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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26262626年第年第年第年第3333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))))

07070707月月月月03030303    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 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 防衛省防衛省防衛省防衛省がががが計画計画計画計画するするするする南西諸島南西諸島南西諸島南西諸島のののの防衛強化防衛強化防衛強化防衛強化とととと称称称称したしたしたした与那国与那国与那国与那国をををを初初初初めめめめ宮古宮古宮古宮古、、、、石垣地域石垣地域石垣地域石垣地域へのへのへのへの陸自部陸自部陸自部陸自部
隊配備隊配備隊配備隊配備についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。過重過重過重過重なななな基地負担基地負担基地負担基地負担のののの沖縄沖縄沖縄沖縄にこれにこれにこれにこれ以上以上以上以上のののの軍隊軍隊軍隊軍隊のののの配備配備配備配備はははは地地地地
域住民域住民域住民域住民のののの分断分断分断分断とととと他国他国他国他国とのとのとのとの緊張緊張緊張緊張をををを招招招招くことになるくことになるくことになるくことになる。。。。断固反対断固反対断固反対断固反対すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。

2222 エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー問題問題問題問題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

((((1111)))) 「「「「原発原発原発原発ゼロゼロゼロゼロ」」」」をををを転換転換転換転換するするするする新新新新しいエネルギーしいエネルギーしいエネルギーしいエネルギー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知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県はこれまでのエネルギーはこれまでのエネルギーはこれまでのエネルギーはこれまでのエネルギー基本計画基本計画基本計画基本計画をををを白紙白紙白紙白紙からからからから見直見直見直見直しししし、、、、新新新新しいしいしいしい基本計画基本計画基本計画基本計画をををを策定策定策定策定するとしてするとしてするとしてするとして
いるいるいるいる。。。。そのそのそのその目的目的目的目的、、、、位置位置位置位置づけやづけやづけやづけや基本目標基本目標基本目標基本目標、、、、アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン等等等等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。。。。

((((3333)))) 県内離島県内離島県内離島県内離島におけるにおけるにおけるにおける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発電受発電受発電受発電受けけけけ入入入入れれれれ保留問題保留問題保留問題保留問題のののの背景背景背景背景とととと今後今後今後今後のののの解決等解決等解決等解決等にににに
ついてついてついてついて見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島でもでもでもでも接続制限接続制限接続制限接続制限のののの可能性可能性可能性可能性があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。

((((4444)))) 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についてについてについてについて県県県県はははは財源確保策財源確保策財源確保策財源確保策としてとしてとしてとして、、、、新新新新たなたなたなたな沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興にににに関関関関するするするする税制改正税制改正税制改正税制改正でででで
のののの減免減免減免減免をををを要望要望要望要望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、、、、経緯経緯経緯経緯をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

3333 沖縄県地域防災計画沖縄県地域防災計画沖縄県地域防災計画沖縄県地域防災計画についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県のののの地震被害想定調査地震被害想定調査地震被害想定調査地震被害想定調査におけるにおけるにおけるにおける被害被害被害被害についてについてについてについて示示示示せせせせ。。。。

((((2222)))) 災害予防計画災害予防計画災害予防計画災害予防計画についてのについてのについてのについての基本方針基本方針基本方針基本方針とととと市町村市町村市町村市町村におけるにおけるにおけるにおける地域防災計画地域防災計画地域防災計画地域防災計画についてについてについてについて

((((3333)))) 防災拠点化防災拠点化防災拠点化防災拠点化とととと整備整備整備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 教育行政教育行政教育行政教育行政のののの課題課題課題課題についてについてについてについて

((((1111)))) 不登校不登校不登校不登校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
　教育長　教育長　教育長　教育長はははは「「「「不登校不登校不登校不登校のののの原因原因原因原因についてはについてはについてはについては、、、、本人本人本人本人にににに起因起因起因起因するのがするのがするのがするのが最最最最もももも高高高高くくくく、、、、本県本県本県本県はははは「「「「遊遊遊遊びびびび、、、、非非非非
行行行行」」」」のののの割合割合割合割合がががが全国全国全国全国とととと比較比較比較比較してしてしてして高高高高いことがいことがいことがいことが特徴特徴特徴特徴であるであるであるである」」」」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。。。。不登校不登校不登校不登校はははは休学休学休学休学やややや中中中中
途退学途退学途退学途退学につながっていくにつながっていくにつながっていくにつながっていく可能性可能性可能性可能性がががが高高高高くくくく憂慮憂慮憂慮憂慮されるされるされるされる。「。「。「。「遊遊遊遊び・び・び・び・非行非行非行非行」」」」がががが不登校不登校不登校不登校へのへのへのへの大大大大きなきなきなきな誘誘誘誘
因因因因だとすればどのようなだとすればどのようなだとすればどのようなだとすればどのような対策対策対策対策をををを講講講講じていけばよいのかじていけばよいのかじていけばよいのかじていけばよいのか、、、、教育長教育長教育長教育長のののの不登校不登校不登校不登校についてのについてのについてのについての認識認識認識認識とととと
対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 学制改学制改学制改学制改革革革革をををを検討検討検討検討しているしているしているしている文科文科文科文科省省省省がががが幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園やややや保育保育保育保育所所所所などのなどのなどのなどの最最最最終終終終学学学学年年年年をををを無償無償無償無償化化化化しししし、、、、義務義務義務義務教教教教
育育育育とするとするとするとする方針方針方針方針をををを固固固固めためためためた。。。。幼少連携幼少連携幼少連携幼少連携のののの「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄型幼児型幼児型幼児型幼児教育教育教育教育支援支援支援支援制制制制度度度度」」」」創設創設創設創設にににに取取取取りりりり組組組組んんんんできたできたできたできた沖沖沖沖
縄縄縄縄はははは「「「「５５５５歳児幼稚園義務歳児幼稚園義務歳児幼稚園義務歳児幼稚園義務教育教育教育教育・・・・無償無償無償無償化化化化」」」」ののののモデモデモデモデルルルル地域地域地域地域としてとしてとしてとして手手手手をををを挙挙挙挙げげげげるべきではないかるべきではないかるべきではないかるべきではないか。。。。
教育長教育長教育長教育長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 宮古宮古宮古宮古空港及空港及空港及空港及びびびび下下下下地島地島地島地島空港空港空港空港・・・・周辺用周辺用周辺用周辺用地地地地のののの利活用利活用利活用利活用方策方策方策方策検討検討検討検討についてについてについてについて

((((1111)))) 宮古宮古宮古宮古空港空港空港空港のののの集客将来集客将来集客将来集客将来予予予予測測測測とそれにとそれにとそれにとそれに見合見合見合見合ううううキャパキャパキャパキャパシシシシティティティティーについてーについてーについてーについて県県県県のののの認識認識認識認識をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

((((2222)))) 宮古宮古宮古宮古空港空港空港空港ののののＣＩＱＣＩＱＣＩＱＣＩＱ施設建設施設建設施設建設施設建設についてについてについてについて概概概概要要要要とととと建設日程建設日程建設日程建設日程についてについてについてについて聞聞聞聞くくくく。。。。

((((3333)))) 「「「「下下下下地島地島地島地島空港空港空港空港とととと周辺用周辺用周辺用周辺用地地地地のののの利活用利活用利活用利活用方策方策方策方策検討検討検討検討」」」」はははは従来従来従来従来のののの検討協議検討協議検討協議検討協議会会会会とのとのとのとの特徴的特徴的特徴的特徴的なななな相違相違相違相違はははは
何何何何かかかか、、、、またまたまたまた、、、、どのようなどのようなどのようなどのような手法手法手法手法でどのようなでどのようなでどのようなでどのような事事事事業業業業者者者者をををを対対対対象象象象としているのかとしているのかとしているのかとしているのか、、、、22226666年年年年、、、、27272727年年年年のののの日程日程日程日程
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。。。。

((((4444)))) 提案募集提案募集提案募集提案募集にににに当当当当たってどのようなたってどのようなたってどのようなたってどのようなイイイインンンンセセセセンンンンティブティブティブティブをををを検討検討検討検討しているかしているかしているかしているか。。。。

((((5555)))) 提案募集提案募集提案募集提案募集にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民のののの雇用雇用雇用雇用やややや地域地域地域地域のののの活活活活性化性化性化性化にににに寄寄寄寄与与与与するものとすべきであるするものとすべきであるするものとすべきであるするものとすべきである
とととと考考考考ええええるがるがるがるが見解見解見解見解はははは。。。。

((((6666)))) 提案募集提案募集提案募集提案募集にににに当当当当たってはたってはたってはたっては「「「「屋良覚書屋良覚書屋良覚書屋良覚書」、「」、「」、「」、「西西西西銘銘銘銘確確確確認書認書認書認書」」」」のののの遵守遵守遵守遵守はははは当然当然当然当然とととと考考考考ええええるがどうかるがどうかるがどうかるがどうか。。。。

6666 医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉行政行政行政行政についてについてについてについて聞聞聞聞くくくく。。。。
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((((1111)))) 重重重重粒子線施設導粒子線施設導粒子線施設導粒子線施設導入入入入構構構構想想想想にににに琉琉琉琉大大大大病院病院病院病院をををを移移移移転転転転させさせさせさせ、、、、隣隣隣隣接接接接するするするする米海米海米海米海軍軍軍軍病院病院病院病院とととと一体一体一体一体としたとしたとしたとした「「「「国国国国際際際際
医療医療医療医療拠点拠点拠点拠点」」」」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 米海米海米海米海軍軍軍軍病院病院病院病院とのとのとのとの一体一体一体一体化化化化でででで沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地化基地化基地化基地化がががが強化強化強化強化継継継継続続続続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見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｲｲｲｲ 重重重重粒子線施設建設粒子線施設建設粒子線施設建設粒子線施設建設にににに係係係係るるるる収支収支収支収支やややや維持管理維持管理維持管理維持管理等等等等のののの見見見見通通通通しについてしについてしについてしについて聞聞聞聞くくくく。。。。

ｳｳｳｳ 島島島島嶼嶼嶼嶼県沖縄県沖縄県沖縄県沖縄ではではではでは離島離島離島離島・・・・僻僻僻僻地地地地医療医療医療医療やややや民間民間民間民間ドドドドククククタタタターーーーヘリヘリヘリヘリ事事事事業業業業へのへのへのへの支援支援支援支援がががが優先優先優先優先課題課題課題課題としてとしてとしてとして検検検検
討討討討されるべきではないかされるべきではないかされるべきではないかされるべきではないか。。。。

((((2222)))) 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける障障障障害害害害児支援児支援児支援児支援のののの充実充実充実充実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 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける実態実態実態実態はははは把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか。。。。

ｲｲｲｲ 地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける障障障障害害害害児支援体児支援体児支援体児支援体制制制制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

ｳｳｳｳ 本島本島本島本島とのとのとのとの支援格差支援格差支援格差支援格差があるとがあるとがあるとがあると考考考考ええええるがるがるがるが、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる支援支援支援支援がががが必必必必要要要要とととと考考考考ええええるがどうかるがどうかるがどうかるがどうか。。。。

ｴｴｴｴ 医療型児童医療型児童医療型児童医療型児童発発発発達支援達支援達支援達支援についてについてについてについて施設施設施設施設ややややママママンンンンパワパワパワパワーのーのーのーの不不不不足足足足はははは否否否否めないめないめないめない。。。。県県県県のののの対対対対応応応応をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｵｵｵｵ 支援支援支援支援のののの実態把握実態把握実態把握実態把握やややや体体体体制制制制のののの強化強化強化強化についてについてについてについて、、、、保保保保護護護護者等者等者等者等とのとのとのとの意意意意見見見見交交交交換換換換やややや相談相談相談相談のののの場場場場をををを設設設設けるこけるこけるこけるこ
とがとがとがとが必須必須必須必須だとだとだとだと考考考考ええええるがどうかるがどうかるがどうかるがどうか。。。。

((((3333)))) 県県県県ががががんんんん対策対策対策対策推推推推進進進進条例施条例施条例施条例施行後行後行後行後のののの離島離島離島離島におけるがにおけるがにおけるがにおけるがんんんん患患患患者者者者へのへのへのへの支援及支援及支援及支援及びびびび医療医療医療医療のののの提供提供提供提供についについについについ
てててて聞聞聞聞くくくく。。。。

ｱｱｱｱ 「「「「ががががんんんん患患患患者者者者支援支援支援支援モデモデモデモデルルルル事事事事業業業業」」」」についてについてについてについて成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその成果成果成果成果をををを今後今後今後今後どうどうどうどう生生生生かすのかかすのかかすのかかすのか
見解見解見解見解をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

ｲｲｲｲ 情報支援情報支援情報支援情報支援とととと相談支援相談支援相談支援相談支援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。。。。

ｳｳｳｳ 島島島島でできることはでできることはでできることはでできることは島島島島でででで完結完結完結完結できるできるできるできる医療体医療体医療体医療体制制制制のののの充実充実充実充実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。。。。

ｴｴｴｴ ががががんんんん条例施条例施条例施条例施行行行行２２２２年年年年をををを経過経過経過経過するするするする。。。。県県県県ががががんんんん対策対策対策対策推推推推進計画進計画進計画進計画ではではではでは離島離島離島離島・・・・僻僻僻僻地地地地におけるがにおけるがにおけるがにおけるがんんんん医療医療医療医療
のののの確保確保確保確保やがやがやがやがんんんん患患患患者等関係者者等関係者者等関係者者等関係者のののの支援支援支援支援をうたっているがをうたっているがをうたっているがをうたっているが、「、「、「、「課題課題課題課題」」」」のののの解決解決解決解決やややや「「「「施施施施策目標策目標策目標策目標」」」」達成達成達成達成
にににに向向向向けてけてけてけて県県県県はどうはどうはどうはどう進進進進めているかめているかめているかめているか。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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26262626年第年第年第年第3333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))))

07070707月月月月03030303    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 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 安倍安倍安倍安倍政政政政権権権権のののの憲法憲法憲法憲法解解解解釈変更釈変更釈変更釈変更によるによるによるによる「「「「集団集団集団集団的自衛的自衛的自衛的自衛権権権権」」」」のののの行行行行使使使使はははは、、、、憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条をををを壊壊壊壊しししし平和憲法平和憲法平和憲法平和憲法とととと民民民民主主主主
主義主義主義主義をじをじをじをじゅゅゅゅうりうりうりうりんんんんするものでありするものでありするものでありするものであり、、、、断断断断じてじてじてじて容認容認容認容認できないできないできないできない。。。。撤回撤回撤回撤回をををを要求要求要求要求すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

2222 米米米米軍基地問題軍基地問題軍基地問題軍基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野辺野辺野辺野古古古古移設移設移設移設、、、、新基地新基地新基地新基地建設建設建設建設反対反対反対反対というというというという県民県民県民県民総意総意総意総意をををを踏踏踏踏みにじりみにじりみにじりみにじり、「、「、「、「県県県県外移設外移設外移設外移設」」」」というみというみというみというみずずずずからのからのからのからの
公約公約公約公約にににに背背背背きききき埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認したことはしたことはしたことはしたことは、、、、県民県民県民県民にににに対対対対するするするする歴史歴史歴史歴史的的的的裏切裏切裏切裏切りでありりでありりでありりであり、、、、許許許許せませせませせませせませんんんん。。。。
知事知事知事知事はははは、、、、埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認をををを取取取取りりりり消消消消すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

((((2222)))) 米米米米国国国国務務務務省高省高省高省高官官官官がががが「「「「普天普天普天普天間間間間のののの返還返還返還返還はははは名名名名護護護護市市市市辺野辺野辺野辺野古古古古へのへのへのへの移設移設移設移設でででで合合合合意意意意しているしているしているしている、、、、代替施設代替施設代替施設代替施設のののの
完成完成完成完成なしになしになしになしに運用停止運用停止運用停止運用停止はできないはできないはできないはできない」」」」とととと日日日日本政本政本政本政府府府府高高高高官官官官にににに伝伝伝伝ええええていたことがていたことがていたことがていたことが明明明明らかになっているらかになっているらかになっているらかになっている
かかかか。「。「。「。「普天普天普天普天間間間間のののの５５５５年年年年以内以内以内以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止」」」」のののの担保担保担保担保措措措措置置置置はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。普天普天普天普天間基地間基地間基地間基地はははは、、、、無条件撤無条件撤無条件撤無条件撤
去去去去をををを要求要求要求要求すべきではありませすべきではありませすべきではありませすべきではありませんんんんかかかか。。。。

((((3333)))) 2222005005005005年年年年のののの在日米在日米在日米在日米軍再軍再軍再軍再編協議編協議編協議編協議でででで新基地新基地新基地新基地のののの建設建設建設建設計画計画計画計画ににににホバホバホバホバークラークラークラークラフトフトフトフト型揚型揚型揚型揚陸陸陸陸艇艇艇艇やややや高高高高速輸送速輸送速輸送速輸送
船船船船がががが運用運用運用運用できるできるできるできる軍軍軍軍港機港機港機港機能整備能整備能整備能整備のののの必必必必要性要性要性要性をををを明記明記明記明記しししし、、、、沖縄防衛沖縄防衛沖縄防衛沖縄防衛局局局局もももも辺野辺野辺野辺野古古古古埋立申請書埋立申請書埋立申請書埋立申請書にににに揚揚揚揚
陸陸陸陸艇艇艇艇がががが出出出出入入入入りできるりできるりできるりできる斜路斜路斜路斜路をををを代替施設代替施設代替施設代替施設にににに設設設設置置置置するするするする計画計画計画計画がががが示示示示されているされているされているされている。。。。新基地新基地新基地新基地建設建設建設建設はははは、、、、２２２２本本本本
のののの滑走路滑走路滑走路滑走路とととと軍軍軍軍艦艦艦艦がががが接接接接岸岸岸岸可能可能可能可能なななな護岸護岸護岸護岸やややや弾薬庫弾薬庫弾薬庫弾薬庫などなどなどなど、、、、強強強強襲揚襲揚襲揚襲揚陸陸陸陸艇艇艇艇ボノムボノムボノムボノム・・・・リリリリシシシシャャャャールもールもールもールも接接接接岸岸岸岸可可可可
能能能能なななな耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数222200000000年年年年のののの基地基地基地基地になることがになることがになることがになることが明明明明白白白白ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((4444)))) 安倍安倍安倍安倍政政政政権権権権・・・・防衛防衛防衛防衛局局局局はははは、、、、名名名名護護護護市市市市辺野辺野辺野辺野古古古古のののの新基地新基地新基地新基地建設建設建設建設のためののためののためののための海海海海底底底底ボボボボーーーーリリリリンンンンググググ調査調査調査調査をををを前前前前にににに第第第第
１１１１制限制限制限制限区区区区域域域域をををを現在現在現在現在のののの50505050メメメメーーーートトトトルをルをルをルを約約約約２２２２キキキキロとロとロとロと大大大大幅幅幅幅にににに拡拡拡拡大大大大することをすることをすることをすることを日米日米日米日米合合合合同委員同委員同委員同委員会会会会でででで合合合合意意意意
したしたしたした。。。。立立立立ちちちち入入入入りをりをりをりを全全全全面禁面禁面禁面禁止止止止するするするする根根根根拠拠拠拠になるになるになるになる日米日米日米日米地位地位地位地位協協協協定定定定にににに基基基基づくづくづくづく水水水水域制限域制限域制限域制限はははは、、、、目的目的目的目的をををを「「「「米米米米
軍軍軍軍のののの使用使用使用使用」」」」とととと規規規規定定定定。。。。同様同様同様同様にににに漁漁漁漁船船船船操操操操業業業業制限制限制限制限法法法法もももも操操操操業業業業制限制限制限制限できるのはできるのはできるのはできるのは「「「「日日日日本本本本にににに駐駐駐駐留留留留するするするする米米米米軍軍軍軍
がががが水面水面水面水面をををを使用使用使用使用するするするする場場場場合合合合」」」」とととと明記明記明記明記しているしているしているしている。。。。このこのこのこの地位地位地位地位協協協協定定定定にににに照照照照らしてもらしてもらしてもらしても水水水水域域域域のののの拡拡拡拡大大大大はははは行行行行わわわわれれれれ
るべきではないとるべきではないとるべきではないとるべきではないと思思思思うがうがうがうが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 復帰復帰復帰復帰時時時時のののの日米日米日米日米のいのいのいのいわゆわゆわゆわゆるるるる「「「「５５５５・・・・11115555」」」」メメメメモモモモではではではでは「「「「第第第第１１１１水水水水域域域域はははは、、、、陸上陸上陸上陸上施設施設施設施設のののの保保保保安安安安のためにのためにのためにのために使用使用使用使用ささささ
れるれるれるれる」」」」としていますとしていますとしていますとしています。。。。基地基地基地基地建設建設建設建設のためののためののためののための第第第第１１１１制限制限制限制限区区区区域域域域のののの拡拡拡拡大大大大はははは許許許許されないことはされないことはされないことはされないことは明明明明らかでらかでらかでらかで
すすすす。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((6666)))) ジュゴジュゴジュゴジュゴンンンン訴訟訴訟訴訟訴訟はははは2222000000003333年年年年にににに提提提提起起起起されたがされたがされたがされたが、、、、カカカカリフリフリフリフォォォォルルルルニニニニアアアア連連連連邦邦邦邦地地地地裁裁裁裁はははは00008888年年年年１１１１月月月月のののの中間中間中間中間判判判判決決決決
ででででジュゴジュゴジュゴジュゴンをンをンをンを米米米米国国国国文文文文化財保化財保化財保化財保護法護法護法護法のののの適適適適用用用用対対対対象象象象としとしとしとし、、、、このこのこのこの天然記天然記天然記天然記念物念物念物念物へのへのへのへの影響影響影響影響をををを評価評価評価評価していしていしていしてい
ないのはないのはないのはないのは同同同同法違法違法違法違反反反反にににに当当当当たるとたるとたるとたると判判判判断断断断、、、、原原原原告告告告がががが事事事事実実実実上上上上勝訴勝訴勝訴勝訴したしたしたした。。。。米米米米国国国国はははは基地基地基地基地建設建設建設建設をすべきでをすべきでをすべきでをすべきで
ないとのないとのないとのないとの判判判判決決決決がががが出出出出たにもかかたにもかかたにもかかたにもかかわわわわららららずずずず、、、、仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知事知事知事知事がががが基地基地基地基地建設建設建設建設のためののためののためののための埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認しししし
たのはたのはたのはたのは違法違法違法違法ではありませではありませではありませではありませんんんんかかかか。。。。

((((7777)))) 普天普天普天普天間基地間基地間基地間基地、、、、伊江伊江伊江伊江島島島島でのでのでのでのオスオスオスオスププププレレレレイイイイのののの低低低低周周周周波音波音波音波音のののの影響影響影響影響についてについてについてについて、、、、調査調査調査調査結果結果結果結果とととと対対対対応応応応、、、、オスオスオスオス
ププププレレレレイイイイのののの配備配備配備配備撤去撤去撤去撤去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。。。。

((((8888)))) オスオスオスオスププププレレレレイイイイのののの低低低低周周周周波音波音波音波音についてについてについてについて、、、、防衛防衛防衛防衛局局局局がががが辺野辺野辺野辺野古新基地古新基地古新基地古新基地建設建設建設建設のののの環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価書書書書でででで示示示示しししし
ているているているている環境環境環境環境保全保全保全保全のののの目標目標目標目標値値値値とのとのとのとの比較比較比較比較でどうなのかでどうなのかでどうなのかでどうなのか。。。。

