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一般質問一般質問一般質問一般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06060606    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 17171717分分分分 奥平奥平奥平奥平　　　　一夫一夫一夫一夫（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 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についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 知事公約知事公約知事公約知事公約のののの「「「「一日一日一日一日もももも早早早早いいいい危険性危険性危険性危険性のののの除去除去除去除去」」」」についてについてについてについて進進進進状況状況状況状況をををを示示示示せせせせ。。。。

ｲｲｲｲ ２２２２期目期目期目期目のののの選挙選挙選挙選挙ではではではでは「「「「県内移設県内移設県内移設県内移設」」」」からからからから「「「「県外移設県外移設県外移設県外移設」」」」へとへとへとへと政策変更政策変更政策変更政策変更しししし、、、、力強力強力強力強くくくく踏踏踏踏みみみみ込込込込んだんだんだんだ公約公約公約公約
をををを掲掲掲掲げましたがげましたがげましたがげましたが、、、、これからもこれからもこれからもこれからも堅持堅持堅持堅持していきますかしていきますかしていきますかしていきますか。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「日米安保日米安保日米安保日米安保によってによってによってによって沖縄沖縄沖縄沖縄のののの負担負担負担負担がががが過重過重過重過重にににに集中集中集中集中をしているをしているをしているをしている。。。。だからあえてだからあえてだからあえてだからあえて「「「「国外国外国外国外」」」」とととと言言言言わずわずわずわず
にににに「「「「県外県外県外県外」」」」とととと言言言言っているっているっているっている。。。。それはそれはそれはそれは沖縄沖縄沖縄沖縄がががが崩崩崩崩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スタンススタンススタンススタンスだだだだ」」」」とととと発言発言発言発言しているがしているがしているがしているが、、、、そそそそ
のののの狙狙狙狙いといといといと真意真意真意真意をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｴｴｴｴ 政府政府政府政府のののの「「「「県外移設県外移設県外移設県外移設はとんでもないはとんでもないはとんでもないはとんでもない」」」」恫喝発言恫喝発言恫喝発言恫喝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聞聞聞聞くくくく。。。。

ｵｵｵｵ 2005200520052005年年年年のののの米軍再編協議米軍再編協議米軍再編協議米軍再編協議でででで日米日米日米日米のののの「「「「現行計画現行計画現行計画現行計画」」」」とととと違違違違うううう別別別別ののののプランプランプランプランがががが米側米側米側米側からからからから出出出出されたがされたがされたがされたが日日日日
本側本側本側本側がそれをがそれをがそれをがそれを拒否拒否拒否拒否したことがしたことがしたことがしたことが判明判明判明判明しているしているしているしている。。。。昨年昨年昨年昨年12121212月月月月26262626日最後日最後日最後日最後のののの記者会見記者会見記者会見記者会見においてにおいてにおいてにおいて、、、、
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「「「「普天間普天間普天間普天間のののの辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設はははは地政学的地政学的地政学的地政学的にににに軍事的目的軍事的目的軍事的目的軍事的目的でででで沖縄沖縄沖縄沖縄でなければでなければでなければでなければ
ならないということではなくならないということではなくならないということではなくならないということではなく、、、、政治的政治的政治的政治的にににに考考考考えればえればえればえれば国内国内国内国内にににに受受受受けけけけ入入入入れるところがなくれるところがなくれるところがなくれるところがなく「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄がががが最最最最
適適適適」」」」だだだだ」」」」というというというという発言等発言等発言等発言等をををを見見見見ればればればれば、、、、日本国日本国日本国日本国のののの安全保障安全保障安全保障安全保障をををを「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄にににに捨捨捨捨てててて石石石石になってもらうになってもらうになってもらうになってもらう」」」」ことことことこと
でででで完結完結完結完結させようというさせようというさせようというさせようという差別姿勢差別姿勢差別姿勢差別姿勢があるがあるがあるがある。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｶｶｶｶ 自民党中央自民党中央自民党中央自民党中央はははは県選出国会議員及県選出国会議員及県選出国会議員及県選出国会議員及びびびび沖縄県連沖縄県連沖縄県連沖縄県連のののの民意民意民意民意をををを裏切裏切裏切裏切るるるる「「「「公約撤回公約撤回公約撤回公約撤回」」」」でででで「「「「外堀外堀外堀外堀をををを埋埋埋埋
めためためためた」」」」としているとしているとしているとしている。。。。そのそのそのその後知事後知事後知事後知事へのへのへのへの埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認をををを求求求求めるとしているがめるとしているがめるとしているがめるとしているが、、、、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。。。。

ｷｷｷｷ 高良副知事高良副知事高良副知事高良副知事、、、、公室長公室長公室長公室長ののののハワイハワイハワイハワイ州知事州知事州知事州知事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氏氏氏氏とととと相次相次相次相次ぐぐぐぐ会談会談会談会談のののの目的目的目的目的とととと成果成果成果成果につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 嘉手納基地問題嘉手納基地問題嘉手納基地問題嘉手納基地問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 嘉手納基地周辺地域住民嘉手納基地周辺地域住民嘉手納基地周辺地域住民嘉手納基地周辺地域住民のののの平和的生存権平和的生存権平和的生存権平和的生存権（（（（安心安心安心安心とととと安全度安全度安全度安全度））））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聞聞聞聞
くくくく。。。。

ｲｲｲｲ 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場とととと比較比較比較比較してしてしてして危険性危険性危険性危険性のののの度合度合度合度合いはどうかいはどうかいはどうかいはどうか。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｳｳｳｳ 嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地のののの「「「「固定化固定化固定化固定化がががが既成事実化既成事実化既成事実化既成事実化」」」」しているしているしているしている。。。。国国国国もそのことをもそのことをもそのことをもそのことを無視無視無視無視しているがしているがしているが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聞聞聞聞くくくく。。。。

ｴｴｴｴ 「「「「嘉手納基地返還嘉手納基地返還嘉手納基地返還嘉手納基地返還」」」」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聞聞聞聞くくくく。。。。

((((3333)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの普天間配備普天間配備普天間配備普天間配備やさらにやさらにやさらにやさらに先島島嶼防衛先島島嶼防衛先島島嶼防衛先島島嶼防衛をををを念頭念頭念頭念頭にににに与那国与那国与那国与那国へのへのへのへの陸上自衛隊沿岸監陸上自衛隊沿岸監陸上自衛隊沿岸監陸上自衛隊沿岸監
視部隊視部隊視部隊視部隊やややや那覇基地那覇基地那覇基地那覇基地へのへのへのへの戦闘機部隊戦闘機部隊戦闘機部隊戦闘機部隊のののの拡充強化配備拡充強化配備拡充強化配備拡充強化配備、、、、下地島空港利用下地島空港利用下地島空港利用下地島空港利用をををを想定想定想定想定したしたしたした調査調査調査調査
研究費研究費研究費研究費のののの計上計上計上計上とととと沖縄沖縄沖縄沖縄のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減とはとはとはとは名名名名ばかりのばかりのばかりのばかりの軍備増強軍備増強軍備増強軍備増強がががが続続続続いているいているいているいている。。。。軍事基地軍事基地軍事基地軍事基地をめぐをめぐをめぐをめぐ
るるるる異常異常異常異常なななな機能強化機能強化機能強化機能強化についてについてについてについて知事知事知事知事はははは反対反対反対反対をををを求求求求めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。

((((4444)))) 下地島空港問題下地島空港問題下地島空港問題下地島空港問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 利活用利活用利活用利活用にににに向向向向けたけたけたけた企業企業企業企業へのへのへのへの要請活動要請活動要請活動要請活動のののの経緯経緯経緯経緯についてについてについてについて（ＪＡＬ（ＪＡＬ（ＪＡＬ（ＪＡＬのののの再開再開再開再開、ＡＮＡ、ＡＮＡ、ＡＮＡ、ＡＮＡのののの継続継続継続継続のののの可能可能可能可能
性性性性もももも含含含含めてめてめてめて））））

ｲｲｲｲ 要請活動要請活動要請活動要請活動がががが不調不調不調不調のののの場合場合場合場合、「、「、「、「休港休港休港休港」」」」もももも選択肢選択肢選択肢選択肢にあるとしているにあるとしているにあるとしているにあるとしている。。。。休港休港休港休港してもしてもしてもしてもメンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス費費費費
用用用用はははは必要必要必要必要になるになるになるになる。。。。

ｳｳｳｳ 検討協議会検討協議会検討協議会検討協議会でででで宮古空港宮古空港宮古空港宮古空港・・・・下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの役割分担役割分担役割分担役割分担やややや運営方法運営方法運営方法運営方法についてのについてのについてのについての課題課題課題課題がががが検討検討検討検討ささささ
れたというがれたというがれたというがれたというが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような意見意見意見意見でででで集約集約集約集約されたのかされたのかされたのかされたのか。。。。

ｴｴｴｴ 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港とととと残地残地残地残地ののののポテンシャルポテンシャルポテンシャルポテンシャルをををを伊良部架橋開通伊良部架橋開通伊良部架橋開通伊良部架橋開通でどうでどうでどうでどう生生生生かしていくかかしていくかかしていくかかしていくか。。。。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。。。。
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2222 県経済県経済県経済県経済（（（（財源及財源及財源及財源及びびびび財政財政財政財政））））とととと行政運営行政運営行政運営行政運営についてについてについてについて

((((1111)))) 県経済県経済県経済県経済のののの国国国国へのへのへのへの依存度依存度依存度依存度はははは（（（（財源財源財源財源））））はははは他府県他府県他府県他府県とととと比較比較比較比較してどうかしてどうかしてどうかしてどうか。。。。

((((2222)))) 交付税交付税交付税交付税（（（（県民県民県民県民１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの普通交付税普通交付税普通交付税普通交付税））））はははは他府県他府県他府県他府県とととと比較比較比較比較してどうかしてどうかしてどうかしてどうか。。。。

((((3333)))) 米軍関係受米軍関係受米軍関係受米軍関係受けけけけ取取取取りりりり（（（（軍用地軍用地軍用地軍用地、、、、軍雇用者所得軍雇用者所得軍雇用者所得軍雇用者所得、、、、米軍米軍米軍米軍へのへのへのへの財財財財・・・・サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供などなどなどなど））））はははは幾幾幾幾らからからからか、、、、
それはそれはそれはそれは県民総所得県民総所得県民総所得県民総所得のののの幾幾幾幾らからからからか。。。。そのそのそのその経緯経緯経緯経緯もももも示示示示せせせせ。。。。

((((4444)))) 基地関連収入基地関連収入基地関連収入基地関連収入はははは幾幾幾幾らからからからか、、、、それはそれはそれはそれは県県県県としてどうとしてどうとしてどうとしてどう解釈解釈解釈解釈しているかしているかしているかしているか。。。。恩恵的恩恵的恩恵的恩恵的にににに交付交付交付交付されるとのされるとのされるとのされるとの捉捉捉捉
ええええ方方方方かかかか。。。。

((((5555)))) 県行政県行政県行政県行政のののの運営形態及運営形態及運営形態及運営形態及びびびび経営効率経営効率経営効率経営効率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評価評価評価評価しているかしているかしているかしているか。。。。

((((6666)))) 教育関係予算教育関係予算教育関係予算教育関係予算とととと教員数教員数教員数教員数、、、、生徒数生徒数生徒数生徒数、、、、学校規模学校規模学校規模学校規模、、、、数数数数についてどういうについてどういうについてどういうについてどういう認識認識認識認識かかかか。。。。

3333 離島医療離島医療離島医療離島医療についてについてについてについて

((((1111)))) 小規模離島小規模離島小規模離島小規模離島におけるにおけるにおけるにおける保健衛生保健衛生保健衛生保健衛生のののの実態実態実態実態とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 離島離島離島離島におけるがんにおけるがんにおけるがんにおけるがん医療医療医療医療のののの確保確保確保確保はどのようにはどのようにはどのようにはどのように進進進進んでいるのかんでいるのかんでいるのかんでいるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける恒常化恒常化恒常化恒常化するするするする医師不足医師不足医師不足医師不足のののの解消解消解消解消にににに向向向向けたけたけたけた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 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般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06060606    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 17171717分分分分 仲宗根仲宗根仲宗根仲宗根　　　　悟悟悟悟（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは外交外交外交外交・・・・防衛担当閣僚防衛担当閣僚防衛担当閣僚防衛担当閣僚によるによるによるによる安全保障協議委員会安全保障協議委員会安全保障協議委員会安全保障協議委員会（（（（２２２２プラスプラスプラスプラス２２２２））））においてにおいてにおいてにおいて米軍米軍米軍米軍
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名護市辺野古移設名護市辺野古移設名護市辺野古移設名護市辺野古移設がががが「「「「運用上運用上運用上運用上、、、、政治上政治上政治上政治上、、、、財政上及財政上及財政上及財政上及びびびび戦略上唯一戦略上唯一戦略上唯一戦略上唯一のののの解決解決解決解決
策策策策」」」」であるとであるとであるとであると確認確認確認確認、、、、合意合意合意合意しししし共同文書共同文書共同文書共同文書をををを発表発表発表発表しししし、、、、県内推進県内推進県内推進県内推進のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示したがしたがしたがしたが、、、、知事知事知事知事はははは「「「「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」」」」とのとのとのとの姿勢姿勢姿勢姿勢はははは変変変変わらないかわらないかわらないかわらないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 稲嶺名護市長稲嶺名護市長稲嶺名護市長稲嶺名護市長はははは、「、「、「、「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をかけてりをかけてりをかけてりをかけて移設移設移設移設にににに断固反対断固反対断固反対断固反対するするするする」」」」としてとしてとしてとして政府政府政府政府がががが出出出出したしたしたした辺辺辺辺
野古沿岸部野古沿岸部野古沿岸部野古沿岸部のののの埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請をををを承認承認承認承認しないようしないようしないようしないよう知事知事知事知事へへへへ意見書意見書意見書意見書をををを提出提出提出提出したしたしたした。。。。地元理解地元理解地元理解地元理解がががが得得得得られなられなられなられな
いいいい以上不承認以上不承認以上不承認以上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。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 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飛行飛行飛行やややや離着陸訓練離着陸訓練離着陸訓練離着陸訓練のののの激化激化激化激化によってによってによってによって宜野座村城原区集落周辺宜野座村城原区集落周辺宜野座村城原区集落周辺宜野座村城原区集落周辺においてはにおいてはにおいてはにおいては
100100100100デシベルデシベルデシベルデシベルをををを超超超超えるえるえるえる騒音被害騒音被害騒音被害騒音被害やややや低周波低周波低周波低周波でのでのでのでの健康被害健康被害健康被害健康被害のののの不安不安不安不安をををを訴訴訴訴えていますえていますえていますえています。。。。またまたまたまた、、、、伊伊伊伊
江村江村江村江村でもでもでもでも訓練場周辺住民訓練場周辺住民訓練場周辺住民訓練場周辺住民もももも同様同様同様同様なななな状況状況状況状況にににに加加加加ええええ酪農家酪農家酪農家酪農家のののの飼育牛飼育牛飼育牛飼育牛のののの早産早産早産早産やややや死産死産死産死産とととと異常異常異常異常なななな出出出出
産産産産がががが続続続続くなどのくなどのくなどのくなどの被害被害被害被害はははは見過見過見過見過ごすことはできませんごすことはできませんごすことはできませんごすことはできません。。。。現状把握現状把握現状把握現状把握にににに努努努努めめめめ対策対策対策対策をとるべきでありをとるべきでありをとるべきでありをとるべきであり
ますますますます、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米軍米軍米軍米軍はははは嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地のののの開発計画開発計画開発計画開発計画にににに伴伴伴伴いいいい文化財調査文化財調査文化財調査文化財調査をををを予定予定予定予定しているとするがしているとするがしているとするがしているとするがＣＣＣＣⅤⅤⅤⅤ22222222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関連関連関連関連していないかしていないかしていないかしていないか懸念懸念懸念懸念されるところであるされるところであるされるところであるされるところである。。。。開発計画開発計画開発計画開発計画のののの情報開示情報開示情報開示情報開示をををを米軍米軍米軍米軍にににに求求求求めめめめ
ることについてることについてることについてることについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 健康健康健康健康・・・・長寿長寿長寿長寿のののの推進推進推進推進にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 長寿県沖縄長寿県沖縄長寿県沖縄長寿県沖縄のののの復活復活復活復活のためののためののためののための健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくり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)))) 平均寿命平均寿命平均寿命平均寿命ランキングランキングランキングランキングをををを落落落落としたとしたとしたとした原因原因原因原因をどのようにをどのようにをどのようにをどのように分析分析分析分析しているかしているかしているかしているか。。。。

4444 伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化のののの継承発展継承発展継承発展継承発展にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 各地域各地域各地域各地域にににに伝伝伝伝わるわるわるわる祭事祭事祭事祭事やややや伝統行事等伝統行事等伝統行事等伝統行事等、、、、伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化がががが失失失失われつつあるわれつつあるわれつつあるわれつつある中中中中でででで伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化のののの継承事継承事継承事継承事
業業業業やややや保存事業保存事業保存事業保存事業はははは重要重要重要重要であるとであるとであるとであると思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて



4

一般質問一般質問一般質問一般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06060606    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 17171717分分分分 赤嶺赤嶺赤嶺赤嶺　　　　　　　　昇昇昇昇（（（（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)))) 選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約にににに対対対対するするするする仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 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知事知事知事知事のののの公約公約公約公約をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 中国中国中国中国のののの防空識別圏設定防空識別圏設定防空識別圏設定防空識別圏設定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。。。。

((((4444)))) 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。。。。

2222 福祉福祉福祉福祉・・・・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)))) 県内県内県内県内のののの全全全全コンビニエンスストアコンビニエンスストアコンビニエンスストアコンビニエンスストアににににＡＥＤＡＥＤＡＥＤＡＥＤのののの設置設置設置設置をををを推進推進推進推進してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

((((2222)))) 県県県県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課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 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支援策支援策支援策支援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 商工労働行政商工労働行政商工労働行政商工労働行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県産品販路拡大県産品販路拡大県産品販路拡大県産品販路拡大へのへのへのへの支援策支援策支援策支援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県内企業県内企業県内企業県内企業・・・・県産品優先活用県産品優先活用県産品優先活用県産品優先活用のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 駐留軍離職者対策駐留軍離職者対策駐留軍離職者対策駐留軍離職者対策センターセンターセンターセンターのののの役割役割役割役割とととと支援策支援策支援策支援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 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)))) ＯＣＶＢＯＣＶＢＯＣＶＢＯＣＶＢのののの課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 観光関連予算観光関連予算観光関連予算観光関連予算・・・・支援策支援策支援策支援策のののの費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて



5

一般質問一般質問一般質問一般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06060606    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 17171717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 犬犬犬犬、、、、猫殺処分猫殺処分猫殺処分猫殺処分ををををゼロゼロゼロゼロにするためのにするためのにするためのにするための県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 沖縄県動物愛護管理沖縄県動物愛護管理沖縄県動物愛護管理沖縄県動物愛護管理センターセンターセンターセンターのののの役割役割役割役割についてについてについてについて

((((2222)))) 犬犬犬犬、、、、猫殺処分猫殺処分猫殺処分猫殺処分のののの現状現状現状現状とととと「「「「ゼロゼロゼロゼロ」」」」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みみみ、、、、課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 今回今回今回今回のののの組織改編組織改編組織改編組織改編のののの趣旨目的趣旨目的趣旨目的趣旨目的をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 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

ｱｱｱｱ 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役割役割役割役割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 バスバスバスバス利用者利用者利用者利用者のののの現状現状現状現状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 定時運行定時運行定時運行定時運行についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入をををを含含含含むむむむ総合交通体系総合交通体系総合交通体系総合交通体系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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 子育子育子育子育てててて支援課支援課支援課支援課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
　　　　子育子育子育子育てててて支援支援支援支援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伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 自然保護自然保護自然保護自然保護・・・・緑化推進課緑化推進課緑化推進課緑化推進課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
　　　　観光立県観光立県観光立県観光立県、、、、生活環境生活環境生活環境生活環境のののの快適性快適性快適性快適性とととと継続性継続性継続性継続性のあるのあるのあるのある緑化推進体制緑化推進体制緑化推進体制緑化推進体制をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 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についてについてについてについて
　　　　役割役割役割役割、、、、人員体制人員体制人員体制人員体制をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 基地問題等基地問題等基地問題等基地問題等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

((((1111)))) キャンプキャンプキャンプキャンプ瑞慶覧返還予定地瑞慶覧返還予定地瑞慶覧返還予定地瑞慶覧返還予定地（（（（西普天間地区西普天間地区西普天間地区西普天間地区））））のののの環境問題環境問題環境問題環境問題についてについてについてについて
　　　　返還後返還後返還後返還後のののの速速速速やかなやかなやかなやかな跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画をををを推進推進推進推進するにはするにはするにはするには返還返還返還返還までにまでにまでにまでに環境調査環境調査環境調査環境調査とそのとそのとそのとその対策対策対策対策がががが必必必必
要要要要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((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危険性危険性危険性危険性をををを除去除去除去除去しししし、、、、閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・返還返還返還返還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
　　　　普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの返還合意返還合意返還合意返還合意のののの理由理由理由理由はははは何何何何だったのかだったのかだったのかだったのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 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についてについてについてについて
　　　　県環境生活部県環境生活部県環境生活部県環境生活部はははは11111111月月月月29292929日日日日、、、、米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍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伴伴伴伴うううう埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請にににに関関関関するするするする
意見意見意見意見をををを県土木建築部県土木建築部県土木建築部県土木建築部へへへへ提出提出提出提出したしたしたした。。。。18181818項目項目項目項目48484848件件件件のののの意見意見意見意見をををを明記明記明記明記したしたしたした上上上上でででで、、、、環境保全策環境保全策環境保全策環境保全策はははは不不不不
明明明明なななな点点点点がありがありがありがあり、、、、周辺区域周辺区域周辺区域周辺区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についてについてについてについて「「「「懸念懸念懸念懸念がががが払拭払拭払拭払拭できなできなできなできな
いいいい」」」」とととと指摘指摘指摘指摘したとのしたとのしたとのしたとの報道報道報道報道がありますががありますががありますががありますが、、、、不明不明不明不明なななな点点点点やややや懸念懸念懸念懸念がががが払拭払拭払拭払拭できないできないできないできない点点点点はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減についてについてについてについて
　　　　普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地がががが仮仮仮仮にににに辺野古辺野古辺野古辺野古にににに移設移設移設移設されたらされたらされたらされたら県民県民県民県民のののの基地負担基地負担基地負担基地負担はどのようにはどのようにはどのようにはどのように軽減軽減軽減軽減されるのかされるのかされるのかされるのか
伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 軍用機軍用機軍用機軍用機によるによるによるによる爆音爆音爆音爆音やややや低周波音低周波音低周波音低周波音によるによるによるによる健康影響調査健康影響調査健康影響調査健康影響調査についてについてについてについて
　　　　米軍米軍米軍米軍ははははオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイなどのなどのなどのなどの配備配備配備配備でででで飛行経路飛行経路飛行経路飛行経路やややや頻度頻度頻度頻度などになどになどになどに変化変化変化変化がありますがありますがありますがあります。。。。県県県県はははは県民県民県民県民のののの健健健健
康康康康をををを守守守守るるるる立場立場立場立場からからからから嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地やややや普天間基地周辺住民普天間基地周辺住民普天間基地周辺住民普天間基地周辺住民のののの健康調査健康調査健康調査健康調査をををを行行行行うべきとうべきとうべきとうべきと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、
そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 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成立成立成立成立によるによるによるによる基地基地基地基地のののの運用運用運用運用とととと県民生活県民生活県民生活県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
　　　　米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの多多多多いいいい沖縄沖縄沖縄沖縄ではではではでは今今今今でもでもでもでも基地内基地内基地内基地内のののの情報情報情報情報がががが県民県民県民県民のののの手手手手にににに入入入入らないらないらないらない、、、、入入入入りにくいりにくいりにくいりにくい状況状況状況状況
にありますにありますにありますにあります。。。。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がががが成立成立成立成立するとするとするとすると基地周辺基地周辺基地周辺基地周辺のののの住民生活住民生活住民生活住民生活にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響がががが懸念懸念懸念懸念
されますかされますかされますかされますか。。。。

