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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25252525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01010101    日日日日((((金金金金))))
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 38383838分分分分 翁長翁長翁長翁長　　　　政俊政俊政俊政俊（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

ｱｱｱｱ 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島のののの国有化後国有化後国有化後国有化後、、、、中国公船中国公船中国公船中国公船のののの領海侵犯領海侵犯領海侵犯領海侵犯、、、、航空機航空機航空機航空機のののの領空侵入領空侵入領空侵入領空侵入とととと対日圧力対日圧力対日圧力対日圧力ををををエスカエスカエスカエスカ
レートレートレートレートさせているだけでなくさせているだけでなくさせているだけでなくさせているだけでなく、、、、海上自衛隊護衛艦海上自衛隊護衛艦海上自衛隊護衛艦海上自衛隊護衛艦にににに対対対対するするするする「「「「射撃用管制射撃用管制射撃用管制射撃用管制レーダーレーダーレーダーレーダー」」」」のののの照照照照
射射射射とととと、、、、一歩間違一歩間違一歩間違一歩間違えばえばえばえば双方双方双方双方がががが武力衝突武力衝突武力衝突武力衝突につながりかねないにつながりかねないにつながりかねないにつながりかねない挑発行為挑発行為挑発行為挑発行為をををを行行行行っているっているっているっている。。。。このよこのよこのよこのよ
うなうなうなうな中国中国中国中国のののの強行姿勢強行姿勢強行姿勢強行姿勢にににに対対対対しししし知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 中国公船中国公船中国公船中国公船がががが日常的日常的日常的日常的にににに領海領海領海領海にににに侵入侵入侵入侵入してくるしてくるしてくるしてくる状況状況状況状況でででで、、、、本県本県本県本県のののの漁船漁船漁船漁船のののの安全確保安全確保安全確保安全確保はどうなってはどうなってはどうなってはどうなって
いるかいるかいるかいるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 日台漁業協議日台漁業協議日台漁業協議日台漁業協議についてについてについてについて、、、、本県漁業者本県漁業者本県漁業者本県漁業者のののの操業操業操業操業のののの安全安全安全安全とととと権利権利権利権利のののの確保確保確保確保をををを最優先最優先最優先最優先とするようとするようとするようとするよう政政政政
府府府府にににに対対対対しししし求求求求めるめるめるめる考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((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についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 与那国島与那国島与那国島与那国島にににに防衛省防衛省防衛省防衛省がががが自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備をををを計画計画計画計画していることにしていることにしていることにしていることに対対対対しししし、、、、町町町町はははは誘致誘致誘致誘致をををを進進進進めているがめているがめているがめているが、、、、
県県県県はこのはこのはこのはこの問題問題問題問題をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考考考考えているかえているかえているかえているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 中国中国中国中国によるによるによるによる尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島へのへのへのへの不法介入不法介入不法介入不法介入、、、、領海侵犯等領海侵犯等領海侵犯等領海侵犯等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中中中中、、、、我我我我がががが国国国国のののの主権主権主権主権をををを
守守守守るためるためるためるため、、、、南西諸島周辺南西諸島周辺南西諸島周辺南西諸島周辺のののの防衛防衛防衛防衛・・・・監視体制監視体制監視体制監視体制のののの強化強化強化強化はははは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、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

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

((((1111)))) 普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相とのとのとのとの会談会談会談会談でででで、、、、仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは県外移設県外移設県外移設県外移設をををを求求求求めたがめたがめたがめたが、、、、安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相はははは、、、、日米合意日米合意日米合意日米合意にににに
沿沿沿沿ってってってって進進進進めることをめることをめることをめることを明確明確明確明確にしたにしたにしたにした。。。。首相首相首相首相はははは、、、、今後信頼関係今後信頼関係今後信頼関係今後信頼関係をををを構築構築構築構築していくとしているがしていくとしているがしていくとしているがしていくとしているが、、、、知知知知
事事事事はどのようにはどのようにはどのようにはどのように対応対応対応対応するかするかするかするか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 政府政府政府政府はははは、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの固定化固定化固定化固定化にににに否定的否定的否定的否定的なななな発言発言発言発言をしているがをしているがをしているがをしているが、、、、政府政府政府政府のののの言言言言うううう固定化固定化固定化固定化はしはしはしはし
ないとはどういうないとはどういうないとはどういうないとはどういう意味意味意味意味かかかか。。。。またまたまたまた、、、、普天間普天間普天間普天間のののの固定化固定化固定化固定化をををを防防防防ぐぐぐぐ観点観点観点観点からからからから知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 防衛省防衛省防衛省防衛省はははは、、、、2013201320132013年度予算年度予算年度予算年度予算でででで普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの老朽化老朽化老朽化老朽化したしたしたした施設施設施設施設のののの補修補修補修補修・・・・整備整備整備整備をををを図図図図るるるる方針方針方針方針
のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、これはこれはこれはこれは普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの固定化固定化固定化固定化をををを念頭念頭念頭念頭にににに置置置置いたいたいたいた措置措置措置措置ではないかではないかではないかではないか、、、、県県県県のののの認識認識認識認識
をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 県内全市町村代表者県内全市町村代表者県内全市町村代表者県内全市町村代表者などのなどのなどのなどの要請団要請団要請団要請団はははは、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場へのへのへのへ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のののの撤回撤回撤回撤回、、、、閉閉閉閉
鎖鎖鎖鎖・・・・撤去及撤去及撤去及撤去及びびびび県内移設断念県内移設断念県内移設断念県内移設断念をををを求求求求めめめめ、、、、政府政府政府政府へのへのへのへの要請要請要請要請をををを行行行行いいいい安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相にににに建白書建白書建白書建白書をををを手渡手渡手渡手渡しししし
たたたた。。。。今回今回今回今回のののの要請行動要請行動要請行動要請行動についてについてについてについて知事知事知事知事のののの思思思思いをいをいをいを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 日米首脳会談後日米首脳会談後日米首脳会談後日米首脳会談後、、、、政府政府政府政府はははは、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに係係係係るるるる公有水面埋立許可申請公有水面埋立許可申請公有水面埋立許可申請公有水面埋立許可申請をををを近近近近くくくく提出提出提出提出するするするする
方針方針方針方針をををを決定決定決定決定したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請にににに対対対対するするするする県県県県のののの基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局がががが名護漁業協同組合名護漁業協同組合名護漁業協同組合名護漁業協同組合にににに対対対対しししし、、、、公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請のののの提出提出提出提出にあわせにあわせにあわせにあわせ、、、、同意同意同意同意をををを
求求求求めるめるめるめる申請書申請書申請書申請書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、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

ｷｷｷｷ 又吉公室長又吉公室長又吉公室長又吉公室長はははは、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの県外移設県外移設県外移設県外移設をををを訴訴訴訴えるためえるためえるためえるため訪米訪米訪米訪米しししし、、、、米政府高官米政府高官米政府高官米政府高官にににに直訴直訴直訴直訴しししし
たたたた。。。。高官高官高官高官とのとのとのとの会談会談会談会談のののの内容内容内容内容とととと反応反応反応反応についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｸｸｸｸ 嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの基地基地基地基地のののの返還返還返還返還についてはについてはについてはについては、、、、先行返還先行返還先行返還先行返還がががが合意合意合意合意されながらされながらされながらされながら見通見通見通見通しがしがしがしが立立立立っていなっていなっていなっていな
いことからいことからいことからいことから、、、、県県県県がががが返還返還返還返還アクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムのののの策定策定策定策定をををを国国国国にににに求求求求めてはどうかめてはどうかめてはどうかめてはどうか。。。。またまたまたまた、、、、米国防費米国防費米国防費米国防費
のののの削減問題削減問題削減問題削減問題ででででグアムグアムグアムグアム移転移転移転移転がががが頓挫頓挫頓挫頓挫すればすればすればすれば返還計画自体返還計画自体返還計画自体返還計画自体もももも白紙白紙白紙白紙になりかねないとになりかねないとになりかねないとになりかねないと思思思思われるわれるわれるわれる
がががが、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 米兵米兵米兵米兵によるによるによるによる事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故についてについてについてについて
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ｱｱｱｱ 警察庁警察庁警察庁警察庁のののの統計資料統計資料統計資料統計資料でででで1996199619961996年以降年以降年以降年以降にににに発生発生発生発生したしたしたした米兵米兵米兵米兵によるによるによるによる凶悪犯罪事件凶悪犯罪事件凶悪犯罪事件凶悪犯罪事件でででで、、、、逮捕逮捕逮捕逮捕せずせずせずせず身身身身
柄不拘束柄不拘束柄不拘束柄不拘束でででで事件処理事件処理事件処理事件処理されたされたされたされた件数件数件数件数がががが約半数約半数約半数約半数もありもありもありもあり、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち強姦強姦強姦強姦ではではではでは85858585....7777％％％％がががが不拘束不拘束不拘束不拘束
だったようだがだったようだがだったようだがだったようだが、、、、このこのこのこの状況状況状況状況についてについてについてについて県県県県はどうはどうはどうはどう考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定ではではではでは、、、、凶悪犯罪凶悪犯罪凶悪犯罪凶悪犯罪についてはについてはについてはについては起訴前起訴前起訴前起訴前のののの身柄引身柄引身柄引身柄引きききき渡渡渡渡しがしがしがしが可能可能可能可能とするとするとするとする運用改運用改運用改運用改
善善善善がなされたががなされたががなされたががなされたが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような理由理由理由理由でででで不拘束不拘束不拘束不拘束となったのかとなったのかとなったのかとなったのか。。。。またまたまたまた、、、、運用改善運用改善運用改善運用改善がががが守守守守られていなられていなられていなられていな
いいいい状況状況状況状況ではではではでは地位協定地位協定地位協定地位協定のののの抜本的見直抜本的見直抜本的見直抜本的見直しがしがしがし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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 米軍米軍米軍米軍のののの夜間外出禁止令夜間外出禁止令夜間外出禁止令夜間外出禁止令がががが出出出出されているされているされているされている中中中中、、、、米兵米兵米兵米兵によるによるによるによる飲酒絡飲酒絡飲酒絡飲酒絡みのみのみのみの事件事件事件事件がががが後後後後をををを絶絶絶絶たないたないたないたない
状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。県県県県はははは、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに対対対対するこれまでのするこれまでのするこれまでのするこれまでの要請方法要請方法要請方法要請方法をををを再検討再検討再検討再検討するべきではなするべきではなするべきではなするべきではな
いかいかいかいか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 米軍米軍米軍米軍がががが嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地などへなどへなどへなどへ配備配備配備配備をををを検討検討検討検討しているとしているとしているとしていると言言言言われるわれるわれるわれる最新鋭最新鋭最新鋭最新鋭ステルスステルスステルスステルス戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機ＦＦＦＦ35353535にににに
ついてついてついてついて、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府のののの言言言言うううう負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減にににに反反反反しししし騒音被害騒音被害騒音被害騒音被害がががが激化激化激化激化するおそれがあるするおそれがあるするおそれがあるするおそれがある。。。。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たいいたいいたいいたい。。。。

3333 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)))) 観光客観光客観光客観光客1000100010001000万人誘致万人誘致万人誘致万人誘致、、、、特特特特にににに海外海外海外海外からのからのからのからの観光客観光客観光客観光客をををを呼呼呼呼びびびび込込込込むためのむためのむためのむための戦略戦略戦略戦略とととと沖縄独特沖縄独特沖縄独特沖縄独特のののの伝統伝統伝統伝統
芸能芸能芸能芸能をををを生生生生かしたかしたかしたかした新新新新たなたなたなたな観光観光観光観光メニューメニューメニューメニュー開発開発開発開発のののの必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) クルーズクルーズクルーズクルーズ船船船船のののの寄港寄港寄港寄港がががが過去最多過去最多過去最多過去最多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、、、、県内県内県内県内へのへのへのへの滞在時間滞在時間滞在時間滞在時間のののの短短短短さがさがさがさが指摘指摘指摘指摘されていされていされていされてい
るるるる。。。。2012201220122012年年年年のののの寄港状況寄港状況寄港状況寄港状況とととと滞在時間滞在時間滞在時間滞在時間、、、、１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの平均消費額平均消費額平均消費額平均消費額についてについてについてについて、、、、またまたまたまた、、、、滞在時間滞在時間滞在時間滞在時間をををを
延延延延ばすばすばすばす方策方策方策方策はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 観光庁観光庁観光庁観光庁のののの2012201220122012年上期年上期年上期年上期のののの国内旅行国内旅行国内旅行国内旅行にににに関関関関するするするする調査調査調査調査によればによればによればによれば、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの旅行旅行旅行旅行をををを大変満足大変満足大変満足大変満足としとしとしとし
たたたた人人人人はははは全国全国全国全国１１１１位位位位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、、、、一方一方一方一方でででで再来訪再来訪再来訪再来訪をををを望望望望まないがまないがまないがまないが全国全国全国全国でででで最最最最もももも高高高高くなっているくなっているくなっているくなっている。。。。
そのそのそのその要因要因要因要因についてについてについてについ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分析分析分析分析しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 離島離島離島離島・・・・過疎地域過疎地域過疎地域過疎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

((((1111)))) 県教育庁県教育庁県教育庁県教育庁はははは、、、、離島児童離島児童離島児童離島児童・・・・生徒支援生徒支援生徒支援生徒支援センターセンターセンターセンター（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの建設方針建設方針建設方針建設方針をををを固固固固めたようだがめたようだがめたようだがめたようだが、、、、建設場建設場建設場建設場
所所所所、、、、予算規模予算規模予算規模予算規模、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ定員定員定員定員、、、、建設建設建設建設スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール等等等等、、、、またまたまたまた、、、、今後今後今後今後クリアクリアクリアクリアすべきすべきすべきすべき課題等課題等課題等課題等につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業についてについてについてについて、、、、本島本島本島本島のようなのようなのようなのような広域処理広域処理広域処理広域処理がががが難難難難しいことからしいことからしいことからしいことから構造的構造的構造的構造的ににににコスコスコスコス
トトトト高高高高とならざるをとならざるをとならざるをとならざるを得得得得ないないないない。。。。一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用したしたしたした対策対策対策対策がががが取取取取れないかれないかれないかれないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける港湾港湾港湾港湾のののの整備整備整備整備とととと島内島内島内島内をををを運行運行運行運行するするするするバスバスバスバスのののの不採算路線不採算路線不採算路線不採算路線についてについてについてについて、、、、離島住民離島住民離島住民離島住民のののの生生生生
活環境活環境活環境活環境のののの改善改善改善改善をををを図図図図るるるる観点観点観点観点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対策対策対策対策がががが取取取取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。。。。

((((4444)))) 文科省文科省文科省文科省はははは、、、、離島出身高校生離島出身高校生離島出身高校生離島出身高校生をををを対象対象対象対象とするとするとするとする離島高校生修学支援事業離島高校生修学支援事業離島高校生修学支援事業離島高校生修学支援事業のののの拡充拡充拡充拡充をををを検討検討検討検討していしていしていしてい
るようだがるようだがるようだがるようだが、、、、支援拡充支援拡充支援拡充支援拡充のののの内容内容内容内容とととと本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける対象市町村対象市町村対象市町村対象市町村・・・・生徒数生徒数生徒数生徒数についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院のののの建建建建てかえについててかえについててかえについててかえについて、、、、地元地元地元地元はははは旧石垣空港跡地旧石垣空港跡地旧石垣空港跡地旧石垣空港跡地へのへのへのへの新築移転新築移転新築移転新築移転をををを求求求求めていめていめていめてい
るがるがるがるが、、、、県県県県のののの計画計画計画計画のののの中中中中にににに同跡地同跡地同跡地同跡地もももも含含含含まれているかまれているかまれているかまれているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 漲水地区複合一貫輸送漲水地区複合一貫輸送漲水地区複合一貫輸送漲水地区複合一貫輸送ターミナルターミナルターミナルターミナル改良事業改良事業改良事業改良事業、、、、本港地区防波堤整備事業本港地区防波堤整備事業本港地区防波堤整備事業本港地区防波堤整備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
費費費費のののの確保確保確保確保とととと工期工期工期工期のののの短縮短縮短縮短縮についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 県営新川団地及県営新川団地及県営新川団地及県営新川団地及びびびび県営真嘉良団地県営真嘉良団地県営真嘉良団地県営真嘉良団地のののの老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進んでおりんでおりんでおりんでおり、、、、地元地元地元地元からからからから建建建建てかえのてかえのてかえのてかえの要請要請要請要請がががが
あるあるあるある。。。。県営団地県営団地県営団地県営団地のののの建建建建てかえにてかえにてかえにてかえに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況とととと、、、、またまたまたまた、、、、石垣市石垣市石垣市石垣市がががが予定予定予定予定しているしているしているしている市営新市営新市営新市営新
川団地川団地川団地川団地のののの建建建建てかえにてかえにてかえにてかえに向向向向けたけたけたけた基本構想基本構想基本構想基本構想とととと連携連携連携連携したしたしたした取取取取りりりり組組組組みができないかみができないかみができないかみができないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 県県県県はははは、、、、離島地区離島地区離島地区離島地区のののの情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤のののの高度化高度化高度化高度化・・・・安定化安定化安定化安定化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、新新新新たにたにたにたに海底光海底光海底光海底光ケーブルケーブルケーブルケーブル
整備整備整備整備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、、、、そのそのそのその内容内容内容内容についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 農林水産業農林水産業農林水産業農林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

((((1111)))) 我我我我がががが国国国国のののの農林漁業農林漁業農林漁業農林漁業はははは、、、、就業人口就業人口就業人口就業人口のののの減少減少減少減少とととと後継者不足後継者不足後継者不足後継者不足でででで高齢化高齢化高齢化高齢化がががが急速急速急速急速にににに進行進行進行進行しているしているしているしている
がががが、、、、政府政府政府政府によるによるによるによる対策対策対策対策はははは十分十分十分十分なななな効果効果効果効果をををを上上上上げているとはげているとはげているとはげているとは言言言言いがたいいがたいいがたいいがたい。。。。本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける対策対策対策対策はどうはどうはどうはどう
なっているかなっているかなっているかなっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 自民党自民党自民党自民党のののの農林部会農林部会農林部会農林部会ででででサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ増産増産増産増産をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした基金創設基金創設基金創設基金創設がががが決定決定決定決定されたがされたがされたがされたが、、、、支援内容支援内容支援内容支援内容とととと
2013201320132013年度年度年度年度ののののサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビ農家農家農家農家のののの手取手取手取手取りりりり額額額額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)))) 久米島久米島久米島久米島でででで実施実施実施実施していたしていたしていたしていたアリモドキゾウムシアリモドキゾウムシアリモドキゾウムシアリモドキゾウムシ根絶事業根絶事業根絶事業根絶事業でででで、、、、そのそのそのその根絶根絶根絶根絶がががが確認確認確認確認されたされたされたされた。。。。地元地元地元地元でででで
はははは、、、、紅芋紅芋紅芋紅芋のののの産地化産地化産地化産地化とととと県外出荷県外出荷県外出荷県外出荷にににに向向向向けさらにけさらにけさらにけさらにイモゾウムシイモゾウムシイモゾウムシイモゾウムシのののの根絶根絶根絶根絶がががが急急急急がれているがれているがれているがれている。。。。県県県県のののの今今今今
後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県がががが策定策定策定策定をををを進進進進めているめているめているめているヤンバルヤンバルヤンバルヤンバル型林業型林業型林業型林業のののの推進推進推進推進についてについてについてについて、、、、そのそのそのその狙狙狙狙いといといといと対象地域対象地域対象地域対象地域、、、、事業効果事業効果事業効果事業効果
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をどのようにをどのようにをどのようにをどのように描描描描いているかいているかいているかいているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) さきのさきのさきのさきの日米首脳会談日米首脳会談日米首脳会談日米首脳会談でででで全全全全てのてのてのての関税関税関税関税をををを撤廃撤廃撤廃撤廃せずせずせずせず例外品目例外品目例外品目例外品目をををを認認認認めるめるめるめる配慮配慮配慮配慮でででで合意合意合意合意されたことされたことされたことされたこと
でででで、、、、日本日本日本日本ののののＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉参加交渉参加交渉参加交渉参加がががが現実的現実的現実的現実的なものとなったがなものとなったがなものとなったがなものとなったが、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 本県本県本県本県マグロマグロマグロマグロ漁船漁船漁船漁船のののの航海及航海及航海及航海及びびびび安全確保安全確保安全確保安全確保のためののためののためののための機器等機器等機器等機器等のののの導入導入導入導入にににに対対対対するするするする補助等補助等補助等補助等のののの支援支援支援支援にににに
ついてついてついてついて、、、、県県県県のののの方針方針方針方針をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 各種公共施設各種公共施設各種公共施設各種公共施設のののの整備促進整備促進整備促進整備促進についてについてについてについて

((((1111)))) 防災上防災上防災上防災上やややや災害対策上災害対策上災害対策上災害対策上、、、、老朽化等老朽化等老朽化等老朽化等によるによるによるによる建建建建てかえやてかえやてかえやてかえや新規建設新規建設新規建設新規建設がががが必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等
についてについてについてについて、、、、防災基盤防災基盤防災基盤防災基盤やややや生活基盤生活基盤生活基盤生活基盤のののの整備整備整備整備のののの観点観点観点観点からからからから県県県県のののの整備計画整備計画整備計画整備計画をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 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実施計画実施計画実施計画実施計画のののの施策施策施策施策としてとしてとしてとして電線地中化電線地中化電線地中化電線地中化をををを掲掲掲掲げげげげ５５５５年後年後年後年後・・・・10101010年後年後年後年後のののの成果目標成果目標成果目標成果目標もももも示示示示
しているしているしているしている。。。。実施地域実施地域実施地域実施地域やややや事業展開事業展開事業展開事業展開などなどなどなど具体的計画具体的計画具体的計画具体的計画についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 国国国国のののの技術指針技術指針技術指針技術指針にににに合合合合っていないつりっていないつりっていないつりっていないつり天井式天井式天井式天井式のののの体育館体育館体育館体育館やややや劇場劇場劇場劇場などについてなどについてなどについてなどについて、、、、大規模地震大規模地震大規模地震大規模地震でででで
落下落下落下落下のののの危険性危険性危険性危険性がががが指摘指摘指摘指摘されているがされているがされているがされているが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける状況状況状況状況とととと実施実施実施実施しているしているしているしている対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 米軍発注工事参入支援可能性調査米軍発注工事参入支援可能性調査米軍発注工事参入支援可能性調査米軍発注工事参入支援可能性調査のののの進展状況進展状況進展状況進展状況、、、、ボンドボンドボンドボンド枠枠枠枠のののの確保確保確保確保にににに対対対対するするするする支援策支援策支援策支援策とそのとそのとそのとその
実施方策実施方策実施方策実施方策についてについてについてについて県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 県総合運動公園県総合運動公園県総合運動公園県総合運動公園プロサッカースタジアムプロサッカースタジアムプロサッカースタジアムプロサッカースタジアム整備事業整備事業整備事業整備事業についてについてについてについて、、、、進進進進状況状況状況状況とととと完成時期完成時期完成時期完成時期についについについについ
てててて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 空手道会館空手道会館空手道会館空手道会館（（（（仮称仮称仮称仮称））））建設建設建設建設にににに向向向向けけけけ調査調査調査調査をををを実施実施実施実施するなどするなどするなどするなど具体的具体的具体的具体的にににに動動動動きききき出出出出したがしたがしたがしたが、、、、建設場所建設場所建設場所建設場所やややや
運営計画等基本的運営計画等基本的運営計画等基本的運営計画等基本的なななな考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 県県県県はははは、、、、那覇空港内那覇空港内那覇空港内那覇空港内にににに航空機航空機航空機航空機のののの整備基地整備基地整備基地整備基地をををを建設建設建設建設するためのするためのするためのするための調査費調査費調査費調査費をををを計上計上計上計上しているがしているがしているがしているが、、、、調調調調
査査査査のののの概要概要概要概要とととと県経済県経済県経済県経済やややや雇用雇用雇用雇用、、、、技術人材技術人材技術人材技術人材のののの養成養成養成養成にににに及及及及ぼすぼすぼすぼす波及効果波及効果波及効果波及効果についてについてについてについて県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525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01010101    日日日日((((金金金金))))
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 38383838分分分分 桑江桑江桑江桑江　　　　朝千夫朝千夫朝千夫朝千夫（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度のののの国国国国のののの沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算がががが3001300130013001億円計上億円計上億円計上億円計上されることとなったことについてされることとなったことについてされることとなったことについてされることとなったことについて、、、、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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県のののの平成平成平成平成25252525年度一般会計当初予算年度一般会計当初予算年度一般会計当初予算年度一般会計当初予算はははは総額総額総額総額6988698869886988億円億円億円億円でででで、、、、予算規模予算規模予算規模予算規模はははは５５５５年連続年連続年連続年連続のののの増加増加増加増加とととと
なったがなったがなったがなったが、、、、何何何何をををを重点重点重点重点としたのかとしたのかとしたのかとしたのか、、、、県県県県のののの予算編成予算編成予算編成予算編成にににに当当当当たってのたってのたってのたっての基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 平成平成平成平成25252525年度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算のののの特徴特徴特徴特徴はははは何何何何かかかか、、、、主主主主なななな事業事業事業事業についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金のののの導入導入導入導入からからからから２２２２年目年目年目年目をををを迎迎迎迎えるがえるがえるがえるが、、、、初年度初年度初年度初年度のののの反省反省反省反省・・・・総括総括総括総括をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、
どのようにどのようにどのようにどのように活用活用活用活用しししし、、、、またまたまたまた活用活用活用活用にににに当当当当たってのたってのたってのたっての課題課題課題課題はははは何何何何かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金についてはについてはについてはについては、、、、効果効果効果効果のののの早期発現早期発現早期発現早期発現がががが求求求求められるがめられるがめられるがめられるが、、、、平成平成平成平成24242424年度年度年度年度のののの
執行執行執行執行のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 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事業滑走路増設事業滑走路増設事業滑走路増設事業がががが確保確保確保確保されされされされ、、、、工期工期工期工期のののの短縮短縮短縮短縮もももも認認認認められためられためられためられた。。。。一方一方一方一方でででで、、、、地元企業地元企業地元企業地元企業
へのへのへのへの優先発注優先発注優先発注優先発注にににに懸念懸念懸念懸念もももも示示示示されているされているされているされている。。。。県県県県としてとしてとしてとして地元企業地元企業地元企業地元企業がががが受注受注受注受注できるできるできるできる仕組仕組仕組仕組みづくりをどのみづくりをどのみづくりをどのみづくりをどの
ようにようにようにように図図図図るかるかるかるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設にににに係係係係るるるる今後今後今後今後のののの財源確保財源確保財源確保財源確保についてについてについてについて、、、、政府政府政府政府はははは、、、、平成平成平成平成26262626年度以降年度以降年度以降年度以降はははは予算予算予算予算
編成過程編成過程編成過程編成過程においてにおいてにおいてにおいて関係省庁間関係省庁間関係省庁間関係省庁間でででで可能可能可能可能なななな選択肢選択肢選択肢選択肢をををを幅広幅広幅広幅広くくくく検討検討検討検討しししし、、、、所要所要所要所要のののの財源財源財源財源をををを確保確保確保確保するするするする
としているとしているとしているとしている。。。。このこのこのこの方針方針方針方針についてについてについてについて県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの使用使用使用使用にににに関関関関するするするする調整調整調整調整のののの権限権限権限権限はははは県県県県がががが有有有有するがするがするがするが、、、、県経済県経済県経済県経済のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる振興振興振興振興・・・・活性化活性化活性化活性化
をををを図図図図るるるる観点観点観点観点からからからから、、、、下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港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県県県県のののの基本方針基本方針基本方針基本方針をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((9999)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄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基本計画基本計画基本計画基本計画のののの着実着実着実着実なななな推進推進推進推進のためのためのためのため、、、、施策施策施策施策のののの進進進進状況状況状況状況をををを検証検証検証検証しししし、、、、改善改善改善改善にににに役役役役
立立立立てるてるてるてるＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡサイクルサイクルサイクルサイクルをををを導入導入導入導入するとのことだがするとのことだがするとのことだがするとのことだが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 雇用失業問題雇用失業問題雇用失業問題雇用失業問題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失業率失業率失業率失業率がががが改善改善改善改善しているしているしているしている要因要因要因要因とととと2012201220122012年年年年におけるにおけるにおけるにおける県内高校生及県内高校生及県内高校生及県内高校生及びびびび大学生大学生大学生大学生のののの就職状就職状就職状就職状
況況況況、、、、またまたまたまた、、、、就職就職就職就職もももも進学進学進学進学もしないもしないもしないもしないニートニートニートニート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たいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府はははは、、、、地域若者地域若者地域若者地域若者サポートステーションサポートステーションサポートステーションサポートステーションをををを拡充拡充拡充拡充するとしているがするとしているがするとしているがするとしているが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容とととと、、、、これによりこれによりこれによりこれにより
県内県内県内県内ののののニートニートニートニートなどなどなどなど若者若者若者若者にににに対対対対しどのようなしどのようなしどのようなしどのような支援支援支援支援がなされるかがなされるかがなされるかがなされるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、、、、一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用したしたしたした海外短期海外短期海外短期海外短期インターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ事業事業事業事業をををを開始開始開始開始したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその狙狙狙狙いといといといと事事事事
業内容業内容業内容業内容についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 雇用雇用雇用雇用ののののミスマッチミスマッチミスマッチミスマッチについてについてについてについて、、、、求職者求職者求職者求職者やややや学生学生学生学生のののの専門的専門的専門的専門的なななな技術技術技術技術・・・・技能技能技能技能のののの不足不足不足不足がががが指摘指摘指摘指摘されていされていされていされてい
るがるがるがるが、、、、そのそのそのその解消解消解消解消にににに向向向向けたけたけたけた学校学校学校学校のののの就業意欲向上就業意欲向上就業意欲向上就業意欲向上のののの教育教育教育教育、、、、企業企業企業企業におけるにおけるにおけるにおける人材育成教育人材育成教育人材育成教育人材育成教育、、、、行行行行
政政政政のののの職業教育職業教育職業教育職業教育はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行われているかわれているかわれているかわれているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 県内産業県内産業県内産業県内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

