
1

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24242424年第年第年第年第5555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))))

09090909月月月月26262626    日日日日((((水水水水))))
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 28282828分分分分 仲田仲田仲田仲田　　　　弘毅弘毅弘毅弘毅（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 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 普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題についてについてについてについて

((((1111)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備問題配備問題配備問題配備問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは、ＭＶ、ＭＶ、ＭＶ、ＭＶ22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの日本国内日本国内日本国内日本国内でのでのでのでの運用運用運用運用にににに関関関関しししし、、、、一定一定一定一定のののの安全確保安全確保安全確保安全確保をををを行行行行うこうこうこうこ
とでとでとでとで合意合意合意合意しししし、、、、飛行運用飛行運用飛行運用飛行運用をををを認認認認めるめるめるめる「「「「安全宣言安全宣言安全宣言安全宣言」」」」をををを行行行行ったったったった。。。。これによりこれによりこれによりこれにより岩国基地岩国基地岩国基地岩国基地でのでのでのでの試験飛行試験飛行試験飛行試験飛行
にににに続続続続きききき、、、、10101010月月月月のののの普天間配備普天間配備普天間配備普天間配備がががが強行強行強行強行されようとしているがされようとしているがされようとしているがされようとしているが、、、、このこのこのこの事態事態事態事態についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解
をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 知事知事知事知事はははは、、、、モロッコモロッコモロッコモロッコ、、、、フロリダフロリダフロリダフロリダでででで起起起起きたきたきたきたオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの墜落事故墜落事故墜落事故墜落事故のののの原因原因原因原因についてについてについてについて、、、、森本防衛相森本防衛相森本防衛相森本防衛相
からからからから説明説明説明説明をををを受受受受けているがけているがけているがけているが、、、、米軍米軍米軍米軍のののの調査結果調査結果調査結果調査結果をそのままをそのままをそのままをそのまま追認追認追認追認しししし、「、「、「、「人為的人為的人為的人為的ミスミスミスミス」」」」でででで機体機体機体機体にはにはにはには
問題問題問題問題がががが認認認認められないとのめられないとのめられないとのめられないとの事故検証結果事故検証結果事故検証結果事故検証結果についてについてについてについて、、、、知事知事知事知事のののの感想感想感想感想をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備配備配備配備についてはについてはについてはについては、、、、米本国内米本国内米本国内米本国内ではではではでは、、、、実際実際実際実際のののの運用運用運用運用においてにおいてにおいてにおいて地域住民地域住民地域住民地域住民のののの意見意見意見意見がががが
反映反映反映反映されるされるされるされる仕組仕組仕組仕組みができているようだがみができているようだがみができているようだがみができているようだが、、、、日本国内日本国内日本国内日本国内におけるにおけるにおけるにおける米軍米軍米軍米軍にはそのようなにはそのようなにはそのようなにはそのような義務義務義務義務づづづづ
けはないけはないけはないけはない。。。。米軍優先米軍優先米軍優先米軍優先でででで日本日本日本日本のののの国内法国内法国内法国内法がががが適用適用適用適用されないされないされないされない実態実態実態実態についてについてについてについて、、、、県県県県のののの基本認識基本認識基本認識基本認識とととと改改改改
善善善善にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｴｴｴｴ 森本防衛大臣森本防衛大臣森本防衛大臣森本防衛大臣ととととパネッタパネッタパネッタパネッタ米国防長官米国防長官米国防長官米国防長官とのとのとのとの会談会談会談会談でででで、ＭＶ、ＭＶ、ＭＶ、ＭＶ22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの普天間配備普天間配備普天間配備普天間配備、、、、10101010月月月月
からのからのからのからの本格運用本格運用本格運用本格運用、、、、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等辺野古移設等辺野古移設等辺野古移設等についてについてについてについて変更変更変更変更がないことをがないことをがないことをがないことを改改改改めてめてめてめて確認確認確認確認
しているしているしているしている。。。。沖縄無視沖縄無視沖縄無視沖縄無視のののの日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府のののの姿勢姿勢姿勢姿勢にににに対対対対しししし、、、、県県県県のとりのとりのとりのとり得得得得るるるる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たいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 政府政府政府政府がががが沖縄沖縄沖縄沖縄のののの反対反対反対反対をををを無視無視無視無視してしてしてしてオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの普天間配備普天間配備普天間配備普天間配備をををを強行強行強行強行するするするする背景背景背景背景にはにはにはには、、、、日米両政日米両政日米両政日米両政
府府府府がががが普天間普天間普天間普天間のののの固定化固定化固定化固定化をををを念頭念頭念頭念頭にににに置置置置いているのではないかいているのではないかいているのではないかいているのではないか、、、、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考考考考えるかえるかえるかえるか、、、、伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

ｶｶｶｶ 県県県県はははは、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの県内配備県内配備県内配備県内配備にににに関関関関しししし、、、、配備配備配備配備にににに伴伴伴伴うううう安全性等安全性等安全性等安全性等のののの根拠根拠根拠根拠やややや防衛相防衛相防衛相防衛相のののの検証結果検証結果検証結果検証結果
等等等等についてについてについてについて、、、、３３３３件件件件のののの質問書質問書質問書質問書をををを防衛相防衛相防衛相防衛相にににに提出提出提出提出しているしているしているしている。。。。そのそのそのその狙狙狙狙いといといといと政府政府政府政府からのからのからのからの回答回答回答回答についについについについ
てててて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｷｷｷｷ 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備にににに反対反対反対反対するするするする県民大会県民大会県民大会県民大会へへへへメッセージメッセージメッセージメッセージをををを送送送送りりりり、、、、参加参加参加参加をををを見送見送見送見送っっっっ
たがたがたがたが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、知事知事知事知事がががが参加参加参加参加しなかったことによるしなかったことによるしなかったことによるしなかったことによる大会後大会後大会後大会後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、、、、
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県内移設問題県内移設問題県内移設問題県内移設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 報道報道報道報道によればによればによればによれば、、、、米自治領北米自治領北米自治領北米自治領北マリアナマリアナマリアナマリアナ諸島諸島諸島諸島テニアンテニアンテニアンテニアン市市市市ののののラモンラモンラモンラモン・・・・デラクルスデラクルスデラクルスデラクルス市長市長市長市長はははは、、、、普天普天普天普天
間飛行場間飛行場間飛行場間飛行場ののののテニアンテニアンテニアンテニアンへのへのへのへの移設移設移設移設をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる意向意向意向意向をををを明言明言明言明言しているがしているがしているがしているが、、、、県県県県はははは、、、、どのようにどのようにどのように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。。。。またまたまたまた、、、、日本政府日本政府日本政府日本政府にににに対対対対ししししテニアンテニアンテニアンテニアン移設移設移設移設をををを求求求求めることもありめることもありめることもありめることもあり得得得得るかるかるかるか、、、、伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

ｲｲｲｲ 米国米国米国米国ではではではでは、、、、辺野古移設案辺野古移設案辺野古移設案辺野古移設案にかえてにかえてにかえてにかえて那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港やややや伊江島伊江島伊江島伊江島などへのなどへのなどへのなどへの移設移設移設移設、、、、嘉手納統合嘉手納統合嘉手納統合嘉手納統合をををを主主主主
張張張張するするするする声声声声がががが大大大大きくなりつつあるようだがきくなりつつあるようだがきくなりつつあるようだがきくなりつつあるようだが、、、、県県県県はははは、、、、情報収集情報収集情報収集情報収集はははは行行行行っているかっているかっているかっているか。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後どどどど
のようなのようなのようなのような動動動動きになるときになるときになるときになると考考考考えているかえているかえているかえているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市がががが求求求求めるめるめるめる国国国国・・・・県県県県・・・・宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市のののの３３３３者者者者によるによるによるによる協議会協議会協議会協議会がががが開開開開かれたようだがかれたようだがかれたようだがかれたようだが、、、、宜野湾市宜野湾市宜野湾市宜野湾市
にににに対対対対するするするする特別特別特別特別なななな支援制度支援制度支援制度支援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、、、、今後今後今後今後どのようなどのようなどのようなどのような協議協議協議協議がががが行行行行われるかわれるかわれるかわれるか伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