4444 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般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06060606    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

5555 17171717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 辺野古新基地問題辺野古新基地問題辺野古新基地問題辺野古新基地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撤退撤退撤退撤退させようとしたがさせようとしたがさせようとしたがさせようとしたが、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府がががが拒拒拒拒んだことがんだことがんだことがんだことが
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公文書公文書公文書公文書でででで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。。。。安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは、、、、県民県民県民県民をををを恫喝恫喝恫喝恫喝してしてしてして「「「「県外移設県外移設県外移設県外移設はありはありはありはあり
得得得得ないないないない」、「」、「」、「」、「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」」」」とととと辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地をををを押押押押しつけようとしているしつけようとしているしつけようとしているしつけようとしている。。。。県民総意県民総意県民総意県民総意のののの建白建白建白建白
書書書書はははは、「、「、「、「オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備撤回配備撤回配備撤回配備撤回、、、、普天間普天間普天間普天間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」」」」であるであるであるである。。。。知事知事知事知事はははは、、、、県県県県
民総意民総意民総意民総意のののの立場立場立場立場でででで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ててて不承認不承認不承認不承認をすべきをすべきをすべきをすべき。。。。

((((2222)))) 辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地をををを建設建設建設建設すればすればすればすれば、、、、海兵隊基地海兵隊基地海兵隊基地海兵隊基地がががが沖縄沖縄沖縄沖縄にににに半永久的半永久的半永久的半永久的にににに固定化固定化固定化固定化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、、、、
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)))) 沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民はははは安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権のののの圧力圧力圧力圧力とととと恫喝恫喝恫喝恫喝にににに屈屈屈屈しないしないしないしない。。。。知事知事知事知事はははは固定化固定化固定化固定化のののの「「「「言葉言葉言葉言葉がががが出出出出てくることてくることてくることてくること自自自自
体体体体、、、、一種一種一種一種のののの堕落堕落堕落堕落だだだだ」」」」とととと発言発言発言発言しているがしているがしているがしているが、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地をををを固定化固定化固定化固定化させないさせないさせないさせない道道道道はははは、、、、知事知事知事知事がががが埋埋埋埋めめめめ立立立立
てをてをてをてを認認認認めないことでありめないことでありめないことでありめないことであり、「、「、「、「普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの即時閉鎖即時閉鎖即時閉鎖即時閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去」」」」をををを明確明確明確明確にににに主張主張主張主張することではないすることではないすることではないすることではない
かかかか。。。。

((((4444)))) 世界世界世界世界でででで一番北一番北一番北一番北にすむにすむにすむにすむ「「「「北限北限北限北限ののののジュゴンジュゴンジュゴンジュゴン」」」」はははは、、、、辺野古海域辺野古海域辺野古海域辺野古海域をををを含含含含むむむむ北部沿岸北部沿岸北部沿岸北部沿岸にわずかににわずかににわずかににわずかに残残残残るるるる
のみでのみでのみでのみで絶滅絶滅絶滅絶滅のののの危機危機危機危機にににに瀕瀕瀕瀕しているしているしているしている。。。。防衛局防衛局防衛局防衛局のののの補正評価書補正評価書補正評価書補正評価書でででで「「「「ジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンはははは基地建設現場基地建設現場基地建設現場基地建設現場からからからから
遠遠遠遠くくくく離離離離れているのでそれほどのれているのでそれほどのれているのでそれほどのれているのでそれほどの悪影響悪影響悪影響悪影響はないはないはないはない」」」」とされたとされたとされたとされた。。。。昨年補正書作成期間中昨年補正書作成期間中昨年補正書作成期間中昨年補正書作成期間中にににに、、、、埋立埋立埋立埋立
予定海域予定海域予定海域予定海域ににににジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンがががが何度何度何度何度もももも回遊回遊回遊回遊しししし目視目視目視目視されているされているされているされている。。。。ジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンのののの保全措置保全措置保全措置保全措置はははは不可能不可能不可能不可能ではではではでは
ないかないかないかないか。。。。

((((5555)))) 公有水面埋立法第公有水面埋立法第公有水面埋立法第公有水面埋立法第４４４４条条条条はははは、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てがてがてがてが環境保全及環境保全及環境保全及環境保全及びびびび災害防止災害防止災害防止災害防止にににに十分配慮十分配慮十分配慮十分配慮しているかをしているかをしているかをしているかを
客観的客観的客観的客観的、、、、科学的科学的科学的科学的にににに判断判断判断判断されなければならないされなければならないされなければならないされなければならない。。。。防衛局防衛局防衛局防衛局ははははオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの騒音騒音騒音騒音、、、、飛行場飛行場飛行場飛行場のののの要要要要
件件件件、、、、ジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンややややサンゴサンゴサンゴサンゴ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知事意見知事意見知事意見知事意見にににに全全全全くくくく答答答答えていないえていないえていないえていない。。。。環境保全環境保全環境保全環境保全はははは不可能不可能不可能不可能
ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((6666)))) 政府意見政府意見政府意見政府意見はははは、、、、辺野古基地建設後辺野古基地建設後辺野古基地建設後辺野古基地建設後のののの環境保全環境保全環境保全環境保全についてについてについてについて、「、「、「、「米軍米軍米軍米軍とととと十分十分十分十分にににに調整調整調整調整するするするする」、「」、「」、「」、「機会機会機会機会
あるごとにあるごとにあるごとにあるごとに要請要請要請要請するするするする」」」」となっているとなっているとなっているとなっている。。。。オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの安全合意違反安全合意違反安全合意違反安全合意違反、、、、ヘリヘリヘリヘリ墜落墜落墜落墜落でででで基地現場基地現場基地現場基地現場にににに立立立立
ちちちち入入入入れないれないれないれない、、、、基地跡地基地跡地基地跡地基地跡地のののの汚染問題等汚染問題等汚染問題等汚染問題等、、、、これまでもできていないのにこれまでもできていないのにこれまでもできていないのにこれまでもできていないのに解決解決解決解決できるできるできるできる保障保障保障保障はあるはあるはあるはある
のかのかのかのか、、、、見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

2222 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)))) 県立学校県立学校県立学校県立学校のののの特別支援員特別支援員特別支援員特別支援員についてについてについてについて学校学校学校学校からのからのからのからの要請人数要請人数要請人数要請人数とととと配置人数配置人数配置人数配置人数、、、、配置配置配置配置しなかったしなかったしなかったしなかった理由理由理由理由
はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、発達障害発達障害発達障害発達障害をををを含含含含めためためためた障害種障害種障害種障害種にににに応応応応じたじたじたじた丁寧丁寧丁寧丁寧なななな学習支援学習支援学習支援学習支援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、、、、
支援員支援員支援員支援員のののの資格資格資格資格やややや勤務条件勤務条件勤務条件勤務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)))) 年度途中年度途中年度途中年度途中でででで支援員支援員支援員支援員をををを廃止廃止廃止廃止したのがあるかしたのがあるかしたのがあるかしたのがあるか、、、、説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。今年度途中今年度途中今年度途中今年度途中でででで廃止廃止廃止廃止するするするする予定予定予定予定もももも
あるのかあるのかあるのかあるのか、、、、あればそのあればそのあればそのあればその理由理由理由理由。。。。またまたまたまた、、、、生徒生徒生徒生徒やややや家族家族家族家族のののの声声声声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。。。。

