診療診療診療
科医師科医師科医師科医師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 質質質質のののの高高高高いいいい医療医療医療医療をををを提供提供提供提供するためにもするためにもするためにもするためにも定数枠定数枠定数枠定数枠をををを確保確保確保確保しししし、、、、コメディカルコメディカルコメディカルコメディカルのののの本務採用本務採用本務採用本務採用をすべきでをすべきでをすべきでをすべきで
はないかはないかはないかはないか。。。。

ｳｳｳｳ 中部中部中部中部やややや南部医療南部医療南部医療南部医療センターセンターセンターセンターでのでのでのでの離島枠離島枠離島枠離島枠としてのとしてのとしてのとしての医師医師医師医師をををを確保確保確保確保できないかできないかできないかできないか。。。。

ｴｴｴｴ 離島離島離島離島ではではではでは専門医専門医専門医専門医やややや指導医師指導医師指導医師指導医師のののの不足不足不足不足でででで研修医研修医研修医研修医のののの継続勤務継続勤務継続勤務継続勤務ができないができないができないができない現状現状現状現状があるがあるがあるがある。。。。どのよどのよどのよどのよ
うにうにうにうに対処対処対処対処するかするかするかするか。。。。

ｵｵｵｵ 離島医療離島医療離島医療離島医療におけるにおけるにおけるにおける人材確保人材確保人材確保人材確保やややや人材育成人材育成人材育成人材育成でででで県県県県、、、、病院病院病院病院、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会それぞれがそれぞれがそれぞれがそれぞれが果果果果たすべきたすべきたすべきたすべき
責務責務責務責務についてについてについてについて事業局長事業局長事業局長事業局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。。。。

13131313 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)))) 離島間離島間離島間離島間のののの航空路線航空路線航空路線航空路線のののの拡充拡充拡充拡充・・・・整備整備整備整備についてについてについてについて現状現状現状現状とととと課題課題課題課題はははは何何何何かかかか。。。。どうどうどうどう解決解決解決解決するかするかするかするか。。。。

((((2222)))) 多良間多良間多良間多良間――――宮古島間宮古島間宮古島間宮古島間ののののフェリーフェリーフェリーフェリー運航経費運航経費運航経費運航経費のののの全額補助全額補助全額補助全額補助についてについてについてについて

((((3333)))) 農林水産物流通条件不利性事業農林水産物流通条件不利性事業農林水産物流通条件不利性事業農林水産物流通条件不利性事業についてについてについてについて、、、、制度制度制度制度ののののスキームスキームスキームスキームとととと事業普及事業普及事業普及事業普及のののの徹底及徹底及徹底及徹底及びびびび事業事業事業事業
申請者等申請者等申請者等申請者等についてについてについてについて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。。。。

14141414 福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事ののののハンセンハンセンハンセンハンセン病療養施設訪問病療養施設訪問病療養施設訪問病療養施設訪問についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 施設訪問施設訪問施設訪問施設訪問のののの際際際際、、、、入所者入所者入所者入所者やややや退所者退所者退所者退所者のののの方方方方々々々々からどのようなからどのようなからどのようなからどのような訴訴訴訴えがあったのかえがあったのかえがあったのかえがあったのか、、、、知事知事知事知事としてどとしてどとしてどとしてど
のようにのようにのようにのように受受受受けとめたのかおけとめたのかおけとめたのかおけとめたのかお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。

ｲｲｲｲ 両園両園両園両園のののの将来構想将来構想将来構想将来構想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伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 将来構想実現将来構想実現将来構想実現将来構想実現にににに向向向向けてけてけてけて検討会議検討会議検討会議検討会議をををを設置設置設置設置しししし意見交換意見交換意見交換意見交換をををを進進進進めているとしているがめているとしているがめているとしているがめているとしているが、、、、そのそのそのその経経経経
緯及緯及緯及緯及びびびび今後県今後県今後県今後県がどのようながどのようながどのようながどのような支援支援支援支援ができるかができるかができるかができるか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける子供子供子供子供のののの虐待虐待虐待虐待とととと県県県県のののの対策対策対策対策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

((((3333)))) 宮古島宮古島宮古島宮古島のののの張水張水張水張水・・・・あけぼのあけぼのあけぼのあけぼの学園内学園内学園内学園内にににに児童家庭支援児童家庭支援児童家庭支援児童家庭支援センターセンターセンターセンター「「「「はりみずはりみずはりみずはりみず」」」」がががが設置設置設置設置されたされたされたされた。。。。地域地域地域地域
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がががが早早早早くからくからくからくから要望要望要望要望していたしていたしていたしていた県中央児童相談所県中央児童相談所県中央児童相談所県中央児童相談所のののの分室設置分室設置分室設置分室設置にににに応応応応じてじてじてじて設置設置設置設置されたものであるされたものであるされたものであるされたものである。。。。
増加増加増加増加しししし深刻化深刻化深刻化深刻化するするするする児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待やややや相談相談相談相談、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな事態事態事態事態にどのようににどのようににどのようににどのように対処対処対処対処していくのかしていくのかしていくのかしていくのか。。。。体体体体
制制制制、、、、専門性専門性専門性専門性、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市とのとのとのとの連携連携連携連携というというというという視点視点視点視点でででで見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

15151515 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級のののの実現実現実現実現とととと教育条件整備教育条件整備教育条件整備教育条件整備についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの準義務化準義務化準義務化準義務化・・・・無償化無償化無償化無償化とととと幼小連携幼小連携幼小連携幼小連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。。。。

((((3333)))) 離島離島離島離島・・・・僻地教育僻地教育僻地教育僻地教育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 知事知事知事知事はははは「「「「県立県立県立県立のののの学生寮学生寮学生寮学生寮のののの建設建設建設建設はははは県有地県有地県有地県有地をををを使使使使いいいい、、、、なるべくなるべくなるべくなるべく安安安安くくくく早期早期早期早期につくりたいにつくりたいにつくりたいにつくりたい」」」」とととと述述述述べてべてべてべて
いるいるいるいる。。。。政府政府政府政府とのとのとのとの交渉交渉交渉交渉のののの経緯経緯経緯経緯とととと建設建設建設建設へのへのへのへの可能性可能性可能性可能性についてについてについてについて見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｲｲｲｲ 離島離島離島離島・・・・僻地僻地僻地僻地からのからのからのからの高校生高校生高校生高校生へのへのへのへの就学支援就学支援就学支援就学支援をををを国国国国のののの制度制度制度制度をををを県県県県・・・・市町村市町村市町村市町村でででで活用活用活用活用することとすることとすることとすることと生活相生活相生活相生活相
談談談談やややや相談員相談員相談員相談員のののの配置等検討配置等検討配置等検討配置等検討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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 教職員教職員教職員教職員のののの超過勤務超過勤務超過勤務超過勤務のののの実態実態実態実態とととと実行実行実行実行あるあるあるある対策市町村対策市町村対策市町村対策市町村とととと連携連携連携連携のののの成果成果成果成果をををを示示示示せせせせ。。。。

((((5555)))) 児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のいじめののいじめののいじめののいじめ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伺伺伺伺うううう。。。。文科省文科省文科省文科省のいじめのいじめのいじめのいじめ緊急調査報告緊急調査報告緊急調査報告緊急調査報告についてもについてもについてもについても
伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 県立高等学校編成整備計画県立高等学校編成整備計画県立高等学校編成整備計画県立高等学校編成整備計画についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経緯及経緯及経緯及経緯及びびびび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御説明御説明御説明御説明
くださいくださいくださいください。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

