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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27272727年第年第年第年第1111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((((金金金金))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 19191919分分分分 糸洲糸洲糸洲糸洲　　　　朝則朝則朝則朝則（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事はははは、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対辺野古移設反対をををを公約公約公約公約としてとしてとしてとして掲掲掲掲げげげげ当選当選当選当選をかちをかちをかちをかち取取取取りましたりましたりましたりました。。。。
知事知事知事知事のののの公約実現公約実現公約実現公約実現にににに対対対対するするするする考考考考えとえとえとえと手法手法手法手法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)))) 那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港はははは返還合意返還合意返還合意返還合意からからからから40404040年余年余年余年余になりましたになりましたになりましたになりました。。。。移設条件移設条件移設条件移設条件つきのつきのつきのつきの返還返還返還返還となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、浦添埠浦添埠浦添埠浦添埠
頭頭頭頭へのへのへのへの移設計画移設計画移設計画移設計画がありますががありますががありますががありますが、、、、これではあとこれではあとこれではあとこれではあと13131313年以上年以上年以上年以上かかるとかかるとかかるとかかると言言言言われておりますわれておりますわれておりますわれております。。。。一方一方一方一方、、、、
キャンプ・キンザーもキャンプ・キンザーもキャンプ・キンザーもキャンプ・キンザーも返還合意返還合意返還合意返還合意をされておりをされておりをされておりをされており、、、、キャンプ・キンザーがキャンプ・キンザーがキャンプ・キンザーがキャンプ・キンザーが返還返還返還返還されたされたされたされた後後後後のののの浦添埠浦添埠浦添埠浦添埠
頭頭頭頭のののの軍港移設軍港移設軍港移設軍港移設はありはありはありはあり得得得得ないとないとないとないと考考考考えるえるえるえる。。。。ましてましてましてまして那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港はははは遊休化遊休化遊休化遊休化しているしているしているしている現状現状現状現状をををを見見見見るとるとるとると、、、、移移移移
設条件設条件設条件設条件つきのつきのつきのつきの返還返還返還返還をををを見直見直見直見直しししし、、、、早急早急早急早急にににに返還返還返還返還することをすることをすることをすることを日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府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ないえはないえはないえはない
かかかか、、、、知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 米国米国米国米国ワシントンワシントンワシントンワシントンＤＣＤＣＤＣＤＣへのへのへのへの駐在員設置駐在員設置駐在員設置駐在員設置のののの意義意義意義意義とととと期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 行政行政行政行政のののの継続性継続性継続性継続性のののの観点観点観点観点からからからから、、、、仲井眞前知事仲井眞前知事仲井眞前知事仲井眞前知事からからからから引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐ施策施策施策施策とととと翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事カラーをカラーをカラーをカラーを打打打打ちちちち出出出出すすすす
施策施策施策施策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ますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 沖縄平和賞沖縄平和賞沖縄平和賞沖縄平和賞はははは、、、、稲嶺稲嶺稲嶺稲嶺・・・・仲井眞両県政仲井眞両県政仲井眞両県政仲井眞両県政でででで平和発信事業平和発信事業平和発信事業平和発信事業としてとしてとしてとして実施実施実施実施しししし、、、、人道支援人道支援人道支援人道支援、、、、国際貢献国際貢献国際貢献国際貢献
としてもとしてもとしてもとしても高高高高いいいい評価評価評価評価をををを受受受受けているとけているとけているとけていると考考考考えますえますえますえます。。。。翁長県政翁長県政翁長県政翁長県政においてもにおいてもにおいてもにおいても引引引引きききき続続続続きききき実施実施実施実施されることをされることをされることをされることを
期待期待期待期待しししし、、、、知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道をををを含含含含むむむむ新新新新たなたなたなたな公共交通公共交通公共交通公共交通システムシステムシステムシステム導入促進事業導入促進事業導入促進事業導入促進事業のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと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
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 那覇空港利便性向上支援事業那覇空港利便性向上支援事業那覇空港利便性向上支援事業那覇空港利便性向上支援事業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 地方創生地方創生地方創生地方創生、、、、長期長期長期長期ビジョンとビジョンとビジョンとビジョンと総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略についてについてについてについて

((((1111)))) 政府政府政府政府はははは昨年昨年昨年昨年12121212月月月月、、、、地方創生地方創生地方創生地方創生にににに向向向向けたけたけたけた将来将来将来将来のののの方向性方向性方向性方向性をををを示示示示すすすす「「「「長期長期長期長期ビジョンビジョンビジョンビジョン」」」」とととと今後今後今後今後５５５５年間年間年間年間のののの
「「「「総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略」」」」がががが閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定されされされされ、、、、今後今後今後今後はははは各自治体各自治体各自治体各自治体がががが地方人口地方人口地方人口地方人口ビジョンとビジョンとビジョンとビジョンと地方版総合戦略地方版総合戦略地方版総合戦略地方版総合戦略をををを
策定策定策定策定しししし地方創生地方創生地方創生地方創生にににに取取取取りりりり組組組組むことになりますがむことになりますがむことになりますがむことになりますが、、、、県県県県のののの考考考考えとえとえとえと取取取取りりりり組組組組みみみみ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)))) 総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略のののの基本目標基本目標基本目標基本目標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みみみをををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 安安安安定定定定したしたしたした雇用雇用雇用雇用のののの創出創出創出創出についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ)))) 総合総合総合総合就就就就業支援業支援業支援業支援拠拠拠拠点点点点機能強機能強機能強機能強化事業化事業化事業化事業

((((ｲｲｲｲ)))) 正規雇用企正規雇用企正規雇用企正規雇用企業業業業応応応応援事業援事業援事業援事業

((((ｳｳｳｳ)))) 女女女女性性性性のおしのおしのおしのおしごごごごとととと応応応応援事業援事業援事業援事業

ｲｲｲｲ 人人人人のののの流流流流れのれのれのれの転換転換転換転換についてについてについてについて

((((ｱｱｱｱ)))) 移移移移住活動応住活動応住活動応住活動応援事業援事業援事業援事業

((((ｲｲｲｲ)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県まちまちまちまち、、、、ひひひひとととと、、、、ししししごごごごとととと創生総合戦略策定事業創生総合戦略策定事業創生総合戦略策定事業創生総合戦略策定事業

((((ｳｳｳｳ)))) 都市都市都市都市部部部部のののの若若若若者者者者らがらがらがらが過疎過疎過疎過疎地地地地でででで地地地地域協力活動域協力活動域協力活動域協力活動をををを行行行行うううう「「「「地地地地域域域域おこしおこしおこしおこし協力隊協力隊協力隊協力隊」」」」のののの創設創設創設創設

((((ｴｴｴｴ))))中小企中小企中小企中小企業業業業のののの競争力強競争力強競争力強競争力強化化化化へへへへ必必必必要要要要なプなプなプなプロフェッロフェッロフェッロフェッショショショショナルナルナルナル人人人人材材材材のののの都市圏都市圏都市圏都市圏からのからのからのからの移移移移動動動動をををを円滑円滑円滑円滑にににに
するするするするＵＩＪＵＩＪＵＩＪＵＩＪタタタターンーンーンーン助成制度助成制度助成制度助成制度のののの創設創設創設創設についてについてについてについて

((((ｵｵｵｵ))))奨学金奨学金奨学金奨学金をををを活用活用活用活用したしたしたした大学大学大学大学生生生生ななななどどどどのののの地方定地方定地方定地方定着着着着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

ｳｳｳｳ 結婚結婚結婚結婚、、、、出出出出産産産産、、、、子育子育子育子育てのてのてのての希希希希望実現望実現望実現望実現

((((ｱｱｱｱ)))) 待待待待機児童解消加速機児童解消加速機児童解消加速機児童解消加速化化化化プランのさらなるプランのさらなるプランのさらなるプランのさらなる推推推推進進進進についてについてについてについて

((((ｲｲｲｲ)))) 妊娠妊娠妊娠妊娠期期期期からからからから子育子育子育子育てててて期期期期までまでまでまで、、、、切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのないサポサポサポサポートをするートをするートをするートをする「「「「子育子育子育子育てててて世代包括世代包括世代包括世代包括支援支援支援支援セセセセンンンン
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タタタターーーー」」」」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

((((ｳｳｳｳ)))) 働働働働くくくく女女女女性性性性のののの育児育児育児育児とととと仕仕仕仕事事事事のののの両両両両立立立立支援支援支援支援についてについてについてについて

ｴｴｴｴ 時時時時代代代代にににに合合合合ったったったった地地地地域域域域づくづくづくづくりについてりについてりについてりについて

3333 障害児障害児障害児障害児・・・・者者者者へのへのへのへの支援支援支援支援についてについてについてについて

((((1111)))) 障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉ササササービスのービスのービスのービスの利利利利用用用用にはにはにはには、、、、相談相談相談相談支援事業者支援事業者支援事業者支援事業者がががが作成作成作成作成するするするする「「「「ササササービスービスービスービス利利利利用用用用計画計画計画計画」」」」がががが必必必必要要要要
でありでありでありであり、、、、そそそそのためのためのためのため、、、、基幹相談基幹相談基幹相談基幹相談支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターをーをーをーを中核中核中核中核としたとしたとしたとした市区町村市区町村市区町村市区町村におけるにおけるにおけるにおける相談相談相談相談支援体支援体支援体支援体制制制制のののの
整備整備整備整備についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 精神障害精神障害精神障害精神障害者者者者のののの地地地地域域域域移行移行移行移行、、、、就労就労就労就労支援支援支援支援、、、、家族家族家族家族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いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 手手手手話話話話言言言言語語語語条条条条例例例例のののの制制制制定定定定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)))) 聴聴聴聴導導導導犬犬犬犬のののの普普普普及及及及促進促進促進促進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 難病患難病患難病患難病患者等者等者等者等へのへのへのへの支援支援支援支援についてについてについてについて

((((1111)))) 難病医療難病医療難病医療難病医療法法法法、、、、改正児童福祉改正児童福祉改正児童福祉改正児童福祉法法法法にににによよよよりりりり医療費助成医療費助成医療費助成医療費助成がががが受受受受けられるけられるけられるけられる指指指指定定定定難病難病難病難病をををを従従従従来来来来のののの56565656からからからから約約約約
300300300300疾病疾病疾病疾病へへへへ、、、、患患患患者者者者数数数数はははは約約約約77778888万万万万人人人人からからからから約約約約150150150150万万万万人人人人へとへとへとへと倍増倍増倍増倍増するするするする見通見通見通見通しでしでしでしで、、、、子供子供子供子供のののの難病難病難病難病につにつにつにつ
いてもいてもいてもいても514514514514からからからから704704704704疾病疾病疾病疾病へとへとへとへと拡大拡大拡大拡大されるされるされるされるようだようだようだようだがががが、、、、これらにこれらにこれらにこれらに対対対対するするするする県県県県のののの考考考考ええええ、、、、またまたまたまた、、、、患患患患者者者者のののの実実実実
態及態及態及態及びびびび対策対策対策対策のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ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)))) 難病難病難病難病対策対策対策対策についてについてについてについて、、、、県県県県のののの対対対対応応応応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。例例例例ええええばばばば、、、、難病医療難病医療難病医療難病医療のののの拠拠拠拠点点点点病院病院病院病院やややや地地地地域基幹病域基幹病域基幹病域基幹病
院院院院、、、、難病相談難病相談難病相談難病相談支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターのーのーのーの充充充充実実実実強強強強化等化等化等化等、、、、現状現状現状現状とととと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みみみ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)))) 難病患難病患難病患難病患者者者者のののの生生生生活活活活、、、、就労就労就労就労支援等支援等支援等支援等をををを行行行行うううう自自自自立立立立支援事業支援事業支援事業支援事業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。。。。

5555 生生生生活困窮活困窮活困窮活困窮者者者者のののの支援支援支援支援及及及及びびびび子供子供子供子供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)))) 2015201520152015年年年年４４４４月月月月のののの生生生生活困窮活困窮活困窮活困窮者自者自者自者自立立立立支援法施行支援法施行支援法施行支援法施行にににに伴伴伴伴うううう県県県県のののの考考考考ええええ、、、、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いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 子子子子どどどどものものものもの貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策推推推推進法進法進法進法にににによよよよるるるる県県県県のののの貧困貧困貧困貧困対策計画対策計画対策計画対策計画についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省のののの調査調査調査調査ではではではでは、、、、昨年昨年昨年昨年５５５５月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在でででで11118888歳未満歳未満歳未満歳未満のののの「「「「居居居居所所所所不明児童不明児童不明児童不明児童」」」」がががが2902902902908888人人人人いるいるいるいる
ことがことがことがことが明明明明らかにされていますがらかにされていますがらかにされていますがらかにされていますが、、、、そそそそのののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｱｱｱｱ 本本本本県県県県のののの「「「「居居居居所所所所不明児童不明児童不明児童不明児童」」」」のののの実実実実態把握態把握態把握態把握についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待防止防止防止防止にににに地地地地域域域域でででで取取取取りりりり組組組組むことをむことをむことをむことを目指目指目指目指したしたしたした「「「「児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待防止市町村防止市町村防止市町村防止市町村ネッネッネッネットワートワートワートワークククク」、」、」、」、
「「「「要要要要保護児童保護児童保護児童保護児童対策対策対策対策協協協協議会議会議会議会」」」」のののの設置設置設置設置及及及及びびびび活動活動活動活動状況状況状況状況についてについてについてについて