((((3333)))) 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ででで、、、、文科省文科省文科省文科省がががが「「「「是正要求是正要求是正要求是正要求」」」」にににに従従従従わないわないわないわない県教委県教委県教委県教委をををを呼呼呼呼びつけてびつけてびつけてびつけて是正要求是正要求是正要求是正要求
指示指示指示指示をしたことはをしたことはをしたことはをしたことは、、、、国家権力国家権力国家権力国家権力のののの不当不当不当不当なななな政治介入政治介入政治介入政治介入であるであるであるである。。。。県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会のののの今後今後今後今後のののの対応対応対応対応につにつにつにつ
いていていていて。。。。

3333 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)))) 県立北部病院県立北部病院県立北部病院県立北部病院のののの医師不足医師不足医師不足医師不足のののの実態実態実態実態をををを問問問問うううう。。。。県民県民県民県民のののの医療医療医療医療をををを守守守守るためにるためにるためにるために医師医師医師医師をををを確保確保確保確保するのはするのはするのはするのは
福祉保健部福祉保健部福祉保健部福祉保健部のののの重要重要重要重要なななな職務職務職務職務とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、深刻深刻深刻深刻なななな北部病院北部病院北部病院北部病院などのなどのなどのなどの医師確保医師確保医師確保医師確保にどのようなにどのようなにどのようなにどのような対策対策対策対策
をしているかをしているかをしているかをしているか。。。。

((((2222)))) 離島苦解消離島苦解消離島苦解消離島苦解消のためにのためにのためにのために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、、、、宮古宮古宮古宮古やややや八重山八重山八重山八重山のがんのがんのがんのがん患者患者患者患者がががが切望切望切望切望しているしているしているしている
放射線治療機放射線治療機放射線治療機放射線治療機をををを宮古病院宮古病院宮古病院宮古病院とととと八重山病院八重山病院八重山病院八重山病院にににに設置設置設置設置してしてしてして、、、、患者患者患者患者やややや家族家族家族家族のののの経済的経済的経済的経済的、、、、精神的負担精神的負担精神的負担精神的負担
のののの軽減軽減軽減軽減をををを図図図図ることることることること。。。。
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((((3333)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは、、、、国内国内国内国内でででで４４４４カカカカ所所所所しかしかしかしか設置設置設置設置されていないされていないされていないされていない重粒子線治療施設重粒子線治療施設重粒子線治療施設重粒子線治療施設のののの導入導入導入導入にににに向向向向けたけたけたけた調査調査調査調査をををを
行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、整備費整備費整備費整備費、、、、運営費運営費運営費運営費、、、、完治完治完治完治までのまでのまでのまでの治療費全治療費全治療費全治療費全てのがんにてのがんにてのがんにてのがんに効果効果効果効果があるのかをがあるのかをがあるのかをがあるのかを問問問問うううう。。。。
これまでのこれまでのこれまでのこれまでの調査費用調査費用調査費用調査費用はどれだけかはどれだけかはどれだけかはどれだけか。。。。宮古病院宮古病院宮古病院宮古病院でででで必要必要必要必要なななな放射線治療機放射線治療機放射線治療機放射線治療機はははは４４４４億円億円億円億円というがというがというがというが何何何何
機分機分機分機分になるかになるかになるかになるか。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄にににに今必要今必要今必要今必要なななな施設施設施設施設かかかか、、、、優先優先優先優先すべきはすべきはすべきはすべきは宮古宮古宮古宮古やややや八重山八重山八重山八重山のののの放射線治療機放射線治療機放射線治療機放射線治療機でででで
はないかはないかはないかはないか。。。。

4444 厚労省厚労省厚労省厚労省はははは、、、、介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度をををを改悪改悪改悪改悪してしてしてして「「「「要支援要支援要支援要支援」」」」のののの認定者認定者認定者認定者をををを保険給付保険給付保険給付保険給付のののの対象外対象外対象外対象外にしようとしてにしようとしてにしようとしてにしようとして
いるいるいるいる。。。。認知症認知症認知症認知症はははは初期段階初期段階初期段階初期段階ででででケアケアケアケアをををを受受受受けることがけることがけることがけることが重症化重症化重症化重症化のののの予防予防予防予防となりとなりとなりとなり、、、、通所通所通所通所やややや訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護をををを受受受受けけけけ
てててて日常生活日常生活日常生活日常生活をををを送送送送っているっているっているっている要支援者要支援者要支援者要支援者をををを保険給付保険給付保険給付保険給付からからからから除外除外除外除外することはすることはすることはすることは、、、、重症化重症化重症化重症化にににに進進進進みみみみ、、、、介護保介護保介護保介護保
険財政険財政険財政険財政のののの圧迫圧迫圧迫圧迫にもつながるものであるにもつながるものであるにもつながるものであるにもつながるものである。。。。県内県内県内県内のののの要支援者要支援者要支援者要支援者はははは何人何人何人何人いるのかいるのかいるのかいるのか。。。。政府政府政府政府にににに対対対対しししし要支要支要支要支
援者援者援者援者へのへのへのへの保険給付保険給付保険給付保険給付のののの継続継続継続継続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。。。。

5555 ひとりひとりひとりひとり暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの高齢者高齢者高齢者高齢者がががが、、、、高齢高齢高齢高齢をををを理由理由理由理由にににに入居入居入居入居できないできないできないできない深刻深刻深刻深刻なななな相談相談相談相談があるがあるがあるがある。。。。高齢者高齢者高齢者高齢者のののの居住確保居住確保居住確保居住確保
のためののためののためののための対策対策対策対策をををを問問問問うううう。。。。またまたまたまた、、、、高齢者住宅財団高齢者住宅財団高齢者住宅財団高齢者住宅財団のののの「「「「高齢者債務保証制度高齢者債務保証制度高齢者債務保証制度高齢者債務保証制度」」」」はいつはいつはいつはいつ利用利用利用利用できるのできるのできるのできるの
かかかか。。。。早急早急早急早急にににに利用利用利用利用できるようにすることについてできるようにすることについてできるようにすることについてできるようにすることについて

6666 オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備問題配備問題配備問題配備問題についてについてについてについて

((((1111)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの強行配備後強行配備後強行配備後強行配備後、、、、県内各地県内各地県内各地県内各地でのでのでのでのヘリモードヘリモードヘリモードヘリモード低空飛行低空飛行低空飛行低空飛行、、、、夜間訓練夜間訓練夜間訓練夜間訓練、、、、爆音被害爆音被害爆音被害爆音被害などなどなどなど
「「「「日米合意日米合意日米合意日米合意」」」」はははは全全全全くくくく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。。。。県県県県のののの調査結果調査結果調査結果調査結果によるによるによるによるオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの飛行飛行飛行飛行・・・・訓練経路訓練経路訓練経路訓練経路でどでどでどでど
のようなのようなのようなのような公共施設公共施設公共施設公共施設がががが何何何何カカカカ所所所所ありありありあり、、、、何人何人何人何人がががが生活生活生活生活をしているのかをしているのかをしているのかをしているのか。。。。

((((2222)))) 米国防総省監査室米国防総省監査室米国防総省監査室米国防総省監査室のののの報告書報告書報告書報告書でででで、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの機体整備機体整備機体整備機体整備やややや関連書類関連書類関連書類関連書類にににに多数多数多数多数ののののミスミスミスミスがありがありがありがあり、、、、
海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊ののののデータデータデータデータはははは「「「「信頼信頼信頼信頼できないできないできないできない」」」」とととと報道報道報道報道されていることへのされていることへのされていることへのされていることへの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 知事知事知事知事はははは、、、、県民県民県民県民のののの命命命命とととと安全安全安全安全をををを脅脅脅脅かすかすかすかす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をををを強強強強くくくく求求求求めるべきめるべきめるべきめるべき。。。。

((((4444)))) 名護市長意見名護市長意見名護市長意見名護市長意見でででで、、、、辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地辺野古新基地ででででオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ24242424機機機機のののの安全安全安全安全・・・・環境保全措置環境保全措置環境保全措置環境保全措置についてについてについてについて、、、、実効実効実効実効
性性性性あるあるあるある措置措置措置措置がががが全全全全くくくく示示示示されていないされていないされていないされていない。。。。低周波音低周波音低周波音低周波音のののの深刻深刻深刻深刻なななな被害被害被害被害にににに対対対対するするするする対策対策対策対策がががが示示示示されていなされていなされていなされていな
いといといといと指摘指摘指摘指摘されているされているされているされている。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

7777 那覇港湾開発事業那覇港湾開発事業那覇港湾開発事業那覇港湾開発事業とととと浦添新軍港問題浦添新軍港問題浦添新軍港問題浦添新軍港問題についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇港管理組合那覇港管理組合那覇港管理組合那覇港管理組合のののの設立当初計画設立当初計画設立当初計画設立当初計画のののの目標年度目標年度目標年度目標年度とととと貨物取扱目標貨物取扱目標貨物取扱目標貨物取扱目標とととと実績実績実績実績、、、、外貿公共外貿公共外貿公共外貿公共コンテナコンテナコンテナコンテナ
貨物貨物貨物貨物のののの目標数目標数目標数目標数とととと実績実績実績実績についてについてについてについて

((((2222)))) ガントリークレーンガントリークレーンガントリークレーンガントリークレーンがががが設置設置設置設置されていないされていないされていないされていない平成平成平成平成９９９９年年年年((((1997199719971997年年年年))))ののののコンテナコンテナコンテナコンテナ貨物取扱数貨物取扱数貨物取扱数貨物取扱数、、、、ガントガントガントガント
リークレーンリークレーンリークレーンリークレーンがががが２２２２基体制基体制基体制基体制になったになったになったになった平成平成平成平成17171717年年年年((((2005200520052005年年年年))))のののの貨物数貨物数貨物数貨物数、、、、及及及及びびびび2012201220122012年年年年のののの貨物数貨物数貨物数貨物数につにつにつにつ
いていていていて

((((3333)))) ガントリークレーンガントリークレーンガントリークレーンガントリークレーン１１１１号基号基号基号基とととと２２２２号基号基号基号基のそれぞれののそれぞれののそれぞれののそれぞれの稼働率及稼働率及稼働率及稼働率及びびびび週当週当週当週当たりとたりとたりとたりと１１１１日当日当日当日当たりたりたりたり稼働時間稼働時間稼働時間稼働時間
はははは何時間何時間何時間何時間かかかか。。。。一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金があるからとがあるからとがあるからとがあるからと１１１１基当基当基当基当たりたりたりたり12121212億円億円億円億円、、、、２２２２基基基基ののののガントリークレーンガントリークレーンガントリークレーンガントリークレーンをををを設置設置設置設置
するのはするのはするのはするのは必要性必要性必要性必要性もももも採算性採算性採算性採算性もないもないもないもない無駄使無駄使無駄使無駄使いではないかいではないかいではないかいではないか。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 浦添西海岸浦添西海岸浦添西海岸浦添西海岸はははは、、、、どのようなどのようなどのようなどのような動植物動植物動植物動植物がががが生息生息生息生息してしてしてして自然環境自然環境自然環境自然環境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。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの世界世界世界世界
自然遺産登録自然遺産登録自然遺産登録自然遺産登録のののの妨妨妨妨げとなるのではないかげとなるのではないかげとなるのではないかげとなるのではないか。。。。

((((5555)))) 浦添新軍港建設浦添新軍港建設浦添新軍港建設浦添新軍港建設のためののためののためののための政府政府政府政府のののの環境環境環境環境アセスアセスアセスアセス予算額予算額予算額予算額とととと完成完成完成完成までのまでのまでのまでの推計予算額及推計予算額及推計予算額及推計予算額及びびびび今後今後今後今後のののの
日程日程日程日程をををを問問問問うううう。。。。知事知事知事知事はははは新基地新基地新基地新基地となるとなるとなるとなる浦添軍港建設浦添軍港建設浦添軍港建設浦添軍港建設をををを認認認認めるのかめるのかめるのかめるのか。。。。

8888 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般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06060606    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

6666 17171717分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　　　　　満満満満（（（（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)))) 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ててて判断判断判断判断のののの選択種選択種選択種選択種でででで承認承認承認承認、、、、不承認以外不承認以外不承認以外不承認以外にににに「「「「保留保留保留保留」」」」発言発言発言発言されているがされているがされているがされているが、、、、そのそのそのその保保保保
留留留留のののの真意真意真意真意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 自民党幹部自民党幹部自民党幹部自民党幹部やややや政府高官政府高官政府高官政府高官のののの相次相次相次相次ぐぐぐぐ「「「「普天間普天間普天間普天間のののの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」」」」発言発言発言発言にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの
見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 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法案法案法案法案にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府によるによるによるによる圧政圧政圧政圧政、、、、基地基地基地基地のののの押押押押しつけをしつけをしつけをしつけを受受受受けけけけ、、、、県民県民県民県民のののの間間間間ではではではでは沖縄独立沖縄独立沖縄独立沖縄独立のののの気運気運気運気運がががが高高高高まっまっまっまっ
ているがているがているがているが、「、「、「、「沖縄独立沖縄独立沖縄独立沖縄独立」」」」にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 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係部関係部関係部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光コンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューローコンベンションビューローについてについてについてについて

ｱｱｱｱ プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション事業事業事業事業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。。。。

ｲｲｲｲ 随意契約随意契約随意契約随意契約によるによるによるによる事業事業事業事業のののの正当性正当性正当性正当性についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県内資本県内資本県内資本県内資本ホテルホテルホテルホテルのののの数数数数とこことこことこことここ10101010年年年年のののの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。。。。

((((3333)))) 地元中小零細観光業社地元中小零細観光業社地元中小零細観光業社地元中小零細観光業社（（（（ホテルホテルホテルホテル・・・・観光卸売観光卸売観光卸売観光卸売・・・・おおおお土産等土産等土産等土産等））））にににに対対対対するするするする支援支援支援支援はどうなっているのはどうなっているのはどうなっているのはどうなっているの
かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 観光観光観光観光オフシーズンオフシーズンオフシーズンオフシーズン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)))) 県内各観光協会県内各観光協会県内各観光協会県内各観光協会へのへのへのへの提携提携提携提携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伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 琉球芸能琉球芸能琉球芸能琉球芸能のののの海外公演海外公演海外公演海外公演ののの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伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 県内民謡協会県内民謡協会県内民謡協会県内民謡協会のののの数数数数とととと今後今後今後今後のののの県県県県のかかわりについてのかかわりについてのかかわりについてのかかわりについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) しまくとぅばしまくとぅばしまくとぅばしまくとぅば普及推進計画普及推進計画普及推進計画普及推進計画のあらましをのあらましをのあらましをのあらましを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 商工労働部関係商工労働部関係商工労働部関係商工労働部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 駐留軍離職者駐留軍離職者駐留軍離職者駐留軍離職者センターセンターセンターセンターのののの県県県県のののの支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県内外県内外県内外県内外のののの泡盛需要泡盛需要泡盛需要泡盛需要のののの推移推移推移推移とこれからのとこれからのとこれからのとこれから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伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) かりゆしかりゆしかりゆしかりゆしウエアウエアウエアウエアのののの需要需要需要需要のののの推移推移推移推移とこれからのとこれからのとこれからのとこれから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伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 65656565歳歳歳歳までまでまでまで雇用雇用雇用雇用のののの県内企業県内企業県内企業県内企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伺伺伺伺うううう。。。。

4444 企画部関係企画部関係企画部関係企画部関係についてについてについてについて

((((1111)))) わったわったわったわったーバスーバスーバスーバス党党党党のののの効果効果効果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。。。。

((((2222)))) 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入にににに当当当当たりたりたりたり各地方自治体各地方自治体各地方自治体各地方自治体、、、、広域圏広域圏広域圏広域圏とのとのとのとの調整調整調整調整はははは順調順調順調順調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うううう。。。。

5555 福祉保健部関係福祉保健部関係福祉保健部関係福祉保健部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 障害者就労支援継続事業障害者就労支援継続事業障害者就労支援継続事業障害者就労支援継続事業のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) がんがんがんがん重粒子線治療施設重粒子線治療施設重粒子線治療施設重粒子線治療施設のののの県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 環境生活部関係環境生活部関係環境生活部関係環境生活部関係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工事現場場工事現場場工事現場場工事現場でででで発見発見発見発見されたされたされたされたドラムドラムドラムドラム缶問題缶問題缶問題缶問題のののの進進進進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 教育委員会関係教育委員会関係教育委員会関係教育委員会関係についてについてについてについて

((((1111)))) 県内小中学校県内小中学校県内小中学校県内小中学校の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活用活用活用活用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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((((2222)))) 学校給食学校給食学校給食学校給食のののの県産品県産品県産品県産品・・・・琉球料理琉球料理琉球料理琉球料理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伺伺伺伺うううう。。。。

8888 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般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06060606    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

7777 17171717分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　ノブノブノブノブ子子子子（（（（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 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についてについてについてについて

((((1111)))) 公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請のののの不承認不承認不承認不承認をををを求求求求めるめるめるめる稲嶺市長稲嶺市長稲嶺市長稲嶺市長のののの意見書意見書意見書意見書はははは、、、、名護市名護市名護市名護市のののの「「「「自然環境破壊自然環境破壊自然環境破壊自然環境破壊」、」、」、」、
「「「「オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ等等等等のののの航空機航空機航空機航空機のののの騒音騒音騒音騒音、、、、低周波音低周波音低周波音低周波音やややや墜落墜落墜落墜落のののの危険性危険性危険性危険性」」」」などなどなどなど、、、、生活環境生活環境生活環境生活環境のののの破壊破壊破壊破壊をををを懸懸懸懸
念念念念するするするする2500250025002500件件件件をををを超超超超えるえるえるえる市民意見市民意見市民意見市民意見がががが反映反映反映反映されたされたされたされた99999999％％％％がががが反対意見反対意見反対意見反対意見であることがであることがであることがであることが示示示示されたされたされたされた。。。。名名名名
護市議会護市議会護市議会護市議会のののの議決議決議決議決でででで提出提出提出提出されたされたされたされた意見書意見書意見書意見書をををを知事知事知事知事はははは尊重尊重尊重尊重しししし、、、、埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請をををを承認承認承認承認すべきではありますべきではありますべきではありますべきではありま
せんせんせんせん。。。。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ますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 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でででで示示示示されたされたされたされた県内県内県内県内のののの海砂採取地区海砂採取地区海砂採取地区海砂採取地区はははは、、、、ジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンがががが餌場餌場餌場餌場としているとしているとしているとしている海草藻海草藻海草藻海草藻
場付近場付近場付近場付近のののの海域海域海域海域もももも含含含含まれまれまれまれ、、、、大量大量大量大量のののの土砂採取土砂採取土砂採取土砂採取がががが絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種でありでありでありであり国国国国のののの天然記念物天然記念物天然記念物天然記念物であるであるであるであるジュジュジュジュ
ゴンゴンゴンゴンのののの生息環境生息環境生息環境生息環境にににに深刻深刻深刻深刻なななな打撃打撃打撃打撃をもたらすことになりますをもたらすことになりますをもたらすことになりますをもたらすことになります。。。。知事知事知事知事はははは、、、、埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請のののの可否可否可否可否についについについについ
てはてはてはては、、、、貴重生物貴重生物貴重生物貴重生物のののの生態系生態系生態系生態系やややや環境面環境面環境面環境面へのへのへのへの影響影響影響影響をををを考考考考えてえてえてえて判断判断判断判断していくとのしていくとのしていくとのしていくとの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示していましていましていましていま
すがすがすがすが、、、、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いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 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でででで県生活環境部県生活環境部県生活環境部県生活環境部はははは、、、、18181818項目項目項目項目48484848件件件件のののの意見書意見書意見書意見書をををを県土木部県土木部県土木部県土木部にににに提出提出提出提出したしたしたした。。。。埋埋埋埋めめめめ
立立立立てによっててによっててによっててによって環境保全措置環境保全措置環境保全措置環境保全措置やややや外来種外来種外来種外来種のののの生態系生態系生態系生態系へのへのへのへの影響影響影響影響、、、、ジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンやややや航空機騒音航空機騒音航空機騒音航空機騒音によるによるによるによる
被害等被害等被害等被害等、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも具体的具体的具体的具体的なななな対策対策対策対策はははは示示示示されずされずされずされず環境環境環境環境へのへのへのへの重大重大重大重大なななな影響影響影響影響はははは避避避避けられないとなってけられないとなってけられないとなってけられないとなって
いますいますいますいます。。。。辺野古辺野古辺野古辺野古・・・・大浦湾大浦湾大浦湾大浦湾のののの海海海海はははは世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録のののの候補地候補地候補地候補地でありでありでありであり、、、、沿岸域沿岸域沿岸域沿岸域はははは県県県県のののの環境保全環境保全環境保全環境保全
指針指針指針指針ででででランクランクランクランク１１１１にににに評価評価評価評価されているされているされているされている地域地域地域地域ですですですです。。。。公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法公有水面埋立法ではではではでは、、、、環境保全環境保全環境保全環境保全やややや災害防止災害防止災害防止災害防止
についてについてについてについて十分十分十分十分なななな配慮配慮配慮配慮がなされていないがなされていないがなされていないがなされていない場合場合場合場合、、、、知事知事知事知事はははは免許免許免許免許をををを与与与与えてはならないとなっていえてはならないとなっていえてはならないとなっていえてはならないとなってい
るるるる。。。。埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請はははは、、、、不承認不承認不承認不承認にすべきですにすべきですにすべきですにすべきです。。。。

2222 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についてについてについてについて

((((1111)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの爆音爆音爆音爆音、、、、低周波音低周波音低周波音低周波音でででで人体人体人体人体、、、、畜産畜産畜産畜産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、、、、県県県県はははは調査調査調査調査をををを実施実施実施実施していましていましていましていま
すかすかすかすか。。。。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いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 伊江島伊江島伊江島伊江島にににに新新新新たなたなたなたなオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの着陸帯着陸帯着陸帯着陸帯をををを増設増設増設増設しているがしているがしているがしているが、、、、実態実態実態実態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。。。。９９９９月月月月・・・・
10101010月月月月のののの訓練回数訓練回数訓練回数訓練回数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。。。。訓練訓練訓練訓練がががが激化激化激化激化しししし、、、、住民生活住民生活住民生活住民生活にににに甚大甚大甚大甚大なななな影響影響影響影響をもたらしてをもたらしてをもたらしてをもたらして
いるいるいるいる飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練のののの中止中止中止中止をををを求求求求めよめよめよめよ。。。。

((((3333)))) 24242424機体制機体制機体制機体制になったになったになったになったオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練がががが「「「「日米安全合意日米安全合意日米安全合意日米安全合意」」」」にににに反反反反するするするする。。。。住民地域上空住民地域上空住民地域上空住民地域上空やややや
夜間訓練夜間訓練夜間訓練夜間訓練のののの激化激化激化激化でででで住民住民住民住民のののの生命生命生命生命やややや安全安全安全安全がががが脅脅脅脅かされているかされているかされているかされている。。。。そのそのそのその実態実態実態実態をををを把握把握把握把握していますかしていますかしていますかしていますか。。。。
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。。。。オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの飛行訓練中止飛行訓練中止飛行訓練中止飛行訓練中止、、、、撤去撤去撤去撤去をををを求求求求めていくべきではないかめていくべきではないかめていくべきではないかめていくべきではないか。。。。

3333 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
　　　　国民国民国民国民のののの目目目目、、、、耳耳耳耳、、、、口口口口をををを塞塞塞塞いでいでいでいで基本的人権基本的人権基本的人権基本的人権をををを踏踏踏踏みにじりみにじりみにじりみにじり、、、、日本日本日本日本をををを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「「「「海外海外海外海外でででで戦争戦争戦争戦争をををを
するするするする国国国国」」」」につくりかえにつくりかえにつくりかえにつくりかえ、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄をををを再再再再びびびび戦争戦争戦争戦争のののの惨禍惨禍惨禍惨禍にににに巻巻巻巻きききき込込込込むむむむ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絶対絶対絶対絶対にににに許許許許すことすことすことすこと
はできませんはできませんはできませんはできません。。。。知事知事知事知事はははは断固反対断固反対断固反対断固反対をををを表明表明表明表明すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

4444 ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉からのからのからのからの即時撤退即時撤退即時撤退即時撤退についてについてについてについて
　　　　安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ交渉交渉交渉交渉でででで米国米国米国米国をををを初初初初めめめめ他他他他のののの参加国参加国参加国参加国からからからから100100100100％％％％のののの関税撤廃関税撤廃関税撤廃関税撤廃をををを迫迫迫迫られられられられ、、、、砂糖砂糖砂糖砂糖をををを
初初初初めめめめ重要重要重要重要５５５５品目品目品目品目のののの検討作業検討作業検討作業検討作業にににに着手着手着手着手していますしていますしていますしています。「。「。「。「守守守守るべきものがるべきものがるべきものがるべきものが守守守守れないれないれないれない」」」」事態事態事態事態がいよいよがいよいよがいよいよがいよいよ
明白明白明白明白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。。。。知事知事知事知事はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ののののサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビをををを初初初初めめめめ地域経済地域経済地域経済地域経済をををを崩壊崩壊崩壊崩壊させさせさせさせ、、、、医療医療医療医療、、、、労働労働労働労働、、、、
公共事業公共事業公共事業公共事業にもにもにもにも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るえるえるえるＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰからのからのからのからの即時撤退即時撤退即時撤退即時撤退をををを要求要求要求要求してしてしてして行動行動行動行動をををを起起起起こしていくべきでこしていくべきでこしていくべきでこしていくべきで
すすすす。。。。

5555 生活保護生活保護生活保護生活保護についてについてについてについて

((((1111)))) 憲法憲法憲法憲法25252525条条条条でででで保障保障保障保障するするするする生存権生存権生存権生存権をををを脅脅脅脅かすかすかすかす生活保護法生活保護法生活保護法生活保護法のののの改悪改悪改悪改悪がががが強行強行強行強行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。。。。貧貧貧貧
困問題困問題困問題困問題がががが深刻化深刻化深刻化深刻化しているしているしているしている中中中中でででで保護保護保護保護をををを申請申請申請申請するするするする権利権利権利権利をををを奪奪奪奪いいいい、「、「、「、「生存権生存権生存権生存権」」」」をもをもをもをも脅脅脅脅かすかすかすかす生活保生活保生活保生活保
護改悪法案護改悪法案護改悪法案護改悪法案のののの撤回撤回撤回撤回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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 生活保護法生活保護法生活保護法生活保護法ではではではでは、、、、親族親族親族親族によるによるによるによる扶養扶養扶養扶養はははは生活保護生活保護生活保護生活保護のののの支給要件支給要件支給要件支給要件になっていませんになっていませんになっていませんになっていません。。。。しかししかししかししかし、、、、保保保保
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護申請護申請護申請護申請のののの窓口窓口窓口窓口ではではではでは扶養義務扶養義務扶養義務扶養義務がががが保護保護保護保護をををを受受受受けるためのけるためのけるためのけるための要件要件要件要件であるとであるとであるとであると誤認誤認誤認誤認させるものになってさせるものになってさせるものになってさせるものになって
いますいますいますいます。。。。そのそのそのその実態実態実態実態をををを掌握掌握掌握掌握していますかしていますかしていますかしていますか。。。。改善改善改善改善をををを図図図図ることについてることについてることについてることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 農業農業農業農業、、、、水産業水産業水産業水産業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 農水産部農水産部農水産部農水産部のののの加工加工加工加工、、、、流通流通流通流通、、、、販売販売販売販売のののの一貫体制一貫体制一貫体制一貫体制をををを確立確立確立確立するするするする６６６６次産業次産業次産業次産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今後今後今後今後ののの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いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 認定件数認定件数認定件数認定件数（（（（ハードハードハードハード・・・・ソフトソフトソフトソフト）。）。）。）。

((((3333)))) 事業開始件数事業開始件数事業開始件数事業開始件数。。。。

((((4444)))) 農家農家農家農家、、、、農水産業生産法人等農水産業生産法人等農水産業生産法人等農水産業生産法人等へのへのへのへの県独自県独自県独自県独自のののの支援支援支援支援をををを実施実施実施実施することすることすることすること。。。。

((((5555)))) ６６６６次産業化次産業化次産業化次産業化をををを支援支援支援支援するするするする県県県県、、、、市町村市町村市町村市町村、、、、農協農協農協農協、、、、漁協漁協漁協漁協、、、、生産者生産者生産者生産者がががが連携連携連携連携できるできるできるできる体制体制体制体制づくりとづくりとづくりとづくりと、、、、加工加工加工加工、、、、
流通拠点施設流通拠点施設流通拠点施設流通拠点施設のののの建設建設建設建設をををを推進推進推進推進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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 島野菜島野菜島野菜島野菜のののの普及促進普及促進普及促進普及促進についてについてについてについて

((((7777)))) 糸満市西区糸満市西区糸満市西区糸満市西区のののの漁具倉庫建設漁具倉庫建設漁具倉庫建設漁具倉庫建設についてについてについてについて

7777 高校高校高校高校、、、、小中学校小中学校小中学校小中学校のののの空調施設整備空調施設整備空調施設整備空調施設整備についてについてについてについて

((((1111)))) 実態調査実態調査実態調査実態調査のののの実施実施実施実施とととと整備計画整備計画整備計画整備計画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)))) 糸満市内糸満市内糸満市内糸満市内のののの小中学校小中学校小中学校小中学校はははは、、、、猛暑猛暑猛暑猛暑にににに加加加加ええええ那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの航空機騒音航空機騒音航空機騒音航空機騒音でででで小中学校小中学校小中学校小中学校のののの教育環境教育環境教育環境教育環境がががが
悪化悪化悪化悪化していますしていますしていますしています。。。。そのそのそのその実態実態実態実態をををを調査調査調査調査していますかしていますかしていますかしていますか。。。。現国土交通省現国土交通省現国土交通省現国土交通省、、、、文科省補助対象文科省補助対象文科省補助対象文科省補助対象のののの空調空調空調空調
設備設備設備設備のののの整備状況整備状況整備状況整備状況はどうなってい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。。。。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のしてのしてのしての整備整備整備整備とととと、、、、今後今後今後今後ののの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いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 亜熱帯気候亜熱帯気候亜熱帯気候亜熱帯気候のののの沖縄沖縄沖縄沖縄でででで、、、、一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを維持費維持費維持費維持費にににに活用活用活用活用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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

8888 公営住宅建設公営住宅建設公営住宅建設公営住宅建設についてについてについてについて

((((1111)))) 全国平均全国平均全国平均全国平均でででで２２２２万戸万戸万戸万戸もももも不足不足不足不足しているしているしているしている公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅のののの増設計画増設計画増設計画増設計画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)))) 老朽化老朽化老朽化老朽化したしたしたした県営団地県営団地県営団地県営団地のののの実態調査実態調査実態調査実態調査とととと建建建建てかえてかえてかえてかえ計画計画計画計画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)))) 県営西崎第一団地県営西崎第一団地県営西崎第一団地県営西崎第一団地はははは、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進みみみみ雨漏雨漏雨漏雨漏りりりり、、、、水漏水漏水漏水漏れれれれ、、、、強風対策強風対策強風対策強風対策にににに不備不備不備不備がががが生生生生じじじじ、、、、生活環生活環生活環生活環
境境境境がががが著著著著しくしくしくしく悪化悪化悪化悪化していますしていますしていますしています。。。。実態実態実態実態をををを調査調査調査調査しししし、、、、改修改修改修改修をををを進進進進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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

9999 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて


