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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7777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))))

12121212月月月月05050505    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 玉城玉城玉城玉城　　　　義和義和義和義和（（（（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)))) 自民党所属国会議員自民党所属国会議員自民党所属国会議員自民党所属国会議員５５５５氏氏氏氏とととと自民党県連自民党県連自民党県連自民党県連のののの県内移設容認県内移設容認県内移設容認県内移設容認についてについてについてについて選挙公約破棄選挙公約破棄選挙公約破棄選挙公約破棄とのとのとのとの厳厳厳厳しししし
いいいい県民県民県民県民のののの批判批判批判批判があるががあるががあるががあ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問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 自民党県連自民党県連自民党県連自民党県連はははは知事知事知事知事にににに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言進言進言進言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)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは「「「「豊豊豊豊かでかでかでかで住住住住みよいみよいみよいみよい美美美美らららら島島島島おきなわづくりおきなわづくりおきなわづくりおきなわづくり」」」」宣言宣言宣言宣言というというというという知事選知事選知事選知事選マニフェストマニフェストマニフェストマニフェストでででで
「「「「私私私私にはにはにはにはウチナーンチュウチナーンチュウチナーンチュウチナーンチュとしてのとしてのとしてのとしての誇誇誇誇りがありますりがありますりがありますりがあります」」」」としてとしてとしてとして「「「「ウチナーンチュウチナーンチュウチナーンチュウチナーンチュとしてのとしてのとしてのとしての誇誇誇誇りりりり、、、、これこれこれこれ
こそがこそがこそがこそが未来未来未来未来にににに輝輝輝輝くくくく沖縄沖縄沖縄沖縄のののの原点原点原点原点ですですですです」」」」とととと述述述述べていますべていますべていますべています。。。。知事知事知事知事ののののウチナーンチュウチナーンチュウチナーンチュウチナーンチュとしてのとしてのとしてのとしての誇誇誇誇りりりり
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。。。。

((((4444)))) 同同同同マニフェストマニフェストマニフェストマニフェスト「「「「基地問題基地問題基地問題基地問題のののの解決解決解決解決とととと跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用のののの促進促進促進促進」」」」のののの中中中中でででで普天間移設普天間移設普天間移設普天間移設にににに関関関関してしてしてして「「「「日米共日米共日米共日米共
同声明同声明同声明同声明をををを見直見直見直見直しししし、、、、県外移設県外移設県外移設県外移設のののの実現実現実現実現をををを政府政府政府政府にににに強強強強くくくく求求求求めていきますめていきますめていきますめていきます」」」」とととと述述述述べておりますがべておりますがべておりますがべておりますが、、、、ここここ
れにれにれにれに変更変更変更変更はないかはないかはないかはないか。。。。

((((5555)))) ケネディーケネディーケネディーケネディー駐日米国大使駐日米国大使駐日米国大使駐日米国大使とのとのとのとの会談会談会談会談はどのようなものではどのようなものではどのようなものではどのようなもので知事知事知事知事のののの発言発言発言発言はいかようなものかはいかようなものかはいかようなものかはいかようなものか。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 名護市長意見名護市長意見名護市長意見名護市長意見にににに関関関関してしてしてして

ｱｱｱｱ 公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法にににに基基基基づいてづいてづいてづいて11111111月月月月27272727日名護市長意見日名護市長意見日名護市長意見日名護市長意見がががが提出提出提出提出されたされたされたされた。。。。30303030ページページページページ近近近近くにわくにわくにわくにわ
たるものでたるものでたるものでたるもので、、、、極極極極めてめてめてめて、、、、科学的科学的科学的科学的でででで説得力説得力説得力説得力にににに富富富富むものになっているむものになっているむものになっているむものになっている。。。。名護市長意見名護市長意見名護市長意見名護市長意見についてについてについてについて
のののの知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを求求求求めるめるめるめる。（。（。（。（法第法第法第法第３３３３条関連条関連条関連条関連））））

ｲｲｲｲ 名護市長意見名護市長意見名護市長意見名護市長意見はははは市議会市議会市議会市議会のののの議決議決議決議決をををを経経経経てててて明確明確明確明確にににに埋立反対埋立反対埋立反対埋立反対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。。。。このこのこのこの市長意見市長意見市長意見市長意見
はははは知事判断知事判断知事判断知事判断にどのようににどのようににどのようににどのように取取取取りりりり入入入入れられるかれられるかれられるかれられるか。（。（。（。（法第法第法第法第３３３３条関連条関連条関連条関連））））

ｳｳｳｳ 市長意見市長意見市長意見市長意見はまずはまずはまずはまず、「、「、「、「市民生活市民生活市民生活市民生活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調査調査調査調査しししし、、、、市民市民市民市民のののの声声声声をををを聴取聴取聴取聴取しししし、、、、公有水面公有水面公有水面公有水面
埋立埋立埋立埋立についてはについてはについてはについては環境保全環境保全環境保全環境保全にににに重大重大重大重大なななな問題問題問題問題がありがありがありがあり、、、、沖縄県知事意見沖縄県知事意見沖縄県知事意見沖縄県知事意見におけるにおけるにおけるにおける指摘指摘指摘指摘のとおのとおのとおのとお
りりりり、、、、事業実施区域周辺域事業実施区域周辺域事業実施区域周辺域事業実施区域周辺域のののの生活環境及生活環境及生活環境及生活環境及びびびび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であるとであるとであるとであると
考考考考ええええ、、、、本事業本事業本事業本事業のののの実施実施実施実施についてはについてはについてはについては強強強強くくくく反対反対反対反対するするするする」」」」としていますとしていますとしていますとしています。。。。このこのこのこの見解見解見解見解についてのについてのについてのについての知事知事知事知事
のののの所見所見所見所見をををを賜賜賜賜りますりますりますります。（。（。（。（法第法第法第法第４４４４条条条条１１１１項項項項２２２２号関連号関連号関連号関連））））

ｴｴｴｴ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備配備配備配備にににに関関関関してしてしてして「「「「合同委員会合意合同委員会合意合同委員会合意合同委員会合意」」」」がががが守守守守られていないられていないられていないられていない現状現状現状現状やややや構造的欠陥構造的欠陥構造的欠陥構造的欠陥をををを指指指指
摘摘摘摘しししし、「、「、「、「本来本来本来本来ならばならばならばならば環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価のののの手続手続手続手続きをきをきをきを経経経経てててて、、、、そのそのそのその安全性安全性安全性安全性がががが確認確認確認確認されるべきであるされるべきであるされるべきであるされるべきである
にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず、、、、当該手続当該手続当該手続当該手続きをきをきをきを経経経経ずずずず安全性安全性安全性安全性へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮をををを著著著著しくしくしくしく欠欠欠欠いているいているいているいている。。。。本事業本事業本事業本事業のののの実施実施実施実施
はははは安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全というというというという地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの最重要責務最重要責務最重要責務最重要責務のののの遂行遂行遂行遂行をををを危危危危うくするものでうくするものでうくするものでうくするもので到底認到底認到底認到底認められなめられなめられなめられな
いいいい」」」」としていますとしていますとしていますとしています。。。。当該見解当該見解当該見解当該見解についてのについてのについてのについての知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを求求求求めますめますめますめます。（。（。（。（法第法第法第法第４４４４条条条条１１１１項項項項２２２２号関連号関連号関連号関連））））

ｵｵｵｵ キャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・シュワブシュワブシュワブシュワブ内内内内からのからのからのからの土砂採取土砂採取土砂採取土砂採取についてについてについてについてキャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・シュワブシュワブシュワブシュワブ内内内内のののの土壌汚染土壌汚染土壌汚染土壌汚染のののの証言証言証言証言なななな
どもありどもありどもありどもあり土砂土砂土砂土砂のののの採取採取採取採取についてについてについてについて自然環境自然環境自然環境自然環境やややや漁業漁業漁業漁業にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響もももも懸念懸念懸念懸念されるとしているがされるとしているがされるとしているがされるとしているが県県県県
のののの見解見解見解見解はどうかはどうかはどうかはどうか。（。（。（。（法第法第法第法第４４４４条条条条１１１１項項項項２２２２号関連号関連号関連号関連））））

ｶｶｶｶ 公有水面埋立公有水面埋立公有水面埋立公有水面埋立によりによりによりにより波高波高波高波高やややや潮潮潮潮のののの流流流流れがれがれがれが大大大大きくきくきくきく変変変変わるとわるとわるとわると指摘指摘指摘指摘しているしているしているしている。。。。県県県県のののの見解見解見解見解はははは。（。（。（。（法法法法
第第第第４４４４条条条条１１１１項項項項２２２２号関連号関連号関連号関連））））

ｷｷｷｷ 埋埋埋埋めめめめ立立立立てによるてによるてによるてによる海草藻場海草藻場海草藻場海草藻場のののの消失消失消失消失ととととジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンのののの保護保護保護保護にににに重大重大重大重大なななな影響影響影響影響をををを与与与与えるとえるとえるとえると指摘指摘指摘指摘していしていしていしてい
るるるる。。。。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。（。（。（。（法第法第法第法第４４４４条条条条１１１１項項項項２２２２号関連号関連号関連号関連））））

ｸｸｸｸ 事業者事業者事業者事業者ののののサンゴサンゴサンゴサンゴ類類類類にににに対対対対するするするする認識認識認識認識がががが浅浅浅浅くくくく、、、、辺野古大浦湾辺野古大浦湾辺野古大浦湾辺野古大浦湾のののの生息現状生息現状生息現状生息現状をををを過小評価過小評価過小評価過小評価しているしているしているしている
としているとしているとしているとしている。。。。県県県県のののの見解見解見解見解はははは。（。（。（。（法第法第法第法第４４４４条条条条１１１１項項項項２２２２号関連号関連号関連号関連））））

ｹｹｹｹ 埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請においてにおいてにおいてにおいて外部外部外部外部からからからから購入購入購入購入するするするする土砂土砂土砂土砂にににに、、、、生態系生態系生態系生態系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外来生物外来生物外来生物外来生物がががが混混混混
入入入入しているかをしているかをしているかをしているかを誰誰誰誰がどのようにがどのようにがどのようにがどのように確認確認確認確認するのかするのかするのかするのか。。。。すなわちすなわちすなわちすなわち混入混入混入混入しているしているしているしている場合供給元場合供給元場合供給元場合供給元におけにおけにおけにおけ
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るるるる適切適切適切適切なななな駆除駆除駆除駆除、、、、駆除駆除駆除駆除されたことのされたことのされたことのされたことの証明証明証明証明、、、、影響影響影響影響をををを及及及及ぼさないぼさないぼさないぼさない材料材料材料材料のののの選定選定選定選定をををを担保担保担保担保するするするするプロセプロセプロセプロセ
スススス等等等等がががが示示示示されていないとしているされていないとしているされていないとしているされていないとしている。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。（。（。（。（法第法第法第法第４４４４条条条条１１１１項項項項２２２２号関連号関連号関連号関連））））

ｺｺｺｺ 本件埋立事業本件埋立事業本件埋立事業本件埋立事業がががが国国国国のののの生物多様性基準法生物多様性基準法生物多様性基準法生物多様性基準法やややや生物多様性国家戦略生物多様性国家戦略生物多様性国家戦略生物多様性国家戦略などなどなどなど国国国国のののの生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性
保全保全保全保全のののの計画計画計画計画とととと整合整合整合整合しないことしないことしないことしないこと。。。。またまたまたまた「「「「自然環境自然環境自然環境自然環境のののの厳正厳正厳正厳正なななな保護保護保護保護をををを図図図図るるるる区域区域区域区域」」」」としてとしてとしてとしてランクランクランクランクⅠⅠⅠⅠ
にににに位置位置位置位置づけているづけているづけているづけている県県県県のののの「「「「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にににに関関関関するするするする指針指針指針指針」」」」やややや名護市名護市名護市名護市のののの第第第第４４４４次名護市総合次名護市総合次名護市総合次名護市総合
計画計画計画計画とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性がとれないとがとれないとがとれないとがとれないと指摘指摘指摘指摘しているがしているがしているがしているが県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。（。（。（。（法第法第法第法第４４４４条条条条１１１１項項項項３３３３号関連号関連号関連号関連））））

ｻｻｻｻ 法第法第法第法第４４４４条条条条１１１１項項項項２２２２号及号及号及号及びびびび第第第第３３３３号関連号関連号関連号関連でででで指摘指摘指摘指摘しているようにしているようにしているようにしているように国土利用上適正国土利用上適正国土利用上適正国土利用上適正かつかつかつかつ合理的合理的合理的合理的とはとはとはとは
言言言言えないとしているがえないとしているがえないとしているがえないとしているが県県県県のののの見解見解見解見解はははは。（。（。（。（同法第同法第同法第同法第４４４４条条条条１１１１項項項項１１１１号関連号関連号関連号関連））））

ｼｼｼｼ 事業事業事業事業のののの不適切性不適切性不適切性不適切性についてについてについてについて
　　　　日本政府日本政府日本政府日本政府のののの「「「「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設がががが唯一有効唯一有効唯一有効唯一有効なななな解決策解決策解決策解決策であるであるであるである」」」」というというというという主張主張主張主張にににに対対対対してしてしてしてグアムグアムグアムグアムなどなどなどなど
へのへのへのへの9000900090009000人海兵隊人海兵隊人海兵隊人海兵隊のののの移設計画移設計画移設計画移設計画やややや識者識者識者識者のののの提言提言提言提言などをなどをなどをなどを引用引用引用引用しししし事業者事業者事業者事業者のののの事業事業事業事業のののの不適切性不適切性不適切性不適切性をををを
論論論論じているじているじているじている。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｽｽｽｽ 一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物のののの処理処理処理処理についてについてについてについて
　　　　事業者事業者事業者事業者はははは一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物のののの受受受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名護市名護市名護市名護市にににに建設建設建設建設されるされるされるされる最終処分場最終処分場最終処分場最終処分場をををを想定想定想定想定しししし
ているがているがているがているが名護市名護市名護市名護市はははは一般廃棄物処理施設整備計画一般廃棄物処理施設整備計画一般廃棄物処理施設整備計画一般廃棄物処理施設整備計画はははは米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地からからからから排出排出排出排出されるされるされるされる一般廃棄一般廃棄一般廃棄一般廃棄
物物物物をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる計画計画計画計画にはなっていないとしているにはなっていないとしているにはなっていないとしているにはなっていないとしている。。。。県県県県のののの受受受受けとめはどうかけとめはどうかけとめはどうかけとめはどうか。。。。

ｾｾｾｾ 企業局企業局企業局企業局からのからのからのからの取水取水取水取水についてについてについてについて
　　　　事業者事業者事業者事業者はははは「「「「沖縄県企業局沖縄県企業局沖縄県企業局沖縄県企業局からのからのからのからの供給供給供給供給をををを受受受受けることになるけることになるけることになるけることになる」」」」としているとしているとしているとしている。。。。企業局企業局企業局企業局はははは一般一般一般一般のののの
需要者需要者需要者需要者にににに対対対対してしてしてして水水水水をををを供給供給供給供給できるかできるかできるかできるか。。。。企業局長企業局長企業局長企業局長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの移設移設移設移設」」」」にににに関関関関してしてしてして

ｱｱｱｱ 普天間移設問題普天間移設問題普天間移設問題普天間移設問題のののの核心核心核心核心はははは何何何何とととと考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事はこれまでのはこれまでのはこれまでのはこれまでの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やややや公約等公約等公約等公約等からしてからしてからしてからして埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請にににに対対対対してはしてはしてはしては不承認不承認不承認不承認をすべをすべをすべをすべ
しとしとしとしと思思思思うかどうかうかどうかうかどうかうかどうか。。。。

ｳｳｳｳ 知事知事知事知事はははは「「「「承認承認承認承認」「」「」「」「不承認不承認不承認不承認」」」」のほかにのほかにのほかにのほかに「「「「保留保留保留保留」」」」ということもということもということもということも想定想定想定想定しているとしているとしているとしていると報道報道報道報道されているされているされているされている。。。。真真真真
意意意意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 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返還返還返還返還のののの必要性必要性必要性必要性はそもそもはそもそもはそもそもはそもそも何何何何かかかか。。。。

ｵｵｵｵ 「「「「普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場」」」」のののの辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設によってによってによってによって「「「「危険性危険性危険性危険性のののの除去除去除去除去」「」「」「」「負担負担負担負担のののの軽減軽減軽減軽減」」」」はははは達成達成達成達成されるとされるとされるとされると
考考考考えるかえるかえるかえるか。。。。

ｶｶｶｶ 圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的なななな県民県民県民県民のののの反対世論反対世論反対世論反対世論、、、、現地現地現地現地のののの陸上陸上陸上陸上・・・・海上海上海上海上におけるにおけるにおけるにおける強力強力強力強力なななな反対運動反対運動反対運動反対運動についてについてについてについて知事知事知事知事
のののの認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

3333 次世代支援対策等次世代支援対策等次世代支援対策等次世代支援対策等についてについてについてについて

((((1111)))) 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

ｱｱｱｱ 県内県内県内県内のののの待機児童待機児童待機児童待機児童をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 行動指針行動指針行動指針行動指針やややや解消計画解消計画解消計画解消計画がががが予定予定予定予定されているがされているがされているがされているが、、、、いつまでにどのようないつまでにどのようないつまでにどのようないつまでにどのような事業事業事業事業でででで待機児童待機児童待機児童待機児童ををををゼゼゼゼ
ロロロロにするかにするかにするかにするか。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄県待機児童解消支援基金沖縄県待機児童解消支援基金沖縄県待機児童解消支援基金沖縄県待機児童解消支援基金はははは市町村市町村市町村市町村がががが行行行行うううう事業事業事業事業をををを支援支援支援支援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、、、、どのようなどのようなどのようなどのような
事業事業事業事業にどのようににどのようににどのようににどのように支援支援支援支援していくかしていくかしていくかしていくか。。。。

((((2222)))) 県県県県のののの人口動態人口動態人口動態人口動態についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国立社会保障国立社会保障国立社会保障国立社会保障・・・・人口問題研究所人口問題研究所人口問題研究所人口問題研究所のののの統計統計統計統計によるとによるとによるとによると日本日本日本日本のののの人口人口人口人口はははは今世紀末今世紀末今世紀末今世紀末にはにはにはには現在現在現在現在のののの半半半半
数以下数以下数以下数以下になるとされているになるとされているになるとされているになるとされている。。。。県県県県のののの人口動態人口動態人口動態人口動態はどのようになるかはどのようになるかはどのようになるかはどのようになるか。。。。

ｲｲｲｲ 出生率出生率出生率出生率のののの低下低下低下低下とととと出生数出生数出生数出生数のののの減少減少減少減少でででで全国全国全国全国でででで限界自治体限界自治体限界自治体限界自治体がががが続出続出続出続出するとするとするとすると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本県本県本県本県
のののの未来予測未来予測未来予測未来予測はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

4444 教育教育教育教育のののの課題課題課題課題についてについてについてについて

((((1111)))) 竹富町竹富町竹富町竹富町のののの公民教科書採択問題公民教科書採択問題公民教科書採択問題公民教科書採択問題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教育庁教育庁教育庁教育庁のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 去去去去るるるる11111111月月月月28282828日日日日のののの文科省文科省文科省文科省からのからのからのからの呼呼呼呼びびびび出出出出しをどうしをどうしをどうしを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。。。。またまたまたまた政務官政務官政務官政務官とのやりとりにつとのやりとりにつとのやりとりにつとのやりとりにつ
いていていていて明明明明らかにされたしらかにされたしらかにされたしらかにされたし。。。。

