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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26262626年第年第年第年第2222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))))

02020202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 33333333分分分分 新里新里新里新里　　　　米吉米吉米吉米吉（（（（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及政治姿勢及政治姿勢及政治姿勢及びびびび基地基地基地基地、、、、環境問題環境問題環境問題環境問題についてについてについてについて

((((1111)))) 名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙名護市長選挙でででで稲嶺氏稲嶺氏稲嶺氏稲嶺氏がががが前回以上前回以上前回以上前回以上のののの大差大差大差大差でででで再選再選再選再選されたことについてされたことについてされたことについてされたことについて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いいい
たいたいたいたい。。。。

((((2222)))) 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名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古へのへのへのへの移設移設移設移設にににに反対反対反対反対するするするする声明声明声明声明のののの呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ人人人人がががが、、、、オリオリオリオリ
バーバーバーバー・・・・ストーンストーンストーンストーン氏氏氏氏、、、、ノームノームノームノーム・・・・チョムスキーチョムスキーチョムスキーチョムスキー氏氏氏氏、、、、マイケルマイケルマイケルマイケル・・・・ムーアムーアムーアムーア氏氏氏氏をををを初初初初めめめめ100100100100人人人人をををを超超超超ええええ、、、、海外海外海外海外でででで
もももも辺野古反対辺野古反対辺野古反対辺野古反対のののの輪輪輪輪ががが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。「。「。「。「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの人人人人々々々々はははは米国独立宣言米国独立宣言米国独立宣言米国独立宣言がががが糾弾糾弾糾弾糾弾するするするする「「「「権力権力権力権力のののの乱乱乱乱
用用用用やややや強奪強奪強奪強奪」」」」にににに苦苦苦苦しめられしめられしめられしめられ続続続続けているけているけているけている。」。」。」。」とととと述述述述べべべべ、「、「、「、「海海海海にもにもにもにも陸陸陸陸にもにもにもにも基地基地基地基地をををを造造造造らせないらせないらせないらせない」」」」とととと辺野古辺野古辺野古辺野古
反対反対反対反対をををを訴訴訴訴えたえたえたえた稲嶺進市長稲嶺進市長稲嶺進市長稲嶺進市長がががが再選再選再選再選されたされたされたされた19191919日日日日をををを「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄にとってにとってにとってにとって記念記念記念記念すべきすべきすべきすべき勝利勝利勝利勝利のののの日日日日」」」」とととと位位位位
置置置置づけているづけているづけているづけている。。。。海外海外海外海外のののの有識者有識者有識者有識者やややや文化人等賛同者文化人等賛同者文化人等賛同者文化人等賛同者のののの広広広広がりについてがりについてがりについてがりについて知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((3333)))) 稲嶺進氏稲嶺進氏稲嶺進氏稲嶺進氏のののの再選再選再選再選をををを受受受受けけけけ県内市町村長県内市町村長県内市町村長県内市町村長へのへのへのへの緊急緊急緊急緊急アンケートアンケートアンケートアンケートでででで24242424人人人人がががが名護市民名護市民名護市民名護市民のののの意見意見意見意見をををを尊尊尊尊
重重重重しししし辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを断念断念断念断念すべきとすべきとすべきとすべきと回答回答回答回答しししし、、、、市長選市長選市長選市長選のののの結果結果結果結果にににに関係関係関係関係なくなくなくなく進進進進めるべきはめるべきはめるべきはめるべきは２２２２人人人人であであであであ
るるるる。。。。そのそのそのそ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知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) １１１１月月月月22222222日日日日、、、、知事知事知事知事はははは「「「「終日事務調整終日事務調整終日事務調整終日事務調整」」」」としながらとしながらとしながらとしながら東京東京東京東京でででで菅官房長官菅官房長官菅官房長官菅官房長官、、、、石破自民党幹事長石破自民党幹事長石破自民党幹事長石破自民党幹事長とととと
会会会会っていたことがっていたことがっていたことがっていた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。（。（。（。（東京在東京在東京在東京在のののの新聞記者新聞記者新聞記者新聞記者にににに確認確認確認確認））））しかししかししかししかし、、、、知事知事知事知事はははは会会会会ったことったことったことったこと
をををを否定否定否定否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。。。。知事知事知事知事へのへのへのへの不信感不信感不信感不信感がががが増大増大増大増大しているしているしているしている。。。。真相真相真相真相をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 「「「「沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興およびおよびおよびおよび基地負担基地負担基地負担基地負担のののの軽減軽減軽減軽減にににに関関関関するするするする要請要請要請要請についてについてについてについて」」」」のののの記記記記にににに知事公約知事公約知事公約知事公約のののの普天間飛普天間飛普天間飛普天間飛
行場行場行場行場のののの県外移設県外移設県外移設県外移設をををを明記明記明記明記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をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 知事知事知事知事はははは沖縄振興及沖縄振興及沖縄振興及沖縄振興及びびびび基地負担基地負担基地負担基地負担のののの軽減軽減軽減軽減にににに関関関関するするするする要請内容要請内容要請内容要請内容についてについてについてについて閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定をををを求求求求めたかめたかめたかめたか。。。。
閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定がががが実現実現実現実現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についてもについてもについてもについても伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 稲嶺県政時代稲嶺県政時代稲嶺県政時代稲嶺県政時代にににに稲嶺知事稲嶺知事稲嶺知事稲嶺知事がががが強強強強くくくく求求求求めためためためた「「「「15151515年使用期限年使用期限年使用期限年使用期限」」」」がががが最終的最終的最終的最終的にににに日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府のののの計画計画計画計画
からからからから除外除外除外除外されたされたされたされた。。。。過去過去過去過去のののの経験経験経験経験からからからから閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定もせずにもせずにもせずにもせずに「「「「５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止」」」」がががが実現実現実現実現するとするとするとすると
はははは思思思思えないえないえないえない。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 普天間飛行場問題普天間飛行場問題普天間飛行場問題普天間飛行場問題はははは、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府がががが沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの頭越頭越頭越頭越しにしにしにしに合意合意合意合意しししし、、、、進進進進めてきためてきためてきためてきた。。。。知事知事知事知事のののの認認認認
識識識識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((9999)))) 知事知事知事知事はははは12121212月月月月25252525日日日日のののの首相首相首相首相とのとのとのとの会談後会談後会談後会談後にににに「「「「驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき立派立派立派立派なななな内容内容内容内容」「」「」「」「首相首相首相首相のののの気持気持気持気持ちをちをちをちを胸胸胸胸にににに受受受受けけけけ
止止止止めめめめ、、、、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、、、、不承認不承認不承認不承認をををを決決決決めるめるめるめる」」」」などとなどとなどとなどとマスコミマスコミマスコミマスコミにににに語語語語ったとのことだがったとのことだがったとのことだがったとのことだが、、、、そのそのそのその時点時点時点時点
でででで埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認のののの意志意志意志意志をををを固固固固めたのかめたのかめたのかめたのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((10101010))))知事知事知事知事はははは12121212月月月月27272727日日日日ののののマスコミマスコミマスコミマスコミとのとのとのとの質疑質疑質疑質疑でででで「「「「政府政府政府政府がしっかりがしっかりがしっかりがしっかり取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで5555年以内年以内年以内年以内にににに県外移設県外移設県外移設県外移設をををを
しししし、、、、今今今今のののの飛行場飛行場飛行場飛行場をををを運用停止運用停止運用停止運用停止するとするとするとすると総理総理総理総理からからからから確約確約確約確約をををを得得得得ているているているている」」」」とととと述述述述べているべているべているべている。。。。日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府
はははは、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古のののの基地建設基地建設基地建設基地建設はははは9999....5555年年年年としているとしているとしているとしている。。。。５５５５年以内年以内年以内年以内にににに運用停止運用停止運用停止運用停止するのであればするのであればするのであればするのであれば、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古
にににに基地建設基地建設基地建設基地建設するするするする必要必要必要必要はないはないはないはない。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((11111111))))１１１１月月月月30303030日日日日、、、、又吉公室長又吉公室長又吉公室長又吉公室長はははは米国務省日本部長米国務省日本部長米国務省日本部長米国務省日本部長やややや国防総省日本部長国防総省日本部長国防総省日本部長国防総省日本部長とととと会談会談会談会談したがしたがしたがしたが、、、、普天間普天間普天間普天間
飛行場飛行場飛行場飛行場のののの５５５５年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止についてについてについてについて「「「「実行可能実行可能実行可能実行可能ではないではないではないではない」」」」とととと言言言言われたとのわれたとのわれたとのわれたとの報道報道報道報道がされてがされてがされてがされて
いるいるいるいる。。。。またまたまたまた、、、、２２２２月月月月７７７７日岸田外相日岸田外相日岸田外相日岸田外相はははは、、、、ケリーケリーケリーケリー国務長官国務長官国務長官国務長官、、、、ヘーゲルヘーゲルヘーゲルヘーゲル国防長官国防長官国防長官国防長官、、、、ライスライスライスライス大統領補佐大統領補佐大統領補佐大統領補佐
官官官官とととと会談会談会談会談したがしたがしたがしたが５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止についてはについてはについてはについては、、、、米側米側米側米側にににに説明説明説明説明せずせずせずせず日米間協議日米間協議日米間協議日米間協議についてについてについてについて
もももも提案提案提案提案しなかったとのことであるしなかったとのことであるしなかったとのことであるしなかったとのことである。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((12121212))))知事知事知事知事のののの支持率支持率支持率支持率はははは、、、、昨年昨年昨年昨年12121212月中旬月中旬月中旬月中旬まではまではまではまでは60606060％％％％前後前後前後前後のののの高高高高いいいい支持支持支持支持であったがであったがであったがであったが辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認辺野古埋立承認
後後後後24242424％％％％にににに急落急落急落急落したしたしたした。。。。民意民意民意民意はははは県内移設反対県内移設反対県内移設反対県内移設反対をををを示示示示しているとしているとしているとしていると思思思思うううう。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((13131313))))嘉手納弾薬庫地区嘉手納弾薬庫地区嘉手納弾薬庫地区嘉手納弾薬庫地区のののの黙認耕作地立黙認耕作地立黙認耕作地立黙認耕作地立ちちちち退退退退きききき問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、県県県県はははは耕作者耕作者耕作者耕作者のののの話話話話をををを聞聞聞聞いたかいたかいたかいたか。。。。
またまたまたまた、、、、防衛局防衛局防衛局防衛局やややや米軍米軍米軍米軍にににに対対対対しどのようなしどのようなしどのようなしどのような対処対処対処対処をををを考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。
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((((14141414))))米軍米軍米軍米軍ののののＨＨＨＨＨＨＨＨ60606060救難救難救難救難ヘリヘリヘリヘリがががが昨年昨年昨年昨年８８８８月月月月ににににキャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・ハンセンハンセンハンセンハンセン内内内内にににに墜落炎上墜落炎上墜落炎上墜落炎上したしたしたした事故事故事故事故でででで、、、、現場周現場周現場周現場周
辺辺辺辺のののの土壌土壌土壌土壌にににに有害物質有害物質有害物質有害物質がががが含含含含まれていることがまれていることがまれていることがまれている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。。。。県県県県やややや宜野座村宜野座村宜野座村宜野座村がががが現場調査現場調査現場調査現場調査をををを
求求求求めてもめてもめてもめても半年以上半年以上半年以上半年以上もももも実現実現実現実現しなかったことでしなかったことでしなかったことでしなかったことで米軍米軍米軍米軍にににに対対対対するするするする不信感不信感不信感不信感がががが強強強強いいいい。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((15151515))))共同代表共同代表共同代表共同代表、、、、県議会会派代表県議会会派代表県議会会派代表県議会会派代表、、、、全全全全41414141市町村長市町村長市町村長市町村長、、、、議長議長議長議長がががが名前名前名前名前をををを連連連連ねねねね押印押印押印押印しししし、、、、安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相にににに手手手手
渡渡渡渡したしたしたした「「「「建白書建白書建白書建白書」」」」をををを政府政府政府政府がががが来春来春来春来春にににに廃棄廃棄廃棄廃棄するするするする方針方針方針方針であるであるであるである。「。「。「。「住所住所住所住所のののの記載記載記載記載がないがないがないがない」」」」としてとしてとしてとして画一的画一的画一的画一的
なななな取取取取りりりり扱扱扱扱いをしようとしているいをしようとしているいをしようとしているいをしようとしている。。。。照屋寛徳衆議院議員照屋寛徳衆議院議員照屋寛徳衆議院議員照屋寛徳衆議院議員はははは、、、、建白書建白書建白書建白書をををを公文書管理法公文書管理法公文書管理法公文書管理法のののの「「「「歴史歴史歴史歴史
公文書公文書公文書公文書」」」」などとしてなどとしてなどとしてなどとして国立公文書館国立公文書館国立公文書館国立公文書館にににに移管移管移管移管することをすることをすることをすることを求求求求めているめているめているめている。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((16161616))))政府政府政府政府はははは「「「「地元地元地元地元のののの皆皆皆皆さまにさまにさまにさまに丁寧丁寧丁寧丁寧にににに説明説明説明説明しししし理解理解理解理解をををを求求求求めながらめながらめながらめながら進進進進めるめるめるめる」」」」とととと発言発言発言発言しながらしながらしながらしながら名護市長名護市長名護市長名護市長
選選選選のののの２２２２日後日後日後日後にはにはにはには埋立手続埋立手続埋立手続埋立手続をををを始始始始めているめているめているめている。。。。民意民意民意民意にににに反反反反したしたしたした強行姿勢強行姿勢強行姿勢強行姿勢でででで県民県民県民県民、、、、名護市民名護市民名護市民名護市民のののの怒怒怒怒りりりり
とととと反発反発反発反発はははは大大大大きいきいきいきい。。。。政府政府政府政府のののの強引強引強引強引なななな手法手法手法手法についてについてについてについて知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((17171717))))島尻参議院議員島尻参議院議員島尻参議院議員島尻参議院議員のののの「「「「発生発生発生発生しなければしなければしなければしなければ対応対応対応対応しないというふうにもしないというふうにもしないというふうにもしないというふうにも受受受受けけけけ止止止止められるめられるめられるめられる」」」」とかとかとかとか「「「「発生発生発生発生
したらしたらしたらしたら対処対処対処対処というのではというのではというのではというのでは遅遅遅遅いのではないかいのではないかいのではないかいのではないか」」」」とのとのとのとの発言発言発言発言はははは、、、、反対運動反対運動反対運動反対運動をををを事前事前事前事前にににに取取取取りりりり締締締締ることをることをることをることを
国家公安委員長国家公安委員長国家公安委員長国家公安委員長やややや国交相国交相国交相国交相にににに迫迫迫迫っておりっておりっておりっており、、、、法治国家法治国家法治国家法治国家であってはならないことであるであってはならないことであるであってはならないことであるであってはならないことである。。。。戦前戦前戦前戦前のののの
治安維持法治安維持法治安維持法治安維持法をををを提起提起提起提起させるさせるさせるさせる発言発言発言発言とととと思思思思うううう。。。。県警本部長県警本部長県警本部長県警本部長のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((18181818))))島尻氏島尻氏島尻氏島尻氏のののの質問質問質問質問でででで「「「「５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止、、、、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運用停止運用停止運用停止運用停止イコールイコールイコールイコール１１１１日日日日もももも早早早早いこいこいこいこ
のののの辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの移設移設移設移設だとだとだとだと思思思思うううう」」」」とととと発言発言発言発言しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事のののの説明説明説明説明とととと異異異異なるなるなるなる内容内容内容内容とととと思思思思うううう。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見
をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((19191919))))石破幹事長石破幹事長石破幹事長石破幹事長はははは衆議院本会議衆議院本会議衆議院本会議衆議院本会議のののの代表質問代表質問代表質問代表質問でででで「「「「名護市長名護市長名護市長名護市長がががが今後移設今後移設今後移設今後移設をををを阻止阻止阻止阻止するするするする行動行動行動行動をををを取取取取るるるる
としているとしているとしているとしている。。。。しかししかししかししかし、、、、それはそのそれはそのそれはそのそれはその思思思思いといといといと異異異異なりなりなりなり、、、、普天間普天間普天間普天間のののの固定化固定化固定化固定化をもたらすものだをもたらすものだをもたらすものだをもたらすものだ」」」」とととと述述述述べべべべ
たたたた。「。「。「。「一種一種一種一種のののの堕落堕落堕落堕落」（」（」（」（2013201320132013年年年年11111111月月月月１１１１日知事記者会見日知事記者会見日知事記者会見日知事記者会見））））したしたしたした発言発言発言発言とととと思思思思うううう。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