6666 医療保健医療保健医療保健医療保健事業事業事業事業についてについてについてについて

((((1111)))) デデデデーーーータヘルタヘルタヘルタヘルスススス計画計画計画計画についてについてについてについて
　　　　広島広島広島広島県県県県のののの呉市呉市呉市呉市はははは、、、、保健保健保健保健事業事業事業事業ににににレセレセレセレセプトプトプトプトデデデデーーーータタタタをををを活用活用活用活用しししし、、、、糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病のののの重症重症重症重症化化化化予防予防予防予防、、、、頻回頻回頻回頻回受受受受
診診診診者者者者へのへのへのへの指指指指導導導導、、、、ジジジジェネリックェネリックェネリックェネリック医薬品医薬品医薬品医薬品普普普普及及及及のためののためののためののための通知通知通知通知ななななどどどどのののの保健保健保健保健事業事業事業事業のののの実施実施実施実施。。。。そそそそのののの結結結結果果果果、、、、
医療費医療費医療費医療費のののの減額減額減額減額、、、、糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病等等等等重症重症重症重症化化化化予防予防予防予防事業事業事業事業ではではではでは、、、、新新新新規透析患規透析患規透析患規透析患者者者者のののの減少減少減少減少にににに貢献貢献貢献貢献するなするなするなするなどどどど、、、、
多多多多くくくくのののの成成成成果果果果をををを上上上上げているげているげているげている。。。。2013201320132013年年年年にはにはにはには国国国国がががが公公公公表表表表したしたしたした「「「「日日日日本再興本再興本再興本再興戦略戦略戦略戦略」」」」にににに呉市呉市呉市呉市モデルモデルモデルモデルがががが明明明明
記記記記。。。。国国国国はははは全全全全てのてのてのての保健保健保健保健者者者者にににに対対対対しししし、、、、2014201420142014年年年年度中度中度中度中のののの「「「「デデデデーーーータヘルタヘルタヘルタヘルスススス計画計画計画計画のののの策定策定策定策定」」」」をををを義義義義務務務務づづづづけていけていけていけてい
るとのことるとのことるとのことるとのことだだだだがががが、、、、本本本本県県県県のののの各各各各保健保健保健保健者者者者のののの「「「「デデデデーーーータヘルタヘルタヘルタヘルスススス計画計画計画計画のののの策定策定策定策定」」」」ははははどうどうどうどうなっているかなっているかなっているかなっているか。。。。現状現状現状現状
とととと課題課題課題課題、、、、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みみみ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)))) 認認認認知知知知症症症症対策対策対策対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省はははは去去去去るるるる１１１１月月月月７７７７日日日日、、、、認認認認知知知知症症症症対策対策対策対策をををを総合総合総合総合的的的的にににに進進進進めるためのめるためのめるためのめるための国国国国家家家家戦略戦略戦略戦略案案案案をまとめたをまとめたをまとめたをまとめた
がががが、、、、県県県県のののの対対対対応応応応、、、、役割役割役割役割、、、、またまたまたまた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みみみについてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 本本本本県県県県のののの認認認認知知知知症患症患症患症患者者者者のののの数数数数やややや推推推推移移移移、、、、またまたまたまた対策対策対策対策やややや課題課題課題課題、、、、取取取取りりりり組組組組みみみみ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。。。。

ｳｳｳｳ 認認認認知知知知症症症症サポサポサポサポーーーータタタターのーのーのーの概概概概要要要要及及及及びびびび役割役割役割役割、、、、養成養成養成養成状況状況状況状況のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ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。。。。

7777 教育教育教育教育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)))) 県県県県立立立立高等高等高等高等学校及学校及学校及学校及びびびび特別特別特別特別支援支援支援支援学校学校学校学校のののの耐震耐震耐震耐震化対策事業化対策事業化対策事業化対策事業についてについてについてについて、、、、進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組
みみみみ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)))) 公公公公立夜立夜立夜立夜間間間間中学校中学校中学校中学校のののの設置設置設置設置、、、、フリフリフリフリースースースースククククーーーールルルルをををを公公公公的的的的にににに支援支援支援支援するするするする仕組仕組仕組仕組みづくみづくみづくみづくりについてりについてりについてりについて

((((3333)))) 那覇那覇那覇那覇へのへのへのへの特別特別特別特別支援支援支援支援学校学校学校学校のののの設置設置設置設置についてについてについてについて

((((4444)))) イイイインンンンクルクルクルクルーシーシーシーシブブブブ教育教育教育教育についてについてについてについて

8888 離島振興離島振興離島振興離島振興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)))) 含含含含みみみみつつつつ糖振興糖振興糖振興糖振興対策対策対策対策とととと多良多良多良多良間間間間製糖工製糖工製糖工製糖工場場場場建建建建設事業設事業設事業設事業についてについてについてについて
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((((2222)))) 離島離島離島離島空空空空路確保路確保路確保路確保対策事業対策事業対策事業対策事業についてについてについてについて

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄離島住民離島住民離島住民離島住民等交通等交通等交通等交通ココココストストストスト負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減事業事業事業事業についてについてについてについて（（（（宮宮宮宮古古古古、、、、石垣石垣石垣石垣、、、、久久久久米米米米島島島島等等等等））））

9999 土木建築土木建築土木建築土木建築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)))) 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港第第第第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路事業事業事業事業のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて

((((2222)))) 同同同同事業事業事業事業におけるにおけるにおけるにおける県県県県内企内企内企内企業業業業のののの優先優先優先優先発発発発注注注注のののの状況状況状況状況についてについてについてについて

((((3333)))) 労務単労務単労務単労務単価価価価、、、、資資資資材材材材高高高高騰騰騰騰対策対策対策対策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、、、、またまたまたまた、、、、下請下請下請下請、、、、孫請孫請孫請孫請等等等等へのへのへのへの単単単単価高価高価高価高騰騰騰騰にににに伴伴伴伴うううう
対策対策対策対策についてについてについてについて

((((4444)))) 離島単離島単離島単離島単価価価価のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて、、、、進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況及及及及びびびび今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて

((((5555)))) 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける地地地地元元元元企企企企業業業業へのへのへのへの優先優先優先優先発発発発注注注注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、、、、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みみみについてについてについてについて
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第1111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((((金金金金))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 19191919分分分分 上原上原上原上原　　　　　　　　章章章章（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 戦後戦後戦後戦後70707070年年年年がががが経経経経過過過過しししし、、、、世世世世界界界界ではではではでは今今今今なおなおなおなお紛紛紛紛争争争争がががが絶絶絶絶えまえまえまえませんせんせんせん。。。。武武武武力力力力やややや差差差差別別別別にににによよよよるるるる平和平和平和平和ではなではなではなではな
くくくく、、、、対対対対話話話話やややや尊厳尊厳尊厳尊厳にににによよよよるるるる平和平和平和平和構構構構築築築築がががが必必必必要要要要とととと考考考考えますえますえますえます。。。。知事知事知事知事はははは公約公約公約公約でででで「「「「国際国際国際国際機機機機関関関関のののの誘致誘致誘致誘致」」」」をををを掲掲掲掲
げていますがげていますがげていますがげていますが意義意義意義意義とととと取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、あわあわあわあわせせせせてててて知事知事知事知事がががが目指目指目指目指すすすす平和発信平和発信平和発信平和発信のののの沖縄沖縄沖縄沖縄についてについてについてについて見見見見解解解解をををを伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事はははは普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに係係係係るるるる埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認にににに関関関関しししし、、、、法法法法律律律律的的的的なななな瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵のののの有無有無有無有無をををを検証検証検証検証
するするするする第第第第三三三三者者者者委委委委員会員会員会員会のののの報告報告報告報告をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てのてのてのての取取取取りりりり消消消消しまたはしまたはしまたはしまたは撤撤撤撤回回回回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するとしするとしするとし
ていますていますていますています。。。。委委委委員会員会員会員会はははは７７７７月月月月にににに報告報告報告報告をするとのことですがをするとのことですがをするとのことですがをするとのことですが、、、、６６６６月月月月のののの埋埋埋埋立本立本立本立本体体体体工工工工事事事事着着着着手手手手をををを考考考考えるえるえるえる
とととと手手手手おおおおくくくくれになるとのれになるとのれになるとのれになるとの声声声声があるががあるががあるががあるが見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。あわあわあわあわせせせせてててて、、、、取取取取りりりり消消消消しししし、、、、撤撤撤撤回回回回をしたをしたをしたをした場合場合場合場合のののの
効効効効力力力力、、、、瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵がなかったがなかったがなかったがなかった場合場合場合場合のののの対対対対応応応応をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせくだくだくだくださいさいさいさい。。。。

((((3333)))) 普天間普天間普天間普天間のののの５５５５年以年以年以年以内内内内運運運運用用用用停停停停止止止止をををを含含含含めめめめ危険危険危険危険性性性性除除除除去去去去のののの方策方策方策方策についてについてについてについて、、、、政府政府政府政府とととと調整調整調整調整していしていしていしていくくくくとしとしとしとし
ているがているがているがているが進捗進捗進捗進捗、、、、見通見通見通見通しはしはしはしはどうどうどうどうかかかか。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事はははは就就就就任挨拶任挨拶任挨拶任挨拶でででで、「、「、「、「県県県県民民民民のののの英英英英知知知知をををを結結結結集集集集してしてしてして作作作作られたられたられたられた沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビジョンのビジョンのビジョンのビジョンの実現実現実現実現をををを目指目指目指目指
すすすす」」」」とととと表明表明表明表明しましたしましたしましたしました。。。。さまさまさまさまざざざざまなまなまなまな課題課題課題課題がががが山積山積山積山積するするするする中中中中、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビジョンをビジョンをビジョンをビジョンを実現実現実現実現するにはするにはするにはするには国国国国
とのとのとのとの連携連携連携連携がががが必必必必要要要要とととと考考考考えますえますえますえます。。。。県行政県行政県行政県行政のトのトのトのトッッッップとしてプとしてプとしてプとして知事知事知事知事はははは政府政府政府政府ととととどどどどののののようようようようなななな関係関係関係関係をををを構構構構築築築築してしてしてして
いいいいくくくくのかのかのかのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 自公政自公政自公政自公政権権権権及及及及びびびび2015201520152015年年年年度内度内度内度内閣府沖縄閣府沖縄閣府沖縄閣府沖縄振興予振興予振興予振興予算算算算3340334033403340億億億億円円円円のののの評価評価評価評価をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 予予予予算編算編算編算編成成成成についてについてについてについて

((((1111)))) 2014201420142014年年年年度度度度国国国国のののの補補補補正予正予正予正予算算算算３３３３兆兆兆兆1111111188880000億億億億円円円円がががが成立成立成立成立しましたしましたしましたしました。。。。今今今今回回回回のののの補補補補正予正予正予正予算算算算はははは、、、、地地地地域域域域のののの消費消費消費消費
喚起喚起喚起喚起やややや生生生生活活活活者支援者支援者支援者支援、、、、地方創生地方創生地方創生地方創生ななななどどどどにににに役立役立役立役立つさまつさまつさまつさまざざざざまなまなまなまな交交交交付付付付金制度金制度金制度金制度がががが創設創設創設創設されていますされていますされていますされています。。。。
県県県県内内内内のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 平平平平成成成成27272727年年年年度度度度一一一一般般般般会計当会計当会計当会計当初初初初予予予予算算算算案案案案はははは過去過去過去過去最最最最高高高高のののの7465746574657465億億億億円円円円となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。予予予予算編算編算編算編成成成成のののの特特特特
徴徴徴徴、、、、効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 予予予予算執算執算執算執行行行行についてについてについてについて、、、、不用額不用額不用額不用額やややや繰越繰越繰越繰越額額額額がががが多多多多いとのいとのいとのいとの指指指指摘摘摘摘があるががあるががあるががあるが、、、、実実実実態態態態ははははどうどうどうどうかかかか。。。。事業効果事業効果事業効果事業効果
のののの見見見見きわめきわめきわめきわめ、、、、執執執執行体行体行体行体制制制制のののの強強強強化化化化がががが必必必必要要要要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 経済経済経済経済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)))) 知事知事知事知事がががが目指目指目指目指すすすす「「「「アアアアジジジジアアアア経済経済経済経済戦略戦略戦略戦略構想構想構想構想」」」」のののの内内内内容容容容とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。実現実現実現実現にににに向向向向けてのけてのけてのけての計画計画計画計画及及及及
びびびび「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビジョンビジョンビジョンビジョン」」」」とのとのとのとの関関関関連連連連ははははどうどうどうどうなるのかなるのかなるのかなるのか。。。。