09090909月月月月27272727    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 19191919分分分分 前島前島前島前島　　　　明男明男明男明男（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 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基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 去去去去るるるる９９９９月月月月９９９９日日日日、、、、県民県民県民県民10101010万人余万人余万人余万人余ががががオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備反対配備反対配備反対配備反対のののの県民大会県民大会県民大会県民大会にににに結集結集結集結集しししし、、、、県民県民県民県民のののの意思意思意思意思をををを
明確明確明確明確にしましたがにしましたがにしましたがにしましたが、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは県民県民県民県民のののの意思意思意思意思をををを無視無視無視無視するかのようにするかのようにするかのようにするかのように強行配備強行配備強行配備強行配備のののの方針方針方針方針をををを変変変変
えていませんえていませんえていませんえていません。。。。配備阻止配備阻止配備阻止配備阻止にににに向向向向けてけてけてけ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求求求求めますめますめますめます。。。。

((((2222)))) 県民大会決議県民大会決議県民大会決議県民大会決議をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、知事知事知事知事はできるだけはできるだけはできるだけはできるだけ早早早早いいいい時期時期時期時期にににに訪米訪米訪米訪米されされされされ、、、、米国政府米国政府米国政府米国政府にににに直訴直訴直訴直訴するするするする
必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国有化国有化国有化国有化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はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか。。。。

ｲｲｲｲ 冷静冷静冷静冷静にににに、、、、平和的解決平和的解決平和的解決平和的解決がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。またまたまたまた、、、、中国中国中国中国とととと沖縄沖縄沖縄沖縄はははは、、、、観光観光観光観光をををを初初初初めとするめとするめとするめとする人的交流人的交流人的交流人的交流
をとめてはいけないとをとめてはいけないとをとめてはいけないとをとめてはいけないと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、どのようにどのようにどのようにどのように対応対応対応対応されますかされますかされますかされますか。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備によりによりによりにより、、、、普天間普天間普天間普天間のののの危険性除去危険性除去危険性除去危険性除去、、、、負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減はははは遠遠遠遠のくことになりますのくことになりますのくことになりますのくことになります。。。。いかにいかにいかにいかに
対応対応対応対応しますかしますかしますかしますか。。。。

((((2222)))) 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設もももも強行強行強行強行するするするする可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。そのときにそのときにそのときにそのときに知事知事知事知事はははは、、、、どのようにどのようにどのようにどのように
対抗対抗対抗対抗しますかしますかしますかしますか。。。。

((((3333)))) 民主党政権民主党政権民主党政権民主党政権はははは、、、、日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定についてについてについてについて、、、、改定改定改定改定をををを提起提起提起提起するとしていましたがするとしていましたがするとしていましたがするとしていましたが、、、、具体的行動具体的行動具体的行動具体的行動
はははは全全全全くくくく見見見見えませんえませんえませんえません。。。。県県県県としてどうとしてどうとしてどうとしてどう対応対応対応対応しますかしますかしますかしますか。。。。

((((4444)))) 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは、、、、嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの米軍基地返還米軍基地返還米軍基地返還米軍基地返還をををを普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地ととととリンクリンクリンクリンクさせないでさせないでさせないでさせないで返還返還返還返還するこするこするこするこ
とにとにとにとに合意合意合意合意していますしていますしていますしています。。。。進進進進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 新新新新たなたなたなたな沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画についてについてについてについて

((((1111)))) 本年度本年度本年度本年度のののの一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題についてについてについてについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように分析分析分析分析していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

((((2222)))) 市町村市町村市町村市町村におけるにおけるにおけるにおける一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの執行状況執行状況執行状況執行状況とととと課題課題課題課題はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 本年度本年度本年度本年度はははは、、、、仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの政府政府政府政府とのとのとのとの懸命懸命懸命懸命なななな交渉交渉交渉交渉のののの結果結果結果結果、、、、沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算としてとしてとしてとして、、、、2975297529752975億円億円億円億円をををを
確保確保確保確保できましたできましたできましたできました。。。。平成平成平成平成25252525年度年度年度年度もももも引引引引きききき続続続続きききき3000300030003000億円規模億円規模億円規模億円規模のののの予算獲得予算獲得予算獲得予算獲得がががが目標目標目標目標ですがですがですがですが、、、、取取取取りりりり組組組組
みみみみ状況状況状況状況はどうでしょうかはどうでしょうかはどうでしょうかはどうでしょうか。。。。

((((4444)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの滑走路増設滑走路増設滑走路増設滑走路増設のののの予算予算予算予算はははは、、、、一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金とはとはとはとは別枠別枠別枠別枠でででで確保確保確保確保すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、どどどど
うううう実現実現実現実現しますかしますかしますかしますか。。。。

4444 航空貨物拠点事業航空貨物拠点事業航空貨物拠点事業航空貨物拠点事業についてについてについてについて

((((1111)))) ＡＮＡＡＮＡＡＮＡＡＮＡ航空貨物事業航空貨物事業航空貨物事業航空貨物事業のののの取扱貨物量取扱貨物量取扱貨物量取扱貨物量のののの推移推移推移推移はどうでしょうかはどうでしょうかはどうでしょうかはどうでしょうか。。。。

((((2222)))) 今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しはどうでしょうかしはどうでしょうかしはどうでしょうかしはどうでしょうか。。。。

((((3333)))) 雇用効果雇用効果雇用効果雇用効果はどうでしょうかはどうでしょうかはどうでしょうかはどうでしょうか。。。。

5555 福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政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・・・・若者支援策若者支援策若者支援策若者支援策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ニートニートニートニート・・・・ひきこもりのひきこもりのひきこもりのひきこもりの背景背景背景背景とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待のののの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いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所のののの相談件数相談件数相談件数相談件数とととと専門職員専門職員専門職員専門職員のののの数数数数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。。。。十分十分十分十分なななな対応対応対応対応ができていまができていまができていまができていま
すかすかすかすか。。。。
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ｴｴｴｴ 里親里親里親里親のののの数数数数、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ児童数児童数児童数児童数などなどなどなど現状現状現状現状とととと対策対策対策対策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。。。。

ｵｵｵｵ 不登校児童不登校児童不登校児童不登校児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか。。。。

ｶｶｶｶ 「「「「情緒障害児短期治療施設情緒障害児短期治療施設情緒障害児短期治療施設情緒障害児短期治療施設」」」」設置設置設置設置のののの取取取取りりりり組組組組みはどうですかみはどうですかみはどうですかみはどうですか。。。。

((((2222)))) 母子寡婦福祉母子寡婦福祉母子寡婦福祉母子寡婦福祉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

ｱｱｱｱ 本県本県本県本県ののののDVDVDVDV防止法防止法防止法防止法にににに基基基基づくづくづくづく保護命令保護命令保護命令保護命令はははは、、、、全国平均全国平均全国平均全国平均のののの2222....5555倍倍倍倍でででで全国一全国一全国一全国一であるがであるがであるがであるが、、、、そのそのそのその防止防止防止防止
策策策策はどのようになっていますかはどのようになっていますかはどのようになっていますかはどのようになっていますか。。。。

ｲｲｲｲ 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける11111111市市市市ののののDVDVDVDV発生状況発生状況発生状況発生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。。。。

ｳｳｳｳ 母子生活支援施設母子生活支援施設母子生活支援施設母子生活支援施設（（（（母子寮母子寮母子寮母子寮））））のののの整備状況整備状況整備状況整備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。。。。またまたまたまた、、、、他県他県他県他県とととと比比比比べてどうべてどうべてどうべてどう
かかかか。。。。本県本県本県本県にはにはにはには那覇市那覇市那覇市那覇市、、、、沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市、、、、浦添市浦添市浦添市浦添市のたったのたったのたったのたった３３３３カカカカ所所所所にしかないがにしかないがにしかないがにしかないが、、、、増設配置増設配置増設配置増設配置すべきですべきですべきですべきで
はないですかはないですかはないですかはないですか。。。。

((((3333)))) 救急医療救急医療救急医療救急医療についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 多多多多くのくのくのくの有人離島有人離島有人離島有人離島がありがありがありがあり、、、、広広広広いいいい海域海域海域海域をををを有有有有するするするする沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ではではではでは、、、、航空医療対応航空医療対応航空医療対応航空医療対応のためにのためにのためにのために固定翼固定翼固定翼固定翼
機機機機のののの導入導入導入導入をををを検討検討検討検討すべきではないですかすべきではないですかすべきではないですかすべきではないですか。。。。