((((20202020))))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場場場におけるにおけるにおけるにおけるドラムドラムドラムドラム缶等遺棄物缶等遺棄物缶等遺棄物缶等遺棄物についてについてについてについて
　　　　昨年昨年昨年昨年７７７７月月月月（（（（第第第第１１１１次調査次調査次調査次調査））））22222222本本本本、、、、今年今年今年今年１１１１月月月月（（（（第第第第２２２２次調査次調査次調査次調査））））61616161本本本本のののの合計合計合計合計83838383本本本本ののののドラムドラムドラムドラム缶発見缶発見缶発見缶発見。。。。昨昨昨昨
年年年年７７７７月月月月のののの沖縄市調査分析沖縄市調査分析沖縄市調査分析沖縄市調査分析によるとによるとによるとによるとドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶のののの付着物付着物付着物付着物よりよりよりよりダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン類類類類をををを検出検出検出検出。「。「。「。「枯葉剤枯葉剤枯葉剤枯葉剤がががが
含含含含まれていたまれていたまれていたまれていた可能性可能性可能性可能性あるあるあるある」」」」とのとのとのとの専門家意見専門家意見専門家意見専門家意見。ＰＣＢ。ＰＣＢ。ＰＣＢ。ＰＣＢややややヒヒヒヒ素素素素もももも検出検出検出検出されておりされておりされておりされており「「「「複合的複合的複合的複合的なななな汚染汚染汚染汚染」」」」
とのとのとのとの調査結果等調査結果等調査結果等調査結果等がががが公表公表公表公表されたされたされたされた。。。。今回発掘今回発掘今回発掘今回発掘ドラムドラムドラムドラム缶数体缶数体缶数体缶数体のののの表面表面表面表面にににに「「「「ダウケミカルダウケミカルダウケミカルダウケミカル社社社社」」」」とととと判断判断判断判断
できるできるできるできる表記表記表記表記をををを確認確認確認確認。。。。ほかにほかにほかにほかに赤字赤字赤字赤字ののののカタカナカタカナカタカナカタカナでででで「「「「57575757％％％％マラチオンマラチオンマラチオンマラチオン」」」」等等等等のののの表記表記表記表記をををを確認確認確認確認しているしているしているしている。。。。

ｱｱｱｱ 今回今回今回今回61616161本本本本のののの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ことについてされたことについてされたことについてされたことについて県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 今後今後今後今後もももも調査調査調査調査がががが継続継続継続継続されるがされるがされるがされるが、、、、水平探査水平探査水平探査水平探査だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく地歴地歴地歴地歴にににに即即即即してしてしてして垂直探査垂直探査垂直探査垂直探査もももも必要必要必要必要とととと思思思思うううう。。。。
県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 当該事業当該事業当該事業当該事業におけるにおけるにおけるにおける工事等工事等工事等工事等のののの損失補償損失補償損失補償損失補償についてについてについてについて県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市はははは、、、、クロスクロスクロスクロス調査調査調査調査をををを実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。調査調査調査調査はははは防衛局防衛局防衛局防衛局だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく当該自治体当該自治体当該自治体当該自治体もももも実施実施実施実施するするするする
ことによりことによりことによりことにより正確正確正確正確でででで精度精度精度精度がががが高高高高くなるくなるくなるくなる。。。。またまたまたまた、、、、住民住民住民住民のののの信頼信頼信頼信頼もももも高高高高まりそのまりそのまりそのまりその後後後後のののの土地利用土地利用土地利用土地利用（（（（施設利施設利施設利施設利
用用用用））））もももも安心安心安心安心してしてしてして使用使用使用使用できるできるできるできる。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、平成平成平成平成24242424年年年年４４４４月以前月以前月以前月以前にににに返還返還返還返還されたされたされたされた跡地跡地跡地跡地についてについてについてについて、、、、
国国国国、、、、県県県県、、、、市町村市町村市町村市町村によるによるによるによる調査組織調査組織調査組織調査組織のののの設置設置設置設置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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。当面当面当面当面、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄
市市市市のののの調査費用調査費用調査費用調査費用をををを政府政府政府政府がががが負担負担負担負担するようするようするようするよう県県県県としてもとしてもとしてもとしても要請要請要請要請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と思思思思うううう。。。。県県県県のののの所見所見所見所見
をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 県県県県はははは基地基地基地基地のののの履歴開示履歴開示履歴開示履歴開示をををを求求求求めたかめたかめたかめたか。。。。米軍米軍米軍米軍のののの回答回答回答回答とととと今後今後今後今後のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((21212121))))県県県県はははは従来従来従来従来、、、、普天間飛行場代替施設建設事業普天間飛行場代替施設建設事業普天間飛行場代替施設建設事業普天間飛行場代替施設建設事業にににに係係係係るるるる環境影響評価等環境影響評価等環境影響評価等環境影響評価等についてについてについてについて環境影響環境影響環境影響環境影響
評価審査会評価審査会評価審査会評価審査会をををを開催開催開催開催しししし意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いてきたいてきたいてきたいてきた。。。。2012201220122012年年年年２２２２月月月月のののの知事意見知事意見知事意見知事意見「「「「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」」」」もももも
専門家専門家専門家専門家のののの審査意見審査意見審査意見審査意見をををを反映反映反映反映していたしていたしていたしていた。。。。今回今回今回今回のののの「「「「適合適合適合適合」」」」とのとのとのとの判断判断判断判断ではではではでは11111111月月月月29292929日以降日以降日以降日以降12121212月月月月26262626日日日日
までまでまでまで環境生活部環境生活部環境生活部環境生活部やややや環境影響審査会等専門家環境影響審査会等専門家環境影響審査会等専門家環境影響審査会等専門家のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞かずにかずにかずにかずに決決決決めためためためた。。。。知事知事知事知事のののの承認承認承認承認にににに
ついてついてついてついて審査会会長審査会会長審査会会長審査会会長のののの宮城氏宮城氏宮城氏宮城氏はははは「「「「知事知事知事知事はははは環境保全環境保全環境保全環境保全はははは二二二二のののの次次次次だとだとだとだと認識認識認識認識しているとしているとしているとしていると受受受受けけけけ止止止止めざめざめざめざ
るをるをるをるを得得得得ないないないない」」」」とととと述述述述べているべているべているべている。。。。専門家専門家専門家専門家のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞かずにかずにかずにかずに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条条条条にににに適合適合適合適合するとするとするとすると
判断判断判断判断したしたしたした理由理由理由理由をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((22222222))))土建部長土建部長土建部長土建部長はははは12121212月月月月23232323日日日日にににに知事知事知事知事へへへへ報告報告報告報告したしたしたした時点時点時点時点ではではではでは審査審査審査審査はははは「「「「了了了了してなかったしてなかったしてなかったしてなかった」」」」とととと証言証言証言証言しししし、、、、
12121212月月月月25252525日日日日にににに審査審査審査審査がががが終了終了終了終了したとしているしたとしているしたとしているしたとしている。。。。１１１１月月月月までまでまでまで審査審査審査審査のののの期限期限期限期限がありがありがありがあり県環境影響評価審査県環境影響評価審査県環境影響評価審査県環境影響評価審査
会会会会のののの専門家専門家専門家専門家のののの意見意見意見意見をををを聞聞聞聞きききき慎重慎重慎重慎重にににに審査審査審査審査するするするする時間時間時間時間もあったのにもあったのにもあったのにもあったのに「「「「適合適合適合適合」」」」をををを急急急急いだいだいだいだ理由理由理由理由はははは何何何何
かかかか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((23232323))))ジュゴンジュゴンジュゴンジュゴンはははは沖縄県及沖縄県及沖縄県及沖縄県及びびびび環境省環境省環境省環境省においてにおいてにおいてにおいて絶滅危惧絶滅危惧絶滅危惧絶滅危惧１１１１ＡＡＡＡ類類類類にににに掲載掲載掲載掲載されているされているされているされている。。。。しかししかししかししかし、、、、ジュゴジュゴジュゴジュゴ
ンンンンのののの生態生態生態生態にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、分布分布分布分布、、、、個体数等個体数等個体数等個体数等にににに関関関関するするするする知見知見知見知見がががが非常非常非常非常にににに乏乏乏乏しいしいしいしい実状実状実状実状にありにありにありにあり、、、、複数年複数年複数年複数年
調査調査調査調査がががが必要必要必要必要とされたのではないかとされたのではないかとされたのではないかとされたのではないか。。。。複数年調査複数年調査複数年調査複数年調査はははは実施実施実施実施されたのかされたのかされたのかされたのか。。。。またまたまたまた、、、、複数年調査複数年調査複数年調査複数年調査のののの
実施年月実施年月実施年月実施年月をををを示示示示していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。

((((24242424))))環境生活部長意見環境生活部長意見環境生活部長意見環境生活部長意見はははは「「「「承認申請書承認申請書承認申請書承認申請書にににに示示示示されたされたされたされた環境保全措置等環境保全措置等環境保全措置等環境保全措置等ではではではでは不明不明不明不明なななな点点点点がありがありがありがあり、、、、事事事事
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業実施区域周辺域業実施区域周辺域業実施区域周辺域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についてのについてのについてのについての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。」。」。」。」
としとしとしとし、、、、不明不明不明不明なななな点点点点をををを示示示示していますしていますしていますしています。。。。しかししかししかししかし、「、「、「、「懸念懸念懸念懸念がががが払拭払拭払拭払拭できないことのみをもってできないことのみをもってできないことのみをもってできないことのみをもって不適合不適合不適合不適合とはとはとはとは
できないできないできないできない」」」」とのとのとのとの土建部長土建部長土建部長土建部長やややや知事証言知事証言知事証言知事証言はははは理由理由理由理由がががが不明不明不明不明ですですですです。。。。根拠根拠根拠根拠をををを示示示示していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。

((((25252525))))喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題であるであるであるである普天間普天間普天間普天間のののの危険性危険性危険性危険性のののの除去除去除去除去をををを動機動機動機動機とするとするとするとする辺野古辺野古辺野古辺野古のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てについててについててについててについて、、、、
11111111月月月月12121212日日日日のののの審査状況中間報告審査状況中間報告審査状況中間報告審査状況中間報告ではではではでは、「、「、「、「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をををを実現実現実現実現することはすることはすることはすることは
事実上不可能事実上不可能事実上不可能事実上不可能」「」「」「」「日本国内日本国内日本国内日本国内のののの他他他他のののの地域地域地域地域へのへのへのへの移設移設移設移設がががが合理的合理的合理的合理的かつかつかつかつ早期早期早期早期にににに課題課題課題課題をををを解決解決解決解決できるできるできるできる」」」」
とのとのとのとの県県県県のののの主張主張主張主張がががが、、、、最終審査結果最終審査結果最終審査結果最終審査結果においてにおいてにおいてにおいて「「「「埋立埋立埋立埋立のののの動機動機動機動機となったとなったとなったとなった土地利用土地利用土地利用土地利用がががが埋立埋立埋立埋立によらなによらなによらなによらな
ければければければければ充足充足充足充足されないされないされないされない」」」」ことについてことについてことについてことについて合理性合理性合理性合理性があるとがあるとがあるとがあると認認認認められるとめられるとめられるとめられると、、、、中間報告中間報告中間報告中間報告でででで示示示示したしたしたした県県県県のののの
主張主張主張主張とととと180180180180度異度異度異度異なるなるなるなる審査結果審査結果審査結果審査結果となったとなったとなったとなった理由理由理由理由をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 教育関連教育関連教育関連教育関連についてについてについてについて

((((1111)))) 文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省はははは、、、、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についてについてについてについて、、、、採択地採択地採択地採択地のののの分割分割分割分割をををを否定否定否定否定しししし竹富町竹富町竹富町竹富町にににに直接是正直接是正直接是正直接是正
要求要求要求要求のののの強権姿勢強権姿勢強権姿勢強権姿勢をををを示示示示しているしているしているしている。。。。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所見所見所見所見とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省のののの2013201320132013年度全国体力年度全国体力年度全国体力年度全国体力・・・・運動能力運動能力運動能力運動能力、、、、運動習慣等調査運動習慣等調査運動習慣等調査運動習慣等調査のののの結果結果結果結果でででで体育体育体育体育のののの授業以授業以授業以授業以
外外外外でででで運動運動運動運動をををを全全全全くしていないくしていないくしていないくしていない割合割合割合割合がががが全国全国全国全国でででで最最最最もももも高高高高いとのいとのいとのいとの結果結果結果結果になっているになっているになっているになっている。。。。原因原因原因原因をどのようをどのようをどのようをどのよう
ににに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。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後のののの対策対策対策対策やややや取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 那覇市那覇市那覇市那覇市ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ連合会連合会連合会連合会のののの2013201320132013年年年年11111111月月月月のののの子連子連子連子連れれれれ居酒屋実態居酒屋実態居酒屋実態居酒屋実態アンケートアンケートアンケートアンケートによるとによるとによるとによると、「、「、「、「居酒屋居酒屋居酒屋居酒屋にににに何何何何
時時時時までいたかまでいたかまでいたかまでいたか」」」」についてについてについてについて11111111時時時時がががが小学生小学生小学生小学生16161616....6666％、％、％、％、中学生中学生中学生中学生15151515....0000％、％、％、％、12121212時以降時以降時以降時以降がががが8888....5555％％％％とととと8888....9999％％％％とととと
なっているなっているなっているなっている。。。。このこのこのこ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所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 沖縄尚学高校地域研究部沖縄尚学高校地域研究部沖縄尚学高校地域研究部沖縄尚学高校地域研究部はははは、、、、沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの傷病兵看護傷病兵看護傷病兵看護傷病兵看護にににに動員動員動員動員されたされたされたされた白梅学徒隊白梅学徒隊白梅学徒隊白梅学徒隊のののの歴史歴史歴史歴史をををを
後世後世後世後世にににに伝伝伝伝えるえるえるえる活動活動活動活動をををを2004200420042004年以来続年以来続年以来続年以来続けけけけ、、、、年年年年２２２２回回回回のののの戦跡巡戦跡巡戦跡巡戦跡巡りをりをりをりを実施実施実施実施しししし今年今年今年今年10101010年目年目年目年目とのことでとのことでとのことでとのことで
あるあるあるある。。。。高校生高校生高校生高校生のののの活動活動活動活動がががが10101010年間継承年間継承年間継承年間継承されていることについてされていることについてされていることについてされていることについて県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 具志川商業高校具志川商業高校具志川商業高校具志川商業高校でででで昨年昨年昨年昨年12121212月開月開月開月開いたいたいたいた「「「「具商具商具商具商デパートデパートデパートデパート」」」」のののの売上高売上高売上高売上高がががが過去最高過去最高過去最高過去最高のののの536536536536万万万万352352352352円円円円
にににに達達達達しししし、、、、仕入仕入仕入仕入れれれれ業者業者業者業者もももも最多最多最多最多42424242社社社社、、、、２２２２日間日間日間日間のののの来場者来場者来場者来場者はははは8048804880488048人人人人だったとのことであるだったとのことであるだったとのことであるだったとのことである。。。。全校生全校生全校生全校生
徒徒徒徒でででで模擬模擬模擬模擬デパートデパートデパートデパートをををを経営経営経営経営するするするする取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは1994199419941994年年年年からでからでからでからで20202020回目回目回目回目。。。。実践実践実践実践をををを通通通通してしてしてして宣伝宣伝宣伝宣伝やややや商品商品商品商品
管理管理管理管理、、、、販売販売販売販売、、、、経理経理経理経理、、、、会場設営会場設営会場設営会場設営、、、、接客接客接客接客、、、、イベントイベントイベントイベント開催開催開催開催などになどになどになどに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。具商具商具商具商デパートデパートデパートデパートにににに
ついてついてついてついて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所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 南城市南城市南城市南城市ののののサキタリサキタリサキタリサキタリ洞遺跡洞遺跡洞遺跡洞遺跡からからからから貝製貝製貝製貝製のののの道具道具道具道具やややや装飾品装飾品装飾品装飾品、、、、人骨人骨人骨人骨などがなどがなどがなどが出土出土出土出土したしたしたした。。。。国内最古国内最古国内最古国内最古となとなとなとな
るるるる２２２２万万万万3000300030003000からからからから２２２２万年前万年前万年前万年前（（（（後期旧石器時代後期旧石器時代後期旧石器時代後期旧石器時代））））のものとのものとのものとのものと判明判明判明判明。。。。国内国内国内国内ではではではでは旧石器時代旧石器時代旧石器時代旧石器時代のののの遺跡遺跡遺跡遺跡かかかか
らららら貝製品貝製品貝製品貝製品がががが見見見見つかるのはつかるのはつかるのはつかるのは初初初初めてのことであるめてのことであるめてのことであるめてのことである。。。。発見発見発見発見のののの意義意義意義意義とととと成果成果成果成果をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 柔道柔道柔道柔道ののののグランドスラムグランドスラムグランドスラムグランドスラム・・・・パリパリパリパリ大会大会大会大会においてにおいてにおいてにおいて、、、、県出身県出身県出身県出身のののの七戸龍選手七戸龍選手七戸龍選手七戸龍選手がががが優勝優勝優勝優勝したしたしたした。。。。オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック
をををを含含含含めめめめ今後今後今後今後のののの国際大会国際大会国際大会国際大会でのでのでのでの活躍活躍活躍活躍がががが期待期待期待期待されるされるされるされる。。。。県県県県のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 第第第第86868686回選抜高校野球大会回選抜高校野球大会回選抜高校野球大会回選抜高校野球大会のののの出場出場出場出場32323232校校校校のののの中中中中にににに沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県からからからから沖縄尚学沖縄尚学沖縄尚学沖縄尚学とととと美里工業美里工業美里工業美里工業のののの出場出場出場出場がががが
決決決決まったまったまったまった。。。。２２２２校選出校選出校選出校選出はははは４４４４年年年年ぶりぶりぶりぶり２２２２度目度目度目度目であるであるであるである。。。。県教育長県教育長県教育長県教育長のののの両両両両チームチームチームチームへのへのへのへの激励激励激励激励をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成26262626年第年第年第年第2222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))))