((((3333)))) 文科省文科省文科省文科省のののの「「「「有識者会議有識者会議有識者会議有識者会議」」」」がががが小中学校小中学校小中学校小中学校でのでのでのでの道徳道徳道徳道徳のののの教科化教科化教科化教科化やややや検定教科書検定教科書検定教科書検定教科書をををを使用使用使用使用するべしとするべしとするべしとするべしと
のののの提言提言提言提言をををを行行行行っているっているっているっている。。。。道徳道徳道徳道徳はまさにはまさにはまさにはまさに個個個個々々々々のののの倫理観倫理観倫理観倫理観、、、、価値観価値観価値観価値観のののの確立確立確立確立であってであってであってであって国家国家国家国家、、、、国民統国民統国民統国民統
一一一一のものであってはならないとのものであってはならないとのものであってはならないとのものであってはならないと思思思思うがうがうがうが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。。。。
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((((4444)))) 文科省文科省文科省文科省がががが小中学校小中学校小中学校小中学校のののの社会科分野社会科分野社会科分野社会科分野のののの教科書検定基準教科書検定基準教科書検定基準教科書検定基準にににに政府見解政府見解政府見解政府見解のののの尊重尊重尊重尊重をををを求求求求めるめるめるめる規定規定規定規定をををを
明記明記明記明記するとしているするとしているするとしているするとしている。。。。国定教科書国定教科書国定教科書国定教科書になるになるになるになる危険性危険性危険性危険性があるとがあるとがあるとがあると思思思思うかうかうかう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伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 県教育庁県教育庁県教育庁県教育庁がががが行行行行ったったったった生活態度調査生活態度調査生活態度調査生活態度調査のののの結果結果結果結果についてについてについてについて明明明明らかにされたしらかにされたしらかにされたしらかにされたし。。。。

((((6666)))) 「「「「学力向上推進室学力向上推進室学力向上推進室学力向上推進室」」」」設置設置設置設置のののの目的目的目的目的、、、、業務業務業務業務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)))) 人材人材人材人材のののの育成育成育成育成についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県としてとしてとしてとして、、、、特特特特にににに高校生高校生高校生高校生・・・・大学生大学生大学生大学生などのなどのなどのなどの若手若手若手若手のののの語学語学語学語学、、、、専門性専門性専門性専門性をををを育育育育てるてるてるてる留学留学留学留学などのなどのなどのなどの派遣派遣派遣派遣
交流事業交流事業交流事業交流事業はどのようにはどのようにはどのようにはどのように実施実施実施実施されているかされているかされているかされているか。。。。

ｲｲｲｲ 平成平成平成平成24242424年度年度年度年度のののの事業結果等事業結果等事業結果等事業結果等をををを見見見見るとるとるとると、、、、平成平成平成平成24242424年度年度年度年度「「「「国際性国際性国際性国際性にににに富富富富むむむむ人材育成留学事業人材育成留学事業人材育成留学事業人材育成留学事業」」」」でででで
はははは、、、、高校生高校生高校生高校生65656565名名名名をををを１１１１年間海外年間海外年間海外年間海外にににに派遣派遣派遣派遣しているがしているがしているがしているが、、、、うちうちうちうちアジアアジアアジアアジア枠枠枠枠がががが中国中国中国中国のののの１１１１名名名名だけとなってだけとなってだけとなってだけとなって
いるいるいるいる。。。。アジアアジアアジアアジア枠枠枠枠をををを多多多多くすることがくすることがくすることがくすることが今後今後今後今後のののの世界世界世界世界のののの動動動動きききき等等等等もももも考考考考えるとえるとえるとえると必須必須必須必須とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、これにこれにこれにこれに
ついてついてついてついて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか。。。。

ｳｳｳｳ またまたまたまた、、、、海外海外海外海外でででで学習学習学習学習するとするとするとすると、、、、世界観世界観世界観世界観もももも広広広広がるというがるというがるというがるというグローバルグローバルグローバルグローバルななななマインドマインドマインドマインドをををを高校生高校生高校生高校生・・・・大学生大学生大学生大学生
にににに広広広広げるげるげるげる啓発事業啓発事業啓発事業啓発事業をををを学校等学校等学校等学校等でででで行行行行うこともうこともうこともうことも有効有効有効有効とととと考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。

5555 知事部局知事部局知事部局知事部局のののの組織改編組織改編組織改編組織改編についてについてについてについて

((((1111)))) 基地環境特別対策室基地環境特別対策室基地環境特別対策室基地環境特別対策室のののの設置設置設置設置についてについてについてについて、、、、我我我我がががが会派会派会派会派がかねてよりがかねてよりがかねてよりがかねてより要請要請要請要請してきたことでありしてきたことでありしてきたことでありしてきたことであり、、、、時時時時
宜宜宜宜をををを得得得得たことであるたことであるたことであるたことである。。。。これからこれからこれからこれから返還返還返還返還されるされるされるされる基地跡地利用基地跡地利用基地跡地利用基地跡地利用のののの促進促進促進促進のためにのためにのためにのために国任国任国任国任せにせずせにせずせにせずせにせず、、、、県県県県
もももも積極的積極的積極的積極的なななな役割役割役割役割をををを果果果果たしていくべきであるたしていくべきであるたしていくべきであるたしていくべきである。。。。室室室室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。。。。

((((2222)))) 公共交通推進室公共交通推進室公共交通推進室公共交通推進室のののの設置設置設置設置についてについてについてについて室室室室をををを設置設置設置設置するするするする理由理由理由理由、、、、主主主主たるたるたるたる業務業務業務業務についてについてについてについて明明明明らかにされらかにされらかにされらかにされ
たしたしたしたし。。。。

6666 ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉についてについてについてについて

((((1111)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉はどのはどのはどのはどの段階段階段階段階まできているかまできているかまできているかまできているか。。。。

((((2222)))) 我我我我がががが県農業県農業県農業県農業・・・・農産物等農産物等農産物等農産物等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甚大甚大甚大甚大とととと思思思思われるがわれるがわれるがわれるが現段階現段階現段階現段階でのでのでのでの情報収集及情報収集及情報収集及情報収集及びびびび見通見通見通見通
しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか。。。。
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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7777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))))

12121212月月月月05050505    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)))) 普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 危険性除去危険性除去危険性除去危険性除去をををを優先実行優先実行優先実行優先実行させるべきではないかさせるべきではないかさせるべきではないかさせるべきではないか。。。。

ｲｲｲｲ 固定化固定化固定化固定化とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。

ｳｳｳｳ 日米返還合意日米返還合意日米返還合意日米返還合意のののの前倒前倒前倒前倒しはしはしはしは可能可能可能可能かかかか。。。。

ｴｴｴｴ 県内移設以外県内移設以外県内移設以外県内移設以外のののの選択肢選択肢選択肢選択肢はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｵｵｵｵ 辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設についてについてについてについて不承認不承認不承認不承認とすべきではないかとすべきではないかとすべきではないかとすべきではないか。。。。

((((2222)))) 中南部中南部中南部中南部のののの返還予定駐留軍用地返還予定駐留軍用地返還予定駐留軍用地返還予定駐留軍用地のののの跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用のののの総合計画総合計画総合計画総合計画についてについてについてについて関係市町村関係市町村関係市町村関係市町村とのとのとのとの連携連携連携連携、、、、
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)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰにににに関関関関するするするする庁内組織庁内組織庁内組織庁内組織のののの活動状況活動状況活動状況活動状況とととと農業分野農業分野農業分野農業分野をををを初初初初めとするめとするめとするめとする21212121分野分野分野分野にににに及及及及ぶぶぶぶ調査研究調査研究調査研究調査研究につにつにつにつ
いていていていて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。。。。

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)))) 沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金のののの次年度分次年度分次年度分次年度分のののの確保確保確保確保についてについてについてについて、、、、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。。。。

((((2222)))) 那覇空港第那覇空港第那覇空港第那覇空港第２２２２滑走路関連滑走路関連滑走路関連滑走路関連のののの予算確保予算確保予算確保予算確保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。。。。

3333 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)))) 公共交通政策公共交通政策公共交通政策公共交通政策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 南北縦貫軌道南北縦貫軌道南北縦貫軌道南北縦貫軌道、、、、枝線枝線枝線枝線のののの路面電車路面電車路面電車路面電車ややややバスバスバスバス、、、、タクシータクシータクシータクシー、、、、自転車等自転車等自転車等自転車等、、、、フィーダーフィーダーフィーダーフィーダー交通交通交通交通などをなどをなどをなどを網網網網
羅羅羅羅したしたしたした総合交通体系総合交通体系総合交通体系総合交通体系プランプランプランプラン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、、、、県民県民県民県民へのへのへのへの周知周知周知周知をもっとをもっとをもっとをもっと強化強化強化強化すべきすべきすべきすべき
ではないかではないかではないかではないか。。。。

ｲｲｲｲ 南北縦貫軌道南北縦貫軌道南北縦貫軌道南北縦貫軌道についてについてについてについて、、、、速達性速達性速達性速達性のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、まちづくりとまちづくりとまちづくりとまちづくりと関係関係関係関係やややや利便性利便性利便性利便性もももも考慮考慮考慮考慮してしてしてして、、、、地地地地
平方式平方式平方式平方式もももも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。。。。

ｳｳｳｳ 推進体制推進体制推進体制推進体制はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、エキスパートエキスパートエキスパートエキスパートをををを配置配置配置配置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 フランスフランスフランスフランスではではではでは交通権交通権交通権交通権というというというという考考考考ええええ方方方方のもとのもとのもとのもと、、、、公共交通公共交通公共交通公共交通についてについてについてについて福祉政策福祉政策福祉政策福祉政策とととと位置位置位置位置づけておりまづけておりまづけておりまづけておりま
すすすす。。。。非常非常非常非常にににに安安安安いいいい運賃運賃運賃運賃でででで公共交通公共交通公共交通公共交通をををを提供提供提供提供することですることですることですることで成功成功成功成功していますしていますしていますしています。。。。採算性重視採算性重視採算性重視採算性重視のののの議論議論議論議論
をををを転換転換転換転換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。。。。

((((2222)))) 県民意識調査報告書県民意識調査報告書県民意識調査報告書県民意識調査報告書（（（（平成平成平成平成24242424年度調査年度調査年度調査年度調査））））のののの発表発表発表発表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)))) ＩＴＩＴＩＴＩＴ津梁津梁津梁津梁パークパークパークパークへのへのへのへの企業誘致企業誘致企業誘致企業誘致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。。。。

((((4444)))) 人口増加計画人口増加計画人口増加計画人口増加計画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。。。。

4444 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
　　　　2015201520152015年度年度年度年度からからからから新新新新たにたにたにたに始始始始まるまるまるまる子育子育子育子育てててて支援制度支援制度支援制度支援制度はははは、、、、大胆大胆大胆大胆なななな制度改正制度改正制度改正制度改正によりによりによりにより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
向向向向けけけけ積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ内容内容内容内容になっているとのことになっているとのことになっているとのことになっているとのこと。。。。県内県内県内県内においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、待機児童対策待機児童対策待機児童対策待機児童対策、、、、認可認可認可認可
外保育園問題外保育園問題外保育園問題外保育園問題などなどなどなど、、、、長年長年長年長年のののの懸案事項懸案事項懸案事項懸案事項がががが大大大大きくきくきくきく改善改善改善改善されるされるされるされる可能性可能性可能性可能性がががが出出出出てまいりましたてまいりましたてまいりましたてまいりました。。。。以以以以
下下下下、、、、質問質問質問質問しますしますしますします。。。。

ｱｱｱｱ 県県県県やややや市町村市町村市町村市町村のののの「「「「子子子子どもどもどもども子育子育子育子育てててて会議会議会議会議」」」」設置状況設置状況設置状況設置状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 認可保育所利用要件緩和認可保育所利用要件緩和認可保育所利用要件緩和認可保育所利用要件緩和のののの内容内容内容内容はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 認可保育所利用緩和認可保育所利用緩和認可保育所利用緩和認可保育所利用緩和によりによりによりにより、、、、保育士確保保育士確保保育士確保保育士確保がががが重要課題重要課題重要課題重要課題になるがになるがになるがになるが、、、、対策対策対策対策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。
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ｴｴｴｴ 保育保育保育保育のののの必要性必要性必要性必要性のののの認定認定認定認定についてについてについてについて、、、、現行制度現行制度現行制度現行制度とととと新制度新制度新制度新制度はどうはどうはどうはどう変変変変わるかわるかわるかわるか。。。。

ｵｵｵｵ 小規模保育所小規模保育所小規模保育所小規模保育所（（（（ミニミニミニミニ保育所保育所保育所保育所））））のののの制度導入制度導入制度導入制度導入はいつからかはいつからかはいつからかはいつからか、、、、またまたまたまた、、、、認可外保育所認可外保育所認可外保育所認可外保育所のののの認可化認可化認可化認可化はははは
どのようにどのようにどのようにどのように変化変化変化変化するかするかするかするか。。。。

ｶｶｶｶ 市町村市町村市町村市町村のののの待機児童解消支援待機児童解消支援待機児童解消支援待機児童解消支援のためのためのためのため、、、、県県県県によるによるによるによる「「「「待機児童解消支援基金待機児童解消支援基金待機児童解消支援基金待機児童解消支援基金」」」」30303030億円億円億円億円がががが設置設置設置設置
されますがされますがされますがされますが、、、、事業事業事業事業のののの実施期間実施期間実施期間実施期間、、、、待機児童改善待機児童改善待機児童改善待機児童改善のののの目標設定目標設定目標設定目標設定はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｷｷｷｷ 「「「「待機児童解消支援基金待機児童解消支援基金待機児童解消支援基金待機児童解消支援基金」」」」はははは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給食費助成給食費助成給食費助成給食費助成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。。。。

((((2222)))) 放課後児童放課後児童放課後児童放課後児童クラブクラブクラブクラブ（（（（学童保育学童保育学童保育学童保育））））のののの公的施設移行公的施設移行公的施設移行公的施設移行のののの進進進進状況状況状況状況についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 公的施設公的施設公的施設公的施設へのへのへのへの移行実績移行実績移行実績移行実績はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 全体全体全体全体のののの中中中中でででで、、、、公的施設利用公的施設利用公的施設利用公的施設利用のののの目標目標目標目標はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 公的施設移行公的施設移行公的施設移行公的施設移行によりによりによりにより父母負担父母負担父母負担父母負担のののの軽減軽減軽減軽減とととと受受受受けけけけ入入入入れれれれ児童数児童数児童数児童数のののの改善改善改善改善はははは進進進進むかむかむかむか。。。。

((((3333)))) 子子子子どもどもどもども若者育成支援対策若者育成支援対策若者育成支援対策若者育成支援対策

ｱｱｱｱ 「「「「ひきこもりひきこもりひきこもりひきこもり地域支援地域支援地域支援地域支援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進進進進状況状況状況状況とひきこもりのとひきこもりのとひきこもりのとひきこも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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ ひきこもりのひきこもりのひきこもりのひきこもりの社会復帰社会復帰社会復帰社会復帰にににに向向向向けたけたけたけた具体的支援体制具体的支援体制具体的支援体制具体的支援体制はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) 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。。。。

((((5555)))) 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの経営形態経営形態経営形態経営形態についてについてについてについて、、、、判断時期判断時期判断時期判断時期はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

5555 文化観光文化観光文化観光文化観光スポーツスポーツスポーツスポーツ部関連部関連部関連部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 中国映画祭中国映画祭中国映画祭中国映画祭のののの沖縄開催沖縄開催沖縄開催沖縄開催へのへのへのへの支援支援支援支援についてについてについてについて

((((2222)))) 中国中国中国中国をををを初初初初めとするめとするめとするめとする外国人観光客誘客外国人観光客誘客外国人観光客誘客外国人観光客誘客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。。。。

((((3333)))) 「「「「しまくとぅばしまくとぅばしまくとぅばしまくとぅば」」」」のののの保存保存保存保存、、、、普及普及普及普及、、、、継承継承継承継承へのへのへのへ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 しまくとぅばをしまくとぅばをしまくとぅばをしまくとぅばを教教教教えることのできるえることのできるえることのできるえることのできる人材育成人材育成人材育成人材育成をどうをどうをどうをどう取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか。。。。

ｲｲｲｲ しまくとぅばのしまくとぅばのしまくとぅばのしまくとぅばの記録記録記録記録、、、、保存保存保存保存をどうをどうをどうをどう取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか。。。。

ｳｳｳｳ 学校教育学校教育学校教育学校教育におけるしまくとぅばにおけるしまくとぅばにおけるしまくとぅばにおけるしまくとぅば教育教育教育教育をどうをどうをどうをどう取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか。。。。

ｴｴｴｴ 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの誇誇誇誇りりりり・・・・歴史歴史歴史歴史、、、、文化文化文化文化のののの教育教育教育教育をどうをどうをどうをどう取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか。。。。

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)))) 航空機整備事業航空機整備事業航空機整備事業航空機整備事業についてについてについてについて、、、、県県県県はははは、、、、入居企業入居企業入居企業入居企業をををを募集募集募集募集しておりますしておりますしておりますしております。。。。応募状況応募状況応募状況応募状況とととと同事業同事業同事業同事業のののの経経経経
済効果済効果済効果済効果、、、、雇用効果等雇用効果等雇用効果等雇用効果等はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) クラウドセンタークラウドセンタークラウドセンタークラウドセンター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)))) 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 15151515歳歳歳歳からからからから39393939歳歳歳歳までのまでのまでのまでの若年無業者若年無業者若年無業者若年無業者ニートニートニートニート対策対策対策対策としてとしてとしてとして「「「「若年無業者職業基礎訓練事業若年無業者職業基礎訓練事業若年無業者職業基礎訓練事業若年無業者職業基礎訓練事業」」」」のののの
取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと成果成果成果成果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。。。。

ｲｲｲｲ ひきこもりひきこもりひきこもりひきこもり支援支援支援支援のためのためのためのため本年本年本年本年１１１１月月月月にににに設置設置設置設置したしたしたした「「「「沖縄県子沖縄県子沖縄県子沖縄県子どもどもどもども・・・・若者支援地域協議会若者支援地域協議会若者支援地域協議会若者支援地域協議会」」」」のののの活動活動活動活動
状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

7777 環境生活部関連環境生活部関連環境生活部関連環境生活部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッカーサッカーサッカーサッカー場改修工事場改修工事場改修工事場改修工事はははは、、、、汚染問題汚染問題汚染問題汚染問題によりによりによりにより中断中断中断中断しましたしましたしましたしました。。。。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事業事業事業事業としとしとしとし
てててて進進進進められましたがめられましたがめられましたがめられましたが、、、、費用負担費用負担費用負担費用負担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対応対応対応対応されているかされているかされているかされているか。。。。またまたまたまた、、、、汚染調査汚染調査汚染調査汚染調査のののの
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。。。。

((((2222)))) 泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟ののののラムサールラムサールラムサールラムサール条約条約条約条約へのへのへのへの登録登録登録登録をををを目指目指目指目指してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

((((3333)))) 米軍基地周辺米軍基地周辺米軍基地周辺米軍基地周辺のののの騒音調査騒音調査騒音調査騒音調査についてについてについてについて、、、、伊江島補助飛行場周辺伊江島補助飛行場周辺伊江島補助飛行場周辺伊江島補助飛行場周辺のののの調査調査調査調査をををを実施実施実施実施すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考ええええ
ますますますます。。。。いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。

8888 土木環境部関連土木環境部関連土木環境部関連土木環境部関連についてについてについてについて

((((1111)))) 中城湾港整備中城湾港整備中城湾港整備中城湾港整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 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、、、、実験後実験後実験後実験後のののの対応対応対応対応はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 港湾港湾港湾港湾のののの防災対策防災対策防災対策防災対策、、、、避難対策避難対策避難対策避難対策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 東埠頭東埠頭東埠頭東埠頭とととと西埠頭西埠頭西埠頭西埠頭をををを結結結結ぶぶぶぶ港内道路港内道路港内道路港内道路についてについてについてについて、、、、事業計画事業計画事業計画事業計画はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 中城湾中城湾中城湾中城湾のののの東部海浜開発事業東部海浜開発事業東部海浜開発事業東部海浜開発事業についてについてについてについて、、、、人口人口人口人口ビーチビーチビーチビーチのののの早期供用開始早期供用開始早期供用開始早期供用開始はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。
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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についてについてについてについて、、、、操業操業操業操業ルールルールルールルールがががが策定策定策定策定されないままされないままされないままされないまま台湾台湾台湾台湾やややや中国中国中国中国、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの漁船漁船漁船漁船がががが入入入入りりりり
乱乱乱乱れてのれてのれてのれての操業操業操業操業はははは、、、、非常非常非常非常にににに危険性危険性危険性危険性がががが伴伴伴伴いますがいますがいますがいますが、、、、課題解決課題解決課題解決課題解決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みみみ状況状況状況状況はどうはどうはどうはどう
かかかか。。。。

10101010 教育委員会関連教育委員会関連教育委員会関連教育委員会関連についてについてについてについて

((((1111)))) 竹富町竹富町竹富町竹富町のののの教科書問題教科書問題教科書問題教科書問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 文科省文科省文科省文科省からからからから竹富町竹富町竹富町竹富町のののの教科書選定教科書選定教科書選定教科書選定についてについてについてについて是正要求是正要求是正要求是正要求がががが出出出出されているがされているがされているがされているが、、、、県教育員会県教育員会県教育員会県教育員会としとしとしとし
てててて是正要求是正要求是正要求是正要求にににに対対対対するするするする認識認識認識認識とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 地方教育行政法地方教育行政法地方教育行政法地方教育行政法とととと教科書無償措置法教科書無償措置法教科書無償措置法教科書無償措置法のそごをどうのそごをどうのそごをどうのそごをどう整理整理整理整理するかするかするかするか。。。。

((((2222)))) 「「「「いじめいじめいじめいじめ防止対策推進法防止対策推進法防止対策推進法防止対策推進法」」」」がががが本年本年本年本年９９９９月月月月28282828日日日日にににに施行施行施行施行されましたされましたされましたされました。。。。地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体やややや各学校各学校各学校各学校はははは、、、、
「「「「いじめのいじめのいじめのいじめの防止等防止等防止等防止等のためののためののためののための対策対策対策対策にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針」」」」のののの策定策定策定策定やいじめやいじめやいじめやいじめ問題対策連絡協問題対策連絡協問題対策連絡協問題対策連絡協
議会議会議会議会のののの設置設置設置設置のののの必要性必要性必要性必要性がががが示示示示されていますがされていますがされていますがされていますが、、、、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)))) ネットネットネットネット依存依存依存依存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

ｱｱｱｱ 中高校生中高校生中高校生中高校生ののののネットゲームネットゲームネットゲームネットゲームややややラインラインラインラインなどへのなどへのなどへのなどへの依存症依存症依存症依存症のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ ＳＮＳ（ＳＮＳ（ＳＮＳ（ＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービスソーシャルネットワークサービスソーシャルネットワークサービスソーシャルネットワークサービス））））などのなどのなどのなどの出会出会出会出会いいいい系系系系サイトサイトサイトサイトによるによるによるによる少年少女少年少女少年少女少年少女のののの被害実被害実被害実被害実
態態態態とととと防止対策防止対策防止対策防止対策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

11111111 県警関連県警関連県警関連県警関連についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおけるストーカーストーカーストーカーストーカー被害被害被害被害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

((((2222)))) ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害被害被害被害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7777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))))

12121212月月月月05050505    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 渡久地渡久地渡久地渡久地　　　　修修修修（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 名護市長意見名護市長意見名護市長意見名護市長意見とととと辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請をををを不承認不承認不承認不承認にすることについてにすることについてにすることについてにすることについて

((((1111)))) 今年今年今年今年のののの１１１１月月月月28282828日日日日、、、、41414141市町村長市町村長市町村長市町村長、、、、市町村議会議長市町村議会議長市町村議会議長市町村議会議長、、、、県議会各会派代表県議会各会派代表県議会各会派代表県議会各会派代表のののの署名署名署名署名・・・・押印押印押印押印でででで、、、、県県県県
民民民民のののの総意総意総意総意としてとしてとしてとして「「「「オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備撤回配備撤回配備撤回配備撤回、、、、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」」」」をををを求求求求
めためためためた建白書建白書建白書建白書をををを総理総理総理総理にににに提出提出提出提出したしたしたした。。。。このこのこのこの重重重重みをみをみをみを知事知事知事知事はしっかりとはしっかりとはしっかりとはしっかりと受受受受けとめるけとめるけとめるけとめる必要必要必要必要があるががあるががあるががあるが改改改改めめめめ
てててて問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 公有水面埋立承認申請書公有水面埋立承認申請書公有水面埋立承認申請書公有水面埋立承認申請書にににに関関関関するするするする名護市長名護市長名護市長名護市長のののの意見意見意見意見がががが市議会市議会市議会市議会のののの議決議決議決議決をををを経経経経てててて県県県県にににに提出提出提出提出ささささ
れたれたれたれた。。。。そのそのそのその意見意見意見意見ではではではでは、、、、①①①①公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法のののの要件要件要件要件をををを満満満満たしていないたしていないたしていないたしていない事項事項事項事項についてについてについてについて、、、、②②②②事業事業事業事業
のののの不適正不適正不適正不適正についてについてについてについて、、、、③③③③市民市民市民市民のののの声声声声からからからから構成構成構成構成されされされされ、「、「、「、「未来未来未来未来のののの名護市名護市名護市名護市・・・・沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県へへへへ正正正正しいしいしいしい選択選択選択選択をををを
残残残残すためにもすためにもすためにもすためにも、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てのてのてのての承認承認承認承認をしないようにをしないようにをしないようにをしないように求求求求めますめますめますめます」」」」とととと不承認不承認不承認不承認をををを求求求求めているめているめているめている。。。。具体的具体的具体的具体的
なななな中身中身中身中身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。。。。

((((3333)))) 埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請にににに対対対対するするするする県環境生活部県環境生活部県環境生活部県環境生活部のののの意見意見意見意見についてについてについてについて

((((4444)))) 名護市長名護市長名護市長名護市長のののの意見意見意見意見ではではではでは、「、「、「、「名護市民名護市民名護市民名護市民のののの誇誇誇誇りにかけてりにかけてりにかけてりにかけて、「、「、「、「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辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設」」」」にににに断断断断
固反対固反対固反対固反対するするするする」」」」とととと述述述述べているべているべているべている。。。。地元地元地元地元のののの自治体自治体自治体自治体としてのとしてのとしてのとしての意見意見意見意見はははは大変重大変重大変重大変重たいものでありたいものでありたいものでありたいものであり、、、、知事知事知事知事はははは
このこのこのこの意見書意見書意見書意見書をををを尊重尊重尊重尊重してしてしてして不承認不承認不承認不承認にすべきであるにすべきであるにすべきであるにすべきである。。。。

((((5555)))) 政府政府政府政府がががが、「、「、「、「県外移設県外移設県外移設県外移設はありえないはありえないはありえないはありえない」、「」、「」、「」、「普天間普天間普天間普天間のののの固定化固定化固定化固定化」」」」とととと県民県民県民県民をををを恫喝恫喝恫喝恫喝しているしているしているしている。。。。政府政府政府政府のののの言言言言うううう
ことをことをことをことを聞聞聞聞かないかないかないかない県県県県をををを恫喝恫喝恫喝恫喝するというのはするというのはするというのはするというのは戦前戦前戦前戦前のののの大日本帝国憲法大日本帝国憲法大日本帝国憲法大日本帝国憲法のののの時代時代時代時代のののの発想発想発想発想でありでありでありであり、、、、沖沖沖沖
縄県民縄県民縄県民縄県民のののの総意総意総意総意をををを突突突突きききき崩崩崩崩そうというそうというそうというそうという安倍内閣安倍内閣安倍内閣安倍内閣のいらのいらのいらのいら立立立立ちとちとちとちと焦焦焦焦りのあらわれであるりのあらわれであるりのあらわれであるりのあらわれである。。。。現憲法現憲法現憲法現憲法のののの
もとではもとではもとではもとでは国国国国とととと地方地方地方地方はははは対等対等対等対等であるであるであるである。。。。知事知事知事知事はははは「「「「固定化固定化固定化固定化というというというという発想発想発想発想、、、、言葉言葉言葉言葉がががが出出出出てくるのはてくるのはてくるのはてくるのは一種一種一種一種のののの
堕落堕落堕落堕落だだだだ」」」」とととと批判批判批判批判したがしたがしたがしたが、、、、知事知事知事知事はこのようなはこのようなはこのようなはこのような恫喝恫喝恫喝恫喝やややや政府政府政府政府のやりのやりのやりのやり方方方方にににに屈服屈服屈服屈服すべきでないすべきでないすべきでないすべきでない。。。。これこれこれこれ
がががが県民県民県民県民のののの思思思思いだといだといだといだ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。。。。

((((6666)))) 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はははは「「「「軍事的軍事的軍事的軍事的にはにはにはには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考考考考えるとえるとえるとえると沖縄沖縄沖縄沖縄がががが最適最適最適最適のののの
地域地域地域地域だだだだ」、「」、「」、「」、「許容許容許容許容できるところはできるところはできるところはできるところは沖縄沖縄沖縄沖縄にしかないにしかないにしかないにしかない」」」」とととと述述述述べたべたべたべた。。。。またまたまたまた、、、、オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアのののの外務省外務省外務省外務省のののの
公文書公文書公文書公文書でででで、、、、復帰時復帰時復帰時復帰時にににに米国米国米国米国がががが沖縄沖縄沖縄沖縄のののの海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊をををを本国本国本国本国にににに撤退撤退撤退撤退させようとしたことやさせようとしたことやさせようとしたことやさせようとしたことや、、、、それをそれをそれをそれを強強強強くくくく
引引引引きとめたのがきとめたのがきとめたのがきとめたのが日本政府日本政府日本政府日本政府だということがだということがだということがだということが明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。普天間基地固定化論普天間基地固定化論普天間基地固定化論普天間基地固定化論がががが道理道理道理道理のなのなのなのな
いいいい脅脅脅脅しであるとともにしであるとともにしであるとともにしであるとともに、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地はははは閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去、、、、海兵隊撤退海兵隊撤退海兵隊撤退海兵隊撤退こそこそこそこそ一番早一番早一番早一番早いいいい現実的現実的現実的現実的なななな方法方法方法方法
であることがであることがであることがであることが明明明明らかになっているらかになっているらかになっているらかになっている。。。。それをそれをそれをそれを米国米国米国米国とととと日本政府日本政府日本政府日本政府にににに求求求求めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。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。。。。

((((7777)))) 選挙選挙選挙選挙でででで「「「「国外国外国外国外・・・・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ながらげながらげながらげながら、、、、選挙選挙選挙選挙がががが終終終終わるとわるとわるとわると県民県民県民県民へのへのへのへの公約公約公約公約をををを破破破破りりりり「「「「辺辺辺辺
野古移設容認野古移設容認野古移設容認野古移設容認」」」」をををを打打打打ちちちち出出出出したしたしたした自民党国会議員自民党国会議員自民党国会議員自民党国会議員、、、、党県連党県連党県連党県連へのへのへのへの怒怒怒怒りがりがりがりが広広広広がっているがっているがっているがっている。。。。2009200920092009年年年年
のののの衆院選挙衆院選挙衆院選挙衆院選挙でででで、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを掲掲掲掲げたげたげたげた自民党自民党自民党自民党はははは県内県内県内県内でででで議席議席議席議席ががががゼロゼロゼロゼロになりになりになりになり、、、、2012201220122012年年年年のののの衆院衆院衆院衆院
選挙選挙選挙選挙ではではではでは、「、「、「、「最低最低最低最低でもでもでもでも県外県外県外県外」」」」とのとのとのとの公約公約公約公約をををを破破破破りりりり辺野古移設容認辺野古移設容認辺野古移設容認辺野古移設容認になったになったになったになった民主党民主党民主党民主党はははは議席議席議席議席ががががゼロゼロゼロゼロ
になったになったになったになった。。。。県民県民県民県民はははは辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設とととと公約破公約破公約破公約破りにりにりにりに厳厳厳厳しいしいしいしい審判審判審判審判をををを下下下下してきたしてきたしてきたしてきた。。。。知事知事知事知事はははは２２２２期目期目期目期目のののの選挙選挙選挙選挙
でででで「「「「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げげげ、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設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ととと言言言言いいいい続続続続けてきたけてきたけてきたけてきた。。。。知事知事知事知事はははは自自自自
身身身身のののの選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約についてどうについてどうについてどうについてどう認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか。。。。公約公約公約公約とはとはとはとは守守守守るものなのかるものなのかるものなのかるものなのか、、、、破破破破るのものなのかるのものなのかるのものなのかるのものなのか
問問問問うううう。。。。

((((8888)))) 知事知事知事知事はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで地元名護市長地元名護市長地元名護市長地元名護市長のののの反対反対反対反対、、、、県内県内県内県内41414141市町村長市町村長市町村長市町村長のののの反対反対反対反対、、、、県議会県議会県議会県議会のののの決議決議決議決議、、、、多多多多くのくのくのくの
県民県民県民県民のののの反対反対反対反対、、、、そしてそしてそしてそして反対運動反対運動反対運動反対運動などをなどをなどをなどを理由理由理由理由にににに上上上上げげげげ、、、、またまたまたまた、、、、政府政府政府政府がががが仮仮仮仮にににに決決決決めてもめてもめてもめても、、、、全県的全県的全県的全県的なななな
反対運動反対運動反対運動反対運動はははは激化激化激化激化してしてしてして大変大変大変大変なななな混乱混乱混乱混乱をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす事態事態事態事態になるとしてになるとしてになるとしてになるとして、「、「、「、「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設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」」」」とととと言言言言ってきたってきたってきたってきた。。。。自民党国会議員自民党国会議員自民党国会議員自民党国会議員やややや県連県連県連県連がががが辺野古容認辺野古容認辺野古容認辺野古容認になったがになったがになったがになったが、、、、これまでこれまでこれまでこれまで答弁答弁答弁答弁してしてしてして
いたいたいたいた状況状況状況状況とととと基本的基本的基本的基本的にはにはにはには変変変変わっていないどころかわっていないどころかわっていないどころかわっていないどころか、、、、逆逆逆逆にににに県民県民県民県民のののの怒怒怒怒りのりのりのりの炎炎炎炎にににに油油油油をををを注注注注ぐことにぐことにぐことにぐことに
なっているなっているなっているなっている。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

2222 アメリカアメリカアメリカアメリカのののの世界戦略世界戦略世界戦略世界戦略とととと沖縄沖縄沖縄沖縄のののの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
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((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄ははははアメリカアメリカアメリカアメリカのののの世界戦略世界戦略世界戦略世界戦略のののの中中中中にににに位置位置位置位置づけられておりづけられておりづけられておりづけられており、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの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解決解決解決解決してしてしてして
いくいくいくいく上上上上でででで、、、、世界世界世界世界のののの動動動動きときときときとアメリカアメリカアメリカアメリカのののの対外戦略対外戦略対外戦略対外戦略をををを把握把握把握把握することとすることとすることとすることと、、、、国際社会国際社会国際社会国際社会へのへのへのへの働働働働きかけがきかけがきかけがきかけが欠欠欠欠
かせないとかせないとかせないとかせないと思思思思うううう。。。。10101010年前年前年前年前、、、、米国米国米国米国などなどなどなど一部一部一部一部のののの国国国国々々々々はははは、、、、国連安保理国連安保理国連安保理国連安保理のののの決議決議決議決議もないままもないままもないままもないまま、、、、無法無法無法無法なななな
イラクイラクイラクイラク戦争戦争戦争戦争をををを開始開始開始開始したしたしたした。。。。しかししかししかししかし、、、、今年今年今年今年、、、、米国米国米国米国やややや英国英国英国英国がががが行行行行おうとしたおうとしたおうとしたおうとしたシリアシリアシリアシリアへのへのへのへの軍事介入軍事介入軍事介入軍事介入はははは国国国国
際世論際世論際世論際世論とととと国内世論国内世論国内世論国内世論にににに包囲包囲包囲包囲されされされされ阻止阻止阻止阻止されされされされ、、、、国連国連国連国連のののの外交的外交的外交的外交的なななな解決解決解決解決にににに委委委委ねられたねられたねられたねられた。。。。現在現在現在現在のののの国国国国
際政治際政治際政治際政治はははは、、、、どんなどんなどんなどんな大国大国大国大国もももも、、、、簡単簡単簡単簡単にはにはにはには国連憲章国連憲章国連憲章国連憲章をををを踏踏踏踏みにじってみにじってみにじってみにじって軍事力行使軍事力行使軍事力行使軍事力行使はできなくなっはできなくなっはできなくなっはできなくなっ
ていることをていることをていることをていることを示示示示しているしているしているしている。。。。経済経済経済経済のののの分野分野分野分野でもでもでもでも、、、、先進国先進国先進国先進国サミットサミットサミットサミットがががが「Ｇ「Ｇ「Ｇ「Ｇ６６６６」、「Ｇ」、「Ｇ」、「Ｇ」、「Ｇ７７７７」」」」をををを経経経経たたたた「Ｇ「Ｇ「Ｇ「Ｇ８８８８」」」」でででで
はははは世界的世界的世界的世界的なななな諸問題諸問題諸問題諸問題にににに対処対処対処対処できなくなりできなくなりできなくなりできなくなり、、、、新興国新興国新興国新興国・・・・途上国途上国途上国途上国をををを含含含含めためためためた「Ｇ「Ｇ「Ｇ「Ｇ20202020」」」」へとへとへとへと発展発展発展発展。。。。さらさらさらさら
にににに、、、、国連加盟国全国連加盟国全国連加盟国全国連加盟国全てがてがてがてが参加参加参加参加するするするする「Ｇ「Ｇ「Ｇ「Ｇ192192192192」」」」がががが提唱提唱提唱提唱されされされされ始始始始めているめているめているめている。。。。一部一部一部一部のののの発達発達発達発達したしたしたした資本主資本主資本主資本主
義国義国義国義国がががが世界経済世界経済世界経済世界経済をををを支配支配支配支配していたしていたしていたしていた時代時代時代時代はもはやはもはやはもはやはもはや過去過去過去過去のものとなっているのものとなっているのものとなっているのものとなっている。。。。知事知事知事知事のののの認識認識認識認識とととと県県県県
のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの対応対応対応対応、、、、今後今後今後今後のののの計画計画計画計画についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((2222)))) アメリカアメリカアメリカアメリカののののオバマオバマオバマオバマ政権政権政権政権はははは、、、、国際的国際的国際的国際的なななな影響力影響力影響力影響力のののの相対的相対的相対的相対的なななな低下傾向低下傾向低下傾向低下傾向をををを伴伴伴伴いながらもいながらもいながらもいながらも、、、、世界戦世界戦世界戦世界戦
略略略略ではではではでは、、、、無人機無人機無人機無人機によるによるによるによる他国領土内他国領土内他国領土内他国領土内でのでのでのでの攻撃攻撃攻撃攻撃、、、、局地的局地的局地的局地的なななな軍事作戦軍事作戦軍事作戦軍事作戦のののの展開展開展開展開などなどなどなど歴代政権歴代政権歴代政権歴代政権のののの
基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略であるであるであるである軍事的覇権主義軍事的覇権主義軍事的覇権主義軍事的覇権主義のののの立場立場立場立場にににに固執固執固執固執しつつしつつしつつしつつ、、、、一方一方一方一方でででで、、、、多国間多国間多国間多国間・・・・二国間二国間二国間二国間のののの外交外交外交外交
交渉交渉交渉交渉によるによるによるによる問題解決問題解決問題解決問題解決にににに一定一定一定一定のののの比重比重比重比重をををを置置置置くというくというくというくという２２２２つのつのつのつの側面側面側面側面をををを持持持持っているっているっているっている。。。。シリアシリアシリアシリア問題問題問題問題ではではではでは
国連安保理国連安保理国連安保理国連安保理をををを通通通通じたじたじたじた外交解決外交解決外交解決外交解決のののの方向方向方向方向をををを選択選択選択選択したしたしたした。。。。北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮のののの核問題核問題核問題核問題にににに続続続続いていていていて、、、、イランイランイランイランのののの核核核核
問題問題問題問題もももも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へかじをへかじをへかじをへかじを切切切切りりりり先日合意先日合意先日合意先日合意したしたしたした。。。。アジアアジアアジアアジア戦略戦略戦略戦略においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、日米日米日米日米、、、、日日日日
韓韓韓韓、、、、米豪米豪米豪米豪などのなどのなどのなどの軍事同盟強化軍事同盟強化軍事同盟強化軍事同盟強化をををを第一第一第一第一のののの戦略戦略戦略戦略にににに置置置置きながらきながらきながらきながら中国中国中国中国とはとはとはとは、、、、米中首脳会談米中首脳会談米中首脳会談米中首脳会談でででで「「「「競競競競
争争争争とととと協力協力協力協力」」」」のののの側面側面側面側面をををを含含含含むむむむ「「「「大国間大国間大国間大国間のののの新新新新しいしいしいしいモデルモデルモデルモデル」」」」のののの構築構築構築構築のののの方向方向方向方向でででで関係関係関係関係をををを発展発展発展発展させることさせることさせることさせること
をををを確認確認確認確認しししし、、、、平和平和平和平和のののの地域共同体地域共同体地域共同体地域共同体をををを形成形成形成形成しているしているしているしているASEANASEANASEANASEANなどになどになどになどに対対対対してはしてはしてはしては外交的関与外交的関与外交的関与外交的関与によるによるによるによる米米米米
国国国国のののの影響力強化影響力強化影響力強化影響力強化にににに基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略をををを置置置置いているいているいているいている。。。。このこのこのこの２２２２つのつのつのつの側面側面側面側面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してのとしてのとしてのとしての認識認識認識認識をををを
問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの普天間基地問題普天間基地問題普天間基地問題普天間基地問題もももも、、、、米国米国米国米国ではではではでは、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古にあくまでもにあくまでもにあくまでもにあくまでも固執固執固執固執するするするする勢力勢力勢力勢力とととと、、、、一方一方一方一方ではではではでは、、、、ここここ
れまでれまでれまでれまで辺野古辺野古辺野古辺野古をををを推進推進推進推進していたしていたしていたしていた重鎮重鎮重鎮重鎮らのらのらのらの中中中中からもからもからもからも、「、「、「、「辺野古辺野古辺野古辺野古はははは不可能不可能不可能不可能でででで別別別別ののののプランプランプランプランをををを考考考考えるえるえるえる
べきだべきだべきだべきだ」、「」、「」、「」、「海兵隊海兵隊海兵隊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だすべきだすべきだすべきだ」」」」とととと主張主張主張主張しているしているしているしている勢力勢力勢力勢力もももも増増増増してきているしてきているしてきているしてきている。。。。知事知事知事知事
のののの認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) このようなこのようなこのようなこのような時時時時にににに、、、、辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申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判断判断判断判断ははははアメリカアメリカアメリカアメリカにもにもにもにも大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる
ものになるものになるものになるものになる。。。。知事知事知事知事がががが辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請をををを不承認不承認不承認不承認にすることはにすることはにすることはにすることは、、、、県民県民県民県民のののの総意総意総意総意をををを代表代表代表代表したものとしたものとしたものとしたものと
してしてしてして県民県民県民県民からからからから歓迎歓迎歓迎歓迎されされされされ、、、、県民県民県民県民のののの誇誇誇誇りをりをりをりを取取取取りりりり返返返返しししし、、、、県民世論県民世論県民世論県民世論、、、、全国全国全国全国のののの世論世論世論世論、、、、国際的国際的国際的国際的なななな世論世論世論世論をををを
大大大大きくきくきくきく喚起喚起喚起喚起することになるだろうすることになるだろうすることになるだろうすることになるだろう。。。。そしてそしてそしてそして、、、、既既既既にににに、、、、３３３３つのつのつのつの海兵隊遠征軍海兵隊遠征軍海兵隊遠征軍海兵隊遠征軍をををを２２２２つにつにつにつに統合統合統合統合するするするする計計計計
画画画画をををを打打打打ちちちち出出出出しているしているしているしている米国米国米国米国もももも、、、、知事知事知事知事のののの判断判断判断判断をををを一一一一つのきっかけにつのきっかけにつのきっかけにつのきっかけに、、、、辺野古移設固執勢力辺野古移設固執勢力辺野古移設固執勢力辺野古移設固執勢力をををを包包包包
囲囲囲囲しししし、、、、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、、、、海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの沖縄沖縄沖縄沖縄からのからのからのからの撤退撤退撤退撤退というというというという選択肢選択肢選択肢選択肢がががが現実問題現実問題現実問題現実問題としてとしてとしてとして表表表表にににに
登場登場登場登場してくるしてくるしてくるしてくる展望展望展望展望をををを切切切切りりりり開開開開くものになるだろうくものになるだろうくものになるだろうくものになるだろう。。。。知事知事知事知事にはにはにはには、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古かかかか固定化固定化固定化固定化かしかないといかしかないといかしかないといかしかないとい
うようなうようなうようなうような、、、、敗北主義的敗北主義的敗北主義的敗北主義的、、、、近視眼的近視眼的近視眼的近視眼的なななな恫喝恫喝恫喝恫喝にににに屈屈屈屈せずせずせずせず、、、、世界世界世界世界のののの動動動動きききき、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカのののの動動動動きききき、、、、県民世論県民世論県民世論県民世論
などなどなどなど大大大大きなきなきなきな視野視野視野視野でででで捉捉捉捉ええええ、、、、県民県民県民県民のののの期待期待期待期待にににに応応応応ええええ、、、、県民県民県民県民のののの立場立場立場立場にににに立立立立ってってってって、、、、県民県民県民県民をををを信頼信頼信頼信頼しししし、、、、辺野辺野辺野辺野
古埋立古埋立古埋立古埋立はははは断固不承認断固不承認断固不承認断固不承認というというというという勇気勇気勇気勇気あるあるあるある決断決断決断決断をするようをするようをするようをするよう求求求求めるめるめるめる。。。。

3333 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが置置置置かれているかれているかれているかれている環境環境環境環境をいろいろなをいろいろなをいろいろなをいろいろな角度角度角度角度からからからから見見見見るとるとるとると、、、、家庭家庭家庭家庭のののの経済状況経済状況経済状況経済状況、、、、生生生生
活環境活環境活環境活環境やややや教育環境教育環境教育環境教育環境などなどなどなど極極極極めてめてめてめて厳厳厳厳しいしいしいしい環境環境環境環境にににに置置置置かれているかれているかれているかれている。。。。特特特特にににに学力学力学力学力テストテストテストテスト１１１１位位位位とととと言言言言われわれわれわれ
ているているているている秋田県秋田県秋田県秋田県、、、、２２２２位位位位のののの福井県福井県福井県福井県とととと47474747位位位位のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県をををを比較比較比較比較するとするとするとすると改善点改善点改善点改善点がががが見見見見えてくるえてくるえてくるえてくる。。。。
次次次次のののの項目項目項目項目でででで、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県、、、、福井県福井県福井県福井県、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のそれぞれののそれぞれののそれぞれののそれぞれの数字数字数字数字とととと全国比較順位全国比較順位全国比較順位全国比較順位をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ １１１１人当人当人当人当たりたりたりたり県民所得県民所得県民所得県民所得

ｲｲｲｲ 持持持持ちちちち家比率家比率家比率家比率

ｳｳｳｳ 三世代世帯割合三世代世帯割合三世代世帯割合三世代世帯割合

ｴｴｴｴ 離婚率離婚率離婚率離婚率

ｵｵｵｵ 母子家庭比率母子家庭比率母子家庭比率母子家庭比率

ｶｶｶｶ 生活保護受給比率生活保護受給比率生活保護受給比率生活保護受給比率

ｷｷｷｷ 教育扶助教育扶助教育扶助教育扶助をををを受受受受けているけているけているけている小学生小学生小学生小学生、、、、中学生数中学生数中学生数中学生数

ｸｸｸｸ 子供子供子供子供のののの通院医療費通院医療費通院医療費通院医療費のののの無料化実施状況無料化実施状況無料化実施状況無料化実施状況

((((2222)))) 家庭家庭家庭家庭のののの経済状況経済状況経済状況経済状況、、、、生活環境生活環境生活環境生活環境やややや教育環境教育環境教育環境教育環境がががが厳厳厳厳しいしいしいしい上上上上にににに、、、、教育予算教育予算教育予算教育予算やややや教育教育教育教育やややや子育子育子育子育てててて施策施策施策施策なななな
どどどど先進県先進県先進県先進県とのとのとのとの開開開開きがきがきがきが浮浮浮浮かびかびかびかび上上上上がってくるがってくるがってくるがってくる。。。。次次次次のののの項目項目項目項目のののの秋田県秋田県秋田県秋田県、、、、福井県福井県福井県福井県、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの実態実態実態実態とととと
順位順位順位順位をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 学校建設費学校建設費学校建設費学校建設費をををを除除除除くくくく児童児童児童児童１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの小学校小学校小学校小学校のののの教育予算教育予算教育予算教育予算とととと中学校予算中学校予算中学校予算中学校予算についてについてについてについて
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ｲｲｲｲ 少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級のののの実施状況実施状況実施状況実施状況

ｳｳｳｳ 教員教員教員教員１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの小学校小学校小学校小学校のののの児童数児童数児童数児童数とととと中学校中学校中学校中学校のののの生徒数生徒数生徒数生徒数

ｴｴｴｴ 教員教員教員教員のののの精神的疾患精神的疾患精神的疾患精神的疾患によるによるによるによる休職者休職者休職者休職者のののの割合割合割合割合とととと、、、、全国比全国比全国比全国比、、、、秋田県秋田県秋田県秋田県とのとのとのとの比較比較比較比較

((((3333)))) 以上以上以上以上のののの指標指標指標指標からからからから見見見見えてくるのはえてくるのはえてくるのはえてくるのは、、、、①①①①沖縄沖縄沖縄沖縄のののの子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの置置置置かれているかれているかれているかれている家庭家庭家庭家庭のののの経済状況経済状況経済状況経済状況、、、、生生生生
活環境活環境活環境活環境やややや教育環境教育環境教育環境教育環境のののの厳厳厳厳しさしさしさしさ、、、、②②②②米軍占領下米軍占領下米軍占領下米軍占領下のもとでおくれていたのもとでおくれていたのもとでおくれていたのもとでおくれていた学校建設学校建設学校建設学校建設などなどなどなど力力力力をををを入入入入れれれれ
ざるをざるをざるをざるを得得得得なかったとはいえなかったとはいえなかったとはいえなかったとはいえ、、、、建設費建設費建設費建設費をををを除除除除くくくく教育予算教育予算教育予算教育予算やややや教育的施策教育的施策教育的施策教育的施策がががが他県他県他県他県とととと比比比比べてべてべてべて不十分不十分不十分不十分
であることであることであることであること、、、、③③③③それらのしわそれらのしわそれらのしわそれらのしわ寄寄寄寄せがせがせがせが教員教員教員教員にににに他府県他府県他府県他府県にににに比比比比べてべてべてべて過重過重過重過重なななな負担負担負担負担となっているのではとなっているのではとなっているのではとなっているのでは
ないかということであるないかということであるないかということであるないかということである。。。。このこのこのこの解決解決解決解決のためにはのためにはのためにはのためには、、、、教育庁任教育庁任教育庁任教育庁任せではなくせではなくせではなくせではなく県政全体県政全体県政全体県政全体でででで取取取取りりりり組組組組むとむとむとむと
ともにともにともにともに、、、、教育予算教育予算教育予算教育予算のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな措置措置措置措置がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。知事及知事及知事及知事及びびびび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。。。。

((((4444)))) 当面当面当面当面すぐにやるべきすぐにやるべきすぐにやるべきすぐにやるべき課題課題課題課題としてとしてとしてとして、、、、次次次次のののの項目項目項目項目についてについてについてについて、、、、知事及知事及知事及知事及びびびび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。。。。

ｱｱｱｱ 正規教員正規教員正規教員正規教員のののの増員増員増員増員とととと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全学年全学年全学年全学年でのでのでのでの実施実施実施実施。。。。

ｲｲｲｲ 学校事務職員学校事務職員学校事務職員学校事務職員のののの削減削減削減削減をやめをやめをやめをやめ、、、、元元元元にににに戻戻戻戻すなどすなどすなどすなど拡充拡充拡充拡充しししし、、、、先生先生先生先生はははは教育教育教育教育にににに専念専念専念専念してもらうことしてもらうことしてもらうことしてもらうこと。。。。

ｳｳｳｳ 就学援助金就学援助金就学援助金就学援助金のののの削減削減削減削減をやめをやめをやめをやめ、、、、必要必要必要必要なななな子供子供子供子供たちたちたちたち全員全員全員全員がががが受受受受けられるようにすることけられるようにすることけられるようにすることけられるようにすること、、、、子供子供子供子供のののの医医医医
療費療費療費療費をををを通院通院通院通院もももも中学校卒業中学校卒業中学校卒業中学校卒業までまでまでまで拡充拡充拡充拡充していくことなどしていくことなどしていくことなどしていくことなど全体的全体的全体的全体的なななな子育子育子育子育てててて支援策支援策支援策支援策をををを強化強化強化強化するこするこするこするこ
とととと。。。。

4444 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でのでのでのでの文科省文科省文科省文科省のののの県県県県へのへのへのへの是正要求指導是正要求指導是正要求指導是正要求指導なるものはなるものはなるものはなるものは、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに教育教育教育教育へのへのへのへの政治政治政治政治
介入介入介入介入でありでありでありであり、、、、地方自治地方自治地方自治地方自治へのへのへのへの介入介入介入介入であるであるであるである。。。。このようなこのようなこのようなこのような圧力圧力圧力圧力にににに屈服屈服屈服屈服してはならないしてはならないしてはならないしてはならない。。。。教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
でのこれまでとでのこれまでとでのこれまでとでのこれまで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問問問問うううう。。。。

5555 特定秘密保護法案特定秘密保護法案特定秘密保護法案特定秘密保護法案のののの廃案廃案廃案廃案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
　　　　特定秘密保護法特定秘密保護法特定秘密保護法特定秘密保護法はははは、、、、再再再再びびびび日本日本日本日本をををを戦争戦争戦争戦争ができるができるができるができる国国国国につくりかえることをにつくりかえることをにつくりかえることをにつくりかえることを狙狙狙狙ったったったった大変大変大変大変なななな危険危険危険危険なななな
ものでありものでありものでありものであり、、、、基地基地基地基地のののの島沖縄島沖縄島沖縄島沖縄ではではではでは、、、、特特特特にににに暗黒社会暗黒社会暗黒社会暗黒社会になってしまうになってしまうになってしまうになってしまう。。。。何何何何がががが秘密秘密秘密秘密なのかもなのかもなのかもなのかも秘密秘密秘密秘密であであであであ
るるるる。。。。県県県県やややや市町村市町村市町村市町村ががががオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの合意違反合意違反合意違反合意違反のののの実態実態実態実態をををを監視監視監視監視することもすることもすることもすることも犯罪犯罪犯罪犯罪のののの対象対象対象対象となってしまうとなってしまうとなってしまうとなってしまう。。。。
知事知事知事知事としてとしてとしてとして断固反対断固反対断固反対断固反対すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

6666 ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉がががが重大重大重大重大なななな局面局面局面局面をををを迎迎迎迎えているえているえているえている。。。。安倍内閣安倍内閣安倍内閣安倍内閣のののの「「「「守守守守るべきものはるべきものはるべきものはるべきものは守守守守るるるる」」」」といったものがごまといったものがごまといったものがごまといったものがごま
かしであったこともかしであったこともかしであったこともかしであったことも日日日日々々々々明明明明らかになりらかになりらかになりらかになり、、、、全全全全てがてがてがてが関税撤廃関税撤廃関税撤廃関税撤廃のののの対象対象対象対象となりとなりとなりとなり、、、、例外例外例外例外とととと言言言言われたわれたわれたわれた品目品目品目品目もももも
10101010年年年年からからからから20202020年年年年でででで完全撤廃完全撤廃完全撤廃完全撤廃になってしまうこともになってしまうこともになってしまうこともになってしまうことも明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの経済経済経済経済はははは壊滅的壊滅的壊滅的壊滅的なななな打撃打撃打撃打撃
をををを受受受受けてしまうけてしまうけてしまうけてしまう。。。。直直直直ちにちにちにちに交渉交渉交渉交渉からからからから脱退脱退脱退脱退すべきとすべきとすべきとすべきと知事知事知事知事をををを先頭先頭先頭先頭にににに要請団要請団要請団要請団をををを結成結成結成結成してしてしてして、、、、直直直直ちにちにちにちに政府政府政府政府
にににに再度行再度行再度行再度行くべきであるくべきであるくべきであるくべきである。。。。

7777 消費税消費税消費税消費税はははは低所得者低所得者低所得者低所得者ほどほどほどほど負担負担負担負担がががが重重重重くのしかかるくのしかかるくのしかかるくのしかかる逆進性逆進性逆進性逆進性をををを持持持持ったったったった最悪最悪最悪最悪のののの不公平税制不公平税制不公平税制不公平税制であるであるであるである。。。。沖沖沖沖
縄縄縄縄のののの県民所得県民所得県民所得県民所得はははは、、、、全国平均全国平均全国平均全国平均のののの７７７７割割割割、、、、東京東京東京東京のののの半分半分半分半分であるであるであるである。。。。同同同同じじじじ値段値段値段値段のののの商品商品商品商品をををを買買買買ったったったった場合場合場合場合、、、、同同同同じじじじ
ようにようにようにように８８８８％％％％のののの消費税消費税消費税消費税がかかるががかかるががかかるががかかるが、、、、沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの県民所得県民所得県民所得県民所得にににに対対対対するするするする負担割合負担割合負担割合負担割合はははは全国平均全国平均全国平均全国平均のののの何何何何
倍倍倍倍、、、、東京都民東京都民東京都民東京都民のののの何倍何倍何倍何倍になるのかになるのかになるのかになるのか。。。。一番影響一番影響一番影響一番影響をををを受受受受けるのがけるのがけるのがけるのが沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民ではないかではないかではないかではないか。。。。このようなこのようなこのようなこのような不不不不
公平税制公平税制公平税制公平税制のののの４４４４月月月月１１１１日実施日実施日実施日実施はははは中止中止中止中止するようするようするようするよう知事知事知事知事としてとしてとしてとして政府政府政府政府にににに要請要請要請要請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。。。。