ｲｲｲｲ 固定翼機導入固定翼機導入固定翼機導入固定翼機導入にににに向向向向けけけけ、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関をををを網羅網羅網羅網羅したしたしたした連絡協議会連絡協議会連絡協議会連絡協議会のののの設置設置設置設置がががが必要必要必要必要だとだとだとだと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、
いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。

6666 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のいじめのいじめのいじめのいじめ問題問題問題問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県内県内県内県内においてにおいてにおいてにおいて、、、、いじめいじめいじめいじめ問題問題問題問題がががが原因原因原因原因でででで自殺自殺自殺自殺にににに追追追追いいいい込込込込まれたまれたまれたまれたケースケースケースケースはありますかはありますかはありますかはありますか。。。。

ｲｲｲｲ いじめいじめいじめいじめ防止対策防止対策防止対策防止対策としてとしてとしてとして、、、、どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組んでいますかんでいますかんでいますかんでいますか。。。。

ｳｳｳｳ 最近最近最近最近、、、、ネットネットネットネットいじめもいじめもいじめもいじめも懸念懸念懸念懸念されていますされていますされていますされています。。。。顔顔顔顔がががが見見見見えないえないえないえない、、、、匿名匿名匿名匿名によるによるによるによるネットネットネットネットいじめはいじめはいじめはいじめは、、、、ときときときとき
にににに深刻深刻深刻深刻なななな事態事態事態事態にににに発展発展発展発展するするするするケースケースケースケースもももも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。。。。実態把握実態把握実態把握実態把握がががが難難難難しいとされるしいとされるしいとされるしいとされるネットネットネットネットいいいい
じめへのじめへのじめへのじめへの対応対応対応対応はははは、、、、早目早目早目早目のののの対策対策対策対策がががが重要重要重要重要ですですですです。。。。教育長教育長教育長教育長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｴｴｴｴ 児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの登下校時登下校時登下校時登下校時のののの安全対策安全対策安全対策安全対策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)))) 学力向上対策学力向上対策学力向上対策学力向上対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの低学力低学力低学力低学力についてについてについてについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように原因原因原因原因をををを分析分析分析分析していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの場合場合場合場合、、、、貧富貧富貧富貧富のののの格差格差格差格差によるによるによるによる成績成績成績成績へのへのへのへの影響影響影響影響はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか。。。。

ｳｳｳｳ 秋田県秋田県秋田県秋田県とのとのとのとの教諭交流事業教諭交流事業教諭交流事業教諭交流事業のののの成果成果成果成果はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか。。。。

ｴｴｴｴ 秋田県秋田県秋田県秋田県とととと沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの学力差学力差学力差学力差のののの原因原因原因原因をどのようにをどのようにをどのようにをどのように分析分析分析分析していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

ｵｵｵｵ 教諭教諭教諭教諭のののの指導力向上指導力向上指導力向上指導力向上のためにのためにのためにのために、、、、どのようなことをどのようなことをどのようなことをどのようなことを実施実施実施実施していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

7777 環境行政環境行政環境行政環境行政についてについてについてについて

((((1111)))) 石垣市川平湾石垣市川平湾石垣市川平湾石垣市川平湾のののの汚染問題汚染問題汚染問題汚染問題についてについてについてについて、、、、土地改良事業土地改良事業土地改良事業土地改良事業によるによるによるによる赤土汚染赤土汚染赤土汚染赤土汚染・・・・土砂土砂土砂土砂のののの堆積堆積堆積堆積、、、、グラスグラスグラスグラス
ボートボートボートボートなどなどなどなど観光事業観光事業観光事業観光事業によるによるによるによる砂砂砂砂のののの移動移動移動移動などがなどがなどがなどが原因原因原因原因としてとしてとしてとして指摘指摘指摘指摘されていますされていますされていますされています。。。。対応策対応策対応策対応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。。。。

((((2222)))) 産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの最終処分場最終処分場最終処分場最終処分場のののの進進進進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。。。。

8888 農林水産行政農林水産行政農林水産行政農林水産行政についてについてについてについて

((((1111)))) 21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョンにおけるにおけるにおけるにおける試験研究機関試験研究機関試験研究機関試験研究機関のののの機能機能機能機能、、、、体制強化体制強化体制強化体制強化についてについてについてについて

ｱｱｱｱ サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビやややや園芸作物園芸作物園芸作物園芸作物のののの生産振興生産振興生産振興生産振興にににに対対対対するするするする技術開発技術開発技術開発技術開発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 試験研究課題及試験研究課題及試験研究課題及試験研究課題及びびびび運営上運営上運営上運営上のののの予算措置予算措置予算措置予算措置はははは十分十分十分十分かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 試験研究試験研究試験研究試験研究とととと関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携及連携及連携及連携及びびびび適正適正適正適正なななな研究員研究員研究員研究員やややや農業技術補佐員農業技術補佐員農業技術補佐員農業技術補佐員のののの配置配置配置配置などによるなどによるなどによるなどによる
組織体制組織体制組織体制組織体制のののの強化強化強化強化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)))) サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビのののの生産振興生産振興生産振興生産振興についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 生産量生産量生産量生産量がががが年年年年々々々々落落落落ちちちち込込込込んできているんできているんできているんできている原因原因原因原因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

ｲｲｲｲ 後継者育成対策後継者育成対策後継者育成対策後継者育成対策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。。。。

ｳｳｳｳ 耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地のののの対策対策対策対策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。。。。

ｴｴｴｴ 各地域各地域各地域各地域にににに合合合合ったったったったサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビのののの品種改良品種改良品種改良品種改良がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 水産業水産業水産業水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
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ｱｱｱｱ 尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺でのでのでのでの漁業者漁業者漁業者漁業者のののの安全確保対策安全確保対策安全確保対策安全確保対策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 尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺でのでのでのでの県内漁民県内漁民県内漁民県内漁民のののの操業操業操業操業がががが少少少少ないとのことですがないとのことですがないとのことですがないとのことですが、、、、原因原因原因原因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いいいい
ますますますます。。。。

9999 公安行政公安行政公安行政公安行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの違法薬物違法薬物違法薬物違法薬物のののの取取取取りりりり締締締締まりについてまりについてまりについてまりについて

ｱｱｱｱ 県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける脱法脱法脱法脱法ハーブハーブハーブハーブなどなどなどなど、、、、脱法薬物脱法薬物脱法薬物脱法薬物によるによるによるによる事件事故事件事故事件事故事件事故のののの状況状況状況状況はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「脱法薬物販売業者脱法薬物販売業者脱法薬物販売業者脱法薬物販売業者」」」」のののの実態実態実態実態はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか。。。。

ｳｳｳｳ 覚醒剤覚醒剤覚醒剤覚醒剤などなどなどなど違法薬物違法薬物違法薬物違法薬物のののの検挙件数検挙件数検挙件数検挙件数のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか。。。。

((((2222)))) 飲酒運転根絶飲酒運転根絶飲酒運転根絶飲酒運転根絶についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 飲酒運転飲酒運転飲酒運転飲酒運転のののの検挙件数検挙件数検挙件数検挙件数、、、、飲酒運転飲酒運転飲酒運転飲酒運転によるによるによるによる死亡事故死亡事故死亡事故死亡事故のののの人口割合人口割合人口割合人口割合がががが全国全国全国全国ワーストワーストワーストワーストをををを更新中更新中更新中更新中でででで
ありますありますありますあります。。。。過去過去過去過去５５５５年間年間年間年間のののの飲酒運転飲酒運転飲酒運転飲酒運転によるによるによるによる死亡事故件数死亡事故件数死亡事故件数死亡事故件数とととと人数人数人数人数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。。。。またまたまたまた、、、、
原因原因原因原因とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 飲酒運転根絶条例飲酒運転根絶条例飲酒運転根絶条例飲酒運転根絶条例がががが平成平成平成平成21212121年年年年にににに施行施行施行施行されてされてされてされて３３３３年経過年経過年経過年経過したがしたがしたがしたが、、、、効果効果効果効果はははは出出出出ていますかていますかていますかていますか。。。。

ｳｳｳｳ 飲酒運転根絶飲酒運転根絶飲酒運転根絶飲酒運転根絶のののの効果効果効果効果をををを上上上上げるためげるためげるためげるため重要重要重要重要なことはなことはなことはなことは何何何何だとだとだとだと考考考考えますかえますかえますかえますか。。。。

10101010 災害対策災害対策災害対策災害対策についてについてについてについて

((((1111)))) 防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ９９９９月月月月９９９９日日日日にににに沖縄県総合防災訓練沖縄県総合防災訓練沖縄県総合防災訓練沖縄県総合防災訓練がががが北部地域北部地域北部地域北部地域でででで実施実施実施実施されましたされましたされましたされました。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの訓練訓練訓練訓練とととと違違違違うううう特特特特
徴徴徴徴とととと成果成果成果成果についてについてについてについて御説明御説明御説明御説明くださいくださいくださいください。。。。

ｲｲｲｲ 11111111月月月月にににに予定予定予定予定しているしているしているしている全県的津波避難訓練全県的津波避難訓練全県的津波避難訓練全県的津波避難訓練のののの具体的取具体的取具体的取具体的取りりりり組組組組みみみみ内容内容内容内容とととと進進進進状況状況状況状況をををを御説明御説明御説明御説明くくくく
ださいださいださいださい。。。。

ｳｳｳｳ ６６６６月議会月議会月議会月議会にににに公明公明公明公明のののの代表質問代表質問代表質問代表質問でででで提案提案提案提案したしたしたした清原桂子氏清原桂子氏清原桂子氏清原桂子氏をををを招聘招聘招聘招聘してのしてのしてのしての講演会講演会講演会講演会のののの開催開催開催開催についについについについ
てどのようにてどのようにてどのようにてどのように検討検討検討検討されているでしょうかされているでしょうかされているでしょうかされているでしょうか。。。。18181818年前年前年前年前のののの阪神淡路大震災阪神淡路大震災阪神淡路大震災阪神淡路大震災やややや去年去年去年去年のののの東日本大震東日本大震東日本大震東日本大震
災災災災のののの経験経験経験経験をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、女性女性女性女性のののの視点視点視点視点からのからのからのからの提言提言提言提言やややや対策対策対策対策がががが重要重要重要重要でありますでありますでありますであります。。。。現在現在現在現在、、、、兵庫県理兵庫県理兵庫県理兵庫県理
事事事事としてとしてとしてとして活躍活躍活躍活躍されているされているされているされている清原桂子氏清原桂子氏清原桂子氏清原桂子氏をををを招招招招いてのいてのいてのいての講演会開催講演会開催講演会開催講演会開催はははは非常非常非常非常にににに意義意義意義意義あることだとあることだとあることだとあることだと考考考考
えますえますえますえます。。。。御答弁御答弁御答弁御答弁をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

((((2222)))) 台風対策台風対策台風対策台風対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 台風台風台風台風16161616号号号号はははは農作物被害農作物被害農作物被害農作物被害やややや土砂崩土砂崩土砂崩土砂崩れなどれなどれなどれなど大大大大きなきなきなきな傷跡傷跡傷跡傷跡をををを残残残残しましたしましたしましたしました。。。。早急早急早急早急なななな農家支援農家支援農家支援農家支援やややや復復復復
旧対策旧対策旧対策旧対策などがなどがなどがなどが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。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。。。。

ｲｲｲｲ 被害額被害額被害額被害額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。。。。またまたまたまた、、、、対応予算対応予算対応予算対応予算をどうをどうをどうをどう工面工面工面工面しますかしますかしますかしますか。。。。

ｳｳｳｳ 台風台風台風台風15151515号号号号、、、、16161616号号号号がががが沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島にににに最接近最接近最接近最接近したしたしたした折折折折、、、、観光客観光客観光客観光客にどのようなにどのようなにどのようなにどのような対応対応対応対応をしたかをしたかをしたかをしたか伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((3333)))) 防災無線防災無線防災無線防災無線ＪＪＪＪアラートアラートアラートアラートについてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県がががが災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時のののの通報通報通報通報をほとんどをほとんどをほとんどをほとんどＪＪＪＪアラートアラートアラートアラートにににに頼頼頼頼っているのはなぜですかっているのはなぜですかっているのはなぜですかっているのはなぜですか。。。。

ｲｲｲｲ 二重二重二重二重、、、、三重三重三重三重のののの通報通報通報通報システムシステムシステムシステムをををを構築構築構築構築するするするする必要必要必要必要はないですかはないですかはないですかはないですか。。。。

ｳｳｳｳ 今回今回今回今回ののののＪＪＪＪアラートアラートアラートアラートのののの試験放送試験放送試験放送試験放送でででで、、、、浦添市浦添市浦添市浦添市、、、、南城市南城市南城市南城市、、、、渡名喜村渡名喜村渡名喜村渡名喜村でででで作動作動作動作動しなかったしなかったしなかったしなかった原因原因原因原因はははは何何何何
ですかですかですかですか。。。。またまたまたまた、、、、対策対策対策対策はどうするのかはどうするのかはどうするのかはどうするのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

11111111 ハブハブハブハブ港湾港湾港湾港湾のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

((((1111)))) ハブハブハブハブ空港空港空港空港のののの整備整備整備整備はははは進進進進んでいるがんでいるがんでいるがんでいるがハブハブハブハブ港湾港湾港湾港湾のののの整備整備整備整備がおくれているのはなぜですかがおくれているのはなぜですかがおくれているのはなぜですかがおくれているのはなぜですか。。。。

((((2222)))) 那覇港湾那覇港湾那覇港湾那覇港湾においてにおいてにおいてにおいて県営県営県営県営のののの大型荷大型荷大型荷大型荷さばきさばきさばきさばき場場場場のののの整備整備整備整備をををを早急早急早急早急にににに進進進進めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。

((((3333)))) 現在現在現在現在のののの取扱貨物量取扱貨物量取扱貨物量取扱貨物量にににに対対対対しししし、、、、ガントリークレーンガントリークレーンガントリークレーンガントリークレーンのののの対応力対応力対応力対応力はははは十分十分十分十分でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。増設増設増設増設のののの必要性必要性必要性必要性
はどうでしょうかはどうでしょうかはどうでしょうかはどうでしょうか。。。。

12121212 文化文化文化文化・・・・観光観光観光観光・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県立劇場県立劇場県立劇場県立劇場のののの用地選定用地選定用地選定用地選定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)))) ＪＪＪＪリーグリーグリーグリーグ規格規格規格規格ののののサッカーサッカーサッカーサッカー場建設場建設場建設場建設のののの進進進進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)))) 空手道会館建設空手道会館建設空手道会館建設空手道会館建設のののの進進進進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。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424年第年第年第年第5555回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

09090909月月月月27272727    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 19191919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 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地基地基地基地のののの形成過程形成過程形成過程形成過程とととと現状現状現状現状についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦ではではではでは本土決戦本土決戦本土決戦本土決戦のののの捨捨捨捨てててて石石石石にされにされにされにされ、、、、20202020数万人数万人数万人数万人のとうといのとうといのとうといのとうとい命命命命がががが失失失失われわれわれわれ、、、、戦後戦後戦後戦後67676767年年年年、、、、復帰復帰復帰復帰
後後後後40404040年年年年たつのにいまだにたつのにいまだにたつのにいまだにたつのにいまだに米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地をををを押押押押しししし付付付付けられけられけられけられ、、、、基地基地基地基地あるがあるがあるがあるが故故故故のののの事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故、、、、米兵犯米兵犯米兵犯米兵犯
罪罪罪罪にににに苦苦苦苦しめられしめられしめられしめられ続続続続けていることはけていることはけていることはけていることは世界世界世界世界でもでもでもでも異常異常異常異常なななな状態状態状態状態ではないかではないかではないかではないか。。。。

ｱｱｱｱ 沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦とはとはとはとは、、、、どんなどんなどんなどんな戦争戦争戦争戦争だったのかだったのかだったのかだったのか、、、、県民県民県民県民はどのようなはどのようなはどのようなはどのような犠牲犠牲犠牲犠牲をををを強強強強いられたのかいられたのかいられたのかいられたのか。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄米軍基地沖縄米軍基地沖縄米軍基地沖縄米軍基地はどのようにはどのようにはどのようにはどのように形成形成形成形成されてきたのかされてきたのかされてきたのかされてきたのか。。。。

ｳｳｳｳ 現在現在現在現在、、、、どれだけのどれだけのどれだけのどれだけの米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地がががが存在存在存在存在してしてしてして、、、、県民県民県民県民をををを苦苦苦苦しめしめしめしめ続続続続けているのかけているのかけているのかけているのか、、、、戦後戦後戦後戦後のののの米軍米軍米軍米軍によによによによ
るるるる事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故、、、、犯罪犯罪犯罪犯罪のののの件数件数件数件数などをなどをなどをなどを明明明明らかにせよらかにせよらかにせよらかにせよ。。。。

ｴｴｴｴ 戦後戦後戦後戦後のののの米軍機米軍機米軍機米軍機のののの墜落事件墜落事件墜落事件墜落事件はははは何件発生何件発生何件発生何件発生しししし、、、、どれだけのどれだけのどれだけのどれだけの県民県民県民県民がががが命命命命をををを奪奪奪奪われわれわれわれ負傷負傷負傷負傷したかしたかしたかしたか。。。。

ｵｵｵｵ 宮森小学校米軍宮森小学校米軍宮森小学校米軍宮森小学校米軍ジェットジェットジェットジェット機墜落事件機墜落事件機墜落事件機墜落事件、、、、読谷読谷読谷読谷ののののトレーラートレーラートレーラートレーラー落下落下落下落下によるによるによるによる少女圧死事件少女圧死事件少女圧死事件少女圧死事件のののの概概概概
要要要要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)))) 新新新新アメリカアメリカアメリカアメリカ総領事総領事総領事総領事のののの県民県民県民県民をををを愚弄愚弄愚弄愚弄するするするする発言発言発言発言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問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは、、、、県民県民県民県民のののの反対反対反対反対のののの声声声声をよそにをよそにをよそにをよそに、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの安全宣言安全宣言安全宣言安全宣言をををを行行行行いいいい、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地へへへへ
のののの配備配備配備配備をををを強行強行強行強行するとするとするとすると宣言宣言宣言宣言したしたしたした。。。。銃剣銃剣銃剣銃剣ととととブルドーザーブルドーザーブルドーザーブルドーザーでででで住民住民住民住民のののの土地土地土地土地をををを奪奪奪奪ったったったった行為行為行為行為とととと全全全全くくくく一一一一
緒緒緒緒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 県民大会県民大会県民大会県民大会とととと今後今後今後今後のののの県県県県のののの対応対応対応対応についてについてについてについて

((((1111)))) 超党派超党派超党派超党派のののの「「「「オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備にににに反対反対反対反対するするするする沖縄県民大会沖縄県民大会沖縄県民大会沖縄県民大会」」」」はははは10101010万万万万3000300030003000人人人人がががが参加参加参加参加したしたしたした。。。。大会決大会決大会決大会決
議議議議ではではではでは、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備計画配備計画配備計画配備計画のののの撤回撤回撤回撤回とととと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めめめ、、、、配備配備配備配備をををを強行強行強行強行するするするする
ならばならばならばならば、、、、基地反対基地反対基地反対基地反対のののの県民県民県民県民のののの総意総意総意総意をまとめをまとめをまとめをまとめ上上上上げていくことをげていくことをげていくことをげていくことを宣言宣言宣言宣言したしたしたした。。。。県知事県知事県知事県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)))) ニューヨークタイムズニューヨークタイムズニューヨークタイムズニューヨークタイムズはははは、、、、社説社説社説社説でででで「「「「日本日本日本日本でのでのでのでの米軍駐留米軍駐留米軍駐留米軍駐留のののの重重重重いいいい負担負担負担負担をををを引引引引きききき受受受受けてきたけてきたけてきたけてきた多多多多くのくのくのくの
住民住民住民住民にとってにとってにとってにとって、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの沖縄配備沖縄配備沖縄配備沖縄配備はははは、、、、古傷古傷古傷古傷にににに塩塩塩塩をすりをすりをすりをすり込込込込むにむにむにむに等等等等しいしいしいしい」、「」、「」、「」、「あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも長長長長いいいい
間間間間、、、、沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民はははは実行実行実行実行をををを伴伴伴伴わないわないわないわない約束約束約束約束だけをだけをだけをだけを聞聞聞聞かされてきたかされてきたかされてきたかされてきた。。。。米国米国米国米国にはにはにはには、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの基地負基地負基地負基地負
担担担担をををを軽減軽減軽減軽減しししし、、、、住民住民住民住民のののの懸念懸念懸念懸念にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けるけるけるける義務義務義務義務があるがあるがあるがある。。。。手始手始手始手始めにめにめにめに、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイをををを別別別別のののの場所場所場所場所にににに配配配配
備備備備してもよいしてもよいしてもよいしてもよい」」」」とととと書書書書くなどくなどくなどくなど、、、、米国米国米国米国のののの世論世論世論世論にもにもにもにも確実確実確実確実にににに影響影響影響影響をををを与与与与えているとえているとえているとえてい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問問問問うううう。。。。
県県県県はははは米国米国米国米国やややや本土本土本土本土でのでのでのでの世論世論世論世論のののの動向動向動向動向をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと把握把握把握把握してしてしてして県民県民県民県民にもにもにもにも明明明明らかにするらかにするらかにするらかにする必要必要必要必要があるのがあるのがあるのがあるの
ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((3333)))) 超党派超党派超党派超党派のののの県民大会県民大会県民大会県民大会をををを知事知事知事知事がががが欠席欠席欠席欠席したことにしたことにしたことにしたことに多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民のののの失望失望失望失望とととと怒怒怒怒りをりをりをりを買買買買ったったったった。。。。そのそのそのその事実事実事実事実をををを
厳粛厳粛厳粛厳粛にににに受受受受けとめるけとめるけとめるけとめる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。知事知事知事知事はははは、、、、市民運動市民運動市民運動市民運動とととと行政行政行政行政のののの長長長長のののの役割役割役割役割はははは違違違違うとうとうとうと述述述述べたがべたがべたがべたが、、、、具具具具
体的体的体的体的ににににオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備をやめさせるためにをやめさせるためにをやめさせるためにをやめさせるために、、、、行政行政行政行政のののの長長長長としてのとしてのとしてのとしての具体的具体的具体的具体的なななな方策方策方策方策についてについてについてについて県県県県
民民民民のののの前前前前にににに明明明明らかにしてもらいたいらかにしてもらいたいらかにしてもらいたいらかにしてもらいたい。。。。同時同時同時同時にににに、「、「、「、「オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備配備配備配備をををを強行強行強行強行してしてしてして万万万万がががが一事故一事故一事故一事故でででで
もももも起起起起きたらきたらきたらきたら、、、、全基地全基地全基地全基地のののの全面撤去全面撤去全面撤去全面撤去へのへのへのへの向向向向かうかうかうかう」」」」とととと述述述述べたべたべたべた。。。。知事知事知事知事がそのがそのがそのがその先頭先頭先頭先頭にににに立立立立つというつというつというつという決意決意決意決意
をををを再度伺再度伺再度伺再度伺うううう。。。。

((((4444)))) 県民大会実行委員会県民大会実行委員会県民大会実行委員会県民大会実行委員会ではではではでは、、、、今後今後今後今後、、、、県内県内県内県内のののの自治体自治体自治体自治体ごとのごとのごとのごとの抗議行動抗議行動抗議行動抗議行動をするとともにをするとともにをするとともにをするとともに、、、、オスプレオスプレオスプレオスプレ
イイイイのののの低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練ルートルートルートルート下下下下のののの自治体自治体自治体自治体へのへのへのへの大会決議大会決議大会決議大会決議をををを送付送付送付送付してしてしてして、、、、議会決議議会決議議会決議議会決議などをなどをなどをなどを要請要請要請要請してしてしてして
いくことやいくことやいくことやいくことや、、、、訪米代表団訪米代表団訪米代表団訪米代表団のののの派遣派遣派遣派遣、、、、普天間基地第普天間基地第普天間基地第普天間基地第３３３３ゲートゲートゲートゲート前前前前でのでのでのでの毎週金曜日毎週金曜日毎週金曜日毎週金曜日のののの抗議行動抗議行動抗議行動抗議行動なななな
どをどをどをどを決決決決めためためためた。。。。県県県県もももも共同歩調共同歩調共同歩調共同歩調をとるべきではないかをとるべきではないかをとるべきではないかをとるべきではないか。。。。
同時同時同時同時にににに県県県県としてとしてとしてとして、、、、①①①①全国民全国民全国民全国民へへへへ訴訴訴訴えるえるえるえる沖縄沖縄沖縄沖縄からのからのからのからのアピールアピールアピールアピールをををを全国紙全国紙全国紙全国紙とととと米国米国米国米国のののの新聞新聞新聞新聞にににに掲載掲載掲載掲載すすすす
るるるる。。。。そのそのそのその財源財源財源財源はははは県民及県民及県民及県民及びびびび全国民全国民全国民全国民からからからから募募募募るるるる。。。。②②②②低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練がががが行行行行われるわれるわれるわれる全国全国全国全国のののの自治体自治体自治体自治体とのとのとのとの
シンポジュームシンポジュームシンポジュームシンポジュームやややや共同共同共同共同アピールアピールアピールアピールなどをなどをなどをなどを出出出出すことすことすことすこと、、、、③③③③国連国連国連国連にににに対対対対してしてしてして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの現状現状現状現状をををを県県県県としてとしてとしてとして
訴訴訴訴えることなどをえることなどをえることなどをえることなどを検討検討検討検討すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

3333 オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備のののの狙狙狙狙いといといといと、、、、欠陥欠陥欠陥欠陥についてについてについてについて
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((((1111)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイはははは海外海外海外海外へのへのへのへの侵攻目的侵攻目的侵攻目的侵攻目的のためにのためにのためにのために開発開発開発開発されされされされ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄にににに配備配備配備配備されるものであるされるものであるされるものであるされるものである。。。。オスプオスプオスプオスプ
レイレイレイレイがががが普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地にににに配備配備配備配備されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、行動半径行動半径行動半径行動半径はどのはどのはどのはどの国国国国までまでまでまで及及及及ぶのかぶのかぶのかぶのか。。。。１１１１回空中給油回空中給油回空中給油回空中給油すすすす
ればればればれば、、、、どのどのどのどの国国国国までまでまでまで広広広広がるのかがるのかがるのかがるのか。。。。抑止力抑止力抑止力抑止力どころかどころかどころかどころか軍事的緊張軍事的緊張軍事的緊張軍事的緊張をををを高高高高めるものであるめるものであるめるものであるめるものである。。。。

((((2222)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイにににに反対反対反対反対してしてしてして騒騒騒騒いでいるのはいでいるのはいでいるのはいでいるのは沖縄沖縄沖縄沖縄やややや日本日本日本日本だけだとだけだとだけだとだけだと米軍関係者米軍関係者米軍関係者米軍関係者がががが攻撃攻撃攻撃攻撃しているしているしているしている
がががが、、、、海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊ののののＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが配備配備配備配備されるされるされるされる国国国国はははは日本日本日本日本だけではないのかだけではないのかだけではないのかだけではないのか。。。。またまたまたまた、、、、ハワイハワイハワイハワイやややや
米本国米本国米本国米本国ではではではでは住民住民住民住民のののの反対反対反対反対でででで計画計画計画計画がががが変更変更変更変更になっているのではないかになっているのではないかになっているのではないかになっているのではないか。。。。

((((3333)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイはははは欠陥機欠陥機欠陥機欠陥機であるであるであるである。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカのののの航空専門家航空専門家航空専門家航空専門家はははは次次次次のののの欠陥欠陥欠陥欠陥をををを指摘指摘指摘指摘しているがしているがしているがしているが、、、、県民県民県民県民のののの
命命命命とととと安全安全安全安全にににに関関関関わることなのでわることなのでわることなのでわることなので、、、、県県県県としてきちんととしてきちんととしてきちんととしてきちんと対応対応対応対応すべきであるがすべきであるがすべきであるがすべきであるが、、、、見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

ｱｱｱｱ オートローテーションオートローテーションオートローテーションオートローテーション機能機能機能機能のののの欠如欠如欠如欠如についてについてについてについて

ｲｲｲｲ ボルテックスボルテックスボルテックスボルテックス・・・・リングステートリングステートリングステートリングステート（（（（VRSVRSVRSVRS））））にににに陥陥陥陥ったったったった際際際際、、、、制御不能制御不能制御不能制御不能になりやすいことについてになりやすいことについてになりやすいことについてになりやすいことについて

ｳｳｳｳ パイロットパイロットパイロットパイロットのののの操縦操縦操縦操縦にににに起因起因起因起因するするするする振動振動振動振動（ＰＩＯ）（ＰＩＯ）（ＰＩＯ）（ＰＩＯ）がががが発生発生発生発生しやすいことについてしやすいことについてしやすいことについてしやすいことについて

ｴｴｴｴ 左右左右左右左右にににに回転翼回転翼回転翼回転翼があるというがあるというがあるというがあるという構造上構造上構造上構造上、、、、油圧油圧油圧油圧・・・・電気電気電気電気・・・・機械系統機械系統機械系統機械系統がががが長長長長くくくく複雑複雑複雑複雑になりになりになりになり、、、、不具合不具合不具合不具合がががが生生生生
じやすいことについてじやすいことについてじやすいことについてじやすいことについて

ｵｵｵｵ 他他他他のののの航空機航空機航空機航空機とととと近接飛行近接飛行近接飛行近接飛行、、、、編隊飛行編隊飛行編隊飛行編隊飛行のののの際際際際にににに発生発生発生発生するするするする気流気流気流気流によりによりによりにより、、、、制御不能制御不能制御不能制御不能になることがあになることがあになることがあになることがあ
るるるる。。。。

ｶｶｶｶ 着陸時着陸時着陸時着陸時にににに激激激激しいしいしいしい吹吹吹吹きおろしきおろしきおろしきおろし（（（（ダウンウオッシュダウンウオッシュダウンウオッシュダウンウオッシュ））））がががが起起起起こりこりこりこり、、、、周囲周囲周囲周囲のものをのものをのものをのものを吹吹吹吹きききき飛飛飛飛ばすばすばすばす。。。。

((((4444)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが配備配備配備配備されるとされるとされるとされると、、、、米軍米軍米軍米軍のののの環境環境環境環境レビューレビューレビューレビューによるとによるとによるとによると普天間基地周辺普天間基地周辺普天間基地周辺普天間基地周辺、、、、伊江島伊江島伊江島伊江島、、、、高江高江高江高江
のののの訓練場訓練場訓練場訓練場ではではではでは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの飛行回数飛行回数飛行回数飛行回数からどれだけのからどれだけのからどれだけのからどれだけの飛行回数飛行回数飛行回数飛行回数にににに増加増加増加増加するのかするのかするのかするのか。。。。

