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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04040404    日日日日((((月月月月))))
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 新垣新垣新垣新垣　　　　清涼清涼清涼清涼（（（（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)))) 施政方針施政方針施政方針施政方針についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「県政運営県政運営県政運営県政運営にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ決意決意決意決意についてについてについてについて」」」」のののの中中中中でででで、「、「、「、「不退転不退転不退転不退転のののの覚悟覚悟覚悟覚悟をををを持持持持ってってってって」」」」というというというという表現表現表現表現があがあがあがあ
りますりますりますります。。。。あえてあえてあえてあえて3333つをつをつをつを選選選選ぶとすればどれどれでぶとすればどれどれでぶとすればどれどれでぶとすればどれどれで、、、、どのようなどのようなどのようなどのような覚悟覚悟覚悟覚悟かをかをかをかを問問問問うううう。。。。

((((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閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・返還返還返還返還についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 危険性除去危険性除去危険性除去危険性除去についてについてについてについて

((((3333)))) 辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに向向向向けたけたけたけた埋立承認申請埋立承認申請埋立承認申請埋立承認申請についてについてについてについて

((((4444)))) 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取取取取りりりり組組組組みとそのみとそのみとそのみとその成果成果成果成果についてについてについてについて

((((5555)))) ｢｢｢｢奄美奄美奄美奄美・・・・琉球諸島琉球諸島琉球諸島琉球諸島｣｣｣｣のののの世界自然遺産暫定世界自然遺産暫定世界自然遺産暫定世界自然遺産暫定リストリストリストリストへのへのへのへの掲載掲載掲載掲載についてについてについてについて

((((6666)))) ９９９９・・・・９９９９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によるによるによるによる安倍総理安倍総理安倍総理安倍総理へのへのへのへの｢｢｢｢建白書建白書建白書建白書｣｣｣｣でのでのでのでの直訴直訴直訴直訴についてについてについてについて

2222 基地行政基地行政基地行政基地行政についてについてについてについて

((((1111)))) 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跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 現在現在現在現在のののの状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 環境調査環境調査環境調査環境調査についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地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強化配備強化配備強化配備強化についてについてについてについて

((((3333)))) ２２２２月月月月のののの浦添市長選挙浦添市長選挙浦添市長選挙浦添市長選挙でででで「「「「那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港」」」」のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ反対反対反対反対をををを表明表明表明表明したしたしたした松本市長松本市長松本市長松本市長がががが誕生誕生誕生誕生したしたしたした。。。。県県県県
のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 南西諸島南西諸島南西諸島南西諸島へのへのへのへの自衛隊配備増強自衛隊配備増強自衛隊配備増強自衛隊配備増強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へのへのへのへの自衛隊機自衛隊機自衛隊機自衛隊機のののの配備計画配備計画配備計画配備計画についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 与那国町与那国町与那国町与那国町へのへのへのへの自衛隊配備計画自衛隊配備計画自衛隊配備計画自衛隊配備計画についてについてについてについて

((((5555)))) 基地基地基地基地やややや軍隊軍隊軍隊軍隊にににに頼頼頼頼らずらずらずらず、、、、文化交流文化交流文化交流文化交流やややや経済交流経済交流経済交流経済交流をををを盛盛盛盛んにするんにするんにするんにす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

3333 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)))) 東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災からもうすぐからもうすぐからもうすぐからもうすぐ２２２２年年年年がががが経過経過経過経過しますしますしますします。。。。首都直下地震首都直下地震首都直下地震首都直下地震やややや南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ巨大地震巨大地震巨大地震巨大地震のののの発発発発
生生生生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状況状況状況状況のののの中中中中、、、、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問問問問うううう。。。。地震対策地震対策地震対策地震対策、、、、津波対策津波対策津波対策津波対策、、、、大型台風対大型台風対大型台風対大型台風対
策策策策、、、、ゲリラゲリラゲリラゲリラ豪雨豪雨豪雨豪雨などのなどのなどのなどの大雨対策大雨対策大雨対策大雨対策についてについてについてについて

4444 エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー政策政策政策政策についてについてについてについて

((((1111)))) 原子力発電原子力発電原子力発電原子力発電のののの安全神話安全神話安全神話安全神話はははは崩崩崩崩れたれたれたれた。。。。福島原発福島原発福島原発福島原発のののの破壊破壊破壊破壊によりによりによりにより被災地域被災地域被災地域被災地域のののの多多多多くのくのくのくの国民国民国民国民がががが避難避難避難避難
生活生活生活生活をををを強強強強いられていますいられていますいられていますいられています。。。。沖縄電力沖縄電力沖縄電力沖縄電力もももも原子力発電原子力発電原子力発電原子力発電のののの研究研究研究研究をしているようですがをしているようですがをしているようですがをしているようですが、、、、すぐにやすぐにやすぐにやすぐにや
めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと思思思思うがうがうがうが、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 環境環境環境環境にににに優優優優しくしくしくしく人間人間人間人間がががが安心安心安心安心してしてしてして使使使使えるえるえるえる自然自然自然自然エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの開発開発開発開発がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県
のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄電力沖縄電力沖縄電力沖縄電力にもそのようなにもそのようなにもそのようなにもそのような取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを求求求求めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと考考考考えるがえるがえるがえるが県県県県のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

5555 人口政策人口政策人口政策人口政策についてについてについてについて

((((1111)))) 少子高齢化時代少子高齢化時代少子高齢化時代少子高齢化時代のののの到来到来到来到来のののの中中中中でででで沖縄県沖縄県沖縄県沖縄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問問問問うううう。。。。

ｱｱｱｱ 県人口県人口県人口県人口のののの将来予測将来予測将来予測将来予測はははは。。。。

ｲｲｲｲ 持続的持続的持続的持続的なななな人口増加人口増加人口増加人口増加についてについてについてについて
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6666 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
　　　　安心安心安心安心してしてしてして子子子子をををを産産産産みみみみ・・・・育育育育てられるてられるてられるてられる環境環境環境環境やややや制度制度制度制度のののの整備整備整備整備などなどなどなど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問問問問うううう。。。。

((((1111)))) 親業親業親業親業やややや育児育児育児育児などをなどをなどをなどを学学学学べるべるべるべる制度制度制度制度、、、、支援支援支援支援についてについてについてについて

((((2222)))) 義務教育期間義務教育期間義務教育期間義務教育期間のののの医療費医療費医療費医療費のののの無料化無料化無料化無料化についてについてについてについて

((((3333)))) 義務教育期間義務教育期間義務教育期間義務教育期間のののの給食費給食費給食費給食費のののの無料化無料化無料化無料化についてについてについてについて

((((4444)))) うちなうちなうちなうちなーーーーびけびけびけびけーーーーんのんのんのんの子子子子どもどもどもども手当手当手当手当についてについてについてについて

7777 人材育成人材育成人材育成人材育成についてについてについてについて
　　　　県県県県のののの自立発展自立発展自立発展自立発展のためにはのためにはのためにはのためには、、、、人材育成人材育成人材育成人材育成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。。。。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問問問問うううう。。。。

((((1111)))) 30303030人以下学級人以下学級人以下学級人以下学級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

((((2222)))) 中学卒業後中学卒業後中学卒業後中学卒業後のののの進路相談進路相談進路相談進路相談についてについてについてについて

((((3333)))) 若年層若年層若年層若年層へへへへ職支援職支援職支援職支援についてについてについてについて

8888 沖縄沖縄沖縄沖縄ブランドブランドブランドブランドづくりづくりづくりづくり・・・・うちなうちなうちなうちなーーーーすぐりむんのすぐりむんのすぐりむんのすぐりむんの開発開発開発開発ととと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

((((1111)))) 農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物ののののブランドブランドブランドブランド化化化化についてについてについてについて

((((2222)))) 沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光ののののブランドブランドブランドブランド化化化化についてについてについてについて

9999 うちなうちなうちなうちなーーーー文化文化文化文化のもとであるのもとであるのもとであるのもとである「「「「しまくとぅばしまくとぅばしまくとぅばしまくとぅば」」」」のののの普及普及普及普及・・・・継承継承継承継承についてについてについてについて

10101010 脱法脱法脱法脱法ハーブハーブハーブハーブについてについてについてについて
　　　　県外県外県外県外ではではではでは青少年青少年青少年青少年までもまでもまでもまでも脱法脱法脱法脱法ハーブハーブハーブハーブのののの使用被害使用被害使用被害使用被害のののの実態実態実態実態がががが報報報報じられていますじられていますじられていますじられています。。。。県内県内県内県内のののの状況状況状況状況とととと
取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて問問問問うううう。。。。
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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04040404    日日日日((((月月月月))))
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 27272727分分分分 山内山内山内山内　　　　末子末子末子末子（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 安倍政権誕生安倍政権誕生安倍政権誕生安倍政権誕生からからからから２２２２カカカカ月余月余月余月余、、、、基地基地基地基地、、、、経済経済経済経済、、、、歴史認識歴史認識歴史認識歴史認識、、、、教育教育教育教育、、、、憲法改憲憲法改憲憲法改憲憲法改憲についてどうについてどうについてどうについてどう評価評価評価評価しししし
ますかますかますかますか。。。。

((((2222)))) アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクスによるによるによるによる沖縄県経済沖縄県経済沖縄県経済沖縄県経済へのへのへのへの影響影響影響影響をどのようにをどのようにをどのようにをどのように捉捉捉捉えていますかえていますかえていますかえていますか。。。。

((((3333)))) 沖縄振興交付金沖縄振興交付金沖縄振興交付金沖縄振興交付金・・・・那覇空港関連予算那覇空港関連予算那覇空港関連予算那覇空港関連予算ともにともにともにともに満額回答満額回答満額回答満額回答がががが、、、、辺野古移設問題辺野古移設問題辺野古移設問題辺野古移設問題ととととリンクリンクリンクリンクしないしないしないしない
保証保証保証保証があるかがあるかがあるかがあるか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 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おけるにおけるにおけるにおけるＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉参加問題交渉参加問題交渉参加問題交渉参加問題、「、「、「、「全全全全てのてのてのての関税撤廃前提関税撤廃前提関税撤廃前提関税撤廃前提とせずとせずとせずとせず」」」」とととと、、、、近近近近くくくく参加参加参加参加
表明表明表明表明されるされるされるされる。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県へのへのへのへの影響影響影響影響とととと今後今後今後今後、、、、どうどうどうどう取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 施政方針施政方針施政方針施政方針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撤回配備撤回配備撤回配備撤回、、、、辺野古埋立申請等明確辺野古埋立申請等明確辺野古埋立申請等明確辺野古埋立申請等明確にされていないことはにされていないことはにされていないことはにされていないことは、、、、県県県県のののの強強強強
いいいい姿勢姿勢姿勢姿勢がががが示示示示されずされずされずされず奇異奇異奇異奇異であるであるであるである。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 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２２２２年目年目年目年目をををを迎迎迎迎えるえるえるえる。。。。24242424年度年度年度年度のののの市町村市町村市町村市町村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とととと課題課題課題課題、、、、25252525年度年度年度年度のののの
対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 日米地位協定改定日米地位協定改定日米地位協定改定日米地位協定改定についてについてについてについて、、、、訪米訪米訪米訪米をををを含含含含めどうめどうめどうめどう取取取取りりりり組組組組んでいくのかんでいくのかんでいくのかんでいくのか具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策をををを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((8888)))) 歯歯歯歯どめのきかないどめのきかないどめのきかないどめのきかない米兵米兵米兵米兵、、、、軍属軍属軍属軍属のののの事件事故事件事故事件事故事件事故・・・・そのそのそのその対処策対処策対処策対処策についてについてについてについて実効性実効性実効性実効性のあるのあるのあるのある施策施策施策施策のののの展開展開展開展開
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。。。。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。。。。

((((9999)))) 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りをめぐりをめぐりをめぐり、、、、日中間日中間日中間日中間・・・・日台間日台間日台間日台間がががが緊迫緊迫緊迫緊迫をしているをしているをしているをしている。。。。中中中中でもでもでもでも日台間日台間日台間日台間のののの協協協協
議議議議のののの再開再開再開再開にににに向向向向けけけけ、、、、関係者関係者関係者関係者のののの不安不安不安不安がががが募募募募るるるる。。。。県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