((((9999)))) 琉琉琉琉球球球球大学大学大学大学のののの渡嘉敷健准渡嘉敷健准渡嘉敷健准渡嘉敷健准教教教教授授授授はははは「「「「目標目標目標目標値値値値をををを超超超超過過過過したしたしたした低低低低周周周周波音波音波音波音がががが出出出出ていることていることていることていること自自自自体体体体がががが深刻深刻深刻深刻
だだだだ」」」」とととと指摘指摘指摘指摘しているがしているがしているがしているが、、、、見解見解見解見解とととと対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 カジカジカジカジノノノノについてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事はははは、、、、昨昨昨昨年年年年12121212月月月月のののの政策政策政策政策協議協議協議協議会会会会ででででカジカジカジカジノノノノのののの候補候補候補候補地地地地にににに沖縄沖縄沖縄沖縄をををを入入入入れるようれるようれるようれるよう要要要要請請請請しているがしているがしているがしているが、、、、カカカカ
ジジジジノノノノはははは刑刑刑刑法法法法111188885555条条条条、、、、111188886666条条条条でででで禁禁禁禁止止止止されているされているされているされている賭博賭博賭博賭博行行行行為為為為ですですですです。。。。カジカジカジカジノノノノはははは、、、、ルールールールーレッレッレッレットトトト、、、、ススススロロロロッッッットマトマトマトマ
シンなどのシンなどのシンなどのシンなどの遊遊遊遊技技技技、、、、ゲゲゲゲーーーームムムムをををを無無無無制限制限制限制限にににに賭博賭博賭博賭博にしたものでにしたものでにしたものでにしたもので、、、、ギギギギャャャャンンンンブブブブルルルル依存症依存症依存症依存症のののの増加増加増加増加やややや青青青青少少少少
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年年年年のののの健健健健全育全育全育全育成成成成へのへのへのへの悪影響悪影響悪影響悪影響、、、、暴力暴力暴力暴力団団団団対策上対策上対策上対策上のののの問題問題問題問題、、、、地域経地域経地域経地域経済済済済のののの崩崩崩崩壊壊壊壊等等等等、、、、深刻深刻深刻深刻なななな弊弊弊弊害害害害をもをもをもをも
たらすことがたらすことがたらすことがたらすことが明明明明らかですらかですらかですらかです。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの観光産観光産観光産観光産業業業業ははははカジカジカジカジノノノノ経経経経済済済済でででで発発発発展展展展するとするとするとすると考考考考ええええているのですているのですているのですているのです
かかかか。。。。カジカジカジカジノノノノ誘誘誘誘致致致致をををを撤回撤回撤回撤回すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

((((2222)))) 刑刑刑刑法法法法のののの賭博禁賭博禁賭博禁賭博禁止止止止のののの規規規規定定定定についてについてについてについて確定確定確定確定したしたしたした最高最高最高最高裁判裁判裁判裁判決決決決はははは、「、「、「、「勤労勤労勤労勤労などなどなどなど正正正正当当当当なななな原因原因原因原因によらによらによらによら
ずずずず、、、、単単単単なるなるなるなる偶偶偶偶然然然然のののの事事事事情情情情によってによってによってによって財財財財物物物物をををを手手手手にするにするにするにする思思思思いがけないいがけないいがけないいがけない幸幸幸幸運運運運をををを得得得得ようとようとようとようと相相相相争争争争うことはうことはうことはうことは、、、、
国民国民国民国民をををを怠怠怠怠けけけけ者者者者のののの浪費家浪費家浪費家浪費家にしにしにしにし、、、、健康健康健康健康でででで文文文文化的化的化的化的なななな社社社社会会会会のののの基基基基礎礎礎礎になるになるになるになる「「「「勤労勤労勤労勤労のののの美風美風美風美風」」」」をををを害害害害するするするする
ばかりかばかりかばかりかばかりか、、、、副次副次副次副次的的的的なななな犯罪犯罪犯罪犯罪をををを誘発誘発誘発誘発しししし、、、、国民経国民経国民経国民経済済済済のののの機機機機能能能能にににに重大重大重大重大なななな障障障障害害害害をををを与与与与ええええるおそれがあるるおそれがあるるおそれがあるるおそれがある」」」」
としていますとしていますとしていますとしています。。。。このこのこのこの最高最高最高最高裁判裁判裁判裁判決決決決にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの観光産観光産観光産観光産業業業業はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの地地地地理理理理的的的的なななな条件条件条件条件やややや世界世界世界世界自自自自然然然然遺産遺産遺産遺産にもにもにもにも登登登登録録録録されたされたされたされた自自自自然然然然、、、、環境環境環境環境、、、、
歴史歴史歴史歴史、、、、文文文文化化化化をををを生生生生かしたかしたかしたかした長長長長期期期期的的的的、、、、体体体体験験験験型型型型健康健康健康健康をををを推推推推進進進進することですることですることですることで発発発発展展展展させるべきではありませさせるべきではありませさせるべきではありませさせるべきではありませ
んんんんかかかか。。。。知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 米艦船米艦船米艦船米艦船によるによるによるによるママママググググロはロはロはロはええええ縄縄縄縄切切切切断事断事断事断事故故故故についてについてについてについて
　　　　５５５５月月月月からからからから６６６６月月月月初初初初めにかけめにかけめにかけめにかけ沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島のののの南西南西南西南西約約約約111111110000キキキキロのロのロのロの海海海海域域域域でででで、、、、県県県県近近近近海海海海鮪漁鮪漁鮪漁鮪漁協協協協、、、、那那那那覇覇覇覇地地地地区漁区漁区漁区漁
協所協所協所協所属属属属のののの漁漁漁漁船船船船ののののママママググググロはロはロはロはええええ縄縄縄縄がががが米海米海米海米海軍軍軍軍のののの艦船艦船艦船艦船にににに切切切切断断断断されたされたされたされた。。。。被害被害被害被害にににに遭遭遭遭ったったったった漁漁漁漁船船船船はははは、、、、確確確確認認認認でででで
きただけでもきただけでもきただけでもきただけでも11111111隻隻隻隻をををを超超超超ええええているているているている。。。。米海米海米海米海軍軍軍軍のののの音響音響音響音響測測測測定定定定艦艦艦艦「「「「イイイインンンンぺッカぺッカぺッカぺッカブブブブルルルル」」」」がががが何何何何隻隻隻隻もももも、、、、漁漁漁漁船船船船がががが仕仕仕仕
掛掛掛掛けたはけたはけたはけたはええええ縄縄縄縄のののの上上上上をををを通通通通過過過過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目目目目撃撃撃撃されておりされておりされておりされており、、、、第第第第一一一一寿丸寿丸寿丸寿丸からはからはからはからは写真写真写真写真もももも撮影撮影撮影撮影されてされてされてされて
いるいるいるいる。。。。４４４４月月月月からからからから６６６６月月月月にかけにかけにかけにかけ沖縄沖縄沖縄沖縄近近近近海海海海のクロのクロのクロのクロママママググググロロロロ、、、、キキキキハダハダハダハダママママググググロはロはロはロは最最最最盛期盛期盛期盛期でありでありでありであり、、、、多多多多くのくのくのくの漁漁漁漁船船船船がががが
操操操操業業業業をををを行行行行っているっているっているっている最中最中最中最中であるであるであるである。「。「。「。「漁具漁具漁具漁具のののの被害被害被害被害はははは甚甚甚甚大大大大でありでありでありであり、、、、死死死死活活活活問題問題問題問題だだだだ。。。。身身身身のののの危険危険危険危険ささささええええ感感感感じじじじ
るるるる。。。。安安安安心心心心してしてしてして操操操操業業業業できないできないできないできない。」。」。」。」漁漁漁漁民民民民からからからから怒怒怒怒りのりのりのりの訴訴訴訴ええええがががが上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。

((((1111)))) 漁漁漁漁船船船船操操操操業業業業期期期期のののの沖縄沖縄沖縄沖縄近近近近海海海海でのでのでのでの演習演習演習演習やややや米艦船米艦船米艦船米艦船のののの運運運運航航航航をををを直直直直ちちちちにやめるようにやめるようにやめるようにやめるよう米米米米軍軍軍軍にににに求求求求めることめることめることめること。。。。

((((2222)))) 運運運運航航航航事事事事前前前前通報通報通報通報をををを米米米米軍軍軍軍にににに求求求求めることめることめることめること。。。。

((((3333)))) 被害被害被害被害隻隻隻隻数数数数、、、、件数件数件数件数、、、、漁網漁網漁網漁網のののの被害被害被害被害金額金額金額金額、、、、被害被害被害被害にににに遭遭遭遭いいいい操操操操業業業業できなかったできなかったできなかったできなかった本本本本来来来来のののの日数日数日数日数などについなどについなどについなどについ
てててて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 被害被害被害被害にににに遭遭遭遭ったったったった漁漁漁漁船船船船にににに対対対対するするするする補補補補償償償償をををを速速速速やかにやかにやかにやかに米米米米側側側側へへへへ求求求求めめめめ、、、、県県県県はははは補補補補償償償償をををを受受受受けられるようにけられるようにけられるようにけられるように漁漁漁漁
業業業業者者者者をををを支援支援支援支援することすることすることすること。。。。

5555 ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ（（（（環太環太環太環太平平平平洋洋洋洋連携協連携協連携協連携協定定定定））））についてについてについてについて
　　　　ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ（（（（環太環太環太環太平平平平洋洋洋洋連携協連携協連携協連携協定定定定））））はははは、、、、日米協議日米協議日米協議日米協議でもでもでもでも農産物農産物農産物農産物輸輸輸輸入関税入関税入関税入関税のののの大大大大幅引幅引幅引幅引きききき下下下下げげげげをををを前前前前提提提提としたとしたとしたとした
交交交交渉渉渉渉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。。。。国会決国会決国会決国会決議議議議はははは、、、、重要重要重要重要５５５５品品品品目目目目（（（（米米米米、、、、麦麦麦麦、、、、牛肉牛肉牛肉牛肉・・・・豚肉豚肉豚肉豚肉、、、、乳製品乳製品乳製品乳製品、、、、甘味農作物甘味農作物甘味農作物甘味農作物））））
についてについてについてについて、、、、聖聖聖聖域域域域をををを確保確保確保確保できないできないできないできない場場場場合合合合はははは脱脱脱脱退退退退もももも辞辞辞辞さないとなっていますさないとなっていますさないとなっていますさないとなっています。。。。関税関税関税関税撤撤撤撤廃廃廃廃はははは、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県
のののの農水産物農水産物農水産物農水産物にににに壊壊壊壊滅滅滅滅的的的的なななな打撃打撃打撃打撃をををを与与与与ええええることになりますることになりますることになりますることになります。。。。即即即即時時時時撤撤撤撤退退退退をををを要求要求要求要求すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

6666 住住住住宅宅宅宅リフリフリフリフォォォォーーーームムムム助助助助成成成成事事事事業業業業のののの拡拡拡拡充充充充についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県住沖縄県住沖縄県住沖縄県住宅宅宅宅リフリフリフリフォォォォーーーームムムム助助助助成成成成事事事事業業業業のののの平成平成平成平成22225555年度年度年度年度、、、、22226666年度実施年度実施年度実施年度実施市町村市町村市町村市町村、、、、実施件数実施件数実施件数実施件数、、、、実施総実施総実施総実施総
額額額額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)))) 経経経経済波済波済波済波及及及及効効効効果果果果についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 支援支援支援支援率率率率のののの引引引引きききき上上上上げげげげ、、、、店舗店舗店舗店舗改改改改装装装装等等等等のののの支援支援支援支援対対対対象象象象、、、、市町村市町村市町村市町村をををを拡拡拡拡充充充充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。。。。

7777 県県県県産品産品産品産品のののの優先使用優先使用優先使用優先使用とととと地地地地産産産産地地地地消消消消のののの推推推推進進進進についてについてについてについて
　県　県　県　県工工工工業連業連業連業連合会合会合会合会がががが「「「「県県県県工工工工業業業業製品製品製品製品自自自自給率給率給率給率調査調査調査調査」」」」をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。「。「。「。「自自自自給率給率給率給率」」」」がががが現状現状現状現状のののの32323232....6666％％％％
からからからから33335555....6666％％％％にににに３３３３ポポポポイイイインンンントトトト伸伸伸伸びたびたびたびた場場場場合合合合のののの波波波波及及及及効効効効果果果果はははは、、、、生生生生産産産産誘発誘発誘発誘発額額額額がががが444455555555億億億億6666111100000000万円万円万円万円、、、、雇用雇用雇用雇用者誘者誘者誘者誘
発発発発数数数数4774774774778888人人人人、、、、６６６６％％％％伸伸伸伸びたびたびたびた場場場場合合合合はははは999922220000億億億億9999222200000000万円万円万円万円のののの生生生生産産産産誘発誘発誘発誘発額額額額、、、、9999666644440000人人人人のののの雇用雇用雇用雇用者誘発者誘発者誘発者誘発数数数数にににに
大大大大きくきくきくきく拡拡拡拡大大大大することがすることがすることがすることが明明明明らかになっていますらかになっていますらかになっていますらかになっています。。。。

((((1111)))) 「「「「自自自自給率給率給率給率」」」」のののの向向向向上上上上がががが生生生生産産産産とととと雇用雇用雇用雇用拡拡拡拡大大大大にににに大大大大きなきなきなきな役役役役割割割割をををを果果果果たしているたしているたしているたしている。。。。県県県県のののの今後今後今後今後のののの積極積極積極積極的的的的なななな取取取取
りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの公公公公共工共工共工共工事事事事でででで県県県県産品産品産品産品のののの使用使用使用使用比比比比率率率率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。。。。３３３３年年年年間間間間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
いますいますいますいます。。。。比比比比率率率率をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための具具具具体体体体的的的的なななな対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 地地地地元農水産物元農水産物元農水産物元農水産物のののの全全全全小小小小中学校中学校中学校中学校でのでのでのでの給食食材給食食材給食食材給食食材とととと県県県県観光産観光産観光産観光産業業業業でのでのでのでの使用状使用状使用状使用状況況況況についてについてについてについて伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。使用使用使用使用率率率率をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための具具具具体体体体的的的的なななな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。。。。

((((4444)))) 農水産物農水産物農水産物農水産物のののの高高高高付加価値付加価値付加価値付加価値化化化化、、、、６６６６次産次産次産次産業業業業化化化化推推推推進進進進のためののためののためののための対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 生生生生産産産産、、、、流流流流通通通通、、、、販売販売販売販売、、、、消消消消費費費費のののの連携連携連携連携がとれるシがとれるシがとれるシがとれるシスススステムテムテムテムとととと供供供供給給給給体体体体制制制制のののの確定確定確定確定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)))) 県県県県産品産品産品産品のののの販販販販路路路路拡拡拡拡大大大大をををを積極積極積極積極的的的的にににに推推推推進進進進するするするする取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

8888 就就就就学学学学支援支援支援支援についてについてについてについて
　　　　子供子供子供子供のののの健健健健全育全育全育全育成成成成事事事事業業業業（（（（生生生生活活活活保保保保護護護護世帯世帯世帯世帯のののの子供子供子供子供のののの就就就就学学学学支援支援支援支援））））とととと子子子子育育育育てててて総総総総合合合合支援支援支援支援モデモデモデモデルルルル事事事事業業業業
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（（（（準準準準保保保保護護護護世帯世帯世帯世帯のののの就就就就学学学学支援支援支援支援））））のののの実施状実施状実施状実施状況況況況とととと支援支援支援支援のののの拡拡拡拡充充充充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。。。。

9999 糸満糸満糸満糸満市市市市へのへのへのへの「「「「県県県県警察警察警察警察総総総総合合合合訓練訓練訓練訓練場場場場」」」」のののの建設建設建設建設計画計画計画計画についてについてについてについて
　　　　糸満糸満糸満糸満市西市西市西市西崎崎崎崎のののの学校学校学校学校、、、、住住住住宅街宅街宅街宅街がががが隣隣隣隣接接接接するするするする地域地域地域地域にににに県県県県警察警察警察警察総総総総合合合合訓練訓練訓練訓練のののの建設建設建設建設計画計画計画計画がががが上上上上がっていがっていがっていがってい
るるるる。。。。住民住民住民住民にににに訓練訓練訓練訓練内内内内容容容容がががが明明明明らかにされないままらかにされないままらかにされないままらかにされないまま進進進進められるようとしていることにめられるようとしていることにめられるようとしていることにめられるようとしていることに市民市民市民市民からからからから不不不不安安安安のののの
声声声声がががが上上上上がりがりがりがり、、、、糸満糸満糸満糸満市市市市もももも反対反対反対反対をををを表明表明表明表明しているしているしているしている。。。。計画内計画内計画内計画内容容容容のののの詳細詳細詳細詳細をををを明明明明らかにしてくださいらかにしてくださいらかにしてくださいらかにしてください。。。。市民市民市民市民やややや
市市市市がががが反対反対反対反対しているしているしているしている施設施設施設施設についてについてについてについて、、、、強強強強引引引引にににに建設建設建設建設をををを進進進進めるべきではありませめるべきではありませめるべきではありませめるべきではありませんんんん。。。。

11110000県県県県はははは、、、、糸満糸満糸満糸満市市市市摩摩摩摩文文文文仁仁仁仁のののの戦没戦没戦没戦没者者者者遺骨遺骨遺骨遺骨収集収集収集収集セセセセンンンンタタタターでーでーでーで一一一一時保時保時保時保管管管管するするするする戦没戦没戦没戦没者者者者のののの遺骨遺骨遺骨遺骨をををを随随随随時時時時焼骨焼骨焼骨焼骨
するするするする方針方針方針方針だがだがだがだが、、、、焼骨焼骨焼骨焼骨をををを急急急急ぐぐぐぐ前前前前にににに保保保保管場所管場所管場所管場所のののの増増増増設設設設やややや鑑鑑鑑鑑定定定定条件条件条件条件のののの抜抜抜抜本的見直本的見直本的見直本的見直しこそしこそしこそしこそ優先優先優先優先すべすべすべすべ
きききき。。。。

11111111我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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26262626年第年第年第年第3333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))))

07070707月月月月03030303    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 17171717分分分分 渡久地渡久地渡久地渡久地　　　　修修修修（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 「「「「慰霊慰霊慰霊慰霊のののの日日日日」」」」のののの平和平和平和平和宣宣宣宣言言言言のののの意義意義意義意義とととと目的目的目的目的はははは何何何何かかかか。。。。ことしのことしのことしのことしの平和平和平和平和宣宣宣宣言言言言からからからから普天普天普天普天間基地間基地間基地間基地のののの「「「「県県県県外外外外
移設移設移設移設をををを求求求求めるめるめるめる」」」」ことをことをことをことを省省省省こうとしたことにこうとしたことにこうとしたことにこうとしたことに県民県民県民県民からからからから反発反発反発反発のののの声声声声がががが寄寄寄寄せられたとのことだがせられたとのことだがせられたとのことだがせられたとのことだが経緯経緯経緯経緯とととと
認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 安倍安倍安倍安倍内内内内閣閣閣閣はははは憲法憲法憲法憲法をををを解解解解釈釈釈釈改改改改憲憲憲憲しししし、、、、集団集団集団集団的自衛的自衛的自衛的自衛権権権権行行行行使容認使容認使容認使容認へとへとへとへと突突突突きききき進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる。。。。

ｱｱｱｱ 一一一一内内内内閣閣閣閣のののの閣閣閣閣議議議議決定決定決定決定でででで憲法憲法憲法憲法のののの解解解解釈釈釈釈をををを変変変変ええええるのはるのはるのはるのは立憲主義立憲主義立憲主義立憲主義のののの否否否否定定定定ではないかではないかではないかではないか。。。。

ｲｲｲｲ 集団集団集団集団的自衛的自衛的自衛的自衛権権権権のののの行行行行使使使使はははは、、、、日日日日本本本本がががが直接直接直接直接攻攻攻攻撃撃撃撃されていなくてもされていなくてもされていなくてもされていなくても同同同同盟盟盟盟国国国国であるであるであるである米米米米国国国国のののの戦争戦争戦争戦争にににに
日日日日本本本本がががが派派派派兵兵兵兵しししし戦争戦争戦争戦争するするするする国国国国になるということにになるということにになるということにになるということに一一一一番番番番のののの本質本質本質本質があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。

ｳｳｳｳ 集団集団集団集団的自衛的自衛的自衛的自衛権権権権のののの行行行行使使使使によってによってによってによって、、、、全国全国全国全国のののの米米米米軍基地軍基地軍基地軍基地のののの74747474％％％％がががが集集集集中中中中しているしているしているしている沖縄沖縄沖縄沖縄はははは攻攻攻攻撃撃撃撃のののの対対対対
象象象象となりとなりとなりとなり、、、、戦争戦争戦争戦争にににに巻巻巻巻きききき込込込込まれるまれるまれるまれる危険危険危険危険がががが高高高高まってくるのではないかまってくるのではないかまってくるのではないかまってくるのではないか。。。。

ｴｴｴｴ 9999・・・・11111111同同同同時時時時テテテテロのロのロのロの際際際際にににに、、、、米米米米軍基地軍基地軍基地軍基地がががが集集集集中中中中しているしているしているしている沖縄沖縄沖縄沖縄ははははテテテテロのロのロのロの対対対対象象象象になるといってになるといってになるといってになるといって観光観光観光観光客客客客
がががが激激激激減減減減しししし、、、、経経経経済済済済的的的的にににに大大大大打撃打撃打撃打撃をををを受受受受けたがけたがけたがけたが、、、、集団集団集団集団的自衛的自衛的自衛的自衛権権権権行行行行使容認使容認使容認使容認でそのでそのでそのでその危険危険危険危険はははは再再再再来来来来するするするする
のではないかのではないかのではないかのではないか。。。。

ｵｵｵｵ 悲惨悲惨悲惨悲惨なななな沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦をををを体体体体験験験験しししし、、、、戦戦戦戦後後後後27272727年年年年間軍事間軍事間軍事間軍事占領占領占領占領下下下下にににに置置置置かれかれかれかれ、、、、今今今今なおなおなおなお74747474％％％％のののの基地基地基地基地がががが置置置置かかかか
れれれれ被害被害被害被害をををを受受受受けているけているけているけている沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの知事知事知事知事でありながらでありながらでありながらでありながら、、、、集団集団集団集団的自衛的自衛的自衛的自衛権権権権のののの行行行行使容認使容認使容認使容認にににに反対反対反対反対するするするする
とととと言言言言ええええないのかないのかないのかないのか。。。。

((((3333)))) 百百百百条条条条委員委員委員委員会会会会でででで、、、、辺野辺野辺野辺野古古古古埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認についてについてについてについて、、、、11111111月月月月12121212日日日日のののの中間中間中間中間報報報報告告告告まではまではまではまでは、「、「、「、「移設案移設案移設案移設案はははは不可不可不可不可
能能能能」「」「」「」「環境環境環境環境保全保全保全保全はははは不可能不可能不可能不可能」」」」とととと明記明記明記明記していたことがしていたことがしていたことがし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。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、12121212月月月月17171717日日日日のののの軍特軍特軍特軍特
委員委員委員委員会会会会でもでもでもでも「「「「精精精精査中査中査中査中」」」」とのとのとのとの答弁答弁答弁答弁をををを繰繰繰繰りりりり返返返返していたものがしていたものがしていたものがしていたものが、、、、12121212月月月月17171717日日日日のののの政政政政府府府府のののの政策政策政策政策協議協議協議協議会会会会
でででで、、、、知事知事知事知事がががが安倍安倍安倍安倍首首首首相相相相にににに振興策振興策振興策振興策などのなどのなどのなどの条件条件条件条件をををを提提提提示示示示したしたしたした日日日日をををを境境境境にににに、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを一一一一転転転転してしてしてして承認承認承認承認
のシのシのシのシナナナナリリリリオオオオにににに転換転換転換転換していったことがしていったことがしていったことがしていったことが審審審審議議議議でででで裏裏裏裏づけられたづけられたづけられたづけられた。。。。12121212月月月月11118888日日日日からからからから21212121日日日日のののの間間間間にににに土木土木土木土木部部部部
でででで承認承認承認承認のののの判判判判断断断断をををを下下下下しししし、、、、22222222日日日日にににに副副副副知事知事知事知事にににに報報報報告告告告したとのことだがしたとのことだがしたとのことだがしたとのことだが、、、、中間中間中間中間報報報報告告告告からからからから最最最最終報終報終報終報告告告告のののの
内内内内容容容容にににに111188880000度度度度転換転換転換転換するするするする意意意意思思思思決定決定決定決定はいつはいつはいつはいつ、、、、どこでどこでどこでどこで、、、、誰誰誰誰がががが行行行行ったのかったのかったのかったのか詳細詳細詳細詳細をををを明明明明らかにせよらかにせよらかにせよらかにせよ。。。。

((((4444)))) 仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知事知事知事知事はははは辺野辺野辺野辺野古新基地古新基地古新基地古新基地建設建設建設建設についてについてについてについて4444月月月月24242424日日日日にににに「「「「いったいったいったいったんんんん始始始始めたらめたらめたらめたら予定予定予定予定どおりどおりどおりどおり進進進進めめめめ
たたたた方方方方がいいがいいがいいがいい」」」」とととと記記記記者会見者会見者会見者会見でででで述述述述べべべべ、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて推推推推進進進進、、、、新基地新基地新基地新基地建設推建設推建設推建設推進進進進のののの立場立場立場立場をををを表明表明表明表明したしたしたした。。。。二二二二
重重重重三三三三重重重重にににに県民県民県民県民のののの願願願願いにいにいにいに背背背背くものではないかくものではないかくものではないかくものではないか。。。。

((((5555)))) 辺野辺野辺野辺野古新基地古新基地古新基地古新基地についてについてについてについて、、、、海海海海上上上上ヘリヘリヘリヘリポポポポーーーートトトト案案案案からからからから軍民軍民軍民軍民共共共共用案用案用案用案、、、、ＬＬＬＬ字字字字案案案案からからからから現在現在現在現在ののののＶＶＶＶ字字字字案案案案になになになにな
るにつれてるにつれてるにつれてるにつれて、、、、基地基地基地基地のののの面積面積面積面積、、、、滑走路滑走路滑走路滑走路のののの本本本本数数数数、、、、長長長長ささささ、、、、弾薬弾薬弾薬弾薬搭載搭載搭載搭載機機機機能能能能、、、、軍軍軍軍港機港機港機港機能能能能、、、、斜路斜路斜路斜路、、、、基地基地基地基地のののの
使用年数使用年数使用年数使用年数などなどなどなど基地基地基地基地機機機機能能能能がががが強化強化強化強化されてきているがされてきているがされてきているがされてきているが認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

((((6666)))) 去年去年去年去年１１１１月月月月22228888日日日日のののの41414141市町村長市町村長市町村長市町村長、、、、議議議議長長長長、、、、県県県県議議議議会会会会などなどなどなどオオオオールールールール沖縄沖縄沖縄沖縄でででで「「「「オスオスオスオスププププレレレレイイイイ配備配備配備配備撤回撤回撤回撤回、、、、普天普天普天普天
間基地間基地間基地間基地のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去、、、、県内県内県内県内施設施設施設施設断断断断念念念念」」」」のののの一一一一致致致致をををを求求求求めてめてめてめて建建建建白白白白書書書書をををを安倍安倍安倍安倍首首首首相相相相にににに提出提出提出提出したしたしたした。。。。建建建建
白白白白書書書書のののの総意総意総意総意はははは現現現現時点時点時点時点でもでもでもでも圧倒圧倒圧倒圧倒的的的的多多多多数数数数のののの県民県民県民県民のののの願願願願いだといだといだといだと思思思思うがうがうがうが見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

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)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県及及及及びびびび秋田秋田秋田秋田、、、、福福福福井井井井県県県県のののの小小小小学校学校学校学校児童児童児童児童１１１１人人人人当当当当たりとたりとたりとたりと中学校生中学校生中学校生中学校生徒徒徒徒１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの教育予教育予教育予教育予算算算算
（（（（建設建設建設建設費費費費をををを除除除除くくくく））））についてについてについてについて11110000年年年年前前前前とととと現在現在現在現在のののの額額額額とととと増増増増減減減減をををを幾幾幾幾らからからからか。。。。11110000年年年年前前前前とととと比較比較比較比較してもしてもしてもしても沖縄沖縄沖縄沖縄のののの１１１１
人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの教育予教育予教育予教育予算算算算はははは減減減減りりりり続続続続けているけているけているけている。。。。増額増額増額増額しししし続続続続けているけているけているけている秋田秋田秋田秋田、、、、福福福福井井井井とととと比比比比べるとべるとべるとべると子供子供子供子供たたたたちちちち
のののの教育教育教育教育にににに対対対対するするするする県県県県のののの姿勢姿勢姿勢姿勢がががが端端端端的的的的にあらにあらにあらにあらわわわわれているとれているとれているとれていると思思思思うがうがうがうが認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。教育予教育予教育予教育予算算算算のののの抜抜抜抜本本本本
的的的的なななな増額増額増額増額がががが必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか。。。。

((((2222)))) 33330000人学人学人学人学級級級級、、、、少少少少人人人人数数数数学学学学級級級級がががが導導導導入入入入されたがされたがされたがされたが、、、、教教教教室室室室不不不不足足足足でででで44440000人学人学人学人学級級級級のままになっているのままになっているのままになっているのままになっている学校学校学校学校



7

名名名名、、、、クラクラクラクラスススス、、、、児童児童児童児童のののの数数数数についてについてについてについて問問問問うううう。。。。県県県県のののの制制制制度度度度でありでありでありであり、、、、市町村市町村市町村市町村任任任任せにせせにせせにせせにせずずずず県県県県のののの責任責任責任責任でででで速速速速やややや
かにかにかにかに実施実施実施実施できるできるできるできる予予予予算算算算措措措措置等置等置等置等をををを行行行行うべきであるうべきであるうべきであるうべきである。。。。

((((3333)))) 大大大大平平平平、、、、島島島島尻尻尻尻特特特特別別別別支援支援支援支援学校学校学校学校のののの大大大大規規規規模模模模化化化化のののの実態実態実態実態とととと那那那那覇覇覇覇市市市市からからからから通通通通学学学学しているしているしているしている児童児童児童児童・・・・生生生生徒徒徒徒のののの状状状状況況況況
をををを問問問問うううう。。。。どのようにどのようにどのようにどのように解解解解消消消消しようとしているのかしようとしているのかしようとしているのかしようとしているのか。。。。那那那那覇覇覇覇市内市内市内市内にににに特特特特別別別別支援支援支援支援学校学校学校学校をををを建設建設建設建設してしてしてしてほほほほしいしいしいしい
とのとのとのとの父母父母父母父母のののの切実切実切実切実なななな願願願願いがいがいがいが寄寄寄寄せられているがせられているがせられているがせられているが見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

3333 南南南南北北北北大大大大東東東東島島島島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)))) 水水水水道料道料道料道料金金金金をををを本島本島本島本島とととと同額同額同額同額にすることについてにすることについてにすることについてにすることについて

((((2222)))) ためためためため池池池池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

((((3333)))) 離島離島離島離島からからからから沖縄本島沖縄本島沖縄本島沖縄本島のののの高校高校高校高校にににに進学進学進学進学するするするする生生生生徒徒徒徒へのへのへのへの支援支援支援支援とととと、、、、既既既既にににに離島離島離島離島からからからから進学進学進学進学しているしているしているしている生生生生徒徒徒徒かかかか
らのらのらのらの不不不不安安安安やややや悩悩悩悩みなどをみなどをみなどをみなどを聞聞聞聞きききき取取取取りりりり支援支援支援支援するするするする体体体体制制制制についてについてについてについて

4444 県県県県道道道道22229999号号号号線線線線のののの慢慢慢慢性的性的性的性的なななな交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞のののの根根根根本的本的本的本的なななな解決解決解決解決のためにはのためにはのためにはのためには、、、、松川松川松川松川交差交差交差交差点点点点からからからから真嘉真嘉真嘉真嘉比方比方比方比方面面面面
へのへのへのへの道道道道路路路路のののの新新新新設設設設がががが必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか。。。。

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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26262626年第年第年第年第3333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))))

07070707月月月月03030303    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 17171717分分分分 髙嶺髙嶺髙嶺髙嶺　　　　善伸善伸善伸善伸（（（（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政政政治姿勢治姿勢治姿勢治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 米米米米国国国国はははは５５５５年年年年以内以内以内以内運用停止運用停止運用停止運用停止についてについてについてについて「「「「代替施設代替施設代替施設代替施設のののの完成完成完成完成なしになしになしになしに運用運用運用運用のののの停止停止停止停止はできないはできないはできないはできない」」」」とととと発発発発
言言言言しているとのしているとのしているとのしているとの報報報報道道道道があるががあるががあるががあるが県県県県のののの認識認識認識認識はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 米米米米軍軍軍軍普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場５５５５年年年年以内以内以内以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止のののの実現実現実現実現のののの見見見見通通通通しししし及及及及びびびび進進進進捗捗捗捗状状状状況況況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 那那那那覇覇覇覇空港空港空港空港のののの安安安安全性全性全性全性のののの確保確保確保確保についてについてについてについて

((((1111)))) ４４４４月月月月22228888日日日日ののののピピピピーーーーチチチチ・ア・ア・ア・アビビビビエーションのエーションのエーションのエーションの着着着着陸陸陸陸降降降降下下下下事事事事件件件件のののの原因原因原因原因とととと再発防再発防再発防再発防止止止止はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 那那那那覇覇覇覇空港空港空港空港離発離発離発離発着着着着におけるにおけるにおけるにおける飛飛飛飛行高行高行高行高度度度度制限制限制限制限やややや管管管管制制制制業務業務業務業務のののの現状現状現状現状とととと改改改改善善善善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 雇用雇用雇用雇用対策対策対策対策についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県のののの非正非正非正非正規規規規雇用雇用雇用雇用がががが多多多多いいいい原因原因原因原因とととと改改改改善善善善策策策策におけるにおけるにおけるにおける県県県県のののの対対対対応応応応はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 正正正正社員社員社員社員化化化化のののの促進促進促進促進、、、、賃賃賃賃金金金金のののの引引引引きききき上上上上げげげげ等等等等雇用雇用雇用雇用環境環境環境環境のののの改改改改善善善善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をみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 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)))) 県教育県教育県教育県教育委員委員委員委員会会会会がががが竹富竹富竹富竹富町教育町教育町教育町教育委員委員委員委員会会会会のののの単単単単独採択独採択独採択独採択地地地地区区区区をををを認認認認めためためためた経緯経緯経緯経緯とととと八八八八重重重重山山山山教教教教科書科書科書科書問題問題問題問題
のののの今後今後今後今後のののの対対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 単単単単独採択独採択独採択独採択地地地地区区区区となったとなったとなったとなった竹富竹富竹富竹富町教育町教育町教育町教育委員委員委員委員会会会会へのへのへのへの今後今後今後今後のののの対対対対応応応応はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

5555 離島振興離島振興離島振興離島振興についてについてについてについて

((((1111)))) 離島町村離島町村離島町村離島町村水水水水道道道道事事事事業業業業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

ｱｱｱｱ 水水水水道広道広道広道広域化域化域化域化のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと既既既既存存存存のののの補助補助補助補助事事事事業業業業のののの拡拡拡拡充充充充やややや沖縄振興特沖縄振興特沖縄振興特沖縄振興特別別別別推推推推進進進進交交交交付金付金付金付金のののの活用活用活用活用にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 南南南南北北北北大大大大東東東東村村村村のののの高高高高ココココスススストトトトのののの海海海海水水水水淡淡淡淡水水水水化化化化施設施設施設施設にににに起因起因起因起因するするするする水水水水道料道料道料道料金金金金はははは11110000トトトトンでンでンでンで3333555533335555円円円円とととと県県県県平平平平
均均均均1111600600600600円円円円のののの２２２２倍倍倍倍以上以上以上以上でででで広広広広域化域化域化域化はははは喫喫喫喫緊緊緊緊のののの課題課題課題課題とととと思思思思うがうがうがうが対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 竹富竹富竹富竹富町町町町簡易簡易簡易簡易水水水水道道道道事事事事業業業業はははは各各各各島島島島々々々々へのへのへのへの海海海海底底底底送送送送水水水水管管管管がががが老朽老朽老朽老朽化化化化してしてしてして早早早早急急急急なななな取取取取りかりかりかりかええええがががが必必必必要要要要でででで
あるがあるがあるがあるが50505050億円近億円近億円近億円近いいいい事事事事業業業業費費費費がががが見見見見込込込込まれまれまれまれ、、、、緊緊緊緊急急急急をををを要要要要することからすることからすることからすることから広広広広域化域化域化域化によるによるによるによる支援支援支援支援以以以以外外外外にににに、、、、
既既既既存存存存のののの補助補助補助補助事事事事業業業業でのでのでのでの対対対対応応応応もももも検討検討検討検討しているがしているがしているがしているが財政負担財政負担財政負担財政負担でででで苦苦苦苦慮慮慮慮しているしているしているしている。。。。町負担町負担町負担町負担にににに対対対対するするするする
県県県県補助補助補助補助のののの拡拡拡拡充充充充、、、、一一一一括括括括交交交交付金付金付金付金のののの活用活用活用活用等等等等についてについてについてについて県県県県のののの支援支援支援支援をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 離島離島離島離島空港空港空港空港（（（（南南南南北北北北大大大大東東東東・・・・波照波照波照波照間間間間・・・・粟粟粟粟国国国国））））についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 南南南南北北北北大大大大東東東東空港空港空港空港のののの夜夜夜夜間間間間照照照照明施設明施設明施設明施設整備整備整備整備とととと維持管理維持管理維持管理維持管理のののの課題解決課題解決課題解決課題解決へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 波照波照波照波照間間間間・・・・粟粟粟粟国国国国空港空港空港空港へのへのへのへのツツツツイイイインンンンオッオッオッオッタタタターーーー機機機機のののの就航就航就航就航及及及及びびびび旅旅旅旅客客客客タタタターーーーミナミナミナミナルルルル等等等等のののの施設施設施設施設改改改改善善善善へのへのへのへの
取取取取りりりり組組組組みはどうかみはどうかみはどうかみはどうか。。。。