((((5555)))) 高度高度高度高度60606060メートルメートルメートルメートルのののの訓練訓練訓練訓練をををを行行行行うとあるがうとあるがうとあるがうとあるが、、、、どこでどこでどこでどこで行行行行うのかうのかうのかうのか、、、、北部訓練場北部訓練場北部訓練場北部訓練場ではではではでは高度高度高度高度15151515メートルメートルメートルメートルでででで
のののの飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練をををを行行行行うとしているがうとしているがうとしているがうとしているが、、、、住民住民住民住民のののの生活生活生活生活とととと世界遺産候補世界遺産候補世界遺産候補世界遺産候補のののの自然環境自然環境自然環境自然環境がががが破壊破壊破壊破壊されるのされるのされるのされるの
ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((6666)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの墜落墜落墜落墜落はははは人為的人為的人為的人為的ミスミスミスミスとととと片片片片づけられているがづけられているがづけられているがづけられているが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄にににに配備配備配備配備されるされるされるされる海兵隊員海兵隊員海兵隊員海兵隊員はははは、、、、ほとほとほとほと
んどがんどがんどがんどが新兵新兵新兵新兵やややや訓練度訓練度訓練度訓練度のののの未熟未熟未熟未熟なななな兵隊兵隊兵隊兵隊がががが訓練訓練訓練訓練するためにするためにするためにするために配置配置配置配置されたされたされたされた兵隊兵隊兵隊兵隊ではないのかではないのかではないのかではないのか。。。。沖沖沖沖
縄縄縄縄でででで訓練訓練訓練訓練するするするする海兵隊員海兵隊員海兵隊員海兵隊員のののの飛行時間飛行時間飛行時間飛行時間ごとのごとのごとのごとの実態実態実態実態をををを問問問問うううう。。。。

((((7777)))) 高江高江高江高江ののののヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッドははははオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの訓練訓練訓練訓練のためとはっきりしたのためとはっきりしたのためとはっきりしたのためとはっきりした以上以上以上以上、、、、建設中止建設中止建設中止建設中止をををを申申申申しししし入入入入れるべれるべれるべれるべ
きであるきであるきであるきである。。。。またまたまたまた、、、、高江高江高江高江であろうとどこであろうとであろうとどこであろうとであろうとどこであろうとであろうとどこであろうとオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練はははは認認認認めるべきではなめるべきではなめるべきではなめるべきではな
いいいい。。。。

4444 世界一危険世界一危険世界一危険世界一危険なななな普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地はははは早期早期早期早期、、、、閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去せよというのがせよというのがせよというのがせよというのが県民県民県民県民のののの総意総意総意総意であるであるであるである。。。。
　　　　国国国国はははは辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設のののの環境影響補正評価書環境影響補正評価書環境影響補正評価書環境影響補正評価書をををを年内年内年内年内にににに県県県県にににに送付送付送付送付しししし、、、、そのそのそのその後後後後、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて
認可申請認可申請認可申請認可申請がががが提出提出提出提出するとするとするとすると思思思思うがうがうがうが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応とととと問問問問うううう。。。。知事知事知事知事はははは、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てはてはてはては認可認可認可認可しないときっぱりとしないときっぱりとしないときっぱりとしないときっぱりと
明言明言明言明言すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

5555 日米安保条約日米安保条約日米安保条約日米安保条約をやめてをやめてをやめてをやめて、、、、日米平和友好条約日米平和友好条約日米平和友好条約日米平和友好条約へへへへ切切切切りかえることをりかえることをりかえることをりかえることを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて
　　　　米軍米軍米軍米軍ははははオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備配備配備配備についてについてについてについて、「、「、「、「安保条約上安保条約上安保条約上安保条約上のののの権利権利権利権利」」」」とととと述述述述べべべべ、、、、野田首相野田首相野田首相野田首相はははは「「「「アメリカアメリカアメリカアメリカにににに
どうのこうのとどうのこうのとどうのこうのとどうのこうのと言言言言えないえないえないえない」」」」とととと述述述述べたべたべたべた。。。。安保条約上安保条約上安保条約上安保条約上のののの権利権利権利権利とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。日本政府日本政府日本政府日本政府がどうのこうのとがどうのこうのとがどうのこうのとがどうのこうのと言言言言
えないえないえないえない理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。
　　　　日米安保条約日米安保条約日米安保条約日米安保条約によってによってによってによって、、、、米軍米軍米軍米軍がががが日本全土日本全土日本全土日本全土にににに基地基地基地基地をををを置置置置きききき、、、、そのそのそのその基地基地基地基地をををを自由自由自由自由にににに使用使用使用使用しししし、、、、米兵米兵米兵米兵
がががが犯罪犯罪犯罪犯罪をををを犯犯犯犯してもしてもしてもしても日本日本日本日本のののの法律法律法律法律ではではではでは罰罰罰罰せられないせられないせられないせられない、、、、従属的従属的従属的従属的なものになっているなものになっているなものになっているなものになっている。。。。オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの
強行配備強行配備強行配備強行配備もももも安保安保安保安保があるからではないのかがあるからではないのかがあるからではないのかがあるからではないのか。。。。安保条約安保条約安保条約安保条約をなくしてをなくしてをなくしてをなくして平和友好条約平和友好条約平和友好条約平和友好条約にににに切切切切りりりり替替替替えるべえるべえるべえるべ
きだというのがきだというのがきだというのがきだというのが県民県民県民県民のののの大大大大きなきなきなきな願願願願いになっているがいになっているがいになっているがいになっているが、、、、知事知事知事知事はははは現状現状現状現状にににに疑問疑問疑問疑問をををを持持持持たないのかたないのかたないのかたないのか、、、、日米日米日米日米
平和友好条約平和友好条約平和友好条約平和友好条約へのへのへのへの切切切切りかえをりかえをりかえをりかえを求求求求めるめるめるめる時期時期時期時期にににに来来来来ているのではないかているのではないかているのではないかているのではないか、、、、見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

6666 尖閣列島問題尖閣列島問題尖閣列島問題尖閣列島問題についてについてについてについて

((((1111)))) 中国国内中国国内中国国内中国国内でのでのでのでの日本人日本人日本人日本人やややや日本企業日本企業日本企業日本企業へのへのへのへの暴力行為暴力行為暴力行為暴力行為がががが発生発生発生発生したがしたがしたがしたが、、、、いかなるいかなるいかなるいかなる理由理由理由理由があろうとがあろうとがあろうとがあろうと暴暴暴暴
力行為力行為力行為力行為はははは絶対絶対絶対絶対にあってはならないにあってはならないにあってはならないにあってはならない。。。。県議会県議会県議会県議会はははは、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府にににに、、、、冷静冷静冷静冷静なななな平和的平和的平和的平和的なななな外交交渉外交交渉外交交渉外交交渉でででで
のののの解決解決解決解決をををを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書をををを採択採択採択採択したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその後後後後のののの事態事態事態事態はははは、、、、そのそのそのその重要性重要性重要性重要性をますますをますますをますますをますます明明明明らかにらかにらかにらかに
しているしているしているしている。。。。県知事県知事県知事県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)))) 与那国島与那国島与那国島与那国島へのへのへのへの自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備はははは、、、、日中間日中間日中間日中間でのでのでのでの緊張緊張緊張緊張をますますをますますをますますをますます高高高高めるめるめるめる事態事態事態事態になることはになることはになることはになることは明明明明らからからからか
であるであるであるである。。。。県県県県としてとしてとしてとして配備配備配備配備のののの中止中止中止中止をををを求求求求めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。

7777 民主党政権民主党政権民主党政権民主党政権のののの異常異常異常異常ななななアメリカアメリカアメリカアメリカ言言言言いなりいなりいなりいなり、、、、財界財界財界財界・・・・大企業言大企業言大企業言大企業言いなりのいなりのいなりのいなりの政治政治政治政治についてについてについてについて
　　　　沖縄沖縄沖縄沖縄とととと日本日本日本日本のののの農業農業農業農業をををを初初初初めめめめ経済経済経済経済ををををアメリカアメリカアメリカアメリカにににに売売売売りりりり渡渡渡渡すすすすＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ参加参加参加参加、、、、福島原発事故福島原発事故福島原発事故福島原発事故でででで国民国民国民国民のののの圧圧圧圧
倒的多数倒的多数倒的多数倒的多数がががが原発原発原発原発ゼロゼロゼロゼロをををを求求求求めているのにめているのにめているのにめているのに原発再稼働原発再稼働原発再稼働原発再稼働・・・・推進推進推進推進、、、、国民国民国民国民のののの多多多多くがくがくがくが反対反対反対反対しているのにしているのにしているのにしているのに
財界財界財界財界・・・・大企業大企業大企業大企業のののの求求求求めにめにめにめに応応応応じてじてじてじて消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税をををを強行強行強行強行、、、、そしてそしてそしてそして、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備強行配備強行配備強行配備強行。。。。全全全全てててて、、、、アメアメアメアメ
リカリカリカリカ、、、、財界財界財界財界・・・・大企業言大企業言大企業言大企業言いなりではないかいなりではないかいなりではないかいなりではないか。。。。
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8888 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金はははは、、、、県民県民県民県民のののの生活生活生活生活とととと福祉福祉福祉福祉のののの実態実態実態実態にににに即即即即しししし、、、、そのそのそのその苦難苦難苦難苦難をををを軽減軽減軽減軽減することにすることにすることにすることに使使使使えるようにすえるようにすえるようにすえるようにす
べきではないかべきではないかべきではないかべきではないか。。。。

9999 子供子供子供子供のののの医療費医療費医療費医療費のののの入院費無料化入院費無料化入院費無料化入院費無料化がががが10101010月月月月１１１１日日日日からからからから始始始始まるがまるがまるがまるが、、、、通院費通院費通院費通院費もももも中学校中学校中学校中学校までまでまでまで広広広広げることとげることとげることとげることと、、、、
窓口無料化窓口無料化窓口無料化窓口無料化もももも早期早期早期早期にににに実施実施実施実施すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

10101010 高高高高すぎるすぎるすぎるすぎる国保税国保税国保税国保税をををを引引引引きききき下下下下げるためにげるためにげるためにげるために、、、、県県県県としてとしてとしてとして市町村市町村市町村市町村をををを支援支援支援支援すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

11111111 全国平均全国平均全国平均全国平均にににに２２２２万戸万戸万戸万戸もももも不足不足不足不足しているしているしているしている、、、、公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅のののの建設計画建設計画建設計画建設計画についてについてについてについて

12121212 先日先日先日先日もももも津波警報津波警報津波警報津波警報がががが発令発令発令発令されされされされ、、、、最大級最大級最大級最大級のののの台風台風台風台風がががが連続連続連続連続してしてしてして沖縄沖縄沖縄沖縄をををを通過通過通過通過したしたしたした。。。。防災防災防災防災のののの先頭先頭先頭先頭にににに立立立立つつつつ
べきべきべきべき消防士消防士消防士消防士がががが全国全国全国全国のののの53535353％％％％というというというという状況状況状況状況をををを解消解消解消解消するするするする県県県県のののの計画計画計画計画についてについてについてについて

13131313 学校学校学校学校でのいじめによるでのいじめによるでのいじめによるでのいじめによる自殺問題自殺問題自殺問題自殺問題がががが繰繰繰繰りりりり返返返返されているされているされているされている。。。。学校学校学校学校やややや校長校長校長校長のののの評価制度評価制度評価制度評価制度がいじめをがいじめをがいじめをがいじめを隠隠隠隠
蔽蔽蔽蔽するするするする体質体質体質体質をつくっているのではないかをつくっているのではないかをつくっているのではないかをつくっているのではないか。。。。人間人間人間人間としてのとしてのとしてのとしての全人格的全人格的全人格的全人格的なななな成長成長成長成長をををを図図図図るというるというるというるという教育本教育本教育本教育本
来来来来のののの目標目標目標目標からからからから、、、、テストテストテストテストのののの成績成績成績成績だけがだけがだけがだけが重視重視重視重視されるされるされるされる競争教育競争教育競争教育競争教育になっているのではないかになっているのではないかになっているのではないかになっているのではないか。。。。県県県県としとしとしとし
てのてのてのての対応対応対応対応をををを問問問問うううう。。。。

14141414 県立病院県立病院県立病院県立病院はははは、、、、このこのこのこの間間間間のののの努力努力努力努力でででで経営経営経営経営がががが大幅大幅大幅大幅にににに改善改善改善改善しているしているしているしている。。。。医師医師医師医師、、、、看護師看護師看護師看護師のののの確保確保確保確保をさらにをさらにをさらにをさらに強強強強
化化化化してしてしてして、、、、県民県民県民県民のののの命命命命、、、、健康健康健康健康、、、、医療医療医療医療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立病院県立病院県立病院県立病院としてとしてとしてとして存続存続存続存続させるべきであるさせるべきであるさせるべきであるさせるべきである。。。。独立行独立行独立行独立行
政法人化政法人化政法人化政法人化はははは断念断念断念断念すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

15151515 台風台風台風台風15151515号号号号、、、、16161616号号号号のののの被害被害被害被害のののの状況状況状況状況とととと県県県県のののの対応対応対応対応をををを問問問問うううう。。。。特特特特にににに、、、、去年去年去年去年までのまでのまでのまでの台風災害台風災害台風災害台風災害のののの教訓教訓教訓教訓をををを生生生生かかかか
してどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのような対策対策対策対策をとったかをとったかをとったかをとったか。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、被害被害被害被害をををを減少減少減少減少させることができたかどうかさせることができたかどうかさせることができたかどうかさせることができたかどうか。。。。

16161616 識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル問題問題問題問題などなどなどなど不正不正不正不正、、、、不適正事業執行不適正事業執行不適正事業執行不適正事業執行をなくすことについてをなくすことについてをなくすことについてをなくすことについて

((((1111)))) 県議会県議会県議会県議会はははは、、、、先先先先のののの議会議会議会議会でででで、、、、識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル問題問題問題問題のののの解明及解明及解明及解明及びびびび再発防止策再発防止策再発防止策再発防止策がまだがまだがまだがまだ不十分不十分不十分不十分だとしだとしだとしだとし
てててて、、、、百条調査委員会百条調査委員会百条調査委員会百条調査委員会をををを設置設置設置設置するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、知事知事知事知事のののの減給処分減給処分減給処分減給処分のののの議案議案議案議案もももも継続審議継続審議継続審議継続審議にしたにしたにしたにした。。。。県県県県
警察警察警察警察もももも捜査捜査捜査捜査にににに着手着手着手着手したしたしたした。。。。知事知事知事知事のののの認識認識認識認識とととと対応対応対応対応をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 過度過度過度過度のののの人減人減人減人減らしによりらしによりらしによりらしにより、、、、県県県県のののの経理実務経理実務経理実務経理実務、、、、検査業務検査業務検査業務検査業務などのなどのなどのなどの部署部署部署部署、、、、人材人材人材人材がががが削削削削られたられたられたられた結果結果結果結果ではではではでは
ないかないかないかないか。。。。県県県県はははは、、、、組織体制組織体制組織体制組織体制のののの見直見直見直見直しでしでしでしで、、、、内部牽制体制内部牽制体制内部牽制体制内部牽制体制のののの強化強化強化強化をををを行行行行うとのことだがうとのことだがうとのことだがうとのことだが、、、、見解見解見解見解をををを問問問問
うううう。。。。