02020202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 30303030分分分分 照屋照屋照屋照屋　　　　大河大河大河大河（（（（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ついてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県情報公開条例沖縄県情報公開条例沖縄県情報公開条例沖縄県情報公開条例はははは、、、、第第第第１１１１条条条条のののの目的目的目的目的においてにおいてにおいてにおいて県民県民県民県民のののの知知知知るるるる権利権利権利権利のののの尊重尊重尊重尊重をををを通通通通してしてしてして、、、、県政県政県政県政
にににに対対対対するするするする県民県民県民県民のののの理解理解理解理解とととと信頼信頼信頼信頼をををを深深深深めめめめ、、、、公正公正公正公正でででで開開開開かれたかれたかれたかれた県政県政県政県政のののの推進推進推進推進にににに資資資資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。。。。
　　　　しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、百条委員会百条委員会百条委員会百条委員会のののの調査調査調査調査によってによってによってによって明明明明らかになったことはらかになったことはらかになったことはらかになったことは、、、、辺野古沿岸域辺野古沿岸域辺野古沿岸域辺野古沿岸域のののの埋埋埋埋めめめめ
立立立立てというてというてというてという県政県政県政県政のののの最最最最もももも重要重要重要重要なななな行政課題行政課題行政課題行政課題についてについてについてについて、、、、埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認にににに至至至至るるるる意思決定過程意思決定過程意思決定過程意思決定過程をををを明明明明らからからからか
にするにするにするにする県庁内県庁内県庁内県庁内のののの調整記録調整記録調整記録調整記録がががが沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県にににに一切存在一切存在一切存在一切存在しないというしないというしないというしないという異常事態異常事態異常事態異常事態であるであるであるである。。。。このことはこのことはこのことはこのことは、、、、
情報公開条例第情報公開条例第情報公開条例第情報公開条例第１１１１条条条条のののの「「「「県政県政県政県政のののの諸活動諸活動諸活動諸活動をををを県民県民県民県民にににに説明説明説明説明するするするする責務責務責務責務がががが全全全全うされるようにすることうされるようにすることうされるようにすることうされるようにすること
がががが重要重要重要重要」」」」とのとのとのとの規定規定規定規定にににに違背違背違背違背するばかりでなくするばかりでなくするばかりでなくするばかりでなく、、、、県民県民県民県民のののの知知知知るるるる権利権利権利権利のののの重大重大重大重大なななな侵害侵害侵害侵害であるとであるとであるとであると同時同時同時同時にににに
県民県民県民県民のののの行政参加行政参加行政参加行政参加のののの否定否定否定否定とととと言言言言わざるをわざるをわざるをわざるを得得得得ないないないない。。。。知事自身知事自身知事自身知事自身のののの県外移設県外移設県外移設県外移設のののの公約公約公約公約ともともともとも、、、、環境専門環境専門環境専門環境専門
家家家家のののの科学的知見科学的知見科学的知見科学的知見ともともともとも、、、、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意見意見意見意見ともともともとも、、、、そしてそしてそしてそして圧倒的多数圧倒的多数圧倒的多数圧倒的多数のののの県民県民県民県民のののの思思思思いともいともいともいとも
180180180180度異度異度異度異なるなるなるなる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のてのてのての承認承認承認承認がががが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような意思決定過程意思決定過程意思決定過程意思決定過程をををを経経経経てててて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような理由理由理由理由
でででで行行行行われたのかわれたのかわれたのかわれたのか、、、、知事知事知事知事みずからのみずからのみずからのみずからの言葉言葉言葉言葉でででで語語語語りりりり、、、、調整記録調整記録調整記録調整記録をををを開示開示開示開示しししし、、、、もってもってもってもって県政県政県政県政にににに対対対対するするするする
理解理解理解理解とととと信頼信頼信頼信頼をををを深深深深めるようめるようめるようめるよう努努努努めることはめることはめることはめることは、、、、知事知事知事知事にににに課課課課せられたもっともせられたもっともせられたもっともせられたもっとも基本的基本的基本的基本的かつかつかつかつ重要重要重要重要なななな責務責務責務責務
であるであるであるである。。。。承認承認承認承認にににに至至至至るるるる経緯経緯経緯経緯をををを明明明明らかにするらかにするらかにするらかにする責任責任責任責任をどうをどうをどうを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。。。。記録記録記録記録のののの開示開示開示開示をををを求求求求めめめめ
るるるる。。。。

((((2222)))) 解釈改憲解釈改憲解釈改憲解釈改憲についてについてについてについて
　　　　安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相はははは、、、、去去去去るるるる２２２２月月月月12121212日日日日のののの衆議院予算委員会衆議院予算委員会衆議院予算委員会衆議院予算委員会でででで「（「（「（「（憲法解釈憲法解釈憲法解釈憲法解釈のののの））））最高責任者最高責任者最高責任者最高責任者はははは私私私私だだだだ。。。。
政府答弁政府答弁政府答弁政府答弁にににに私私私私がががが責任責任責任責任をもってをもってをもってをもって、、、、そのそのそのその上上上上でででで私私私私たちはたちはたちはたちは選挙選挙選挙選挙でででで国民国民国民国民のののの審判審判審判審判をををを受受受受けるけるけるける。。。。審判審判審判審判をををを受受受受
けるのはけるのはけるのはけるのは、、、、内閣法制局長官内閣法制局長官内閣法制局長官内閣法制局長官ではないではないではないではない。。。。私私私私だだだだ」」」」とととと述述述述べたべたべたべた。。。。選挙選挙選挙選挙でででで勝勝勝勝てばてばてばてば、、、、みずからのみずからのみずからのみずからの判断判断判断判断でででで
憲法解釈憲法解釈憲法解釈憲法解釈をををを変更変更変更変更できるできるできるできる、、、、とするとするとするとする安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相のののの考考考考えはえはえはえは、、、、とてもとてもとてもとても乱暴乱暴乱暴乱暴でででで、、、、国民国民国民国民のののの自由自由自由自由やややや権利権利権利権利をををを守守守守
るためにるためにるためにるために政府政府政府政府をををを縛縛縛縛るるるる規範規範規範規範であるであるであるである「「「「立憲主義立憲主義立憲主義立憲主義」」」」のののの理念理念理念理念をををを否定否定否定否定するものだがするものだがするものだがするものだが、、、、知事知事知事知事のののの受受受受けとめけとめけとめけとめ
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰについてについてについてについて
　　　　環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定環太平洋連携協定（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）（ＴＰＰ）交渉交渉交渉交渉をめぐりをめぐりをめぐりをめぐり、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府がががが「「「「聖域聖域聖域聖域」」」」にににに掲掲掲掲げるげるげるげる農産物農産物農産物農産物のののの重要重要重要重要５５５５
品目品目品目品目のうちのうちのうちのうち、、、、牛牛牛牛・・・・豚肉豚肉豚肉豚肉のののの関税引関税引関税引関税引きききき下下下下げなどのげなどのげなどのげなどの譲歩案譲歩案譲歩案譲歩案をををを検討検討検討検討していることがしていることがしていることがしている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。。。。
牛肉牛肉牛肉牛肉はははは「「「「相手国相手国相手国相手国にににに有利有利有利有利なななな輸入枠輸入枠輸入枠輸入枠をををを日本日本日本日本がががが設設設設けけけけ、、、、枠内枠内枠内枠内にににに限限限限りりりり通常通常通常通常38383838....5555％％％％のののの関税関税関税関税をををを大幅大幅大幅大幅にににに
下下下下げるげるげるげる」、」、」、」、豚肉豚肉豚肉豚肉はははは「「「「低価格帯低価格帯低価格帯低価格帯のののの輸入輸入輸入輸入がががが増増増増えるようえるようえるようえるよう関税関税関税関税のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを改改改改めるめるめるめる」」」」方向方向方向方向でででで交渉交渉交渉交渉されされされされ
ているようだがているようだがているようだがているようだが、、、、係係係係るるるる関税引関税引関税引関税引きききき下下下下げがげがげがげが妥結妥結妥結妥結されたされたされたされた場合場合場合場合のののの県経済県経済県経済県経済へのへのへのへの影響影響影響影響についてどのようについてどのようについてどのようについてどのよう
ににに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、、、、明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 高江高江高江高江ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設問題建設問題建設問題建設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 完成完成完成完成したしたしたしたヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッドはははは何何何何カカカカ所所所所かかかか。。。。すでにすでにすでにすでに米側米側米側米側にににに提供提供提供提供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、、、、建設及建設及建設及建設及びびびび運用状況運用状況運用状況運用状況
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局はははは工期延長工期延長工期延長工期延長しししし、、、、３３３３月月月月までまでまでまで工事工事工事工事をををを続続続続けるようだけるようだけるようだけるようだ。。。。３３３３月月月月からからからから６６６６月月月月ははははノグチゲラノグチゲラノグチゲラノグチゲラのののの営営営営
巣期間巣期間巣期間巣期間であるであるであるである、、、、我我我我がががが会派会派会派会派はははは重機重機重機重機のののの使用使用使用使用のののの有無有無有無有無にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、工事工事工事工事はははは一切認一切認一切認一切認めるべきでめるべきでめるべきでめるべきで
はないとのはないとのはないとのはないとの立場立場立場立場だがだがだがだが、、、、環境保護環境保護環境保護環境保護のののの観点観点観点観点からからからから県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 建設工事建設工事建設工事建設工事をめぐりをめぐりをめぐりをめぐり、、、、採石採石採石採石やややや建築資材建築資材建築資材建築資材をををを積積積積んだんだんだんだ工事車両工事車両工事車両工事車両がががが高江集落内高江集落内高江集落内高江集落内のののの生活道路生活道路生活道路生活道路をををを通通通通
行行行行することはすることはすることはすることは危険極危険極危険極危険極まりなくまりなくまりなくまりなく、、、、１１１１台台台台たりともたりともたりともたりとも許許許許されないされないされないされない。。。。生活環境保護生活環境保護生活環境保護生活環境保護のののの観点観点観点観点からからからから県県県県のののの見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ Ｎ－Ｎ－Ｎ－Ｎ－１１１１地区地区地区地区にににに続続続続くくくく旧林道整備工事旧林道整備工事旧林道整備工事旧林道整備工事はははは、、、、県赤土等流出防止条例県赤土等流出防止条例県赤土等流出防止条例県赤土等流出防止条例のののの対象対象対象対象かかかか。。。。そのそのそのその場合場合場合場合、、、、県県県県
条例条例条例条例のののの手続手続手続手続をををを踏踏踏踏まないまないまないまない限限限限りりりり、、、、沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局はははは工事着工工事着工工事着工工事着工できないとできないとできないとできないと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺
うううう。。。。
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ｵｵｵｵ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの運用運用運用運用をををを前提前提前提前提としたとしたとしたとした再度再度再度再度のののの環境環境環境環境アセスアセスアセスアセスのののの必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて、、、、県県県県としてとしてとしてとして沖縄防衛沖縄防衛沖縄防衛沖縄防衛
局局局局にににに申申申申しししし入入入入れをれをれをれを行行行行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。。。。過去過去過去過去２２２２度度度度、、、、防衛局防衛局防衛局防衛局はははは再再再再アセスアセスアセスアセス実施実施実施実施をををを拒否拒否拒否拒否していることしていることしていることしていること
からからからから、、、、よりよりよりより踏踏踏踏みみみみ込込込込んだんだんだんだ要求要求要求要求をををを行行行行うべきだとうべきだとうべきだとうべきだと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米軍機米軍機米軍機米軍機によるによるによるによる爆音爆音爆音爆音についてについてについてについて
　　　　去去去去るるるる１１１１月月月月14141414日以降日以降日以降日以降、、、、嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地ににににＦＦＦＦ22222222、、、、12121212機機機機がががが暫定配備暫定配備暫定配備暫定配備されているされているされているされている。。。。2007200720072007年以降年以降年以降年以降、、、、今回今回今回今回
でででで８８８８度目度目度目度目であるであるであるである。。。。暫定配備暫定配備暫定配備暫定配備とはとはとはとは名名名名ばかりでばかりでばかりでばかりで、、、、昨年昨年昨年昨年はははは９９９９カカカカ月月月月のののの常駐状態常駐状態常駐状態常駐状態にあったにあったにあったにあった。。。。

ｱｱｱｱ 嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地におけるにおけるにおけるにおける現在現在現在現在のののの外来機外来機外来機外来機のののの駐留機種駐留機種駐留機種駐留機種、、、、及及及及びびびび機数機数機数機数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 周辺住民周辺住民周辺住民周辺住民のののの受忍限度受忍限度受忍限度受忍限度をはるかにをはるかにをはるかにをはるかに超超超超えているえているえているえている。。。。県県県県としてとしてとしてとして暫定配備暫定配備暫定配備暫定配備12121212機機機機のののの即時撤退即時撤退即時撤退即時撤退をををを求求求求めめめめ
ていくべきだていくべきだていくべきだていくべきだ。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 昨年昨年昨年昨年５５５５月月月月ののののＦＦＦＦ15151515墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故についてについてについてについて、、、、米側米側米側米側はははは「「「「操縦系統操縦系統操縦系統操縦系統システムシステムシステムシステムのののの機能不全機能不全機能不全機能不全」」」」とととと結論付結論付結論付結論付けけけけ
るるるる調査報告書調査報告書調査報告書調査報告書をををを公表公表公表公表したしたしたした。。。。県県県県はははは報告書報告書報告書報告書のののの原因分析原因分析原因分析原因分析とととと対策対策対策対策がががが十分十分十分十分とととと考考考考えるかえるかえるかえるか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((3333)))) 与那国町与那国町与那国町与那国町へのへのへのへの陸上自衛隊配備陸上自衛隊配備陸上自衛隊配備陸上自衛隊配備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 配備配備配備配備がががが計画計画計画計画されているされているされているされている与那国町与那国町与那国町与那国町のののの町有地町有地町有地町有地についてについてについてについて、、、、沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局とととと現在現在現在現在のののの使用者使用者使用者使用者であるであるであるである
農業生産法人南牧場農業生産法人南牧場農業生産法人南牧場農業生産法人南牧場とのとのとのとの間間間間でででで、、、、補償交渉補償交渉補償交渉補償交渉がががが難航難航難航難航しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、詳細詳細詳細詳細なななな状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 南牧場南牧場南牧場南牧場とととと与那国町与那国町与那国町与那国町とのとのとのとの使用契約使用契約使用契約使用契約のののの解除前解除前解除前解除前にににに、、、、防衛省防衛省防衛省防衛省とととと町町町町がががが賃貸契約賃貸契約賃貸契約賃貸契約をををを交交交交わすことはわすことはわすことはわすことは法法法法
的的的的にににに可能可能可能可能かかかか。。。。根拠条文根拠条文根拠条文根拠条文をををを示示示示したしたしたした上上上上でででで県県県県のののの見解見解見解見解をををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

3333 農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 日台漁業取日台漁業取日台漁業取日台漁業取りりりり決決決決めについてめについてめについてめについて

ｱｱｱｱ 昨年昨年昨年昨年５５５５月月月月のののの取取取取りりりり決決決決めめめめ発効発効発効発効からからからから約約約約10101010カカカカ月月月月がががが経過経過経過経過したがしたがしたがしたが、、、、漁獲高漁獲高漁獲高漁獲高のののの増減増減増減増減、、、、漁具被害漁具被害漁具被害漁具被害のののの状況状況状況状況
等等等等、、、、取取取取りりりり決決決決めめめめ締結締結締結締結によるによるによるによる漁業者漁業者漁業者漁業者へのへのへのへの影響影響影響影響をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 去去去去るるるる１１１１月月月月24242424日日日日、、、、日台漁業取日台漁業取日台漁業取日台漁業取りりりり決決決決めにめにめにめに基基基基づくづくづくづく政府政府政府政府レベルレベルレベルレベルのののの漁業委員会漁業委員会漁業委員会漁業委員会でででで操業操業操業操業ルールルールルールルールのののの一一一一
部部部部がががが合意合意合意合意されたされたされたされた。。。。台湾側台湾側台湾側台湾側にににに大幅大幅大幅大幅にににに譲歩譲歩譲歩譲歩、、、、妥協妥協妥協妥協したしたしたした内容内容内容内容にににに見見見見えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの評価評価評価評価をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 日台漁業取日台漁業取日台漁業取日台漁業取りりりり決決決決めのめのめのめの影響緩和影響緩和影響緩和影響緩和のためののためののためののための基金基金基金基金100100100100億円億円億円億円はどのようにはどのようにはどのようにはどのように活用活用活用活用するするするする予定予定予定予定かかかか、、、、説説説説
明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

ｴｴｴｴ 昨年昨年昨年昨年12121212月月月月19191919日日日日にににに採択採択採択採択されたされたされたされた「「「「日台漁業取日台漁業取日台漁業取日台漁業取りりりり決決決決めめめめ及及及及びびびび日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定にににに関関関関するするするする意見書意見書意見書意見書」」」」のののの
要請事項要請事項要請事項要請事項についてについてについてについて、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 子豚子豚子豚子豚がががが感染感染感染感染するとするとするとすると高高高高いいいい確率確率確率確率でででで死死死死ぬぬぬぬ伝染病伝染病伝染病伝染病「「「「豚流行性下痢豚流行性下痢豚流行性下痢豚流行性下痢（ＰＥＤ）」（ＰＥＤ）」（ＰＥＤ）」（ＰＥＤ）」がががが本島中南部本島中南部本島中南部本島中南部でででで確認確認確認確認
されたされたされたされた。。。。県内養豚業県内養豚業県内養豚業県内養豚業へのへのへのへの被害被害被害被害をををを最小限最小限最小限最小限にするためにもにするためにもにするためにもにするためにも、、、、感染防止策感染防止策感染防止策感染防止策がががが急務急務急務急務だがだがだがだが、、、、現在現在現在現在まままま
でのでのでのでの感染頭数感染頭数感染頭数感染頭数とととと対策状況対策状況対策状況対策状況などなどなどなど県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 観光観光観光観光リゾートリゾートリゾートリゾート産業産業産業産業についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成33333333年度年度年度年度までのまでのまでのまでの入域観光客数入域観光客数入域観光客数入域観光客数1000100010001000万人実現万人実現万人実現万人実現をををを目標目標目標目標にににに掲掲掲掲げているがげているがげているがげているが、、、、カジノカジノカジノカジノをををを含含含含むむむむ統統統統
合合合合リゾートリゾートリゾートリゾート導入導入導入導入によるによるによるによる集客集客集客集客もももも含含含含まれたまれたまれたまれた数字数字数字数字かかかか。。。。

((((2222)))) 国家戦略特区国家戦略特区国家戦略特区国家戦略特区のののの全国公募全国公募全国公募全国公募にににに応募応募応募応募しししし、、、、①①①①世界水準世界水準世界水準世界水準のののの観光観光観光観光リゾートリゾートリゾートリゾート地形成地形成地形成地形成、、、、②②②②沖縄科学技沖縄科学技沖縄科学技沖縄科学技
術大学院大学術大学院大学術大学院大学術大学院大学リーディングイノベーションリーディングイノベーションリーディングイノベーションリーディングイノベーション、、、、③③③③沖縄統合沖縄統合沖縄統合沖縄統合リゾートリゾートリゾートリゾート導入導入導入導入、、、、のののの３３３３プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトをををを求求求求
めているめているめているめている。。。。３３３３月月月月にににに対象地域対象地域対象地域対象地域がががが決決決決まるがまるがまるがまるが、、、、採用採用採用採用されそうかされそうかされそうかされそうか。。。。

((((3333)))) 昨年昨年昨年昨年12121212月月月月17171717日日日日のののの沖縄政策協議会沖縄政策協議会沖縄政策協議会沖縄政策協議会でででで提出提出提出提出したしたしたした要請書要請書要請書要請書のののの中中中中にににに「「「「特定複合観光施設区域特定複合観光施設区域特定複合観光施設区域特定複合観光施設区域のののの
整備整備整備整備のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする法律案法律案法律案法律案のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ候補地域候補地域候補地域候補地域としてとしてとしてとして検討検討検討検討」」」」とあるとあるとあるとある。。。。またまたまたまた、、、、知事知事知事知事はははは、、、、
同同同同25252525日日日日のののの沖縄政策協議会沖縄政策協議会沖縄政策協議会沖縄政策協議会でででで安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相にににに対対対対しししし「ＩＲ「ＩＲ「ＩＲ「ＩＲにつきましてもひとつまたにつきましてもひとつまたにつきましてもひとつまたにつきましてもひとつまた、、、、候補地候補地候補地候補地のひのひのひのひ
とつとしてとつとしてとつとしてとつとして・・・・・・・・いただければこんなうれしいことはありませんいただければこんなうれしいことはありませんいただければこんなうれしいことはありませんいただければこんなうれしいことはありません」」」」とととと述述述述べているべているべているべている。。。。カジノカジノカジノカジノをををを含含含含むむむむＩＲＩＲＩＲＩＲ
リゾートリゾートリゾートリゾートはははは、、、、県民県民県民県民のののの合意形成合意形成合意形成合意形成がががが前提前提前提前提のはずだがのはずだがのはずだがのはずだが、、、、いついついついつ、、、、いかなるいかなるいかなるいかなる手続手続手続手続をををを経経経経てててて合意形成合意形成合意形成合意形成がががが
なされたのかなされたのかなされたのかなされたのか、、、、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。。。。

5555 消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税についてについてについてについて

((((1111)))) 今年今年今年今年４４４４月月月月からからからから消費税消費税消費税消費税がががが８８８８％％％％にににに引引引引きききき上上上上げられるがげられるがげられるがげられるが、、、、県経済県経済県経済県経済、、、、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をどのようにをどのようにをどのようにをどのように
試算試算試算試算しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 過去過去過去過去３３３３年分年分年分年分のののの県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける消費税滞納件数及消費税滞納件数及消費税滞納件数及消費税滞納件数及びびびび滞納額滞納額滞納額滞納額（（（（実績実績実績実績）、）、）、）、来年度以降来年度以降来年度以降来年度以降のののの滞納見滞納見滞納見滞納見
込込込込みについてみについてみについてみについて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

6666 雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策についてについてについてについて

((((1111)))) 雇用関連指標雇用関連指標雇用関連指標雇用関連指標についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 直近直近直近直近３３３３カカカカ月月月月のののの完全失業率完全失業率完全失業率完全失業率をををを年代別年代別年代別年代別にににに明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

ｲｲｲｲ 直近直近直近直近３３３３カカカカ月月月月のののの有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率をををを産業別産業別産業別産業別にににに明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。
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ｳｳｳｳ 県内全雇用者県内全雇用者県内全雇用者県内全雇用者にににに占占占占めるめるめるめる非正規労働者非正規労働者非正規労働者非正規労働者のののの割合割合割合割合をををを全国平均全国平均全国平均全国平均とととと比較比較比較比較したしたしたした上上上上でででで示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税とととと派遣派遣派遣派遣をををを含含含含むむむむ非正規労働者非正規労働者非正規労働者非正規労働者のののの増加増加増加増加についてについてについてについて、、、、県県県県はははは因果関係因果関係因果関係因果関係があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるえるえるえる
かかかか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 福祉政策福祉政策福祉政策福祉政策・・・・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)))) いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる県障害者権利条例県障害者権利条例県障害者権利条例県障害者権利条例がががが４４４４月月月月からからからから施行施行施行施行されるがされるがされるがされるが、、、、運用開始運用開始運用開始運用開始にににに向向向向けてけてけてけて不備不備不備不備はないかはないかはないかはないか。。。。
特特特特にににに、、、、市町村市町村市町村市町村のののの差別事例相談員差別事例相談員差別事例相談員差別事例相談員のののの配置状況配置状況配置状況配置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。。。。

((((2222)))) 「「「「県性暴力被害者県性暴力被害者県性暴力被害者県性暴力被害者ワンストップワンストップワンストップワンストップ支援支援支援支援センターセンターセンターセンター」（」（」（」（仮仮仮仮））））についてについてについてについて、、、、来年来年来年来年１１１１月月月月のののの設置設置設置設置にににに向向向向けてけてけてけて、、、、県県県県
医師会医師会医師会医師会やややや中部病院中部病院中部病院中部病院とのとのとのとの調整状況調整状況調整状況調整状況、、、、コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーターやややや支援相談員支援相談員支援相談員支援相談員のののの確保確保確保確保などなどなどなど体制整備体制整備体制整備体制整備
にににに向向向向けたけたけたけた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。。。。

((((3333)))) 県立宮古病院県立宮古病院県立宮古病院県立宮古病院、、、、八重山病院八重山病院八重山病院八重山病院へのへのへのへのＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵ及及及及びびびびＨＣＵＨＣＵＨＣＵＨＣＵ新設新設新設新設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県はははは新生児新生児新生児新生児にににに24242424時間対応時間対応時間対応時間対応するためのするためのするためのするための集中治療室集中治療室集中治療室集中治療室（ＮＩＣＵ）（ＮＩＣＵ）（ＮＩＣＵ）（ＮＩＣＵ）ととととＩＣＵＩＣＵＩＣＵＩＣＵとととと一般病棟一般病棟一般病棟一般病棟のののの中間的中間的中間的中間的
なななな機能機能機能機能をををを持持持持つつつつ高度治療室高度治療室高度治療室高度治療室（ＨＣＵ）（ＨＣＵ）（ＨＣＵ）（ＨＣＵ）をををを県立宮古病院県立宮古病院県立宮古病院県立宮古病院、、、、八重山病院八重山病院八重山病院八重山病院にににに新設新設新設新設するようだがするようだがするようだがするようだが、、、、
どのようなどのようなどのようなどのような効果効果効果効果がががが期待期待期待期待できるかできるかできるかできるか、、、、課題課題課題課題とととと合合合合わせてわせてわせてわせて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ ＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵのののの施設施設施設施設にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては高度高度高度高度なななな精密医療機器精密医療機器精密医療機器精密医療機器のののの設置設置設置設置がががが要件要件要件要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。。。。これらこれらこれらこれら医医医医
療機器療機器療機器療機器のののの保守保守保守保守・・・・点検等点検等点検等点検等をををを行行行行うのがうのがうのがうのが臨床工学技士臨床工学技士臨床工学技士臨床工学技士であるがであるがであるがであるが、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院におけるにおけるにおけるにおける臨床工学臨床工学臨床工学臨床工学
技士技士技士技士のののの定数定数定数定数をををを明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。そのそのそのその際際際際、、、、県立病院県立病院県立病院県立病院とととと同規模同規模同規模同規模のののの県内外県内外県内外県内外のののの民間病院民間病院民間病院民間病院におにおにおにお
けるけるけるける臨床工学技士臨床工学技士臨床工学技士臨床工学技士のののの人数人数人数人数についてもについてもについてもについても示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。

((((4444)))) 県内県内県内県内のののの65656565歳以上歳以上歳以上歳以上のののの高齢者高齢者高齢者高齢者のうちのうちのうちのうち、、、、生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者のののの割合割合割合割合がががが約約約約５５５５％％％％にににに上上上上りりりり、、、、全国全国全国全国でででで２２２２番目番目番目番目
にににに多多多多いことがいことがいことがいことが分分分分かったかったかったかった。。。。原因分析原因分析原因分析原因分析とととと「「「「水際作戦水際作戦水際作戦水際作戦」」」」によらないによらないによらないによらない高齢者高齢者高齢者高齢者のののの貧困問題対策貧困問題対策貧困問題対策貧困問題対策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。。。。

((((5555)))) 2013201320132013年年年年にににに県内県内県内県内ででででＨＩＶＨＩＶＨＩＶＨＩＶ感染者感染者感染者感染者、、、、エイズエイズエイズエイズ患者患者患者患者とととと報告報告報告報告されたされたされたされた人人人人がががが24242424人人人人にににに上上上上りりりり、、、、過去過去過去過去２２２２番目番目番目番目のののの多多多多
さになっているさになっているさになっているさになっている。。。。原因分析原因分析原因分析原因分析とととと二次感染防止二次感染防止二次感染防止二次感染防止、、、、早期発見早期発見早期発見早期発見のためののためののためのの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。。。。

8888 駐留軍労働者駐留軍労働者駐留軍労働者駐留軍労働者ののののアスベストアスベストアスベストアスベスト被害問題被害問題被害問題被害問題についてについてについてについて

((((1111)))) 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へのへのへのへの支援等支援等支援等支援等、、、、アスベストアスベストアスベストアスベスト被害相談被害相談被害相談被害相談のののの拡充拡充拡充拡充にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの取取取取りりりり組組組組
みみみみ状況状況状況状況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)))) 復帰前退職者復帰前退職者復帰前退職者復帰前退職者へのへのへのへの石綿管理手帳石綿管理手帳石綿管理手帳石綿管理手帳のののの発行状況発行状況発行状況発行状況（（（（実績実績実績実績））））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)))) 復帰前退職者復帰前退職者復帰前退職者復帰前退職者のののの労災被害認定労災被害認定労災被害認定労災被害認定にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、当時当時当時当時のののの労務証明労務証明労務証明労務証明がががが鍵鍵鍵鍵となるとなるとなるとなる。。。。厚労省厚労省厚労省厚労省はははは県立県立県立県立
公文書館所蔵公文書館所蔵公文書館所蔵公文書館所蔵のののの軍雇用員軍雇用員軍雇用員軍雇用員カードカードカードカードのののの利用利用利用利用をををを検討検討検討検討していたがしていたがしていたがしていたが、、、、公文書館側公文書館側公文書館側公文書館側はははは難色難色難色難色をををを示示示示したよしたよしたよしたよ
うだうだうだうだ。。。。プライバシープライバシープライバシープライバシー保護保護保護保護のののの課題等課題等課題等課題等をををを知恵知恵知恵知恵をををを絞絞絞絞ってってってって克服克服克服克服しししし、、、、何何何何とかとかとかとか活用活用活用活用にこぎつけるべきとにこぎつけるべきとにこぎつけるべきとにこぎつけるべきと
考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 対象者対象者対象者対象者はははは高齢化高齢化高齢化高齢化しししし、、、、待待待待ったなしのったなしのったなしのったなしの状態状態状態状態であるであるであるである。。。。離職者対策離職者対策離職者対策離職者対策センターセンターセンターセンターはははは公費公費公費公費によるによるによるによる同僚同僚同僚同僚のののの
証言集証言集証言集証言集のののの作成作成作成作成をををを求求求求めているがめているがめているがめているが、、、、県県県県としてとしてとしてとして事業化事業化事業化事業化するするするする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。。。。

9999 戦後処理問題戦後処理問題戦後処理問題戦後処理問題についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄戦戦没者沖縄戦戦没者沖縄戦戦没者沖縄戦戦没者のののの遺骨収集遺骨収集遺骨収集遺骨収集についてについてについてについて「「「「加速化加速化加速化加速化をををを図図図図るるるる」」」」とするがとするがとするがとするが、、、、県内県内県内県内でのでのでのでのＤＮＡＤＮＡＤＮＡＤＮＡ鑑定鑑定鑑定鑑定がががが可能可能可能可能
になるようになるようになるようになるよう、、、、県県県県としてとしてとしてとして厚労省厚労省厚労省厚労省にににに働働働働きかけるきかけるきかけるきかける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。。。。

((((2222)))) 不発弾処理不発弾処理不発弾処理不発弾処理についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 民間住宅建築時民間住宅建築時民間住宅建築時民間住宅建築時におけるにおけるにおけるにおける不発弾探査不発弾探査不発弾探査不発弾探査のののの助成事業助成事業助成事業助成事業をををを実施実施実施実施しているしているしているしている市町村数市町村数市町村数市町村数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 民間工事民間工事民間工事民間工事のののの不発弾対策事業不発弾対策事業不発弾対策事業不発弾対策事業についてについてについてについて、、、、磁気探査機及磁気探査機及磁気探査機及磁気探査機及びびびびライナープレートライナープレートライナープレートライナープレートのののの無料貸無料貸無料貸無料貸しししし出出出出
しのしのしのしの状況状況状況状況（（（（実績実績実績実績））））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26262626年第年第年第年第2222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))))

02020202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 30303030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
　　　　政治家政治家政治家政治家のののの公約破公約破公約破公約破りがりがりがりが著著著著しいしいしいしい。。。。選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約とはとはとはとは、「、「、「、「選挙選挙選挙選挙のののの立候補者立候補者立候補者立候補者がががが当選後当選後当選後当選後にににに実施実施実施実施するするするする」」」」とととと有有有有
権者権者権者権者にににに約束約束約束約束するするするする事柄事柄事柄事柄とあるとあるとあるとある。。。。

((((1111)))) 沖縄問題沖縄問題沖縄問題沖縄問題のののの解決解決解決解決なくしてなくしてなくしてなくして日本日本日本日本のののの自立自立自立自立なしなしなしなし。。。。特特特特にににに日本日本日本日本のののの安全保障安全保障安全保障安全保障についてについてについてについて「「「「国民全体国民全体国民全体国民全体のののの問問問問
題題題題としてとしてとしてとして日本日本日本日本のののの安全保障安全保障安全保障安全保障をををを考考考考えるべきえるべきえるべきえるべき」」」」とたびたびとたびたびとたびたびとたびたび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、、、、あなたはこのあなたはこのあなたはこのあなたはこの問題問題問題問題をどをどをどをど
のようにのようにのようにのように国民全体国民全体国民全体国民全体のののの問題問題問題問題としてとしてとしてとして訴訴訴訴えてきましたかえてきましたかえてきましたかえてきましたか。。。。そしてそしてそしてそして、、、、それはそれはそれはそれは実現実現実現実現しましたかしましたかしましたかしましたか。。。。

((((2222)))) 「「「「私私私私のののの「「「「県外移設県外移設県外移設県外移設」」」」のののの中中中中にはにはにはには沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから「「「「日本日本日本日本をををを変変変変えるえるえるえる」」」」というというというという「「「「思思思思いいいい」」」」がががが込込込込められているめられているめられているめられている」」」」とあとあとあとあ
なたのなたのなたのなたの選挙資料選挙資料選挙資料選挙資料にはにはにはには記記記記されているされているされているされている。。。。今今今今でもそのでもそのでもそのでもその思思思思いかいかいかいか。。。。それともそれともそれともそれとも断念断念断念断念したのかしたのかしたのかしたのか。。。。

((((3333)))) 名護市名護市名護市名護市がががが今後市長権限今後市長権限今後市長権限今後市長権限をををを駆使駆使駆使駆使しししし移設阻止行動移設阻止行動移設阻止行動移設阻止行動をををを表明表明表明表明したことにしたことにしたことにしたことに対対対対しししし、、、、１１１１月月月月28282828日衆議院代日衆議院代日衆議院代日衆議院代
表質問表質問表質問表質問でででで、、、、自民党石破幹事長自民党石破幹事長自民党石破幹事長自民党石破幹事長はははは「「「「それはそれはそれはそれは思思思思いとはいとはいとはいとは異異異異なりなりなりなり、、、、普天間普天間普天間普天間のののの固定化固定化固定化固定化をもたらすものをもたらすものをもたらすものをもたらすもの
だだだだ」」」」とととと県内移設県内移設県内移設県内移設にににに反対反対反対反対するするするする県民運動県民運動県民運動県民運動にににに「「「「普天間固定化普天間固定化普天間固定化普天間固定化」」」」をををを持持持持ちちちち出出出出しししし牽制牽制牽制牽制したしたしたした。。。。そもそもそもそもそもそもそもそも、、、、
2008200820082008・・・・2012201220122012年年年年のののの照屋照屋照屋照屋・・・・糸数議員糸数議員糸数議員糸数議員のののの質問主意書質問主意書質問主意書質問主意書でででで、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの飛行場安全基準適応飛行場安全基準適応飛行場安全基準適応飛行場安全基準適応にににに
ついてついてついてついて、、、、政府政府政府政府はははは「「「「米軍米軍米軍米軍がががが作成作成作成作成しししし運用運用運用運用しているものであるしているものであるしているものであるしているものである事事事事からおからおからおからお尋尋尋尋ねについてはねについてはねについてはねについては政府政府政府政府としとしとしとし
ておておておてお答答答答えするえするえするえする立場立場立場立場にないにないにないにない」、「」、「」、「」、「政府政府政府政府としておとしておとしておとしてお答答答答えするえするえするえする立場立場立場立場にないにないにないにない」」」」などとなどとなどとなどと無責任無責任無責任無責任にににに普天間普天間普天間普天間のののの
危険性危険性危険性危険性をををを放置放置放置放置してきたしてきたしてきたしてきた経緯経緯経緯経緯はははは明明明明らかであるらかであるらかであるらかである。。。。県民県民県民県民のののの「「「「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」」」」をををを今日今日今日今日まままま
でででで無視無視無視無視・・・・放置放置放置放置してきたのはほかならぬしてきたのはほかならぬしてきたのはほかならぬしてきたのはほかならぬ政府政府政府政府のののの不作為不作為不作為不作為であることはであることはであることはであることは明白明白明白明白であるであるであるである。。。。そのようなそのようなそのようなそのような政政政政
府府府府のののの不作為不作為不作為不作為をををを正当化正当化正当化正当化しししし、「、「、「、「埋埋埋埋めめめめ立立立立てによらなければてによらなければてによらなければてによらなければ、、、、満満満満たされないたされないたされないたされない」」」」とととと埋立承認判断埋立承認判断埋立承認判断埋立承認判断のののの一一一一
つのつのつのつの理由理由理由理由としたとしたとしたとした。。。。明明明明らかにらかにらかにらかに県民意思県民意思県民意思県民意思をををを裏切裏切裏切裏切るるるる「「「「公約違反公約違反公約違反公約違反」」」」でありでありでありであり県民県民県民県民へのへのへのへの背信行為背信行為背信行為背信行為であであであであ
るるるる。。。。

((((4444)))) 埋立埋立埋立埋立「「「「承認承認承認承認」」」」のののの代償代償代償代償となったとなったとなったとなった「「「「驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき立派立派立派立派なななな内容内容内容内容」」」」のののの振興策振興策振興策振興策とととと基地負担軽減策基地負担軽減策基地負担軽減策基地負担軽減策のののの実現可実現可実現可実現可
能性能性能性能性とそのとそのとそのとその根拠根拠根拠根拠についてについてについてについて見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((5555)))) 百条委員会質疑百条委員会質疑百条委員会質疑百条委員会質疑についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 土建部長土建部長土建部長土建部長のののの「「「「懸念懸念懸念懸念がががが払拭払拭払拭払拭できないというできないというできないというできないという事事事事のみをもってのみをもってのみをもってのみをもって適合適合適合適合していないとはしていないとはしていないとはしていないとは言言言言えないえないえないえない」」」」発発発発
言言言言についてについてについてについて、、、、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がががが不十分不十分不十分不十分なななな場合場合場合場合、、、、知事知事知事知事はははは埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを不承不承不承不承
認認認認にできるにできるにできるにできる。。。。環境保全環境保全環境保全環境保全こそがこそがこそがこそが可否判断可否判断可否判断可否判断のののの大大大大きなかなめであるきなかなめであるきなかなめであるきなかなめである。。。。

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やややや多多多多くのくのくのくの反対意見反対意見反対意見反対意見があったにもかかわらずがあったにもかかわらずがあったにもかかわらずがあったにもかかわらず、「、「、「、「法法法法のののの基準基準基準基準にににに合合合合えばえばえばえば、、、、現実的現実的現実的現実的
にににに政治判断政治判断政治判断政治判断するのはするのはするのはするのは非常非常非常非常にににに無理無理無理無理がありがありがありがあり、、、、免許免許免許免許をををを拒否拒否拒否拒否するするするする特別特別特別特別なななな事由事由事由事由はないはないはないはない」」」」としてとしてとしてとして「「「「承承承承
認認認認」」」」のののの判断判断判断判断をしたがをしたがをしたがをしたが、、、、県県県県はははは昨年昨年昨年昨年11111111月時点月時点月時点月時点までまでまでまで、「、「、「、「公益上公益上公益上公益上のののの観点観点観点観点でのでのでのでの判断判断判断判断がががが必要必要必要必要」」」」としていとしていとしていとしてい
たたたた。。。。公益公益公益公益とはとはとはとは何何何何かかかか。「。「。「。「公益公益公益公益」」」」をををを排除排除排除排除したしたしたした判断判断判断判断はははは政治的判断政治的判断政治的判断政治的判断ではないかではないかではないかではないか見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｳｳｳｳ 委員会委員会委員会委員会のののの質疑質疑質疑質疑のやりとりののやりとりののやりとりののやりとりの中中中中でででで知事知事知事知事はははは「「「「メモメモメモメモはないはないはないはない」、「」、「」、「」、「記憶記憶記憶記憶にないにないにないにない」、「」、「」、「」、「会議録会議録会議録会議録としてとっとしてとっとしてとっとしてとっ
ていないていないていないていない」」」」としてとしてとしてとして答弁拒否答弁拒否答弁拒否答弁拒否をををを続続続続けているけているけているけている。。。。まさにまさにまさにまさに沖縄沖縄沖縄沖縄のののの将来将来将来将来がかかったがかかったがかかったがかかった重要重要重要重要なななな判断判断判断判断をすをすをすをす
るときるときるときるときメモメモメモメモがないがないがないがない、、、、記録記録記録記録がないというおがないというおがないというおがないというお粗末粗末粗末粗末なななな答弁拒否答弁拒否答弁拒否答弁拒否はははは許許許許されないされないされないされない。「。「。「。「承認承認承認承認のののの可否可否可否可否」」」」をををを
判断判断判断判断するするするする会議録会議録会議録会議録はははは少少少少なくともなくともなくともなくとも存在存在存在存在すべきでありすべきでありすべきでありすべきであり、、、、なくてはならないなくてはならないなくてはならないなくてはならない。「。「。「。「ないないないない」」」」とするのはとするのはとするのはとするのは行行行行
政政政政のののの怠慢怠慢怠慢怠慢くらいでくらいでくらいでくらいで許許許許されるものではないされるものではないされるものではないされるものではない。。。。

((((6666)))) 全国最悪全国最悪全国最悪全国最悪のののの貧困率貧困率貧困率貧困率、、、、ワーキングプアワーキングプアワーキングプアワーキングプア率率率率がががが戸室健作山形大学准教授戸室健作山形大学准教授戸室健作山形大学准教授戸室健作山形大学准教授のののの調査調査調査調査でわかったでわかったでわかったでわかった。。。。
常常常常にににに貧貧貧貧しくしくしくしく、、、、働働働働いてもいてもいてもいても貧困貧困貧困貧困からからからから抜抜抜抜けけけけ出出出出せないせないせないせない沖縄沖縄沖縄沖縄のののの現実現実現実現実。。。。働働働働くくくく人人人人のののの45454545％％％％はははは非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用でででで
ワーキングプアワーキングプアワーキングプアワーキングプア率率率率はははは2007200720072007年年年年でででで20202020％％％％をををを常常常常にににに超超超超えるえるえるえる。。。。幾幾幾幾らららら失業率失業率失業率失業率のののの改善改善改善改善をしてもをしてもをしてもをしても貧困社会貧困社会貧困社会貧困社会のののの
実態実態実態実態はははは変変変変わらないわらないわらないわらない。。。。生活保護捕捉率生活保護捕捉率生活保護捕捉率生活保護捕捉率（（（（そもそもそもそもそもそもそもそも生活保護生活保護生活保護生活保護のののの必要必要必要必要があるにもかかわらずがあるにもかかわらずがあるにもかかわらずがあるにもかかわらず、、、、そそそそ
のののの制度制度制度制度からからからから排除排除排除排除されるされるされるされる））））がががが9999....8888％％％％とととと全国平均全国平均全国平均全国平均（（（（14141414....3333％）％）％）％）をををを大大大大きくきくきくきく下回下回下回下回るるるる。。。。解決策解決策解決策解決策としてとしてとしてとして、、、、貧困貧困貧困貧困
をををを形形形形づくるづくるづくるづくるワーキングプアワーキングプアワーキングプアワーキングプアとととと高齢者対策高齢者対策高齢者対策高齢者対策、、、、最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの向上向上向上向上やややや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活用規制活用規制活用規制活用規制のののの
強化強化強化強化などなどなどなど良質良質良質良質なななな雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境のののの創出創出創出創出をををを求求求求めているめているめているめている。。。。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。。。。

((((7777)))) 昨年昨年昨年昨年８８８８月月月月にににに宜野座村宜野座村宜野座村宜野座村のののの米軍米軍米軍米軍ヘリヘリヘリヘリ墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故のののの現場周辺現場周辺現場周辺現場周辺のののの土壌土壌土壌土壌からからからから有害物質有害物質有害物質有害物質ののののヒヒヒヒ素素素素やややや鉛鉛鉛鉛、、、、
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カドミウムカドミウムカドミウムカドミウムなどがなどがなどがなどが検出検出検出検出されたというされたというされたというされたという報道報道報道報道があったがあったがあったがあった。。。。近近近近くにはくにはくにはくには大川大川大川大川ダムダムダムダムがありがありがありがあり大変大変大変大変ゆゆしきゆゆしきゆゆしきゆゆしき問問問問
題題題題だだだだ。。。。早急早急早急早急にににに現場現場現場現場へへへへ立立立立ちちちち入入入入りりりり環境調査環境調査環境調査環境調査をすべきとをすべきとをすべきとをすべきと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、これまでのこれまでのこれまで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取取取取りりりり
組組組組みをみをみをみを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((8888)))) 知事公約実現知事公約実現知事公約実現知事公約実現についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 総合的総合的総合的総合的なななな中小企業対策中小企業対策中小企業対策中小企業対策とととと製造業製造業製造業製造業、、、、建設業建設業建設業建設業のののの支援強化支援強化支援強化支援強化についてについてについてについて聞聞聞聞くくくく。。。。中小企業振興条中小企業振興条中小企業振興条中小企業振興条
例例例例のののの制度拡充制度拡充制度拡充制度拡充をををを図図図図るとしているるとしているるとしているるとしている。。。。そのことでそのことでそのことでそのことで県内中小企業県内中小企業県内中小企業県内中小企業がどのようながどのようながどのようながどのような支援支援支援支援をををを受受受受けけけけ地域地域地域地域
活性化活性化活性化活性化がががが図図図図れたのかれたのかれたのかれたのか成果成果成果成果をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｲｲｲｲ 雇用雇用雇用雇用をををを拡大拡大拡大拡大しししし、、、、完全失業率完全失業率完全失業率完全失業率のののの全国平均化全国平均化全国平均化全国平均化をををを達成達成達成達成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。。。。実現可能性実現可能性実現可能性実現可能性とととと雇用雇用雇用雇用のののの
環境改善環境改善環境改善環境改善についてもについてもについてもについても聞聞聞聞くくくく。。。。またまたまたまた、、、、ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランスのののの推進推進推進推進にににに取取取取りりりり組組組組むとしているがむとしているがむとしているがむとしているが、、、、
そのそのそのその成果成果成果成果はどれほどかはどれほどかはどれほどかはどれほどか。。。。

ｳｳｳｳ 人材育成人材育成人材育成人材育成についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。小中学校小中学校小中学校小中学校のののの少人数制少人数制少人数制少人数制のののの導入導入導入導入をををを推進推進推進推進するとしているがするとしているがするとしているがするとしているが、、、、進進進進率率率率
はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。またまたまたまた、、、、知事任期中知事任期中知事任期中知事任期中にどこまでにどこまでにどこまでにどこまで実現可能実現可能実現可能実現可能かかかか。。。。

ｴｴｴｴ 県民所得県民所得県民所得県民所得のののの全国中位目標達成全国中位目標達成全国中位目標達成全国中位目標達成についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｵｵｵｵ 普天間基地返還普天間基地返還普天間基地返還普天間基地返還へのへのへのへの基本的基本的基本的基本的スタンススタンススタンススタンスとととと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についてについてについてについて聞聞聞聞くくくく。。。。

((((ｱｱｱｱ)))) 一日一日一日一日もももも早早早早いいいい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のののの除去除去除去除去はははは実現実現実現実現できたかできたかできたかできたか。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 「「「「日米共同声明日米共同声明日米共同声明日米共同声明のののの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」」」」をををを強強強強くくくく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、、、、成果成果成果成果はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。
またまたまたまた、、、、日米共同声明日米共同声明日米共同声明日米共同声明とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。

((((ｳｳｳｳ)))) 米軍人等米軍人等米軍人等米軍人等によるによるによるによる事件事故対策事件事故対策事件事故対策事件事故対策、、、、米軍演習等米軍演習等米軍演習等米軍演習等によるによるによるによる被害対策被害対策被害対策被害対策をををを国国国国にににに求求求求めるなどめるなどめるなどめるなど、、、、基地基地基地基地かかかか
らららら派生派生派生派生するするするする事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故のののの防止防止防止防止にににに取取取取りりりり組組組組むとしているがむとしているがむとしているがむとしているが、、、、改善改善改善改善・・・・解決解決解決解決のののの成果成果成果成果をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((ｴｴｴｴ)))) 嘉手納飛行場嘉手納飛行場嘉手納飛行場嘉手納飛行場のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな騒音対策騒音対策騒音対策騒音対策にににに取取取取りりりり組組組組むとしているがむとしているがむとしているがむとしているが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような成果成果成果成果がががが得得得得られられられられ
たかたかたかたか。。。。現状現状現状現状にににに変化変化変化変化はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。

((((ｵｵｵｵ)))) 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見直見直見直見直しにしにしにしに取取取取りりりり組組組組むとしているがむとしているがむとしているがむとしているが、、、、実現実現実現実現できたかできたかできたかできたか。。。。

((((ｶｶｶｶ)))) 不発弾処理不発弾処理不発弾処理不発弾処理にににに関関関関するするするする処理補償処理補償処理補償処理補償のののの恒久法化恒久法化恒久法化恒久法化のののの実現実現実現実現についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｶｶｶｶ 高齢者高齢者高齢者高齢者やややや障害障害障害障害のあるのあるのあるのある人人人人がががが安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる社会社会社会社会づくりについてづくりについてづくりについてづくりについて見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((ｱｱｱｱ)))) 「「「「健康健康健康健康・・・・医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉のののの一層一層一層一層のののの充実充実充実充実をををを図図図図りりりり、、、、世界一元気世界一元気世界一元気世界一元気でででで長寿長寿長寿長寿なななな島島島島をををを目指目指目指目指しますしますしますします。」。」。」。」としてとしてとしてとして
健康健康健康健康・・・・長寿世界一長寿世界一長寿世界一長寿世界一のののの復活復活復活復活をををを県民県民県民県民にににに約束約束約束約束しているがしているがしているがしているが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで世界一世界一世界一世界一をををを目目目目
指指指指してきたかしてきたかしてきたかしてきたか。。。。またまたまたまた、、、、現時点現時点現時点現時点でのでのでのでの健康長寿健康長寿健康長寿健康長寿はははは世界世界世界世界ランクランクランクランクでどれほどかでどれほどかでどれほどかでどれほどか。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 障害者施策拡充障害者施策拡充障害者施策拡充障害者施策拡充とととと就労支援就労支援就労支援就労支援のののの推進推進推進推進やややや重度障害者支援重度障害者支援重度障害者支援重度障害者支援のののの充実充実充実充実はどのようなはどのようなはどのようなはどのような施策施策施策施策でででで成果成果成果成果
をををを生生生生んできたかんできたかんできたかんできたか。。。。

ｷｷｷｷ 安心安心安心安心してしてしてして子供子供子供子供をををを生生生生みみみみ健健健健やかにやかにやかにやかに育育育育てることのできるてることのできるてることのできるてることのできる環境環境環境環境のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ)))) 経済的経済的経済的経済的なななな理由理由理由理由からからからから十分十分十分十分なななな教育教育教育教育がががが受受受受けられないけられないけられないけられない家庭家庭家庭家庭へのへのへのへの教育支援教育支援教育支援教育支援のののの拡充拡充拡充拡充についてどのについてどのについてどのについてどの
ようにようにようにように拡充拡充拡充拡充できたかできたかできたかできたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 保育士保育士保育士保育士のののの就業環境就業環境就業環境就業環境をををを改善改善改善改善するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、心身障害心身障害心身障害心身障害やややや発達障害児発達障害児発達障害児発達障害児のののの支援支援支援支援にににに取取取取りりりり組組組組むとしむとしむとしむとし
ているがているがているがているが、、、、改善改善改善改善のののの成果成果成果成果やややや施策施策施策施策のののの成果成果成果成果をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((ｳｳｳｳ)))) 延長保育延長保育延長保育延長保育、、、、休日保育休日保育休日保育休日保育、、、、夜間保育夜間保育夜間保育夜間保育やややや病児病児病児病児・・・・病後児病後児病後児病後児などのなどのなどのなどの特別保育事業特別保育事業特別保育事業特別保育事業はどうはどうはどうはどう充実充実充実充実してきしてきしてきしてき
たかたかたかたか。。。。

((((ｴｴｴｴ)))) 待機児童待機児童待機児童待機児童ゼロゼロゼロゼロをををを目指目指目指目指すとしているがすとしているがすとしているがすとしているが現状現状現状現状はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。任期内任期内任期内任期内ののののゼロゼロゼロゼロ実現実現実現実現はははは可能可能可能可能かかかか。。。。

((((9999)))) 21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン基本計画基本計画基本計画基本計画についてについてについてについて
　　　　沖縄県人口増加計画沖縄県人口増加計画沖縄県人口増加計画沖縄県人口増加計画についてについてについてについて全国的全国的全国的全国的なななな少子化傾向少子化傾向少子化傾向少子化傾向がががが続続続続くくくく中中中中でででで、、、、12121212年時点年時点年時点年時点でのでのでのでの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県
のののの特殊出生率特殊出生率特殊出生率特殊出生率のののの高高高高さをさをさをさを根拠根拠根拠根拠にににに少子化少子化少子化少子化などなどなどなど、、、、積極的積極的積極的積極的なななな施策施策施策施策をををを展開展開展開展開するするするする中中中中でででで人口人口人口人口のののの維持維持維持維持・・・・増増増増
加加加加をををを図図図図るとしているるとしているるとしているるとしている。。。。そのそのそのその実現実現実現実現へへへへ向向向向けたけたけたけた施策施策施策施策やややや課題課題課題課題があるかがあるかがあるかがあるか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン離島振興計画離島振興計画離島振興計画離島振興計画についてについてについてについて
　　　　これまでこれまでこれまでこれまで３３３３次次次次にわたるにわたるにわたるにわたる振興計画及振興計画及振興計画及振興計画及びびびび離島振興計画等離島振興計画等離島振興計画等離島振興計画等にににに基基基基づきづきづきづき離島地域離島地域離島地域離島地域のののの諸施策諸施策諸施策諸施策がががが進進進進めらめらめらめら
れてきたがれてきたがれてきたがれてきたが、、、、改改改改めてめてめてめて21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン離島振興計画離島振興計画離島振興計画離島振興計画（（（（10101010年間年間年間年間））））としてとしてとしてとして施策施策施策施策をををを推進推進推進推進するとしていするとしていするとしていするとしてい
るるるる。。。。そこでおそこでおそこでおそこでお聞聞聞聞きするきするきするきする。。。。

((((1111)))) 住民生活住民生活住民生活住民生活やややや産業振興産業振興産業振興産業振興でででで本島本島本島本島とのとのとのとの格差格差格差格差がががが存在存在存在存在しししし、、、、多多多多くのくのくのくの市町村市町村市町村市町村でででで人口人口人口人口がががが減少減少減少減少しているしているしているしている。。。。そそそそ
こでこでこでこで既設既設既設既設のののの振興計画振興計画振興計画振興計画でででで解決解決解決解決できなかったできなかったできなかったできなかった課題課題課題課題をををを今回今回今回今回のののの計画計画計画計画でででで解決解決解決解決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。。。。どのどのどのどの
ようなようなようなような格差格差格差格差がががが存在存在存在存在するのかするのかするのかするのか。。。。なぜこれまでのなぜこれまでのなぜこれまでのなぜこれまでの取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで解決解決解決解決できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか、、、、新新新新しいしいしいしい計計計計
画画画画でででで解決解決解決解決できるとするできるとするできるとするできるとする根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、３３３３次計画前次計画前次計画前次計画前のののの人口流動人口流動人口流動人口流動のののの経緯経緯経緯経緯とととと今後離島今後離島今後離島今後離島のののの人人人人
口口口口をどのようにふやしていこうとするのかそのをどのようにふやしていこうとするのかそのをどのようにふやしていこうとするのかそのをどのようにふやしていこうとするのかその根拠根拠根拠根拠をををを示示示示せせせせ。。。。

((((2222)))) 離島離島離島離島のののの不利性条件不利性条件不利性条件不利性条件のののの克服克服克服克服についてについてについてについて、、、、離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける定住条件定住条件定住条件定住条件をどうをどうをどうをどう整備整備整備整備するのかするのかするのかするのか。。。。産業振産業振産業振産業振
興興興興についてどのようなについてどのようなについてどのようなについてどのような取取取取りりりり組組組組みでみでみでみで展望展望展望展望をををを開開開開こうとしているのかこうとしているのかこうとしているのかこうとしているのか基本的基本的基本的基本的なななな考考考考えをえをえをえを聞聞聞聞くくくく。。。。
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3333 下地島空港及下地島空港及下地島空港及下地島空港及びびびび残地残地残地残地とととと宮古空港宮古空港宮古空港宮古空港のののの利活用問題利活用問題利活用問題利活用問題についてについてについてについて

((((1111)))) 下地島空港継続下地島空港継続下地島空港継続下地島空港継続のののの判断判断判断判断とととと根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、下地島下地島下地島下地島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とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。伊良部架伊良部架伊良部架伊良部架
橋完成橋完成橋完成橋完成をにらんでをにらんでをにらんでをにらんで県県県県としてとしてとしてとして具体策具体策具体策具体策をををを検討検討検討検討しているのかしているのかしているのかしているのか見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((2222)))) 「「「「新新新新たなたなたなたな利活用利活用利活用利活用をををを図図図図るるるる」」」」としているがとしているがとしているがとしているが、、、、空港空港空港空港・・・・残地含残地含残地含残地含めためためためた利活用利活用利活用利活用のありのありのありのあり方方方方ををををトータルトータルトータルトータルにににに構想構想構想構想
するするするする新新新新たなたなたなたな検討協議検討協議検討協議検討協議とととと考考考考えていいかえていいかえていいかえていいか。。。。

((((3333)))) 宮古空港宮古空港宮古空港宮古空港のののの旅客機能分担旅客機能分担旅客機能分担旅客機能分担、、、、下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの訓練訓練訓練訓練やややや試験機試験機試験機試験機などのなどのなどのなどの機能分担機能分担機能分担機能分担でででで２２２２つのつのつのつの空港空港空港空港がががが
存続存続存続存続できるとできるとできるとできると考考考考えているかえているかえているかえているか見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((4444)))) 「「「「下地島土地利用計画下地島土地利用計画下地島土地利用計画下地島土地利用計画」」」」のののの見直見直見直見直しについてそのしについてそのしについてそのしについてその背景背景背景背景とととと見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。それはそれはそれはそれは今後今後今後今後のののの新新新新たなたなたなたな
検討協議検討協議検討協議検討協議とととと連動連動連動連動しているとしているとしているとしていると理解理解理解理解していいかしていいかしていいかしていいか。。。。

((((5555)))) 宮古空港宮古空港宮古空港宮古空港ののののＣＩＱＣＩＱＣＩＱＣＩＱ施設整備施設整備施設整備施設整備についてそのについてそのについてそのについてその概要概要概要概要についてについてについてについて聞聞聞聞くくくく。。。。

4444 医療医療医療医療とととと福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政についてについてについてについて
　　　　医師医師医師医師やややや看護師不足看護師不足看護師不足看護師不足によるによるによるによる診療科診療科診療科診療科のののの利用制限利用制限利用制限利用制限やややや休止休止休止休止がががが恒常化恒常化恒常化恒常化しているしているしているしている。。。。そのたびそのたびそのたびそのたび「「「「大学大学大学大学やややや
民間病院民間病院民間病院民間病院とのとのとのとの協力協力協力協力・・・・連携連携連携連携によるによるによるによる派遣派遣派遣派遣、、、、臨床研修病院臨床研修病院臨床研修病院臨床研修病院においてのにおいてのにおいてのにおいての養成養成養成養成、、、、人的人的人的人的ネットワークネットワークネットワークネットワークやややや地地地地
域域域域・・・・離島医療確保離島医療確保離島医療確保離島医療確保モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業によるによるによるによる招聘招聘招聘招聘などをなどをなどをなどを行行行行うかうかうかうか、、、、あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる手段手段手段手段をををを講講講講じてじてじてじて人材確保人材確保人材確保人材確保にににに努努努努
めてまいりますめてまいりますめてまいりますめてまいります」」」」とととと答弁答弁答弁答弁されているされているされているされている。。。。人材確保人材確保人材確保人材確保のののの絶対的枠絶対的枠絶対的枠絶対的枠のののの拡大拡大拡大拡大がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。

((((1111)))) 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの経営経営経営経営におけるにおけるにおけるにおける人材確保人材確保人材確保人材確保とととと勤務勤務勤務勤務のののの現状現状現状現状。。。。課題課題課題課題・・・・問題問題問題問題はははは何何何何かかかか。。。。現場現場現場現場のののの声声声声をををを事業局事業局事業局事業局
とととと知事部局知事部局知事部局知事部局はどのようにはどのようにはどのようにはどのように共有共有共有共有しているかしているかしているかしているか。。。。現場現場現場現場のののの要望要望要望要望とととと事業局事業局事業局事業局、、、、知事部局知事部局知事部局知事部局にかいにかいにかいにかい離離離離はなはなはなはな
いかそれぞれいかそれぞれいかそれぞれいかそれぞれ伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院のののの看護師不足看護師不足看護師不足看護師不足によるによるによるによる休床問題休床問題休床問題休床問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。。。。

ｱｱｱｱ なぜこのようななぜこのようななぜこのようななぜこのような事態事態事態事態がががが起起起起こったのかこったのかこったのかこったのか。。。。昨年昨年昨年昨年からからからから予想予想予想予想されたされたされたされた事態事態事態事態になぜになぜになぜになぜ対応対応対応対応できなかったできなかったできなかったできなかった
のかのかのかのか。。。。そのそのそのその経緯経緯経緯経緯とととと現況現況現況現況、、、、それによってどのようなそれによってどのようなそれによってどのようなそれによってどのような影響影響影響影響がががが出出出出ているかているかているかているか詳細詳細詳細詳細にににに答弁答弁答弁答弁いただきいただきいただきいただき
たいたいたいたい。（。（。（。（施設基準等施設基準等施設基準等施設基準等々）々）々）々）

ｲｲｲｲ 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける公的医療公的医療公的医療公的医療でででで、、、、特特特特にににに人材確保人材確保人材確保人材確保のののの抜本的見直抜本的見直抜本的見直抜本的見直しとしてしとしてしとしてしとして「「「「離島枠離島枠離島枠離島枠」」」」をををを設設設設けることけることけることけること
についてについてについてについて病院事業局長病院事業局長病院事業局長病院事業局長・・・・福祉保健部長福祉保健部長福祉保健部長福祉保健部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。。。。

((((3333)))) 宮古宮古宮古宮古・・・・八重山県立病院八重山県立病院八重山県立病院八重山県立病院におけるにおけるにおけるにおける指導医指導医指導医指導医のののの養成養成養成養成とととと配置配置配置配置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)))) 沖縄県第沖縄県第沖縄県第沖縄県第11111111次僻地保健医療計画次僻地保健医療計画次僻地保健医療計画次僻地保健医療計画についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県立離島診療所県立離島診療所県立離島診療所県立離島診療所のののの医師配置医師配置医師配置医師配置がががが、、、、毎年厳毎年厳毎年厳毎年厳しいしいしいしい状況状況状況状況にあるのでにあるのでにあるのでにあるので、、、、プライマリーケアプライマリーケアプライマリーケアプライマリーケア医医医医のののの養成養成養成養成
及及及及びびびび安定的安定的安定的安定的にににに医師配置医師配置医師配置医師配置ができるができるができるができる仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると課題課題課題課題をををを挙挙挙挙げているがげているがげているがげているが取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは
できているかできているかできているかできているか。。。。

ｲｲｲｲ 離島僻地診療所勤務医師離島僻地診療所勤務医師離島僻地診療所勤務医師離島僻地診療所勤務医師ののののキャリアアップキャリアアップキャリアアップキャリアアップのためののためののためののためのシステムシステムシステムシステムづくりについてづくりについてづくりについてづくりについて聞聞聞聞くくくく。。。。

ｳｳｳｳ 離島離島離島離島・・・・僻地診療所医師僻地診療所医師僻地診療所医師僻地診療所医師・・・・看護師看護師看護師看護師・・・・コメディカルスタッフコメディカルスタッフコメディカルスタッフコメディカルスタッフへのへのへのへの研修研修研修研修のののの現状現状現状現状とととと課題解決課題解決課題解決課題解決についについについについ
てててて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 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伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 八重山地区八重山地区八重山地区八重山地区におけるにおけるにおけるにおける教科書検定教科書検定教科書検定教科書検定にににに係係係係るるるる「「「「是正要求是正要求是正要求是正要求」」」」問題問題問題問題についてについてについてについて教育長教育長教育長教育長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。
八重山地区八重山地区八重山地区八重山地区でででで異異異異なるなるなるなる中学校公民教科書中学校公民教科書中学校公民教科書中学校公民教科書のののの使用問題使用問題使用問題使用問題でででで、、、、文科省文科省文科省文科省がががが強権的強権的強権的強権的なななな介入介入介入介入でででで使用使用使用使用
のののの変更変更変更変更をををを指示指示指示指示するするするする「「「「是正要求是正要求是正要求是正要求」」」」をををを検討検討検討検討しているというしているというしているというしているという。。。。対話対話対話対話によるによるによるによる解決解決解決解決をををを目指目指目指目指すすすす「「「「学校教学校教学校教学校教
育育育育」」」」のののの根幹根幹根幹根幹にもかかわるにもかかわるにもかかわるにもかかわる民主主義民主主義民主主義民主主義をもをもをもをも毀損毀損毀損毀損しかねないしかねないしかねないしかねない事態事態事態事態だだだだ。。。。そもそもそもそもそもそもそもそも「「「「地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体がががが
自自自自らららら教科書教科書教科書教科書をををを購入購入購入購入しししし、、、、生徒生徒生徒生徒にににに無償供与無償供与無償供与無償供与することまですることまですることまですることまで法令禁止法令禁止法令禁止法令禁止されていないされていないされていないされていない」（」（」（」（内閣法制内閣法制内閣法制内閣法制
局局局局）。）。）。）。もうもうもうもう一一一一つつつつ地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法ではではではでは「「「「自治体自治体自治体自治体のののの自主性自主性自主性自主性・・・・自律性自律性自律性自律性にににに配慮配慮配慮配慮しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない」」」」とととと定定定定
めているめているめているめている。。。。教育現場教育現場教育現場教育現場へのへのへのへの「「「「是正要求是正要求是正要求是正要求」」」」はははは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のののの「「「「児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの教育教育教育教育をををを受受受受けるけるけるける権権権権
利利利利がががが侵害侵害侵害侵害されていることがされていることがされていることがされていることが明明明明らからからからか」」」」なななな場合場合場合場合にのみにのみにのみにのみ限定限定限定限定されるされるされるされる。。。。文科省文科省文科省文科省によるによるによるによる竹富町竹富町竹富町竹富町へのへのへのへの
「「「「是正要求是正要求是正要求是正要求」」」」についてについてについてについて教育長教育長教育長教育長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聞聞聞聞くくくく。。。。

((((2222)))) 離島教育支援離島教育支援離島教育支援離島教育支援についてについてについてについて現状現状現状現状とととと課題課題課題課題、、、、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聞聞聞聞くくくく。。。。

((((3333)))) 教員試験年齢教員試験年齢教員試験年齢教員試験年齢のののの上限上限上限上限のののの引引引引きききき上上上上げげげげ、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは撤廃撤廃撤廃撤廃についてについてについてについて教育長教育長教育長教育長のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((4444)))) 公立小中学校本務教員増員計画公立小中学校本務教員増員計画公立小中学校本務教員増員計画公立小中学校本務教員増員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。。。。

ｱｱｱｱ 県内学校県内学校県内学校県内学校におけるにおけるにおけるにおける臨時教職員臨時教職員臨時教職員臨時教職員のののの割合割合割合割合はははは異常異常異常異常にににに高高高高くくくく、、、、本務教員本務教員本務教員本務教員のののの割合割合割合割合がががが全国平均全国平均全国平均全国平均
93939393....7777％％％％よりよりよりより10101010ポイントポイントポイントポイントもももも低低低低くくくく83838383....8888％％％％となっているとなっているとなっているとなっている。。。。そのそのそのその改善策改善策改善策改善策としてとしてとしてとして県県県県ではではではでは2011201120112011年度年度年度年度からからからから
「「「「本務教員本務教員本務教員本務教員のののの増員計画増員計画増員計画増員計画」」」」をををを進進進進めめめめ増員増員増員増員をををを行行行行ってきたところであるってきたところであるってきたところであるってきたところである。。。。そこでおそこでおそこでおそこでお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。
2013201320132013年度年度年度年度のののの本務教員本務教員本務教員本務教員とととと臨時教員臨時教員臨時教員臨時教員のののの数数数数・・・・割合割合割合割合そしてそしてそしてそして2014201420142014年度採用者数年度採用者数年度採用者数年度採用者数はははは何名何名何名何名をををを予定予定予定予定しししし
ているかているかているかている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 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの「「「「正規任用職員正規任用職員正規任用職員正規任用職員のののの増員計画増員計画増員計画増員計画でででで５５５５年年年年からからからから10101010年年年年でででで九州各県九州各県九州各県九州各県のののの91919191％％％％のののの目標目標目標目標にににに近近近近づづづづ
けていきたいけていきたいけていきたいけていきたい」」」」というのがというのがというのがというのが前任前任前任前任のののの大城教育長大城教育長大城教育長大城教育長のののの見解見解見解見解でありましたがでありましたがでありましたがでありましたが、、、、諸見里教育長諸見里教育長諸見里教育長諸見里教育長のののの見見見見
解解解解をおをおをおをお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。
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((((5555)))) 教職員教職員教職員教職員のののの精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患によるによるによるによる休職者数休職者数休職者数休職者数のののの５５５５年間年間年間年間のののの推移推移推移推移とととと教員教員教員教員のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと成成成成
果果果果についてについてについてについて

((((6666)))) 県立高等学校県立高等学校県立高等学校県立高等学校におけるにおけるにおけるにおける「「「「進級規定進級規定進級規定進級規定のののの見直見直見直見直しししし」」」」によるによるによるによる成果成果成果成果、、、、デメリットデメリットデメリットデメリット、、、、課題及課題及課題及課題及びびびび原級留置原級留置原級留置原級留置
者及者及者及者及びびびび中途退学者中途退学者中途退学者中途退学者とととと不登校者不登校者不登校者不登校者、、、、休学者休学者休学者休学者のののの推移推移推移推移についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその要因要因要因要因とととと傾向傾向傾向傾向、、、、そそそそ
れぞれのれぞれのれぞれのれぞれの関連性関連性関連性関連性についてについてについてについて教育長教育長教育長教育長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 沖縄型沖縄型沖縄型沖縄型のののの幼少連携幼少連携幼少連携幼少連携のありのありのありのあり方方方方をををを含含含含めためためためた「「「「幼児教育支援制度幼児教育支援制度幼児教育支援制度幼児教育支援制度」」」」創設創設創設創設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がみがみがみが行行行行わわわわ
れているがれているがれているがれているが、、、、幼児推進委員会幼児推進委員会幼児推進委員会幼児推進委員会でのでのでのでの議論議論議論議論やややや国国国国とのとのとのとの調整調整調整調整についてについてについてについて経緯経緯経緯経緯をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((8888)))) 県内小県内小県内小県内小・・・・中中中中・・・・高高高高におけるにおけるにおけるにおける児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの暴力暴力暴力暴力、、、、いじめいじめいじめいじめ、、、、不登校不登校不登校不登校についてについてについてについて現状現状現状現状とととと対応対応対応対応、、、、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聞聞聞聞くくくく。。。。

6666 性暴力被害性暴力被害性暴力被害性暴力被害にあったにあったにあったにあった人人人人にににに対対対対してしてしてして行行行行うううう24242424時間時間時間時間、、、、医療医療医療医療やややや法的法的法的法的，，，，精神的精神的精神的精神的サポートサポートサポートサポートをををを１１１１カカカカ所所所所でででで行行行行うううう「「「「ワワワワ
ンストップンストップンストップンストップ支援支援支援支援センターセンターセンターセンター」」」」のののの開設開設開設開設にににに向向向向けたけたけたけた関係者関係者関係者関係者やややや行政行政行政行政のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが始始始始まっているまっているまっているまっている。。。。そのそのそのその取取取取りりりり
組組組組みとみとみとみと課題課題課題課題はははは何何何何かかかか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 公安警察行政公安警察行政公安警察行政公安警察行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県内交通事故県内交通事故県内交通事故県内交通事故（（（（死亡事故含死亡事故含死亡事故含死亡事故含むむむむ））））件数件数件数件数のののの５５５５年間年間年間年間のののの経緯経緯経緯経緯とととと「「「「沖縄県飲酒運転根絶条例沖縄県飲酒運転根絶条例沖縄県飲酒運転根絶条例沖縄県飲酒運転根絶条例」」」」のののの県県県県
民生活民生活民生活民生活へのへのへのへの周知周知周知周知とととと成果成果成果成果（（（（条例条例条例条例をどうをどうをどうをどう生生生生かしたかかしたかかしたかかしたか））））についてもについてもについてもについても聞聞聞聞くくくく。。。。

((((2222)))) 県内青少年非行県内青少年非行県内青少年非行県内青少年非行とととと犯罪犯罪犯罪犯罪のののの実態実態実態実態とそのとそのとそのとその防止防止防止防止とととと立立立立ちちちち直直直直りりりり支援支援支援支援（（（（具体的事例具体的事例具体的事例具体的事例））））学校学校学校学校でのでのでので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聞聞聞聞くくくく。（。（。（。（県警県警県警県警・・・・教育長教育長教育長教育長））））

8888 「「「「県県県県エネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョン」」」」についてについてについてについて

((((1111)))) 再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの可能性可能性可能性可能性とととと実証実験後実証実験後実証実験後実証実験後のののの成果成果成果成果のののの活用活用活用活用についてについてについてについて、「、「、「、「県内相当数県内相当数県内相当数県内相当数のののの離離離離
島島島島にはにはにはにはバックアップバックアップバックアップバックアップ電源電源電源電源としてとしてとしてとして踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、可能可能可能可能なななな限限限限りりりり太陽光太陽光太陽光太陽光やややや風力発電等風力発電等風力発電等風力発電等をををを取取取取りりりり入入入入れれれれ再生可再生可再生可再生可
能能能能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー100100100100％％％％にににに持持持持っていけるようにするためっていけるようにするためっていけるようにするためっていけるようにするため、、、、そのそのそのその可能性可能性可能性可能性、、、、導入導入導入導入シナリオシナリオシナリオシナリオのののの立案立案立案立案にににに
関関関関するするするする調査調査調査調査についてについてについてについて検討検討検討検討するとしていたがするとしていたがするとしていたがするとしていたが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。財源財源財源財源としてはとしてはとしてはとしては電源開発促進税電源開発促進税電源開発促進税電源開発促進税をををを
国国国国にににに要請要請要請要請しているしているしているしている」」」」とととと答弁答弁答弁答弁しているしているしているしている。。。。見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((2222)))) 天然天然天然天然ガスガスガスガス資源試掘調査結果資源試掘調査結果資源試掘調査結果資源試掘調査結果をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、そのそのそのその可能性可能性可能性可能性やややや利活用利活用利活用利活用・・・・誘致企業等誘致企業等誘致企業等誘致企業等のののの検討検討検討検討はははは進進進進んんんん
でいるかでいるかでいるかでいるか。。。。
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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26262626年第年第年第年第2222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))))

02020202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

4444 25252525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)))) 辺野古埋立承認関連辺野古埋立承認関連辺野古埋立承認関連辺野古埋立承認関連についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認はははは県民県民県民県民のののの総意総意総意総意にににに反反反反するとするとするとすると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、知事知事知事知事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 承認後承認後承認後承認後のののの県民県民県民県民ののののリアクションリアクションリアクションリアクション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。。。。

ｳｳｳｳ 県民県民県民県民のののの７７７７割割割割はははは承認承認承認承認のののの撤回撤回撤回撤回をををを望望望望んでいるとんでいるとんでいるとんでいると考考考考えるがえるがえるがえるが知事知事知事知事のののの見解見解見解見解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運用停止運用停止運用停止運用停止はははは埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認をしなくてもをしなくてもをしなくてもをしなくても要求可能要求可能要求可能要求可能とととと考考考考えるがえるがえるがえるが知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

ｵｵｵｵ 埋立工事埋立工事埋立工事埋立工事をををを進進進進めるにめるにめるにめるに当当当当たりたりたりたり国国国国がががが県県県県にににに求求求求めるめるめるめる新新新新たなたなたなたな申請許可事項申請許可事項申請許可事項申請許可事項はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか知事知事知事知事のののの見解見解見解見解
とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) １１１１月月月月のののの名護市長選名護市長選名護市長選名護市長選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)))) 選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約はははは政治家政治家政治家政治家のののの生命線生命線生命線生命線とととと考考考考えるがえるがえるがえるが知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 政府高官政府高官政府高官政府高官やややや政党幹部政党幹部政党幹部政党幹部とのとのとのとの密談密談密談密談はははは県民県民県民県民にににに疑念疑念疑念疑念をををを抱抱抱抱かせるとかせるとかせるとかせると考考考考えるがえるがえるがえるが知事知事知事知事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)))) 昨年昨年昨年昨年のののの12121212月末安倍総理月末安倍総理月末安倍総理月末安倍総理とのとのとのとの会談会談会談会談でででで知事知事知事知事はははは140140140140万県民万県民万県民万県民をををを代表代表代表代表してしてしてして感謝感謝感謝感謝のののの意意意意をををを伝伝伝伝えたがえたがえたがえたが県県県県
民民民民のののの７７７７割割割割はははは「「「「心外心外心外心外であるであるであるである」」」」とととと実感実感実感実感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伺伺伺伺うううう。。。。

2222 米軍基地関連米軍基地関連米軍基地関連米軍基地関連についてについてについてについて

((((1111)))) 世界世界世界世界のののの識者識者識者識者ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対ににに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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 公室長公室長公室長公室長ののののワシントンワシントンワシントンワシントン訪問訪問訪問訪問のののの成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減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。。。。

((((4444)))) 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場やややや嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地へのへのへのへのオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備はははは今後増強今後増強今後増強今後増強されるのかされるのかされるのかされるのか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。。。。

((((5555)))) 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にににに対対対対するするするする県県県県のののの役割役割役割役割、、、、対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 沖縄駐留軍離職者対策沖縄駐留軍離職者対策沖縄駐留軍離職者対策沖縄駐留軍離職者対策センターセンターセンターセンターへのへのへのへ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。。。。

((((7777)))) 復帰前復帰前復帰前復帰前のののの軍雇用員軍雇用員軍雇用員軍雇用員にににに対対対対するするするする石綿被害救済石綿被害救済石綿被害救済石綿被害救済にににに向向向向けたけたけたけた県県県県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。。。。

((((8888)))) 米軍関連工事米軍関連工事米軍関連工事米軍関連工事ののののボンドボンドボンドボンド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 観光政策関連観光政策関連観光政策関連観光政策関連についてについてについてについて

((((1111)))) 空港機能空港機能空港機能空港機能、、、、整備整備整備整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国際線旅客便国際線旅客便国際線旅客便国際線旅客便のののの公租公課公租公課公租公課公租公課のののの軽減軽減軽減軽減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県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ ターミナルビルターミナルビルターミナルビルターミナルビル等等等等にににに係係係係るるるるコストコストコストコストをををを国際水準国際水準国際水準国際水準としとしとしとし、、、、外国外国外国外国からのからのからのからの乗乗乗乗りりりり入入入入れをれをれをれを促進促進促進促進すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考ええええ
るがるがるがるが県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 深夜深夜深夜深夜のののの国際便国際便国際便国際便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県県県県のののの方針方針方針方針をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 新規就航新規就航新規就航新規就航のののの航空会社航空会社航空会社航空会社へのへのへのへの支援策支援策支援策支援策はははは公平公平公平公平にににに行行行行われているかわれているかわれているかわれているか県県県県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。。。。

ｵｵｵｵ 空港業務従事者空港業務従事者空港業務従事者空港業務従事者のののの保育園等保育園等保育園等保育園等、、、、職場環境改善策職場環境改善策職場環境改善策職場環境改善策がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが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。。。。

ｶｶｶｶ 国際線国際線国際線国際線ターミナルターミナルターミナルターミナルとととと国内線国内線国内線国内線、、、、モノレールモノレールモノレールモノレール駅駅駅駅へのへのへのへの導線整備導線整備導線整備導線整備、、、、タクシータクシータクシータクシー乗乗乗乗りりりり場場場場ののののインフラインフラインフラインフラのののの不不不不
便便便便さがさがさがさが問問問問われているがわれているがわれているがわれているが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｷｷｷｷ 空港空港空港空港ターミナルターミナルターミナルターミナルにににに礼拝施設礼拝施設礼拝施設礼拝施設をををを設置設置設置設置するべきとするべきとするべきとするべきと考考考考えるがえるがえるがえるが県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) バスバスバスバス、、、、トラックトラックトラックトラック等等等等のののの排排排排ガスガスガスガス規制等規制等規制等規制等、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした政策政策政策政策にににに取取取取りりりり組組組組むべきとむべきとむべきとむべきと考考考考えるがえるがえるがえるが県県県県のののの見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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((((3333)))) 景観整備景観整備景観整備景観整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 緑豊緑豊緑豊緑豊かなかなかなかな街並街並街並街並みやみやみやみや公園整備公園整備公園整備公園整備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 港湾港湾港湾港湾のののの緑化緑化緑化緑化についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 離島離島離島離島のののの景観整備景観整備景観整備景観整備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)))) 観光観光観光観光オフオフオフオフ期期期期のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな改善策改善策改善策改善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)))) 観光財源確保観光財源確保観光財源確保観光財源確保のためにのためにのためにのために「「「「観光宝観光宝観光宝観光宝くじくじくじくじ」」」」をををを創設創設創設創設してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか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。。。。

((((6666)))) 県内県内県内県内ホテルホテルホテルホテル等観光施設等観光施設等観光施設等観光施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化にににに向向向向けたけたけたけた支援支援支援支援がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが県県県県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。。。。

((((7777)))) 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についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 予算予算予算予算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 外国向外国向外国向外国向けけけけ広報広報広報広報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 富裕層対策富裕層対策富裕層対策富裕層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。。。。

((((8888)))) 県内観光協会県内観光協会県内観光協会県内観光協会とのとのとのとの連携事業連携事業連携事業連携事業についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) 新石垣空港効果新石垣空港効果新石垣空港効果新石垣空港効果についてについてについてについて県県県県のののの評価評価評価評価とととと課題課題課題課題、、、、今後今後今後今後のののの展望展望展望展望についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((10101010))))観光危機管理観光危機管理観光危機管理観光危機管理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伺伺伺伺うううう。。。。

((((11111111))))那覇空港周辺那覇空港周辺那覇空港周辺那覇空港周辺のののの「「「「空港空港空港空港まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり」」」」がががが今後今後今後今後のののの課題課題課題課題になるとになるとになるとになると考考考考えるがえるがえるがえるが県県県県のののの施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((12121212))))ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設計画施設計画施設計画施設計画のあらましとのあらましとのあらましとのあらましと進進進進をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((13131313))))観光誘客観光誘客観光誘客観光誘客１１１１000000000000万人万人万人万人ののののワーキンググループワーキンググループワーキンググループワーキンググループのあらましとのあらましとのあらましとのあらましと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。。。。

((((14141414))))１１１１月月月月15151515日日日日にににに発足発足発足発足したしたしたした「「「「県県県県ホテルホテルホテルホテル協会協会協会協会」」」」にににに対対対対するするするする県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 文化政策文化政策文化政策文化政策についてについてについてについて

((((1111)))) 次期県立郷土劇場開設次期県立郷土劇場開設次期県立郷土劇場開設次期県立郷土劇場開設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。。。。

((((2222)))) 伝統芸能伝統芸能伝統芸能伝統芸能のののの継承継承継承継承とととと発展発展発展発展にはにはにはには芸芸芸芸のみならずのみならずのみならずのみならず衣装衣装衣装衣装・・・・小道具小道具小道具小道具・・・・劇場等劇場等劇場等劇場等のののの充実充実充実充実がががが不可欠不可欠不可欠不可欠だがだがだがだが県県県県
のののの対策対策対策対策・・・・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)))) 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継承継承継承継承にににに対対対対するするするする県計画県計画県計画県計画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。。。。

((((4444)))) 文化行政文化行政文化行政文化行政をををを遂行遂行遂行遂行するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり文化技官文化技官文化技官文化技官（（（（仮称仮称仮称仮称））））をををを設置設置設置設置すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるがえるがえるがえるが県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 経済政策関連経済政策関連経済政策関連経済政策関連についてについてについてについて

((((1111)))) 一括交付金経済効果一括交付金経済効果一括交付金経済効果一括交付金経済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)))) 消費税増税消費税増税消費税増税消費税増税にににに伴伴伴伴うううう県県県県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。。。。

((((3333)))) 県内失業率推移県内失業率推移県内失業率推移県内失業率推移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)))) 県内非正規雇用率県内非正規雇用率県内非正規雇用率県内非正規雇用率、、、、離職率等離職率等離職率等離職率等「「「「雇用雇用雇用雇用のののの質質質質」」」」面面面面のののの課題課題課題課題とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 県民所得県民所得県民所得県民所得をををを引引引引きききき上上上上げるげるげるげる抜本的抜本的抜本的抜本的なななな施策施策施策施策がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが県県県県のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 国際空港開港国際空港開港国際空港開港国際空港開港にににに伴伴伴伴うううう経済効果経済効果経済効果経済効果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。。。。

((((7777)))) 中城湾新港地域中城湾新港地域中城湾新港地域中城湾新港地域、、、、国際物流拠点地域国際物流拠点地域国際物流拠点地域国際物流拠点地域のののの振興振興振興振興はははは順調順調順調順調かかかか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。。。。

((((8888)))) 製造業製造業製造業製造業のののの割合割合割合割合をををを全国並全国並全国並全国並みにみにみにみに引引引引きききき上上上上げるべきとげるべきとげるべきとげるべきと考考考考えるがえるがえるがえるが県県県県のののの施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) 県産品県産品県産品県産品をををを支援支援支援支援しししし育成育成育成育成するするするする仕組仕組仕組仕組みづくりがみづくりがみづくりがみづくりが必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが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。。。。

((((10101010))))ものづくりものづくりものづくりものづくり資金支援資金支援資金支援資金支援するするするするＬＬＰＬＬＰＬＬＰＬＬＰのあらましについてのあらましについてのあらましについてのあらましについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((11111111))))トラックトラックトラックトラック業者業者業者業者のののの過積載問題過積載問題過積載問題過積載問題にににに対対対対するするするする県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 交通政策関連交通政策関連交通政策関連交通政策関連についてについてについてについて

((((1111)))) 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沿線自治体沿線自治体沿線自治体沿線自治体とのとのとのとの広域調整広域調整広域調整広域調整はははは不可欠不可欠不可欠不可欠とととと考考考考えるがえるがえるがえるが県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 鉄軌道工事鉄軌道工事鉄軌道工事鉄軌道工事はははは地元業者地元業者地元業者地元業者がががが対応対応対応対応すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるがえるがえるがえるが県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 公共交通網公共交通網公共交通網公共交通網におけるにおけるにおけるにおける共通共通共通共通ＩＣＩＣＩＣＩＣ乗車券乗車券乗車券乗車券（ＯＫＩＣＡ）（ＯＫＩＣＡ）（ＯＫＩＣＡ）（ＯＫＩＣＡ）・・・・カードカードカードカード導入導入導入導入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 農水政策関連農水政策関連農水政策関連農水政策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、、、、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ししし、、、、またまたまたまた新新新新たにたにたにたに発足発足発足発足されたされたされたされた漁業者協議会漁業者協議会漁業者協議会漁業者協議会のののの県県県県のののの対対対対
応応応応とととと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。。。。

((((2222)))) 密輸密輸密輸密輸、、、、外国漁船等外国漁船等外国漁船等外国漁船等、、、、県内漁業従事者県内漁業従事者県内漁業従事者県内漁業従事者にとってにとってにとってにとって危険危険危険危険かつかつかつかつ多難多難多難多難なななな現状現状現状現状にににに対対対対するするするする県県県県のののの対応対応対応対応をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

8888 教育関連教育関連教育関連教育関連についてについてについてについて
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((((1111)))) 県立高校県立高校県立高校県立高校でのでのでのでの制服制服制服制服のののの発注受注発注受注発注受注発注受注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)))) 県立高校県立高校県立高校県立高校でのかりゆしでのかりゆしでのかりゆしでのかりゆしウェアウェアウェアウェアのののの制服導入制服導入制服導入制服導入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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄文化沖縄文化沖縄文化沖縄文化・・・・歴史歴史歴史歴史・・・・しまくぅとばしまくぅとばしまくぅとばしまくぅとば等等等等をををを教育現場教育現場教育現場教育現場にににに積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり入入入入れるべきとれるべきとれるべきとれるべきと考考考考えるがえるがえるがえるが県県県県のののの見解見解見解見解
をををを伺伺伺伺うううう。。。。