((((3333)))) 石石石石油油油油製品製品製品製品輸送輸送輸送輸送等等等等補助補助補助補助事事事事業業業業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 復帰復帰復帰復帰特特特特別別別別措措措措置置置置「「「「揮揮揮揮発発発発油油油油税税税税及及及及びびびび地方地方地方地方揮揮揮揮発発発発油油油油税税税税」」」」のののの延延延延長長長長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見見見見通通通通しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 石石石石油油油油製品製品製品製品輸送輸送輸送輸送等等等等補助補助補助補助事事事事業業業業のののの久久久久米米米米島島島島・・・・宮古島宮古島宮古島宮古島・・・・石垣島石垣島石垣島石垣島へのへのへのへの拡拡拡拡充充充充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。。。。

((((4444)))) 新新新新八八八八重重重重山山山山病院病院病院病院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 基本計画基本計画基本計画基本計画のののの策定策定策定策定にににに当当当当たってたってたってたって新新新新病院病院病院病院のののの医療機医療機医療機医療機能能能能、、、、施設機施設機施設機施設機能能能能とととと特徴特徴特徴特徴はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｲｲｲｲ 事事事事業業業業規規規規模模模模をををを想定想定想定想定したしたしたした用用用用地取地取地取地取得得得得、、、、総総総総事事事事業業業業費費費費及及及及びびびび予予予予算算算算確保確保確保確保のののの見見見見通通通通しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか。。。。
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ｳｳｳｳ 基本計画基本計画基本計画基本計画、、、、基本基本基本基本設設設設計計計計でででで検討検討検討検討事事事事項項項項となるとなるとなるとなる許許許許可可可可病病病病床床床床数数数数のののの確保確保確保確保、、、、休休休休日日日日夜夜夜夜間間間間診診診診療療療療、、、、離島離島離島離島からのからのからのからの
患患患患者者者者及及及及びびびび付付付付添添添添いいいい人等人等人等人等のののの宿泊宿泊宿泊宿泊施設施設施設施設、、、、保育保育保育保育所所所所整備整備整備整備についてのについてのについてのについての対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 新新新新病院病院病院病院へへへへ移移移移転後転後転後転後のののの現病院施設現病院施設現病院施設現病院施設のののの財財財財産産産産処処処処分分分分にもにもにもにも取取取取りりりり組組組組むむむむべきではないかべきではないかべきではないかべきではないか。。。。

((((5555)))) 南西諸島南西諸島南西諸島南西諸島におけるにおけるにおけるにおける自衛隊配備計画自衛隊配備計画自衛隊配備計画自衛隊配備計画についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 平成平成平成平成22225555、、、、22226666年度年度年度年度のののの予予予予算算算算でででで部隊配置部隊配置部隊配置部隊配置のののの候補候補候補候補地地地地をををを選選選選定定定定してしてしてして基本基本基本基本構構構構想想想想をををを策定策定策定策定することになっすることになっすることになっすることになっ
ておりておりておりており、、、、石垣島石垣島石垣島石垣島・・・・宮古島宮古島宮古島宮古島・・・・奄奄奄奄美美美美大島大島大島大島へのへのへのへの配備配備配備配備のののの方方方方向向向向でででで調整調整調整調整しているとのしているとのしているとのしているとの報報報報道道道道があったががあったががあったががあったが
どうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか、、、、県県県県はどのようにはどのようにはどのようにはどのように関与関与関与関与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。。。。

ｲｲｲｲ ソソソソフトパワフトパワフトパワフトパワーをーをーをーを発発発発揮揮揮揮したしたしたした平和協平和協平和協平和協力力力力外交外交外交外交地域地域地域地域をををを目目目目指指指指すすすす沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県としてとしてとしてとして周辺周辺周辺周辺諸国諸国諸国諸国・・・・地域地域地域地域をををを仮仮仮仮想想想想
敵敵敵敵国化国化国化国化するするするする南西諸島南西諸島南西諸島南西諸島へのへのへのへの新新新新たなたなたなたな自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備についてについてについてについて認識認識認識認識はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 配備計画配備計画配備計画配備計画がががが進進進進んんんんでいるでいるでいるでいる与那国町与那国町与那国町与那国町ではではではでは町民町民町民町民をををを二二二二分分分分するするするする反対反対反対反対意意意意見見見見もありもありもありもあり、、、、理理理理解解解解がががが得得得得られてられてられてられて
いるいるいるいる状状状状況況況況ではないがではないがではないがではないが県県県県のののの認識認識認識認識とととと対対対対応応応応はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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26262626年第年第年第年第3333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))))

07070707月月月月03030303    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

5555 17171717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政政政治姿勢治姿勢治姿勢治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 那那那那覇覇覇覇地地地地裁裁裁裁はははは、、、、スススストトトトラララライキイキイキイキのためのためのためのため取取取取得得得得したしたしたした年年年年休休休休がががが無無無無給給給給とされたのはとされたのはとされたのはとされたのは不不不不当当当当としてとしてとしてとして、、、、全全全全駐労駐労駐労駐労沖縄沖縄沖縄沖縄
地地地地区区区区本部本部本部本部のののの組合組合組合組合員員員員171717176666人人人人がががが国国国国にににに未払未払未払未払いいいい賃賃賃賃金金金金とととと付加金付加金付加金付加金のののの計計計計、、、、約約約約411411411411万円万円万円万円のののの支支支支払払払払いをいをいをいを求求求求めためためためた
訴訟訴訟訴訟訴訟でででで、、、、全全全全駐労側駐労側駐労側駐労側全全全全面勝訴面勝訴面勝訴面勝訴のののの判判判判決決決決をををを下下下下したしたしたした。。。。判判判判決決決決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感感感感想想想想をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
　また　また　また　また、「、「、「、「基地内基地内基地内基地内はははは、、、、日米日米日米日米労労労労働働働働法法法法規規規規がががが適適適適用用用用されないされないされないされない一一一一種種種種のののの無法無法無法無法地地地地帯帯帯帯」」」」とのとのとのとの指摘指摘指摘指摘もありもありもありもあり、、、、地位地位地位地位
協協協協定定定定のののの抜抜抜抜本的改定本的改定本的改定本的改定がががが必必必必要要要要であるとであるとであるとであると思思思思うううう。。。。知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 2222000013131313年度年度年度年度「「「「県県県県労労労労働働働働条件条件条件条件等等等等実態実態実態実態調査調査調査調査」」」」ででででパパパパーーーートタイムトタイムトタイムトタイム労労労労働働働働者者者者のののの割合割合割合割合がががが37373737....8888％％％％になりになりになりになり、、、、同同同同時時時時期期期期
にににに行行行行ったったったった厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省調査省調査省調査省調査のののの全国全国全国全国平平平平均均均均22229999....4444％％％％をををを大大大大幅幅幅幅にににに上上上上回回回回ったったったった。。。。またまたまたまた、、、、2222005005005005年度年度年度年度にににに全全全全体体体体のののの
66666666....2222％％％％をををを占占占占めていためていためていためていた常常常常用雇用用雇用用雇用用雇用労労労労働働働働者者者者のののの割合割合割合割合はははは、、、、2222000013131313年度年度年度年度ではではではでは44445555....9999％％％％までまでまでまで大大大大幅幅幅幅にににに減減減減少少少少しししし
ているているているている。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの労労労労働働働働条件条件条件条件のののの実態実態実態実態がががが2222005005005005年度年度年度年度からからからから2222000013131313年度年度年度年度のののの８８８８年年年年間間間間でででで著著著著しくしくしくしく悪悪悪悪化化化化していしていしていしてい
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、、、、知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 那那那那覇覇覇覇空港空港空港空港新国新国新国新国際線際線際線際線旅旅旅旅客客客客タタタターーーーミナミナミナミナルルルルビビビビルルルル、、、、那那那那覇覇覇覇クルークルークルークルーズズズズタタタターーーーミナミナミナミナルがルがルがルが完成完成完成完成したしたしたした。。。。しかししかししかししかし、、、、雨雨雨雨
対策対策対策対策やややや動動動動線線線線のののの悪悪悪悪さなどさなどさなどさなど、、、、使使使使いいいい勝勝勝勝手手手手のののの面面面面でででで利用客利用客利用客利用客やややや旅旅旅旅行行行行業業業業界界界界からからからから不不不不満満満満のののの声声声声がががが噴噴噴噴出出出出しているしているしているしている
とととと報報報報道道道道されているされているされているされている。。。。対策対策対策対策やややや所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 地方地方地方地方からからからから大大大大都都都都市市市市へのへのへのへの人人人人口口口口流流流流出出出出がががが現在現在現在現在ののののペペペペーーーーススススでででで続続続続けばけばけばけば、、、、33330000年年年年間間間間でででで22220000～～～～33330000代代代代のののの女女女女性性性性がががが半半半半
分以分以分以分以下下下下にににに減減減減るるるる自自自自治治治治体体体体がががが898989896666市市市市区区区区町村町村町村町村にににに上上上上るとのるとのるとのるとの試算試算試算試算をををを「「「「日日日日本本本本創成創成創成創成会会会会議議議議」」」」のののの分分分分科科科科会会会会がががが発発発発表表表表
したしたしたした。。。。魅魅魅魅力力力力あるあるあるある地方拠点地方拠点地方拠点地方拠点都都都都市市市市のののの形形形形成成成成、、、、少子少子少子少子化対策化対策化対策化対策、、、、結結結結婚婚婚婚、、、、出出出出産産産産及及及及びびびび育育育育児児児児がしやすいがしやすいがしやすいがしやすい環境環境環境環境
等等等等がががが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 入域入域入域入域観光観光観光観光客数客数客数客数、、、、観光観光観光観光収収収収入入入入、、、、消消消消費額費額費額費額及及及及びびびび滞滞滞滞在日数在日数在日数在日数についてについてについてについて

((((1111)))) 仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞知事知事知事知事就就就就任任任任のののの平成平成平成平成11118888年度年度年度年度とととと平成平成平成平成22225555年度年度年度年度をををを比較比較比較比較するとするとするとすると観光観光観光観光客数客数客数客数はははは555571717171万万万万人人人人からからからから656565658888万万万万
人人人人、、、、観光観光観光観光収収収収入入入入はははは4444000088883333億円億円億円億円からからからから4444444466663333億円億円億円億円（（（（見見見見込込込込みみみみ））））となりとなりとなりとなり、、、、どどどどちちちちらもらもらもらも少少少少ししししふふふふええええたがたがたがたが、、、、８８８８年年年年前前前前にににに
選選選選挙挙挙挙でででで公約公約公約公約したしたしたした11110000年年年年後後後後（（（（平成平成平成平成22228888年度年度年度年度））））にににに1111000000000000万万万万人人人人のののの観光観光観光観光客数客数客数客数からはからはからはからは、、、、はるかにはるかにはるかにはるかに程程程程遠遠遠遠いいいい実実実実
績績績績であるであるであるである。。。。知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 観光観光観光観光客客客客１１１１人人人人当当当当りのりのりのりの消消消消費額費額費額費額はははは、、、、平成平成平成平成11118888年度年度年度年度7777万万万万1111560560560560円円円円にににに対対対対しししし、、、、平成平成平成平成22225555年度年度年度年度はははは6666万万万万7777888817171717円円円円（（（（見見見見
込込込込みみみみ））））とととと減減減減少少少少しししし、、、、稲嶺稲嶺稲嶺稲嶺県政時県政時県政時県政時代代代代よりよりよりより消消消消費額費額費額費額がががが少少少少なくなりなくなりなくなりなくなり、、、、観光観光観光観光収収収収入入入入にににに影響影響影響影響をををを与与与与ええええているているているている。。。。知知知知
事事事事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 平平平平均滞均滞均滞均滞在日数在日数在日数在日数はははは、、、、平成平成平成平成11118888年度年度年度年度3333....88880000日日日日にににに対対対対しししし、、、、平成平成平成平成22225555年度年度年度年度はははは3333....77777777日日日日（（（（見見見見込込込込みみみみ））））とととと減減減減っていっていっていってい
るるるる。。。。知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 西西西西普天普天普天普天間住間住間住間住宅宅宅宅地地地地区区区区のののの跡跡跡跡地地地地利用利用利用利用にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 普天普天普天普天間高校間高校間高校間高校のののの移設移設移設移設についてについてについてについて、、、、企企企企画部長画部長画部長画部長とととと教育長教育長教育長教育長のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 重重重重粒子線粒子線粒子線粒子線治治治治療施設療施設療施設療施設についてについてについてについて、、、、採算採算採算採算性性性性はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。またまたまたまた、、、、重重重重粒子線粒子線粒子線粒子線治治治治療施設建設療施設建設療施設建設療施設建設にににに一一一一括括括括交交交交付付付付
金金金金をををを活用活用活用活用するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 経経経経済済済済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)))) ＡＮＡＡＮＡＡＮＡＡＮＡcargocargocargocargo社社社社長長長長のののの岡田晃岡田晃岡田晃岡田晃氏氏氏氏はははは、「、「、「、「那那那那覇覇覇覇空港空港空港空港をををを拠点拠点拠点拠点にににに飛飛飛飛行行行行４４４４時間時間時間時間圏圏圏圏内内内内にはにはにはには人人人人口口口口22220000億億億億人人人人をををを抱抱抱抱
ええええるるるる巨巨巨巨大市大市大市大市場場場場があるがあるがあるがある。。。。アアアアジジジジアとアとアとアと本本本本土土土土をつなをつなをつなをつなぐぐぐぐ沖縄沖縄沖縄沖縄のののの物流物流物流物流拠点拠点拠点拠点としてのとしてのとしてのとしての可能性可能性可能性可能性はははは高高高高くくくく、、、、今後今後今後今後
もももも拠点拠点拠点拠点やややや便便便便数数数数ををををふふふふやしていきたいやしていきたいやしていきたいやしていきたい」」」」とのとのとのとの発発発発言言言言やややや沖縄沖縄沖縄沖縄懇話懇話懇話懇話会会会会視視視視察察察察団団団団同同同同行行行行記記記記、、、、比比比比嘉嘉嘉嘉キャキャキャキャススススタタタターーーー
のののの記記記記事事事事「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄ならもっとならもっとならもっとならもっと大大大大きくいきくいきくいきくいろろろろいいいいろろろろできますできますできますできます」」」」とのとのとのとのヤヤヤヤマトマトマトマトのののの梅津克彦梅津克彦梅津克彦梅津克彦ググググローローローローババババルルルル事事事事業推業推業推業推
進部長発進部長発進部長発進部長発言言言言等等等等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所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの経経経経済済済済発発発発展展展展にににに大大大大型型型型ＭＭＭＭＩＣＩＣＩＣＩＣＥＥＥＥ施設施設施設施設がががが急急急急がれるがれるがれるがれる。。。。建設用建設用建設用建設用地地地地のののの選選選選定定定定がががが当当当当初初初初のののの予定予定予定予定よりおくれよりおくれよりおくれよりおくれ
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ているがているがているがているが、、、、いついついついつごろごろごろごろ決定決定決定決定するのかするのかするのかするのか。。。。選選選選定要定要定要定要件件件件のののの状状状状況況況況等等等等もももも伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県中県中県中県中小小小小企企企企業業業業家同家同家同家同友友友友会会会会がががが県県県県へのへのへのへの要望要望要望要望・・・・提提提提言言言言にににに向向向向けてけてけてけて会会会会員員員員をををを対対対対象象象象にににに実施実施実施実施したアンしたアンしたアンしたアンケケケケーーーートトトトでででで
はははは、、、、一一一一括括括括交交交交付金付金付金付金がががが自自自自社社社社のののの業業業業績績績績にににに反反反反映映映映しているかとのしているかとのしているかとのしているかとの問問問問いにいにいにいに、、、、約約約約７７７７割割割割がががが「「「「実実実実感感感感がないがないがないがない」」」」とととと答答答答
ええええたことについてたことについてたことについてたことについて、、、、県県県県のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 耕耕耕耕作作作作放棄放棄放棄放棄地地地地のののの有有有有効効効効活用活用活用活用についてはについてはについてはについては、、、、西原町西原町西原町西原町をををを始始始始めめめめ多多多多くのくのくのくの自自自自治治治治体体体体がががが農農農農業業業業委員委員委員委員会会会会ややややＪＡＪＡＪＡＪＡとととと協協協協
力力力力してしてしてして成果成果成果成果をををを上上上上げげげげているているているている。。。。北北北北中中中中城城城城村村村村においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、村村村村農農農農地地地地ババババンクがンクがンクがンクが４４４４月月月月33330000日日日日にににに設立設立設立設立されたされたされたされた。。。。
農農農農地地地地ババババンクンクンクンク設立設立設立設立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所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 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)))) 普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの５５５５年年年年以内以内以内以内運用停止運用停止運用停止運用停止とはとはとはとは、、、、５５５５年年年年以内以内以内以内ににににヘリヘリヘリヘリやややや固定固定固定固定翼翼翼翼機機機機のののの飛飛飛飛行行行行停止停止停止停止等等等等完完完完全全全全なななな
機機機機能能能能停止停止停止停止とととと理理理理解解解解してよいかしてよいかしてよいかしてよいか。。。。

((((2222)))) 新聞新聞新聞新聞社社社社のののの４４４４月月月月下下下下旬旬旬旬のののの世世世世論論論論調査調査調査調査によるとによるとによるとによると辺野辺野辺野辺野古古古古移設支持移設支持移設支持移設支持はははは11116666....6666％％％％、、、、県内県内県内県内移設移設移設移設反対反対反対反対はははは73737373....6666％％％％
とのことであるとのことであるとのことであるとのことである。。。。県県県県はははは、、、、民民民民意意意意をどのようにをどのようにをどのようにをどのように受受受受けとめているかけとめているかけとめているかけとめているか。。。。

6666 環境環境環境環境行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 環境環境環境環境省省省省のののの有有有有識識識識者会者会者会者会議議議議はははは、、、、海海海海のののの生生生生物多様物多様物多様物多様性性性性をををを守守守守るためるためるためるため、、、、日日日日本本本本のののの排排排排他的経他的経他的経他的経済水済水済水済水域内域内域内域内でででで「「「「重重重重
要要要要海海海海域域域域」」」」をををを初初初初めてめてめてめて選選選選定定定定したしたしたした。。。。県内県内県内県内からからからから名名名名護護護護市市市市辺野辺野辺野辺野古沖古沖古沖古沖をををを含含含含むむむむ11118888カカカカ所所所所がががが選選選選ばれたことにつばれたことにつばれたことにつばれたことにつ
いていていていて、、、、県県県県のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 名名名名護護護護市市市市辺野辺野辺野辺野古古古古のののの埋立埋立埋立埋立予定地予定地予定地予定地近近近近くでくでくでくで、、、、ジュゴジュゴジュゴジュゴンのはみンのはみンのはみンのはみ跡跡跡跡がががが発見発見発見発見されたされたされたされた。。。。防衛省防衛省防衛省防衛省はははは、、、、ジュゴジュゴジュゴジュゴンンンン
はははは予定地予定地予定地予定地北北北北のののの嘉嘉嘉嘉陽陽陽陽地地地地先先先先でででで海海海海草草草草をををを食食食食べているとしてべているとしてべているとしてべているとして工工工工事事事事のののの影響影響影響影響はははは小小小小さいとしてきたがさいとしてきたがさいとしてきたがさいとしてきたが、、、、工工工工
事事事事によるによるによるによるジュゴジュゴジュゴジュゴンへのンへのンへのンへの影響影響影響影響はははは大大大大きいときいときいときいと考考考考ええええられるられるられるられる。。。。県県県県のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 那那那那覇覇覇覇空港滑走路空港滑走路空港滑走路空港滑走路増増増増設設設設事事事事業業業業のののの知事知事知事知事意意意意見見見見（（（（平成平成平成平成22225555年年年年３３３３月月月月８８８８日日日日））））やややや大大大大宜宜宜宜味味味味村地村地村地村地先埋立先埋立先埋立先埋立免免免免許許許許にににに
関関関関するするするする文文文文化化化化環境環境環境環境部長部長部長部長意意意意見見見見（（（（平成平成平成平成11115555年年年年４４４４月月月月11111111日日日日））））とととと比較比較比較比較するとするとするとすると辺野辺野辺野辺野古古古古沿沿沿沿岸岸岸岸部部部部埋立埋立埋立埋立事事事事業業業業にににに関関関関
するするするする知事知事知事知事意意意意見見見見、、、、環境環境環境環境生生生生活活活活部長部長部長部長意意意意見見見見はははは非非非非常常常常にににに厳厳厳厳しいしいしいしい内内内内容容容容になっているになっているになっているになっている。。。。そのそのそのその違違違違いについていについていについていについて
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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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26262626年第年第年第年第3333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))))

07070707月月月月03030303    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

6666 17171717分分分分 瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧　　　　功功功功（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) ６６６６・・・・23232323慰霊慰霊慰霊慰霊のののの日日日日、、、、沖縄全沖縄全沖縄全沖縄全戦没戦没戦没戦没者者者者追悼式典追悼式典追悼式典追悼式典についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事のののの平和平和平和平和宣宣宣宣言言言言についてについてについてについて
　知事　知事　知事　知事はははは2222000011111111年年年年からからからから2222000013131313年年年年のののの平和平和平和平和宣宣宣宣言言言言文文文文でででで「「「「普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの県県県県外移設外移設外移設外移設とととと日米日米日米日米地位地位地位地位協協協協定定定定
のののの抜抜抜抜本的本的本的本的なななな見直見直見直見直しししし」」」」をををを求求求求めてきたことはめてきたことはめてきたことはめてきたことは、、、、間間間間違違違違いであったといであったといであったといであったと認識認識認識認識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伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 式典式典式典式典のののの目的目的目的目的、、、、趣趣趣趣旨旨旨旨からしてからしてからしてからして、、、、戦争戦争戦争戦争のできるのできるのできるのできる国国国国づくりにづくりにづくりにづくりに走走走走りりりり、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄にににに危険危険危険危険なななな基地基地基地基地をををを押押押押しつけしつけしつけしつけ
るるるる現現現現政政政政権権権権のののの関係関係関係関係閣僚閣僚閣僚閣僚のののの参列参列参列参列はははは県民県民県民県民のののの心心心心情情情情にににに反反反反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

((((1111)))) 普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの５５５５年年年年以内以内以内以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止問題問題問題問題

ｱｱｱｱ 昨昨昨昨年年年年12121212月月月月、、、、沖縄政策沖縄政策沖縄政策沖縄政策協議協議協議協議会会会会のののの場場場場でででで知事知事知事知事がががが政政政政府府府府にににに要要要要請請請請したしたしたした普天普天普天普天間間間間のののの５５５５年年年年以内以内以内以内のののの運用停運用停運用停運用停
止止止止とはどのようなとはどのようなとはどのようなとはどのような状状状状況況況況、、、、状態状態状態状態なのかなのかなのかなのか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 米米米米太太太太平平平平洋洋洋洋軍軍軍軍ロロロロッッッッククククリリリリアアアア司令司令司令司令官官官官はははは上上上上院院院院軍事軍事軍事軍事委員委員委員委員会会会会のののの公公公公聴聴聴聴会会会会でででで、、、、知事知事知事知事がががが政政政政府府府府にににに要要要要請請請請していしていしていしてい
るるるる普天普天普天普天間間間間のののの５５５５年年年年以内以内以内以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止をををを否否否否定定定定しているしているしているしている。。。。どうどうどうどう認識認識認識認識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伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 去去去去るるるる３３３３月月月月にににに開開開開催催催催されたされたされたされた普天普天普天普天間基地負担間基地負担間基地負担間基地負担軽軽軽軽減減減減推推推推進会進会進会進会議議議議作作作作業業業業部会部会部会部会についてについてについてについて高高高高良良良良副副副副知事知事知事知事
はははは、、、、2222000011118888年年年年をめどにとをめどにとをめどにとをめどにと明明明明言言言言しししし、、、、そしてそしてそしてそして政政政政府府府府もももも共共共共通認識通認識通認識通認識だとだとだとだと思思思思うとうとうとうと言言言言っているっているっているっている。。。。衆衆衆衆議院安議院安議院安議院安全全全全
保保保保障障障障委員委員委員委員会会会会でででで照照照照屋屋屋屋寛徳寛徳寛徳寛徳議議議議員員員員のののの質問質問質問質問にににに対対対対しししし、、、、斉藤斉藤斉藤斉藤政政政政府府府府参参参参考考考考人人人人はははは2222000011118888年年年年をめどにというをめどにというをめどにというをめどにという表表表表
現現現現はされなかったとはされなかったとはされなかったとはされなかった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言言言言っているっているっているっている。。。。事事事事実実実実関係関係関係関係をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 子子子子どもどもどもども生生生生活福祉活福祉活福祉活福祉部部部部

((((1111)))) 対対対対馬馬馬馬丸丸丸丸犠牲犠牲犠牲犠牲者者者者のののの慰霊慰霊慰霊慰霊のためのためのためのため天天天天皇皇后両陛皇皇后両陛皇皇后両陛皇皇后両陛下下下下がががが来来来来県県県県されたされたされたされた経緯経緯経緯経緯についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫ経経経経営営営営委員委員委員委員でででで作家作家作家作家のののの百田百田百田百田氏氏氏氏がががが「「「「南南南南京京京京大大大大虐殺虐殺虐殺虐殺はなくはなくはなくはなく、、、、従従従従軍軍軍軍慰慰慰慰安安安安婦婦婦婦はうそはうそはうそはうそ」」」」とととと発発発発言言言言していしていしていしてい
るるるる。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 観光観光観光観光行政行政行政行政

((((1111)))) 外外外外国人国人国人国人観光観光観光観光客数客数客数客数のののの推移推移推移推移（（（（重点市重点市重点市重点市場場場場のののの国国国国、、、、地域地域地域地域別別別別過過過過去去去去３３３３年年年年間間間間））））とととと今後今後今後今後のののの入域目標入域目標入域目標入域目標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)))) 那那那那覇覇覇覇空港空港空港空港国国国国際線際線際線際線のののの運運運運航航航航推移推移推移推移（（（（重点市重点市重点市重点市場場場場のののの国国国国、、、、地域地域地域地域別別別別過過過過去去去去３３３３年年年年間間間間））））とととと今後今後今後今後のののの就航就航就航就航予定予定予定予定につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 那那那那覇覇覇覇空港空港空港空港国国国国際線利用際線利用際線利用際線利用のののの１１１１日当日当日当日当たりたりたりたり出出出出入国入国入国入国状状状状況況況況（（（（最大最大最大最大、、、、平平平平均均均均））））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)))) 那那那那覇覇覇覇空港空港空港空港巡巡巡巡回回回回ババババススススのののの１１１１日当日当日当日当たりたりたりたり利用状利用状利用状利用状況況況況（（（（最大最大最大最大、、、、平平平平均均均均））））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)))) 那那那那覇覇覇覇クルークルークルークルーズズズズタタタターーーーミナミナミナミナルのルのルのルの利用状利用状利用状利用状況況況況（（（（国国国国、、、、地域地域地域地域別別別別過過過過去去去去３３３３年年年年間間間間））））とととと今後今後今後今後のののの就航就航就航就航予定予定予定予定についてについてについてについて
伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 那那那那覇覇覇覇クルークルークルークルーズズズズタタタターーーーミナミナミナミナルルルル寄港寄港寄港寄港のののの１１１１隻隻隻隻当当当当たりたりたりたり入国入国入国入国外外外外国人国人国人国人観光観光観光観光客数客数客数客数（（（（最大最大最大最大平平平平均均均均））））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)))) 那那那那覇覇覇覇空港空港空港空港新国新国新国新国際線際線際線際線ビビビビルとルとルとルと那那那那覇覇覇覇クルークルークルークルーズズズズタタタターーーーミナミナミナミナルについてルについてルについてルについて観光観光観光観光客客客客からからからから不不不不評評評評とのこととのこととのこととのこと。。。。原因原因原因原因
とととと対対対対応応応応、、、、解決策解決策解決策解決策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) ＬＬＬＬＣＣＣＣＣＣＣＣ（（（（格安格安格安格安航航航航空空空空会会会会社社社社））））のののの運運運運航航航航状状状状況況況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。。。。

((((9999)))) ピピピピーーーーチチチチ・ア・ア・ア・アビビビビエーションはエーションはエーションはエーションは５５５５月月月月からからからから11110000月月月月のののの間間間間にににに予定予定予定予定されていたされていたされていたされていたフフフフラララライトイトイトイトのうのうのうのうちちちち最大最大最大最大2222000088888888便便便便のののの



13

欠欠欠欠航航航航をををを発発発発表表表表したがしたがしたがしたが、、、、沖縄関沖縄関沖縄関沖縄関連連連連便便便便へのへのへのへの影響影響影響影響についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((11110000))))４４４４月月月月22228888日日日日、、、、ピピピピーーーーチチチチ・ア・ア・ア・アビビビビエーションエーションエーションエーション222255552222便便便便がががが海海海海面面面面にににに異常異常異常異常接接接接近近近近するするするする大大大大惨惨惨惨事事事事寸寸寸寸前前前前のののの事事事事態態態態をををを引引引引きききき
起起起起こしたこしたこしたこした。。。。県県県県のののの対対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

5555 企企企企画部関画部関画部関画部関連連連連

((((1111)))) 県県県県のののの外外外外郭郭郭郭団体団体団体団体、、、、旭橋都旭橋都旭橋都旭橋都市開発市開発市開発市開発株式株式株式株式会会会会社社社社のののの運運運運営営営営問題問題問題問題。。。。

ｱｱｱｱ 総務総務総務総務企企企企画画画画委員委員委員委員会会会会、、、、件件件件名名名名「「「「旭橋都旭橋都旭橋都旭橋都市再開発市再開発市再開発市再開発株式株式株式株式会会会会社社社社のののの常常常常勤役員勤役員勤役員勤役員体体体体制制制制のののの見直見直見直見直しにしにしにしに関関関関するするするする
陳陳陳陳情情情情」」」」にににに対対対対するするするする処処処処理理理理経過経過経過経過及及及及びびびび結果結果結果結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。。。。

ｲｲｲｲ 常常常常勤役員勤役員勤役員勤役員のののの役役役役職職職職とととと報報報報酬酬酬酬、、、、非非非非常常常常勤役員勤役員勤役員勤役員のののの報報報報酬酬酬酬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 陳陳陳陳情提出情提出情提出情提出者者者者であるであるであるである取取取取締締締締役役役役のののの上原上原上原上原辰夫辰夫辰夫辰夫氏氏氏氏がががが４４４４月月月月４４４４日日日日にににに開開開開催催催催されたされたされたされた臨臨臨臨時時時時株株株株主総主総主総主総会会会会でででで解解解解任任任任ささささ
れれれれ、、、、同同同同じくじくじくじく陳陳陳陳情情情情者者者者のののの立立立立津津津津明明明明長氏長氏長氏長氏もももも６６６６月月月月11118888日日日日にににに開開開開催催催催されたされたされたされた定定定定期期期期株株株株主総主総主総主総会会会会でででで解解解解任任任任されていされていされていされてい
るるるる。。。。解解解解任任任任理理理理由由由由をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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26262626年第年第年第年第3333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))))

07070707月月月月03030303    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

7777 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政政政治姿勢治姿勢治姿勢治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野辺野辺野辺野古古古古埋立埋立埋立埋立関関関関連連連連についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国国国国、、、、県県県県、、、、名名名名護護護護市市市市のののの対対対対応応応応、、、、進進進進捗捗捗捗についてのについてのについてのについての知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 次期次期次期次期知事知事知事知事選選選選挙挙挙挙のののの最大最大最大最大のののの争争争争点点点点になるとになるとになるとになると考考考考ええええるがるがるが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 米米米米軍基地関軍基地関軍基地関軍基地関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市ササササッカッカッカッカーーーー場場場場工工工工事事事事現場現場現場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ドドドララララムムムム缶缶缶缶問題問題問題問題のののの進進進進捗捗捗捗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)))) 嘉嘉嘉嘉手手手手納飛納飛納飛納飛行行行行場場場場のののの軍民軍民軍民軍民共共共共用用用用をををを求求求求めるめるめるめる声声声声があるががあるががあるががあ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。。。。

3333 観光観光観光観光政策関政策関政策関政策関連連連連についてについてについてについて

((((1111))))     観光観光観光観光オオオオフフフフ期期期期のののの抜抜抜抜本的本的本的本的なななな改改改改善善善善策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) プロプロプロプロモモモモーションーションーションーション事事事事業業業業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 観光観光観光観光誘誘誘誘客客客客増増増増のののの見見見見込込込込めるめるめるめる国国国国のののの特定特定特定特定はなされているかはなされているかはなされているかはなされているか県県県県のののの対対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 海外向海外向海外向海外向けのけのけのけの広広広広報報報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。。。。

((((3333)))) モモモモススススリリリリンンンン対対対対応応応応ののののハハハハラールラールラールラール認認認認証証証証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。。。。

4444 文文文文化政策関化政策関化政策関化政策関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄音音音音楽楽楽楽・・・・民民民民謡謡謡謡界界界界のののの連連連連絡絡絡絡協議協議協議協議会会会会設立設立設立設立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対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 文文文文化化化化芸芸芸芸能人能人能人能人材材材材ババババンクをンクをンクをンクを創設創設創設創設すべしとすべしとすべしとすべし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対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) しまくとしまくとしまくとしまくとぅぅぅぅばのばのばのばの継承継承継承継承にににに向向向向けたけたけたけた県計画県計画県計画県計画のののの進進進進捗捗捗捗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)))) 文文文文化行政化行政化行政化行政をををを遂遂遂遂行行行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文文文化化化化技技技技官官官官（（（（仮仮仮仮称称称称））））をををを設設設設置置置置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対対対応応応応についてについてについてについて
伺伺伺伺うううう。。。。

5555 交通交通交通交通政策関政策関政策関政策関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道導導導導入入入入にににに当当当当たりたりたりたり沿沿沿沿線線線線自自自自治治治治体体体体、、、、交通交通交通交通関関関関連業連業連業連業者等者等者等者等とのとのとのとの広広広広域域域域協議協議協議協議はははは不可不可不可不可欠欠欠欠とととと考考考考ええええるがるがるがるが県県県県
のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 農水農水農水農水政策関政策関政策関政策関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) （（（（財財財財））））沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県畜畜畜畜産産産産振興基振興基振興基振興基金金金金公公公公社社社社のののの役役役役割割割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。。。。

((((2222)))) 八八八八重重重重山山山山食肉食肉食肉食肉セセセセンンンンタタタターのーのーのーの運運運運営営営営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。。。。

7777 土木土木土木土木建建建建築築築築政策関政策関政策関政策関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 国国国国、、、、県事県事県事県事業業業業がががが採択採択採択採択されたされたされたされた各各各各市町村市町村市町村市町村にににに在在在在籍籍籍籍するするするする業業業業者者者者のののの優優優優位性位性位性位性をををを確保確保確保確保すべしとすべしとすべしとすべし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
対対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 企企企企業局業局業局業局のののの福福福福地地地地～～～～宇宇宇宇出出出出那那那那覇覇覇覇導導導導水水水水管管管管布布布布設設設設工工工工事事事事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 教育行政関教育行政関教育行政関教育行政関連連連連についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄文文文文化化化化・・・・歴史歴史歴史歴史・しまくと・しまくと・しまくと・しまくとぅぅぅぅばばばば等等等等をををを教育教育教育教育現場現場現場現場にににに積極積極積極積極的的的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えええるがるがるが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。。。。

9999 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて


