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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4444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))))

06060606月月月月27272727    日日日日((((木木木木))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 27272727分分分分 瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧　　　　功功功功（（（（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)))) 政府主催政府主催政府主催政府主催のののの「「「「４４４４・・・・28282828主権回復主権回復主権回復主権回復・・・・国際社会復帰国際社会復帰国際社会復帰国際社会復帰をををを記念記念記念記念するするするする式典式典式典式典」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 1952195219521952年年年年４４４４月月月月28282828日発効日発効日発効日発効ののののサンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコサンフランシスコ講和条約講和条約講和条約講和条約についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 式典式典式典式典へのへのへのへの対応対応対応対応としてとしてとしてとして知事知事知事知事のののの欠席欠席欠席欠席、、、、副知事副知事副知事副知事のののの代理出席代理出席代理出席代理出席にににに至至至至ったったったった理由理由理由理由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 ４４４４・・・・28282828政府式典政府式典政府式典政府式典にににに抗議抗議抗議抗議するするするする「「「「屈辱屈辱屈辱屈辱のののの日沖縄大会日沖縄大会日沖縄大会日沖縄大会」」」」にににに対対対対するするするする見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 橋下日本維新橋下日本維新橋下日本維新橋下日本維新のののの会共同代表会共同代表会共同代表会共同代表のののの「「「「風俗提案風俗提案風俗提案風俗提案」」」」発言発言発言発言とととと「「「「従軍慰安婦従軍慰安婦従軍慰安婦従軍慰安婦」」」」必要発言必要発言必要発言必要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うううう。。。。

((((3333)))) ハワイハワイハワイハワイ州州州州アバクロンビーアバクロンビーアバクロンビーアバクロンビー知事知事知事知事のののの「「「「沖縄海兵隊沖縄海兵隊沖縄海兵隊沖縄海兵隊ののののハワイハワイハワイハワイ受受受受けけけけ入入入入れれれれプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県ははははハワイハワイハワイハワイ州知事州知事州知事州知事のののの発言発言発言発言のののの真意真意真意真意をををを把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか、、、、内容内容内容内容をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事ははははハワイハワイハワイハワイ州知事州知事州知事州知事とととと会会会会うううう考考考考えはあるかえはあるかえはあるかえはあるか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権によるによるによるによる自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの国防軍化国防軍化国防軍化国防軍化、、、、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、、、、憲法憲法憲法憲法９９９９条改正条改正条改正条改正のののの動動動動きにきにきにきに対対対対すすすす
るるるる見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) ６６６６・・・・23232323慰霊慰霊慰霊慰霊のののの日日日日、、、、沖縄全戦没者追悼式典沖縄全戦没者追悼式典沖縄全戦没者追悼式典沖縄全戦没者追悼式典についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 追悼式典追悼式典追悼式典追悼式典のののの開催目的開催目的開催目的開催目的とととと趣旨趣旨趣旨趣旨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 政府関係機関政府関係機関政府関係機関政府関係機関へのへのへのへの出席案内先出席案内先出席案内先出席案内先とととと今回今回今回今回、、、、外務大臣外務大臣外務大臣外務大臣、、、、防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣、、、、駐日米大使駐日米大使駐日米大使駐日米大使がががが参列参列参列参列するこするこするこするこ
とになったとになったとになったとになった経緯経緯経緯経緯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 多多多多くのくのくのくの基地問題基地問題基地問題基地問題、、、、基地被害基地被害基地被害基地被害にににに苦苦苦苦しめられているしめられているしめられているしめられている県民県民県民県民にとってにとってにとってにとって、、、、厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣厚生労働大臣ではなくではなくではなくではなく基基基基
地押地押地押地押しつけのしつけのしつけのしつけの当事者当事者当事者当事者であるであるであるである外務大臣外務大臣外務大臣外務大臣・・・・防衛大臣防衛大臣防衛大臣防衛大臣・・・・駐日米大使駐日米大使駐日米大使駐日米大使とととと橋下日本維新橋下日本維新橋下日本維新橋下日本維新のののの会会会会のののの共共共共
同代表同代表同代表同代表のののの参列参列参列参列はははは政治利用政治利用政治利用政治利用のそしりはのそしりはのそしりはのそしりは否否否否めないめないめないめない。。。。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ついてについてについてについて

((((1111)))) 日米地位協定問題日米地位協定問題日米地位協定問題日米地位協定問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 日本政府日本政府日本政府日本政府がががが不平等不平等不平等不平等なななな日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの改定改定改定改定をををを強強強強くくくく求求求求めないめないめないめない理由理由理由理由とととと、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカがかたくなにがかたくなにがかたくなにがかたくなに
改定改定改定改定をををを否定否定否定否定するのはなぜかするのはなぜかするのはなぜかするのはなぜか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事はははは日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの改定改定改定改定ができないのであればができないのであればができないのであればができないのであれば、、、、嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地をををを初初初初めめめめ全全全全てのてのてのての米軍基米軍基米軍基米軍基
地地地地のののの撤去撤去撤去撤去をををを求求求求めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。

((((2222)))) 枯枯枯枯れれれれ葉剤疑惑問題葉剤疑惑問題葉剤疑惑問題葉剤疑惑問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県はははは、、、、早急早急早急早急にににに特別調査委員会特別調査委員会特別調査委員会特別調査委員会をををを設置設置設置設置すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 2002200220022002年北谷町年北谷町年北谷町年北谷町でのでのでのでの事案事案事案事案をををを教訓教訓教訓教訓にににに、、、、分析項目分析項目分析項目分析項目についてについてについてについて専門家等専門家等専門家等専門家等とととと事前協議事前協議事前協議事前協議したしたしたした上上上上でででで透透透透
明性明性明性明性をををを確保確保確保確保するためにするためにするためにするために第三者第三者第三者第三者のののの専門機関専門機関専門機関専門機関にににに調査調査調査調査をををを依頼依頼依頼依頼するするするする必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ＦＦＦＦ15151515墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故にににに対対対対するするするする日本政府日本政府日本政府日本政府、、、、在沖米軍在沖米軍在沖米軍在沖米軍のののの対応対応対応対応とととと、、、、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)))) 嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納よりよりよりより南南南南のののの米軍施設返還米軍施設返還米軍施設返還米軍施設返還・・・・統合計画案統合計画案統合計画案統合計画案についてについてについてについて、、、、県県県県のののの見解見解見解見解とととと関連市町村関連市町村関連市町村関連市町村のののの反応反応反応反応にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園のののの防音対策事業補助対象外問題防音対策事業補助対象外問題防音対策事業補助対象外問題防音対策事業補助対象外問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 見解見解見解見解とととと今後今後今後今後のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 防音工事対象地域外防音工事対象地域外防音工事対象地域外防音工事対象地域外、、、、中城村中城村中城村中城村、、、、西原町西原町西原町西原町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。。。。

3333 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)))) 八重山教科書問題八重山教科書問題八重山教科書問題八重山教科書問題のののの課題課題課題課題とととと対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
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4444 医療行政医療行政医療行政医療行政についてについてについてについて

((((1111)))) 子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんがんがんがんワクチンワクチンワクチンワクチンのののの副作用問題副作用問題副作用問題副作用問題についてについてについてについて
　　　　県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける接種状況接種状況接種状況接種状況とととと副作用副作用副作用副作用のののの報告件数報告件数報告件数報告件数、、、、今後今後今後今後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。。。。

5555 経済経済経済経済、、、、産業振興産業振興産業振興産業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 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県民生活県民生活県民生活県民生活とととと沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄経済へのへのへのへの影響影響影響影響、、、、具体的具体的具体的具体的なななな金額金額金額金額、、、、数値数値数値数値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)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権のののの公約破公約破公約破公約破りりりり、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ参加参加参加参加によるによるによるによる県民生活県民生活県民生活県民生活とととと沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄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、、、、具体的具体的具体的具体的なななな金金金金
額額額額、、、、数値数値数値数値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)))) 日台漁業協定問題日台漁業協定問題日台漁業協定問題日台漁業協定問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県とととと県議会県議会県議会県議会はははは、、、、日中漁業協定及日中漁業協定及日中漁業協定及日中漁業協定及びびびび日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定にににに強強強強くくくく抗議抗議抗議抗議しししし、、、、見直見直見直見直しをしをしをしを求求求求めためためためた。。。。政府政府政府政府
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 沖台漁業者意見交換会沖台漁業者意見交換会沖台漁業者意見交換会沖台漁業者意見交換会のののの協議内容協議内容協議内容協議内容とととと、、、、今後今後今後今後のののの日程日程日程日程をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県のののの台湾政府台湾政府台湾政府台湾政府へのへのへのへの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの天下天下天下天下りのりのりのり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

((((1111)))) 県退職者県退職者県退職者県退職者のののの役員就任役員就任役員就任役員就任のののの実態実態実態実態とととと公社等公社等公社等公社等のののの指導監督要領指導監督要領指導監督要領指導監督要領はははは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伺伺伺伺うううう。。。。

7777 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの随意契約随意契約随意契約随意契約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

((((1111)))) 原則的契約方法原則的契約方法原則的契約方法原則的契約方法はははは一般競争入札一般競争入札一般競争入札一般競争入札とされながらとされながらとされながらとされながら、、、、契約件数契約件数契約件数契約件数、、、、金額金額金額金額ともにともにともにともに随意契約随意契約随意契約随意契約がががが突出突出突出突出しししし
ているているているている理由理由理由理由とととと、、、、今後今後今後今後ののの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伺伺伺伺うううう。。。。

8888 沖縄組織沖縄組織沖縄組織沖縄組織ビジョンビジョンビジョンビジョンについてについてについてについて
　　　　安易安易安易安易なななな組織改革組織改革組織改革組織改革をををを繰繰繰繰りりりり返返返返さないためにもさないためにもさないためにもさないためにも、、、、議会議会議会議会やややや職員職員職員職員、、、、専門家等専門家等専門家等専門家等のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞くくくく必要必要必要必要があるがあるがあるがある
のではないかのではないかのではないかのではないか。。。。

9999 観光行政観光行政観光行政観光行政についてについてについてについて

((((1111)))) クルーズクルーズクルーズクルーズ船受船受船受船受けけけけ入入入入れについてれについてれについてれについて

ｱｱｱｱ 日本籍日本籍日本籍日本籍、、、、外国籍外国籍外国籍外国籍をををを含含含含めためためためた観光観光観光観光クルーズクルーズクルーズクルーズ船船船船のののの入港状況入港状況入港状況入港状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 出入国手続出入国手続出入国手続出入国手続、、、、税関検査等税関検査等税関検査等税関検査等のののの課題課題課題課題とととと対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 観光消費額観光消費額観光消費額観光消費額アップアップアップアップのののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) OCVBOCVBOCVBOCVBのののの人事体制人事体制人事体制人事体制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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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4444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))))

06060606月月月月27272727    日日日日((((木木木木))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 19191919分分分分 金城金城金城金城　　　　　　　　勉勉勉勉（（（（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)))) 日中関係日中関係日中関係日中関係がいまだがいまだがいまだがいまだ緊張状態緊張状態緊張状態緊張状態にあるがにあるがにあるがにあるが、、、、中国中国中国中国とのとのとのとの交流交流交流交流をををを再開再開再開再開、、、、発展発展発展発展させるためにはさせるためにはさせるためにはさせるためには沖縄沖縄沖縄沖縄がががが
活路活路活路活路をををを開開開開くくくく役割役割役割役割をををを担担担担えるのではないかえるのではないかえるのではないかえるのではないか。。。。県県県県のののの戦略戦略戦略戦略をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 去去去去るるるる４４４４月月月月５５５５日日日日にににに発表発表発表発表されたされたされたされた在沖米軍基地在沖米軍基地在沖米軍基地在沖米軍基地のののの統合計画統合計画統合計画統合計画はははは、、、、返還手順返還手順返還手順返還手順やややや跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画とのとのとのとの
整合性整合性整合性整合性はははは検討検討検討検討されているのかされているのかされているのかされているのか、、、、県県県県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うううう。。。。

((((3333)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがこのがこのがこのがこの夏夏夏夏にもにもにもにも追加配備追加配備追加配備追加配備されるとのされるとのされるとのされるとの報道報道報道報道があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県へのへのへのへの連絡連絡連絡連絡はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか、、、、またまたまたまた
そのそのそのその対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰはははは21212121分野分野分野分野にににに及及及及ぶぶぶぶ広範囲広範囲広範囲広範囲のののの交渉交渉交渉交渉になるになるになるになる。。。。県内農業県内農業県内農業県内農業についてのについてのについてのについての影響影響影響影響はははは明明明明らかだがらかだがらかだがらかだが、、、、そそそそ
のののの他他他他のののの分野分野分野分野でのでのでので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調査研究調査研究調査研究調査研究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。。。。

((((5555)))) 政府政府政府政府はははは「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄ををををイノベーションイノベーションイノベーションイノベーション拠点拠点拠点拠点」」」」にににに位置位置位置位置づけるづけるづけるづける方針方針方針方針であるであるであるである。。。。政府政府政府政府とのとのとのとの連携連携連携連携のののの中中中中でででで沖縄沖縄沖縄沖縄
のののの成長戦略成長戦略成長戦略成長戦略をどうをどうをどうをどう構築構築構築構築するかするかするかするか、、、、県県県県のののの戦略戦略戦略戦略をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 総務部関連総務部関連総務部関連総務部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 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のののの継続継続継続継続ができるかのができるかのができるかのができるかの見通見通見通見通しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか。。。。

((((2222)))) 「「「「今後今後今後今後のののの財政収支見通財政収支見通財政収支見通財政収支見通しししし」」」」をををを発表発表発表発表したがしたがしたがしたが、、、、歳入歳入歳入歳入よりよりよりより歳出歳出歳出歳出がががが上回上回上回上回るるるる見込見込見込見込みになっているみになっているみになっているみになっている。。。。財財財財
政基盤政基盤政基盤政基盤のののの安定安定安定安定、、、、確立確立確立確立のためののためののためののための取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

3333 知事公室関連知事公室関連知事公室関連知事公室関連についてについてについてについて

((((1111)))) 先日先日先日先日、、、、沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市でででで米軍基地返還跡地米軍基地返還跡地米軍基地返還跡地米軍基地返還跡地からからからからドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶がががが発見発見発見発見されたされたされたされた。。。。枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤をををを供給供給供給供給したこともしたこともしたこともしたことも
あるあるあるある「「「「ダウダウダウダウ・・・・ケミカルケミカルケミカルケミカル社社社社」」」」のののの社名社名社名社名がががが明記明記明記明記されておりされておりされておりされており、、、、県内県内県内県内にににに枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤がががが貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵されていたのでされていたのでされていたのでされていたので
はないかとのはないかとのはないかとのはないかとの疑疑疑疑いもあるいもあるいもあるいもある。。。。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。。。。

((((2222)))) 米軍飛行場周辺米軍飛行場周辺米軍飛行場周辺米軍飛行場周辺においてにおいてにおいてにおいて、、、、防音工事防音工事防音工事防音工事エリアエリアエリアエリアのののの見直見直見直見直しをしをしをしを求求求求めるめるめるめる声声声声があるがあるがあるがある。。。。爆音被害爆音被害爆音被害爆音被害のののの実態実態実態実態
把握把握把握把握についてについてについてについて、、、、県県県県はははは独自独自独自独自のののの調査調査調査調査をををを実施実施実施実施してしてしてして防衛省防衛省防衛省防衛省にににに要望要望要望要望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。。。。

((((3333)))) 国交省国交省国交省国交省がががが整備整備整備整備するするするするＧＰＳＧＰＳＧＰＳＧＰＳ波浪計津波防災波浪計津波防災波浪計津波防災波浪計津波防災システムシステムシステムシステムについてについてについてについて、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県へのへのへのへの設置設置設置設置をををを要請要請要請要請してしてしてして
はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) 昨年昨年昨年昨年９９９９月議会月議会月議会月議会でででで提案提案提案提案しししし、、、、女性防災女性防災女性防災女性防災クラブクラブクラブクラブ研修研修研修研修のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして招聘招聘招聘招聘するとするとするとすると答弁答弁答弁答弁したしたしたした清原桂子清原桂子清原桂子清原桂子
氏氏氏氏をををを招招招招いてのいてのいてのいての講演会開催講演会開催講演会開催講演会開催はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((5555)))) 認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園のののの防音工事施工防音工事施工防音工事施工防音工事施工のののの見通見通見通見通しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか。。。。

4444 企画部関連企画部関連企画部関連企画部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 公共交通体系整備公共交通体系整備公共交通体系整備公共交通体系整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入のののの県案県案県案県案、、、、内閣府案内閣府案内閣府案内閣府案ととととＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ等県民意見等県民意見等県民意見等県民意見とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性をどうをどうをどうをどう図図図図るかるかるかるか。。。。

ｲｲｲｲ 地下地下地下地下・・・・高架方式等高架方式等高架方式等高架方式等とととと地平方式地平方式地平方式地平方式のののの比較検討比較検討比較検討比較検討はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 公共交通公共交通公共交通公共交通のののの活性化活性化活性化活性化のためにのためにのためにのために、、、、ノンステップバスノンステップバスノンステップバスノンステップバス導入導入導入導入、、、、バスレーンバスレーンバスレーンバスレーンのののの延長延長延長延長、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ、ＩＣ乗車券乗車券乗車券乗車券シスシスシスシス
テムテムテムテム導入導入導入導入、、、、バスバスバスバス・・・・ロケーションロケーションロケーションロケーション・・・・システムシステムシステムシステム導入導入導入導入、、、、バスバスバスバス停停停停ののののグレードアップグレードアップグレードアップグレードアップ等等等等のののの実施状況実施状況実施状況実施状況はどはどはどはど
うかうかうかうか、、、、またまたまたまた、、、、そのそのそのその効果効果効果効果はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 重粒子線重粒子線重粒子線重粒子線がんがんがんがん治療治療治療治療センターセンターセンターセンター設置設置設置設置のののの調査状況調査状況調査状況調査状況とととと見通見通見通見通しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか。。。。

5555 福祉保健部関連福祉保健部関連福祉保健部関連福祉保健部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「待機児童解消加速化待機児童解消加速化待機児童解消加速化待機児童解消加速化プランプランプランプラン」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消にににに向向向向けけけけ国国国国はははは、、、、平成平成平成平成25252525、、、、26262626年年年年をををを「「「「緊急集中取組期間緊急集中取組期間緊急集中取組期間緊急集中取組期間」」」」とととと位置位置位置位置づけづけづけづけ20202020万人分万人分万人分万人分
のののの保育環境整備保育環境整備保育環境整備保育環境整備、、、、平成平成平成平成27272727年年年年からからからから29292929年年年年はははは「「「「取組加速期間取組加速期間取組加速期間取組加速期間」」」」としてとしてとしてとして40404040万人分万人分万人分万人分のののの保育環境保育環境保育環境保育環境をををを
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整備整備整備整備しししし、、、、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目指目指目指目指すことになっていますすことになっていますすことになっていますすことになっています。。。。待機児童待機児童待機児童待機児童ゼロゼロゼロゼロにににに向向向向けけけけ、、、、県計画県計画県計画県計画はははは前前前前
倒倒倒倒しをしをしをしを検討検討検討検討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。。。。

ｲｲｲｲ 保育士確保保育士確保保育士確保保育士確保のためにのためにのためにのために処遇処遇処遇処遇やややや非正規職員非正規職員非正規職員非正規職員のののの問題問題問題問題についてどうについてどうについてどうについてどう改善改善改善改善されていくかされていくかされていくかされていくか。。。。

ｳｳｳｳ 小規模保育施設小規模保育施設小規模保育施設小規模保育施設（（（（６６６６人人人人からからからから19191919人人人人））））がががが県内県内県内県内にはにはにはには実績実績実績実績がないがないがないがない。。。。そのそのそのその理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後
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。。。。

ｴｴｴｴ 事業所内保育施設事業所内保育施設事業所内保育施設事業所内保育施設のののの県内県内県内県内でのでのでのでの事業所数事業所数事業所数事業所数、、、、児童数児童数児童数児童数のののの実績実績実績実績はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｵｵｵｵ 認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園へのへのへのへの給食費助成給食費助成給食費助成給食費助成についてについてについてについて、、、、本年度本年度本年度本年度もももも引引引引きききき上上上上げていただきましたげていただきましたげていただきましたげていただきました。。。。高高高高くくくく評評評評
価価価価しますしますしますします。。。。さらなるさらなるさらなるさらなる向上向上向上向上にににに向向向向けたけたけたけた計画計画計画計画はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 各市町村各市町村各市町村各市町村におけるにおけるにおけるにおける子供医療費子供医療費子供医療費子供医療費のののの自動償還払自動償還払自動償還払自動償還払いいいい方式方式方式方式のののの導入状況導入状況導入状況導入状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 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のののの設置設置設置設置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はどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

((((4444)))) 航空医療航空医療航空医療航空医療についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊やややや海上保安庁海上保安庁海上保安庁海上保安庁ヘリヘリヘリヘリのののの患者輸送実績患者輸送実績患者輸送実績患者輸送実績やややや課題課題課題課題はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 北海道北海道北海道北海道でででで実施実施実施実施しているしているしているしているメディカルウィングメディカルウィングメディカルウィングメディカルウィング（（（（医療優先固定翼機医療優先固定翼機医療優先固定翼機医療優先固定翼機））））研究運航事業研究運航事業研究運航事業研究運航事業をををを沖縄沖縄沖縄沖縄でででで
もももも実証実験実証実験実証実験実証実験としてとしてとしてとして国国国国にににに要請要請要請要請してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。またまたまたまた、、、、県医師会県医師会県医師会県医師会ともともともとも連携連携連携連携してしてしてして「「「「航空医療研究航空医療研究航空医療研究航空医療研究
会会会会」（」（」（」（仮称仮称仮称仮称））））をををを設置設置設置設置してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 浦添総合病院浦添総合病院浦添総合病院浦添総合病院がががが運営運営運営運営するするするする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ヘリポートヘリポートヘリポートヘリポートについてについてについてについて、、、、浦添市浦添市浦添市浦添市でででで議論議論議論議論になっていになっていになっていになってい
るようだがるようだがるようだがるようだが、、、、県県県県はどうかかわるかはどうかかわるかはどうかかわるかはどうかかわるか。。。。

6666 商工労働部関連商工労働部関連商工労働部関連商工労働部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 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ががが３３３３月末月末月末月末をもってをもってをもってをもって終了終了終了終了したしたしたした。。。。資金繰資金繰資金繰資金繰りやりやりやりや企業経営企業経営企業経営企業経営へのへのへのへの影響影響影響影響がががが懸懸懸懸
念念念念されるがされるがされるがされるが県内企業県内企業県内企業県内企業のののの状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 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

ｱｱｱｱ 高校高校高校高校、、、、大学生大学生大学生大学生ののののキャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育はははは、、、、就職率就職率就職率就職率やややや定着率定着率定着率定着率にににに効果効果効果効果をををを出出出出しているかしているかしているかしているか。。。。実績豊富実績豊富実績豊富実績豊富なななな民民民民
間間間間ににににノウハウノウハウノウハウノウハウをををを学学学学ぶべきではないかぶべきではないかぶべきではないかぶべきではないか。。。。

ｲｲｲｲ 県外県外県外県外・・・・海外海外海外海外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のののの実績実績実績実績とととと本年度本年度本年度本年度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。。。。

ｳｳｳｳ ニートニートニートニート、、、、引引引引きこもりのきこもりのきこもりのきこもりの実態把握実態把握実態把握実態把握とととと対策対策対策対策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｴｴｴｴ 障害者法定雇用率障害者法定雇用率障害者法定雇用率障害者法定雇用率（（（（民間民間民間民間：：：：2222....0000％、％、％、％、国国国国・・・・地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体：：：：2222....3333％、％、％、％、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会：：：：2222....2222％）％）％）％）はははは県県県県のののの
委託企業委託企業委託企業委託企業（（（（清掃業務等清掃業務等清掃業務等清掃業務等））））にもにもにもにも適用適用適用適用できるかできるかできるかできるか。。。。

7777 教育庁関連教育庁関連教育庁関連教育庁関連についてについてについてについて

((((1111)))) 子供子供子供子供のののの貧困対策法貧困対策法貧困対策法貧困対策法についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県内県内県内県内のののの子供子供子供子供のののの貧困率等貧困率等貧困率等貧困率等、、、、実態調査実態調査実態調査実態調査はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 子供子供子供子供のののの貧困対策計画貧困対策計画貧困対策計画貧困対策計画のののの策定策定策定策定はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 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支援策支援策支援策支援策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 英語立県事業英語立県事業英語立県事業英語立県事業のののの進進進進状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｱｱｱｱ 英語英語英語英語マイスターマイスターマイスターマイスター公開授業公開授業公開授業公開授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開展開展開展開はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 大学院大学大学院大学大学院大学大学院大学、、、、アミークスアミークスアミークスアミークス、、、、基地内学校基地内学校基地内学校基地内学校とのとのとのとの連携連携連携連携はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 海外海外海外海外とのとのとのとの姉妹校提携姉妹校提携姉妹校提携姉妹校提携のののの進進進進状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 国公立大学国公立大学国公立大学国公立大学へのへのへのへの県内高校生県内高校生県内高校生県内高校生のののの進学率進学率進学率進学率はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) 難聴児童難聴児童難聴児童難聴児童のののの補聴器助成補聴器助成補聴器助成補聴器助成についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 軽度軽度軽度軽度・・・・中等度中等度中等度中等度のののの難聴児童難聴児童難聴児童難聴児童のののの補聴器補聴器補聴器補聴器へのへのへのへの助成制度助成制度助成制度助成制度をををを検討検討検討検討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。。。。

ｲｲｲｲ 小中高生小中高生小中高生小中高生のののの難聴児童難聴児童難聴児童難聴児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの実態実態実態実態にににに変化変化変化変化はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。

8888 土木建築部関連土木建築部関連土木建築部関連土木建築部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事にににに係係係係るるるるボンドボンドボンドボンド制度制度制度制度へのへのへのへの対応対応対応対応についてどうについてどうについてどうについてどう検討検討検討検討しているかしているかしているかしているか。。。。

((((2222)))) 国国国国によるによるによるによる労務単価引労務単価引労務単価引労務単価引きききき上上上上げについてげについてげについてげについて、、、、県内県内県内県内でのでのでのでの運用運用運用運用はははは下請下請下請下請、、、、孫請等孫請等孫請等孫請等をををを含含含含めめめめ適正適正適正適正になされになされになされになされ
ているかているかているかているか。。。。またまたまたまた。。。。効果効果効果効果はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 定期貨物船就航実証実験定期貨物船就航実証実験定期貨物船就航実証実験定期貨物船就航実証実験についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 実証実験実証実験実証実験実証実験のののの貨物輸送量貨物輸送量貨物輸送量貨物輸送量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。。。。
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ｲｲｲｲ 上上上上りりりり便便便便がががが実施実施実施実施されてなくされてなくされてなくされてなく、、、、中城湾中城湾中城湾中城湾にににに立地立地立地立地しているしているしているしている企業企業企業企業のののの貨物貨物貨物貨物はははは那覇港那覇港那覇港那覇港にににに陸送陸送陸送陸送されているされているされているされている
とのことですとのことですとのことですとのことです。。。。上上上上りりりり便便便便もももも定時運行定時運行定時運行定時運行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。。。。

ｳｳｳｳ 鹿児島以外鹿児島以外鹿児島以外鹿児島以外のののの便拡充便拡充便拡充便拡充はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｴｴｴｴ 先島先島先島先島へのへのへのへの就航計画就航計画就航計画就航計画はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

9999 農林水産部関連農林水産部関連農林水産部関連農林水産部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 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見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて国国国国にににに要請要請要請要請しているがしているがしているがしているが、、、、見通見通見通見通しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内のののの水産業水産業水産業水産業のののの現状現状現状現状はははは小規模操業小規模操業小規模操業小規模操業でででで他県他県他県他県やややや台湾台湾台湾台湾、、、、中国中国中国中国にににに比比比比べべべべ見劣見劣見劣見劣りするとのりするとのりするとのりするとの指摘指摘指摘指摘があがあがあがあ
るがるがるがるが、、、、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はどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

10101010 公安委員会関連公安委員会関連公安委員会関連公安委員会関連についてについてについてについて

((((1111)))) 脱法脱法脱法脱法ドラッグドラッグドラッグドラッグ、、、、脱法脱法脱法脱法ハーブハーブハーブハーブ乱用乱用乱用乱用のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策についてについてについてについて
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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4444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))))

06060606月月月月27272727    日日日日((((木木木木))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 15151515分分分分 西銘西銘西銘西銘　　　　純恵純恵純恵純恵（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 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)))) ４４４４・・・・28282828「「「「屈辱屈辱屈辱屈辱のののの日日日日」」」」沖縄県民大会沖縄県民大会沖縄県民大会沖縄県民大会はははは、、、、１１１１万人余万人余万人余万人余のののの抗議集会抗議集会抗議集会抗議集会となりとなりとなりとなり、、、、東京東京東京東京やややや全国各地全国各地全国各地全国各地でででで連帯連帯連帯連帯
のののの集会集会集会集会がががが開開開開かれましたかれましたかれましたかれました。。。。憲法改定憲法改定憲法改定憲法改定のののの狙狙狙狙いをいをいをいを持持持持ってってってって安倍内閣安倍内閣安倍内閣安倍内閣がががが開催開催開催開催したしたしたした「「「「式典式典式典式典」」」」はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄とととと
本土本土本土本土のののの怒怒怒怒りのりのりのりの広広広広がりのがりのがりのがりの中中中中でででで惨惨惨惨めなめなめなめな失敗失敗失敗失敗をしましたをしましたをしましたをしました。。。。４４４４・・・・28282828「「「「式典式典式典式典」」」」にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問
うううう。。。。

((((2222)))) 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは侵略戦争侵略戦争侵略戦争侵略戦争をををを反省反省反省反省せずせずせずせず、、、、憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条をををを改悪改悪改悪改悪してしてしてして国防軍国防軍国防軍国防軍をつくりをつくりをつくりをつくりアメリカアメリカアメリカアメリカとともにとともにとともにとともに海海海海
外外外外でででで戦争戦争戦争戦争するするするする国国国国づくりをづくりをづくりをづくりを加速加速加速加速させていますさせていますさせていますさせています。。。。憲法憲法憲法憲法96969696条条条条のののの改定改定改定改定はははは９９９９条条条条をををを改悪改悪改悪改悪するためですするためですするためですするためです。。。。
元自民党古賀幹事長元自民党古賀幹事長元自民党古賀幹事長元自民党古賀幹事長やややや改憲論者改憲論者改憲論者改憲論者からもからもからもからも反対反対反対反対のののの声声声声がががが上上上上がっているがっているがっているがっている96969696条改定条改定条改定条改定にににに反対反対反対反対をすべをすべをすべをすべ
きではないかきではないかきではないかきではないか、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰはははは、｢、｢、｢、｢例外例外例外例外なきなきなきなき関税関税関税関税とととと非関税障壁非関税障壁非関税障壁非関税障壁のののの撤廃撤廃撤廃撤廃｣｣｣｣がががが大原則大原則大原則大原則とされとされとされとされ、、、、日本農業日本農業日本農業日本農業、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ののののサトウサトウサトウサトウ
キビキビキビキビもももも壊滅壊滅壊滅壊滅しししし、、、、国民皆保険国民皆保険国民皆保険国民皆保険がががが破壊破壊破壊破壊されされされされ、、、、食食食食のののの安全安全安全安全がががが脅脅脅脅かされかされかされかされ、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ型型型型ののののルールルールルールルールがががが日本日本日本日本
にににに押押押押しつけられますしつけられますしつけられますしつけられます。「。「。「。「ウソウソウソウソつかないつかないつかないつかない。ＴＰＰ。ＴＰＰ。ＴＰＰ。ＴＰＰ断固反対断固反対断固反対断固反対。。。。ブレブレブレブレないないないない。。。。自民党自民党自民党自民党」」」」とととと総選挙総選挙総選挙総選挙ででででポスポスポスポス
ターターターターまでまでまでまで張張張張りりりり出出出出していながらしていながらしていながらしていながら、、、、日本日本日本日本をををを丸丸丸丸ごとごとごとごとアメリカアメリカアメリカアメリカにににに売売売売りりりり渡渡渡渡すすすす参加参加参加参加にににに、、、、知事知事知事知事はははは反対反対反対反対のののの行動行動行動行動
をとるべきではないですかをとるべきではないですかをとるべきではないですかをとるべきではないですか。。。。

((((4444)))) 福島第一原発福島第一原発福島第一原発福島第一原発のののの事故事故事故事故はははは、、、、いまだいまだいまだいまだ放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質のののの放出放出放出放出がががが続続続続きききき、、、、15151515万人余万人余万人余万人余がががが避難生活避難生活避難生活避難生活をををを送送送送っっっっ
ていますていますていますています。。。。処理処理処理処理できないできないできないできない汚染水汚染水汚染水汚染水にはにはにはには大気中大気中大気中大気中にににに放出放出放出放出されたされたされたされた10101010倍倍倍倍のののの放射能放射能放射能放射能がががが含含含含まれるなどまれるなどまれるなどまれるなど、、、、
原発原発原発原発とととと人類人類人類人類はははは共存共存共存共存できませんできませんできませんできません。。。。即時原発即時原発即時原発即時原発ゼロゼロゼロゼロをををを決断決断決断決断しししし、、、、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にににに転換転換転換転換すべすべすべすべ
きですきですきですきです。。。。福島原発福島原発福島原発福島原発のののの収束宣言収束宣言収束宣言収束宣言、、、、原発再稼働原発再稼働原発再稼働原発再稼働、、、、原発輸出原発輸出原発輸出原発輸出にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((5555)))) 橋下維新橋下維新橋下維新橋下維新のののの会共同代表会共同代表会共同代表会共同代表・・・・大阪市長大阪市長大阪市長大阪市長のののの日本軍日本軍日本軍日本軍「「「「慰安婦慰安婦慰安婦慰安婦はははは必要必要必要必要だっただっただっただった」」」」暴言暴言暴言暴言はははは、、、、今今今今なおなおなおなお傷傷傷傷のののの
癒癒癒癒えないえないえないえない当事者当事者当事者当事者をををを苦苦苦苦しめしめしめしめ、、、、人間人間人間人間をををを冒瀆冒瀆冒瀆冒瀆するものでするものでするものでするもので許許許許されませんされませんされませんされません。。。。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、、、、普天普天普天普天
間基地司令官間基地司令官間基地司令官間基地司令官にににに「「「「風俗業風俗業風俗業風俗業のののの活用活用活用活用」」」」をををを進言進言進言進言したのもしたのもしたのもしたのも、、、、米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの固定化固定化固定化固定化・・・・強化強化強化強化をををを容認容認容認容認するするするする
立場立場立場立場でありでありでありであり許許許許せませんせませんせませんせません。。。。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。。。。

((((6666)))) 県平和祈念資料館県平和祈念資料館県平和祈念資料館県平和祈念資料館のののの総合案内総合案内総合案内総合案内にににに、、、、県内県内県内県内のののの慰安所慰安所慰安所慰安所がががが45454545カカカカ所記載所記載所記載所記載されていますされていますされていますされています。「。「。「。「女女女女たちのたちのたちのたちの
戦争戦争戦争戦争とととと平和資料館平和資料館平和資料館平和資料館」」」」のののの最新最新最新最新のののの調査結果調査結果調査結果調査結果ではではではでは、、、、144144144144カカカカ所所所所がががが図示図示図示図示されていますされていますされていますされています。。。。訂正訂正訂正訂正をすべきをすべきをすべきをすべき
ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((7777)))) 日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定はははは、、、、地元地元地元地元にににに説明説明説明説明もなくもなくもなくもなく台湾台湾台湾台湾のののの主張主張主張主張をををを丸丸丸丸ごとごとごとごと認認認認めただけでなくめただけでなくめただけでなくめただけでなく、、、、歴史的歴史的歴史的歴史的にににに沖沖沖沖
縄漁民縄漁民縄漁民縄漁民がががが漁漁漁漁をしてきたをしてきたをしてきたをしてきたマグロマグロマグロマグロのののの好漁場好漁場好漁場好漁場までまでまでまで提供提供提供提供されされされされ、、、、漁業関係者漁業関係者漁業関係者漁業関係者にににに大大大大きなきなきなきな打撃打撃打撃打撃をををを与与与与えてえてえてえて
いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定日台漁業協定、、、、日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定のののの見直見直見直見直しをしをしをしを強強強強くくくく求求求求めることめることめることめること。。。。

ｲｲｲｲ 米軍久米島射爆撃場米軍久米島射爆撃場米軍久米島射爆撃場米軍久米島射爆撃場、、、、鳥島射爆撃場鳥島射爆撃場鳥島射爆撃場鳥島射爆撃場、、、、米軍訓練水域米軍訓練水域米軍訓練水域米軍訓練水域のののの早期早期早期早期、、、、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るこめるこめるこめるこ
とととと。。。。

2222 安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権のののの暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、経済経済経済経済をををを壊壊壊壊すすすす政治政治政治政治からからからから県民生活県民生活県民生活県民生活をををを守守守守るためにるためにるためにるために

((((1111)))) アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクスのののの金融緩和金融緩和金融緩和金融緩和によるによるによるによる円安円安円安円安でででで、、、、輸入原材料輸入原材料輸入原材料輸入原材料のののの高騰高騰高騰高騰がががが中小業者中小業者中小業者中小業者やややや県民生活県民生活県民生活県民生活にににに及及及及ぼぼぼぼ
すすすす影響影響影響影響、、、、及及及及びびびび金利上昇金利上昇金利上昇金利上昇によるによるによるによ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

((((2222)))) 次次次次のののの矢矢矢矢となるとなるとなるとなる雇用破壊雇用破壊雇用破壊雇用破壊をやめさせをやめさせをやめさせをやめさせ、、、、安定安定安定安定したしたしたした雇用雇用雇用雇用とととと非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用のののの待遇改善待遇改善待遇改善待遇改善についてについてについてについて

ｱｱｱｱ アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクスはははは、「、「、「、「名名名名ばかりばかりばかりばかり正社員正社員正社員正社員」「」「」「」「解雇解雇解雇解雇のののの自由化自由化自由化自由化」「」「」「」「サービスサービスサービスサービス残業残業残業残業のののの合法化合法化合法化合法化」」」」でありでありでありであり、、、、雇雇雇雇
用用用用ルールルールルールルールをををを一層破壊一層破壊一層破壊一層破壊するものですするものですするものですするものです。。。。雇用破壊雇用破壊雇用破壊雇用破壊をやめさせてをやめさせてをやめさせてをやめさせて、、、、雇用雇用雇用雇用はははは安定安定安定安定したしたしたした正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用
にににに、、、、中小業者中小業者中小業者中小業者をををを支援支援支援支援してしてしてして最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金はははは1000100010001000円円円円にするにするにするにする抜本改革抜本改革抜本改革抜本改革がががが必要必要必要必要ではないでしょうではないでしょうではないでしょうではないでしょう
かかかか。。。。大企業大企業大企業大企業がががが非正規社員非正規社員非正規社員非正規社員をををを拡大拡大拡大拡大してためしてためしてためしてため込込込込んだんだんだんだ内部留保金内部留保金内部留保金内部留保金はははは260260260260兆円兆円兆円兆円になっていまになっていまになっていまになっていま
すすすす。。。。そのそのそのその内部留保内部留保内部留保内部留保のののの１１１１％％％％をををを労働者労働者労働者労働者のののの賃金賃金賃金賃金にににに回回回回せばせばせばせば、、、、８８８８割割割割のののの企業企業企業企業でででで１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり月額月額月額月額１１１１万円万円万円万円
のののの賃金引賃金引賃金引賃金引きききき上上上上げがげがげがげが可能可能可能可能ですですですです。。。。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時給時給時給時給100100100100円円円円のののの引引引引きききき上上上上げがげがげがげが可能可能可能可能ですですですです。。。。賃金賃金賃金賃金
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をををを大幅大幅大幅大幅にににに引引引引きききき上上上上げてげてげてげて内需内需内需内需をををを拡大拡大拡大拡大してしてしてして景気景気景気景気をををを回復回復回復回復させることがさせることがさせることがさせることが必要必要必要必要ですですですです。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを
問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクスでででで民間企業民間企業民間企業民間企業のののの雇用破壊雇用破壊雇用破壊雇用破壊がががが進進進進められるとめられるとめられるとめられると、、、、労働環境労働環境労働環境労働環境はどうはどうはどうはどう変変変変わるのかわるのかわるのかわるのか。。。。公務員公務員公務員公務員
のののの雇用雇用雇用雇用はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの知事部局知事部局知事部局知事部局のののの正規正規正規正規とととと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割合割合割合割合はははは５５５５年前年前年前年前とととと比比比比べてどうべてどうべてどうべてどう
かかかか。。。。福祉福祉福祉福祉などなどなどなど必要必要必要必要なななな部署部署部署部署でででで恒常的恒常的恒常的恒常的にににに非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用しているがしているがしているがしているが正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用にすべきですにすべきですにすべきですにすべきです。。。。まままま
たたたた、、、、臨時職員臨時職員臨時職員臨時職員のののの待遇待遇待遇待遇をををを正規職員並正規職員並正規職員並正規職員並みにみにみにみに改善改善改善改善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

ｳｳｳｳ 県発注工事県発注工事県発注工事県発注工事やややや指定管理指定管理指定管理指定管理でででで労働者労働者労働者労働者のののの賃金賃金賃金賃金やややや労働条件労働条件労働条件労働条件のののの基準基準基準基準をををを定定定定めるめるめるめる公契約条例公契約条例公契約条例公契約条例をををを制制制制
定定定定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

((((3333)))) 消費税消費税消費税消費税がががが10101010％％％％とととと２２２２倍倍倍倍にににに増税増税増税増税されようとしていますされようとしていますされようとしていますされようとしています。。。。働働働働くくくく人人人人のののの所得所得所得所得はははは減減減減りりりり、、、、中小企業中小企業中小企業中小企業はははは販売販売販売販売
価格価格価格価格にににに転嫁転嫁転嫁転嫁できずにできずにできずにできずに身銭身銭身銭身銭をををを切切切切ってってってって消費税消費税消費税消費税をををを払払払払っていますっていますっていますっています。。。。そこにそこにそこにそこに、、、、消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税でででで13131313兆兆兆兆
5000500050005000億億億億、、、、年金年金年金年金のののの引引引引きききき下下下下げげげげ、、、、医療費医療費医療費医療費のののの引引引引きききき上上上上げなどげなどげなどげなど20202020兆円兆円兆円兆円のののの負担増負担増負担増負担増をかぶせようとしていをかぶせようとしていをかぶせようとしていをかぶせようとしてい
ますますますます。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県でででで消費税消費税消費税消費税はははは４４４４人標準世帯人標準世帯人標準世帯人標準世帯でででで年間幾年間幾年間幾年間幾らのらのらのらの増税増税増税増税になりますかになりますかになりますかになりますか。。。。大企業減税大企業減税大企業減税大企業減税をやをやをやをや
めてめてめてめて応分応分応分応分のののの負担負担負担負担でででで財源財源財源財源をつくりをつくりをつくりをつくり、、、、所得所得所得所得のののの低低低低いいいい沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民ほどほどほどほど負担負担負担負担のののの重重重重いいいい消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税はははは中中中中
止止止止をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて、、、、知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税とととと一体一体一体一体となったとなったとなったとなった社会保障大改悪社会保障大改悪社会保障大改悪社会保障大改悪がめじろがめじろがめじろがめじろ押押押押しとなっていますしとなっていますしとなっていますしとなっています。。。。憲法憲法憲法憲法25252525条条条条のののの生生生生
存権存権存権存権をををを脅脅脅脅かすかすかすかす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はげはげはげは、、、、最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの引引引引きききき下下下下げげげげ、、、、住民税住民税住民税住民税のののの課税最低基課税最低基課税最低基課税最低基
準準準準のののの引引引引きききき下下下下げなどでげなどでげなどでげなどで、、、、非課税非課税非課税非課税がががが課税課税課税課税となるなどとなるなどとなるなどとなるなど負担増負担増負担増負担増となりますとなりますとなりますとなります。。。。影響影響影響影響をををを受受受受けるけるけるける内容内容内容内容につにつにつにつ
いていていていて、、、、それぞれについてそれぞれについてそれぞれについてそれぞれについて県民負担県民負担県民負担県民負担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 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)))) 政府政府政府政府はははは辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設のののの埋立申請手続埋立申請手続埋立申請手続埋立申請手続をををを強行強行強行強行したがしたがしたがしたが、、、、知事知事知事知事がががが補正補正補正補正をををを求求求求めためためためた項目項目項目項目とととと内内内内
容容容容、、、、政府政府政府政府のののの回答回答回答回答ををを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・・・・撤去撤去撤去撤去、、、、県内移設断念県内移設断念県内移設断念県内移設断念」」」」はははは、、、、41414141市町村長市町村長市町村長市町村長・・・・議長議長議長議長、、、、県議会県議会県議会県議会のののの「「「「建白書建白書建白書建白書」」」」
にににに込込込込めためためためた沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの総意総意総意総意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。。。。自民党自民党自民党自民党のののの参院選公約参院選公約参院選公約参院選公約にににに「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古のののの移設推進移設推進移設推進移設推進」」」」
をををを明記明記明記明記しししし、、、、衆議院議員衆議院議員衆議院議員衆議院議員がががが公約公約公約公約をををを投投投投げげげげ捨捨捨捨てててて辺野古推進辺野古推進辺野古推進辺野古推進をしていることについてをしていることについてをしていることについてをしていることについて、、、、知事知事知事知事のののの見見見見
解解解解をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 環境環境環境環境アセスアセスアセスアセスのののの評価書評価書評価書評価書にににに対対対対するするするする知事意見知事意見知事意見知事意見はははは、、、、新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設でででで「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古のののの環境保全環境保全環境保全環境保全はははは不可不可不可不可
能能能能」」」」となっていたがとなっていたがとなっていたがとなっていたが、、、、辺野古埋辺野古埋辺野古埋辺野古埋めめめめ立立立立てがてがてがてが着着着着々々々々とととと進進進進められようとしていますめられようとしていますめられようとしていますめられようとしています。。。。知事知事知事知事はははは、、、、埋立反埋立反埋立反埋立反
対対対対をををを明確明確明確明確にしてにしてにしてにして申請申請申請申請をををを却下却下却下却下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。。。。

((((4444)))) 嘉手納基地所属嘉手納基地所属嘉手納基地所属嘉手納基地所属ののののＦＦＦＦ15151515戦闘攻撃機戦闘攻撃機戦闘攻撃機戦闘攻撃機がががが沖縄近海沖縄近海沖縄近海沖縄近海にににに墜落墜落墜落墜落しましたしましたしましたしました。。。。墜落原因墜落原因墜落原因墜落原因もももも不明不明不明不明のままのままのままのまま２２２２
日後日後日後日後にににに訓練訓練訓練訓練をををを開始開始開始開始してしてしてして、、、、連日午前連日午前連日午前連日午前６６６６時過時過時過時過ぎからぎからぎからぎから、、、、県民住宅地上空県民住宅地上空県民住宅地上空県民住宅地上空をををを編隊飛行訓練編隊飛行訓練編隊飛行訓練編隊飛行訓練をををを繰繰繰繰りりりり
返返返返しししし、、、、８８８８回回回回ものものものもの緊急着陸緊急着陸緊急着陸緊急着陸をしていますをしていますをしていますをしています。。。。老朽化老朽化老朽化老朽化したしたしたしたＦＦＦＦ15151515がががが墜落墜落墜落墜落したらしたらしたらしたら大惨事大惨事大惨事大惨事になりかねまになりかねまになりかねまになりかねま
せんせんせんせん。。。。知事知事知事知事がががが米軍米軍米軍米軍にににに即時訓練中止即時訓練中止即時訓練中止即時訓練中止をををを申申申申しししし入入入入れるべきではないかれるべきではないかれるべきではないかれるべきではないか。。。。

((((5555)))) 県県県県とととと市町村市町村市町村市町村のののの調査調査調査調査ではではではでは、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備後配備後配備後配備後２２２２カカカカ月間月間月間月間でででで、、、、住宅地上空住宅地上空住宅地上空住宅地上空のののの飛行飛行飛行飛行やややや訓練訓練訓練訓練などなどなどなど
のののの日米合意違反日米合意違反日米合意違反日米合意違反はははは318318318318件件件件にににに上上上上っていますっていますっていますっています。。。。米軍米軍米軍米軍のののの調査報告調査報告調査報告調査報告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、、、、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。。。。低周波音低周波音低周波音低周波音をををを含含含含むむむむ爆音被害爆音被害爆音被害爆音被害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。。。。住民地域住民地域住民地域住民地域でのでのでのでの飛行飛行飛行飛行、、、、
伊江島伊江島伊江島伊江島、、、、宜野座宜野座宜野座宜野座、、、、普天間普天間普天間普天間、、、、高江高江高江高江などのなどのなどのなどの訓練実態訓練実態訓練実態訓練実態とととと知事知事知事知事のののの見解見解見解見解についてについてについてについて問問問問うううう。。。。高江高江高江高江ののののヘリヘリヘリヘリ
パッドパッドパッドパッド建設建設建設建設のののの中止中止中止中止をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて問問問問うううう。。。。８８８８月月月月のののの追加配備追加配備追加配備追加配備もももも含含含含めめめめ、、、、知事知事知事知事をををを先頭先頭先頭先頭にににに配備配備配備配備
反対反対反対反対、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ撤去撤去撤去撤去のののの行動行動行動行動をすべきだがをすべきだがをすべきだがをすべきだが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような行動計画行動計画行動計画行動計画をををを持持持持っているかっているかっているかっているか。。。。

((((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「「「「統合計画統合計画統合計画統合計画」」」」はははは、、、、既既既既にににに破綻破綻破綻破綻しているしているしているしている県内移設県内移設県内移設県内移設がががが条件条件条件条件となっているとなっているとなっているとなっている。。。。牧港補給牧港補給牧港補給牧港補給
基地基地基地基地のののの地主会地主会地主会地主会がががが分割返還分割返還分割返還分割返還にににに反対反対反対反対、、、、一括全面返還一括全面返還一括全面返還一括全面返還をををを要求要求要求要求しししし、、、、移設先自治体移設先自治体移設先自治体移設先自治体からもからもからもからも基地強基地強基地強基地強
化化化化になるとになるとになるとになると反対反対反対反対がががが上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。無条件全面返還無条件全面返還無条件全面返還無条件全面返還をををを明確明確明確明確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。。。。

((((7777)))) 米軍米軍米軍米軍のののの性犯罪性犯罪性犯罪性犯罪はどれだけはどれだけはどれだけはどれだけ起起起起こったかこったかこったかこったか。。。。米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪がががが連続連続連続連続してしてしてして、、、、マグルビーマグルビーマグルビーマグルビー米総領事米総領事米総領事米総領事はははは「「「「犯犯犯犯
罪罪罪罪はははは根絶根絶根絶根絶できないできないできないできない」」」」とととと明言明言明言明言していますしていますしていますしています。。。。根絶根絶根絶根絶のためにはのためにはのためにはのためには海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの撤退撤退撤退撤退、、、、基地撤去基地撤去基地撤去基地撤去をををを求求求求めるめるめるめる
べきではないかべきではないかべきではないかべきではないか。。。。

((((8888)))) 「「「「統合計画統合計画統合計画統合計画」」」」によるによるによるによる部分返還部分返還部分返還部分返還でででで、、、、返還地域返還地域返還地域返還地域のののの工作物工作物工作物工作物はどこのはどこのはどこのはどこの経費負担経費負担経費負担経費負担でででで移設建設移設建設移設建設移設建設するのするのするのするの
かかかか。。。。牧港補給基地牧港補給基地牧港補給基地牧港補給基地のののの米軍郵便局米軍郵便局米軍郵便局米軍郵便局はははは、、、、どこのどこのどこのどこの基地基地基地基地にににに、、、、どこのどこのどこのどこの経費負担経費負担経費負担経費負担でででで移設新築移設新築移設新築移設新築するのするのするのするの
かかかか。。。。キャンプキャンプキャンプキャンプ瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧のののの倉庫倉庫倉庫倉庫はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。銃剣銃剣銃剣銃剣ととととブルドーザーブルドーザーブルドーザーブルドーザーでででで県民県民県民県民のののの土地土地土地土地をををを強奪強奪強奪強奪してつくらしてつくらしてつくらしてつくら
れたれたれたれた米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの返還返還返還返還をするのにをするのにをするのにをするのに、、、、県民県民県民県民のののの税金税金税金税金でででで新新新新たなたなたなたな施設建設施設建設施設建設施設建設をするをするをするをする法的根拠法的根拠法的根拠法的根拠はありまはありまはありまはありま
せんせんせんせん。。。。知事知事知事知事はははは建設拒否建設拒否建設拒否建設拒否をすべきをすべきをすべきをすべき。。。。またまたまたまた、、、、キャンプキャンプキャンプキャンプ瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧のののの西普天間地区西普天間地区西普天間地区西普天間地区のののの住宅地区住宅地区住宅地区住宅地区はははは年年年年
内返還内返還内返還内返還のののの見通見通見通見通しだがしだがしだがしだが、、、、知事知事知事知事はははは、、、、工作物工作物工作物工作物のののの移設建設負担移設建設負担移設建設負担移設建設負担のののの拒否拒否拒否拒否をををを表明表明表明表明すべきすべきすべきすべき。。。。

4444 国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険をををを全県一全県一全県一全県一つのつのつのつの広域化広域化広域化広域化にすればにすればにすればにすれば、、、、国保税国保税国保税国保税をををを引引引引きききき上上上上げられるげられるげられるげられる市町村市町村市町村市町村はははは何何何何カカカカ所所所所
かかかか。。。。引引引引きききき上上上上げげげげ額額額額のもっとものもっとものもっとものもっとも大大大大きいところはどこできいところはどこできいところはどこできいところはどこで、、、、税額税額税額税額はははは幾幾幾幾らになるのからになるのからになるのからになるのか。。。。政府政府政府政府はははは広域化広域化広域化広域化のののの狙狙狙狙
いをいをいをいを、、、、医療費医療費医療費医療費をををを抑抑抑抑えるためにえるためにえるためにえるために医者医者医者医者にににに行行行行くのをくのをくのをくのを我慢我慢我慢我慢するかするかするかするか、、、、それともそれともそれともそれとも保険料保険料保険料保険料をををを引引引引きききき上上上上げるかのげるかのげるかのげるかの
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選択選択選択選択をををを迫迫迫迫りりりり、、、、強制徴収強制徴収強制徴収強制徴収のののの強化強化強化強化もももも明確明確明確明確にしているにしているにしているにしている。。。。所得所得所得所得のののの低低低低いいいい沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ほどほどほどほど負担負担負担負担のののの大大大大きくなるきくなるきくなるきくなる広広広広
域化域化域化域化にににに反対反対反対反対をしをしをしをし、、、、安心安心安心安心してしてしてして医者医者医者医者にかかれるようににかかれるようににかかれるようににかかれるように、、、、国庫負担金国庫負担金国庫負担金国庫負担金のののの増額増額増額増額をををを求求求求めめめめ、、、、県県県県としてとしてとしてとして市町市町市町市町
村国保村国保村国保村国保にににに国保税軽減国保税軽減国保税軽減国保税軽減のためののためののためののための法定外繰法定外繰法定外繰法定外繰りりりり入入入入れをれをれをれを行行行行うべきですうべきですうべきですうべきです。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

5555 子供医療費子供医療費子供医療費子供医療費をををを中学卒業中学卒業中学卒業中学卒業までまでまでまで通院費通院費通院費通院費もももも無料無料無料無料にしにしにしにし、、、、窓口払窓口払窓口払窓口払いをなくすことについていをなくすことについていをなくすことについていをなくすことについて

6666 民間民間民間民間アパートアパートアパートアパートへのへのへのへの入居入居入居入居がががが困難困難困難困難なななな高齢者高齢者高齢者高齢者がふえていますがふえていますがふえていますがふえています。。。。介護介護介護介護つきつきつきつき公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅をををを建設建設建設建設することすることすることすること
についてについてについてについて。。。。またまたまたまた、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者などのなどのなどのなどの民間住宅民間住宅民間住宅民間住宅へのへのへのへの入居保証入居保証入居保証入居保証をををを支援支援支援支援するなどのするなどのするなどのするなどの居住支援協議会居住支援協議会居住支援協議会居住支援協議会のののの
進進進進をををを問問問問うううう。。。。県営住宅県営住宅県営住宅県営住宅のののの同居人同居人同居人同居人のののの承継承継承継承継についてはについてはについてはについては県条例県条例県条例県条例をををを完全実施完全実施完全実施完全実施することについてすることについてすることについてすることについて

7777 深刻深刻深刻深刻なななな保育所不足保育所不足保育所不足保育所不足をををを早急早急早急早急にににに解消解消解消解消するためするためするためするため、、、、政府政府政府政府にににに国有地国有地国有地国有地のののの活用活用活用活用をををを要請要請要請要請するなどするなどするなどするなど認可保育認可保育認可保育認可保育
所所所所をををを増設増設増設増設することについてすることについてすることについてすることについて、、、、またまたまたまた、、、、離島離島離島離島のののの僻地保育園僻地保育園僻地保育園僻地保育園でででで保育士不足保育士不足保育士不足保育士不足をををを解消解消解消解消するためするためするためするため、、、、県県県県がががが補補補補
助助助助をををを行行行行いいいい、、、、保育士保育士保育士保育士のののの安定確保安定確保安定確保安定確保をををを図図図図ることることることること。。。。

8888 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はははは、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化がががが激激激激しくしくしくしく早急早急早急早急にににに改築改築改築改築がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。石垣空港跡地石垣空港跡地石垣空港跡地石垣空港跡地のののの県有地県有地県有地県有地、、、、国国国国
有地有地有地有地のののの活用活用活用活用でででで改築計画改築計画改築計画改築計画をををを早早早早めることについてめることについてめることについてめることについて。。。。またまたまたまた、、、、新八重山病院新八重山病院新八重山病院新八重山病院にはにはにはには措置入院措置入院措置入院措置入院にににに対応対応対応対応でででで
きるきるきるきる精神科病棟精神科病棟精神科病棟精神科病棟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。。。。県立病院県立病院県立病院県立病院のののの７７７７対対対対１１１１看護体制看護体制看護体制看護体制がががが切望切望切望切望されていますされていますされていますされています。。。。
実施計画実施計画実施計画実施計画をををを問問問問うううう。。。。

9999 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)))) 教育実行再生会議教育実行再生会議教育実行再生会議教育実行再生会議がががが、、、、教育長教育長教育長教育長のののの任命権任命権任命権任命権をををを教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会からからからから首長首長首長首長にするにするにするにする提言提言提言提言をををを行行行行いいいい、、、、文部文部文部文部
科学大臣科学大臣科学大臣科学大臣がががが、、、、教科書教科書教科書教科書のののの採択権限採択権限採択権限採択権限をををを市町村市町村市町村市町村のののの教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会にににに定定定定めためためためた地教行法地教行法地教行法地教行法をををを改悪改悪改悪改悪してしてしてして
「「「「教科書検定教科書検定教科書検定教科書検定・・・・採択採択採択採択」」」」をををを見直見直見直見直そうとしていますそうとしていますそうとしていますそうとしています。。。。教育長教育長教育長教育長のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。八重山地区八重山地区八重山地区八重山地区ではではではでは、、、、教教教教
科書科書科書科書のののの一本化一本化一本化一本化にににに向向向向けたけたけたけた３３３３市町市町市町市町のののの全教育委員全教育委員全教育委員全教育委員がががが一堂一堂一堂一堂にににに会議会議会議会議にににに参加参加参加参加してしてしてして、、、、議論議論議論議論のののの結果結果結果結果「「「「東東東東
京書籍京書籍京書籍京書籍」」」」がががが採択採択採択採択されましたされましたされましたされました。。。。竹富町竹富町竹富町竹富町のののの「「「「東京書籍東京書籍東京書籍東京書籍」」」」をををを無償給付無償給付無償給付無償給付するのはするのはするのはするのは当然当然当然当然でありでありでありであり、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄
県県県県やややや市町村市町村市町村市町村のののの教育行政教育行政教育行政教育行政にににに対対対対するするするする文科省文科省文科省文科省のののの政治介入政治介入政治介入政治介入はははは問題問題問題問題ではないかではないかではないかではないか。。。。教育長教育長教育長教育長のののの見解見解見解見解をををを
問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 臨時教員臨時教員臨時教員臨時教員をををを全国並全国並全国並全国並みのみのみのみの正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用にするにするにするにする取取取取りりりり組組組組みはどうなっていますかみはどうなっていますかみはどうなっていますかみはどうなっていますか。。。。あとあとあとあと２２２２年年年年でででで全国並全国並全国並全国並
みにするみにするみにするみにする計画計画計画計画のののの進進進進はどうですかはどうですかはどうですかはどうですか。。。。達成達成達成達成にににに向向向向けてのけてのけてのけての課題課題課題課題をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 八重山八重山八重山八重山のののの離島離島離島離島をををを委員会委員会委員会委員会でででで調査調査調査調査をしたがをしたがをしたがをしたが、、、、生徒生徒生徒生徒がががが一人一人一人一人でもでもでもでも特別支援学級特別支援学級特別支援学級特別支援学級のののの開設開設開設開設をををを求求求求めるめるめるめる
声声声声やややや複式学級複式学級複式学級複式学級のののの教員加配教員加配教員加配教員加配はははは生徒生徒生徒生徒８８８８人人人人のののの条件条件条件条件のののの緩和緩和緩和緩和をををを求求求求めるめるめるめる声声声声がががが切実切実切実切実でしたでしたでしたでした。。。。離島離島離島離島でででで小小小小
規模校規模校規模校規模校というというというという実情実情実情実情にににに見合見合見合見合ったったったった教育条件教育条件教育条件教育条件のののの整備整備整備整備がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。改善改善改善改善をしてをしてをしてをして教育教育教育教育のののの機会均等機会均等機会均等機会均等
をををを保障保障保障保障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

((((4444)))) 離島学校離島学校離島学校離島学校ではではではでは臨時教員臨時教員臨時教員臨時教員のののの確保確保確保確保がががが困難困難困難困難というというというという訴訴訴訴えがありますえがありますえがありますえがあります。。。。正規教員正規教員正規教員正規教員をををを配置配置配置配置することにすることにすることにすることに
ついてついてついてついて、、、、またまたまたまた、、、、教職員宿舎教職員宿舎教職員宿舎教職員宿舎、、、、高校生寄宿舎高校生寄宿舎高校生寄宿舎高校生寄宿舎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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。