((((1111)))) 本県本県本県本県がががが自立型経済自立型経済自立型経済自立型経済のののの構築構築構築構築をををを目指目指目指目指すすすす上上上上でででで、、、、経済経済経済経済・・・・雇用雇用雇用雇用などなどなどなど県内企業県内企業県内企業県内企業へのへのへのへの波及効果波及効果波及効果波及効果がががが見込見込見込見込
めるめるめるめる企業企業企業企業のののの誘致誘致誘致誘致についてについてについてについて、、、、またまたまたまた、、、、日本日本日本日本のののの製造業製造業製造業製造業のののの海外移転海外移転海外移転海外移転がががが進進進進みみみみ国内国内国内国内のののの空洞化空洞化空洞化空洞化がががが懸念懸念懸念懸念
されているがされているがされているがされているが、、、、そのそのそのその流流流流れをれをれをれを本県本県本県本県へのへのへのへの立地立地立地立地・・・・誘致誘致誘致誘致につなげることについてにつなげることについてにつなげることについてにつなげることについて県県県県のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ
をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 観光観光観光観光にににに続続続続くくくくリーディングリーディングリーディングリーディング産業産業産業産業であるであるであるである情報通信関連産業情報通信関連産業情報通信関連産業情報通信関連産業についてについてについてについて、、、、県県県県のののの目標目標目標目標とするとするとするとする立地立地立地立地・・・・集集集集
積積積積はどのはどのはどのはどの程度進程度進程度進程度進んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ＩＴＩＴＩＴＩＴ津梁津梁津梁津梁パークパークパークパークをををを中核中核中核中核としてとしてとしてとして整備整備整備整備することをすることをすることをすることを踏踏踏踏まえまえまえまえ伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする条例条例条例条例にににに基基基基づきづきづきづき県内企業県内企業県内企業県内企業のののの支援支援支援支援をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、一括交一括交一括交一括交
付金付金付金付金のののの活用活用活用活用をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ新新新新たなたなたなたな施策施策施策施策をどのようにをどのようにをどのようにをどのように展開展開展開展開するかするかするかするか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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((((4444)))) 県内産業県内産業県内産業県内産業のののの育成育成育成育成にはにはにはには、、、、県産品県産品県産品県産品のののの生産生産生産生産・・・・販路販路販路販路のののの拡大拡大拡大拡大がががが重要重要重要重要であるがであるがであるがであるが、、、、そのためにはそのためにはそのためにはそのためには沖縄特沖縄特沖縄特沖縄特
有有有有ののののブランドブランドブランドブランド化化化化したしたしたした県産品県産品県産品県産品のののの開発開発開発開発がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 全国的全国的全国的全国的ににににガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンドガソリンスタンド（（（（給油所給油所給油所給油所））））のののの改修期限改修期限改修期限改修期限のののの到来到来到来到来によりによりによりにより廃業加速廃業加速廃業加速廃業加速がががが懸念懸念懸念懸念されているされているされているされている
がががが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける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いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 伝統工芸産業伝統工芸産業伝統工芸産業伝統工芸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

((((1111)))) 本県特有本県特有本県特有本県特有のののの歴史歴史歴史歴史とととと気候風土気候風土気候風土気候風土のののの中中中中でででで育育育育ったったったった織物織物織物織物、、、、染物染物染物染物、、、、漆器漆器漆器漆器、、、、陶器陶器陶器陶器、、、、琉球琉球琉球琉球ガラスガラスガラスガラス等等等等のののの伝統伝統伝統伝統
工芸製品工芸製品工芸製品工芸製品のののの生産高生産高生産高生産高やややや販売状況販売状況販売状況販売状況とととと、、、、産業産業産業産業としてとしてとしてとして振興振興振興振興していくしていくしていくしていく上上上上でででで基本方針基本方針基本方針基本方針についてについてについてについて伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((2222)))) 海外海外海外海外からのからのからのからの安価安価安価安価なななな類似品類似品類似品類似品のののの流入流入流入流入やややや需要需要需要需要のののの低迷低迷低迷低迷などによりなどによりなどによりなどにより厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にあるにあるにあるにある産地産地産地産地のののの現状現状現状現状とととと
課題等課題等課題等課題等についてについてについてについて、、、、またまたまたまた、、、、本島各地域本島各地域本島各地域本島各地域やややや離島離島離島離島にににに点在点在点在点在しているしているしているしている伝統工芸製品伝統工芸製品伝統工芸製品伝統工芸製品をををを地域資源地域資源地域資源地域資源としとしとしとし
てててて活用活用活用活用しししし、、、、地域産業地域産業地域産業地域産業としてのとしてのとしてのとしての振興振興振興振興をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図ってきたかってきたかってきたかってきたか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 消費者消費者消費者消費者ののののニーズニーズニーズニーズのののの多様化多様化多様化多様化にににに対応対応対応対応したしたしたした新新新新たなたなたなたな商品開発商品開発商品開発商品開発やややや後継者育成等後継者育成等後継者育成等後継者育成等のののの対策対策対策対策とととと産地指導産地指導産地指導産地指導
のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県はははは、、、、伝統工芸伝統工芸伝統工芸伝統工芸にににに従事従事従事従事するするするする人材人材人材人材のののの育成育成育成育成やややや製品製品製品製品のののの生産生産生産生産・・・・販売販売販売販売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拠点施設拠点施設拠点施設拠点施設
のののの創設創設創設創設をををを検討検討検討検討しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、計画計画計画計画のののの概要概要概要概要とととと産地産地産地産地とのとのとのとの連携連携連携連携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)))) 三線三線三線三線がががが県県県県のののの伝統工芸製品伝統工芸製品伝統工芸製品伝統工芸製品としてとしてとしてとして、、、、純県産純県産純県産純県産としてのとしてのとしてのとしての技法技法技法技法のののの継承継承継承継承とととと育成育成育成育成をいかにをいかにをいかにをいかに図図図図っていくっていくっていくっていく
かかかか、、、、またまたまたまた、、、、産業産業産業産業としていかにとしていかにとしていかにとしていかに育成育成育成育成・・・・振興振興振興振興をををを図図図図っていくかっていくかっていくかっていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道のののの導入導入導入導入についてについてについてについて

((((1111)))) 次年度予算次年度予算次年度予算次年度予算でででで鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道のののの導入導入導入導入にににに向向向向けたけたけたけた課題検討基礎調査課題検討基礎調査課題検討基礎調査課題検討基礎調査のののの費用費用費用費用がががが確保確保確保確保されたがされたがされたがされたが、、、、今後今後今後今後のののの
事業展開事業展開事業展開事業展開においてにおいてにおいてにおいて、、、、運営主体運営主体運営主体運営主体にににに関関関関しししし特例的特例的特例的特例的なななな制度制度制度制度のののの創設創設創設創設がががが不可欠不可欠不可欠不可欠でででで、、、、国国国国のののの主体的主体的主体的主体的なかなかなかなか
かわりがかわりがかわりがかわりが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 国国国国はははは、、、、沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針沖縄振興基本方針でででで調査検討調査検討調査検討調査検討をををを進進進進めめめめ、、、、そのそのそのその結果結果結果結果をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ一定一定一定一定のののの方向方向方向方向をををを取取取取りまとめりまとめりまとめりまとめ
るとしているがるとしているがるとしているがるとしているが、、、、本県本県本県本県はははは、、、、戦後処理戦後処理戦後処理戦後処理のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして国国国国がががが主体的主体的主体的主体的にににに事業化事業化事業化事業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ようむようむようむよう
求求求求めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 自立経済自立経済自立経済自立経済をををを目指目指目指目指すすすす本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて、、、、基幹的基幹的基幹的基幹的ななな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ののの構築構築構築構築はははは不可欠不可欠不可欠不可欠であるであるであるである
がががが、、、、そのそのそのその中中中中でででで鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道のののの導入導入導入導入をどのようにをどのようにをどのようにをどのように位置位置位置位置づけるかづけるかづけるかづけるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 2019201920192019年開業年開業年開業年開業をををを目指目指目指目指すすすす都市都市都市都市モノレールモノレールモノレールモノレールのののの浦添市浦添市浦添市浦添市へのへのへのへの延長事業延長事業延長事業延長事業のののの進進進進状況状況状況状況とととと本格的本格的本格的本格的なななな工事工事工事工事
着手時期着手時期着手時期着手時期、、、、県県県県やややや浦添市浦添市浦添市浦添市、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの役割分担役割分担役割分担役割分担についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 中城湾港泡瀬地区埋中城湾港泡瀬地区埋中城湾港泡瀬地区埋中城湾港泡瀬地区埋めめめめ立立立立てててて・・・・東部開発事業東部開発事業東部開発事業東部開発事業についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄総合事務局沖縄総合事務局沖縄総合事務局沖縄総合事務局はははは、、、、泡瀬沖合埋立事業泡瀬沖合埋立事業泡瀬沖合埋立事業泡瀬沖合埋立事業をををを再開再開再開再開したがしたがしたがしたが、、、、本年度本年度本年度本年度のののの事業内容事業内容事業内容事業内容とととと次年度以降次年度以降次年度以降次年度以降
予定予定予定予定されているされているされているされている事業事業事業事業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)))) 泡瀬沖合埋立工事泡瀬沖合埋立工事泡瀬沖合埋立工事泡瀬沖合埋立工事によるによるによるによるサンゴサンゴサンゴサンゴへのへのへのへ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、、、、防止策防止策防止策防止策とととと影響影響影響影響のののの程度程度程度程度、、、、またまたまたまた、、、、将来回将来回将来回将来回
復復復復がががが可能可能可能可能であるかであるかであるかであるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 計画変更計画変更計画変更計画変更でででで埋立面積埋立面積埋立面積埋立面積をををを約半分約半分約半分約半分にしたことによりにしたことによりにしたことによりにしたことにより干潟干潟干潟干潟のののの98989898％％％％がががが残残残残りりりり、、、、干潟干潟干潟干潟へのへのへのへの影響影響影響影響はははは約約約約
２２２２％％％％程度程度程度程度とととと環境環境環境環境へのへのへのへの影響影響影響影響はははは大幅大幅大幅大幅にににに軽減軽減軽減軽減されているされているされているされている。。。。干潟干潟干潟干潟がががが全全全全てててて埋埋埋埋めめめめ立立立立てられるとのてられるとのてられるとのてられるとの誤解誤解誤解誤解
をををを解消解消解消解消すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。県県県県・・・・市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 中城湾港新港地区中城湾港新港地区中城湾港新港地区中城湾港新港地区へのへのへのへの定期航路定期航路定期航路定期航路のののの確保確保確保確保とととと定期船定期船定期船定期船のののの就航就航就航就航にににに関関関関しししし、、、、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そのとそのとそのとその可可可可
能性能性能性能性についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 地域振興地域振興地域振興地域振興についてについてについてについて

((((1111)))) 地域商店街地域商店街地域商店街地域商店街のののの空洞化解消空洞化解消空洞化解消空洞化解消にににに向向向向けたけたけたけた県県県県やややや関係市町村関係市町村関係市町村関係市町村のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めているめているめているめている中中中中、、、、なかななかななかななかな
かかかか効果効果効果効果があらわれないがあらわれないがあらわれないがあらわれない要因要因要因要因とととと、、、、一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用したしたしたした新新新新たなたなたなたな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県県県県のののの考考考考ええええ
をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 国際通国際通国際通国際通りなどりなどりなどりなど地域商店街地域商店街地域商店街地域商店街でにぎわいをでにぎわいをでにぎわいをでにぎわいを見見見見せているところはせているところはせているところはせているところは観光客向観光客向観光客向観光客向けのけのけのけの土産店土産店土産店土産店がががが主主主主でででで、、、、
地元客地元客地元客地元客にはにはにはには利用利用利用利用しづらいのがしづらいのがしづらいのがしづらいのが現状現状現状現状であるがであるがであるがであるが、、、、地元客地元客地元客地元客をををを呼呼呼呼びびびび戻戻戻戻しししし地域密着型商店街地域密着型商店街地域密着型商店街地域密着型商店街づくりづくりづくりづくり
をををを目指目指目指目指すにはどのようなすにはどのようなすにはどのようなすにはどのような方策方策方策方策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いたいいたいいたいいたい。。。。

8888 廃棄物処理対策廃棄物処理対策廃棄物処理対策廃棄物処理対策についてについてについてについて

((((1111)))) 公共関与公共関与公共関与公共関与のののの産業廃棄物管理型最終処分場産業廃棄物管理型最終処分場産業廃棄物管理型最終処分場産業廃棄物管理型最終処分場のののの建設候補地建設候補地建設候補地建設候補地としてとしてとしてとして名護市安和名護市安和名護市安和名護市安和がががが検討検討検討検討されされされされ
ているがているがているがているが、、、、現在現在現在現在３３３３カカカカ所所所所あるあるあるある処分場処分場処分場処分場のののの残余年数残余年数残余年数残余年数はははは３３３３年余年余年余年余となっているとなっているとなっているとなっている。。。。建設建設建設建設はははは間間間間にににに合合合合うかうかうかうか伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 産業廃棄物等産業廃棄物等産業廃棄物等産業廃棄物等のののの不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄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、、、、警察警察警察警察・・・・市町村市町村市町村市町村・・・・地域住民等地域住民等地域住民等地域住民等とととと連携連携連携連携したしたしたした監視体監視体監視体監視体
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制制制制のののの強化強化強化強化やややや防止対策防止対策防止対策防止対策はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行われているかわれているかわれているかわれているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 離島地域離島地域離島地域離島地域におけるにおけるにおけるにおける産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの処理状況処理状況処理状況処理状況とととと離島間離島間離島間離島間におけるにおけるにおけるにおける効率的効率的効率的効率的なななな処理体制処理体制処理体制処理体制のののの整備整備整備整備にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成25252525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01010101    日日日日((((金金金金))))
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 37373737分分分分 具志堅具志堅具志堅具志堅　　　　透透透透（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 教育環境教育環境教育環境教育環境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

ｱｱｱｱ 文科省文科省文科省文科省はははは小中高校小中高校小中高校小中高校のののの授業日数授業日数授業日数授業日数をををを週週週週６６６６日日日日にににに戻戻戻戻すすすす検討検討検討検討をををを始始始始めたということだがめたということだがめたということだがめたということだが、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒
やややや家庭家庭家庭家庭、、、、地域地域地域地域へのへのへのへの影響影響影響影響、、、、教師教師教師教師のののの増員増員増員増員などをなどをなどをなどを含含含含めめめめ教育長教育長教育長教育長のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 離島離島離島離島・・・・僻地僻地僻地僻地にににに居住居住居住居住するするするする中学生中学生中学生中学生にににに対対対対するするするする進学進学進学進学・・・・学力向上学力向上学力向上学力向上などをなどをなどをなどを支援支援支援支援するするするする離島離島離島離島・・・・僻地僻地僻地僻地におにおにおにお
けるけるけるける学習支援事業学習支援事業学習支援事業学習支援事業についてについてについてについて、、、、実施状況実施状況実施状況実施状況とととと今後支援内容今後支援内容今後支援内容今後支援内容のののの拡充拡充拡充拡充をををを考考考考えているかえているかえているかえているか伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

ｳｳｳｳ 教員教員教員教員のののの指導力指導力指導力指導力のののの向上向上向上向上やややや教育上派生教育上派生教育上派生教育上派生するするするする諸課題諸課題諸課題諸課題にににに適正適正適正適正にににに対応対応対応対応するするするする能力能力能力能力をををを養成養成養成養成することすることすることすること
をををを目的目的目的目的にににに設置設置設置設置されたされたされたされた教職大学院教職大学院教職大学院教職大学院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にどのようなにどのようなにどのようなにどのような効果効果効果効果をもたらすかをもたらすかをもたらすかをもたらすか、、、、教教教教
育長育長育長育長のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 政府政府政府政府がががが地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体にににに国家公務員国家公務員国家公務員国家公務員にににに準準準準じるじるじるじる退職手当退職手当退職手当退職手当のののの減額措置減額措置減額措置減額措置をををを求求求求めたことでめたことでめたことでめたことで、、、、他県他県他県他県でででで
教員教員教員教員のののの早期退職早期退職早期退職早期退職がががが相次相次相次相次いでいるがいでいるがいでいるがいでいるが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける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いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 人口人口人口人口10101010万人当万人当万人当万人当たりのたりのたりのたりの美術館美術館美術館美術館・・・・博物館博物館博物館博物館のののの数数数数はははは本県本県本県本県はははは全国最下位全国最下位全国最下位全国最下位とととと言言言言われるわれるわれるわれる。。。。博物館法基博物館法基博物館法基博物館法基
づきづきづきづき指定指定指定指定されたされたされたされた美術館美術館美術館美術館もももも本県本県本県本県はははは１１１１館館館館しかないしかないしかないしかない。。。。このこのこのこの現状現状現状現状にににに対対対対するするするする認識認識認識認識とととと将来計画将来計画将来計画将来計画についについについについ
てててて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｶｶｶｶ 県立郷土劇場県立郷土劇場県立郷土劇場県立郷土劇場にかわるにかわるにかわるにかわる文化施設文化施設文化施設文化施設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検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会におけるにおけるにおけるにおける骨子案骨子案骨子案骨子案がががが示示示示されされされされ
たようだがたようだがたようだがたようだが、、、、そのそのそのその概要概要概要概要をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｷｷｷｷ 県県県県ははははアメラジアンスクールアメラジアンスクールアメラジアンスクールアメラジアンスクールにににに対対対対するするするする日本語習得支援日本語習得支援日本語習得支援日本語習得支援などなどなどなど支援策支援策支援策支援策をををを強化強化強化強化するするするする方針方針方針方針をををを示示示示したしたしたした
がががが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) いじめいじめいじめいじめ・・・・体罰問題体罰問題体罰問題体罰問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 大津市大津市大津市大津市のののの市立中学市立中学市立中学市立中学でででで男子生徒男子生徒男子生徒男子生徒がががが自殺自殺自殺自殺したしたしたした問題問題問題問題でででで、、、、いじめがいじめがいじめがいじめが自殺自殺自殺自殺のののの直接要因直接要因直接要因直接要因となったととなったととなったととなったと
報告書報告書報告書報告書でででで認認認認めためためためた問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、本県本県本県本県におけるいじめにおけるいじめにおけるいじめにおけるいじめ問題問題問題問題のののの状況状況状況状況をををを含含含含めめめめ県教育長県教育長県教育長県教育長のののの見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 高校高校高校高校のののの部活部活部活部活においてにおいてにおいてにおいて監督監督監督監督ややややコーチコーチコーチコーチによるによるによるによる体罰体罰体罰体罰がががが全国的全国的全国的全国的にににに問題問題問題問題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、、、、本県本県本県本県にににに
おけるおけるおけるおける状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、調査調査調査調査をををを含含含含めめめめ取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる防止対策防止対策防止対策防止対策をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 学校学校学校学校におけるいじめのにおけるいじめのにおけるいじめのにおけるいじめの早期発見早期発見早期発見早期発見にににに向向向向けけけけ政府政府政府政府のののの支援支援支援支援によるによるによるによる学校内学校内学校内学校内のののの相談体制相談体制相談体制相談体制のののの強化強化強化強化がががが
打打打打ちちちち出出出出されたがされたがされたがされたが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容といじめやといじめやといじめやといじめや体罰体罰体罰体罰をををを受受受受けたけたけたけた生徒生徒生徒生徒にににに対対対対するするするするケアケアケアケア等本県等本県等本県等本県におけるにおけるにおけるにおける
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たいいたいいたいいたい。。。。

2222 子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて

((((1111)))) 2012201220122012年年年年４４４４月時点月時点月時点月時点でででで本県本県本県本県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ははは東京東京東京東京にににに次次次次いでいでいでいで２２２２番目番目番目番目にににに多多多多くくくく、、、、入園入園入園入園をををを希望希望希望希望するするするする数数数数にににに
保育所増保育所増保育所増保育所増がががが追追追追いつかないいつかないいつかないいつかない状況状況状況状況にあるとにあるとにあるとにあると言言言言われるわれるわれるわれる。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 子子子子どもどもどもども・・・・子育子育子育子育てててて関連関連関連関連３３３３法法法法にににに基基基基づくづくづくづく支援策支援策支援策支援策によりによりによりにより、、、、認可保育所認可保育所認可保育所認可保育所やややや認可外保育所認可外保育所認可外保育所認可外保育所のののの運営等子運営等子運営等子運営等子
育育育育てててて支援支援支援支援はどのようにはどのようにはどのようにはどのように変変変変わるかわるかわるかわるか。。。。またまたまたまた、、、、子子子子をををを持持持持つつつつ親親親親からからからから要望要望要望要望がががが強強強強いいいい保育料保育料保育料保育料のののの引引引引きききき下下下下げにげにげにげに
ついてついてついてついて、、、、県県県県としてとしてとしてとして取取取取りりりり得得得得るるるる対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 政府政府政府政府はははは2013201320132013年度予算年度予算年度予算年度予算でででで保育所定員増保育所定員増保育所定員増保育所定員増やややや待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消策解消策解消策解消策をををを打打打打ちちちち出出出出しているがしているがしているがしているが、、、、それをそれをそれをそれを
受受受受けけけけ本県本県本県本県においてどのようなにおいてどのようなにおいてどのようなにおいてどのような対策対策対策対策をををを考考考考えているかえているかえているかえているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 保育士保育士保育士保育士のののの待遇改善待遇改善待遇改善待遇改善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中中中中、、、、厚労省厚労省厚労省厚労省はははは４４４４月月月月からからからから私立保育所私立保育所私立保育所私立保育所にににに勤勤勤勤めるめるめるめる保育士保育士保育士保育士
給与給与給与給与をををを引引引引きききき上上上上げるげるげるげる方針方針方針方針のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、これによりこれによりこれによりこれにより本県本県本県本県においてどのようなにおいてどのようなにおいてどのようなにおいてどのような改善改善改善改善となるかとなるかとなるかとなるか伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。
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((((5555)))) 子供子供子供子供のののの医療費医療費医療費医療費についてについてについてについて、、、、昨年昨年昨年昨年10101010月月月月からからからから入院入院入院入院にににに限限限限ってってってって中学卒業中学卒業中学卒業中学卒業までまでまでまで無料無料無料無料とするとするとするとする助成助成助成助成がががが行行行行
われているがわれているがわれているがわれているが、、、、通院費通院費通院費通院費についてもについてもについてもについても拡大拡大拡大拡大できないかできないかできないかできないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 地域医療地域医療地域医療地域医療・・・・福祉福祉福祉福祉のののの充実強化充実強化充実強化充実強化についてについてについてについて

((((1111)))) 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの経営改善経営改善経営改善経営改善についてについてについてについて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はははは経営改善経営改善経営改善経営改善はははは実現実現実現実現されたとのされたとのされたとのされたとの報告報告報告報告
をまとめたようだがをまとめたようだがをまとめたようだがをまとめたようだが、、、、それをそれをそれをそれを受受受受けけけけ知事知事知事知事はははは今後今後今後今後のののの運営形態運営形態運営形態運営形態のありのありのありのあり方方方方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判断判断判断判断
するかするかするかするか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 病院病院病院病院のののの安定的経営安定的経営安定的経営安定的経営をををを図図図図るるるる上上上上でででで人間人間人間人間ドックドックドックドックのののの受受受受けけけけ入入入入れはれはれはれは大大大大きなきなきなきな効果効果効果効果があるとがあるとがあるとがあると言言言言われるわれるわれるわれる。。。。県県県県
立病院立病院立病院立病院におけるにおけるにおけるにおける人間人間人間人間ドックドックドックドック受受受受けけけけ入入入入れはれはれはれは可能可能可能可能かかかか。。。。またまたまたまた、、、、受受受受けけけけ入入入入れによるれによるれによるれによる問題点問題点問題点問題点やややや課題課題課題課題となるとなるとなるとなる
のはのはのはのは何何何何かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) ドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリのののの出動状況出動状況出動状況出動状況とととと本県本県本県本県ではではではでは病院間輸送病院間輸送病院間輸送病院間輸送がががが圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的にににに多多多多いようだがいようだがいようだがいようだが、、、、全国全国全国全国とととと比較比較比較比較しそしそしそしそ
のののの要因要因要因要因をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 本県本県本県本県ではではではでは、、、、病院病院病院病院ににににドクターヘリドクターヘリドクターヘリドクターヘリがががが着陸着陸着陸着陸できずできずできずできず搬送搬送搬送搬送にににに時間時間時間時間がかかるとがかかるとがかかるとがかかると言言言言われるわれるわれるわれる。。。。県立病院県立病院県立病院県立病院なななな
どどどど救急体制救急体制救急体制救急体制をををを備備備備えたえたえたえた病院病院病院病院ににににヘリポートヘリポートヘリポートヘリポートをををを設置設置設置設置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、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 政府政府政府政府はははは生活保護費生活保護費生活保護費生活保護費のののの減額減額減額減額をををを決決決決めたがめたがめたがめたが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容とととと本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて影響影響影響影響をををを受受受受けるけるけるける世帯数世帯数世帯数世帯数、、、、
受給世帯以外受給世帯以外受給世帯以外受給世帯以外へへへへ及及及及ぼすぼすぼすぼす影響影響影響影響についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 県立北部病院県立北部病院県立北部病院県立北部病院のののの医師確保医師確保医師確保医師確保についてはについてはについてはについては、、、、特特特特にににに産婦人科医師産婦人科医師産婦人科医師産婦人科医師のののの不足不足不足不足・・・・欠員欠員欠員欠員はははは地域地域地域地域にににに不安不安不安不安をををを
与与与与えておりえておりえておりえており早急早急早急早急なななな対策対策対策対策がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 児童虐待児童虐待児童虐待児童虐待についてについてについてについて

((((1111)))) 児童虐待件数児童虐待件数児童虐待件数児童虐待件数はははは全国的全国的全国的全国的にににに増加増加増加増加しておりしておりしておりしており本県本県本県本県もももも高高高高どまりのどまりのどまりのどまりの状況状況状況状況にあるがにあるがにあるがにあるが、、、、児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所やややや警警警警
察察察察、、、、学校等学校等学校等学校等でででで構成構成構成構成するするするする地域協議会地域協議会地域協議会地域協議会についてについてについてについて、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける運用状況運用状況運用状況運用状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 保健師等保健師等保健師等保健師等によるによるによるによる乳児家庭全戸訪問事業乳児家庭全戸訪問事業乳児家庭全戸訪問事業乳児家庭全戸訪問事業はははは乳児乳児乳児乳児にににに対対対対するするするする虐待防止虐待防止虐待防止虐待防止としてとしてとしてとして効果効果効果効果がががが期待期待期待期待されされされされ
ているがているがているがているが、、、、本県本県本県本県のののの実施状況実施状況実施状況実施状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 虐待虐待虐待虐待をやめさせるためをやめさせるためをやめさせるためをやめさせるため親権親権親権親権をををを最長最長最長最長２２２２年間停止年間停止年間停止年間停止できるようになったができるようになったができるようになったができるようになったが、、、、実際実際実際実際にににに親権停止申親権停止申親権停止申親権停止申しししし
立立立立てたてたてたてた件数件数件数件数とととと認認認認められためられためられためられた事例事例事例事例についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 児童虐待件数児童虐待件数児童虐待件数児童虐待件数のののの増加増加増加増加にににに対応対応対応対応するするするする児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所のののの職員職員職員職員のののの配置配置配置配置はははは適正適正適正適正になされているかになされているかになされているかになされているか、、、、まままま
たたたた、、、、制度改正制度改正制度改正制度改正やややや相談対応相談対応相談対応相談対応などなどなどなど職員職員職員職員のののの教育教育教育教育、、、、現場環境現場環境現場環境現場環境のののの改善等改善等改善等改善等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 北部振興北部振興北部振興北部振興についてについてについてについて

((((1111)))) これまでこれまでこれまでこれまで実施実施実施実施されたされたされたされた沖縄振興事業沖縄振興事業沖縄振興事業沖縄振興事業やややや北部振興事業北部振興事業北部振興事業北部振興事業でででで北部地域北部地域北部地域北部地域のののの経済経済経済経済やややや定住条件定住条件定住条件定住条件はどのはどのはどのはどの
ようにようにようにように変変変変わったかわったかわったかわったか、、、、県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは新新新新たなたなたなたな北部振興北部振興北部振興北部振興にににに関関関関するするするする施策施策施策施策をををを展開展開展開展開しししし、、、、北部北部北部北部におけるにおけるにおけるにおける雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出やややや情報通信関連情報通信関連情報通信関連情報通信関連
産業産業産業産業のののの振興振興振興振興をををを図図図図るとしているがるとしているがるとしているがるとしているが、、、、具体的具体的具体的具体的なななな方策方策方策方策をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 金融特区金融特区金融特区金融特区についてについてについてについて改正沖振法改正沖振法改正沖振法改正沖振法でででで一部条件緩和一部条件緩和一部条件緩和一部条件緩和がががが認認認認められたがめられたがめられたがめられたが、、、、これによりこれによりこれによりこれにより今後今後今後今後どのようどのようどのようどのよう
なななな効果効果効果効果がががが図図図図れるとれるとれるとれると考考考考えているかえているかえているかえているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 内閣府次年度予算内閣府次年度予算内閣府次年度予算内閣府次年度予算でででで北部関係予算北部関係予算北部関係予算北部関係予算のののの規模規模規模規模とととと主主主主なななな実施予定事業実施予定事業実施予定事業実施予定事業についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 新新新新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についてについてについてについて

((((1111)))) 風力風力風力風力・・・・太陽光太陽光太陽光太陽光などなどなどなど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でつくったでつくったでつくったでつくった電力電力電力電力をををを最長最長最長最長20202020年間電力会社年間電力会社年間電力会社年間電力会社がががが買買買買いいいい取取取取
るるるる制度制度制度制度についてについてについてについて、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおけ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のののの普及拡大普及拡大普及拡大普及拡大にににに与与与与えるえるえるえる効果効果効果効果とととと課題課題課題課題にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 化石燃料化石燃料化石燃料化石燃料にににに依存依存依存依存したしたしたした電力供給電力供給電力供給電力供給はははは、、、、温暖化対策温暖化対策温暖化対策温暖化対策にににに逆行逆行逆行逆行するだけでなくするだけでなくするだけでなくするだけでなくコストコストコストコスト高高高高やややや県民負担県民負担県民負担県民負担
もももも大大大大きいきいきいきい。。。。県県県県のののの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移行移行移行移行へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの現状現状現状現状とととと課題等課題等課題等課題等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((3333)))) 本島中南部本島中南部本島中南部本島中南部のののの地層地層地層地層にににに大量大量大量大量にににに埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵されているとされているとされているとされていると言言言言われるわれるわれるわれる天然天然天然天然ガスガスガスガスについてについてについてについて、、、、そのそのそのその利活用利活用利活用利活用をををを
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考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。またまたまたまた、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける再生再生再生再生エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの地産地消地産地消地産地消地産地消にににに大大大大きなきなきなきな効効効効
果果果果がががが期待期待期待期待されるとされるとされるとされると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの考考考考えとえとえとえと今後今後今後今後のののの生産性生産性生産性生産性のののの可能性可能性可能性可能性をををを含含含含めためためためた計画計画計画計画をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

7777 県警関係県警関係県警関係県警関係についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県はははは飲酒運転飲酒運転飲酒運転飲酒運転がががが後後後後をををを絶絶絶絶たずたずたずたず、、、、飲酒絡飲酒絡飲酒絡飲酒絡みのみのみのみの人身事故件数人身事故件数人身事故件数人身事故件数もももも全国的全国的全国的全国的にににに高高高高いいいい状況状況状況状況にあるにあるにあるにある
がががが、、、、2012201220122012年年年年のののの状況状況状況状況とととと特徴特徴特徴特徴についてについてについてについて。。。。またまたまたまた、、、、摘発者摘発者摘発者摘発者のののの半数以上半数以上半数以上半数以上はははは過去過去過去過去にににに摘発摘発摘発摘発されたされたされたされた者者者者とととと言言言言
われるわれるわれるわれる。。。。今後今後今後今後のののの啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動のありのありのありのあり方方方方、、、、取取取取りりりり締締締締まりのありまりのありまりのありまりのあり方方方方をををを考考考考ええええ直直直直すすすす必要必要必要必要があるのではないがあるのではないがあるのではないがあるのではない
かかかか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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((((2222)))) 未成年者未成年者未成年者未成年者のののの飲酒飲酒飲酒飲酒によるによるによるによる補導件数補導件数補導件数補導件数についてについてについてについて、、、、居酒屋居酒屋居酒屋居酒屋などなどなどなど深夜飲食店深夜飲食店深夜飲食店深夜飲食店でのでのでのでの補導補導補導補導がががが多多多多いよういよういよういよう
であるであるであるである。。。。関係業界関係業界関係業界関係業界へのへのへのへの指導徹底指導徹底指導徹底指導徹底やややや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連携連携連携によるによるによるによる防止対策防止対策防止対策防止対策についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける県内県内県内県内６６６６カカカカ所所所所のののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口におけるにおけるにおけるにおけるＤＶＤＶＤＶＤＶにににに関関関関するするするする相談件数相談件数相談件数相談件数とそのとそのとそのとその背景背景背景背景、、、、関係機関係機関係機関係機
関相互関相互関相互関相互のののの連携連携連携連携によるによるによるによる取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 高齢者高齢者高齢者高齢者をををを狙狙狙狙ったったったった悪質悪質悪質悪質なななな詐欺事件詐欺事件詐欺事件詐欺事件、、、、還付金詐欺還付金詐欺還付金詐欺還付金詐欺がががが県内県内県内県内でもでもでもでも多発多発多発多発しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその手口手口手口手口とととと高高高高
齢者齢者齢者齢者がががが被害被害被害被害にににに遭遭遭遭わないためのわないためのわないためのわないための指導指導指導指導、、、、啓発啓発啓発啓発はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行われているかわれているかわれているかわれているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 全国的全国的全国的全国的にににに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麻薬麻薬麻薬麻薬にににに似似似似たたたた興奮作用興奮作用興奮作用興奮作用があるがあるがあるがある脱法脱法脱法脱法ドラッグドラッグドラッグドラッグをををを扱扱扱扱うううう店舗店舗店舗店舗・・・・業者業者業者業者がががが増増増増
加加加加しししし、、、、健康被害健康被害健康被害健康被害もももも広広広広がりをがりをがりをがりを見見見見せているせているせているせている。。。。本県本県本県本県はははは販売業者数販売業者数販売業者数販売業者数でででで全国上位全国上位全国上位全国上位にあるがにあるがにあるがにあるが、、、、取取取取りりりり締締締締まままま
りのりのりのり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。。。。
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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25252525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01010101    日日日日((((金金金金))))
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 30303030分分分分 仲宗根仲宗根仲宗根仲宗根　　　　悟悟悟悟（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 県内県内県内県内41414141市町村長市町村長市町村長市町村長・・・・議会議長議会議長議会議長議会議長・・・・県議会県議会県議会県議会・・・・経済団体経済団体経済団体経済団体・・・・労働団体労働団体労働団体労働団体・・・・女性団体女性団体女性団体女性団体・・・・平和運動団体等平和運動団体等平和運動団体等平和運動団体等
「「「「オールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」でででで結成結成結成結成したしたしたした実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会のののの東京行動東京行動東京行動東京行動はははは、、、、米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地にににに苦苦苦苦しんでいるしんでいるしんでいるしんでいる切実切実切実切実なるなるなるなる
沖縄沖縄沖縄沖縄のののの声声声声をををを届届届届けるためにけるためにけるためにけるために党派党派党派党派にこだわらないにこだわらないにこだわらないにこだわらない結束力結束力結束力結束力でででで臨臨臨臨んだんだんだんだ。。。。県民県民県民県民はははは不退転不退転不退転不退転のののの決意決意決意決意であであであであ
るるるる。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相とのとのとのとの会談会談会談会談ではではではでは知事知事知事知事はははは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県外移設県外移設県外移設をををを求求求求めたのにめたのにめたのにめたのに対対対対しししし安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相はははは、、、、
2013201320132013年度予算編成年度予算編成年度予算編成年度予算編成でででで沖縄沖縄沖縄沖縄のののの要望要望要望要望にににに応応応応えたことをえたことをえたことをえたことを示示示示しししし普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの移設移設移設移設をををを「「「「米国米国米国米国とのとのとのとの合合合合
意意意意のののの中中中中でででで進進進進めたいめたいめたいめたい」」」」としてとしてとしてとして辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを進進進進めるめるめるめる考考考考えをえをえをえを示示示示したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、振興策振興策振興策振興策とととと引引引引きかえきかえきかえきかえ
にににに基地基地基地基地をををを押押押押しつけようともとれるがしつけようともとれるがしつけようともとれるがしつけようともとれるが、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県民大会県民大会県民大会県民大会でででで示示示示したしたしたした県民総意県民総意県民総意県民総意のののの意思意思意思意思をををを示示示示したにもかかわらずしたにもかかわらずしたにもかかわらずしたにもかかわらず、、、、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、、、、米米米米
兵兵兵兵によるによるによるによる集団女性暴行致傷事件集団女性暴行致傷事件集団女性暴行致傷事件集団女性暴行致傷事件、、、、住居侵入住居侵入住居侵入住居侵入・・・・傷害傷害傷害傷害・・・・器物損壊事件器物損壊事件器物損壊事件器物損壊事件がががが立立立立てててて続続続続けにけにけにけに起起起起きたきたきたきた。。。。
米軍米軍米軍米軍のののの卑劣卑劣卑劣卑劣きわまりないきわまりないきわまりないきわまりない蛮行蛮行蛮行蛮行にににに苦苦苦苦しむしむしむしむ沖縄沖縄沖縄沖縄のののの現状現状現状現状、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備撤回配備撤回配備撤回配備撤回とととと普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場
のののの県内移設断念県内移設断念県内移設断念県内移設断念をををを求求求求めるめるめるめる東京要請行動東京要請行動東京要請行動東京要請行動でででで県内首長県内首長県内首長県内首長がそろってがそろってがそろってがそろって直接手交直接手交直接手交直接手交したしたしたした建白書建白書建白書建白書をををを無無無無
視視視視しししし、、、、日米首脳会談日米首脳会談日米首脳会談日米首脳会談にににに臨臨臨臨んだんだんだんだ安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相のののの姿勢姿勢姿勢姿勢にににに対対対対しししし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。。。。

((((4444)))) 安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相はははは自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊をををを国防軍国防軍国防軍国防軍へへへへ改称改称改称改称しししし、、、、衆参両院衆参両院衆参両院衆参両院でででで「「「「３３３３分分分分のののの２２２２以上以上以上以上のののの賛成賛成賛成賛成」」」」とととと定定定定められためられためられためられた改改改改
憲憲憲憲のののの発議要件発議要件発議要件発議要件をををを「「「「過半数過半数過半数過半数」」」」にににに緩和緩和緩和緩和しようとしてしようとしてしようとしてしようとして憲法改正憲法改正憲法改正憲法改正にににに意欲的意欲的意欲的意欲的であるであるであるである。。。。過度過度過度過度にににに周辺諸国周辺諸国周辺諸国周辺諸国
とのとのとのとの緊張緊張緊張緊張をあおるものでありをあおるものでありをあおるものでありをあおるものであり友好関係友好関係友好関係友好関係がががが保保保保てないてないてないてない。「。「。「。「過半数過半数過半数過半数」」」」緩和緩和緩和緩和はははは格式格式格式格式あるあるあるある国国国国のののの最高法最高法最高法最高法
規規規規のののの憲法改正憲法改正憲法改正憲法改正をををを普通普通普通普通のののの法案法案法案法案とととと同同同同じじじじ扱扱扱扱いにしていいはずがないいにしていいはずがないいにしていいはずがないいにしていいはずがない。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮によるによるによるによる核実験核実験核実験核実験がががが日本日本日本日本やややや米国米国米国米国、、、、ロシアロシアロシアロシア、、、、中国中国中国中国、、、、韓国韓国韓国韓国などなどなどなど各国各国各国各国のののの中止要請中止要請中止要請中止要請やややや国際社会国際社会国際社会国際社会
からのからのからのからの孤立化孤立化孤立化孤立化がががが避避避避けられないのにもかかわらずけられないのにもかかわらずけられないのにもかかわらずけられないのにもかかわらず強行強行強行強行したしたしたした。。。。大変遺憾大変遺憾大変遺憾大変遺憾でありでありでありであり断断断断じてじてじてじて許許許許されるされるされるされる
ものではないものではないものではないものではない。。。。知事知事知事知事もももも「「「「断断断断じてじてじてじて容認容認容認容認しししし難難難難くくくく、、、、強強強強くくくく抗議抗議抗議抗議するするするする」、「」、「」、「」、「核兵器廃絶核兵器廃絶核兵器廃絶核兵器廃絶をををを強強強強くくくく求求求求めるめるめるめる国際国際国際国際
世論世論世論世論をををを真摯真摯真摯真摯にににに受受受受けけけけ止止止止めめめめ、、、、全全全全てのてのてのての核兵器核兵器核兵器核兵器とととと核兵器開発計画核兵器開発計画核兵器開発計画核兵器開発計画のののの放棄放棄放棄放棄」」」」をををを強強強強くくくく求求求求めるめるめるめるコメントコメントコメントコメントをををを
発表発表発表発表したしたしたした。。。。改改改改めてめてめてめて「「「「非核宣言非核宣言非核宣言非核宣言」」」」をををを行行行行いいいい広広広広くそのくそのくそのくその姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

((((6666)))) ２２２２月月月月12121212日就任日就任日就任日就任したしたしたした松本哲治浦添市長松本哲治浦添市長松本哲治浦添市長松本哲治浦添市長はははは、、、、米軍那覇軍港施設米軍那覇軍港施設米軍那覇軍港施設米軍那覇軍港施設のののの浦添移設浦添移設浦添移設浦添移設にににに反対反対反対反対のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを
示示示示しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事はどのようなはどのようなはどのようなはどのような見解見解見解見解かかかか。。。。

((((7777)))) 導入導入導入導入２２２２年目年目年目年目のののの一括交付金制度一括交付金制度一括交付金制度一括交付金制度をよりよいをよりよいをよりよいをよりよい制度制度制度制度にしていくにはにしていくにはにしていくにはにしていくには大事大事大事大事なななな年年年年だとだとだとだと感感感感じるじるじるじる。。。。成果成果成果成果もももも
求求求求められてくるとめられてくるとめられてくるとめられてくると考考考考えられるがえられるがえられるがえられるが、、、、課題課題課題課題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。。。。市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連携連携連携連携もももも重要重要重要重要になるとになるとになるとになると思思思思
うがうがうがうが、、、、それらのそれらのそれらのそれらの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 2013201320132013年度当初予算年度当初予算年度当初予算年度当初予算がががが6988698869886988億円億円億円億円とととと復帰後最高額復帰後最高額復帰後最高額復帰後最高額をををを計上計上計上計上したがしたがしたがしたが、、、、大大大大きなきなきなきな特徴特徴特徴特徴はははは何何何何かかかか。。。。

((((9999)))) ＡＮＡＡＮＡＡＮＡＡＮＡがががが航空機航空機航空機航空機のののの整備基地整備基地整備基地整備基地としてとしてとしてとして那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港にににに進出進出進出進出をををを検討検討検討検討しているとするしているとするしているとするしているとする。。。。実現実現実現実現すればすればすればすれば国国国国
内外航空会社内外航空会社内外航空会社内外航空会社のののの整備拠点整備拠点整備拠点整備拠点となりとなりとなりとなり空港空港空港空港をををを基盤基盤基盤基盤とするとするとするとする産業産業産業産業のののの立地立地立地立地にににに期待期待期待期待がががが持持持持てるてるてるてる。。。。県県県県のののの所見所見所見所見
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((10101010))))安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相ははははオバマオバマオバマオバマ米大統領米大統領米大統領米大統領ととととホワイトハウスホワイトハウスホワイトハウスホワイトハウスでででで会談会談会談会談しししし、、、、貿易自由化貿易自由化貿易自由化貿易自由化をををを目指目指目指目指すすすす環太平洋連環太平洋連環太平洋連環太平洋連
携協定携協定携協定携協定（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）交渉交渉交渉交渉についてについてについてについて参加参加参加参加のののの意向意向意向意向をををを示示示示したしたしたした。。。。このことについてこのことについてこのことについてこの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 基地問題基地問題基地問題基地問題にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 政府政府政府政府はははは辺野古沖辺野古沖辺野古沖辺野古沖へのへのへのへの普天間飛行場移設普天間飛行場移設普天間飛行場移設普天間飛行場移設にににに伴伴伴伴うううう公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請をををを３３３３月月月月にもにもにもにも行行行行うううう方向方向方向方向でででで
検討検討検討検討しているとされるがしているとされるがしているとされるがしているとされるが、、、、公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法ではではではでは、、、、名護市名護市名護市名護市のののの意見意見意見意見とととと知事知事知事知事のののの承認承認承認承認であるであるであるである。。。。稲嶺稲嶺稲嶺稲嶺
名護市長名護市長名護市長名護市長はははは一貫一貫一貫一貫してしてしてして辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの移設反対移設反対移設反対移設反対のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを貫貫貫貫いておりいておりいておりいており、、、、知事知事知事知事もももも県内移設県内移設県内移設県内移設はははは困難困難困難困難
とのとのとのとの立場立場立場立場であることからであることからであることからであることから県民県民県民県民はははは当然当然当然当然、「、「、「、「不認可不認可不認可不認可」」」」とするとするとするとする認識認識認識認識であるであるであるである。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 東村高江東村高江東村高江東村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建設工事建設工事建設工事建設工事でででで隣接隣接隣接隣接するのりするのりするのりするのり面面面面がががが崩落崩落崩落崩落しししし、、、、赤土赤土赤土赤土がががが流出流出流出流出しているしているしているしている場所場所場所場所はははは
工事外工事外工事外工事外とのとのとのとの施設局側施設局側施設局側施設局側のののの説明説明説明説明だがだがだがだが、、、、樹木樹木樹木樹木をををを伐採伐採伐採伐採しししし、、、、そのそのそのその跡跡跡跡ににににチガヤチガヤチガヤチガヤをををを植栽植栽植栽植栽しししし着陸帯着陸帯着陸帯着陸帯とととと一体一体一体一体
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をなしているをなしているをなしているをなしている箇所箇所箇所箇所であるであるであるである。。。。県県県県はははは、、、、赤土防止条例赤土防止条例赤土防止条例赤土防止条例にににに係係係係るるるる範囲範囲範囲範囲のやりのやりのやりのやり直直直直しをしをしをしを命命命命ずるべきとずるべきとずるべきとずるべきと考考考考ええええ
るがどうかるがどうかるがどうかるがどうか。。。。

((((3333)))) ２２２２月月月月５５５５日日日日にににに米軍普天間基地米軍普天間基地米軍普天間基地米軍普天間基地へへへへ強行配備強行配備強行配備強行配備されたされたされたされたオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイからからからから水水水水ボトルボトルボトルボトルがががが落下落下落下落下するするするする事故事故事故事故がががが
発生発生発生発生したしたしたした、、、、重大重大重大重大なななな事故事故事故事故につながりかねないにつながりかねないにつながりかねないにつながりかねない事態事態事態事態でありでありでありであり断断断断じてじてじてじて許許許許されないされないされないされない。。。。機種機種機種機種ががががオスプレオスプレオスプレオスプレ
イイイイであることをであることをであることをであることを翌翌翌翌６６６６日夜日夜日夜日夜までまでまでまで情報隠情報隠情報隠情報隠しをしをしをしを図図図図っておりっておりっておりっており米軍米軍米軍米軍のののの恣意的恣意的恣意的恣意的なななな姿勢姿勢姿勢姿勢はははは、、、、県民県民県民県民にににに大大大大きなきなきなきな
反感反感反感反感をををを買買買買っているっているっているっている。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 米軍米軍米軍米軍はははは、、、、またもやことしまたもやことしまたもやことしまたもやことし１１１１月月月月14141414日以降日以降日以降日以降FFFF22222222戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機12121212機機機機をををを嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地にににに強行配備強行配備強行配備強行配備しているしているしているしている。。。。
周辺住民周辺住民周辺住民周辺住民にににに多大多大多大多大なななな爆音被害爆音被害爆音被害爆音被害をもたらしているをもたらしているをもたらしているをもたらしている、、、、このこのこのこの戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機はははは過去過去過去過去25252525件件件件のののの酸素供給装置酸素供給装置酸素供給装置酸素供給装置のののの
ふぐあいによるふぐあいによるふぐあいによるふぐあいによる操縦士操縦士操縦士操縦士のののの低酸素症低酸素症低酸素症低酸素症やややや意識消失意識消失意識消失意識消失をををを起起起起こしておりこしておりこしておりこしており、、、、常常常常にににに墜落墜落墜落墜落のののの恐怖恐怖恐怖恐怖がつきまがつきまがつきまがつきま
とっていますとっていますとっていますとっています。。。。配備撤回配備撤回配備撤回配備撤回をををを強強強強くくくく求求求求めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 米軍関係者米軍関係者米軍関係者米軍関係者のののの飲酒運転飲酒運転飲酒運転飲酒運転、、、、当当当当てててて逃逃逃逃げげげげ事故事故事故事故でででで相次相次相次相次いでいでいでいで逮捕逮捕逮捕逮捕されたされたされたされた問題問題問題問題がががが発生発生発生発生しているしているしているしている矢先矢先矢先矢先
にににに在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊のののの外出禁止外出禁止外出禁止外出禁止のののの規制規制規制規制をををを緩和緩和緩和緩和するとしているがするとしているがするとしているがするとしているが、、、、チェックチェックチェックチェック体制体制体制体制がががが不明不明不明不明でありでありでありであり安安安安
全安心全安心全安心全安心のののの担保担保担保担保がないままのがないままのがないままのがないままの措置措置措置措置はははは納得納得納得納得いくものではないいくものではないいくものではないいくものではない。。。。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。。。。

((((6666)))) 在沖米海兵隊在沖米海兵隊在沖米海兵隊在沖米海兵隊ががががＭＶＭＶＭＶＭＶオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの一般向一般向一般向一般向けけけけ見学会見学会見学会見学会をををを開催開催開催開催するとしているするとしているするとしているするとしている。。。。配備反対配備反対配備反対配備反対のののの意意意意
思思思思をををを示示示示したしたしたした県民県民県民県民へのへのへのへの冒瀆行為冒瀆行為冒瀆行為冒瀆行為でありでありでありであり看過看過看過看過することはできないすることはできないすることはできないすることはできない、、、、県県県県としてとしてとしてとして中止中止中止中止をををを求求求求めるべきめるべきめるべきめるべき
であるであるであるである。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 観光振興観光振興観光振興観光振興にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 2013201320132013年度年度年度年度ののののビジットビジットビジットビジットおきなわおきなわおきなわおきなわ計画計画計画計画でででで観光収入前年度観光収入前年度観光収入前年度観光収入前年度18181818....6666％％％％増増増増のののの4740474047404740億円億円億円億円、、、、観光客数観光客数観光客数観光客数
8888....2222％％％％増増増増のののの630630630630万人万人万人万人、、、、外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客をををを56565656....3333％％％％増増増増のののの50505050万人万人万人万人をををを発表発表発表発表したがしたがしたがしたが、、、、目標達成目標達成目標達成目標達成にににに向向向向けけけけ
どのようなどのようなどのようなどのような施策施策施策施策をををを持持持持ってってってって取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めるのかめるのかめるのかめるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの特性特性特性特性をををを生生生生かしたかしたかしたかした魅力魅力魅力魅力あるあるあるある観光振興観光振興観光振興観光振興をををを図図図図るるるる施策施策施策施策・・・・取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 将来将来将来将来ののののリピーターリピーターリピーターリピーターとしてとしてとしてとして大大大大きくきくきくきく期待期待期待期待がかかるがかかるがかかるがかかる修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行のののの誘致活動誘致活動誘致活動誘致活動のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの振興振興振興振興にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 本県農業本県農業本県農業本県農業がががが安定安定安定安定したしたしたした雇用雇用雇用雇用のののの場場場場としてとしてとしてとして果果果果たしていくにはたしていくにはたしていくにはたしていくには収益性収益性収益性収益性のののの高高高高いいいい品目品目品目品目のののの開発開発開発開発、、、、安定安定安定安定しししし
たたたた流通流通流通流通のののの確保確保確保確保がががが重要重要重要重要であるであるであるである。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 消費者消費者消費者消費者にににに信頼信頼信頼信頼されるされるされるされる安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな県産食材県産食材県産食材県産食材のののの供給体制供給体制供給体制供給体制のののの確保確保確保確保にににに向向向向けてどのようなけてどのようなけてどのようなけてどのような取取取取りりりり組組組組
みがなされているかみがなされているかみがなされているかみがなされているか。。。。

((((3333)))) 本土向本土向本土向本土向けけけけ出荷出荷出荷出荷するするするする輸送輸送輸送輸送コストコストコストコストをををを支援支援支援支援するするするする農林水産物流通条件不利性解消事業農林水産物流通条件不利性解消事業農林水産物流通条件不利性解消事業農林水産物流通条件不利性解消事業はははは生産者生産者生産者生産者
からからからから高高高高いいいい評価評価評価評価をををを受受受受けけけけ生産意欲生産意欲生産意欲生産意欲のののの向上向上向上向上にもつながるとしておりにもつながるとしておりにもつながるとしておりにもつながるとしており、、、、事業事業事業事業のののの継続性継続性継続性継続性についてのについてのについてのについての
要望要望要望要望がががが寄寄寄寄せられているせられているせられているせられている。。。。成果成果成果成果とととと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 円安円安円安円安がががが進進進進みみみみ燃油燃油燃油燃油のののの高騰高騰高騰高騰がががが危惧危惧危惧危惧するところであるするところであるするところであるするところである。。。。漁業関係者漁業関係者漁業関係者漁業関係者へのへのへのへの影響影響影響影響はどうかはどうかはどうかはどうか対策対策対策対策につにつにつにつ
いてはどのようになっているかいてはどのようになっているかいてはどのようになっているかいてはどのようになっているか。。。。

((((5555)))) 尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺のののの漁業権漁業権漁業権漁業権をめぐってをめぐってをめぐってをめぐって、、、、日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定のののの予備協議予備協議予備協議予備協議でででで、、、、外務省外務省外務省外務省がががが台湾側台湾側台湾側台湾側にににに有有有有
利利利利なななな条件条件条件条件がががが提示提示提示提示されるされるされるされる可能性可能性可能性可能性がががが強強強強まったとしてまったとしてまったとしてまったとして漁業関係者漁業関係者漁業関係者漁業関係者はははは死活問題死活問題死活問題死活問題としとしとしとし沖縄沖縄沖縄沖縄のののの漁業者漁業者漁業者漁業者
のののの意向意向意向意向をををを十分尊重十分尊重十分尊重十分尊重してほしいことやしてほしいことやしてほしいことやしてほしいことや排他的経済水域中間線排他的経済水域中間線排他的経済水域中間線排他的経済水域中間線をををを基本基本基本基本とすることをとすることをとすることをとすることを求求求求めていめていめていめてい
るるるる。。。。県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 産業産業産業産業のののの育成育成育成育成とととと創出創出創出創出にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 県内企業県内企業県内企業県内企業のののの９９９９割割割割がががが経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの弱弱弱弱いいいい中小零細企業中小零細企業中小零細企業中小零細企業であるであるであるである。。。。元金元金元金元金をををを据据据据ええええ置置置置きききき、、、、利息分利息分利息分利息分のののの支支支支
払払払払いだけでいだけでいだけでいだけで猶予猶予猶予猶予できたできたできたできた、、、、金融円滑化法金融円滑化法金融円滑化法金融円滑化法がことしがことしがことしがことし３３３３月末月末月末月末のののの期限切期限切期限切期限切れをれをれをれを迎迎迎迎えるえるえるえる。。。。沖縄公庫及沖縄公庫及沖縄公庫及沖縄公庫及
びびびび銀行銀行銀行銀行によるによるによるによる貸貸貸貸しししし渋渋渋渋りりりり、、、、貸貸貸貸しはがしがしはがしがしはがしがしはがしが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる。。。。貸貸貸貸しししし渋渋渋渋りりりり、、、、貸貸貸貸しはがしをしはがしをしはがしをしはがしを防止防止防止防止しししし格差格差格差格差・・・・貧貧貧貧
困困困困のののの縮小縮小縮小縮小、、、、雇用雇用雇用雇用・・・・所得所得所得所得のののの安定安定安定安定をををを確保確保確保確保すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 安定的安定的安定的安定的なななな財政基盤財政基盤財政基盤財政基盤のののの確立確立確立確立のののの観点観点観点観点からもからもからもからも企業立地企業立地企業立地企業立地はははは重要重要重要重要であるであるであるである。。。。雇用雇用雇用雇用のののの創設創設創設創設・・・・拡大拡大拡大拡大にもつにもつにもつにもつ
なげるなげるなげるなげる企業立地促進企業立地促進企業立地促進企業立地促進のののの戦略戦略戦略戦略をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県中小企業団体中央会県中小企業団体中央会県中小企業団体中央会県中小企業団体中央会がまとめたがまとめたがまとめたがまとめた2012201220122012年度中小企業労働事情実態年度中小企業労働事情実態年度中小企業労働事情実態年度中小企業労働事情実態　　　　調査報告書調査報告書調査報告書調査報告書ではではではでは、、、、
主要事業主要事業主要事業主要事業のののの今後今後今後今後のののの方針方針方針方針でででで「「「「拡大拡大拡大拡大・・・・強化強化強化強化するするするする」」」」のののの回答回答回答回答がががが28282828％％％％でででで全国平均全国平均全国平均全国平均をををを3333....7777ポイントポイントポイントポイント上上上上
回回回回ったとすることやったとすることやったとすることやったとすることや雇用措置雇用措置雇用措置雇用措置についてもについてもについてもについても述述述述べていますべていますべていますべています。。。。そのことをそのことをそのことをそのことを受受受受けてけてけてけて県県県県のののの施策施策施策施策をどうをどうをどうをどう
反映反映反映反映していくのかしていくのかしていくのかしていくのか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 離島振興離島振興離島振興離島振興にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 離島振興離島振興離島振興離島振興をををを図図図図るにはるにはるにはるには離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける定住条件定住条件定住条件定住条件のののの整備整備整備整備がががが不可欠不可欠不可欠不可欠であるであるであるである。。。。そのそのそのそ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。。。。

((((2222)))) 新石垣空港新石垣空港新石垣空港新石垣空港のののの開港開港開港開港はははは、、、、地元八重山圏域地元八重山圏域地元八重山圏域地元八重山圏域のみならずのみならずのみならずのみならず本県観光振興本県観光振興本県観光振興本県観光振興にににに大大大大きくきくきくきく寄与寄与寄与寄与するものするものするものするもの
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であるであるであるである路線誘致路線誘致路線誘致路線誘致やややや離島観光振興離島観光振興離島観光振興離島観光振興のののの戦略戦略戦略戦略をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 土木建築行政土木建築行政土木建築行政土木建築行政にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 中南部国道中南部国道中南部国道中南部国道58585858号号号号バイパスバイパスバイパスバイパス西海岸道路整備進西海岸道路整備進西海岸道路整備進西海岸道路整備進、、、、2013201320132013年度年度年度年度のののの実施計画実施計画実施計画実施計画はどのようにはどのようにはどのようにはどのように進進進進むむむむ
のかのかのかのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県営団地県営団地県営団地県営団地のののの老朽化老朽化老朽化老朽化がががが深刻深刻深刻深刻であるであるであるである。。。。ドアドアドアドアなどのなどのなどのなどの取取取取りかえやりかえやりかえやりかえやコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートのののの剥離剥離剥離剥離がががが激激激激しくしくしくしく早急早急早急早急なななな
補修対策補修対策補修対策補修対策をををを求求求求めるめるめるめる団地住民団地住民団地住民団地住民のののの不安不安不安不安のののの訴訴訴訴えがあるえがあるえがあるえがある。。。。そのそのそのその対策対策対策対策とととと今後今後今後今後のののの建建建建てかえてかえてかえてかえ、、、、増設計画増設計画増設計画増設計画
はどのようになっているのかはどのようになっているのかはどのようになっているのかはどのようになっているのか。。。。

((((3333)))) 県内建設業県内建設業県内建設業県内建設業はははは中小企業中小企業中小企業中小企業がががが占占占占めておりめておりめておりめており経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤はははは脆弱脆弱脆弱脆弱でありますでありますでありますであります。。。。地元業者地元業者地元業者地元業者へのへのへのへの受注機受注機受注機受注機
会会会会のののの拡大拡大拡大拡大によるによるによるによる経営支援経営支援経営支援経営支援はははは不可欠不可欠不可欠不可欠ですですですです。。。。地元業者地元業者地元業者地元業者へのへのへのへの優先発注優先発注優先発注優先発注、、、、県内産優先使用県内産優先使用県内産優先使用県内産優先使用のののの取取取取
りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録にににに向向向向けてけてけてけて

((((1111)))) 政府政府政府政府はははは、「、「、「、「奄美奄美奄美奄美・・・・琉球琉球琉球琉球」」」」をををを世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録にににに向向向向けけけけ暫定暫定暫定暫定リストリストリストリストにににに記載記載記載記載することをすることをすることをすることを決決決決めためためためた。。。。豊豊豊豊
かなかなかなかな生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性のののの中中中中にににに絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種がががが多多多多くくくく生息生息生息生息しししし保全対策保全対策保全対策保全対策がががが求求求求められているめられているめられているめられている我我我我がががが国国国国にににに
あってあってあってあって、、、、そのそのそのその過半数過半数過半数過半数がががが両地域両地域両地域両地域にににに生息生息生息生息するするするする希少動植物希少動植物希少動植物希少動植物のののの宝庫宝庫宝庫宝庫とととと呼呼呼呼ばればればればれ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの魅力魅力魅力魅力をををを発発発発
信信信信できできできでき地域活性地域活性地域活性地域活性につながるにつながるにつながるにつながる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思思思思うううう。。。。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。。。。

9999 公安行政公安行政公安行政公安行政にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) インターネットインターネットインターネットインターネットをををを使使使使ったったったった脅迫行為脅迫行為脅迫行為脅迫行為はははは不安不安不安不安とととと恐怖恐怖恐怖恐怖にににに陥陥陥陥れれれれ卑劣卑劣卑劣卑劣きわまりないきわまりないきわまりないきわまりない犯罪犯罪犯罪犯罪であるであるであるである。。。。こうしこうしこうしこうし
たたたたサイバーサイバーサイバーサイバー犯罪犯罪犯罪犯罪にににに対処対処対処対処するするするする取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 振振振振りりりり込込込込めめめめ詐欺詐欺詐欺詐欺がががが後後後後をををを絶絶絶絶たないたないたないたない。。。。被害者被害者被害者被害者はははは高齢者高齢者高齢者高齢者がががが多多多多いいいい。。。。防止策防止策防止策防止策のののの方法方法方法方法にににに市町村市町村市町村市町村やややや自治自治自治自治
会会会会をををを通通通通じてのじてのじてのじての啓蒙活動啓蒙活動啓蒙活動啓蒙活動がががが効果的効果的効果的効果的だとだとだとだと思思思思うがそのうがそのうがそのうがその取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。
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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25252525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01010101    日日日日((((金金金金))))
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 30303030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 自民党政権自民党政権自民党政権自民党政権のののの円安円安円安円安・・・・株高政策株高政策株高政策株高政策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

((((1111)))) 「「「「財政出動財政出動財政出動財政出動」、「」、「」、「」、「金融緩和金融緩和金融緩和金融緩和」、「」、「」、「」、「成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略」」」」のののの三本三本三本三本のののの矢矢矢矢ででででデフレデフレデフレデフレ脱却脱却脱却脱却をしようとするをしようとするをしようとするをしようとするアベノミクアベノミクアベノミクアベノミク
ススススはははは、、、、円安円安円安円安・・・・株価上昇株価上昇株価上昇株価上昇をもたらしているがをもたらしているがをもたらしているがをもたらしているが、、、、消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税、、、、給与給与給与給与のののの切切切切りりりり下下下下げげげげ、、、、生活扶助費生活扶助費生活扶助費生活扶助費のののの
切切切切りりりり下下下下げなどげなどげなどげなど国民生活国民生活国民生活国民生活へのへのへのへの影響影響影響影響はこれからはこれからはこれからはこれから厳厳厳厳しいものがあるしいものがあるしいものがあるしいものがある。。。。円安円安円安円安によりによりによりにより、、、、まずまずまずまず石油輸入石油輸入石油輸入石油輸入
価格価格価格価格がががが割高割高割高割高となりとなりとなりとなり、、、、ガソリンガソリンガソリンガソリンもももも高騰高騰高騰高騰しししし、、、、畜産農家畜産農家畜産農家畜産農家のののの飼料輸入代飼料輸入代飼料輸入代飼料輸入代もももも上上上上がりがりがりがり続続続続けているけているけているけている。。。。実際実際実際実際にににに
沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの影響影響影響影響をどうをどうをどうをどう考考考考えるのかえるのかえるのかえるのか、、、、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。。。。

2222 県立病院県立病院県立病院県立病院についてについてについてについて

((((1111)))) 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの繰入金繰入金繰入金繰入金がががが前年前年前年前年よりよりよりより２２２２億円減額億円減額億円減額億円減額のののの約約約約57575757億円億円億円億円になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、2012201220122012年度決算見年度決算見年度決算見年度決算見
込込込込みはどうなっているのかみはどうなっているのかみはどうなっているのかみはどうなっているのか。。。。収支収支収支収支がががが改善改善改善改善されたからされたからされたからされたから繰入金繰入金繰入金繰入金がががが減少減少減少減少したのかしたのかしたのかしたのか。。。。

((((2222)))) 宮古病院宮古病院宮古病院宮古病院のののの移転移転移転移転にににに伴伴伴伴うううう病床数病床数病床数病床数のののの減減減減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)))) 北部病院北部病院北部病院北部病院のののの７７７７対対対対１１１１看護体制看護体制看護体制看護体制はははは次年度次年度次年度次年度からからからから導入導入導入導入されるのかされるのかされるのかされるのか。。。。県立病院再建検証委員会県立病院再建検証委員会県立病院再建検証委員会県立病院再建検証委員会のののの
検証結果案検証結果案検証結果案検証結果案のののの収支予測収支予測収支予測収支予測はははは７７７７対対対対１１１１看護体制看護体制看護体制看護体制のののの導入導入導入導入をををを前提前提前提前提としたものではなかったのかとしたものではなかったのかとしたものではなかったのかとしたものではなかったのか。。。。

((((4444)))) 病院定数条例病院定数条例病院定数条例病院定数条例のののの改正改正改正改正はどうなるのかはどうなるのかはどうなるのかはどうなるのか。。。。

3333 旧自由貿易地域旧自由貿易地域旧自由貿易地域旧自由貿易地域にににに国際物流拠点施設国際物流拠点施設国際物流拠点施設国際物流拠点施設をををを整備整備整備整備するのにするのにするのにするのに43434343億円億円億円億円のののの予算予算予算予算がががが計上計上計上計上されているがされているがされているがされているが、、、、
整備後整備後整備後整備後のののの運用計画運用計画運用計画運用計画、、、、収支予測収支予測収支予測収支予測はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。

4444 教育問題教育問題教育問題教育問題についてについてについてについて

((((1111)))) 県内小県内小県内小県内小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校におけるにおけるにおけるにおける過去過去過去過去３３３３カカカカ年間年間年間年間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、、、、自殺自殺自殺自殺のののの実態実態実態実態、、、、オートバイオートバイオートバイオートバイ等等等等によによによによ
るるるる事故死事故死事故死事故死のののの実態実態実態実態をををを何何何何うううう。。。。またまたまたまた全国全国全国全国とのとのとのとの比較比較比較比較はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 2011201120112011年年年年のののの大津市大津市大津市大津市のいじめのいじめのいじめのいじめ自殺後自殺後自殺後自殺後、、、、学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける対応対応対応対応・・・・指導指導指導指導はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。いじめいじめいじめいじめ等等等等にににに対応対応対応対応すすすす
るるるる教職員教職員教職員教職員のののの配置配置配置配置はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) ひきこもりひきこもりひきこもりひきこもり・・・・不登校不登校不登校不登校・・・・ニートニートニートニートのののの実態実態実態実態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。これらのこれらのこれらのこれらの課題解決課題解決課題解決課題解決のためののためののためののための組織組織組織組織やややや施設施設施設施設はどのはどのはどのはどの
くらいあるのかくらいあるのかくらいあるのかくらいあるのか。。。。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。。。。

((((4444)))) 教職員教職員教職員教職員のののの休職者休職者休職者休職者についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。そのうちそのうちそのうちそのうち、、、、うつなどのうつなどのうつなどのうつなどの精神的精神的精神的精神的なことでなことでなことでなことで休職休職休職休職しているのはどしているのはどしているのはどしているのはど
のくらいかのくらいかのくらいかのくらいか。。。。全国全国全国全国とのとのとのとの比較比較比較比較ではどうかではどうかではどうかではどうか。。。。

((((5555)))) メンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルスメンタルヘルス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策対策対策対策をとっているのかをとっているのかをとっているのかをとっているのか。。。。どのぐらいのどのぐらいのどのぐらいのどのぐらいの相談相談相談相談があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。
またまたまたまた、、、、専門相談員専門相談員専門相談員専門相談員のののの派遣派遣派遣派遣はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。

((((6666)))) 小小小小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校のののの教職員教職員教職員教職員のののの超勤超勤超勤超勤のののの実態実態実態実態についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 過去過去過去過去３３３３カカカカ年間年間年間年間のののの体罰体罰体罰体罰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 福祉関係福祉関係福祉関係福祉関係についてについてについてについて

((((1111)))) 高齢者施設高齢者施設高齢者施設高齢者施設のののの安全管理安全管理安全管理安全管理についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 先日先日先日先日、、、、長崎県長崎県長崎県長崎県ででででグループホームグループホームグループホームグループホームのののの火災火災火災火災がありがありがありがあり死傷者死傷者死傷者死傷者がががが出出出出たたたた。。。。建物建物建物建物ががががスプリンクラースプリンクラースプリンクラースプリンクラー設置設置設置設置
のののの基準外基準外基準外基準外であったとはいえであったとはいえであったとはいえであったとはいえ死傷者死傷者死傷者死傷者がががが出出出出たことはたことはたことはたことは悔悔悔悔やまれるやまれるやまれるやまれる。。。。高齢者施設高齢者施設高齢者施設高齢者施設であるだけにであるだけにであるだけにであるだけに施施施施
設設設設としてとしてとしてとして万全万全万全万全のののの対策対策対策対策がががが必要必要必要必要だがだがだがだが、、、、県内県内県内県内のののの高齢者施設高齢者施設高齢者施設高齢者施設のののの実態実態実態実態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。特特特特にににに火災火災火災火災にににに備備備備ええええ
たたたたスプリンクラースプリンクラースプリンクラースプリンクラーやややや火災探知機火災探知機火災探知機火災探知機のののの設置設置設置設置はははは万全万全万全万全かかかか。。。。

((((2222)))) 障害者障害者障害者障害者へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県庁県庁県庁県庁１１１１ＦＦＦＦのののの正面入正面入正面入正面入りりりり口口口口はははは段差段差段差段差がありがありがありがあり、、、、障害者障害者障害者障害者のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが雨雨雨雨のののの日日日日のののの車椅子車椅子車椅子車椅子でのでのでのでの乗乗乗乗りりりり入入入入れれれれ
がががが、、、、屋根屋根屋根屋根がないためがないためがないためがないため不便不便不便不便とのことであるとのことであるとのことであるとのことである。。。。特特特特にににに雨雨雨雨のののの日日日日はぬれてしまうのではぬれてしまうのではぬれてしまうのではぬれてしまうので改善改善改善改善してほしいしてほしいしてほしいしてほしい
というというというという要望要望要望要望があるががあるががあるががあるが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。。。。

ｲｲｲｲ 公共低床公共低床公共低床公共低床バスバスバスバスのののの導入導入導入導入についてについてについてについて、、、、行政行政行政行政・・・・業者業者業者業者・・・・障害者含障害者含障害者含障害者含めてめてめてめて検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会のののの設置設置設置設置はできなはできなはできなはできな
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いかとのいかとのいかとのいかとの要望要望要望要望があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県としてのとしてのとしてのとして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 ＬＣＣ（ＬＣＣ（ＬＣＣ（ＬＣＣ（格安航空会社格安航空会社格安航空会社格安航空会社））））専用専用専用専用ののののターミナルターミナルターミナルターミナルがががが障害者障害者障害者障害者にとってにとってにとってにとって使使使使いいいい勝手勝手勝手勝手がよくないとのことがよくないとのことがよくないとのことがよくないとのこと
（（（（１１１１月月月月25252525日日日日・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄タイムスタイムスタイムスタイムス）。）。）。）。そのそのそのその後改善後改善後改善後改善へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは進進進進んでいるのかんでいるのかんでいるのかんでいるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 生活保護生活保護生活保護生活保護のののの基準引基準引基準引基準引きききき下下下下げについてげについてげについてげについて

ｱｱｱｱ 政府政府政府政府はははは生活保護生活保護生活保護生活保護のののの基準引基準引基準引基準引きききき下下下下げをげをげをげを決定決定決定決定したしたしたした。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける影響影響影響影響についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 生活保護費生活保護費生活保護費生活保護費のののの削減分削減分削減分削減分をををを就労支援箏業就労支援箏業就労支援箏業就労支援箏業にににに使使使使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、、、、効果的効果的効果的効果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進進進進めるためるためるためるた
めのめのめのめの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 少子化少子化少子化少子化にににに歯歯歯歯どめをかけどめをかけどめをかけどめをかけ、、、、女性女性女性女性がががが社会社会社会社会にににに進出進出進出進出するためにもするためにもするためにもするためにも待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消がががが大切大切大切大切であであであであ
るるるる。。。。しかししかししかししかし、、、、今今今今もってもってもってもって解消解消解消解消のめどがないのめどがないのめどがないのめどがない。。。。県内県内県内県内のののの保育園自体保育園自体保育園自体保育園自体がががが不足不足不足不足しているとしているとしているとしていると思思思思うがうがうがうが、、、、ふふふふ
やすためのやすためのやすためのやすための県県県県としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。東京都杉並区東京都杉並区東京都杉並区東京都杉並区やややや足立区足立区足立区足立区ではではではでは保育園保育園保育園保育園にににに入入入入れないれないれないれない
子子子子のののの母親母親母親母親たちがたちがたちがたちが保育園保育園保育園保育園をふやすようをふやすようをふやすようをふやすよう集団集団集団集団でででで要請要請要請要請しているしているしているしている。。。。潜在的潜在的潜在的潜在的なななな待機児童待機児童待機児童待機児童はははは沖縄沖縄沖縄沖縄でででで
もももも多多多多くくくく、、、、市町村市町村市町村市町村だけのだけのだけのだけの問題問題問題問題ではないとではないとではないとではないと思思思思うううう。。。。一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金でででで保育園保育園保育園保育園についてどのようなことについてどのようなことについてどのようなことについてどのようなこと
がががが取取取取りりりり組組組組めるのかめるのかめるのかめるのか。。。。

ｲｲｲｲ 国基準国基準国基準国基準のののの保育料保育料保育料保育料がががが高高高高いといといといと子育子育子育子育てててて中中中中のののの皆皆皆皆さんからのさんからのさんからのさんからの声声声声があるがあるがあるがある。。。。市町村市町村市町村市町村もももも補助補助補助補助をするなどをするなどをするなどをするなど努努努努
力力力力をしているようだがをしているようだがをしているようだがをしているようだが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも割高感割高感割高感割高感があるがあるがあるがある。。。。改善改善改善改善のののの方法方法方法方法はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 育児休業育児休業育児休業育児休業をとっているのはどのくらいかをとっているのはどのくらいかをとっているのはどのくらいかをとっているのはどのくらいか。。。。県職員県職員県職員県職員、、、、教職員教職員教職員教職員、、、、企業関係者企業関係者企業関係者企業関係者のののの実態実態実態実態をををを伺伺伺伺うううう。。。。そそそそ
のうちのうちのうちのうち男性男性男性男性のののの育児休業者育児休業者育児休業者育児休業者はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

6666 雇用問題雇用問題雇用問題雇用問題についてについてについてについて

((((1111)))) 高校生高校生高校生高校生・・・・大学生大学生大学生大学生のののの就職内定数就職内定数就職内定数就職内定数・・・・内定率内定率内定率内定率はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 内定率向上内定率向上内定率向上内定率向上へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと課題課題課題課題はははは何何何何かかかか。。。。

((((3333)))) 県職員県職員県職員県職員・・・・教職員教職員教職員教職員のののの正規正規正規正規・・・・非正規非正規非正規非正規のののの人数人数人数人数とととと率率率率はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) グッジョブグッジョブグッジョブグッジョブ運動運動運動運動でこれまでどのぐらいのでこれまでどのぐらいのでこれまでどのぐらいのでこれまでどのぐらいの正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用がががが獲得獲得獲得獲得できたのかできたのかできたのかできたのか。。。。またまたまたまた、、、、トータルトータルトータルトータルでどのでどのでどのでどの
ぐらいのぐらいのぐらいのぐらいの予算予算予算予算がかかったのかがかかったのかがかかったのかがかかったのか。。。。

((((5555)))) 県内県内県内県内のののの女性女性女性女性とととと男性男性男性男性のののの給与比較給与比較給与比較給与比較（（（（平均平均平均平均））））はどのぐらいのはどのぐらいのはどのぐらいのはどのぐらいの格差格差格差格差があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。企業企業企業企業のののの格差改善格差改善格差改善格差改善
についてについてについてについて、、、、県県県県としてどのようなかかわりがあるのかとしてどのようなかかわりがあるのかとしてどのようなかかわりがあるのかとしてどのようなかかわりがあるのか。。。。

((((6666)))) 専門相談員専門相談員専門相談員専門相談員によるによるによるによる就労支援就労支援就労支援就労支援にににに１１１１億円億円億円億円のののの予算予算予算予算がつくようだががつくようだががつくようだががつくようだが、、、、具体的具体的具体的具体的にはどのようなことをにはどのようなことをにはどのようなことをにはどのようなことを
取取取取りりりり組組組組むのかむのかむのかむのか。。。。

7777 環境問題環境問題環境問題環境問題についてについてについてについて

((((1111)))) 中国中国中国中国のののの大気汚染大気汚染大気汚染大気汚染のののの影響影響影響影響でででで日本日本日本日本でもでもでもでも「ＰＭ「ＰＭ「ＰＭ「ＰＭ2222....5555」」」」のののの問題問題問題問題ががががクローズアップクローズアップクローズアップクローズアップされているされているされているされている。。。。超微粒超微粒超微粒超微粒
子子子子でででで人間人間人間人間のののの髪髪髪髪のののの毛毛毛毛のののの30303030分分分分のののの１１１１程度程度程度程度のののの大大大大きさできさできさできさで肺肺肺肺のののの奥深奥深奥深奥深くにくにくにくに入入入入りやすくりやすくりやすくりやすく、、、、肺肺肺肺がんがんがんがん・・・・呼吸器呼吸器呼吸器呼吸器
系系系系・・・・循環器系循環器系循環器系循環器系へのへのへのへの影響影響影響影響がががが大大大大というというというという。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの影響影響影響影響はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。またまたまたまた「ＰＭ「ＰＭ「ＰＭ「ＰＭ2222....5555」」」」をををを測定測定測定測定するするするする装置装置装置装置
はははは大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫かかかか。。。。

((((2222)))) 高江高江高江高江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をををを強行強行強行強行するためするためするためするため、、、、そこにあるそこにあるそこにあるそこにある希少植物希少植物希少植物希少植物をををを別別別別のののの場所場所場所場所にににに植植植植えかえをえかえをえかえをえかえを試試試試みたみたみたみた
がががが６６６６割割割割がががが枯死枯死枯死枯死したとのしたとのしたとのしたとの記事記事記事記事（（（（２２２２月月月月18181818日日日日・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄タイムスタイムスタイムスタイムス））））があったがあったがあったがあった。。。。世界自然遺産世界自然遺産世界自然遺産世界自然遺産のののの登録登録登録登録にににに向向向向
けたけたけたけた動動動動きもあるきもあるきもあるきもある中中中中でででで、、、、これこれこれこれ以上以上以上以上のののの環境破壊環境破壊環境破壊環境破壊はやめるべきだはやめるべきだはやめるべきだはやめるべきだ。。。。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。。。。

((((3333)))) 産廃物最終処命場産廃物最終処命場産廃物最終処命場産廃物最終処命場のののの延命化延命化延命化延命化をををを図図図図るるるる方策方策方策方策としてとしてとしてとして、、、、ごみのごみのごみのごみの再資源化再資源化再資源化再資源化があるがあるがあるがある。。。。リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率向率向率向率向
上上上上のののの取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。県民県民県民県民のののの意識意識意識意識はははは向上向上向上向上しているかしているかしているかしているか。。。。

8888 ハーグハーグハーグハーグ条約条約条約条約（「（「（「（「国際的国際的国際的国際的なななな子子子子のののの奪取奪取奪取奪取のののの民事面民事面民事面民事面にににに関関関関するするするするハーグハーグハーグハーグ条約条約条約条約」）」）」）」）についてについてについてについて

((((1111)))) ２２２２月月月月22222222日日日日のののの日米首脳会談日米首脳会談日米首脳会談日米首脳会談でででで安倍総理安倍総理安倍総理安倍総理はははは「「「「ハーグハーグハーグハーグ条約条約条約条約」」」」へへへへ早期加盟早期加盟早期加盟早期加盟することをすることをすることをすることを表明表明表明表明したしたしたした。。。。米米米米
軍基地軍基地軍基地軍基地をををを抱抱抱抱えるえるえるえる沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは米兵米兵米兵米兵とのとのとのとの結婚結婚結婚結婚ののののチャンスチャンスチャンスチャンスもありもありもありもあり、、、、国際結婚国際結婚国際結婚国際結婚がががが他県他県他県他県よりよりよりより多多多多いいいい。。。。たたたた
だだだだ、、、、国際結婚国際結婚国際結婚国際結婚がががが破破破破たんしたんしたんしたんし、、、、裁判裁判裁判裁判になるとになるとになるとになると地元沖縄地元沖縄地元沖縄地元沖縄にににに裁判所裁判所裁判所裁判所があるとないではがあるとないではがあるとないではがあるとないでは経済的負担経済的負担経済的負担経済的負担
がががが大大大大きくきくきくきく違違違違うううう。。。。国内国内国内国内３３３３カカカカ所所所所のののの裁判所裁判所裁判所裁判所というがというがというがというが、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは入入入入っていないっていないっていないっていない。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの実態実態実態実態にににに合合合合
わせてわせてわせてわせて県内県内県内県内でもでもでもでも裁判裁判裁判裁判ができるようにすることがができるようにすることがができるようにすることがができるようにすることが求求求求められるがめられるがめられるがめられるが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。。。。

9999 観光関連観光関連観光関連観光関連についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの観光客観光客観光客観光客（（（（過去過去過去過去３３３３年間年間年間年間））））のののの国内国内国内国内・・・・国外国外国外国外のののの推移推移推移推移はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。観光客誘致観光客誘致観光客誘致観光客誘致のためののためののためののための一番一番一番一番のののの
ネックネックネックネックはははは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 学生学生学生学生のののの卒業旅行卒業旅行卒業旅行卒業旅行をををを誘致誘致誘致誘致するためするためするためするため、「、「、「、「女性女性女性女性のののの太太太太ももにももにももにももに広告広告広告広告シールシールシールシールをををを張張張張るるるる」」」」宣伝宣伝宣伝宣伝のやりのやりのやりのやり方方方方をををを考考考考
えたようだがえたようだがえたようだがえたようだが、、、、県県県県やややや沖縄沖縄沖縄沖縄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中中中中でででで反対反対反対反対はなかったのかはなかったのかはなかったのかはなかったのか。。。。企画企画企画企画のありのありのありのあり
方方方方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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10101010 女性女性女性女性のののの地位向上地位向上地位向上地位向上についてについてについてについて
　　　　県職員県職員県職員県職員のののの課長以上課長以上課長以上課長以上のののの男女男女男女男女のののの数数数数、、、、率率率率はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。部長部長部長部長クラスクラスクラスクラスのののの女性女性女性女性のののの数数数数、、、、率率率率はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。男女平男女平男女平男女平
等社会構築等社会構築等社会構築等社会構築へのへのへのへの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。。。。