((((2222)))) 県県県県がががが取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる「「「「国際国際国際国際物物物物流拠流拠流拠流拠点点点点産産産産業業業業集積集積集積集積計画計画計画計画」」」」はははは、、、、県県県県経済経済経済経済のののの振興振興振興振興にににに大大大大ききききくくくく寄与寄与寄与寄与するもするもするもするも
のとのとのとのと考考考考えますえますえますえます。。。。取取取取りりりり組組組組みみみみとととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 県県県県内内内内におけるにおけるにおけるにおける中小企中小企中小企中小企業業業業やややや小規小規小規小規模模模模事業者事業者事業者事業者のののの成成成成長促進長促進長促進長促進はははは経済経済経済経済発展発展発展発展のかなめのかなめのかなめのかなめだだだだとととと考考考考えますえますえますえます。。。。
2015201520152015年年年年度度度度新新新新規規規規事業事業事業事業「「「「地地地地域域域域ビジビジビジビジネネネネスススス力育成強力育成強力育成強力育成強化事業化事業化事業化事業」」」」のののの内内内内容容容容とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 日日日日台漁台漁台漁台漁業業業業協協協協定定定定についてについてについてについて、、、、操操操操業業業業ルルルルーーーールルルルのののの策定策定策定策定がががが難難難難航航航航しししし県県県県内内内内のののの漁漁漁漁業者業者業者業者がががが著著著著ししししくくくく不不不不利利利利益益益益をこをこをこをこうううう
むっていますむっていますむっていますむっています。。。。現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 観観観観光光光光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)))) 知事知事知事知事はははは公約公約公約公約のののの中中中中でででで、「、「、「、「沖縄沖縄沖縄沖縄らしいらしいらしいらしい観観観観光光光光リリリリゾゾゾゾートートートート地地地地のののの形形形形成成成成」」」」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、、、、今後今後今後今後のののの沖沖沖沖
縄観縄観縄観縄観光光光光のののの発展発展発展発展にはにはにはには、、、、観観観観光光光光イイイインンンンフフフフラのラのラのラの充充充充実実実実とともにとともにとともにとともに、、、、他他他他県県県県にはないにはないにはないにはない町町町町並並並並みみみみ、、、、歴史歴史歴史歴史・・・・文文文文化化化化ななななどどどど
素顔素顔素顔素顔のののの沖縄沖縄沖縄沖縄がががが伝伝伝伝わるわるわるわる仕仕仕仕掛掛掛掛けけけけ、、、、観観観観光資源光資源光資源光資源のののの構構構構築築築築がががが必必必必要要要要だだだだとととと考考考考えますえますえますえます。。。。取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。
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((((2222)))) 外外外外国人観国人観国人観国人観光客光客光客光客がががが急急急急増増増増するするするする中中中中、、、、外外外外国国国国語語語語対対対対応応応応やややや案内案内案内案内所所所所のののの不不不不足足足足、、、、両両両両替替替替のののの利便性等利便性等利便性等利便性等についてについてについてについて不不不不
満満満満のののの声声声声がががが寄寄寄寄せせせせられていますられていますられていますられています。。。。外外外外国人観国人観国人観国人観光客光客光客光客のののの受受受受けけけけ入入入入れにれにれにれに伴伴伴伴うううう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いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは観観観観光客光客光客光客のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ体体体体制強制強制強制強化化化化のののの一一一一環環環環でででで、、、、都市都市都市都市型型型型交交交交流拠流拠流拠流拠点点点点のののの整備整備整備整備をするとしているがをするとしているがをするとしているがをするとしているが、、、、
内内内内容容容容とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 知事知事知事知事はははは「「「「島島島島たたたたびびびび助成助成助成助成事業事業事業事業」」」」をををを全全全全県県県県でででで実施実施実施実施するとのことするとのことするとのことするとのこと、、、、内内内内容容容容とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) ユニバユニバユニバユニバーーーーサルサルサルサル・ス・ス・ス・スタタタタジジジジオオオオ・ジャ・ジャ・ジャ・ジャパパパパンンンン（（（（ＵＵＵＵＳＳＳＳＪＪＪＪ））））のののの誘致誘致誘致誘致実現実現実現実現についてについてについてについて取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 「「「「沖縄県観沖縄県観沖縄県観沖縄県観光危光危光危光危機機機機管理管理管理管理基本基本基本基本計画計画計画計画」」」」のののの内内内内容容容容とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 県県県県内内内内をををを訪訪訪訪れるれるれるれる観観観観光客光客光客光客ががががババババススススレレレレーンーンーンーン規制規制規制規制をををを見見見見落落落落としとしとしとし、、、、交通交通交通交通違違違違反反反反でででで捕捕捕捕まるまるまるまる事事事事例例例例がががが少少少少ななななくくくくないないないないそそそそ
ううううですですですです。。。。実実実実態態態態ははははどうどうどうどうかかかか。。。。観観観観光光光光立立立立県県県県としてとしてとしてとして未未未未然然然然にににに防防防防ぐぐぐぐ対策対策対策対策をををを検討検討検討検討できないかできないかできないかできないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 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

((((1111)))) 県県県県はははは「「「「子供医療費助成子供医療費助成子供医療費助成子供医療費助成」」」」通通通通院院院院分分分分のののの対対対対象象象象をををを就学就学就学就学前前前前までまでまでまで拡大拡大拡大拡大するとのことするとのことするとのことするとのこと、、、、評価評価評価評価をするものでをするものでをするものでをするもので
すがすがすがすが中学中学中学中学３３３３年生年生年生年生までまでまでまで拡充拡充拡充拡充できないかできないかできないかできないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 2015201520152015年年年年４４４４月月月月からからからから始始始始まるまるまるまる「「「「子子子子どどどども・も・も・も・子育子育子育子育てててて支援新支援新支援新支援新制度制度制度制度」」」」のののの内内内内容容容容、、、、課題課題課題課題、、、、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いまいまいま
すすすす。。。。

((((3333)))) 国国国国はははは保育保育保育保育士士士士のののの処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善・・・・確保確保確保確保のためのためのためのため給与給与給与給与をををを３３３３％％％％引引引引きききき上上上上げるとしているがげるとしているがげるとしているがげるとしているが、、、、県県県県内内内内のののの処遇処遇処遇処遇改改改改善善善善
のののの取取取取りりりり組組組組みみみみははははどうどうどうどうなっているかなっているかなっているかなっているか。。。。給与給与給与給与引引引引きききき上上上上げはげはげはげはどうどうどうどうかかかか。。。。

((((4444)))) 県県県県はははは認認認認可外可外可外可外保育保育保育保育所所所所にににに子供子供子供子供をををを預預預預けるけるけるけるひひひひとりとりとりとり親親親親世世世世帯帯帯帯にににに保育保育保育保育料料料料をををを補補補補助助助助するとしましたするとしましたするとしましたするとしました。。。。高高高高くくくく評価評価評価評価
するものですするものですするものですするものです。。。。内内内内容容容容とととと取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 子供子供子供子供のののの成成成成長長長長はははは重重重重要要要要でありでありでありであり、、、、認認認認可外可外可外可外保育保育保育保育園園園園のののの給食給食給食給食費費費費支援支援支援支援をををを拡充拡充拡充拡充できないかできないかできないかできないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 国国国国はははは介介介介護護護護現場現場現場現場でででで深刻深刻深刻深刻なななな人手人手人手人手不不不不足足足足をををを解消解消解消解消するためするためするためするため、、、、介介介介護護護護職職職職員員員員のののの給与給与給与給与についてについてについてについて１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり月月月月
額額額額１１１１万万万万2000200020002000円円円円程程程程度度度度引引引引きききき上上上上げるとしていますげるとしていますげるとしていますげるとしています。。。。これまでのこれまでのこれまでのこれまでの県県県県内内内内でのでのでのでの介介介介護護護護職職職職員員員員給与給与給与給与引引引引きききき上上上上げげげげ
のののの実実実実績績績績とととと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みみみをををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 盲老盲老盲老盲老人人人人ホホホホ－－－－ムムムム設置設置設置設置についてについてについてについて、、、、県県県県はははは「「「「第第第第６６６６期沖縄県高期沖縄県高期沖縄県高期沖縄県高齢齢齢齢者者者者保健福祉保健福祉保健福祉保健福祉計画計画計画計画」」」」にににに位置位置位置位置づづづづけるとしけるとしけるとしけるとし
ているがているがているがているが取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((8888)))) 市町村市町村市町村市町村国国国国保保保保はははは極極極極めてめてめてめて厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況ですですですです。。。。２２２２月月月月６６６６日日日日参参参参議議議議院院院院決決決決算委算委算委算委員会員会員会員会でででで、、、、公公公公明明明明党秋党秋党秋党秋野公野公野公野公造参造参造参造参
議議議議院院院院議員議員議員議員のののの沖縄県国沖縄県国沖縄県国沖縄県国保保保保財財財財政支援政支援政支援政支援のののの質問質問質問質問にににに対対対対しししし、、、、塩崎塩崎塩崎塩崎厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働大大大大臣臣臣臣はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの国国国国保保保保がががが置置置置
かれているかれているかれているかれている特特特特殊殊殊殊なななな状況状況状況状況にににに十十十十分分分分認認認認識識識識しししし検討検討検討検討したいとしたいとしたいとしたいと前向前向前向前向きなきなきなきな答弁答弁答弁答弁がありましたがありましたがありましたがありました。。。。県県県県のののの対対対対応応応応とととと
今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((9999)))) 「「「「県性県性県性県性暴暴暴暴力力力力被被被被害害害害者者者者ワンストワンストワンストワンストッッッッププププ支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターーーー」」」」のののの開開開開設設設設についてについてについてについて、、、、内内内内容容容容、、、、課題課題課題課題、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((10101010))))県県県県はははは軽軽軽軽・・・・中中中中等等等等度度度度のののの難聴児難聴児難聴児難聴児へのへのへのへの補補補補聴聴聴聴器購器購器購器購入入入入費助成費助成費助成費助成をををを実施実施実施実施するとのことするとのことするとのことするとのこと、、、、高高高高くくくく評価評価評価評価するものでするものでするものでするもので
すすすす。。。。取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 教育教育教育教育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)))) 英英英英語教育語教育語教育語教育、、、、多多多多言言言言語教育語教育語教育語教育はははは国際国際国際国際的的的的なななな人人人人材育成材育成材育成材育成にににに大大大大ききききくくくくつながるものとつながるものとつながるものとつながるものと考考考考えますえますえますえます。。。。取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、
課題課題課題課題、、、、対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 国国国国外留外留外留外留学学学学支援事業支援事業支援事業支援事業のののの充充充充実実実実はははは重重重重要要要要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが取取取取りりりり組組組組みみみみとととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 知事知事知事知事はははは県県県県独独独独自自自自のののの給付型給付型給付型給付型奨学金奨学金奨学金奨学金をををを創設創設創設創設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内内内内容容容容とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) きめきめきめきめ細細細細ややややかなかなかなかな教育指教育指教育指教育指導導導導がががが可可可可能能能能となるとなるとなるとなる30303030人以人以人以人以下下下下学学学学級級級級、、、、少少少少人人人人数学数学数学数学級級級級をををを推推推推進進進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
取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 「「「「農連農連農連農連市市市市場地場地場地場地区防区防区防区防災街災街災街災街区整備区整備区整備区整備事業事業事業事業」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。那覇那覇那覇那覇市市市市長時長時長時長時代代代代からかかわってきからかかわってきからかかわってきからかかわってき
たたたた知事知事知事知事のののの同同同同事業事業事業事業にににに対対対対するするするする思思思思いいいい、、、、見見見見解解解解をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせくだくだくだくださいさいさいさい。。。。
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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27272727年第年第年第年第1111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((((金金金金))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 16161616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 普天間普天間普天間普天間基基基基地地地地のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤撤撤撤去去去去、、、、県県県県内内内内移設移設移設移設断念断念断念断念をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて

((((1111)))) 安倍安倍安倍安倍政政政政権権権権はははは、、、、新新新新基基基基地地地地建建建建設反対設反対設反対設反対のののの民民民民意意意意がががが示示示示されたにもかかわらされたにもかかわらされたにもかかわらされたにもかかわらずずずず、、、、県県県県民民民民のののの代表代表代表代表であるであるであるである翁長翁長翁長翁長
知事知事知事知事とのとのとのとの面面面面談談談談もももも拒否拒否拒否拒否しししし、、、、県県県県民民民民のののの民民民民意意意意をををを無視無視無視無視しししし、「、「、「、「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設はははは、、、、唯唯唯唯一一一一のののの解解解解決策決策決策決策」」」」とととと強強強強弁弁弁弁しししし、、、、
工工工工事事事事をををを強強強強行行行行しているしているしているしている政府政府政府政府のののの姿勢姿勢姿勢姿勢はははは、、、、おおおおよそよそよそよそ民民民民主主主主主主主主義義義義のののの国国国国とはとはとはとは言言言言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
うううう。。。。

((((2222)))) 防防防防衛局衛局衛局衛局がががが翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認のののの検証検証検証検証作作作作業業業業をををを行行行行うううう間間間間のののの工工工工事事事事中止中止中止中止要要要要請請請請をををを全全全全くくくく無視無視無視無視しししし、、、、岩礁岩礁岩礁岩礁
破砕許可破砕許可破砕許可破砕許可のののの区域区域区域区域外外外外ででででアアアアンカーとンカーとンカーとンカーと称称称称ししししココココンンンンクリクリクリクリートートートート製製製製のののの構造物構造物構造物構造物をををを海底海底海底海底にににに投投投投入入入入しししし、、、、ササササンンンンゴゴゴゴをををを破破破破
壊壊壊壊ささささせせせせているているているている。「。「。「。「許可許可許可許可区域区域区域区域外外外外ののののココココンンンンクリクリクリクリートートートート製製製製構造物構造物構造物構造物のののの移移移移動動動動をををを停停停停止止止止しししし、、、、許可許可許可許可区域区域区域区域外外外外においにおいにおいにおい
てててて海底面海底面海底面海底面のののの現状現状現状現状にににに変更変更変更変更をををを加加加加えないことえないことえないことえないこと、、、、このこのこのこの指指指指示示示示にににに従従従従わないわないわないわない場合場合場合場合はははは、、、、許可許可許可許可をををを取取取取りりりり消消消消すことすことすことすこと
があるがあるがあるがある」」」」とととと防防防防衛局衛局衛局衛局にににに指指指指示示示示したしたしたした。。。。新新新新基基基基地地地地建建建建設設設設ストストストストッッッップにプにプにプに向向向向けたけたけたけた大大大大きなきなきなきな一一一一歩歩歩歩だだだだとととと、、、、知事知事知事知事のののの行行行行動動動動をををを
高高高高くくくく評価評価評価評価するがするがするがするが知事知事知事知事のののの決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄防防防防衛局衛局衛局衛局はははは、「、「、「、「仮仮仮仮設設設設桟橋桟橋桟橋桟橋」」」」とととと称称称称してしてしてして事実上事実上事実上事実上のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てとなるてとなるてとなるてとなる護護護護岸岸岸岸建建建建設設設設をををを計画計画計画計画しているしているしているしている。。。。
「「「「設計設計設計設計概概概概要要要要のののの変更申請変更申請変更申請変更申請」」」」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。。。。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ますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古のののの海海海海ではではではでは、、、、海海海海上上上上保安保安保安保安庁庁庁庁がががが新新新新基基基基地地地地建建建建設設設設にににに反対反対反対反対するするするする市民市民市民市民をををを暴暴暴暴力力力力でででで押押押押さえつけさえつけさえつけさえつけ、、、、女女女女性性性性
映映映映画画画画監督監督監督監督にににに対対対対しししし、、、、馬乗馬乗馬乗馬乗りになりりになりりになりりになり、、、、カカカカメメメメラをラをラをラを取取取取りりりり上上上上げげげげようようようようとするとするとするとする行行行行動動動動やややや市民市民市民市民をををを海海海海にににに突突突突きききき落落落落としたとしたとしたとした
りりりり、、、、沖合沖合沖合沖合にににに放放放放置置置置するなするなするなするなどどどど、、、、けがけがけがけが人人人人もももも出出出出るるるる異常異常異常異常なななな事事事事態態態態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。。。。海海海海のののの安全安全安全安全をををを守守守守るるるるべべべべきききき
海海海海上上上上保安保安保安保安庁庁庁庁のののの人人人人命命命命をををを軽軽軽軽視視視視するするするする暴暴暴暴力的力的力的力的なななな行行行行為為為為はははは、、、、直直直直ちにちにちにちにややややめるめるめるめるべべべべきですきですきですきです。。。。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
いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 警察警察警察警察やややや海海海海上上上上保安保安保安保安庁庁庁庁のののの警警警警備備備備行行行行動動動動でででで、、、、市民市民市民市民のののの中中中中にににに多数多数多数多数のけがのけがのけがのけが人人人人がががが出出出出ていることにていることにていることにていることに対対対対しししし、、、、在沖在沖在沖在沖
米米米米海兵海兵海兵海兵隊隊隊隊報報報報道部道部道部道部次次次次長長長長のののの大大大大尉尉尉尉がががが「「「「ばばばばかかかかばばばばかしいかしいかしいかしい」」」」とのとのとのとの暴暴暴暴言言言言やややや、、、、米軍米軍米軍米軍北北北北部部部部訓練訓練訓練訓練場場場場のののの司令官司令官司令官司令官のののの
少少少少佐佐佐佐がががが東東東東村村村村高高高高江周江周江周江周辺辺辺辺ののののヘリヘリヘリヘリパパパパッッッッドドドド移設移設移設移設工工工工事事事事にににに反対反対反対反対しているしているしているしている住民住民住民住民にににに「「「「反対反対反対反対運運運運動動動動をしているをしているをしているをしている
人人人人々々々々はははは共共共共産産産産党党党党からおからおからおからお金金金金をもらっているをもらっているをもらっているをもらっている」」」」ななななどどどどとととと事実事実事実事実無根無根無根無根のののの暴暴暴暴言言言言をしていることはをしていることはをしていることはをしていることは許許許許されなされなされなされな
いいいい。。。。過重過重過重過重なななな基基基基地地地地負担負担負担負担にににに苦苦苦苦ししししみみみみ続続続続けているけているけているけている県県県県民民民民をををを侮辱侮辱侮辱侮辱するものですするものですするものですするものです。。。。認認認認識識識識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 翁長翁長翁長翁長雄志雄志雄志雄志知事知事知事知事はははは、、、、仲井眞前知事仲井眞前知事仲井眞前知事仲井眞前知事にににによよよよるるるる埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認のののの法法法法的的的的瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵のののの有無有無有無有無をををを検証検証検証検証するするするする「「「「第第第第三三三三者者者者
委委委委員会員会員会員会」」」」をををを設置設置設置設置しましたしましたしましたしました。。。。仲井眞前知事仲井眞前知事仲井眞前知事仲井眞前知事がががが行行行行ったったったった埋埋埋埋立立立立承承承承認認認認はははは、、、、名名名名護市護市護市護市長長長長のののの意見意見意見意見をををを無視無視無視無視すすすす
るなるなるなるなどどどど、、、、埋埋埋埋立立立立法法法法にににに反反反反しているものでありしているものでありしているものでありしているものであり、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、知事選知事選知事選知事選挙挙挙挙でのでのでのでの10101010万万万万票差票差票差票差でのでのでのでの勝勝勝勝利利利利はははは、、、、埋埋埋埋立立立立
承承承承認認認認ににににノノノノーといーといーといーというううう審判審判審判審判をををを明確明確明確明確にににに下下下下したものですしたものですしたものですしたものです。。。。取取取取りりりり消消消消しししし、、、、撤撤撤撤回回回回にににに向向向向けてのけてのけてのけての今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組
みみみみをををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((7777)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県民民民民はははは、、、、オオオオーーーールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄でででで団団団団結結結結してしてしてして「「「「オオオオスプスプスプスプレイレイレイレイ配配配配備備備備撤撤撤撤回回回回、、、、普天間普天間普天間普天間基基基基地地地地のののの閉鎖撤閉鎖撤閉鎖撤閉鎖撤去去去去、、、、県県県県
内内内内移設移設移設移設はははは断念断念断念断念せせせせよよよよ」」」」のののの建建建建白書白書白書白書をををを安倍内安倍内安倍内安倍内閣閣閣閣にににに提提提提出出出出してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。建建建建白書白書白書白書実現実現実現実現をををを目指目指目指目指すこのすこのすこのすこの
闘闘闘闘いはいはいはいは、、、、今今今今やややや大大大大ききききくくくく広広広広がっていますがっていますがっていますがっています。「。「。「。「オオオオーーーールルルル沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」がががが団団団団結結結結してしてしてして闘闘闘闘っていけっていけっていけっていけばばばば、、、、新新新新基基基基地地地地建建建建
設設設設をストをストをストをストッッッップすることができますプすることができますプすることができますプすることができます。。。。知事知事知事知事のののの御御御御所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((8888)))) 「「「「普天間普天間普天間普天間基基基基地地地地のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤撤撤撤去去去去、、、、県県県県内内内内移設移設移設移設断念断念断念断念」」」」をををを国際国際国際国際社社社社会会会会にににに直直直直接訴接訴接訴接訴えるためにえるためにえるためにえるために、、、、米国米国米国米国やややや国国国国
連連連連ななななどどどどをををを早期早期早期早期にににに訪訪訪訪問問問問することすることすることすること。。。。そそそそのののの際際際際のののの訪訪訪訪問問問問団団団団のののの規規規規模模模模ななななどどどどももももよくよくよくよく検討検討検討検討しししし、、、、必必必必要要要要ならならならならばばばば広広広広くくくく参参参参
加加加加をををを呼呼呼呼びびびびかけることについてかけることについてかけることについてかける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ますいますいますいます。。。。

((((9999)))) 普天間普天間普天間普天間基基基基地地地地ににににオオオオスプスプスプスプレイレイレイレイがががが配配配配備備備備されてされてされてされて以以以以降降降降沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県内内内内ではではではでは、、、、病院病院病院病院、、、、学校学校学校学校、、、、住住住住宅宅宅宅地地地地のののの上空飛上空飛上空飛上空飛
行行行行やややや、、、、午午午午後後後後10101010時以時以時以時以降降降降のののの飛行飛行飛行飛行訓練訓練訓練訓練がががが激激激激化化化化してしてしてして県県県県民民民民のののの命命命命とととと安全安全安全安全をををを脅脅脅脅かしていますかしていますかしていますかしています。。。。そそそそのののの飛行飛行飛行飛行
実実実実態態態態ははははどうどうどうどうなっていますかなっていますかなっていますかなっていますか。。。。負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減どどどどこここころろろろかかかか、、、、危険危険危険危険性性性性はさらにはさらにはさらにはさらに一一一一層層層層増大増大増大増大しているのではしているのではしているのではしているのでは
ないかないかないかないか。。。。オオオオスプスプスプスプレイレイレイレイのののの全全全全面撤面撤面撤面撤去去去去をををを要求要求要求要求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、、、、知事知事知事知事のののの御御御御所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((10101010))))日日日日本本本本政府政府政府政府はははは訓練訓練訓練訓練のののの県県県県外外外外移移移移転転転転でででで負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減がががが進進進進むとむとむとむと言言言言ってきましたってきましたってきましたってきました。。。。しかししかししかししかし、、、、実実実実態態態態はははは、、、、ＦＦＦＦ22222222スススス
テテテテルルルルスススス戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機やややや、、、、ＦＦＦＦ16161616戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機のののの暫暫暫暫定定定定配配配配備備備備ななななどどどど、、、、外外外外来来来来機機機機のののの飛行飛行飛行飛行とととと訓練訓練訓練訓練がががが激激激激化化化化しししし、、、、基基基基地地地地負担負担負担負担
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はははは増大増大増大増大しししし、、、、県県県県民民民民のののの命命命命やややや安全安全安全安全をををを脅脅脅脅かしかしかしかし続続続続けていますけていますけていますけています。。。。外外外外来来来来機機機機のののの飛行実飛行実飛行実飛行実態態態態ははははどうどうどうどうなっていまなっていまなっていまなっていま
すかすかすかすか。。。。外外外外来来来来機機機機のののの飛行飛行飛行飛行中止中止中止中止とととと撤撤撤撤退退退退をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((11111111))))沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米軍米軍米軍米軍基基基基地地地地はははは、、、、沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のさなかのさなかのさなかのさなか、、、、占領占領占領占領したしたしたした米軍米軍米軍米軍がががが、、、、住民住民住民住民をををを収収収収容容容容所所所所にににに囲囲囲囲いいいい込込込込んんんんでででで、、、、住住住住
民民民民のののの土土土土地地地地をををを勝勝勝勝手手手手にににに奪奪奪奪いいいい取取取取ってってってって建建建建設設設設されたものですされたものですされたものですされたものです。。。。戦後戦後戦後戦後もももも銃剣銃剣銃剣銃剣ととととブルブルブルブルドドドドーザーでーザーでーザーでーザーで住民住民住民住民をををを
踏踏踏踏みみみみ潰潰潰潰しししし、、、、火火火火をををを放放放放ってってってって住民住民住民住民をををを追追追追いいいい出出出出しししし、、、、基基基基地地地地をををを拡拡拡拡張張張張してきましたしてきましたしてきましたしてきました。。。。普天間普天間普天間普天間基基基基地地地地はははは、、、、国際法国際法国際法国際法
にもにもにもにも違違違違反反反反してしてしてして無無無無法法法法なななな土土土土地地地地強強強強奪奪奪奪にににによよよよってつってつってつってつくくくくられたものでありられたものでありられたものでありられたものであり、、、、無無無無条件条件条件条件でででで県県県県民民民民にににに返還返還返還返還しししし、、、、閉閉閉閉
鎖鎖鎖鎖・・・・撤撤撤撤去去去去をすをすをすをすべべべべきですきですきですきです。。。。知事知事知事知事のののの御御御御所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((12121212))))沖縄沖縄沖縄沖縄のののの海兵海兵海兵海兵隊隊隊隊はははは、、、、日日日日本本本本とととと沖縄沖縄沖縄沖縄のののの平和平和平和平和とととと安全安全安全安全のためにのためにのためにのために存存存存在在在在するものではありまするものではありまするものではありまするものではありませんせんせんせん。。。。イイイイララララクククク
戦戦戦戦争争争争ややややアアアアフフフフガガガガンンンン戦戦戦戦争争争争にににに出出出出撃撃撃撃しししし、、、、住民住民住民住民をををを虐虐虐虐殺殺殺殺しししし、、、、世世世世界界界界中中中中からからからから非非非非難難難難のののの声声声声をををを受受受受けたけたけたけた殴殴殴殴りりりり込込込込みみみみ部部部部
隊隊隊隊ですですですです。。。。そそそそのののの実実実実態態態態をををを明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、撤撤撤撤退退退退をををを求求求求めるめるめるめるべべべべきですきですきですきです。。。。

((((13131313))))辺野古辺野古辺野古辺野古につにつにつにつくくくくられるられるられるられる新新新新基基基基地地地地はははは、、、、２２２２本本本本ののののＶＶＶＶ字字字字型型型型滑走路滑走路滑走路滑走路やややや強強強強襲揚陸艦襲揚陸艦襲揚陸艦襲揚陸艦がががが接接接接岸岸岸岸できるできるできるできる軍港軍港軍港軍港機能機能機能機能
をををを持持持持ちちちち、、、、オオオオスプスプスプスプレイレイレイレイ100100100100機機機機、、、、ＦＦＦＦ35353535ステステステステルルルルスススス戦戦戦戦闘闘闘闘機機機機もももも配配配配備備備備されるされるされるされる、、、、米米米米海兵海兵海兵海兵隊隊隊隊のののの一一一一大大大大軍事軍事軍事軍事拠拠拠拠点点点点
基基基基地地地地ですですですです。。。。耐用耐用耐用耐用年年年年数数数数はははは200200200200年年年年、、、、基基基基地地地地のののの固固固固定化定化定化定化、、、、永永永永久久久久化化化化ですですですです。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((14141414))))米軍米軍米軍米軍基基基基地地地地はははは、、、、もはもはもはもはやややや沖縄沖縄沖縄沖縄経済経済経済経済発展発展発展発展のののの阻阻阻阻害害害害要要要要因因因因でしかないでしかないでしかないでしかない。。。。基基基基地地地地がないがないがないがないほほほほううううがががが沖縄沖縄沖縄沖縄経済経済経済経済はははは
発展発展発展発展するとのするとのするとのするとの声声声声がががが大大大大ききききくくくく広広広広がっていますがっていますがっていますがっています。。。。復帰復帰復帰復帰のときにはのときにはのときにはのときには、、、、15151515％％％％だだだだったったったった軍関係軍関係軍関係軍関係収収収収入入入入もももも現在現在現在現在
はははは４４４４％％％％台台台台にまでにまでにまでにまで落落落落ちていますちていますちていますちています。。。。基基基基地地地地がががが返還返還返還返還されたされたされたされた跡跡跡跡地地地地はははは、、、、経済経済経済経済やややや雇用雇用雇用雇用がががが飛飛飛飛躍躍躍躍的的的的にににに伸伸伸伸びびびびてててて
いますいますいますいます。。。。米軍米軍米軍米軍基基基基地返還地返還地返還地返還跡跡跡跡地地地地のののの経済経済経済経済効果効果効果効果とととと普天間普天間普天間普天間基基基基地地地地がががが返還返還返還返還されたらされたらされたらされたら経済経済経済経済やややや雇用雇用雇用雇用ははははどうどうどうどう変変変変
わっていわっていわっていわっていくくくくかかかか。。。。基基基基地地地地のないのないのないのない平和平和平和平和なななな沖縄沖縄沖縄沖縄にしてこにしてこにしてこにしてこそそそそ沖縄沖縄沖縄沖縄経済経済経済経済はははは豊豊豊豊かにかにかにかに発展発展発展発展するのではないするのではないするのではないするのではない
でしでしでしでしょょょょううううかかかか。。。。知事知事知事知事のののの御御御御所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((15151515))))豊豊豊豊かなかなかなかな漁漁漁漁場場場場をををを奪奪奪奪っているっているっているっている米軍米軍米軍米軍のののの訓練訓練訓練訓練制制制制限水限水限水限水域域域域・・・・空空空空域域域域のののの撤撤撤撤廃廃廃廃、、、、鳥鳥鳥鳥島島島島とととと久久久久米米米米島島島島のののの射爆撃射爆撃射爆撃射爆撃場場場場のののの
即即即即時返還時返還時返還時返還をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊配配配配備備備備についてについてについてについて

((((1111)))) 他他他他国国国国とのとのとのとの軍事軍事軍事軍事的的的的緊張緊張緊張緊張をををを高高高高めるめるめるめる、、、、自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊のののの与与与与那国那国那国那国島島島島ななななどどどど先島先島先島先島へのへのへのへの配配配配備備備備にににに反対反対反対反対しししし、、、、下下下下地地地地島島島島空空空空
港港港港のののの軍事利軍事利軍事利軍事利用用用用をををを認認認認めないことめないことめないことめないこと。。。。

((((2222)))) 糸糸糸糸満市満市満市満市与与与与座座座座のののの巨巨巨巨大大大大レレレレーーーーダダダダーーーー基基基基地地地地のののの撤撤撤撤去去去去、、、、与与与与那国那国那国那国町町町町へのへのへのへの建建建建設設設設中止中止中止中止をををを求求求求めめめめ、、、、電磁波電磁波電磁波電磁波のののの影響影響影響影響
調査調査調査調査をををを行行行行ううううことことことこと。。。。

3333 県県県県民民民民ののののくくくくらしとらしとらしとらしと福祉福祉福祉福祉、、、、医療医療医療医療のののの充充充充実実実実をををを

((((1111)))) 安倍安倍安倍安倍政政政政権権権権はははは、、、、公公公公的的的的介介介介護護護護・・・・医療保障医療保障医療保障医療保障をををを土土土土台台台台からからからから壊壊壊壊すすすす「「「「医療医療医療医療、、、、介介介介護護護護統統統統合法合法合法合法」」」」のののの改改改改悪悪悪悪をををを強強強強行行行行しましましましま
したしたしたした。。。。

ｱｱｱｱ 「「「「総合法総合法総合法総合法」」」」がががが実施実施実施実施されれされれされれされればばばば「「「「介介介介護難民護難民護難民護難民」」」」がががが増大増大増大増大しししし、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの負担負担負担負担とととと不安不安不安不安はははは一一一一層層層層深刻深刻深刻深刻になるになるになるになる
とととと思思思思ううううがががが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ではではではではどうどうどうどうなるかなるかなるかなるか。。。。介介介介護護護護からからからから排排排排除除除除されるされるされるされる人人人人たちのたちのたちのたちの生生生生きるきるきるきる権権権権利利利利をををを奪奪奪奪いかいかいかいかねねねねないないないない
「「「「医療医療医療医療、、、、介介介介護護護護総合法総合法総合法総合法」」」」のののの中止中止中止中止、、、、撤撤撤撤回回回回をををを求求求求めるめるめるめるべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

ｲｲｲｲ 介介介介護保護保護保護保険険険険のののの「「「「要支援要支援要支援要支援１１１１・・・・２２２２」」」」のののの高高高高齢齢齢齢者向者向者向者向けけけけササササービスをービスをービスをービスを介介介介護保護保護保護保険険険険からからからから外外外外してしてしてして市町村市町村市町村市町村がががが実施実施実施実施しししし
ているているているている地地地地域域域域支援事業支援事業支援事業支援事業にににに移行移行移行移行ささささせせせせるとしていまするとしていまするとしていまするとしています。。。。自治体自治体自治体自治体やややや利利利利用用用用者者者者からからからから「「「「移行移行移行移行はははは困難困難困難困難、、、、重重重重
症症症症化化化化がががが進進進進むむむむ」」」」とのとのとのとの声声声声がががが上上上上がっているがっているがっているがっている。。。。今年今年今年今年度度度度、、、、県県県県内内内内でででで移行移行移行移行できるできるできるできる自治体自治体自治体自治体数数数数、、、、そそそそのののの政策政策政策政策にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「特別養護特別養護特別養護特別養護老老老老人人人人ホホホホームにームにームにームに入所入所入所入所できるのはできるのはできるのはできるのは原則原則原則原則「「「「要要要要介介介介護護護護３３３３」」」」以上以上以上以上となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、入所入所入所入所できできできでき
ななななくくくくなるなるなるなる人人人人数数数数はははは何何何何名名名名ですかですかですかですか。。。。

ｴｴｴｴ 介介介介護保護保護保護保険険険険のののの利利利利用用用用料料料料にににに初初初初めてめてめてめて２２２２割負担割負担割負担割負担がががが導入導入導入導入されされされされようようようようとしていますとしていますとしていますとしています。。。。負担負担負担負担総総総総額額額額はははは幾幾幾幾らにならにならにならにな
るかるかるかるか。。。。

ｵｵｵｵ 介介介介護保護保護保護保険料険料険料険料、、、、利利利利用用用用料料料料のののの減額減額減額減額免免免免除除除除制度制度制度制度をををを市町村市町村市町村市町村ともともともとも協力協力協力協力しししし実施実施実施実施、、、、拡充拡充拡充拡充することがすることがすることがすることが必必必必要要要要でででで
はないかはないかはないかはないか。。。。

((((2222)))) 厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省はははは、、、、介介介介護護護護ササササービスービスービスービス提提提提供供供供事業者事業者事業者事業者にににに支支支支払払払払われるわれるわれるわれる、、、、特別養護特別養護特別養護特別養護老老老老人人人人ホホホホームームームームやややや通所通所通所通所介介介介
護護護護ななななどどどどにににに対対対対するするするする介介介介護護護護報報報報酬酬酬酬をををを大大大大幅幅幅幅にににに引引引引きききき下下下下げるげるげるげる改改改改定定定定をををを決定決定決定決定しましたしましたしましたしました。。。。

ｱｱｱｱ 特別養護特別養護特別養護特別養護老老老老人人人人ホホホホームのームのームのームの３３３３割割割割がががが赤字赤字赤字赤字経経経経営営営営でででで入所待入所待入所待入所待機機機機者者者者がががが52525252万万万万人人人人にににに上上上上るもとでのるもとでのるもとでのるもとでの切切切切りりりり下下下下げげげげ
はははは、「、「、「、「介介介介護護護護崩崩崩崩壊壊壊壊」」」」にににに拍車拍車拍車拍車をかけるものではないかをかけるものではないかをかけるものではないかをかけるものではないか。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄ではではではでは待待待待機機機機者者者者ははははどどどどれれれれだだだだけけけけ増大増大増大増大するするするする
かかかか。。。。撤撤撤撤回回回回をををを要求要求要求要求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。。。。

ｲｲｲｲ 介介介介護護護護報報報報酬削酬削酬削酬削減減減減のののの影響影響影響影響でででで特別養護特別養護特別養護特別養護老老老老人人人人ホホホホームのームのームのームの建建建建設設設設がストがストがストがストッッッップするプするプするプするケケケケースなースなースなースなどどどど施設施設施設施設増増増増設設設設
にににに深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響がががが出出出出ていますていますていますています。。。。特別養護特別養護特別養護特別養護老老老老人人人人ホホホホームのームのームのームの待待待待機機機機者者者者数数数数、、、、増増増増設計画設計画設計画設計画ととととそそそそのののの影響影響影響影響にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 後期高後期高後期高後期高齢齢齢齢者者者者医療制度医療制度医療制度医療制度のののの保保保保険料険料険料険料引引引引きききき下下下下げげげげ、、、、滞納滞納滞納滞納をををを理理理理由由由由としたとしたとしたとした保保保保険証険証険証険証のののの取取取取りりりり上上上上げをげをげをげを行行行行わないわないわないわない
ことがことがことがことが求求求求められているがめられているがめられているがめられてい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いますいますいますいます。。。。
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((((4444)))) 子供子供子供子供のののの医療費医療費医療費医療費無料無料無料無料化化化化のののの拡充拡充拡充拡充についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 子供子供子供子供がけがをしたりがけがをしたりがけがをしたりがけがをしたり病病病病気気気気になっときにおになっときにおになっときにおになっときにお金金金金のののの心心心心配配配配ななななくくくく医療医療医療医療がががが受受受受けられるけられるけられるけられる、、、、子供医療費子供医療費子供医療費子供医療費のののの
無料無料無料無料化化化化をををを実施実施実施実施するするするする自治体自治体自治体自治体ががががふふふふえていますえていますえていますえています。。。。全全全全国国国国とととと県県県県内市町村内市町村内市町村内市町村のののの子供医療費助成制度子供医療費助成制度子供医療費助成制度子供医療費助成制度
のののの実施状況実施状況実施状況実施状況についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 通通通通院院院院についてもについてもについてもについても、、、、中学校中学校中学校中学校卒卒卒卒業業業業までまでまでまで、、、、無料無料無料無料化実現化実現化実現化実現にににに踏踏踏踏みみみみ出出出出していしていしていしていくくくくべべべべきですきですきですきです。。。。窓窓窓窓口口口口医療費医療費医療費医療費
のののの無料無料無料無料化化化化のののの実施実施実施実施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。。。。

((((5555)))) 就学就学就学就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

ｱｱｱｱ 生生生生活保護世活保護世活保護世活保護世帯帯帯帯、、、、準準準準要要要要保護世保護世保護世保護世帯帯帯帯へのへのへのへの就学就学就学就学支援支援支援支援をををを全全全全てのてのてのての市町村市町村市町村市町村でででで実施実施実施実施することについてすることについてすることについてすることについて伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。県県県県内内内内のののの学学学学習習習習支援事業支援事業支援事業支援事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況ははははどうどうどうどうなっていますかなっていますかなっていますかなっていますか。。。。県県県県のののの子育子育子育子育てててて総合支援総合支援総合支援総合支援
モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況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 農農農農水水水水産産産産業業業業のののの振興振興振興振興、、、、中小中小中小中小業業業業のののの育成育成育成育成についてについてについてについて

((((1111)))) 政府政府政府政府はははは、、、、ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰでででで米米米米、、、、牛肉牛肉牛肉牛肉、、、、豚肉豚肉豚肉豚肉のののの関関関関税税税税引引引引きききき下下下下げにげにげにげに合意合意合意合意するするするする方向方向方向方向でででで検討検討検討検討がががが進進進進められているめられているめられているめられている
ことがことがことが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。。。。農農農農産産産産物物物物重重重重要要要要５５５５品目品目品目品目をををを交交交交渉渉渉渉（（（（米米米米、、、、麦麦麦麦、、、、牛牛牛牛、、、、豚肉豚肉豚肉豚肉、、、、乳乳乳乳製品製品製品製品、、、、砂砂砂砂糖糖糖糖））））
対対対対象象象象にしないにしないにしないにしないようようようよう求求求求めためためためた国会決議国会決議国会決議国会決議にもにもにもにも反反反反しますしますしますします。。。。県県県県はははは重大重大重大重大事事事事態態態態としてとしてとしてとして認認認認識識識識すすすすべべべべきではないきではないきではないきではない
かかかか。。。。交交交交渉渉渉渉からからからから直直直直ちにちにちにちに撤撤撤撤退退退退すすすすべべべべきですきですきですきです。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 安倍安倍安倍安倍政政政政権権権権がががが今国会今国会今国会今国会でのでのでのでの成立成立成立成立をををを狙狙狙狙っているっているっているっている「「「「農農農農業業業業、、、、農農農農協改協改協改協改革革革革」」」」はははは、、、、農農農農業者業者業者業者のののの声声声声をををを聞聞聞聞かかかかずずずず、、、、大大大大
企企企企業業業業がががが農農農農業分野業分野業分野業分野にににに進出進出進出進出ししししややややすいすいすいすい環環環環境境境境づくづくづくづくりのためにりのためにりのためにりのために、、、、農農農農業業業業をををを守守守守るるるる現行現行現行現行制度制度制度制度をををを壊壊壊壊しししし、、、、農農農農業業業業
振興振興振興振興のののの全全全全国国国国役割役割役割役割とととと機能機能機能機能をををを奪奪奪奪いいいい、、、、ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰにににに反対反対反対反対するするするする農農農農協協協協潰潰潰潰しをしをしをしを狙狙狙狙ううううものでありものでありものでありものであり、「、「、「、「農農農農業業業業・・・・農農農農協協協協
改改改改革革革革」」」」のののの中止中止中止中止をををを要求要求要求要求すすすすべべべべきですきですきですきです。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県へのへのへのへの影響影響影響影響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)))) 農農農農作作作作物物物物のののの価価価価格格格格保障保障保障保障、、、、所得所得所得所得補補補補償償償償ななななどどどど農農農農業業業業経経経経営営営営をををを守守守守りりりり、、、、県県県県内内内内食食食食糧糧糧糧自自自自給給給給率率率率をををを当当当当面面面面50505050％％％％までまでまでまで回回回回
復復復復ささささせせせせるためのるためのるためのるための実効実効実効実効あるあるあるある対策対策対策対策をとることをとることをとることをとること。。。。

((((4444)))) 県県県県としてとしてとしてとして地地地地産産産産地地地地消消消消をををを本本本本格格格格的的的的にににに進進進進めることめることめることめること。。。。そそそそのためののためののためののための学校学校学校学校給食給食給食給食、、、、病院病院病院病院、、、、福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設ななななどどどどでのでのでのでの
数数数数値値値値目標目標目標目標をををを定定定定めてめてめてめて推推推推進進進進するとするとするとすると同同同同時時時時にににに、、、、ホホホホテテテテルやルやルやルや民民民民間事業者間事業者間事業者間事業者ともともともとも協力協力協力協力してしてしてして推推推推進進進進することにつすることにつすることにつすることにつ
いていていていて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) ６６６６次次次次産産産産業化業化業化業化をををを推推推推進進進進しししし、、、、農農農農水水水水産産産産物物物物のののの直直直直売売売売所所所所ななななどどどど販販販販路拡大路拡大路拡大路拡大へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを支援支援支援支援しししし、、、、農農農農水水水水産産産産物物物物
のののの加工加工加工加工場場場場のののの整備整備整備整備とととと拡充拡充拡充拡充をををを図図図図ることることることること。。。。

((((6666)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県民民民民とととと漁漁漁漁民民民民をををを無視無視無視無視したしたしたした日日日日台漁台漁台漁台漁業業業業協協協協定定定定をををを撤撤撤撤回回回回しししし、、、、国国国国のののの責責責責任任任任でででで操操操操業業業業ルルルルーーーールルルルをををを確立確立確立確立ささささせせせせるるるる
ことことことこと。。。。

5555 公共公共公共公共工工工工事事事事のののの地地地地元元元元企企企企業業業業優先優先優先優先、、、、分分分分離離離離・・・・分分分分割割割割発発発発注注注注をををを推推推推進進進進しししし、、、、公共公共公共公共、、、、民民民民間間間間をををを含含含含めめめめ、、、、あらあらあらあらゆゆゆゆるるるる事業事業事業事業でのでのでのでの
県県県県産品優先産品優先産品優先産品優先使使使使用用用用をををを徹徹徹徹底底底底しししし、、、、使使使使用用用用率率率率のののの向上向上向上向上をををを図図図図ることることることること。。。。

6666 「「「「公公公公契契契契約条約条約条約条例例例例」」」」をををを制制制制定定定定しししし、、、、下請下請下請下請代金代金代金代金やややや適適適適正正正正なななな労労労労働条件働条件働条件働条件やややや賃賃賃賃金金金金がががが確保確保確保確保されるされるされるされるようようようようにすることにすることにすることにすること。。。。
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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27272727年第年第年第年第1111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((((金金金金))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 15151515分分分分 西銘西銘西銘西銘　　　　純恵純恵純恵純恵（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 安安安安定定定定したしたしたした雇用雇用雇用雇用でででで県県県県民民民民所得所得所得所得のののの向上向上向上向上、、、、福祉福祉福祉福祉・・・・教育教育教育教育のののの振興振興振興振興ななななどどどどのののの県県県県民民民民要求要求要求要求にににに基基基基づくづくづくづく沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興策策策策へへへへ
のののの一一一一括括括括交交交交付付付付金金金金のののの増額増額増額増額をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて

((((1111)))) 知事知事知事知事がががが教育教育教育教育やややや福祉福祉福祉福祉ななななどどどどのののの分野分野分野分野でででで行行行行うううう貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 全全全全国国国国とととと比較比較比較比較したしたしたした指標指標指標指標でででで見見見見たたたた沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困ははははどうどうどうどうなっていますかなっていますかなっていますかなっていますか。。。。県県県県がががが貧困調査貧困調査貧困調査貧困調査をををを
行行行行ううううことについてことについてことについてことについて

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄振興特別振興特別振興特別振興特別措措措措置法置法置法置法のののの改正改正改正改正でででで次次次次世代育成世代育成世代育成世代育成支援支援支援支援のののの推推推推進進進進がががが附附附附帯帯帯帯決議決議決議決議されましたされましたされましたされました。。。。子供子供子供子供のののの貧貧貧貧
困困困困対策対策対策対策のためのためのためのため活用活用活用活用できるできるできるできるようようようようにすることにすることにすることにすること。。。。

((((4444)))) 母母母母子子子子生生生生活活活活支援施設支援施設支援施設支援施設をををを増増増増設設設設することすることすることすること、、、、夜夜夜夜間間間間のののの保育保育保育保育園園園園・・・・学童保育学童保育学童保育学童保育所所所所のののの増増増増設設設設、、、、生生生生活保護活保護活保護活保護にににに捕捕捕捕捉捉捉捉
されないされないされないされない世世世世帯帯帯帯のののの給付給付給付給付制制制制のののの奨学金奨学金奨学金奨学金やややや学学学学習習習習支援支援支援支援ななななどどどどのののの教育教育教育教育支援支援支援支援、、、、ひひひひとりとりとりとり親親親親家家家家庭庭庭庭のののの子育子育子育子育てててて、、、、生生生生
活活活活支援支援支援支援ななななどどどどについてについてについてについて

((((5555)))) 貧困世貧困世貧困世貧困世帯帯帯帯のののの医療医療医療医療をををを受受受受けるためけるためけるためけるため低低低低額額額額無料無料無料無料診療制度診療制度診療制度診療制度のののの創設創設創設創設。。。。

((((6666)))) 介介介介護保護保護保護保険料険料険料険料のののの減額減額減額減額・・・・免免免免除除除除のののの拡大拡大拡大拡大、、、、介介介介護護護護施設施設施設施設へのへのへのへの支援策支援策支援策支援策やややや介介介介護護護護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貧困世貧困世貧困世貧困世帯帯帯帯
のののの支援策支援策支援策支援策。。。。

((((7777)))) 低低低低所得者所得者所得者所得者のののの住住住住宅宅宅宅費費費費支援支援支援支援ななななどどどどのののの支援策支援策支援策支援策をををを創設創設創設創設することすることすることすること、、、、及及及及びびびび全全全全国国国国とととと比比比比べべべべてててて２２２２万万万万戸戸戸戸不不不不足足足足してしてしてして
いるいるいるいる公公公公営営営営住住住住宅宅宅宅のののの増増増増設設設設をををを急急急急ぐことぐことぐことぐこと。。。。

((((8888)))) ががががんんんん患患患患者者者者医療医療医療医療のののの離島離島離島離島格格格格差差差差をなをなをなをなくくくくすためにすためにすためにすために、、、、県県県県立宮立宮立宮立宮古古古古病院病院病院病院やややや八八八八重重重重山山山山病院病院病院病院にににに放放放放射腺射腺射腺射腺治治治治療機療機療機療機
をををを設置設置設置設置することすることすることすること。。。。

((((9999)))) 既存既存既存既存のののの制度制度制度制度ではできないではできないではできないではできない分野分野分野分野にににに、、、、当当当当面面面面、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興交交交交付付付付金金金金をををを活用活用活用活用してしてしてして全全全全国国国国とのとのとのとの格格格格差差差差をををを解消解消解消解消
していしていしていしていくくくく制度制度制度制度をををを検討検討検討検討することすることすることすること。。。。

((((10101010))))安安安安定定定定したしたしたした雇用雇用雇用雇用のののの確保確保確保確保とととと人間人間人間人間らしらしらしらしくくくく働働働働くルくルくルくルーーーールルルルのののの確立確立確立確立についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 若若若若者者者者のののの２２２２人人人人にににに１１１１人人人人がががが非非非非正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用といといといというううう働働働働きききき方方方方はははは、、、、若若若若者者者者のののの人生人生人生人生もももも社社社社会会会会のありのありのありのあり方方方方ももももゆゆゆゆがめてがめてがめてがめて
いますいますいますいます。「。「。「。「雇用雇用雇用雇用はははは正正正正社社社社員員員員がががが当当当当たりたりたりたり前前前前」」」」といといといというううう、、、、社社社社会会会会をつをつをつをつくくくくっていっていっていっていくくくくべべべべきですきですきですきです。。。。全全全全県県県県でででで44444444....5555％％％％
となっているとなっているとなっているとなっている非非非非正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用のののの職職職職種種種種別別別別、、、、年年年年齢齢齢齢別別別別、、、、男男男男女別女別女別女別のののの割割割割合合合合、、、、及及及及びびびび正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用のののの推推推推進進進進にににに全全全全
力力力力をををを尽尽尽尽くくくくすことについてすことについてすことについてすことについて、、、、知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 宜宜宜宜野野野野湾湾湾湾市市市市ののののココココーーーールセルセルセルセンンンンタタタターでーでーでーで全従全従全従全従業員業員業員業員33333333名名名名がががが解雇解雇解雇解雇されされされされ、、、、生生生生活活活活のののの糧糧糧糧をををを奪奪奪奪われわれわれわれ、、、、何何何何のののの補補補補償償償償
もなもなもなもなくくくく路路路路頭頭頭頭にににに迷迷迷迷うううう事事事事態態態態がががが起起起起きていますきていますきていますきています。。。。公公公公的助成的助成的助成的助成をををを受受受受けているけているけているけている企企企企業業業業がががが労労労労働者働者働者働者をををを一方一方一方一方的的的的にににに
解雇解雇解雇解雇することはすることはすることはすることは大大大大問問問問題題題題ですですですです。。。。県県県県ははははどどどどののののようようようようなななな対策対策対策対策をとっていますかをとっていますかをとっていますかをとっていますか。。。。就労就労就労就労支援支援支援支援やややや緊緊緊緊急急急急雇雇雇雇
用用用用対策対策対策対策をををを講講講講じじじじ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

ｳｳｳｳ 県県県県がががが補補補補助助助助をしてをしてをしてをして誘致誘致誘致誘致したしたしたしたココココーーーールセルセルセルセンンンンタタタターではーではーではーでは、、、、正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用はははは全全全全体体体体のののの19191919％％％％ですですですです。。。。公公公公的助成的助成的助成的助成
金金金金をををを活用活用活用活用するするするする全全全全てのてのてのての企企企企業業業業にににに対対対対しししし、、、、正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用をををを義義義義務務務務づづづづけけけけ人間人間人間人間らしらしらしらしくくくく働働働働くルくルくルくルーーーールルルルのののの確立確立確立確立をををを図図図図
ることることることること、、、、及及及及びびびび採採採採用用用用人人人人数数数数、、、、離離離離職職職職人人人人数数数数、、、、労労労労働働働働基基基基準準準準法法法法のののの違違違違反件反件反件反件数数数数等等等等のののの報告書報告書報告書報告書のののの提提提提出出出出をををを義義義義務務務務づづづづ
けてけてけてけて結結結結果果果果をををを公公公公表表表表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

ｴｴｴｴ 県県県県、、、、市町村市町村市町村市町村自治体自治体自治体自治体、、、、外外外外郭郭郭郭団団団団体体体体でででで非非非非正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用ががががふふふふええええ続続続続けていますけていますけていますけています。。。。非非非非正規正規正規正規のののの実実実実態態態態ははははどうどうどうどう
なっていますかなっていますかなっていますかなっていますか。。。。正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用をををを広広広広げげげげ、、、、必必必必要要要要なななな職職職職員員員員数数数数をををを確保確保確保確保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

ｵｵｵｵ 介介介介護護護護士士士士、、、、保育保育保育保育士士士士、、、、看看看看護護護護師師師師、、、、福祉福祉福祉福祉のののの職職職職場場場場でででで働働働働くくくく人人人人のののの正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用をををを拡大拡大拡大拡大しししし、、、、賃賃賃賃金金金金をををを引引引引きききき上上上上げるげるげるげる
ことについてことについてことについてことについて、、、、知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｶｶｶｶ 県県県県がががが中小中小中小中小業者業者業者業者をををを抜抜抜抜本的本的本的本的にににに支援支援支援支援してしてしてして賃賃賃賃金金金金をををを引引引引きききき上上上上げることについてげることについてげることについてげることについて

2222 国国国国民健民健民健民健康康康康保保保保険険険険制度制度制度制度についてについてについてについて
　　　　負担能力負担能力負担能力負担能力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るえるえるえる国国国国保保保保税税税税がががが県県県県民民民民のののの暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、医療医療医療医療をををを脅脅脅脅かすかすかすかす事事事事態態態態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。。。。先先先先
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日日日日のののの緊緊緊緊急急急急相談相談相談相談のののの内内内内容容容容はははは、、、、49494949歳歳歳歳のののの男男男男性性性性がががが脳梗塞脳梗塞脳梗塞脳梗塞でででで緊緊緊緊急入急入急入急入院院院院をしてをしてをしてをして１１１１カカカカ月月月月になるになるになるになる。。。。国国国国保保保保税税税税をををを
50505050万万万万滞納滞納滞納滞納していてしていてしていてしていて保保保保険証険証険証険証がながながながなくくくく医療費医療費医療費医療費50505050万万万万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られているがめられているがめられているがめられているが支支支支払払払払ううううおおおお金金金金がながながながな
いいいい。。。。身身身身元元元元引受人引受人引受人引受人がながながながなくくくく職職職職湯湯湯湯のののの同同同同僚僚僚僚であるであるであるである相談相談相談相談者者者者がががが分分分分割割割割払払払払いをすることになったいをすることになったいをすることになったいをすることになった。。。。これからこれからこれからこれからリリリリハハハハ
ビビビビリリリリ病院病院病院病院にににに転院転院転院転院しなけれしなけれしなけれしなければばばばならないならないならないならない。。。。といといといといううううものでしたものでしたものでしたものでした。。。。国国国国保保保保税税税税のののの滞納滞納滞納滞納のためのためのためのため、、、、働働働働きききき盛盛盛盛りのりのりのりの緊緊緊緊
急入急入急入急入院院院院のののの事事事事例例例例ががががふふふふええええ、、、、家族家族家族家族のののの入入入入院院院院でででで暮暮暮暮らしがらしがらしがらしが成成成成りりりり立立立立たなたなたなたなくくくくなるなるなるなる深刻深刻深刻深刻なななな事事事事態態態態がががが広広広広がっていまがっていまがっていまがっていま
すすすす。。。。

((((1111)))) 高高高高過過過過ぎぎぎぎるるるる国国国国保保保保税税税税はははは国国国国がががが国国国国庫庫庫庫負担金負担金負担金負担金をををを削削削削減減減減したことがしたことがしたことがしたことが大大大大きなきなきなきな要要要要因因因因ですですですです。。。。国国国国庫庫庫庫負担負担負担負担をもとにをもとにをもとにをもとに
戻戻戻戻すすすすようようようよう国国国国にににに求求求求めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、県県県県民民民民へのへのへのへの負担増負担増負担増負担増とととと徴徴徴徴収収収収強強強強化化化化をををを拡大拡大拡大拡大するするするする国国国国保保保保のののの都都都都道府県化道府県化道府県化道府県化とととと
いいいいうううう国策国策国策国策のののの導入導入導入導入ををををややややめるめるめるめるようようようよう要要要要請請請請することすることすることすること。。。。

((((2222)))) 国国国国保加保加保加保加入者入者入者入者のののの貧困貧困貧困貧困がががが激激激激増増増増するするするする中中中中、、、、保保保保険料険料険料険料がががが上上上上がりがりがりがり続続続続けるといけるといけるといけるというううう国国国国保保保保のののの構造構造構造構造的的的的なななな矛盾矛盾矛盾矛盾があがあがあがあ
りますりますりますります。。。。高高高高過過過過ぎぎぎぎるるるる国国国国保保保保税税税税をををを払払払払いたいたいたいたくくくくてもてもてもても払払払払えないえないえないえない世世世世帯帯帯帯ががががふふふふええええ続続続続けけけけ、、、、保保保保険証険証険証険証のののの取取取取りりりり上上上上げげげげやややや、、、、
短短短短期期期期保保保保険証険証険証険証のののの発行発行発行発行でででで病病病病気気気気になってもになってもになってもになっても、、、、治治治治療療療療がががが受受受受けられないといけられないといけられないといけられないというううう事事事事態態態態がががが、、、、県県県県民民民民のののの命命命命をををを脅脅脅脅
かしていますかしていますかしていますかしています。。。。県県県県内内内内のののの実実実実態態態態、、、、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)))) 医療費医療費医療費医療費がながながながなくくくく健健健健康康康康やややや命命命命がががが脅脅脅脅かされるかされるかされるかされる事事事事態態態態をををを防防防防ぐためにぐためにぐためにぐために国国国国民健民健民健民健康康康康保保保保険険険険法法法法44444444条条条条のののの適適適適用用用用をををを拡拡拡拡
充充充充することすることすることすること。。。。

((((4444)))) 国国国国民健民健民健民健康康康康保保保保険険険険会計会計会計会計へのへのへのへの、、、、沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦のののの影響影響影響影響にににによよよよるるるる前期高前期高前期高前期高齢齢齢齢者交者交者交者交付付付付金不金不金不金不足足足足問問問問題題題題のののの解解解解決決決決にににに全力全力全力全力
をををを挙挙挙挙げることについてげることについてげることについてげることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 国国国国保保保保税税税税をををを引引引引きききき下下下下げるためにげるためにげるためにげるために県県県県のののの補補補補助助助助をををを実施実施実施実施することについてすることについてすることについてすることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 待待待待機児童解消機児童解消機児童解消機児童解消についてについてについてについて
　ことし　ことし　ことし　ことし４４４４月実施月実施月実施月実施のののの子子子子どどどども・も・も・も・子育子育子育子育てててて新新新新制度制度制度制度はははは、、、、希希希希望望望望するするするする施設施設施設施設やややや保育保育保育保育がががが受受受受けられるのかけられるのかけられるのかけられるのか、、、、保育保育保育保育のののの
質質質質やややや保育保育保育保育料料料料ははははどうどうどうどうなるのかなるのかなるのかなるのか、、、、ななななどどどど不安不安不安不安のののの声声声声があるがあるがあるがある中中中中ススススタタタタートしますートしますートしますートします。。。。児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉法法法法24242424条条条条１１１１項項項項にににに市市市市
町村町村町村町村のののの保育保育保育保育実施義実施義実施義実施義務務務務がががが規規規規定定定定されたされたされたされた新新新新制度制度制度制度においてにおいてにおいてにおいて、、、、認認認認可可可可保育保育保育保育園園園園のののの増増増増設設設設をををを根根根根幹幹幹幹にしたにしたにしたにした待待待待機機機機
児童児童児童児童のののの解消解消解消解消をををを図図図図ることがることがることがることが重重重重要要要要ですですですです。。。。

((((1111)))) 県県県県内内内内のののの待待待待機児童機児童機児童機児童のののの実実実実態態態態とととと全全全全てのてのてのての特機児童特機児童特機児童特機児童のののの解解解解決策決策決策決策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 新新新新制度制度制度制度にににによよよよってってってって、、、、現行現行現行現行とととと比比比比べべべべてててて何何何何ががががどうどうどうどう変変変変わりますかわりますかわりますかわりますか、、、、保育保育保育保育料料料料はははは安安安安くくくくなるのですかなるのですかなるのですかなるのですか。。。。

((((3333)))) 認認認認可外可外可外可外保育保育保育保育園園園園のののの認認認認可可可可化化化化目標目標目標目標とととと実実実実績績績績についてについてについてについて、、、、課題課題課題課題とととと具具具具体体体体的的的的なななな対対対対応応応応策策策策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 保育保育保育保育士士士士不不不不足足足足をををを解消解消解消解消するためのするためのするためのするための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なげなげなげなどどどどのののの待待待待遇遇遇遇改改改改善善善善、、、、保育保育保育保育士士士士養成養成養成養成のののの事業計事業計事業計事業計
画画画画、、、、財財財財政支援策政支援策政支援策政支援策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 新新新新制度制度制度制度はははは幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園教育教育教育教育ををををどどどどののののようようようようにににに位置位置位置位置づづづづけていますかけていますかけていますかけていますか。。。。３３３３歳歳歳歳以上以上以上以上のののの入入入入園園園園でででで教教教教室室室室がががが不不不不足足足足すすすす
ることになりまることになりまることになりまることになりませんせんせんせんかかかか。。。。施設施設施設施設整備整備整備整備やややや幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園教教教教諭諭諭諭のののの配配配配置計画置計画置計画置計画ははははどうどうどうどうなっていますかなっていますかなっていますかなっていますか。。。。

((((6666)))) 学童保育学童保育学童保育学童保育所所所所ははははどうどうどうどう変変変変わりますかわりますかわりますかわりますか｡｡｡｡希希希希望望望望するするするする全全全全てのてのてのての子子子子がががが入所入所入所入所できますかできますかできますかできますか。。。。保育保育保育保育料料料料やややや指指指指導員導員導員導員のののの
賃賃賃賃金金金金ななななどどどど待待待待遇遇遇遇はははは改改改改善善善善されますかされますかされますかされますか。。。。

4444 学校教育学校教育学校教育学校教育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はははは全全全全国国国国とととと比比比比べべべべてててて正規教正規教正規教正規教員員員員のののの割割割割合合合合がががが低低低低いがいがいがいが、、、、小小小小・・・・中校中校中校中校のののの正規教正規教正規教正規教員員員員はははは全全全全国国国国とととと比比比比べべべべてててて
人人人人数数数数とととと割割割割合合合合ははははどうどうどうどうなっていますかなっていますかなっていますかなっていますか。。。。早急早急早急早急にににに正規教正規教正規教正規教員員員員にすにすにすにすべべべべきですきですきですきです。。。。

((((2222)))) 臨臨臨臨時時時時教教教教員員員員のののの経経経経験験験験をををを採採採採用用用用試験試験試験試験のののの１１１１次次次次試験免試験免試験免試験免除除除除要件要件要件要件にすることにすることにすることにすること、、、、またまたまたまた、、、、採採採採用用用用試験試験試験試験受受受受験験験験年年年年齢齢齢齢をををを
45454545歳歳歳歳までとするまでとするまでとするまでとする制制制制限限限限年年年年齢齢齢齢をををを撤撤撤撤廃廃廃廃することすることすることすること。。。。

((((3333)))) 全全全全国国国国学学学学カテストのカテストのカテストのカテストの点点点点数競争数競争数競争数競争がががが強強強強化化化化されされされされ教教教教師師師師のののの多多多多忙忙忙忙化化化化とストとストとストとストレレレレスがスがスがスが増加増加増加増加していますしていますしていますしています。。。。病病病病体体体体とととと
そそそそののののううううちちちち精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患はははは全全全全国国国国とととと比比比比べべべべてててて人人人人数数数数、、、、割割割割合合合合ははははどうどうどうどうなっていますかなっていますかなっていますかなっていますか。。。。

((((4444)))) 育児育児育児育児休業休業休業休業のののの代代代代替替替替教教教教員員員員をををを１１１１年年年年雇用雇用雇用雇用にするなにするなにするなにするなどどどど非非非非正規正規正規正規のののの待待待待遇遇遇遇改改改改善善善善をををを行行行行ううううことことことこと。。。。

((((5555)))) 30303030人人人人学学学学級級級級をををを小中全学小中全学小中全学小中全学年年年年でででで実施実施実施実施することについてすることについてすることについてすることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。実施実施実施実施学学学学年年年年でありながらでありながらでありながらでありながら教教教教室室室室不不不不
足足足足でででで未未未未実施実施実施実施のののの学校学校学校学校はははは何何何何校校校校ありますかありますかありますかありますか。。。。加加加加配配配配教教教教員員員員をををを配配配配置置置置するなするなするなするなどどどどのののの特別特別特別特別なななな対策対策対策対策をををを講講講講じじじじるこるこるこるこ
とととと。。。。

((((6666)))) 奨学金奨学金奨学金奨学金をををを利利利利用用用用したしたしたした学学学学生生生生がががが安安安安定定定定したしたしたした職職職職につけにつけにつけにつけずずずずにににに返返返返済済済済にににに苦苦苦苦ししししんんんんでいますでいますでいますでいます。。。。そそそそのためのためのためのため、、、、奨学奨学奨学奨学
金金金金利利利利用用用用をををを諦諦諦諦めめめめ進進進進学学学学そそそそのものをのものをのものをのものを断念断念断念断念するするするする若若若若者者者者ががががふふふふええええ、、、、貸貸貸貸与与与与制制制制のののの奨学金制度奨学金制度奨学金制度奨学金制度のののの根根根根本的本的本的本的なななな改改改改
革革革革がががが問問問問われていますわれていますわれていますわれています。。。。高高高高校校校校、、、、大学大学大学大学ななななどどどどのののの学学学学生生生生にににに給付給付給付給付制制制制のののの奨学金奨学金奨学金奨学金をををを創設創設創設創設することすることすることすること。。。。大学大学大学大学生生生生
にににに給付型給付型給付型給付型のののの奨学金制度奨学金制度奨学金制度奨学金制度をををを創設創設創設創設しししし、、、、2015201520152015年年年年度度度度にににに募募募募集集集集をすることををすることををすることををすることを、、、、教育教育教育教育長長長長はははは議会答弁議会答弁議会答弁議会答弁されされされされ
ましたがましたがましたがましたが、、、、進捗進捗進捗進捗をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの貴貴貴貴重重重重なななな環環環環境境境境をををを守守守守るためにるためにるためにるために。。。。

((((1111)))) ヤヤヤヤンンンンババババルルルルのののの国国国国立立立立・・・・国定公国定公国定公国定公園園園園化化化化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組組組組むことむことむことむこと、、、、琉球列琉球列琉球列琉球列島島島島のののの世世世世界界界界自自自自然然然然遺遺遺遺産産産産へのへのへのへの早早早早
期期期期のののの登録登録登録登録をををを目指目指目指目指してしてしてして全力全力全力全力でででで取取取取りりりり組組組組むむむむべべべべきですきですきですきです。。。。

((((2222)))) 生生生生物物物物多多多多様様様様性性性性ののののヤヤヤヤンンンンババババルルルルのののの森森森森にはにはにはにはヤヤヤヤンンンンババババルクイナルクイナルクイナルクイナ、、、、ノノノノグチゲグチゲグチゲグチゲラなラなラなラなどどどどのののの貴貴貴貴重重重重種種種種、、、、絶絶絶絶滅滅滅滅危危危危惧種惧種惧種惧種
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はははは何種何種何種何種いますかいますかいますかいますか。。。。新新新新種種種種のののの発見発見発見発見はありましたかはありましたかはありましたかはありましたか。。。。保全保全保全保全するためにするためにするためにするためにヤヤヤヤンンンンババババルルルルのののの森森森森のののの皆伐皆伐皆伐皆伐とととと林林林林道道道道
建建建建設設設設をををを中止中止中止中止しししし、、、、北北北北部地部地部地部地域域域域森林森林森林森林計画計画計画計画をををを見直見直見直見直すことがすことがすことがすことが必必必必要要要要ではありまではありまではありまではありませんせんせんせんかかかか。。。。

((((3333)))) 高高高高江集落江集落江集落江集落にににに最最最最もももも近近近近くくくく通通通通学路学路学路学路でもあるでもあるでもあるでもあるＮＮＮＮ４４４４地地地地区区区区のののの２２２２カカカカ所所所所ののののオオオオスプスプスプスプレイレイレイレイパパパパッッッッドドドドをををを米軍米軍米軍米軍にににに先先先先行行行行提提提提
供供供供するするするする閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定のののの実施実施実施実施のののの中止中止中止中止、、、、県道県道県道県道のののの路路路路側側側側帯帯帯帯をををを米軍米軍米軍米軍専専専専用用用用にににに変更変更変更変更しないしないしないしないようようようよう県県県県としてとしてとしてとして防防防防衛衛衛衛
局局局局にににに通通通通告告告告すすすすべべべべきききき。。。。米軍米軍米軍米軍車車車車両両両両がががが県道県道県道県道にににに赤赤赤赤土土土土をまきをまきをまきをまき散散散散らしているがらしているがらしているがらしているが、、、、抗抗抗抗議議議議とととと謝罪謝罪謝罪謝罪をををを求求求求めるめるめるめるべべべべ
きききき。。。。

6666 戦前戦前戦前戦前のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県営営営営のののの軽軽軽軽便鉄道便鉄道便鉄道便鉄道はははは戦戦戦戦争争争争にににによよよよってってってって破壊破壊破壊破壊されましたされましたされましたされました。。。。政府政府政府政府のののの責責責責任任任任でででで本島本島本島本島縦貫縦貫縦貫縦貫鉄道鉄道鉄道鉄道をををを
早急早急早急早急にににに敷敷敷敷設設設設すすすすべべべべきときときときと考考考考えますがえますがえますがえますが、、、、知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 沖縄沖縄沖縄沖縄都市都市都市都市モモモモノノノノレレレレーーーールルルル延延延延長長長長整備整備整備整備のののの事業計画事業計画事業計画事業計画とととと財財財財政政政政収収収収支計画支計画支計画支計画をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。浦添浦添浦添浦添市市市市前前前前田駅田駅田駅田駅からからからから浦浦浦浦
西駅西駅西駅西駅のののの区区区区間間間間でででで取取取取りつけりつけりつけりつけ道道道道路路路路がががが急急急急勾勾勾勾配配配配にならないにならないにならないにならないようようようようにににに、、、、歩歩歩歩行者行者行者行者のののの安全確保安全確保安全確保安全確保のためにのためにのためにのために歩歩歩歩道設道設道設道設
置置置置がががが必必必必要要要要ですがですがですがですが、、、、改改改改善善善善をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

8888 報報報報道道道道にににによよよよるとるとるとると、、、、浦添浦添浦添浦添市市市市長長長長はははは「「「「浦添浦添浦添浦添市案市案市案市案とととと軍港問軍港問軍港問軍港問題題題題はははは切切切切りりりり離離離離すすすす」」」」方方方方針針針針をををを出出出出しししし、、、、軍港軍港軍港軍港にににに遮遮遮遮られるられるられるられるよよよよ
ううううにににに西西西西向向向向きのきのきのきのママママリリリリーーーーナナナナとビーとビーとビーとビーチチチチ、、、、軍港軍港軍港軍港にににに隣接隣接隣接隣接ささささせせせせるるるるクルクルクルクルーーーーズズズズババババースのースのースのースの変更変更変更変更案案案案をををを決定決定決定決定していましていましていましていま
すすすす。。。。那覇港那覇港那覇港那覇港管理管理管理管理組組組組合合合合はははは、、、、浦添浦添浦添浦添案案案案がががが提提提提出出出出されされされされずずずず浦添浦添浦添浦添側側側側のののの埋埋埋埋立予立予立予立予算算算算をををを削削削削除除除除しましたしましたしましたしました。。。。軍港軍港軍港軍港がががが
あってはあってはあってはあっては絵絵絵絵にににに描描描描いたいたいたいた餅餅餅餅にしかならないにしかならないにしかならないにしかならない浦添浦添浦添浦添市市市市のののの埋埋埋埋立案立案立案立案ですですですです。。。。浦添浦添浦添浦添市市市市長長長長はははは、、、、軍港反対軍港反対軍港反対軍港反対をををを表明表明表明表明
してしてしてして知事知事知事知事にににに浦添浦添浦添浦添市案市案市案市案をををを提提提提示示示示したのですかしたのですかしたのですかしたのですか。。。。

9999 ことしはことしはことしはことしは戦後戦後戦後戦後70707070年年年年のののの節節節節目目目目のののの年年年年ですですですです。。。。さきのさきのさきのさきの戦戦戦戦争争争争でででで310310310310万万万万人人人人のののの日日日日本本本本国国国国民民民民、、、、2000200020002000万万万万人人人人をををを超超超超えるえるえるえるアアアア
ジジジジアアアア諸諸諸諸国国国国民民民民がががが犠牲犠牲犠牲犠牲になりましたになりましたになりましたになりました。。。。地上戦地上戦地上戦地上戦がががが戦戦戦戦われたわれたわれたわれた沖縄沖縄沖縄沖縄ではではではでは県県県県民民民民のののの４４４４人人人人にににに１１１１人人人人がががが犠牲犠牲犠牲犠牲になりになりになりになり
ましたましたましたました。。。。再再再再びびびび戦戦戦戦争争争争のののの悲劇悲劇悲劇悲劇をををを繰繰繰繰りりりり返返返返してはならないしてはならないしてはならないしてはならない。。。。国国国国民民民民のののの平和平和平和平和へのへのへのへの固固固固いいいい決意決意決意決意のもとにのもとにのもとにのもとに戦戦戦戦争争争争をををを
放放放放棄棄棄棄したしたしたした憲憲憲憲法法法法９９９９条条条条がががが制制制制定定定定されましたされましたされましたされました。。。。憲憲憲憲法法法法のののの平和平和平和平和主主主主義義義義をををを守守守守りりりり抜抜抜抜くくくくことがことがことがことが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。集集集集
団団団団的的的的自自自自衛権衛権衛権衛権のののの行行行行使使使使容容容容認認認認のののの閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定をををを法法法法制制制制化化化化しししし、、、、海外海外海外海外でででで米軍米軍米軍米軍とととと肩肩肩肩をををを並並並並べべべべてててて戦戦戦戦争争争争するするするする国国国国づくづくづくづくりりりり
にににに突突突突きききき進進進進むむむむ安倍安倍安倍安倍政政政政権権権権のののの憲憲憲憲法法法法９９９９条条条条違違違違反反反反にににに国国国国民民民民のののの批批批批判判判判がががが高高高高まっていますまっていますまっていますまっています。。。。知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。