2222 那覇空港滑走路那覇空港滑走路那覇空港滑走路那覇空港滑走路のののの拡張整備拡張整備拡張整備拡張整備についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設についてについてについてについて、、、、政府政府政府政府のののの財政難財政難財政難財政難からからからから予算確保予算確保予算確保予算確保のめどはのめどはのめどはのめどは立立立立っていないようだっていないようだっていないようだっていないようだ
がががが、、、、2013201320132013年度予算年度予算年度予算年度予算でででで沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算とはとはとはとは別枠別枠別枠別枠でででで建設費建設費建設費建設費をどのようにをどのようにをどのようにをどのように確保確保確保確保するかするかするかするか、、、、見通見通見通見通しをしをしをしを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設についてについてについてについて、、、、国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省のののの事業期間事業期間事業期間事業期間７７７７年年年年のののの計画計画計画計画をををを早期整備早期整備早期整備早期整備のののの
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必要性必要性必要性必要性からからからから、、、、事業期間事業期間事業期間事業期間をををを５５５５年年年年にににに短縮短縮短縮短縮するようするようするようするよう求求求求めているめているめているめている。。。。財政難財政難財政難財政難のののの政府政府政府政府のののの理解理解理解理解をををを得得得得るのはるのはるのはるのは
厳厳厳厳しいとしいとしいとしいと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの戦略戦略戦略戦略をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) ＡＮＡＡＮＡＡＮＡＡＮＡのののの国際空港貨物国際空港貨物国際空港貨物国際空港貨物コンテナコンテナコンテナコンテナをををを借借借借りりりり上上上上げたげたげたげた県県県県のののの県産品県産品県産品県産品ををををアジアアジアアジアアジアへへへへ輸出輸出輸出輸出するするするする事業事業事業事業がががが好調好調好調好調
のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、現在現在現在現在のののの状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの目標目標目標目標についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて

((((1111)))) 2011201120112011年年年年のののの本県本県本県本県へのへのへのへの修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行はははは過去最高過去最高過去最高過去最高となったようだがとなったようだがとなったようだがとなったようだが、、、、東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの復興復興復興復興がががが進展進展進展進展
していることやしていることやしていることやしていることや東京東京東京東京スカイツリースカイツリースカイツリースカイツリーなどなどなどなど観光施設観光施設観光施設観光施設がががが開業開業開業開業したことでしたことでしたことでしたことで関東関東関東関東へのへのへのへの観光観光観光観光がががが急速急速急速急速にににに伸伸伸伸
びているなどびているなどびているなどびているなど、、、、今後今後今後今後、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況もももも予想予想予想予想されるがされるがされるがされるが、、、、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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 中国人中国人中国人中国人のののの個人観光客個人観光客個人観光客個人観光客をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした数次数次数次数次ビザビザビザビザのののの運用運用運用運用がががが被災被災被災被災３３３３県県県県でででで開始開始開始開始されたがされたがされたがされたが、、、、本県本県本県本県へへへへ影影影影
響響響響はないかはないかはないかはないか。。。。またまたまたまた、、、、尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島のののの国有化国有化国有化国有化にににに絡絡絡絡みみみみ中国中国中国中国からのからのからのからの観光客観光客観光客観光客のののの減少減少減少減少についてについてについてについて県県県県のののの考考考考
えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 海外海外海外海外からのからのからのからの観光客誘致観光客誘致観光客誘致観光客誘致をををを進進進進めるめるめるめる上上上上でででで、、、、語学語学語学語学にににに堪能堪能堪能堪能なななな人材人材人材人材のののの育成確保育成確保育成確保育成確保がががが重要重要重要重要であるがであるがであるがであるが、、、、
現在現在現在現在のののの状況状況状況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についてみについてみについてみについて、、、、県県県県のののの基本的考基本的考基本的考基本的考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける観光産業従業員観光産業従業員観光産業従業員観光産業従業員のののの就業状況就業状況就業状況就業状況についてについてについてについて、、、、満足度満足度満足度満足度がががが低低低低くくくく、、、、離職離職離職離職につながりやすにつながりやすにつながりやすにつながりやす
いといといといと言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、現在現在現在現在のののの状況状況状況状況とととと従業員従業員従業員従業員のののの待遇改善等待遇改善等待遇改善等待遇改善等にににに向向向向けたけたけたけた企業企業企業企業へのへのへのへの指導指導指導指導はどのよはどのよはどのよはどのよ
うにうにうにうに行行行行われているかわれているかわれているかわれているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県のののの現状現状現状現状についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 本県本県本県本県はははは、、、、相次相次相次相次ぐぐぐぐ台風台風台風台風のののの襲来襲来襲来襲来やややや大雨大雨大雨大雨でででで農産物等農産物等農産物等農産物等へへへへ大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害がががが起起起起きているがきているがきているがきているが、、、、台風台風台風台風16161616号号号号
によるによるによるによる船舶船舶船舶船舶やややや農水産物農水産物農水産物農水産物へのへのへのへの被害被害被害被害はこれまでになくはこれまでになくはこれまでになくはこれまでになく深刻深刻深刻深刻であるであるであるである。。。。県内県内県内県内のののの被害状況被害状況被害状況被害状況とととと支援支援支援支援
策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県がががが本年度本年度本年度本年度からからからから実施実施実施実施しているしているしているしている、、、、本県農林水産物本県農林水産物本県農林水産物本県農林水産物をををを県外出荷県外出荷県外出荷県外出荷するするするする際際際際のののの輸送費輸送費輸送費輸送費のののの一部補一部補一部補一部補
助助助助についてについてについてについて、、、、現在現在現在現在のののの対象品目対象品目対象品目対象品目やややや補助額補助額補助額補助額、、、、対象団体等対象団体等対象団体等対象団体等とととと今後今後今後今後のののの支援支援支援支援のののの拡大拡大拡大拡大をどのようにをどのようにをどのようにをどのように
図図図図っていくかっていくかっていくかっていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 農政農政農政農政のののの課題課題課題課題とととと対策対策対策対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 生産農家生産農家生産農家生産農家のののの高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、担担担担いいいい手手手手のののの不足不足不足不足にににに加加加加ええええ、、、、耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地のののの増加増加増加増加などなどなどなど本県農業本県農業本県農業本県農業のののの課題課題課題課題がががが
指摘指摘指摘指摘されるされるされるされる中中中中、、、、県県県県はははは去去去去るるるる９９９９月月月月13131313日日日日、「、「、「、「人人人人・・・・農地農地農地農地プランプランプランプラン」」」」をををを発表発表発表発表したしたしたした。。。。内容内容内容内容についてについてについてについて伺伺伺伺いたいたいたいた
いいいい。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「人人人人・・・・農地農地農地農地プランプランプランプラン」」」」作成作成作成作成ののののメリットメリットメリットメリットはははは何何何何かかかか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県はははは、「、「、「、「人人人人・・・・農地農地農地農地プランプランプランプラン」」」」作成作成作成作成にどのようなにどのようなにどのようなにどのような支援支援支援支援をををを行行行行っているかっているかっているかっているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 教育教育教育教育・・・・文化文化文化文化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)))) 全国学力全国学力全国学力全国学力テストテストテストテストでででで本県本県本県本県はははは最下位最下位最下位最下位というというというという結果結果結果結果となったようだがとなったようだがとなったようだがとなったようだが、、、、結果結果結果結果についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように分析分析分析分析
しているかしているかしているかしているか。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県のののの子供子供子供子供たちはたちはたちはたちは、、、、学学学学ぶということにぶということにぶということにぶということに対対対対するするするする粘粘粘粘りやりやりやりや意欲意欲意欲意欲にににに欠欠欠欠けるとけるとけるとけると言言言言われるがわれるがわれるがわれるが、、、、家庭環境家庭環境家庭環境家庭環境
やややや学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける日常的日常的日常的日常的なななな子供子供子供子供とのかかわりとのかかわりとのかかわりとのかかわり方方方方、、、、子供子供子供子供がががが楽楽楽楽しいとしいとしいとしいと感感感感じるじるじるじる授業環境授業環境授業環境授業環境づくりづくりづくりづくり等等等等にににに
ついてついてついてついて、、、、県教育長県教育長県教育長県教育長のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 学校校舎学校校舎学校校舎学校校舎やややや体育館体育館体育館体育館などのなどのなどのなどの耐震性耐震性耐震性耐震性がががが全国的全国的全国的全国的にににに問題問題問題問題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、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける耐震診耐震診耐震診耐震診
断断断断のののの実施状況実施状況実施状況実施状況とととと倒壊倒壊倒壊倒壊のののの危険度危険度危険度危険度がががが高高高高いいいい建物建物建物建物のののの割合割合割合割合、、、、これにこれにこれにこれに対対対対するするするする今後今後今後今後のののの対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 離島離島離島離島・・・・僻地僻地僻地僻地のののの小中校小中校小中校小中校にににに対対対対するするするする日本日本日本日本スポーツスポーツスポーツスポーツ振興振興振興振興センターセンターセンターセンターのののの給食費支援事業給食費支援事業給食費支援事業給食費支援事業がががが2012201220122012年度年度年度年度
でででで終了終了終了終了するようであるがするようであるがするようであるがするようであるが、、、、関係市町村関係市町村関係市町村関係市町村はははは給食水準給食水準給食水準給食水準のののの低下低下低下低下をををを懸念懸念懸念懸念しているしているしているしている。。。。県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 2011201120112011年度年度年度年度のののの県内小中学校県内小中学校県内小中学校県内小中学校でででで就学援助就学援助就学援助就学援助をををを受受受受けたけたけたけた児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒がががが過去最多過去最多過去最多過去最多となったようだがとなったようだがとなったようだがとなったようだが、、、、そそそそ
のののの要因要因要因要因とこれらのとこれらのとこれらのとこれらの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒がががが安心安心安心安心してしてしてして学校学校学校学校にににに通通通通えるえるえるえる環境環境環境環境づくりについてづくりについてづくりについてづくりについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 県県県県はははは、、、、県立郷土劇場県立郷土劇場県立郷土劇場県立郷土劇場にかわるにかわるにかわるにかわる新新新新たなたなたなたな文化拠点文化拠点文化拠点文化拠点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、、、、当面新施設当面新施設当面新施設当面新施設はははは建設建設建設建設しなしなしなしな
いとのいとのいとのいとの結論結論結論結論をををを出出出出したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由とととと今後本県芸能今後本県芸能今後本県芸能今後本県芸能・・・・文化文化文化文化のののの発展発展発展発展・・・・継承継承継承継承にににに影響影響影響影響はははは出出出出なななな
いかいかいかいか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 いじめいじめいじめいじめ問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 全国的全国的全国的全国的にいじめがにいじめがにいじめがにいじめが大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、中中中中にはにはにはには自殺者自殺者自殺者自殺者もももも出出出出ているているているている。。。。特特特特にににに、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会
やややや学校現場学校現場学校現場学校現場のいじめのいじめのいじめのいじめ隠隠隠隠しがしがしがしが批判批判批判批判のののの的的的的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、、、、このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、県教育長県教育長県教育長県教育長
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のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県におけるいじめのにおけるいじめのにおけるいじめのにおけるいじめの実態実態実態実態についてについてについてについて、、、、県教育庁県教育庁県教育庁県教育庁はどのようにはどのようにはどのようにはどのように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。。。。全県小全県小全県小全県小・・・・
中中中中・・・・高高高高をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした調査調査調査調査をををを実施実施実施実施したことはあるかしたことはあるかしたことはあるかしたことはあるか、、、、そのそのそのその結果結果結果結果についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) いじめとふざけいじめとふざけいじめとふざけいじめとふざけ合合合合いのいのいのいの明確明確明確明確なななな線引線引線引線引きがきがきがきが難難難難しいなどしいなどしいなどしいなど、、、、いじめをなくすのはいじめをなくすのはいじめをなくすのはいじめをなくすのは容易容易容易容易ではないがではないがではないがではないが、、、、
本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける学校現場学校現場学校現場学校現場ではどのようなではどのようなではどのようなではどのような対策対策対策対策がががが行行行行われているかわれているかわれているかわれているか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 政府政府政府政府はははは、、、、いじめへのいじめへのいじめへのいじめへの対応対応対応対応でででで教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会やややや学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける調査調査調査調査にににに限界限界限界限界があるがあるがあるがある場合場合場合場合、、、、第三者第三者第三者第三者
によるによるによるによる調査調査調査調査がががが必要必要必要必要としているがとしているがとしているがとしているが、、、、県教育長県教育長県教育長県教育長はどうはどうはどうはどう考考考考えるかえるかえるかえるか、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 待機児童対策待機児童対策待機児童対策待機児童対策についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン基本計画基本計画基本計画基本計画のののの期間期間期間期間10101010年間年間年間年間でででで沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金をををを活用活用活用活用しししし、、、、待機児童待機児童待機児童待機児童
のののの解消解消解消解消をををを図図図図るためのるためのるためのるための具体策具体策具体策具体策とととと目標値目標値目標値目標値のののの設定設定設定設定についてについてについてについて、、、、伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府はははは、、、、認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園のののの拡充拡充拡充拡充をををを図図図図るとしているがるとしているがるとしているがるとしているが、、、、本県本県本県本県においてにおいてにおいてにおいて保育所保育所保育所保育所からのからのからのからの移行移行移行移行はどのはどのはどのはどの
程度程度程度程度とととと想定想定想定想定しているかしているかしているかしているか。。。。またまたまたまた、、、、待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消をををを図図図図るるるる観点観点観点観点からからからから認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園のののの認定認定認定認定にににに対対対対すすすす
るるるる基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 保育士保育士保育士保育士のののの不足不足不足不足がががが深刻深刻深刻深刻なななな状況状況状況状況になっているになっているになっているになっている中中中中、、、、県内県内県内県内のののの保育所保育所保育所保育所でででで勤務勤務勤務勤務するするするする保育士保育士保育士保育士のののの多多多多くがくがくがくが
非正規職員非正規職員非正規職員非正規職員でででで占占占占められめられめられめられ処遇改善処遇改善処遇改善処遇改善がががが求求求求められているようだがめられているようだがめられているようだがめられているようだが、、、、現状現状現状現状とととと改善策改善策改善策改善策についてについてについてについて伺伺伺伺いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((4444)))) 県内県内県内県内ではではではでは、、、、保育士有資格者保育士有資格者保育士有資格者保育士有資格者のののの約半数約半数約半数約半数がががが保育現場保育現場保育現場保育現場でででで働働働働いていないいていないいていないいていない状況状況状況状況にあるとにあるとにあるとにあると言言言言われるわれるわれるわれる
がががが、、、、待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消をををを進進進進めるめるめるめる上上上上でででで保育士確保保育士確保保育士確保保育士確保はははは不可欠不可欠不可欠不可欠であるであるであるである。。。。県県県県のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 政府政府政府政府はははは、、、、2013201320132013年度予算年度予算年度予算年度予算でででで保育所定員保育所定員保育所定員保育所定員をををを７７７７万人万人万人万人ふやしふやしふやしふやし、、、、休日休日休日休日やややや夜間夜間夜間夜間のののの一時預一時預一時預一時預かりがかりがかりがかりが可能可能可能可能
なななな保育所保育所保育所保育所のののの整備整備整備整備、、、、地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援拠点支援拠点支援拠点支援拠点のののの充実充実充実充実をををを図図図図るとしているがるとしているがるとしているがるとしているが、、、、県県県県のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ対応対応対応対応をををを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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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24242424年第年第年第年第5555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))))