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)))) 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についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 工事現場工事現場工事現場工事現場におけるにおけるにおけるにおける土砂崩落事故土砂崩落事故土砂崩落事故土砂崩落事故についてについてについてについて
　　　　急斜面急斜面急斜面急斜面のののの立立立立ちちちち木木木木をををを伐採伐採伐採伐採したのがしたのがしたのがしたのが原因原因原因原因ではないかとではないかとではないかとではないかと専門家専門家専門家専門家のののの認識認識認識認識があるがあるがあるがある。。。。原因原因原因原因はははは判明判明判明判明
したかしたかしたかしたか。。。。立入調査立入調査立入調査立入調査をしたをしたをしたをした県県県県のののの感想感想感想感想をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 場所場所場所場所のののの選定選定選定選定、、、、設計上設計上設計上設計上ののののミスミスミスミス、、、、工法工法工法工法にににに問題問題問題問題があるのではとがあるのではとがあるのではとがあるのではと考考考考えるえるえるえる。。。。県県県県のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 赤土防止条例赤土防止条例赤土防止条例赤土防止条例とのとのとのとの関係関係関係関係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。。。。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 希少植物希少植物希少植物希少植物のののの移植状況移植状況移植状況移植状況をををを明確明確明確明確にせよにせよにせよにせよ（（（（植物名植物名植物名植物名とととと生息状況生息状況生息状況生息状況）。）。）。）。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤のののの存在存在存在存在についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤についてのについてのについてのについての報告書報告書報告書報告書がこのほどがこのほどがこのほどがこのほど発表発表発表発表されされされされ、、、、枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤のののの存在存在存在存在がががが否定否定否定否定されたされたされたされた
内容内容内容内容になっているになっているになっているになっている。。。。県県県県はこのはこのはこのはこの報告書報告書報告書報告書のののの公開公開公開公開をををを日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに求求求求めめめめ検証検証検証検証をするをするをするをする必要必要必要必要があるがあるがあるがある
ととと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いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの返還返還返還返還についてについてについてについて、、、、跡利用計画跡利用計画跡利用計画跡利用計画のののの策定策定策定策定がががが加速化加速化加速化加速化しているしているしているしている。。。。返還計画返還計画返還計画返還計画がががが示示示示されされされされ
るめどについてるめどについてるめどについてるめどについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 在日米軍再編在日米軍再編在日米軍再編在日米軍再編にににに伴伴伴伴うううう基地従業員基地従業員基地従業員基地従業員のののの再雇用対策再雇用対策再雇用対策再雇用対策についてについてについてについて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したしたしたした取取取取りりりり組組組組みみみみ
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るがえるがえるがえるが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 組織再編成組織再編成組織再編成組織再編成についてについてについてについて

((((1111)))) 再編成再編成再編成再編成をするをするをするをする目的目的目的目的、、、、そのそのそのその理由理由理由理由、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴うううう人員人員人員人員のののの配置等配置等配置等配置等、、、、調整調整調整調整はははは順調順調順調順調ににに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
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが弱体化弱体化弱体化弱体化するのではとするのではとするのではとするのではと危惧危惧危惧危惧されるがされるがされるがされるが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。。。。
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((((3333)))) 地域安全対策課地域安全対策課地域安全対策課地域安全対策課のののの職員増職員増職員増職員増のののの理由理由理由理由とそのとそのとそのとその位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、選任方法選任方法選任方法選任方法をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道をををを含含含含むむむむ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導入導入導入導入のののの促進促進促進促進についてについてについてについて

((((1111)))) 導入導入導入導入ルートルートルートルート、、、、事業主体事業主体事業主体事業主体やややや整備方法等検討委員会整備方法等検討委員会整備方法等検討委員会整備方法等検討委員会のののの開催状況開催状況開催状況開催状況ととととメンバーメンバーメンバーメンバー構成構成構成構成についてについてについてについて伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県方針県方針県方針県方針へのへのへのへの民意民意民意民意をををを反映反映反映反映するするするする広域都市計画広域都市計画広域都市計画広域都市計画をををを絡絡絡絡めためためためた、、、、市町村市町村市町村市町村のののの積極的関与積極的関与積極的関与積極的関与をををを進進進進めるべきめるべきめるべきめるべき
でないかでないかでないかでないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 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)))) 循環型社会循環型社会循環型社会循環型社会のののの構築構築構築構築にににに向向向向けたけたけたけた一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルのののの促進促進促進促進についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物ののののリサイクルリサイクルリサイクルリサイクル率率率率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 容器包装容器包装容器包装容器包装プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック回収回収回収回収のののの抜本的改善抜本的改善抜本的改善抜本的改善にににに向向向向けてのけてのけてのけての今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((2222)))) 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「ＰＭ「ＰＭ「ＰＭ「ＰＭ2222....5555」」」」についてについてについてについて深刻深刻深刻深刻なななな状況状況状況状況があるがあるがあるがある。。。。県県県県へのへのへのへの影響影響影響影響はどのようなことがはどのようなことがはどのようなことがはどのようなことが想想想想
定定定定されるかされるかされるかされるか、、、、またまたまたまた、、、、そのそのそのその対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) ハーグハーグハーグハーグ条約条約条約条約へのへのへのへの加盟加盟加盟加盟がががが加速化加速化加速化加速化してきたしてきたしてきたしてきた。。。。県県県県のののの実態実態実態実態、、、、加盟後加盟後加盟後加盟後のののの課題等課題等課題等課題等、、、、把握把握把握把握されているされているされているされている
かかかか。。。。那覇裁判所那覇裁判所那覇裁判所那覇裁判所でのでのでのでの対応等提起対応等提起対応等提起対応等提起をしてきたがをしてきたがをしてきたがをしてきたが、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 性被害性被害性被害性被害、、、、性暴力被害者性暴力被害者性暴力被害者性暴力被害者のためののためののためののためのワンストップワンストップワンストップワンストップ支援支援支援支援センターセンターセンターセンター設立設立設立設立にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況
をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 日本弁護士連合会日本弁護士連合会日本弁護士連合会日本弁護士連合会からからからから非婚母非婚母非婚母非婚母へのへのへのへの「「「「寡婦控除寡婦控除寡婦控除寡婦控除」」」」をみなしをみなしをみなしをみなし適用適用適用適用しししし救済措置救済措置救済措置救済措置するようするようするようするよう要望書要望書要望書要望書
がががが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。。。。

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)))) 深刻化深刻化深刻化深刻化するするするする体罰体罰体罰体罰、、、、いじめのいじめのいじめのいじめの現状現状現状現状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ますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 教員教員教員教員、、、、臨時教員臨時教員臨時教員臨時教員、ＡＬＴ、ＡＬＴ、ＡＬＴ、ＡＬＴのののの不祥事不祥事不祥事不祥事のののの現状現状現状現状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ますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒、、、、教員教員教員教員のののの海外交流海外交流海外交流海外交流、、、、国外留学国外留学国外留学国外留学のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 高校授業料無償化高校授業料無償化高校授業料無償化高校授業料無償化のののの廃止廃止廃止廃止にににに向向向向けたけたけたけた対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金によるによるによるによる給食費無料制度給食費無料制度給食費無料制度給食費無料制度のののの構築構築構築構築についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 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)))) 空手発祥空手発祥空手発祥空手発祥のののの地沖縄地沖縄地沖縄地沖縄ををををアピールアピールアピールアピールするためにするためにするためにするために世界大会世界大会世界大会世界大会のののの開催開催開催開催、、、、オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック種目種目種目種目へのへのへのへの推薦取推薦取推薦取推薦取
りりりり組組組組みについてどうみについてどうみについてどうみについてどう考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 琉球琉球琉球琉球ガラスガラスガラスガラスのののの工芸品工芸品工芸品工芸品としてのとしてのとしてのとしての県県県県のののの認識認識認識認識とそのとそのとそのとその定義定義定義定義、、、、振興策振興策振興策振興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。。。。

((((3333)))) スポーツスポーツスポーツスポーツ・・・・ツーリズムツーリズムツーリズムツーリズムのののの確立確立確立確立にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

((((4444)))) 尖閣問題尖閣問題尖閣問題尖閣問題がががが深刻深刻深刻深刻になるになるになるになる中中中中、、、、中国中国中国中国、、、、韓国韓国韓国韓国、、、、台湾等台湾等台湾等台湾等のののの観光客観光客観光客観光客のののの推移推移推移推移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。。。。

8888 防災対策防災対策防災対策防災対策についてについてについてについて

((((1111)))) うるまうるまうるまうるま市平安座市平安座市平安座市平安座のののの石油備蓄基地石油備蓄基地石油備蓄基地石油備蓄基地でででで発生発生発生発生したしたしたした原油流出事故原油流出事故原油流出事故原油流出事故のののの現在現在現在現在のののの状況状況状況状況とととと対策対策対策対策についてについてについてについて
県県県県とうるまとうるまとうるまとうるま市市市市・・・・会社会社会社会社ごとにごとにごとにごとに伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 石油石油石油石油コンビナートコンビナートコンビナートコンビナート地区防災地区防災地区防災地区防災マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルのののの策定策定策定策定についてについてについてについて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。。。。

((((2222)))) 沖縄県全体沖縄県全体沖縄県全体沖縄県全体ののののＡＥＤＡＥＤＡＥＤＡＥＤのののの設置状況設置状況設置状況設置状況とととと設置計画設置計画設置計画設置計画をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

9999 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)))) 自殺者自殺者自殺者自殺者のののの推移推移推移推移（（（（過去過去過去過去５５５５年年年年、、、、年代別男女別年代別男女別年代別男女別年代別男女別））））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ますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 保育無償化政策実現保育無償化政策実現保育無償化政策実現保育無償化政策実現のののの際際際際のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) がんがんがんがん対策基本条例対策基本条例対策基本条例対策基本条例のののの計画実現計画実現計画実現計画実現へのへのへのへ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とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 障障障障がいがいがいがい者権利条例者権利条例者権利条例者権利条例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とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 高高高高いいいい保育料保育料保育料保育料でででで保護者保護者保護者保護者がががが悲鳴悲鳴悲鳴悲鳴をををを上上上上げているげているげているげている。。。。保育料引下保育料引下保育料引下保育料引下げやげやげやげや支援策支援策支援策支援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。。。。

((((6666)))) 認可外保育所認可外保育所認可外保育所認可外保育所へのへのへのへの給食費支援拡充計画給食費支援拡充計画給食費支援拡充計画給食費支援拡充計画をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

10101010 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)))) 高齢者高齢者高齢者高齢者のののの免許返納制度免許返納制度免許返納制度免許返納制度のののの状況状況状況状況とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県警県警県警県警ではではではでは、、、、白白白白バイバイバイバイでのでのでのでの夜間取夜間取夜間取夜間取りりりり締締締締まりまりまりまり等等等等をををを強化強化強化強化したことでしたことでしたことでしたことで暴走族暴走族暴走族暴走族やややや110110110110番通報番通報番通報番通報もももも減少減少減少減少したしたしたした
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ようであるがようであるがようであるがようであるが、、、、暴走族暴走族暴走族暴走族のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの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。。。。

11111111 住宅防音工事対策拡大住宅防音工事対策拡大住宅防音工事対策拡大住宅防音工事対策拡大についてについてについてについて

((((1111)))) 次年度次年度次年度次年度にはにはにはには5500550055005500件件件件のののの対象世帯対象世帯対象世帯対象世帯がふえたががふえたががふえたががふえたが、、、、まだまだまだまだ対象希望世帯解消対象希望世帯解消対象希望世帯解消対象希望世帯解消にはにはにはには至至至至らないらないらないらない。。。。県県県県としとしとしとし
てててて取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを強化強化強化強化するべきだとするべきだとするべきだとするべきだと思思思思うがうがうがうが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺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04040404    日日日日((((月月月月))))
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 糸洲糸洲糸洲糸洲　　　　朝則朝則朝則朝則（（（（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政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題をををを初初初初めめめめ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの抱抱抱抱えるえるえるえる課題課題課題課題をををを米国政府米国政府米国政府米国政府やややや米国民米国民米国民米国民にににに発信発信発信発信しししし、、、、米国米国米国米国でのでのでのでの情報情報情報情報
収集収集収集収集、、、、政府政府政府政府へのへのへのへの交渉窓口交渉窓口交渉窓口交渉窓口となるとなるとなるとなる沖縄沖縄沖縄沖縄ワシントンワシントンワシントンワシントン事務所事務所事務所事務所のののの設置設置設置設置はははは可能可能可能可能かかかか。。。。またまたまたまた、、、、これまでこれまでこれまでこれまで検検検検
討討討討したことはあるのかしたことはあるのかしたことはあるのかしたことはあるのか。。。。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)))) 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でででで、、、、日中関係日中関係日中関係日中関係がががが悪化悪化悪化悪化しているがしているがしているがしているが、、、、日中関係改善日中関係改善日中関係改善日中関係改善へへへへ向向向向けたけたけたけた知事知事知事知事のののの所所所所
見及見及見及見及びびびび沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの役割役割役割役割とととと対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 那覇空港第那覇空港第那覇空港第那覇空港第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路のののの予算総額予算総額予算総額予算総額のののの獲得獲得獲得獲得、、、、今後今後今後今後のののの展望展望展望展望についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 国国国国のののの「「「「地方公務員給与削減地方公務員給与削減地方公務員給与削減地方公務員給与削減」」」」要請要請要請要請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所見所見所見所見とととと対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) ハーグハーグハーグハーグ条約条約条約条約にににに日本日本日本日本がががが加盟加盟加盟加盟するするするする方針方針方針方針をををを政府政府政府政府はははは固固固固めたがめたがめたがめたが、、、、国際結婚国際結婚国際結婚国際結婚がががが多多多多いいいい沖縄沖縄沖縄沖縄のののの実態実態実態実態にににに
合合合合ったったったった国内法国内法国内法国内法のののの整備整備整備整備、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ、ＤＶ被害者被害者被害者被害者とのかかわりなどとのかかわりなどとのかかわりなどとのかかわりなど不安不安不安不安のののの声声声声もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、知事知事知事知事のののの所見及所見及所見及所見及びびびび対対対対
応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 那覇市那覇市那覇市那覇市がががが中核都市中核都市中核都市中核都市へへへへ移行移行移行移行することにすることにすることにすることに伴伴伴伴うううう移譲事務移譲事務移譲事務移譲事務、、、、財源財源財源財源、、、、市民市民市民市民サービスサービスサービスサービス、、、、県県県県のののの定数条例定数条例定数条例定数条例
等等等等とのかかわりについてとのかかわりについてとのかかわりについてとのかかわりについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策緊急経済対策をををを盛盛盛盛りりりり込込込込んだんだんだんだ、、、、2012201220122012年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算がががが成立成立成立成立したしたしたした。。。。このこのこのこの補正予算補正予算補正予算補正予算のののの活用活用活用活用につにつにつにつ
いていていていて、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、防災防災防災防災・・・・安全交付金安全交付金安全交付金安全交付金、、、、地域地域地域地域のののの元気臨時交付金元気臨時交付金元気臨時交付金元気臨時交付金、、、、学校耐震化学校耐震化学校耐震化学校耐震化・・・・老朽化対策老朽化対策老朽化対策老朽化対策、、、、
待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消のためののためののためののための保育士確保等保育士確保等保育士確保等保育士確保等、、、、補正予算補正予算補正予算補正予算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、、、、補正予算補正予算補正予算補正予算やややや新年度新年度新年度新年度
予算予算予算予算にどのようににどのようににどのようににどのように生生生生かされているかかされているかかされているかかされているか。。。。

2222 防災防災防災防災・・・・減災減災減災減災ニューディールニューディールニューディールニューディール事業事業事業事業についてについてについてについて

((((1111)))) 地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体がががが管理管理管理管理するするするするインフラインフラインフラインフラ対策向対策向対策向対策向けのけのけのけの「「「「防災防災防災防災・・・・安全交付金安全交付金安全交付金安全交付金」」」」のののの今年度補正予算及今年度補正予算及今年度補正予算及今年度補正予算及びびびび
新年度予算新年度予算新年度予算新年度予算についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県やややや市町村市町村市町村市町村がががが管理管理管理管理するするするするインフラインフラインフラインフラのののの総点検総点検総点検総点検、、、、維持管理維持管理維持管理維持管理、、、、改修改修改修改修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 密集市街地密集市街地密集市街地密集市街地のののの防災向上防災向上防災向上防災向上についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 小中高校小中高校小中高校小中高校のののの耐震化耐震化耐震化耐震化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今後今後今後今後のののの展望展望展望展望についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 学校学校学校学校のののの通学路安全対策通学路安全対策通学路安全対策通学路安全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。。。。

ｵｵｵｵ 県営住宅県営住宅県営住宅県営住宅やややや市町村営住宅等市町村営住宅等市町村営住宅等市町村営住宅等、、、、公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅のののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｶｶｶｶ 民間住宅民間住宅民間住宅民間住宅やややや建築物建築物建築物建築物のののの耐震化耐震化耐震化耐震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)))) 防災減災防災減災防災減災防災減災ニューディールニューディールニューディールニューディール対策事業対策事業対策事業対策事業によるによるによるによる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伺伺伺伺うううう（（（（例例例例えばえばえばえば、、、、県経済県経済県経済県経済やややや雇用雇用雇用雇用
拡大等拡大等拡大等拡大等）。）。）。）。

3333 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ついてについてについてについて

((((1111)))) 国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省がががが、、、、今国会今国会今国会今国会にににに提出提出提出提出するするするする耐震改修促進法改正耐震改修促進法改正耐震改修促進法改正耐震改修促進法改正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)))) 建設業界建設業界建設業界建設業界のののの人手不足人手不足人手不足人手不足、、、、資材不足資材不足資材不足資材不足、、、、建設建設建設建設コストコストコストコストのののの高騰等高騰等高騰等高騰等、、、、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、、、、そのそのそのその対策対策対策対策にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 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)))) 安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相ととととオバマオバマオバマオバマ大統領大統領大統領大統領とのとのとのとの会談会談会談会談でででで、、、、日米首脳日米首脳日米首脳日米首脳はははは辺野古移設推進辺野古移設推進辺野古移設推進辺野古移設推進でででで一致一致一致一致したとあるがしたとあるがしたとあるがしたとあるが、、、、
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いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 普天間飛行場辺野古移設及普天間飛行場辺野古移設及普天間飛行場辺野古移設及普天間飛行場辺野古移設及びびびびオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ強行配備強行配備強行配備強行配備はははは、、、、多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民のののの意意意意にににに反反反反しているとしているとしているとしていると考考考考
えるがえるがえるがえるが、、、、県外移設県外移設県外移設県外移設・・・・配備撤回配備撤回配備撤回配備撤回にににに向向向向けてけてけてけて、、、、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ますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 県外移設県外移設県外移設県外移設をををを公約公約公約公約にににに掲掲掲掲げたげたげたげた知事知事知事知事としてとしてとしてとして、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの埋立許可埋立許可埋立許可埋立許可はははは出出出出さないとさないとさないとさないと明言明言明言明言すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考
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えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。

((((4444)))) 米軍人米軍人米軍人米軍人、、、、軍属軍属軍属軍属のたびのたびのたびのたび重重重重なるなるなるなる事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故はははは、、、、もはやもはやもはやもはや綱紀粛正綱紀粛正綱紀粛正綱紀粛正やややや教育教育教育教育のののの再徹底等再徹底等再徹底等再徹底等でででで解決解決解決解決できできできでき
るものではないるものではないるものではないるものではない。。。。抜本的解決抜本的解決抜本的解決抜本的解決がががが必要必要必要必要でありでありでありであり、、、、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。。。。

((((5555)))) 森本前防衛大臣森本前防衛大臣森本前防衛大臣森本前防衛大臣のののの退任前退任前退任前退任前のののの発言発言発言発言でででで、「、「、「、「軍事的軍事的軍事的軍事的にににに沖縄沖縄沖縄沖縄でなくてもよいがでなくてもよいがでなくてもよいがでなくてもよいが、、、、政治的政治的政治的政治的にににに沖縄沖縄沖縄沖縄がががが
最適最適最適最適」」」」とのとのとのとの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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。前大臣前大臣前大臣前大臣はははは民間民間民間民間シンクタンクシンクタンクシンクタンクシンクタンクのののの研究員研究員研究員研究員
だったころだったころだったころだったころ、「、「、「、「米海兵隊米海兵隊米海兵隊米海兵隊はははは沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから撤退撤退撤退撤退すべきすべきすべきすべき」」」」とととと主張主張主張主張していましたしていましたしていましたしていました。。。。米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地がががが沖縄沖縄沖縄沖縄にににに
集中集中集中集中するするするする理由理由理由理由としてとしてとしてとして、「、「、「、「抑止力抑止力抑止力抑止力」」」」やややや「「「「地理的優位性地理的優位性地理的優位性地理的優位性」」」」がががが言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、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いいいい
ますますますます。。。。

((((6666)))) 嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの返還返還返還返還のののの実現実現実現実現、、、、跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用のののの検討検討検討検討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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 那覇軍港移設那覇軍港移設那覇軍港移設那覇軍港移設についてについてについてについて、、、、県県県県のののの対応対応対応対応、、、、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。。。。

5555 企画部企画部企画部企画部についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道をををを含含含含むむむむ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導入促進事業導入促進事業導入促進事業導入促進事業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)))) 重粒子線治療施設導入重粒子線治療施設導入重粒子線治療施設導入重粒子線治療施設導入にににに係係係係るるるる検討基礎事業検討基礎事業検討基礎事業検討基礎事業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)))) 離島地区情報通信基盤整備推進事業離島地区情報通信基盤整備推進事業離島地区情報通信基盤整備推進事業離島地区情報通信基盤整備推進事業についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 商工労働部商工労働部商工労働部商工労働部についてについてについてについて

((((1111)))) 航空機整備基地整備事業航空機整備基地整備事業航空機整備基地整備事業航空機整備基地整備事業についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄国際航空物流沖縄国際航空物流沖縄国際航空物流沖縄国際航空物流ハブハブハブハブ活用推進事業活用推進事業活用推進事業活用推進事業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 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)))) 聴導犬聴導犬聴導犬聴導犬のののの普及拡大普及拡大普及拡大普及拡大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)))) 盲聾障害者盲聾障害者盲聾障害者盲聾障害者のののの「「「「触手通訳介助員触手通訳介助員触手通訳介助員触手通訳介助員」」」」のののの派遣時間派遣時間派遣時間派遣時間についてについてについてについて、、、、年年年年240240240240時間時間時間時間とされているがとされているがとされているがとされているが、、、、時間時間時間時間
のののの増加増加増加増加とととと利用者利用者利用者利用者のののの拡充拡充拡充拡充についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 情緒障害児支援情緒障害児支援情緒障害児支援情緒障害児支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 被虐待児童被虐待児童被虐待児童被虐待児童へのへのへのへの支援施設支援施設支援施設支援施設としてとしてとしてとして、「、「、「、「情緒障情緒障情緒障情緒障がいがいがいがい児短期治療施設児短期治療施設児短期治療施設児短期治療施設」」」」のののの設置設置設置設置がががが早急早急早急早急にににに求求求求めめめめ
られていますられていますられていますられています。。。。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 支援支援支援支援をををを必要必要必要必要とするとするとするとする被虐待児童被虐待児童被虐待児童被虐待児童にににに関関関関するするするする実態調査実態調査実態調査実態調査をををを行行行行ったことがあるのかったことがあるのかったことがあるのかったことがあるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 保育所整備保育所整備保育所整備保育所整備、、、、保育士等処遇改善保育士等処遇改善保育士等処遇改善保育士等処遇改善、、、、保育士研修等子育保育士研修等子育保育士研修等子育保育士研修等子育てててて支援事業支援事業支援事業支援事業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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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04040404    日日日日((((月月月月))))
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 19191919分分分分 上原上原上原上原　　　　　　　　章章章章（（（（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)))) 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、、、、環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）についてについてについてについて、、、、関税撤廃関税撤廃関税撤廃関税撤廃のののの例外容認例外容認例外容認例外容認がががが確認確認確認確認ささささ
れれれれ、、、、政府政府政府政府ははははＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉入交渉入交渉入交渉入りへりへりへりへ大大大大きくきくきくきく加速加速加速加速するとのするとのするとのするとの報道報道報道報道がありますがありますがありますがあります。。。。本県本県本県本県へのへのへのへの影響影響影響影響をををを含含含含めめめめ知知知知
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。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度、、、、新新新新たなたなたなたな振興計画振興計画振興計画振興計画ががががスタスタスタスタ－－－－トトトトしししし、、、、大幅大幅大幅大幅なななな予算予算予算予算となったとなったとなったとなった一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金についてについてについてについて、、、、多多多多
くのくのくのくの県民県民県民県民からそのからそのからそのからその執行状況執行状況執行状況執行状況、、、、事業効果事業効果事業効果事業効果にににに期待期待期待期待しししし、、、、注視注視注視注視するするするする声声声声がががが寄寄寄寄せられていますせられていますせられていますせられています。。。。特特特特にににに、、、、
過去過去過去過去のののの振興予算振興予算振興予算振興予算はははは必必必必ずしもずしもずしもずしも県民県民県民県民のののの所得向上所得向上所得向上所得向上やややや雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境のののの改善改善改善改善、、、、子育子育子育子育てててて支援等支援等支援等支援等にににに直結直結直結直結しししし
ていなかったとのていなかったとのていなかったとのていなかったとの指摘指摘指摘指摘がありますがありますがありますがあります。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解とととと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。。。。

((((3333)))) 子供子供子供子供たちがひとしくたちがひとしくたちがひとしくたちがひとしく恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた教育環境教育環境教育環境教育環境のののの中中中中でででで幼児期幼児期幼児期幼児期をををを送送送送ることはることはることはることは極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要でありでありでありであり、、、、政政政政
府府府府・・・・与党与党与党与党はこのほどはこのほどはこのほどはこのほど「「「「幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育のののの無償化無償化無償化無償化」」」」をををを検討検討検討検討するとのするとのするとのするとの方針方針方針方針をををを示示示示しましたしましたしましたしました。。。。このことはこのことはこのことはこのことは公公公公
明党明党明党明党としてとしてとしてとして強強強強くくくく求求求求めてきたことですがめてきたことですがめてきたことですがめてきたことですが、、、、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いますいますいますいます。。。。戦後戦後戦後戦後27272727年米統治下年米統治下年米統治下年米統治下のののの中中中中
でででで、、、、本県本県本県本県のののの保育環境保育環境保育環境保育環境、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援はははは全国全国全国全国とととと比較比較比較比較してしてしてして大大大大きくおくれてきましたきくおくれてきましたきくおくれてきましたきくおくれてきました。。。。そのそのそのその特殊事特殊事特殊事特殊事
情情情情やややや島嶼県島嶼県島嶼県島嶼県というというというという地理的不利性地理的不利性地理的不利性地理的不利性をををを鑑鑑鑑鑑みみみみ一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを最大最大最大最大にににに活用活用活用活用できないかあわせてできないかあわせてできないかあわせてできないかあわせて伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。

2222 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)))) 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度、、、、県県県県はははは観光客誘致促進観光客誘致促進観光客誘致促進観光客誘致促進やややや受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制整備等体制整備等体制整備等体制整備等、、、、観光関連予算観光関連予算観光関連予算観光関連予算をををを大幅大幅大幅大幅にににに増増増増
額額額額しましたしましたしましたしました。（。（。（。（当初予算当初予算当初予算当初予算23232323年度年度年度年度22222222億円億円億円億円からからからから24242424年度年度年度年度92929292億円億円億円億円、、、、対前年比対前年比対前年比対前年比420420420420％％％％増増増増））））取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの
状況状況状況状況、、、、課題課題課題課題、、、、成果成果成果成果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。25252525年度予算年度予算年度予算年度予算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。。。。

((((2222)))) 北京事務所北京事務所北京事務所北京事務所のののの開設開設開設開設などなどなどなど、、、、中国中国中国中国・・・・アジアアジアアジアアジア地域地域地域地域からのからのからのからの観光客誘致観光客誘致観光客誘致観光客誘致のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが尖閣問題尖閣問題尖閣問題尖閣問題でででで影影影影
響響響響をををを受受受受けているとのことけているとのことけているとのことけているとのこと。。。。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。。。。

((((3333)))) １１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの消費額消費額消費額消費額、、、、平均滞在日数平均滞在日数平均滞在日数平均滞在日数のののの数値数値数値数値はははは伸伸伸伸びているかびているかびているかびているか、、、、今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 県県県県はははは「「「「新税創設新税創設新税創設新税創設」」」」をををを検討検討検討検討しているがしているがしているがしているが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。。。。観光税観光税観光税観光税のののの考考考考えはあるのかえはあるのかえはあるのかえはあるのか。。。。

3333 農林水産農林水産農林水産農林水産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)))) 県県県県はははは加工加工加工加工・・・・流通流通流通流通までまでまでまで含含含含めためためためた６６６６次産業化次産業化次産業化次産業化によるによるによるによる農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物をををを促進促進促進促進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、、、、現状現状現状現状、、、、
課題課題課題課題、、、、今後今後今後今後のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 「「「「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」」」」のののの成果成果成果成果とととと今後今後今後今後のののの展望展望展望展望をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。対象品目対象品目対象品目対象品目のののの
拡充拡充拡充拡充はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((3333)))) 農業担農業担農業担農業担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成・・・・確保確保確保確保のためのためのためのためスタートスタートスタートスタートしたしたしたした「「「「新規就農一貫支援事業新規就農一貫支援事業新規就農一貫支援事業新規就農一貫支援事業」」」」のののの成果成果成果成果とととと今後今後今後今後のののの展展展展
望望望望をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致についてについてについてについて

((((1111)))) 誘致状況誘致状況誘致状況誘致状況とととと成果成果成果成果、、、、今後今後今後今後のののの展望展望展望展望をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 「「「「沖縄型沖縄型沖縄型沖縄型クラウドクラウドクラウドクラウド基盤構築事業基盤構築事業基盤構築事業基盤構築事業」」」」のののの目的目的目的目的、、、、効果効果効果効果、、、、今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 「「「「賃貸工場整備事業賃貸工場整備事業賃貸工場整備事業賃貸工場整備事業」」」」のののの目的目的目的目的、、、、効果効果効果効果、、、、今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策についてについてについてについて

((((1111)))) 契約社員契約社員契約社員契約社員ややややパートパートパートパート、、、、アルバイトアルバイトアルバイトアルバイトなどのなどのなどのなどの非正規労働者非正規労働者非正規労働者非正規労働者のののの増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向がががが続続続続いていますいていますいていますいています。。。。総務省総務省総務省総務省
はははは労働者全体労働者全体労働者全体労働者全体にににに占占占占めるめるめるめる非正規労働者非正規労働者非正規労働者非正規労働者のののの割合割合割合割合はははは年平均年平均年平均年平均35353535....2222％％％％にににに達達達達しししし、、、、過去最高過去最高過去最高過去最高をををを記録記録記録記録しししし
たとたとたとたと発表発表発表発表しましたしましたしましたしました。。。。特特特特にににに、、、、若者若者若者若者のののの非正規労働者非正規労働者非正規労働者非正規労働者がががが４４４４割割割割からからからから５５５５割割割割にににに達達達達していますしていますしていますしています。。。。結婚結婚結婚結婚やややや子子子子
育育育育てがてがてがてが難難難難しくなるしくなるしくなるしくなる人人人人がふえることががふえることががふえることががふえることが懸念懸念懸念懸念されされされされ、、、、若者若者若者若者のののの非正規労働者非正規労働者非正規労働者非正規労働者へのへのへのへの支援支援支援支援はははは待待待待ったなしったなしったなしったなし
のののの課題課題課題課題ですですですです。。。。知事知事知事知事のののの認識認識認識認識とととと本県本県本県本県のののの現状及現状及現状及現状及びびびび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。。。。
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((((2222)))) 平成平成平成平成24242424年度補正予算年度補正予算年度補正予算年度補正予算でででで国国国国はははは「「「「若年者人材育成若年者人材育成若年者人材育成若年者人材育成・・・・定着支援奨励金定着支援奨励金定着支援奨励金定着支援奨励金（（（（仮称仮称仮称仮称）」）」）」）」をををを実施実施実施実施するとしするとしするとしするとし
ているがているがているがているが、、、、内容内容内容内容とととと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)))) 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てしてしてして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「「「「戦略的雇用対策事業戦略的雇用対策事業戦略的雇用対策事業戦略的雇用対策事業」」」」のののの内容内容内容内容とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。
今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しはどうなっているかしはどうなっているかしはどうなっているかしはどうなっているか。。。。

((((4444)))) 平成平成平成平成25252525年度新規事業年度新規事業年度新規事業年度新規事業のののの「「「「パーソナルパーソナルパーソナルパーソナル・・・・サポートサポートサポートサポート事業事業事業事業」」」」のののの内容内容内容内容とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 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)))) 子供子供子供子供のののの医療費無料化医療費無料化医療費無料化医療費無料化についてについてについてについて、、、、通院分中学通院分中学通院分中学通院分中学３３３３年生年生年生年生までのまでのまでのまでの実施実施実施実施とととと自動償還方式自動償還方式自動償還方式自動償還方式のののの導入導入導入導入はははは
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（（（（実施実施実施実施にににに必要必要必要必要なななな予算予算予算予算）。）。）。）。

((((2222)))) 子供子供子供子供のののの成長成長成長成長にににに食事食事食事食事はははは大切大切大切大切でありでありでありであり、、、、環境等環境等環境等環境等のののの違違違違いでいでいでいで差差差差があってはならないとがあってはならないとがあってはならないとがあってはならないと考考考考えますえますえますえます。。。。認認認認
可外保育園可外保育園可外保育園可外保育園のののの給食給食給食給食をををを認可園並認可園並認可園並認可園並みにできないかみにできないかみにできないかみにできないか、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます（（（（実施実施実施実施にににに必要必要必要必要なななな予予予予
算算算算）。）。）。）。

((((3333)))) 国国国国はははは平成平成平成平成25252525年度年度年度年度よりよりよりより生活保護費生活保護費生活保護費生活保護費のののの基準基準基準基準をををを見直見直見直見直すとのことすとのことすとのことすとのこと。。。。生活保護基準生活保護基準生活保護基準生活保護基準をををを参考参考参考参考にににに自治体自治体自治体自治体
がががが決決決決めているめているめているめている低所得世帯低所得世帯低所得世帯低所得世帯へのへのへのへの保育料免除保育料免除保育料免除保育料免除やややや就学援助就学援助就学援助就学援助などなどなどなど、、、、各種制度各種制度各種制度各種制度にににに悪影響悪影響悪影響悪影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす
とのとのとのとの懸念懸念懸念懸念のののの声声声声がががが寄寄寄寄せられていますせられていますせられていますせられています。。。。どのようなどのようなどのようなどのような制度制度制度制度にににに影響影響影響影響がががが出出出出るのかるのかるのかるのか、、、、県県県県はどうはどうはどうはどう対応対応対応対応するするするする
のかのかのかのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんやがんやがんやがんやヒブヒブヒブヒブ、、、、小児用肺炎球菌小児用肺炎球菌小児用肺炎球菌小児用肺炎球菌のののの３３３３つのつのつのつの予防予防予防予防ワクチンワクチンワクチンワクチンがことしがことしがことしがことし４４４４月月月月よりよりよりより定期接種定期接種定期接種定期接種となりとなりとなりとなり
ますますますます。。。。９９９９割国割国割国割国からのからのからのからの補助補助補助補助ですですですです。。。。またまたまたまた「「「「妊婦検診妊婦検診妊婦検診妊婦検診」」」」公費助成公費助成公費助成公費助成もももも、、、、平成平成平成平成25252525年度以降年度以降年度以降年度以降はははは恒久的恒久的恒久的恒久的なななな
仕組仕組仕組仕組みとなりますみとなりますみとなりますみとなります。。。。いずれもいずれもいずれもいずれも公明党公明党公明党公明党としてとしてとしてとして強強強強くくくく取取取取りりりり組組組組んできたんできたんできたんできた政策政策政策政策ですがですがですがですが、、、、本県本県本県本県のののの実施体実施体実施体実施体
制制制制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、、、、予算措置予算措置予算措置予算措置がががが地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税のためのためのためのため自治体間自治体間自治体間自治体間にににに格差格差格差格差がががが生生生生じないじないじないじない
かかか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いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 長崎市長崎市長崎市長崎市でででで起起起起きたきたきたきた認知症認知症認知症認知症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事故火災事故火災事故火災事故はははは、、、、改改改改めてめてめてめて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などのなどのなどのなどの消化消化消化消化
設備設備設備設備のののの設置義務設置義務設置義務設置義務やややや建築基準法建築基準法建築基準法建築基準法のののの遵守等遵守等遵守等遵守等、、、、安全対策安全対策安全対策安全対策にににに警鐘警鐘警鐘警鐘をををを鳴鳴鳴鳴らしましたらしましたらしましたらしました。。。。グループホーグループホーグループホーグループホー
ムムムムはここはここはここはここ10101010年年年年でででで急増急増急増急増しししし、、、、全国約全国約全国約全国約１１１１万万万万カカカカ所所所所にににに上上上上りますりますりますります。。。。本県本県本県本県のののの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るはどうなっているはどうなっているはどうなっている
かかかか。。。。

((((6666)))) 「「「「障害者優先調達推進法障害者優先調達推進法障害者優先調達推進法障害者優先調達推進法」」」」がががが本年本年本年本年４４４４月月月月からからからから施行施行施行施行されますされますされますされます。。。。同法同法同法同法はははは、、、、障害者障害者障害者障害者がががが就労施設就労施設就労施設就労施設でででで
つくったつくったつくったつくった製品製品製品製品のののの購入購入購入購入やややや、、、、清掃清掃清掃清掃などのなどのなどのなどの業務委託業務委託業務委託業務委託をををを優先的優先的優先的優先的にににに行行行行うよううよううよううよう義務義務義務義務づけるとともにづけるとともにづけるとともにづけるとともに、、、、地地地地
方公共団体方公共団体方公共団体方公共団体にににに対対対対してしてしてして、、、、障害者施設障害者施設障害者施設障害者施設のののの受注機会受注機会受注機会受注機会のののの増大増大増大増大をををを図図図図るようるようるようるよう努努努努めることをめることをめることをめることを求求求求めていまめていまめていまめていま
すすすす。。。。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。。。。

((((7777)))) 「「「「健康行動実践健康行動実践健康行動実践健康行動実践モデルモデルモデルモデル実証事業実証事業実証事業実証事業」」」」のののの目的目的目的目的とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 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)))) 学力向上学力向上学力向上学力向上はははは本県本県本県本県のののの重要課題重要課題重要課題重要課題とととと認識認識認識認識しているがしているがしているがしているが、、、、フリーターフリーターフリーターフリーターややややニートニートニートニートがががが増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向にあるとにあるとにあるとにあると聞聞聞聞
くくくく。。。。自立自立自立自立したしたしたした社会人社会人社会人社会人・・・・職業人職業人職業人職業人をををを育育育育てるためにはてるためにはてるためにはてるためには小小小小・・・・中中中中・・・・高等学校高等学校高等学校高等学校からのからのからのからの組織的組織的組織的組織的、、、、体系的体系的体系的体系的なななな
キャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育ががが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教育長教育長教育長教育長のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いますいますいますいます（（（（現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題・・・・今後今後今後今後のののの展望展望展望展望）。）。）。）。

((((2222)))) 「「「「英語立県沖縄推進戦略事業英語立県沖縄推進戦略事業英語立県沖縄推進戦略事業英語立県沖縄推進戦略事業」」」」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（（（（現状現状現状現状・・・・課題課題課題課題・・・・今後今後今後今後のののの展望展望展望展望）。）。）。）。

((((3333)))) いじめいじめいじめいじめ問題問題問題問題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。。。。国国国国はははは平成平成平成平成25252525年度予算年度予算年度予算年度予算でででで、、、、いじめいじめいじめいじめ対策強化対策強化対策強化対策強化のためのためのためのため48484848億円億円億円億円をををを
計上計上計上計上しししし、、、、全全全全てのてのてのての公立中学校公立中学校公立中学校公立中学校ににににスクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラーをををを配置配置配置配置、、、、小学校小学校小学校小学校でもでもでもでも約約約約７７７７割割割割のののの学校学校学校学校にににに配配配配
置置置置するとしましたするとしましたするとしましたするとしました。。。。スクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラースクールカウンセラーのののの配置配置配置配置をををを含含含含めめめめ本県本県本県本県のいじめのいじめのいじめのいじめ対策対策対策対策はどうなっているはどうなっているはどうなっているはどうなっている
かかかか（（（（現状現状現状現状とととと対策対策対策対策）。）。）。）。

((((4444)))) 学校学校学校学校ややややスポスポスポスポ－－－－ツツツツのののの現場現場現場現場でででで起起起起きるきるきるきる体罰体罰体罰体罰がががが社会問題社会問題社会問題社会問題となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。体罰体罰体罰体罰はははは学校教育法学校教育法学校教育法学校教育法でででで明明明明
確確確確にににに禁止禁止禁止禁止されておりされておりされておりされており、、、、決決決決してしてしてして許許許許されるものではないされるものではないされるものではないされるものではない。。。。教育長教育長教育長教育長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伺伺伺伺いますいますいますいます（（（（現現現現
状状状状とととと対策対策対策対策）。）。）。）。

((((5555)))) 特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校のののの看護師配置看護師配置看護師配置看護師配置についてについてについてについて、、、、子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが安心安心安心安心してしてしてして学学学学べるべるべるべる環境環境環境環境をつくるためをつくるためをつくるためをつくるため、、、、５５５５
年程度年程度年程度年程度のののの勤務体制勤務体制勤務体制勤務体制にできないかにできないかにできないかにできないか。。。。またまたまたまた、、、、報告書等報告書等報告書等報告書等のののの作成作成作成作成でででで未報酬未報酬未報酬未報酬のののの時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務をををを余儀余儀余儀余儀
なくされていることはなくされていることはなくされていることはなくされていることは改善改善改善改善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思思思思うがうがうがうが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。。。。

((((6666)))) 県内県内県内県内のののの特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校をををを含含含含むむむむ全全全全てのてのてのての小小小小・・・・中中中中・・・・高等学校高等学校高等学校高等学校ににににクーラークーラークーラークーラーをををを設置設置設置設置しししし、、、、使用期間使用期間使用期間使用期間もももも９９９９カカカカ
月月月月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、、、、現状現状現状現状とととと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。。。。

((((7777)))) ユネスコユネスコユネスコユネスコのののの世界無形文化遺産世界無形文化遺産世界無形文化遺産世界無形文化遺産にににに登録登録登録登録されたされたされたされた「「「「組踊組踊組踊組踊」」」」についてについてについてについて、、、、教育長教育長教育長教育長はははは「「「「生徒生徒生徒生徒のためののためののためののための組組組組
踊鑑賞教室踊鑑賞教室踊鑑賞教室踊鑑賞教室」」」」をををを拡充拡充拡充拡充するとしていたがするとしていたがするとしていたがするとしていたが取取取取りりりり組組組組みはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているか。。。。バスバスバスバスのののの無料無料無料無料サービスサービスサービスサービス事事事事
業業業業がことしがことしがことしがことし３３３３月月月月でででで終了終了終了終了するとするとするとすると聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、学校現場学校現場学校現場学校現場からからからから継続継続継続継続をををを求求求求めるめるめるめる声声声声がががが寄寄寄寄せられていますせられていますせられていますせられています。。。。
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。。。。

8888 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
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((((1111)))) 本県本県本県本県のののの警察官警察官警察官警察官のののの定員数定員数定員数定員数はははは適正適正適正適正かかかか、、、、全国全国全国全国とととと比較比較比較比較してどうなっているかしてどうなっているかしてどうなっているかしてどうなっているか。。。。

((((2222)))) 警察官警察官警察官警察官のののの定員数定員数定員数定員数をををを決決決決めるにめるにめるにめるに当当当当たりたりたりたり、、、、米軍人米軍人米軍人米軍人・・・・軍属軍属軍属軍属のののの数数数数はははは入入入入っていないとっていないとっていないとっていないと聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、本部長本部長本部長本部長のののの
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。。。。

((((3333)))) 国国国国はははは、、、、子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの通学路通学路通学路通学路におけるにおけるにおけるにおける緊急合同点検緊急合同点検緊急合同点検緊急合同点検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公表公表公表公表しましたしましたしましたしました。。。。県内県内県内県内のののの
状況及状況及状況及状況及びびびび安全対策安全対策安全対策安全対策はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((4444)))) 横断歩道横断歩道横断歩道横断歩道のののの白線等白線等白線等白線等がががが消消消消えたりえたりえたりえたり、、、、薄薄薄薄くなっているくなっているくなっているくなっているケースケースケースケースについてについてについてについて、、、、そのそのそのその補修補修補修補修にににに時間時間時間時間がかかりがかかりがかかりがかかり
過過過過ぎるとのぎるとのぎるとのぎるとの声声声声がががが寄寄寄寄せられていますせられていますせられていますせられています。。。。希望希望希望希望するするするする市町村市町村市町村市町村でででで対応対応対応対応できるできるできるできる仕組仕組仕組仕組みをつくれないかみをつくれないかみをつくれないかみをつくれないか
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

9999 「「「「中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法中小企業金融円滑化法」」」」がことしがことしがことしがことし３３３３月月月月でででで終了終了終了終了しししし、、、、経営者経営者経営者経営者のののの方方方方々々々々からからからから資金繰資金繰資金繰資金繰りがりがりがりが厳厳厳厳しくなるとしくなるとしくなるとしくなると
のののの声声声声がががが寄寄寄寄せられていますせられていますせられていますせられています。。。。県県県県はははは独自独自独自独自のののの借借借借りかえりかえりかえりかえ制度制度制度制度をををを創設創設創設創設するとするとするとすると聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、内容内容内容内容をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。
あわせてあわせてあわせてあわせて県単融資制度実施県単融資制度実施県単融資制度実施県単融資制度実施にににに伴伴伴伴うううう課題課題課題課題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。。。。
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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04040404    日日日日((((月月月月))))
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 38383838分分分分 嘉陽嘉陽嘉陽嘉陽　　　　宗儀宗儀宗儀宗儀（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事

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)))) さきのさきのさきのさきの総選挙総選挙総選挙総選挙のののの結果結果結果結果はははは、、、、小選挙区制度小選挙区制度小選挙区制度小選挙区制度のののの弊害弊害弊害弊害がもろにがもろにがもろにがもろに出出出出てててて、、、、自民党自民党自民党自民党はははは４４４４割割割割のののの得票得票得票得票でででで８８８８割割割割
のののの議席議席議席議席をををを獲得獲得獲得獲得しているしているしているしている。。。。まさにまさにまさにまさに民主主義民主主義民主主義民主主義にとってにとってにとってにとって危機的事態危機的事態危機的事態危機的事態であるとであるとであるとであると考考考考えるえるえるえる。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 民意民意民意民意とととと議席数議席数議席数議席数のののの乖離乖離乖離乖離がががが大大大大きききき過過過過ぎるぎるぎるぎる。。。。選挙制度選挙制度選挙制度選挙制度のののの改革改革改革改革をををを求求求求めるめるめるめる世論世論世論世論がががが大大大大きくきくきくきく広広広広がっているがっているがっているがっている。。。。
民意民意民意民意をををを反映反映反映反映したしたしたした選挙制度選挙制度選挙制度選挙制度にすべきにすべきにすべきにすべき。。。。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。。。。

((((3333)))) 安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相はははは過去過去過去過去のののの侵略戦争侵略戦争侵略戦争侵略戦争をををを美化美化美化美化しししし、「、「、「、「村山談話村山談話村山談話村山談話」」」」とととと、「、「、「、「従軍慰安婦従軍慰安婦従軍慰安婦従軍慰安婦」」」」をををを認認認認めためためためた「「「「河野談河野談河野談河野談
話話話話」」」」もももも否定否定否定否定しているしているしているしている。。。。沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの教訓教訓教訓教訓からもからもからもからも許許許許されないとされないとされないとされないと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相はははは憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条をををを変変変変ええええ、、、、国防軍国防軍国防軍国防軍をををを持持持持ちちちち、、、、集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権集団的自衛権のののの行使行使行使行使をををを認認認認めるなどめるなどめるなどめるなど、、、、危険危険危険危険なななな
方向方向方向方向にににに憲法憲法憲法憲法をををを改定改定改定改定しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている。。。。知事知事知事知事はははは明確明確明確明確にににに憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条をををを守守守守るるるる立場立場立場立場をををを表明表明表明表明すべきではすべきではすべきではすべきでは
ないかないかないかないか。。。。

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)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの辺野古沿岸域辺野古沿岸域辺野古沿岸域辺野古沿岸域へのへのへのへの移設問題移設問題移設問題移設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 政府政府政府政府はははは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、、、、日米首脳会談日米首脳会談日米首脳会談日米首脳会談をををを受受受受けてけてけてけて早期早期早期早期にににに行行行行うううう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、、、、県県県県へへへへ
のののの説明説明説明説明はあったかはあったかはあったかはあったか。。。。

ｲｲｲｲ 辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対はははは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。。。。知事知事知事知事はははは明確明確明確明確にににに埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて拒否拒否拒否拒否のののの意思意思意思意思
表示表示表示表示をすべきだとをすべきだとをすべきだとをすべきだと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府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にににに関関関関するするするする質問質問質問質問についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222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ついてについてについてについて、、、、知事知事知事知事とととと宜野湾市長宜野湾市長宜野湾市長宜野湾市長のののの連名連名連名連名でででで防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣にににに質問書質問書質問書質問書をををを提出提出提出提出
しししし、、、、回答回答回答回答をををを求求求求めていますめていますめていますめています。。。。そのそのそのその主主主主なななな内容内容内容内容とととと回答回答回答回答についてについてについてについて。。。。

ｲｲｲｲ 回答回答回答回答のなかったのなかったのなかったのなかった質問質問質問質問はははは幾幾幾幾つかつかつかつか。。。。現在現在現在現在でもまだないのかでもまだないのかでもまだないのかでもまだないのか、、、、明明明明らかにせよらかにせよらかにせよらかにせよ。。。。

((((3333)))) 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

ｱｱｱｱ 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はははは連名連名連名連名でででで、、、、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県民総意県民総意県民総意県民総意のののの「「「「建白書建白書建白書建白書」」」」をををを安安安安
倍総理倍総理倍総理倍総理にににに提出提出提出提出してきたしてきたしてきたしてきた。。。。そのそのそのその内容内容内容内容はははは、、、、①①①①、、、、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直直直直ちにちにちにちに撤回撤回撤回撤回することすることすることすること。。。。及及及及びびびび
ことしことしことしことし７７７７月月月月までにまでにまでにまでに配備配備配備配備されるとしているされるとしているされるとしているされるとしている12121212機機機機のののの配備配備配備配備をををを中止中止中止中止することすることすることすること。。。。またまたまたまた嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地へのへのへのへの
特殊作戦用垂直離着陸輸送機特殊作戦用垂直離着陸輸送機特殊作戦用垂直離着陸輸送機特殊作戦用垂直離着陸輸送機ＣＶＣＶＣＶＣＶ22222222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計画配備計画配備計画配備計画をををを直直直直ちにちにちにちに撤回撤回撤回撤回することすることすることすること。。。。②②②②、、、、
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をををを閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去しししし、、、、県内移設県内移設県内移設県内移設をををを断念断念断念断念することとなっているすることとなっているすることとなっているすることとなっている。。。。このこのこのこの行動行動行動行動にはにはにはには
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県内全県内全県内全県内全てのてのてのての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のののの全全全全てのてのてのての会派会派会派会派がががが参参参参
加加加加するというするというするというするという沖縄沖縄沖縄沖縄のののの歴史上歴史上歴史上歴史上でもでもでもでも初初初初のののの思想信条思想信条思想信条思想信条をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えてのえてのえてのえての特筆特筆特筆特筆すべきすべきすべきすべき統一行動統一行動統一行動統一行動としてとしてとしてとして
成功成功成功成功したしたしたした。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事がががが参加参加参加参加していたらもっとしていたらもっとしていたらもっとしていたらもっとインパクトインパクトインパクトインパクトのあるのあるのあるのある東京行動東京行動東京行動東京行動になったとになったとになったとになったと考考考考えるえるえるえる。。。。今後今後今後今後ののののオスプオスプオスプオスプ
レイレイレイ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取取取取りりりり組組組組みについてのみについてのみについてのみについての決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 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建設建設建設建設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 北部訓練場北部訓練場北部訓練場北部訓練場ののののオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ着陸帯着陸帯着陸帯着陸帯のののの建設建設建設建設をををを中止中止中止中止せよせよせよせよ。。。。

ｲｲｲｲ 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建設現場建設現場建設現場建設現場でででで土砂崩土砂崩土砂崩土砂崩れがれがれがれが発生発生発生発生。。。。実態実態実態実態をををを報告報告報告報告しししし、、、、とったとったとったとった対策対策対策対策をををを説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。
赤土汚染赤土汚染赤土汚染赤土汚染はないかはないかはないかはないか。。。。

ｳｳｳｳ 工事工事工事工事はははは直直直直ちにちにちにちに中止中止中止中止しししし、、、、自然環境自然環境自然環境自然環境をををを守守守守れれれれ。。。。

((((5555)))) 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実態飛行実態飛行実態飛行実態のののの目視調査結果目視調査結果目視調査結果目視調査結果についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練やややや飛行経路飛行経路飛行経路飛行経路はははは日米合意日米合意日米合意日米合意をををを遵守遵守遵守遵守されているかされているかされているかされているか。。。。
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ｲｲｲｲ 飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練にににに対対対対するするするする県民県民県民県民からのからのからのからの苦情苦情苦情苦情やややや抗議抗議抗議抗議のののの状況状況状況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。。。。

ｳｳｳｳ それにそれにそれにそれに対対対対するするするする政府政府政府政府のののの回答回答回答回答ををを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。。。。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対処対処対処対処をしてきたかをしてきたかをしてきたかをしてきたか説明説明説明説明をををを求求求求
めるめるめるめる。。。。

((((6666)))) 環境影響評価書環境影響評価書環境影響評価書環境影響評価書のののの知事意見書知事意見書知事意見書知事意見書についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 評価書評価書評価書評価書についてについてについてについて、、、、県県県県アセスアセスアセスアセス審査会審査会審査会審査会はははは自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全をををを図図図図ることはることはることはることは不可能不可能不可能不可能とのとのとのとの答申答申答申答申をしをしをしをし
たがたがたがたが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容とそれにとそれにとそれにとそれに対対対対するするするする対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請をををを拒否拒否拒否拒否するするするする立場立場立場立場をををを明確明確明確明確にすべきではないかにすべきではないかにすべきではないかにすべきではないか。。。。

ｳｳｳｳ 指摘指摘指摘指摘したしたしたした不適切不適切不適切不適切なななな事項事項事項事項はどのようなものかはどのようなものかはどのようなものかはどのようなものか。。。。

ｴｴｴｴ 「「「「不可能不可能不可能不可能とととと考考考考えるえるえるえる」」」」というというというという内容内容内容内容についてについてについてについて説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((7777)))) 海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊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防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣にににに「「「「海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの意義及意義及意義及意義及びびびび役割役割役割役割」」」」についてのについてのについてのについての質問書質問書質問書質問書をををを提出提出提出提出しているがしているがしているがしているが、、、、
①①①①、、、、そのそのそのその理由理由理由理由、、、、②②②②、、、、回答回答回答回答のののの内容内容内容内容、、、、③③③③、、、、それにそれにそれにそれ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所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 辺野古移設問題辺野古移設問題辺野古移設問題辺野古移設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを明確明確明確明確にににに反対反対反対反対だとだとだとだと表明表明表明表明しないとしないとしないとしないと、「、「、「、「地元地元地元地元のののの理解理解理解理解がががが得得得得られないられないられないられない移設案移設案移設案移設案のののの実現実現実現実現
はははは事実上不可能事実上不可能事実上不可能事実上不可能」」」」というだけではというだけではというだけではというだけでは政府政府政府政府にににに間違間違間違間違ったったったったシグナルシグナルシグナルシグナルをををを送送送送ることになるることになるることになるることになる。。。。どうどうどうどう考考考考えるえるえるえる
かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 県内移設反対県内移設反対県内移設反対県内移設反対はははは県民県民県民県民のののの総意総意総意総意であるのにであるのにであるのにであるのに、、、、なぜなぜなぜなぜ日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はあくまでもはあくまでもはあくまでもはあくまでも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
めるのかめるのかめるのかめるのか、、、、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。。。。

ｳｳｳｳ 私私私私はははは、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府がががが県民総意県民総意県民総意県民総意のののの県内移設反対県内移設反対県内移設反対県内移設反対のののの声声声声をををを押押押押しつぶしてもしつぶしてもしつぶしてもしつぶしても「「「「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設」」」」にににに
こだわるのはこだわるのはこだわるのはこだわるのは２２２２つのつのつのつの理由理由理由理由があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますいますいますいます。。。。そのそのそのその１１１１つはつはつはつは辺野古建設辺野古建設辺野古建設辺野古建設がががが米軍米軍米軍米軍にとってはにとってはにとってはにとっては総総総総
合機能合機能合機能合機能をあわせをあわせをあわせをあわせ持持持持つつつつ先鋭的先鋭的先鋭的先鋭的なななな軍事基地軍事基地軍事基地軍事基地になるからですになるからですになるからですになるからです。。。。もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの理由理由理由理由はははは知事知事知事知事がががが「「「「辺辺辺辺
野古野古野古野古はははは反対反対反対反対」」」」とととと明確明確明確明確にににに意思表示意思表示意思表示意思表示しないからだとしないからだとしないからだとしないからだと思思思思いますいますいますいます。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカのののの立場立場立場立場からからからから見見見見たらたらたらたら、、、、イイイイ
エスエスエスエスかかかかノーノーノーノーしかしかしかしか選択肢選択肢選択肢選択肢はないのにはないのにはないのにはないのに「「「「地元地元地元地元のののの理解理解理解理解がががが得得得得られないられないられないられない移設案移設案移設案移設案のののの実現実現実現実現はははは事実上不事実上不事実上不事実上不
可能可能可能可能」」」」というのはというのはというのはというのは条件条件条件条件がががが合合合合えばえばえばえば賛成賛成賛成賛成にににに変変変変わるわるわるわる可能性可能性可能性可能性があるとがあるとがあるとがあると判断判断判断判断しているからではないしているからではないしているからではないしているからではない
かとかとかとかと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｴｴｴｴ 知事知事知事知事はははは移設先移設先移設先移設先をををを「「「「県外県外県外県外」」」」にににに求求求求めていますがめていますがめていますがめていますが、、、、これではいつまでもこれではいつまでもこれではいつまでもこれではいつまでも移設先移設先移設先移設先はははは見見見見つからずつからずつからずつからず、、、、
またまたまたまた辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設になってしまうのではありませんかになってしまうのではありませんかになってしまうのではありませんかになってしまうのではありませんか。。。。私私私私はこれまでもはこれまでもはこれまでもはこれまでも県外移設県外移設県外移設県外移設にこだわっにこだわっにこだわっにこだわっ
ていたらていたらていたらていたら、、、、ブーメランブーメランブーメランブーメランのようにまたのようにまたのようにまたのようにまた帰帰帰帰ってくるということをってくるということをってくるということをってくるということを指摘指摘指摘指摘してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。移設先探移設先探移設先探移設先探しはしはしはしは
決決決決してしてしてして知事知事知事知事のののの仕事仕事仕事仕事ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。即時閉鎖撤去即時閉鎖撤去即時閉鎖撤去即時閉鎖撤去をををを求求求求めるべきですめるべきですめるべきですめるべきです。。。。決意決意決意決意をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((9999)))) 基地押基地押基地押基地押しつけとしつけとしつけとしつけと県民県民県民県民のののの負担軽減論負担軽減論負担軽減論負担軽減論についてについてについてについて
　　　　オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイをををを押押押押しつけしつけしつけしつけ、、、、米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪のののの実態実態実態実態をををを無視無視無視無視してしてしてして、、、、県民県民県民県民のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減にににに努努努努めているとすめているとすめているとすめているとす
るるるる政府政府政府政府のののの姿勢姿勢姿勢姿勢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所感所感所感所感をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((10101010))))那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港のののの移設問題移設問題移設問題移設問題についてについてについてについて
　　　　那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港はははは返還返還返還返還されることになったがされることになったがされることになったがされることになったが、、、、浦添浦添浦添浦添へのへのへのへの移設条件移設条件移設条件移設条件つきであったためにつきであったためにつきであったためにつきであったために、、、、38383838年間年間年間年間
もももも動動動動いていないいていないいていないいていない。。。。那覇市長那覇市長那覇市長那覇市長はははは無条件返還無条件返還無条件返還無条件返還をををを求求求求めめめめ、、、、浦添市長浦添市長浦添市長浦添市長はははは軍港反対軍港反対軍港反対軍港反対をををを公約公約公約公約にににに掲掲掲掲げげげげ
たたたた。。。。このこのこのこの際際際際、、、、知事知事知事知事はははは無条件返還無条件返還無条件返還無条件返還をををを日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに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。。。。

((((11111111))))基地外基地問題基地外基地問題基地外基地問題基地外基地問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 米軍人関係者米軍人関係者米軍人関係者米軍人関係者のののの基地外居住基地外居住基地外居住基地外居住についてについてについてについて、、、、そのそのそのその法的根拠法的根拠法的根拠法的根拠はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。

ｲｲｲｲ 基地外居住者数基地外居住者数基地外居住者数基地外居住者数とそのとそのとそのとその実態実態実態実態についてについてについてについて説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。

ｳｳｳｳ 犯罪犯罪犯罪犯罪をををを基地外居住者基地外居住者基地外居住者基地外居住者がががが起起起起こしたこしたこしたこした場合場合場合場合にににに、、、、そのそのそのその犯罪者犯罪者犯罪者犯罪者のののの居居居居どころのどころのどころのどころの扱扱扱扱いはどうなるかいはどうなるかいはどうなるかいはどうなるか。。。。基基基基
地扱地扱地扱地扱いかいかいかいか、、、、民間地域扱民間地域扱民間地域扱民間地域扱いになるのかいになるのかいになるのかいになるのか。。。。

ｴｴｴｴ 日本日本日本日本のののの主権主権主権主権がががが及及及及ばないばないばないばない空間空間空間空間がががが民間地域民間地域民間地域民間地域にににに存在存在存在存在することになるのかすることになるのかすることになるのかすることになるのか。。。。

ｵｵｵｵ 基地外居住者基地外居住者基地外居住者基地外居住者のののの引引引引きききき起起起起こしたこしたこしたこした犯罪犯罪犯罪犯罪のののの実態実態実態実態はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。そのそのそのその特徴特徴特徴特徴はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなってい
るかるかるかるか。。。。

ｶｶｶｶ 基地外居住者基地外居住者基地外居住者基地外居住者のののの車両車両車両車両のののの保有台数保有台数保有台数保有台数はははは幾幾幾幾らでらでらでらで、、、、自動車税自動車税自動車税自動車税のののの軽減額軽減額軽減額軽減額はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。

ｷｷｷｷ 知事知事知事知事はははは基地外居住基地外居住基地外居住基地外居住をををを認認認認めるべきではないめるべきではないめるべきではないめるべきではない。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((12121212))))基地受基地受基地受基地受けけけけ入入入入れとれとれとれと「「「「経済振興策経済振興策経済振興策経済振興策」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ これまでのこれまでのこれまでのこれまでの基地受基地受基地受基地受けけけけ入入入入れにれにれにれに対対対対するするするする振興策事業振興策事業振興策事業振興策事業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

ｲｲｲｲ 投投投投じられたじられたじられたじられた財政総額財政総額財政総額財政総額はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。
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ｳｳｳｳ 経済的効果経済的効果経済的効果経済的効果はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

ｴｴｴｴ 特特特特にににに北部地域北部地域北部地域北部地域のののの住民所得住民所得住民所得住民所得とのとのとのとの関係関係関係関係、、、、産業振興産業振興産業振興産業振興とのとのとのとの関係関係関係関係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済効果経済効果経済効果経済効果
についてについてについてについて説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。

ｵｵｵｵ 基地基地基地基地がががが返還返還返還返還されてこそされてこそされてこそされてこそ沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄経済はははは発展発展発展発展することはすることはすることはすることは明明明明らかだらかだらかだらかだ。。。。返還前返還前返還前返還前とととと返還後返還後返還後返還後のののの那覇新那覇新那覇新那覇新
都心都心都心都心のののの経済発展状況経済発展状況経済発展状況経済発展状況についてについてについてについて問問問問うううう。。。。またまたまたまた、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地がががが返還返還返還返還されたらどのようなされたらどのようなされたらどのようなされたらどのような経済効経済効経済効経済効
果果果果があるかがあるかがあるかがあるか。。。。

3333 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ついてについてについてについて

((((1111)))) 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ををを解消解消解消解消するするするする方法方法方法方法はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。日米安保条約日米安保条約日米安保条約日米安保条約がががが解消解消解消解消されたらされたらされたらされたら日本日本日本日本はどうなはどうなはどうなはどうな
るとるとるとると考考考考えますかえますかえますかえますか、、、、明快明快明快明快におにおにおにお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。

((((2222)))) 日米安全保障条約第日米安全保障条約第日米安全保障条約第日米安全保障条約第10101010条条条条のののの規定規定規定規定ではではではでは、「、「、「、「このこのこのこの条約条約条約条約がががが10101010年間効力年間効力年間効力年間効力をををを存続存続存続存続したしたしたした後後後後はははは、、、、いずれいずれいずれいずれ
のののの締約国締約国締約国締約国もももも、、、、他方他方他方他方のののの締約国締約国締約国締約国にににに対対対対しししし、、、、このこのこのこの条約条約条約条約をををを終了終了終了終了させるさせるさせるさせる意思意思意思意思をををを通告通告通告通告することができすることができすることができすることができ、、、、そそそそ
のののの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、このこのこのこの条約条約条約条約はははは、、、、そのようなそのようなそのようなそのような通告通告通告通告がががが行行行行われたわれたわれたわれた後一年後一年後一年後一年でででで終了終了終了終了するするするする。」。」。」。」とととと規定規定規定規定されてされてされてされて
いますいますいますいます。。。。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ますいますいますいます。。。。

4444 尖閣問題尖閣問題尖閣問題尖閣問題のののの解決策解決策解決策解決策についてについてについてについて
　　　　尖閣問題尖閣問題尖閣問題尖閣問題のののの解決策解決策解決策解決策についてについてについてについて、、、、我我我我がががが党党党党はははは次次次次のののの見解見解見解見解をををを表明表明表明表明しているしているしているしている。。。。
「「「「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かかわるにかかわるにかかわるにかかわる中国側中国側中国側中国側のののの領海領海領海領海・・・・領空侵犯領空侵犯領空侵犯領空侵犯などのなどのなどのなどの動動動動きにきにきにきに対対対対しししし、、、、中国側中国側中国側中国側にどんなにどんなにどんなにどんな言言言言
いいいい分分分分があったとしてもがあったとしてもがあったとしてもがあったとしても、、、、あるあるあるある国国国国がががが実効支配実効支配実効支配実効支配をしているをしているをしているをしている地域地域地域地域にににに対対対対してしてしてして、、、、力力力力によってそのによってそのによってそのによってその変更変更変更変更をををを迫迫迫迫
るのはるのはるのはるのは、、、、今日今日今日今日のののの世界世界世界世界でででで紛争解決紛争解決紛争解決紛争解決のののの手段手段手段手段とととと決決決決してしてしてして許許許許されるものではないされるものではないされるものではないされるものではない。」。」。」。」とととと基本的立場基本的立場基本的立場基本的立場をををを明明明明
確確確確にしにしにしにし、、、、領土領土領土領土にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる紛争問題紛争問題紛争問題紛争問題がががが存在存在存在存在することをすることをすることをすることを認認認認めめめめ、、、、冷静冷静冷静冷静なななな外交交渉外交交渉外交交渉外交交渉によるによるによるによる解決解決解決解決をををを図図図図
るるるる。。。。現状現状現状現状をををを変更変更変更変更するするするする物理的対応物理的対応物理的対応物理的対応、、、、軍事的対応軍事的対応軍事的対応軍事的対応をををを厳厳厳厳しくしくしくしく自制自制自制自制するするするする。。。。このこのこのこの問題問題問題問題がががが、、、、両国両国両国両国のののの経済関経済関経済関経済関
係係係係、、、、人的人的人的人的・・・・文化的交流文化的交流文化的交流文化的交流にににに影響影響影響影響をををを与与与与えないようえないようえないようえないよう努力努力努力努力をををを図図図図るということをるということをるということをるということを提案提案提案提案しているしているしているしている。。。。

((((1111)))) 道理道理道理道理あるあるあるある解決策解決策解決策解決策だとだとだとだと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((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、、、、逆逆逆逆にににに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ことになりめることになりめることになりめることになり、、、、知事知事知事知事はははは反対反対反対反対すべきですべきですべきですべきで
あるあるあるある。。。。

5555 東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災にににに対対対対するするするする沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの支援支援支援支援のののの実績実績実績実績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。。。。現在抱現在抱現在抱現在抱えてえてえてえて
いるいるいるいる課題課題課題課題はははは何何何何かかかか、、、、今後今後今後今後のののの支援支援支援支援のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 性暴力被害者救援性暴力被害者救援性暴力被害者救援性暴力被害者救援のためののためののためののためのワンストップワンストップワンストップワンストップ支援支援支援支援センターセンターセンターセンターのののの設立設立設立設立についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは、、、、関係団体関係団体関係団体関係団体をををを含含含含めためためためた検討会議検討会議検討会議検討会議をををを開催開催開催開催しているようですがしているようですがしているようですがしているようですが、、、、検討会議検討会議検討会議検討会議ののののメンバーメンバーメンバーメンバーはどうはどうはどうはどう
なっていますかなっていますかなっていますかなっていますか。。。。

((((2222)))) 会議会議会議会議をををを公開公開公開公開していますかしていますかしていますかしていますか（（（（非公開非公開非公開非公開にしているにしているにしているにしている理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。）。。）。。）。。）。

((((3333)))) 当事者当事者当事者当事者のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった支援支援支援支援センターセンターセンターセンターのののの設置設置設置設置がががが望望望望ましいとましいとましいとましいと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、どのようにしてどのようにしてどのようにしてどのようにして当事当事当事当事
者者者者のののの声声声声をくみをくみをくみをくみ上上上上げていますかげていますかげていますかげていますか。。。。

((((4444)))) このままではこのままではこのままではこのままでは県県県県のののの天下天下天下天下りりりり機関機関機関機関になるだけではないかというになるだけではないかというになるだけではないかというになるだけではないかという不安不安不安不安のののの声声声声もももも聞聞聞聞かれますかれますかれますかれます。。。。多多多多くのくのくのくの
県民県民県民県民がががが納得納得納得納得するするするする形形形形でででで議論議論議論議論をををを進進進進めていただきたいがどうかめていただきたいがどうかめていただきたいがどうかめていただきたいがどうか。。。。

((((5555)))) 県県県県がががが予算予算予算予算をををを計上計上計上計上しししし、、、、責任責任責任責任をもってをもってをもってをもって支援支援支援支援センターセンターセンターセンターのののの開設及開設及開設及開設及びびびび運営運営運営運営にににに必要必要必要必要なななな産婦人科医産婦人科医産婦人科医産婦人科医、、、、支支支支
援員援員援員援員、、、、そのそのそのその他他他他スタッフスタッフスタッフスタッフのののの確保確保確保確保をををを進進進進めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。

7777 消費税消費税消費税消費税のののの大増税大増税大増税大増税についてについてについてについて

((((1111)))) 10101010％％％％のののの増税増税増税増税でででで県民負担県民負担県民負担県民負担はははは全体全体全体全体でででで幾幾幾幾らふえるからふえるからふえるからふえるか。。。。

((((2222)))) 標準世帯標準世帯標準世帯標準世帯のののの負担額負担額負担額負担額はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか。。。。

((((3333)))) 県経済県経済県経済県経済にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響はははは。。。。

((((4444)))) 全国一所得全国一所得全国一所得全国一所得のののの低低低低いいいい沖縄沖縄沖縄沖縄がががが最最最最もももも大大大大きなきなきなきな負担負担負担負担をををを強強強強いられるいられるいられるいられる消費税消費税消費税消費税はははは明確明確明確明確にににに反対反対反対反対すべきではすべきではすべきではすべきでは
ないかないかないかないか。。。。

8888 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市のののの新焼却炉問題新焼却炉問題新焼却炉問題新焼却炉問題についてについてについてについて質問質問質問質問しますしますしますします。。。。

((((1111)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市のののの北部地域北部地域北部地域北部地域にににに産業廃棄物処理施設産業廃棄物処理施設産業廃棄物処理施設産業廃棄物処理施設がががが過度過度過度過度にににに集中集中集中集中しているしているしているしている問題問題問題問題でででで、、、、沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市はそのはそのはそのはその
分散分散分散分散をををを求求求求めていますがめていますがめていますがめていますが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容をををを説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。

((((2222)))) 違法違法違法違法なごみなごみなごみなごみ山問題山問題山問題山問題のののの解決解決解決解決のためにどのようなのためにどのようなのためにどのようなのためにどのような取取取取りりりり組組組組みをしていますかみをしていますかみをしていますかみをしていますか。。。。見通見通見通見通しはどうなっしはどうなっしはどうなっしはどうなっ
ていますかていますかていますかていますか。。。。

((((3333)))) 今後今後今後今後ともともともとも改善作業改善作業改善作業改善作業のののの管理管理管理管理をををを行行行行いいいい、、、、平成平成平成平成23232323年中年中年中年中にににに安定型区域安定型区域安定型区域安定型区域をををを終了終了終了終了させさせさせさせ、、、、管理型区域管理型区域管理型区域管理型区域にににに
着手着手着手着手させたいとさせたいとさせたいとさせたいと説明説明説明説明していたがしていたがしていたがしていたが、、、、結果結果結果結果はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。
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((((4444)))) 地下水地下水地下水地下水からからからからヒヒヒヒ素素素素がががが検出検出検出検出されたされたされたされた問題問題問題問題でのでのでのでの実態調査実態調査実態調査実態調査のののの進進進進状況状況状況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。。。。

9999 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)))) 学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける生徒生徒生徒生徒へのへのへのへの「「「「体罰体罰体罰体罰」」」」のののの実態実態実態実態はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。掌握掌握掌握掌握しているかしているかしているかしているか。。。。

((((2222)))) 学年別学年別学年別学年別、、、、教科教科教科教科ごとのごとのごとのごとの「「「「体罰体罰体罰体罰」」」」のののの実態実態実態実態とととと、、、、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説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。

((((3333)))) 教育長教育長教育長教育長としてとしてとしてとして「「「「体罰体罰体罰体罰」」」」のののの原因原因原因原因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分析分析分析分析しししし、、、、どのようなどのようなどのようなどのような対策対策対策対策をとってきたかをとってきたかをとってきたかをとってきたか、、、、対対対対
策策策策のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((4444)))) 教師教師教師教師のののの多忙化多忙化多忙化多忙化がががが依然依然依然依然としてとしてとしてとして改善改善改善改善されていないされていないされていないされていない。。。。教育現場教育現場教育現場教育現場とととと行政行政行政行政のののの間間間間にににに認識認識認識認識のののの違違違違いがあるいがあるいがあるいがある
のではないかのではないかのではないかのではないか。。。。多忙化多忙化多忙化多忙化のののの実態実態実態実態をををを掌握掌握掌握掌握しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。

((((5555)))) 取取取取りりりり組組組組んできたんできたんできたんできた改善策改善策改善策改善策とととと具体的具体的具体的具体的にににに軽減軽減軽減軽減をををを説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。

((((6666)))) 過度過度過度過度なななな学力向上推進運動学力向上推進運動学力向上推進運動学力向上推進運動についてについてについてについて弊害弊害弊害弊害はははは顕著顕著顕著顕著であるであるであるである。。。。見直見直見直見直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。。。。

((((7777)))) 「「「「負担軽減検討委員会負担軽減検討委員会負担軽減検討委員会負担軽減検討委員会」」」」のののの活動活動活動活動のののの実態実態実態実態とととと実績実績実績実績についてのについてのについてのについての説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

10101010 泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟のののの埋立問題埋立問題埋立問題埋立問題についてについてについてについて
　「　「　「　「経済的合理性経済的合理性経済的合理性経済的合理性がないがないがないがない」」」」というというというという判決判決判決判決がががが確定確定確定確定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、、、、沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市はははは全全全全くのくのくのくの非科学的非科学的非科学的非科学的なななな
新新新新しいしいしいしい埋立計画埋立計画埋立計画埋立計画をををを作成作成作成作成しししし、、、、それをそれをそれをそれを県県県県がががが埋立免許埋立免許埋立免許埋立免許をををを与与与与えたためにえたためにえたためにえたために、、、、現在現在現在現在、、、、あのあのあのあの美美美美しいしいしいしい貴重貴重貴重貴重なななな
泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん埋埋埋埋めめめめ立立立立てがてがてがてが進行進行進行進行していますしていますしていますしています。。。。しかもしかもしかもしかも、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てのてのてのての中心中心中心中心はははは本土本土本土本土のののの大企業大企業大企業大企業
がやっていますがやっていますがやっていますがやっています。。。。貴重種貴重種貴重種貴重種のののの生生生生きききき物物物物たちがたちがたちがたちが生生生生きききき埋埋埋埋めにされていますめにされていますめにされていますめにされています。。。。県県県県のののの公共事業評価監視公共事業評価監視公共事業評価監視公共事業評価監視
委員会委員会委員会委員会ではではではでは災害対策災害対策災害対策災害対策にににに疑問疑問疑問疑問のののの声声声声がががが相次相次相次相次いでいでいでいで上上上上がっていますががっていますががっていますががっていますが、、、、それさえそれさえそれさえそれさえ無視無視無視無視してしてしてして工事工事工事工事はははは進進進進
んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。直直直直ちにちにちにちに工事工事工事工事をををを中止中止中止中止せよせよせよせよ。。。。

11111111 特殊病害虫特殊病害虫特殊病害虫特殊病害虫（（（（イモゾウムシイモゾウムシイモゾウムシイモゾウムシ、、、、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アリモドキゾウムシ））））のののの駆除駆除駆除駆除についてについてについてについて
　　　　特殊病害虫特殊病害虫特殊病害虫特殊病害虫（（（（イモゾウムシイモゾウムシイモゾウムシイモゾウムシ、、、、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アリモドキゾウムシ））））のののの駆除駆除駆除駆除のためののためののためののための特別対策特別対策特別対策特別対策をとることについをとることについをとることについをとることについ
てててて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。久米島久米島久米島久米島などでなどでなどでなどで駆除事業駆除事業駆除事業駆除事業がががが取取取取りりりり組組組組まれまれまれまれ成功成功成功成功しているようですがしているようですがしているようですがしているようですが、、、、沖縄全県沖縄全県沖縄全県沖縄全県でででで駆除駆除駆除駆除
がががが成功成功成功成功するとするとするとすると沖縄沖縄沖縄沖縄のののの経済経済経済経済はははは飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的にににに発展発展発展発展するとするとするとすると思思思思いますいますいますいます。。。。駆除技術駆除技術駆除技術駆除技術はははは確立確立確立確立しているのになしているのになしているのになしているのにな
ぜなかなかぜなかなかぜなかなかぜなかなか進展進展進展進展しないのかしないのかしないのかしないのか、、、、問題点問題点問題点問題点をををを究明究明究明究明しししし必要必要必要必要なななな対策対策対策対策をををを取取取取るべきとるべきとるべきとるべきと考考考考えますえますえますえます。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの
取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの実績実績実績実績についてについてについてについて説明説明説明説明してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。陣容陣容陣容陣容をををを確立確立確立確立してしてしてして、、、、沖縄全体沖縄全体沖縄全体沖縄全体からいつまでにからいつまでにからいつまでにからいつまでに駆除駆除駆除駆除
するのかするのかするのかするのか、、、、駆除計画駆除計画駆除計画駆除計画をををを策定策定策定策定してしてしてして取取取取りりりり組組組組むべきとむべきとむべきとむべきと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、決意決意決意決意をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

12121212 児童精神科専門医児童精神科専門医児童精神科専門医児童精神科専門医をををを養成養成養成養成しししし、、、、各県立病院各県立病院各県立病院各県立病院へへへへ専門医専門医専門医専門医をををを配置配置配置配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
　　　　県内県内県内県内のののの児童養護施設児童養護施設児童養護施設児童養護施設やややや児童自立支援施設児童自立支援施設児童自立支援施設児童自立支援施設ではではではでは、、、、虐待虐待虐待虐待などによりなどによりなどによりなどにより病状病状病状病状がががが著著著著しくしくしくしく重重重重いいいい子供子供子供子供がががが
ふえふえふえふえ、、、、さらにさらにさらにさらに発達障害発達障害発達障害発達障害やややや知的障害知的障害知的障害知的障害をあわせをあわせをあわせをあわせ持持持持つつつつ子供子供子供子供もふえていますもふえていますもふえていますもふえています。。。。虐待虐待虐待虐待によってによってによってによって心身心身心身心身にににに
深深深深いいいい傷傷傷傷をををを受受受受けけけけ、、、、さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな情緒不安情緒不安情緒不安情緒不安やややや問題行動問題行動問題行動問題行動などをなどをなどをなどを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす子供子供子供子供、、、、発達上発達上発達上発達上のののの問題問題問題問題をををを重重重重
層的層的層的層的にににに抱抱抱抱えるえるえるえる子供子供子供子供がふえがふえがふえがふえ、、、、精神医学的精神医学的精神医学的精神医学的なななな対応対応対応対応のののの必要性必要性必要性必要性がががが高高高高いいいい子供子供子供子供もももも多多多多いがいがいがいが、、、、施設施設施設施設のののの職員職員職員職員
はははは少少少少なくなくなくなく、、、、悪戦苦闘悪戦苦闘悪戦苦闘悪戦苦闘しているしているしているしている現状現状現状現状がありますがありますがありますがあります。。。。虐待虐待虐待虐待をををを受受受受けたけたけたけた子供子供子供子供たちをたちをたちをたちを早期早期早期早期のののの段階段階段階段階からからからから適切適切適切適切
ななななケアケアケアケアをすることがをすることがをすることがをすることが大変重要大変重要大変重要大変重要でありますでありますでありますであります。。。。ところがところがところがところが、、、、子供子供子供子供のののの心心心心のののの治療治療治療治療をををを行行行行うううう専門専門専門専門のののの医師医師医師医師やややや医療医療医療医療
機関機関機関機関がががが少少少少なくなくなくなく、、、、予約予約予約予約をしてもをしてもをしてもをしても診察診察診察診察はははは１１１１カカカカ月待月待月待月待ちでちでちでちで、、、、児童精神科医児童精神科医児童精神科医児童精神科医のののの養成養成養成養成はははは急務急務急務急務とととと考考考考えますえますえますえます。。。。
生活生活生活生活・・・・治療治療治療治療・・・・教育教育教育教育のののの３３３３部門部門部門部門をあわせをあわせをあわせをあわせ持持持持つつつつ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（（（（心理治療施設心理治療施設心理治療施設心理治療施設））））のののの設置設置設置設置
がががが強強強強くくくく求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。人材育成人材育成人材育成人材育成のためにのためにのためにのために県外県外県外県外のののの先進地先進地先進地先進地のののの大学病院大学病院大学病院大学病院、、、、医療機関等医療機関等医療機関等医療機関等へのへのへのへの長長長長
期研修期研修期研修期研修でででで派遣派遣派遣派遣してしてしてして児童精神科児童精神科児童精神科児童精神科のののの専門専門専門専門のののの医師医師医師医師をををを養成養成養成養成することをすることをすることをすることを具体的具体的具体的具体的にににに検討検討検討検討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いいい
ますますますます。。。。決意決意決意決意をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

13131313 カジノカジノカジノカジノ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)))) カジノカジノカジノカジノはははは人心人心人心人心をををを荒廃荒廃荒廃荒廃させさせさせさせ堕落堕落堕落堕落させるものであるさせるものであるさせるものであるさせるものである。。。。人情豊人情豊人情豊人情豊かなかなかなかな県民県民県民県民にににに最最最最もそぐわないもそぐわないもそぐわないもそぐわない事業事業事業事業なななな
のにのにのにのに、、、、知事知事知事知事はなぜはなぜはなぜはなぜ人間人間人間人間をををを崩壊崩壊崩壊崩壊させるさせるさせるさせるカジノカジノカジノカジノにににに執着執着執着執着するのかするのかするのかするのか。。。。

((((2222)))) カジノカジノカジノカジノによるによるによるによる経済効果経済効果経済効果経済効果でででで沖縄沖縄沖縄沖縄がががが豊豊豊豊かになるとかになるとかになるとかになると考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか。。。。

((((3333)))) 世界世界世界世界からばくちからばくちからばくちからばくち打打打打ちやちやちやちや犯罪者犯罪者犯罪者犯罪者がががが押押押押しかけてくるとしかけてくるとしかけてくるとしかけてくると県民県民県民県民はははは恐怖恐怖恐怖恐怖にににに思思思思っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、どうするどうするどうするどうする
のかのかのかのか態度態度態度態度をををを明明明明らかにしてくださいらかにしてくださいらかにしてくださいらかにしてください。。。。

14141414 待機児童対策待機児童対策待機児童対策待機児童対策についてについてについてについて
　　　　乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児のののの保育所不足保育所不足保育所不足保育所不足はははは改善改善改善改善されずされずされずされず深刻深刻深刻深刻なななな事態事態事態事態になっていますになっていますになっていますになっています。。。。待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消をををを打打打打ちちちち出出出出しししし
ているがているがているがているが、、、、そのそのそのその具体的具体的具体的具体的なななな内容内容内容内容がががが明確明確明確明確でないでないでないでない。。。。取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを明確明確明確明確にせよにせよにせよにせよ。。。。

15151515 ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（ＴＰＰ（環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定））））へのへのへのへの参加参加参加参加についてについてについてについて
　　　　アメリカアメリカアメリカアメリカのもうけのためにのもうけのためにのもうけのためにのもうけのために日本日本日本日本のののの経済主権経済主権経済主権経済主権をををを売売売売りりりり渡渡渡渡すのがすのがすのがすのがＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰだだだだ。。。。沖縄農業沖縄農業沖縄農業沖縄農業のののの柱柱柱柱であるであるであるであるキキキキ
ビビビビやややや畜産業畜産業畜産業畜産業がががが壊滅的打撃壊滅的打撃壊滅的打撃壊滅的打撃をををを受受受受けけけけ、、、、医療医療医療医療もももも経済経済経済経済もももも壊壊壊壊されるされるされるされる「「「「百害百害百害百害あってあってあってあって一利一利一利一利なしなしなしなし」」」」だだだだ。ＴＰＰ。ＴＰＰ。ＴＰＰ。ＴＰＰにににに
参加参加参加参加すればすればすればすれば、、、、日本日本日本日本のののの食料自給率食料自給率食料自給率食料自給率をををを13131313％％％％にまでにまでにまでにまで引引引引きききき下下下下げげげげ、、、、食糧主権食糧主権食糧主権食糧主権がががが放棄放棄放棄放棄されてしまうされてしまうされてしまうされてしまう。。。。アメアメアメアメ
リカリカリカリカのののの狂牛病狂牛病狂牛病狂牛病・・・・ＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥのののの牛肉牛肉牛肉牛肉やややや遺伝子組遺伝子組遺伝子組遺伝子組みみみみ換換換換ええええ食品食品食品食品などもなどもなどもなども次次次次々々々々にににに入入入入ってくるってくるってくるってくる。。。。知事知事知事知事はははは反対表反対表反対表反対表
明明明明すべきだすべきだすべきだすべきだ。。。。
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16161616 那覇空港第那覇空港第那覇空港第那覇空港第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路のののの増設増設増設増設についてについてについてについて
　　　　那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港はははは、、、、現在現在現在現在のままではのままではのままではのままでは2015201520152015年年年年にはにはにはには夏季夏季夏季夏季のののの旅客需要旅客需要旅客需要旅客需要のののの増加増加増加増加にににに対応対応対応対応できなくなるおそできなくなるおそできなくなるおそできなくなるおそ
れがあるとしてれがあるとしてれがあるとしてれがあるとして、、、、既存既存既存既存のののの滑走路滑走路滑走路滑走路からからからから1310131013101310メートルメートルメートルメートル沖合沖合沖合沖合にににに2700270027002700メートルメートルメートルメートルをををを増設増設増設増設するするするする案案案案がまとめらがまとめらがまとめらがまとめら
れましたれましたれましたれました。。。。那覇空港調査連絡調整会議那覇空港調査連絡調整会議那覇空港調査連絡調整会議那覇空港調査連絡調整会議がががが、、、、2007200720072007年年年年８８８８月月月月にににに滑走路増設必要性滑走路増設必要性滑走路増設必要性滑走路増設必要性のののの需要予測需要予測需要予測需要予測をををを
示示示示していますしていますしていますしています。。。。那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港をををを民間専用化民間専用化民間専用化民間専用化すればすればすればすれば、、、、現状現状現状現状でもでもでもでも滑走路滑走路滑走路滑走路はははは余裕余裕余裕余裕があるがあるがあるがある。。。。それをやるそれをやるそれをやるそれをやる
べきだべきだべきだべきだ。。。。第第第第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路のののの増設増設増設増設はははは、、、、那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの軍事利用軍事利用軍事利用軍事利用をををを拡大拡大拡大拡大することになるすることになるすることになるすることになる。。。。今今今今、、、、自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊はははは、、、、
戦闘機部隊戦闘機部隊戦闘機部隊戦闘機部隊をををを１１１１飛行隊飛行隊飛行隊飛行隊からからからから２２２２飛行隊飛行隊飛行隊飛行隊にににに改編改編改編改編するするするする計画計画計画計画をををを進進進進めているめているめているめている。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカののののウエッウエッウエッウエッ
ブブブブ上院議員上院議員上院議員上院議員はははは「「「「那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの滑走路滑走路滑走路滑走路をををを共同使用共同使用共同使用共同使用できるできるできるできる施設施設施設施設にににに拡張拡張拡張拡張することをすることをすることをすることを提案提案提案提案しているしているしているしている」」」」とととと
述述述述べているべているべているべている。。。。これではこれではこれではこれでは、、、、第第第第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路をををを増設増設増設増設してもしてもしてもしても自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊やややや米軍米軍米軍米軍のののの使用使用使用使用がががが拡大拡大拡大拡大するするするする結果結果結果結果になりになりになりになり
かねないかねないかねないかねない。。。。

((((1111)))) 観光発展観光発展観光発展観光発展へのへのへのへの障害障害障害障害になるになるになるになる結果結果結果結果をををを招招招招くがくがくがくが、、、、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。。。。

((((2222)))) 自然破壊自然破壊自然破壊自然破壊のののの指摘指摘指摘指摘もありもありもありもあり、、、、対応対応対応対応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。。。。

((((3333)))) 環境環境環境環境アセスアセスアセスアセスをやりをやりをやりをやり直直直直すすすす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るがえるがえるがえるが、、、、知事知事知事知事はどうはどうはどうはどう考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。

17171717 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月月月月31313131日日日日にににに、、、、世界遺産条約関係省庁連絡会議世界遺産条約関係省庁連絡会議世界遺産条約関係省庁連絡会議世界遺産条約関係省庁連絡会議においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「世界世界世界世界のののの文化遺産及文化遺産及文化遺産及文化遺産及びびびび自然遺産自然遺産自然遺産自然遺産
のののの保護保護保護保護にににに関関関関するするするする条約条約条約条約」」」」にににに基基基基づくづくづくづく我我我我がががが国国国国のののの世界遺産暫定一覧表世界遺産暫定一覧表世界遺産暫定一覧表世界遺産暫定一覧表にににに自然遺産自然遺産自然遺産自然遺産としてとしてとしてとして「「「「奄美奄美奄美奄美・・・・琉琉琉琉
球球球球」」」」をををを記載記載記載記載するということがするということがするということがするということが決定決定決定決定されましたされましたされましたされました。。。。

((((1111)))) 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のののの条件条件条件条件はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((2222)))) これからのこれからのこれからのこれからの登録登録登録登録にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 皆伐皆伐皆伐皆伐をさらにをさらにをさらにをさらに推推推推しししし進進進進めるめるめるめる「「「「やんばるやんばるやんばるやんばる型森林業型森林業型森林業型森林業のののの推進推進推進推進（（（（案案案案）」）」）」）」はははは白紙撤回白紙撤回白紙撤回白紙撤回しししし、、、、保全保全保全保全にににに全力全力全力全力をををを挙挙挙挙
げるべきであるげるべきであるげるべきであるげるべきである。。。。

((((4444)))) 県県県県としてとしてとしてとして最大最大最大最大のののの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで登録登録登録登録をををを実現実現実現実現すべきすべきすべきすべき。。。。決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

18181818 生活保護問題生活保護問題生活保護問題生活保護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生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者のののの実態実態実態実態はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。受給者数受給者数受給者数受給者数のののの推移推移推移推移はははは。。。。

((((2222)))) 生活保護生活保護生活保護生活保護をををを申請申請申請申請したがしたがしたがしたが受給受給受給受給できなかったできなかったできなかったできなかった件数件数件数件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。。。。そのそのそのその原因別原因別原因別原因別のののの実態実態実態実態をををを
明明明明らかにせよらかにせよらかにせよらかにせよ。。。。

((((3333)))) 保護基準保護基準保護基準保護基準のののの引引引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、、、、どのようなどのようなどのようなどのような内容内容内容内容かかかか、、、、影響影響影響影響はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか。。。。

((((4444)))) 保護基準保護基準保護基準保護基準のののの引引引引きききき下下下下げにげにげにげに反対反対反対反対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。。。。

19191919 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの一般会計一般会計一般会計一般会計からのからのからのからの繰繰繰繰りりりり入入入入れをふやしれをふやしれをふやしれをふやし、、、、独法化独法化独法化独法化をやめることについてをやめることについてをやめることについてをやめることについて