09090909月月月月26262626    日日日日((((水水水水))))
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 28282828分分分分 砂川砂川砂川砂川　　　　利勝利勝利勝利勝（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 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 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のののの推進推進推進推進についてについてについてについて

((((1111)))) 2012201220122012年度年度年度年度からからからから創設創設創設創設されたされたされたされた沖縄振興交付金沖縄振興交付金沖縄振興交付金沖縄振興交付金によりによりによりにより、、、、これまでこれまでこれまでこれまで国庫補助制度国庫補助制度国庫補助制度国庫補助制度のののの枠組枠組枠組枠組みではみではみではみでは対対対対
応応応応がががが難難難難しかったしかったしかったしかった施策施策施策施策をををを含含含含めめめめ、、、、主主主主なななな県県県県・・・・市町村市町村市町村市町村のののの活用事例活用事例活用事例活用事例についてについてについてについて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21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」にににに基基基基づくづくづくづく施策施策施策施策をををを確実確実確実確実にににに実施実施実施実施しししし、、、、将来将来将来将来のののの沖縄沖縄沖縄沖縄のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿
をををを実現実現実現実現するためにはするためにはするためにはするためには、、、、沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算3000300030003000億円億円億円億円のののの一括交付金化一括交付金化一括交付金化一括交付金化がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、実現実現実現実現
可能性可能性可能性可能性についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 2012201220122012年度年度年度年度からからからから16161616年度年度年度年度までのまでのまでのまでの５５５５年間年間年間年間のののの実施計画実施計画実施計画実施計画をををを決定決定決定決定したがしたがしたがしたが、、、、期間期間期間期間５５５５年間年間年間年間でででで目指目指目指目指すすすす計画計画計画計画のののの
基本理念基本理念基本理念基本理念とととと成果指標成果指標成果指標成果指標、、、、行動指標行動指標行動指標行動指標をををを掲掲掲掲げたげたげたげた狙狙狙狙いをいをいをいを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 2013201320132013年度年度年度年度のののの沖縄振興予算確保沖縄振興予算確保沖縄振興予算確保沖縄振興予算確保についてについてについてについて、、、、県県県県はははは今年度今年度今年度今年度をををを超超超超えるえるえるえる予算額予算額予算額予算額のののの確保確保確保確保をををを目指目指目指目指してしてしてして
いるがいるがいるがいるが、、、、県県県県のののの予算要求予算要求予算要求予算要求にににに向向向向けたけたけたけた基本方針基本方針基本方針基本方針についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 2012201220122012年度予算年度予算年度予算年度予算はははは、、、、政治的配慮政治的配慮政治的配慮政治的配慮でででで大幅増大幅増大幅増大幅増がががが認認認認められたがめられたがめられたがめられたが、、、、2013201320132013年度年度年度年度はははは、、、、政局政局政局政局がががが不安定不安定不安定不安定なななな
状況状況状況状況にあることやにあることやにあることやにあることや各省庁各省庁各省庁各省庁のののの対応対応対応対応のののの壁壁壁壁などなどなどなど、、、、目標達成目標達成目標達成目標達成にはにはにはには昨年昨年昨年昨年をををを超超超超えるえるえるえるハードルハードルハードルハードルのののの高高高高さがさがさがさが
指摘指摘指摘指摘されされされされ、、、、県県県県のののの強固強固強固強固なななな理論理論理論理論づけがづけがづけがづけ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。。。。国国国国とのとのとのとの折衝状況折衝状況折衝状況折衝状況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につしにつしにつしにつ
いていていていて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 報道報道報道報道によればによればによればによれば、、、、民主党前原政調会長民主党前原政調会長民主党前原政調会長民主党前原政調会長はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地問題基地問題基地問題基地問題とととと経済振興経済振興経済振興経済振興とのとのとのとのリンクリンクリンクリンク論論論論にににに言及言及言及言及
したとされるがしたとされるがしたとされるがしたとされるが、、、、県県県県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。。。。またまたまたまた、、、、政府政府政府政府にそのにそのにそのにその認識認識認識認識があればがあればがあればがあれば、、、、2013201320132013年度予算年度予算年度予算年度予算にににに
大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響するとするとするとすると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 基地交付金基地交付金基地交付金基地交付金とととと基地調整交付金基地調整交付金基地調整交付金基地調整交付金のののの2013201320132013年度交付額年度交付額年度交付額年度交付額がががが減額減額減額減額されるとされるとされるとされると言言言言われるがどうかわれるがどうかわれるがどうかわれるがどうか。。。。まままま
たたたた、、、、減額減額減額減額されたされたされたされた場合場合場合場合のののの関係市町村関係市町村関係市町村関係市町村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たいいたいいたいいたい。。。。

2222 離島離島離島離島・・・・過疎地域過疎地域過疎地域過疎地域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)))) 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度のののの着工着工着工着工をををを目指目指目指目指しているしているしているしている離島児童離島児童離島児童離島児童・・・・生徒支援生徒支援生徒支援生徒支援センターセンターセンターセンター（（（（仮称仮称仮称仮称））））についてについてについてについて、、、、立地場立地場立地場立地場
所所所所、、、、施設規模施設規模施設規模施設規模・・・・運営方針等建設計画運営方針等建設計画運営方針等建設計画運営方針等建設計画のののの概要概要概要概要をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 高校高校高校高校がないがないがないがない離島出身離島出身離島出身離島出身のののの高校生高校生高校生高校生のののの居住費居住費居住費居住費やややや通学費通学費通学費通学費をををを補助補助補助補助するするするする「「「「離島高校生修学支援事離島高校生修学支援事離島高校生修学支援事離島高校生修学支援事
業業業業」」」」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のののの内容内容内容内容とととと次年度以降次年度以降次年度以降次年度以降のののの継続継続継続継続についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 離島地域離島地域離島地域離島地域のののの交通交通交通交通のののの利便性利便性利便性利便性をををを図図図図るためるためるためるため、、、、離島離島離島離島バスバスバスバス路線路線路線路線のののの維持維持維持維持・・・・整備整備整備整備やややや運行運行運行運行にににに要要要要するするするする経費経費経費経費
等等等等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、、、、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考考考考えているかえているかえているかえているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 伊平屋空港伊平屋空港伊平屋空港伊平屋空港のののの整備整備整備整備、、、、粟国空港粟国空港粟国空港粟国空港のののの滑走路延長滑走路延長滑走路延長滑走路延長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のみのみのみの状況状況状況状況とととと早期実現早期実現早期実現早期実現をををを図図図図
るるるる上上上上でででで解決解決解決解決すべきすべきすべきすべき課題等課題等課題等課題等についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((5555)))) 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市はははは、、、、那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの代替機能代替機能代替機能代替機能やややや国際空港国際空港国際空港国際空港としてのとしてのとしてのとしての
位置位置位置位置づけをづけをづけをづけを求求求求めているがめているがめているがめているが、、、、空港運営管理状況及空港運営管理状況及空港運営管理状況及空港運営管理状況及びびびび残地利用残地利用残地利用残地利用についてについてについてについて、、、、またまたまたまた、、、、宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市のののの
要望要望要望要望にににに対対対対するするするする県県県県のののの基本方針基本方針基本方針基本方針をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 土木建築関係土木建築関係土木建築関係土木建築関係についてについてについてについて

((((1111)))) 復帰後復帰後復帰後復帰後にににに建設建設建設建設・・・・整備整備整備整備されたされたされたされた道路道路道路道路・・・・港湾港湾港湾港湾などなどなどなどインフラインフラインフラインフラについてについてについてについて、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化のののの状況状況状況状況とととと補修補修補修補修・・・・改築改築改築改築
等等等等のののの再整備計画再整備計画再整備計画再整備計画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状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内のののの公共事業公共事業公共事業公共事業についてについてについてについて、、、、県内建設業県内建設業県内建設業県内建設業をををを優先的優先的優先的優先的にににに下請下請下請下請としてとしてとしてとして活用活用活用活用するようするようするようするよう要望要望要望要望しているしているしているしている
がががが、、、、現状現状現状現状とととと県県県県のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事へのへのへのへの県内企業県内企業県内企業県内企業のののの参加参加参加参加についてについてについてについて、、、、分離発注分離発注分離発注分離発注ややややボンドボンドボンドボンド率率率率のののの縮減等縮減等縮減等縮減等、、、、県内企業県内企業県内企業県内企業
がががが参加参加参加参加しやすいしやすいしやすいしやすい条件整備条件整備条件整備条件整備がががが必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが、、、、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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 県県県県やややや町村町村町村町村がががが管理管理管理管理するするするする道路橋道路橋道路橋道路橋のののの老朽化老朽化老朽化老朽化についてについてについてについて、、、、全国的全国的全国的全国的にににに修理修理修理修理・・・・補修補修補修補修がががが進進進進んでいないんでいないんでいないんでいない状状状状
況況況況にあるようだがにあるようだがにあるようだがにあるようだが、、、、本県本県本県本県のののの状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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((((5555)))) 米軍基地騒音対策米軍基地騒音対策米軍基地騒音対策米軍基地騒音対策としてのとしてのとしてのとしての住宅防音事業住宅防音事業住宅防音事業住宅防音事業についてについてについてについて、、、、工事手続業務工事手続業務工事手続業務工事手続業務をををを行行行行うううう業者業者業者業者のののの選定選定選定選定でででで
入札入札入札入札ダンピングダンピングダンピングダンピングがががが問題問題問題問題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、、、、県県県県はははは現状現状現状現状をををを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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 地域福祉対策地域福祉対策地域福祉対策地域福祉対策についてについてについてについて

((((1111)))) 生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者生活保護受給者がががが大幅大幅大幅大幅にににに増加増加増加増加しているようだがしているようだがしているようだがしているようだが、、、、そのそのそのその要因要因要因要因としてとしてとしてとして働働働働けるけるけるける現役世代現役世代現役世代現役世代のののの受給受給受給受給
増増増増がががが指摘指摘指摘指摘されているされているされているされている。。。。本県本県本県本県のののの状況状況状況状況とととと歯歯歯歯どめをかけるどめをかけるどめをかけるどめをかける効果的効果的効果的効果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たいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョン基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」でででで障害者障害者障害者障害者のののの社会参加社会参加社会参加社会参加やややや安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる社会社会社会社会のののの構築構築構築構築をををを
掲掲掲掲げているがげているがげているがげているが、、、、期間期間期間期間10101010年間年間年間年間でででで具体的具体的具体的具体的にににに何何何何をどのようにをどのようにをどのようにをどのように変変変変ええええ、、、、どのようなどのようなどのようなどのような施策施策施策施策をををを展開展開展開展開していしていしていしてい
くかくかくかくか、、、、県県県県のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 改正育児改正育児改正育児改正育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法がががが７７７７月月月月１１１１日全面施行日全面施行日全面施行日全面施行されたがされたがされたがされたが、、、、県内対象事業所県内対象事業所県内対象事業所県内対象事業所のののの対応対応対応対応がががが心配心配心配心配されされされされ
ているているているている。。。。事業所事業所事業所事業所のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況とととと介護従事者介護従事者介護従事者介護従事者のののの育成育成育成育成・・・・確保対策確保対策確保対策確保対策についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 政府政府政府政府はははは、、、、2013201320132013年度年度年度年度からからからから子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんなどがんなどがんなどがんなど３３３３種類種類種類種類ののののワクチンワクチンワクチンワクチンをををを無料化無料化無料化無料化にするにするにするにする方針方針方針方針のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、
費用費用費用費用がががが全額市町村負担全額市町村負担全額市町村負担全額市町村負担になればになればになればになれば財政財政財政財政がががが圧迫圧迫圧迫圧迫されることからされることからされることからされることから国国国国にににに負担負担負担負担をををを求求求求めているめているめているめている。。。。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たいいたいいたいいたい。。。。

5555 地域医療環境地域医療環境地域医療環境地域医療環境のののの整備整備整備整備についてについてについてについて

((((1111)))) 県立病院県立病院県立病院県立病院におけるにおけるにおけるにおける産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科、、、、小児科医師小児科医師小児科医師小児科医師のののの確保確保確保確保にににに毎年奔走毎年奔走毎年奔走毎年奔走しているしているしているしている状況状況状況状況をををを解消解消解消解消するたするたするたするた
めめめめ、、、、給与面給与面給与面給与面のののの優遇措置優遇措置優遇措置優遇措置やややや女性医師女性医師女性医師女性医師がががが就労就労就労就労しやすいしやすいしやすいしやすい勤務体制勤務体制勤務体制勤務体制のののの確立確立確立確立、、、、医療現場医療現場医療現場医療現場のののの環境整環境整環境整環境整
備備備備などなどなどなど、、、、思思思思いいいい切切切切ったったったった対策対策対策対策をををを考考考考えるべきではないかえるべきではないかえるべきではないかえるべきではないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける地域医療地域医療地域医療地域医療はははは県立病院県立病院県立病院県立病院にににに依存依存依存依存しているしているしているしている現状現状現状現状にありにありにありにあり、、、、本来地域医療本来地域医療本来地域医療本来地域医療をををを担担担担うううう上上上上でででで
当該市町村当該市町村当該市町村当該市町村のののの果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割はははは大大大大きいことからきいことからきいことからきいことから、、、、今後今後今後今後のののの地域医療地域医療地域医療地域医療をををを維持維持維持維持するにはするにはするにはするには県県県県とととと市町村市町村市町村市町村
とのとのとのとの役割分担役割分担役割分担役割分担がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院はははは、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化がががが進進進進みみみみ建物建物建物建物のののの損傷損傷損傷損傷やややや設備設備設備設備ののののトラブルトラブルトラブルトラブルがががが相次相次相次相次いでおりいでおりいでおりいでおり、、、、住民住民住民住民
からからからから安心安心安心安心でででで安全安全安全安全なななな医療環境医療環境医療環境医療環境のののの整備整備整備整備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。。。。県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 後期高齢者医療制度見直後期高齢者医療制度見直後期高齢者医療制度見直後期高齢者医療制度見直しししし法案法案法案法案についてについてについてについて、、、、政府政府政府政府はははは国会国会国会国会におけるにおけるにおけるにおける審議審議審議審議をををを先送先送先送先送りしたりしたりしたりした。。。。同見同見同見同見
直直直直しししし法案法案法案法案にににに対対対対しししし全国知事会全国知事会全国知事会全国知事会のののの理解理解理解理解はははは得得得得られているかられているかられているかられているか。。。。またまたまたまた、、、、本県本県本県本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考考考考えているえているえているえている
かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島についてについてについてについて

((((1111)))) 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島３３３３島島島島をををを国国国国がががが購入購入購入購入したことでしたことでしたことでしたことで国有化国有化国有化国有化がががが確定確定確定確定したがしたがしたがしたが、、、、実効支配実効支配実効支配実効支配をよりをよりをよりをより確実確実確実確実なものにすなものにすなものにすなものにす
るためるためるためるため何何何何がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 東京都東京都東京都東京都のののの調査団調査団調査団調査団がががが船上船上船上船上からからからから魚釣島魚釣島魚釣島魚釣島、、、、北小島北小島北小島北小島、、、、南小島南小島南小島南小島のののの地形地形地形地形やややや動植物等環境面動植物等環境面動植物等環境面動植物等環境面のののの調査調査調査調査をををを
行行行行いいいい、、、、尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島がががが学術上学術上学術上学術上やややや観光資源観光資源観光資源観光資源としてもとしてもとしてもとしても重要重要重要重要であることがであることがであることがであることが確確確確かめられたかめられたかめられたかめられた。。。。今後今後今後今後、、、、県県県県とととと
してどのようなかかわりがしてどのようなかかわりがしてどのようなかかわりがしてどのようなかかわりが考考考考えられるかえられるかえられるかえられるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 政府政府政府政府はははは、、、、15151515日日日日にににに不法上陸不法上陸不法上陸不法上陸したしたしたした７７７７人人人人をををを含含含含めめめめ14141414人全員人全員人全員人全員をををを出入国管理出入国管理出入国管理出入国管理・・・・難民認定法違反容疑難民認定法違反容疑難民認定法違反容疑難民認定法違反容疑
でででで逮捕逮捕逮捕逮捕しししし、、、、17171717日日日日にはにはにはには全員全員全員全員をををを強制送還強制送還強制送還強制送還したしたしたした。。。。このようなこのようなこのようなこのような決着決着決着決着のののの仕方仕方仕方仕方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どのよはどのよはどのよはどのよ
うにうにうにうに考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 今回今回今回今回のののの不法上陸不法上陸不法上陸不法上陸はははは、、、、香港香港香港香港ののののテレビテレビテレビテレビ局局局局のののの記者記者記者記者をををを同行同行同行同行させさせさせさせ、、、、上陸上陸上陸上陸のののの様子様子様子様子をををを撮影撮影撮影撮影ししししネットネットネットネット中継中継中継中継
するなどするなどするなどするなど、、、、背後背後背後背後にににに中国政府中国政府中国政府中国政府のののの黙認黙認黙認黙認があったとがあったとがあったとがあったと考考考考えられるがえられるがえられるがえられるが、、、、今後今後今後今後、、、、我我我我がががが国国国国のののの対応対応対応対応はどうあはどうあはどうあはどうあ
るべきとるべきとるべきとるべきと考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 海岸漂着海岸漂着海岸漂着海岸漂着ごみごみごみごみ問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県がががが行行行行ったったったった漂着漂着漂着漂着ごみのごみのごみのごみの状況調査状況調査状況調査状況調査についてについてについてについて、、、、そのそのそのその結果結果結果結果とととと今後調査結果今後調査結果今後調査結果今後調査結果をどのようにをどのようにをどのようにをどのように活用活用活用活用しししし
ていくかていくかていくかていくか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 漂着漂着漂着漂着ごみごみごみごみ対策対策対策対策としてとしてとしてとして、、、、排出排出排出排出されるされるされるされる国国国国のののの特定特定特定特定とととと、、、、我我我我がががが国国国国としてとしてとしてとして排出排出排出排出されたされたされたされた国国国国にににに対対対対するするするする対策対策対策対策にににに
ついてついてついてついて、、、、国国国国とととと協議協議協議協議・・・・調整調整調整調整はははは行行行行っているかっているかっているかっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424年第年第年第年第5555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))))

09090909月月月月26262626    日日日日((((水水水水))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 15151515分分分分 仲村仲村仲村仲村　　　　未央未央未央未央（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地「「「「３３３３年閉鎖年閉鎖年閉鎖年閉鎖」」」」のののの公約公約公約公約にににに関連関連関連関連しししし現状認識現状認識現状認識現状認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。就任就任就任就任からからからから満満満満６６６６年年年年をををを迎迎迎迎えようとするえようとするえようとするえようとする
中中中中、、、、閉鎖返還閉鎖返還閉鎖返還閉鎖返還のののの道筋道筋道筋道筋はははは見見見見えないえないえないえない。。。。オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの構造構造構造構造やややや運用運用運用運用にかかるにかかるにかかるにかかる指摘指摘指摘指摘、、、、安全立証以前安全立証以前安全立証以前安全立証以前
のののの問題問題問題問題としてとしてとしてとして知事知事知事知事のののの姿勢姿勢姿勢姿勢をををを伺伺伺伺うううう。。。。滑走路改修滑走路改修滑走路改修滑走路改修などもなどもなどもなども含含含含めめめめ普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの固定化固定化固定化固定化につながるにつながるにつながるにつながる
機能維持機能維持機能維持機能維持・・・・強化強化強化強化にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、一切一切一切一切をををを拒否拒否拒否拒否するするするする立場立場立場立場かかかか。。。。

((((2222)))) マグルビーマグルビーマグルビーマグルビー在沖米総領事在沖米総領事在沖米総領事在沖米総領事はははは、、、、就任会見就任会見就任会見就任会見でででで「「「「普天間飛行場周辺普天間飛行場周辺普天間飛行場周辺普天間飛行場周辺がががが特特特特にににに危険危険危険危険だというだというだというだという認識認識認識認識はははは
ないないないない」「」「」「」「世界一世界一世界一世界一がどこからがどこからがどこからがどこから出出出出たのかたのかたのかたのか分分分分からないからないからないからない」「」「」「」「どうしてどうしてどうしてどうして周周周周りにりにりにりに住宅住宅住宅住宅がががが密集密集密集密集したのかしたのかしたのかしたのか不思議不思議不思議不思議
だだだだ」」」」などとなどとなどとなどと発言発言発言発言したしたしたした。。。。普天間基地全面返還普天間基地全面返還普天間基地全面返還普天間基地全面返還をををを日米日米日米日米でででで合意合意合意合意したしたしたした当時当時当時当時、、、、モンデールモンデールモンデールモンデール駐日大使駐日大使駐日大使駐日大使
のののの特別補佐官特別補佐官特別補佐官特別補佐官としてとしてとしてとして大使館勤務大使館勤務大使館勤務大使館勤務したしたしたした同氏同氏同氏同氏のののの発言発言発言発言はははは、、、、無知無知無知無知からのものであるはずがなくからのものであるはずがなくからのものであるはずがなくからのものであるはずがなく、、、、米米米米
国国国国のののの対沖縄政策対沖縄政策対沖縄政策対沖縄政策がががが反映反映反映反映されているとされているとされているとされていると思思思思われるがわれるがわれるがわれ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。。。。あわせてあわせてあわせてあわせて県県県県としてとしてとしてとして総総総総
領事領事領事領事にどうにどうにどうにどう対応対応対応対応したかしたかしたかしたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの基地建設基地建設基地建設基地建設にににに係係係係るるるる環境環境環境環境アセスアセスアセスアセスのののの補正補正補正補正についてについてについてについて、、、、防衛省防衛省防衛省防衛省はははは、、、、年内年内年内年内にににに作業作業作業作業をををを完了完了完了完了
するするするする方向方向方向方向でありでありでありであり、、、、公有水面埋立許可公有水面埋立許可公有水面埋立許可公有水面埋立許可のののの申請申請申請申請もももも近近近近づくづくづくづく。「。「。「。「県外移設県外移設県外移設県外移設」」」」をををを公約公約公約公約したしたしたした知事知事知事知事がががが同申同申同申同申
請請請請をををを承認承認承認承認することはないとすることはないとすることはないとすること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。。。。

((((4444)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備にににに反対反対反対反対するするするする９９９９月月月月９９９９日日日日のののの県民大会県民大会県民大会県民大会をどうをどうをどうをどう評価評価評価評価しているかしているかしているかしているか。。。。

((((5555)))) 県民大会不参加県民大会不参加県民大会不参加県民大会不参加をををを判断判断判断判断したしたしたした知事知事知事知事にににに県民県民県民県民からからからから強強強強いいいい批判批判批判批判がががが向向向向けられているけられているけられているけられている。「。「。「。「どうしてどうしてどうしてどうして絶対絶対絶対絶対いいいい
なくてはいけないのかなくてはいけないのかなくてはいけないのかなくてはいけないのか、、、、理解理解理解理解できないできないできないできない」」」」とのとのとのとの知事知事知事知事のののの考考考考えだがえだがえだがえだが、、、、県民県民県民県民のののの批判批判批判批判をををを理解理解理解理解するかするかするかするか、、、、
どうどうどうどう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伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府によるによるによるによるオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ安全宣言安全宣言安全宣言安全宣言、、、、合意合意合意合意のののの内容内容内容内容にににに対対対対するするするする見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 高江高江高江高江にににに建設中建設中建設中建設中ののののヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッドはははは住民懸念住民懸念住民懸念住民懸念のとおりのとおりのとおりのとおりオスプレイパッドオスプレイパッドオスプレイパッドオスプレイパッドであるであるであるである。。。。住民生活住民生活住民生活住民生活、、、、自然自然自然自然
環境環境環境環境のののの破壊破壊破壊破壊がががが避避避避けられないけられないけられないけられない重大重大重大重大なななな事態事態事態事態でありでありでありであり、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府ににににオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備運用配備運用配備運用配備運用をををを断断断断
念念念念させるためにもさせるためにもさせるためにもさせるためにも、、、、県県県県はははは建設中止建設中止建設中止建設中止をををを求求求求めるべきであるめるべきであるめるべきであるめるべきである。。。。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。。。。

((((8888)))) 嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地嘉手納基地におけるにおけるにおけるにおける外来機訓練外来機訓練外来機訓練外来機訓練はははは、「、「、「、「暫定暫定暫定暫定」」」」がががが常態化常態化常態化常態化しししし騒音被害騒音被害騒音被害騒音被害はははは増大増大増大増大しているしているしているしている。。。。米軍米軍米軍米軍
のののの運用運用運用運用にににに物言物言物言物言わぬわぬわぬわぬ日本政府日本政府日本政府日本政府のののの対応対応対応対応こそがこそがこそがこそが被害拡大被害拡大被害拡大被害拡大をををを招招招招いているいているいているいている。Ｆ。Ｆ。Ｆ。Ｆ22222222実弾搭載実弾搭載実弾搭載実弾搭載もももも報報報報じらじらじらじら
れたれたれたれた。。。。嘉手納町嘉手納町嘉手納町嘉手納町などなどなどなど自治体自治体自治体自治体とととと連携連携連携連携しししし米軍米軍米軍米軍へのへのへのへの踏踏踏踏みみみみ込込込込んだんだんだんだ交渉交渉交渉交渉がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。基地基地基地基地
条項条項条項条項をををを規定規定規定規定したしたしたした県生活環境保全条例県生活環境保全条例県生活環境保全条例県生活環境保全条例をををを生生生生かすかすかすかす具体的対応具体的対応具体的対応具体的対応をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((9999)))) 去去去去るるるる８８８８月月月月16161616日米兵日米兵日米兵日米兵によるによるによるによる凶悪卑劣凶悪卑劣凶悪卑劣凶悪卑劣なななな女性暴行事件女性暴行事件女性暴行事件女性暴行事件がががが発生発生発生発生したしたしたした。。。。米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪のののの最近最近最近最近のののの状況状況状況状況
とととと、、、、米軍米軍米軍米軍へのへのへのへの抗議抗議抗議抗議、、、、対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((10101010))))知事知事知事知事のののの訪米計画訪米計画訪米計画訪米計画、、、、目的目的目的目的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 与那国与那国与那国与那国へのへのへのへの自衛隊配備問題自衛隊配備問題自衛隊配備問題自衛隊配備問題についてについてについてについて

((((1111)))) 住民住民住民住民をををを二分二分二分二分しししし、、、、なしなしなしなし崩崩崩崩しにしにしにしに配備計画配備計画配備計画配備計画がががが進行進行進行進行しているしているしているしている。。。。国境地域国境地域国境地域国境地域におけるにおけるにおけるにおける交流交流交流交流のののの歴史歴史歴史歴史、、、、地地地地
域振興域振興域振興域振興ののののビジョンビジョンビジョンビジョンをををを含含含含めめめめ町民意見町民意見町民意見町民意見がががが割割割割れるれるれるれる中中中中でのでのでのでの強行強行強行強行であるであるであるである。。。。慎重慎重慎重慎重なななな対応対応対応対応をををを政府政府政府政府にににに求求求求めめめめ
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。。。。

((((2222)))) 北澤元防衛大臣北澤元防衛大臣北澤元防衛大臣北澤元防衛大臣がががが訪米先訪米先訪米先訪米先でででで、、、、下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港にににに関連関連関連関連してしてしてして「「「「自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊がががが災害対応災害対応災害対応災害対応でででで活用活用活用活用できるできるできるできる」」」」
とととと発言発言発言発言したことがしたことがしたことがしたことが報報報報じられているじられているじられているじられている。。。。無人機無人機無人機無人機のののの訓練拠点構想訓練拠点構想訓練拠点構想訓練拠点構想などをなどをなどをなどを挙挙挙挙げているがげているがげているがげているが、、、、同空港同空港同空港同空港のののの
利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて県県県県のののの見解見解見解見解、、、、対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 知事公室長知事公室長知事公室長知事公室長によるによるによるによる先進地視察先進地視察先進地視察先進地視察のののの目的目的目的目的、、、、成果等成果等成果等成果等をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの枯枯枯枯れれれれ葉剤持葉剤持葉剤持葉剤持ちちちち込込込込みみみみ問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 米陸軍作成米陸軍作成米陸軍作成米陸軍作成のののの報告書報告書報告書報告書でででで沖縄沖縄沖縄沖縄でのでのでのでの枯枯枯枯れれれれ葉剤使用葉剤使用葉剤使用葉剤使用、、、、貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵がががが明明明明らかとなったらかとなったらかとなったらかとなった。。。。復帰前復帰前復帰前復帰前までにまでにまでにまでにドドドド
ラムラムラムラム缶缶缶缶２２２２万万万万5000500050005000本本本本がががが県内県内県内県内にににに貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵されていたことをされていたことをされていたことをされていたことを裏裏裏裏づけるものだがづけるものだがづけるものだがづけるものだが、、、、事実確認事実確認事実確認事実確認についてについてについてについて伺伺伺伺
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うううう。。。。県県県県のののの主体的主体的主体的主体的なななな調査調査調査調査がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。対応対応対応対応をををを行行行行うううう。。。。

((((2222)))) 2002200220022002年北谷町年北谷町年北谷町年北谷町でででで発見発見発見発見されたされたされたされた約約約約200200200200本本本本ののののドラムドラムドラムドラム缶缶缶缶のののの原因者原因者原因者原因者、、、、地中地中地中地中へのへのへのへの持持持持ちちちち込込込込みみみみ経路経路経路経路はははは明明明明らららら
かになったかかになったかかになったかかになったか。。。。タールタールタールタール状状状状のののの物質物質物質物質がががが何何何何かかかか特定特定特定特定されたかされたかされたかされたか。。。。当時県当時県当時県当時県がががが行行行行ったったったった有害物質有害物質有害物質有害物質のののの調査項調査項調査項調査項
目目目目ににににダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン類類類類はははは含含含含まれていたかまれていたかまれていたかまれていたか。。。。

((((3333)))) 上記上記上記上記タールタールタールタール状物質状物質状物質状物質のののの処理手続処理手続処理手続処理手続についてについてについてについて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。どこでどこでどこでどこで処理処理処理処理されたかされたかされたかされたか。。。。焼却処焼却処焼却処焼却処
理理理理されたのかされたのかされたのかされたのか。。。。

((((4444)))) 返還作業等返還作業等返還作業等返還作業等にににに伴伴伴伴ってってってって発見発見発見発見されるされるされるされる不明物質不明物質不明物質不明物質のののの環境調査環境調査環境調査環境調査においてにおいてにおいてにおいて、、、、枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤をををを疑疑疑疑ったったったった調査調査調査調査
がががが行行行行われたことがあるかわれたことがあるかわれたことがあるかわれたことがあるか。。。。調査項目調査項目調査項目調査項目ににににダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン類類類類はははは入入入入っているかっているかっているかっているか。。。。

4444 沖縄振興一括交付金制度沖縄振興一括交付金制度沖縄振興一括交付金制度沖縄振興一括交付金制度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)))) 事業申請事業申請事業申請事業申請におけるにおけるにおけるにおける課題課題課題課題、、、、市町村市町村市町村市町村のののの現状現状現状現状をををを伺伺伺伺うううう。。。。自由度自由度自由度自由度、、、、福祉福祉福祉福祉やややや教育分野教育分野教育分野教育分野などへのなどへのなどへのなどへの活用活用活用活用はははは
期待期待期待期待どおりかどおりかどおりかどおりか。。。。

((((2222)))) 「「「「事後評価事後評価事後評価事後評価」」」」のののの手法手法手法手法、、、、仕組仕組仕組仕組みはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているか。ＰＤＣＡ。ＰＤＣＡ。ＰＤＣＡ。ＰＤＣＡサイクルサイクルサイクルサイク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伺伺伺伺うううう。。。。

5555 那覇空港滑走路増設事業那覇空港滑走路増設事業那覇空港滑走路増設事業那覇空港滑走路増設事業についてについてについてについて

((((1111)))) 財源確保財源確保財源確保財源確保についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。「。「。「。「空港整備勘定空港整備勘定空港整備勘定空港整備勘定、、、、そのそのそのその他沖縄振興予算他沖縄振興予算他沖縄振興予算他沖縄振興予算のののの活用活用活用活用でででで財源財源財源財源をををを捻出捻出捻出捻出すすすす
るるるる」」」」とされているがとされているがとされているがとされているが、、、、着陸料着陸料着陸料着陸料のののの軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置によるによるによるによる財源不足財源不足財源不足財源不足はははは明明明明らかであるらかであるらかであるらかである。。。。そのそのそのその他沖縄振興他沖縄振興他沖縄振興他沖縄振興
予算予算予算予算へのへのへのへの影響影響影響影響、、、、見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 環境影響評価環境影響評価環境影響評価環境影響評価のののの進進進進、、、、環境面環境面環境面環境面のののの課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 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)))) 久米島久米島久米島久米島、、、、与那国与那国与那国与那国などなどなどなど離島航空離島航空離島航空離島航空をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる減便減便減便減便やややや路線譲渡路線譲渡路線譲渡路線譲渡などがなどがなどがなどが相次相次相次相次いでいるいでいるいでいるいでいる。。。。島島島島々々々々のののの産業産業産業産業
等等等等へのへのへのへの影響影響影響影響がががが懸念懸念懸念懸念されるがされるがされるがされるが県県県県はどうはどうはどうはどう把握把握把握把握、、、、認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか。。。。

((((2222)))) 県県県県のののの離島交通政策離島交通政策離島交通政策離島交通政策についてのについてのについてのについての考考考考ええええ、、、、離島振興離島振興離島振興離島振興のののの視点視点視点視点からからからから支援支援支援支援のありのありのありのあり方等対応方等対応方等対応方等対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 離島離島離島離島からのからのからのからの進学進学進学進学、、、、義務教育上義務教育上義務教育上義務教育上のののの負担負担負担負担（（（（県大会県大会県大会県大会へのへのへのへの参加等参加等参加等参加等））））にににに対対対対するするするする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。。。。

7777 子供若者育成支援子供若者育成支援子供若者育成支援子供若者育成支援についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県こそこそこそこそ「「「「子子子子どもどもどもども若者支援法若者支援法若者支援法若者支援法」」」」にににに基基基基づくづくづくづく対応対応対応対応がががが求求求求められているとめられているとめられているとめられていると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、以下以下以下以下のののの課題等課題等課題等課題等
をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、県県県県はははは子供若者子供若者子供若者子供若者のののの育成支援育成支援育成支援育成支援をどうをどうをどうをどう進進進進めていくかめていくかめていくかめていくか。。。。子供若者子供若者子供若者子供若者をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく課題課題課題課題のののの認認認認
識識識識、、、、総合的総合的総合的総合的なななな児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉ビジョンビジョンビジョンビジョン、、、、人材育成人材育成人材育成人材育成ビジョンビジョンビジョンビジョンをををを示示示示されたいされたいされたいされたい。。。。協議会協議会協議会協議会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
もももも進進進進をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 学力学力学力学力テストテストテストテストのののの結果結果結果結果とととと児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの学力学力学力学力をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる環境環境環境環境についてについてについてについて分析分析分析分析をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 大学進学率大学進学率大学進学率大学進学率のののの推移推移推移推移、、、、全国比較全国比較全国比較全国比較、、、、見解見解見解見解とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ ニートニートニートニートのののの実態把握実態把握実態把握実態把握、、、、背景背景背景背景をををを分析分析分析分析しているかしているかしているかしているか。。。。

ｴｴｴｴ 非行非行非行非行、、、、青少年犯罪青少年犯罪青少年犯罪青少年犯罪のののの推移推移推移推移、、、、県県県県とととと保護観察署等国保護観察署等国保護観察署等国保護観察署等国のののの関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携がががが問問問問われるがどうわれるがどうわれるがどうわれるがどう
かかかか。。。。

ｵｵｵｵ 夜間保育所夜間保育所夜間保育所夜間保育所、、、、夜間学童保育所夜間学童保育所夜間学童保育所夜間学童保育所のののの設置設置設置設置のののの必要性必要性必要性必要性、、、、支援策支援策支援策支援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｶｶｶｶ 児童虐待防止児童虐待防止児童虐待防止児童虐待防止へのへのへのへの対応対応対応対応、、、、情緒障害児短期治療施設情緒障害児短期治療施設情緒障害児短期治療施設情緒障害児短期治療施設はははは未設置未設置未設置未設置のままでよいかのままでよいかのままでよいかのままでよいか。。。。

((((2222)))) 小中学校小中学校小中学校小中学校スクールソーシャルワーカースクールソーシャルワーカースクールソーシャルワーカースクールソーシャルワーカー増員増員増員増員のののの検討検討検討検討についてについてについてについて方針方針方針方針をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 子供子供子供子供のののの医療費助成医療費助成医療費助成医療費助成のののの「「「「現物給付現物給付現物給付現物給付」」」」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応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 公共関与産業廃棄物処分場建設公共関与産業廃棄物処分場建設公共関与産業廃棄物処分場建設公共関与産業廃棄物処分場建設のののの進進進進をををを伺伺伺伺うううう。。。。

9999 沖縄警察署沖縄警察署沖縄警察署沖縄警察署、、、、宜野湾警察署宜野湾警察署宜野湾警察署宜野湾警察署のののの所管変更所管変更所管変更所管変更、、、、沖縄署移転沖縄署移転沖縄署移転沖縄署移転にににに伴伴伴伴うううう跡地跡地跡地跡地へのへのへのへの大型交番設置大型交番設置大型交番設置大型交番設置とととと渉外渉外渉外渉外
機動隊配置等機動隊配置等機動隊配置等機動隊配置等についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

10101010 識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 変更契約変更契約変更契約変更契約のののの場合場合場合場合にににに当初当初当初当初のののの請負率請負率請負率請負率をををを乗乗乗乗じていくとのじていくとのじていくとのじていくとの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、発注者発注者発注者発注者のののの県及県及県及県及びびびび建設業者建設業者建設業者建設業者
のののの共通共通共通共通のののの認識認識認識認識としてとしてとしてとして共有共有共有共有されていたとされていたとされていたとされていたと考考考考えてよいかえてよいかえてよいかえてよいか。。。。

((((2222)))) 請負業者請負業者請負業者請負業者はははは経営側経営側経営側経営側のののの上部上部上部上部のののの人間人間人間人間やややや弁護士弁護士弁護士弁護士もももも出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。こうしたこうしたこうしたこうした一連一連一連一連のののの協議協議協議協議のののの状況状況状況状況、、、、
処理方針等処理方針等処理方針等処理方針等についてについてについてについて県県県県はははは誰誰誰誰がががが責任者責任者責任者責任者としてとしてとしてとして対応対応対応対応したかしたかしたかしたか。。。。
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代表質問代表質問代表質問代表質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424年第年第年第年第5555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))))

09090909月月月月26262626    日日日日((((水水水水))))
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 新田新田新田新田　　　　宜明宜明宜明宜明（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて
　　　　日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは、、、、戦後戦後戦後戦後67676767年間年間年間年間、、、、沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民にさまざまなにさまざまなにさまざまなにさまざまな犠牲犠牲犠牲犠牲をををを強強強強いてきたいてきたいてきたいてきた。。。。今日今日今日今日のののの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの状状状状
況況況況はははは、、、、法法法法のもとののもとののもとののもとの平等平等平等平等はなくはなくはなくはなく、、、、国際的国際的国際的国際的なななな信義信義信義信義にもにもにもにも反反反反するするするする反民主主義反民主主義反民主主義反民主主義のののの状況下状況下状況下状況下にあるにあるにあるにある。。。。よってよってよってよって
知事知事知事知事はははは、、、、世界人権宣言世界人権宣言世界人権宣言世界人権宣言とととと国連憲章国連憲章国連憲章国連憲章にのっとりにのっとりにのっとりにのっとり、、、、世界世界世界世界ののののウチナーンチュウチナーンチュウチナーンチュウチナーンチュをををを初初初初めめめめ、、、、国連加盟国並国連加盟国並国連加盟国並国連加盟国並
びにびにびにびに国際機関国際機関国際機関国際機関、、、、被抑圧民族被抑圧民族被抑圧民族被抑圧民族、、、、被抑圧地域被抑圧地域被抑圧地域被抑圧地域、、、、自治体自治体自治体自治体にににに沖縄沖縄沖縄沖縄のののの現状現状現状現状をををを訴訴訴訴えるようえるようえるようえるよう提言提言提言提言したいしたいしたいしたい。。。。
所感所感所感所感をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 総合交通体系総合交通体系総合交通体系総合交通体系のののの整備推進整備推進整備推進整備推進にににに向向向向けてのけてのけてのけての進進進進状況状況状況状況、、、、並並並並びにびにびにびに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シスシスシス
テムテムテムテムのののの導入促進導入促進導入促進導入促進についてについてについてについて

3333 台風台風台風台風16161616号号号号のののの被害状況被害状況被害状況被害状況についてについてについてについて

4444 農業振興農業振興農業振興農業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 第第第第１１１１次産業次産業次産業次産業のののの第第第第６６６６次産業化次産業化次産業化次産業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課題課題課題課題、、、、方策方策方策方策についてについてについてについて

((((2222)))) 台風常襲地台風常襲地台風常襲地台風常襲地のののの農作物栽培施設農作物栽培施設農作物栽培施設農作物栽培施設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)))) 耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地耕作放棄地のののの解消策解消策解消策解消策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

((((4444)))) 高齢化高齢化高齢化高齢化にににに伴伴伴伴うううう担担担担いいいい手育成策手育成策手育成策手育成策についてについてについてについて

5555 尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題へのへのへのへの対応対応対応対応についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響をををを与与与与えているかえているかえているかえているか。。。。そのそのそのその対応策対応策対応策対応策についてについてについてについて

((((2222)))) 漁業漁業漁業漁業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

6666 高校再編問題高校再編問題高校再編問題高校再編問題についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄水産高校沖縄水産高校沖縄水産高校沖縄水産高校とととと南部工業高校南部工業高校南部工業高校南部工業高校をををを統合統合統合統合するするするする根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 南部地区南部地区南部地区南部地区のののの都市計画都市計画都市計画都市計画などによるなどによるなどによるなどによる人口人口人口人口のののの社会増社会増社会増社会増などなどなどなど、、、、推計推計推計推計したしたしたした上上上上でのでのでのでの両校両校両校両校のののの統廃合統廃合統廃合統廃合なのなのなのなの
かかかか。。。。

((((3333)))) 南部工業高校南部工業高校南部工業高校南部工業高校のののの生徒減少生徒減少生徒減少生徒減少のののの理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。

((((4444)))) 南部工業高校南部工業高校南部工業高校南部工業高校のののの校長校長校長校長ないしないしないしないし、、、、保護者会保護者会保護者会保護者会などからなどからなどからなどから学校存続学校存続学校存続学校存続のののの陳情陳情陳情陳情、、、、要請等要請等要請等要請等があったかどうがあったかどうがあったかどうがあったかどう
かかかか、、、、そのそのそのその内容内容内容内容についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 教科書採択問題教科書採択問題教科書採択問題教科書採択問題についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内６６６６地区地区地区地区のののの採択協議会採択協議会採択協議会採択協議会のののの区分方法区分方法区分方法区分方法についてについてについてについて問題点問題点問題点問題点やややや課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 竹富町竹富町竹富町竹富町のののの公民教科書公民教科書公民教科書公民教科書のののの有償有償有償有償についてについてについてについて県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会はどのようなはどのようなはどのようなはどのような解決策解決策解決策解決策をををを講講講講じようとじようとじようとじようと考考考考ええええ
ているのかているのかているのかているのか。。。。

((((3333)))) 市町村単位市町村単位市町村単位市町村単位でででで選定選定選定選定できることができることができることができることが望望望望ましいとましいとましいとましいと考考考考えるがえるがえるがえるが国国国国にににに要請要請要請要請するするするする考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか。。。。

8888 全国並全国並全国並全国並びにびにびにびに県内県内県内県内のののの雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢とととと、、、、県内完全失業率県内完全失業率県内完全失業率県内完全失業率のののの全国並全国並全国並全国並みみみみ改善改善改善改善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

9999 「「「「しまくとぅばしまくとぅばしまくとぅばしまくとぅば」」」」のののの普及普及普及普及についてについてについてについて

((((1111)))) 実施計画実施計画実施計画実施計画のののの指標指標指標指標のののの「「「「しまくとぅばしまくとぅばしまくとぅばしまくとぅば体験体験体験体験イベントイベントイベントイベント等参加者数等参加者数等参加者数等参加者数」（」（」（」（現状値現状値現状値現状値1982198219821982人人人人からからからから５５５５年後目標年後目標年後目標年後目標
１１１１万万万万6500650065006500人人人人））））とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、そのそのそのそのイベントイベントイベントイベントのののの具体例具体例具体例具体例はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 英語教育英語教育英語教育英語教育やややや国語教育国語教育国語教育国語教育のようにのようにのようにのように、、、、体系立体系立体系立体系立ったったったった教育教育教育教育プログラムプログラムプログラムプログラム開発開発開発開発についてについてについてについて

((((3333)))) 小小小小、、、、中校中校中校中校のののの教育科目教育科目教育科目教育科目にににに取取取取りりりり入入入入れることについてれることについてれることについてれることについて

10101010 公契約条例制定公契約条例制定公契約条例制定公契約条例制定のののの必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて

((((1111)))) 公共公共公共公共サービスサービスサービスサービスのののの質質質質をををを高高高高めるためにめるためにめるためにめるために必要必要必要必要であるとのであるとのであるとのであるとの認識認識認識認識についてについてについてについて
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((((2222)))) 公共公共公共公共サービスサービスサービスサービスをををを請負請負請負請負うううう事業者事業者事業者事業者がががが適正適正適正適正なななな賃金賃金賃金賃金とととと労働条件労働条件労働条件労働条件をををを保障保障保障保障するするするする必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて

((((3333)))) 事業者事業者事業者事業者がががが環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮、、、、障害者雇用障害者雇用障害者雇用障害者雇用、、、、男女男女男女男女のののの雇用機会雇用機会雇用機会雇用機会のののの均等均等均等均等についてについてについてについて、、、、一定一定一定一定のののの制約制約制約制約、、、、
基準基準基準基準をををを設設設設けるけるけるける必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて


