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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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28282828    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 17171717分分分分 髙嶺髙嶺髙嶺髙嶺　　　　善伸善伸善伸善伸（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事知事知事知事のののの政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)))) 在沖米軍基地負担等在沖米軍基地負担等在沖米軍基地負担等在沖米軍基地負担等のののの国国国国とととと地方地方地方地方のののの役割役割役割役割ののの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

ｱｱｱｱ 国連人種差別撤廃委員会国連人種差別撤廃委員会国連人種差別撤廃委員会国連人種差別撤廃委員会からからからから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てしてしてして「「「「在沖米軍基地建設計画在沖米軍基地建設計画在沖米軍基地建設計画在沖米軍基地建設計画にににに対対対対するするするする懸懸懸懸
念念念念」」」」へのへのへのへの情報提供情報提供情報提供情報提供のののの要請要請要請要請があったががあったががあったががあったが、、、、政府政府政府政府はははは「「「「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危険性除去危険性除去危険性除去危険性除去、、、、負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減
及及及及びびびび我我我我がががが国国国国のののの安全保障上安全保障上安全保障上安全保障上のののの要請要請要請要請によるものでによるものでによるものでによるもので差別的差別的差別的差別的なななな意図意図意図意図にににに基基基基づくものではないづくものではないづくものではないづくものではない」」」」とととと名名名名
護市辺野古護市辺野古護市辺野古護市辺野古へのへのへのへの移設移設移設移設のののの正当性正当性正当性正当性をををを説明説明説明説明しているしているしているしている。。。。米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの過重過重過重過重なななな負担状況負担状況負担状況負担状況はははは県民県民県民県民のののの
犠牲犠牲犠牲犠牲をををを強強強強いるものでありいるものでありいるものでありいるものであり差別的差別的差別的差別的なななな構図構図構図構図にににに近近近近いといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 欠陥輸送機欠陥輸送機欠陥輸送機欠陥輸送機オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備計画配備計画配備計画配備計画についてについてについてについて、、、、野田総理野田総理野田総理野田総理がががが「「「「米国米国米国米国のののの沖縄沖縄沖縄沖縄にににに強行配備強行配備強行配備強行配備するするするする事事事事
にどうしろこうしろといえることではないにどうしろこうしろといえることではないにどうしろこうしろといえることではないにどうしろこうしろといえることではない」」」」とととと述述述述べべべべ、、、、米国追従国家米国追従国家米国追従国家米国追従国家とととと言言言言われてもわれてもわれてもわれても仕方仕方仕方仕方ないないないない。。。。
米軍基地関連米軍基地関連米軍基地関連米軍基地関連でででで、、、、今後今後今後今後、、、、自治事務自治事務自治事務自治事務あるいはあるいはあるいはあるいは法定受託事務等法定受託事務等法定受託事務等法定受託事務等でででで沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事のののの判断判断判断判断にににに委委委委
ねられるものがあるかねられるものがあるかねられるものがあるかねられるものがあるか。。。。知事知事知事知事はははは県民県民県民県民をををを守守守守るるるる立場立場立場立場からどのようにからどのようにからどのようにからどのように対応対応対応対応するかするかするかするか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国境問題国境問題国境問題国境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

ｱｱｱｱ 尖閣問題尖閣問題尖閣問題尖閣問題がががが連日連日連日連日のようにのようにのようにのように報道報道報道報道されているがされているがされているがされているが、、、、本県経済及本県経済及本県経済及本県経済及びびびび交流事業交流事業交流事業交流事業へのへのへのへの影響影響影響影響をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定日中漁業協定によるによるによるによる北緯北緯北緯北緯27272727度以北度以北度以北度以北のののの暫定措置水域暫定措置水域暫定措置水域暫定措置水域とととと尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島をををを中心中心中心中心とするとするとするとする北緯北緯北緯北緯27272727度度度度
以南海域以南海域以南海域以南海域のののの漁業漁業漁業漁業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操業操業操業操業のののの安全確保安全確保安全確保安全確保をどのようにをどのようにをどのようにをどのように取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県にもにもにもにも影響影響影響影響がががが考考考考えられるえられるえられるえられる日台漁業会談日台漁業会談日台漁業会談日台漁業会談にににに対対対対してしてしてして知事知事知事知事のののの認識認識認識認識とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 財政財政財政財政・・・・交付金問題交付金問題交付金問題交付金問題についてについてについてについて

((((1111)))) 国有提供施設等所在市町村助成交付金国有提供施設等所在市町村助成交付金国有提供施設等所在市町村助成交付金国有提供施設等所在市町村助成交付金についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 交付金支払交付金支払交付金支払交付金支払いのいのいのいの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

ｲｲｲｲ 今後今後今後今後、、、、政府政府政府政府にににに是正是正是正是正をををを求求求求めるようめるようめるようめるよう取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか。。。。

((((2222)))) 施設等所在市町村調整交付金施設等所在市町村調整交付金施設等所在市町村調整交付金施設等所在市町村調整交付金についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 交付金支払交付金支払交付金支払交付金支払いのいのいのいの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

ｲｲｲｲ 今後今後今後今後のののの対応対応対応対応はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

3333 環境行政環境行政環境行政環境行政についてについてについてについて

((((1111)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用したしたしたした川平湾保全川平湾保全川平湾保全川平湾保全のためののためののためののための各種調査事業各種調査事業各種調査事業各種調査事業がががが始始始始まるがまるがまるがまるが、、、、費用対効果等費用対効果等費用対効果等費用対効果等をををを
理由理由理由理由にににに調査調査調査調査だけでだけでだけでだけで終終終終わらすのではなくわらすのではなくわらすのではなくわらすのではなく、、、、堆積土砂撤去等堆積土砂撤去等堆積土砂撤去等堆積土砂撤去等のののの自然再生事業自然再生事業自然再生事業自然再生事業をををを実施実施実施実施できるよできるよできるよできるよ
うなうなうなうな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみ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。。。。今後今後今後今後のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 大量発生大量発生大量発生大量発生がががが懸念懸念懸念懸念されているされているされているされているオニヒトデオニヒトデオニヒトデオニヒトデ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をみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 農業行政農業行政農業行政農業行政についてについてについてについて

((((1111)))) 台風災害対策台風災害対策台風災害対策台風災害対策のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして全国全国全国全国にににに比比比比べてべてべてべて掛金掛金掛金掛金がががが割高割高割高割高でででで加入率加入率加入率加入率がががが低迷低迷低迷低迷しているしているしているしている本県本県本県本県のののの農農農農
業共済制度業共済制度業共済制度業共済制度をををを見直見直見直見直しししし、、、、災害災害災害災害にににに備備備備えたえたえたえた持続的持続的持続的持続的なななな経営経営経営経営をををを支援支援支援支援できるできるできるできる沖縄型農業共済制度沖縄型農業共済制度沖縄型農業共済制度沖縄型農業共済制度のののの
具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策のののの内容内容内容内容とととと効果効果効果効果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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 農業振興農業振興農業振興農業振興とととと担担担担いいいい手手手手のののの確保確保確保確保いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる新規就農支援事業新規就農支援事業新規就農支援事業新規就農支援事業についてについてについてについて、、、、年間年間年間年間300300300300人人人人のののの確保確保確保確保をををを目目目目
標標標標とするとするとするとする計画計画計画計画ががががスタートスタートスタートスタートしたしたしたした。。。。人人人人・・・・農地農地農地農地プランプランプランプランにににに関連関連関連関連してしてしてして国国国国・・・・県県県県・・・・市町村市町村市町村市町村がががが連携連携連携連携したしたしたした具体的具体的具体的具体的
なななな支援内容支援内容支援内容支援内容とととと成果成果成果成果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伺伺伺伺うううう。。。。

5555 雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策についてについてについてについて

((((1111)))) 若者若者若者若者のののの雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策についてについてについてについて
　　　　文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省のののの学校基本調査学校基本調査学校基本調査学校基本調査によるとによるとによるとによると、、、、県内県内県内県内のののの大卒者大卒者大卒者大卒者3927392739273927人人人人のののの就職率就職率就職率就職率はははは48484848％％％％でででで全国全国全国全国のののの
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63636363....9999％％％％よりよりよりより低低低低くくくく、、、、就職者就職者就職者就職者のうちのうちのうちのうち非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用はははは385385385385人人人人でででで20202020....4444％％％％をををを占占占占めめめめ、、、、全国平均全国平均全国平均全国平均6666....2222％％％％をををを大大大大きききき
くくくく上回上回上回上回っているっているっているっている。。。。アルバイトアルバイトアルバイトアルバイトやややや進学進学進学進学もももも就職就職就職就職せずせずせずせず、、、、安定的安定的安定的安定的なななな雇用雇用雇用雇用についていないについていないについていないについていない人人人人はははは
1705170517051705人人人人でででで大卒者大卒者大卒者大卒者のののの43434343....4444％％％％占占占占めめめめ、、、、全国全国全国全国のののの22222222....9999％％％％とととと比比比比べてべてべてべて沖縄沖縄沖縄沖縄ははるかにははるかにははるかにははるかに多多多多いいいい。。。。本県本県本県本県のののの若若若若
者者者者のののの雇用環境雇用環境雇用環境雇用環境はははは、、、、仕事仕事仕事仕事がなくがなくがなくがなく極極極極めてめてめてめて不安定不安定不安定不安定なななな現状現状現状現状にあることがにあることがにあることがにあることが報道報道報道報道されたされたされたされた。。。。

ｱｱｱｱ 雇用雇用雇用雇用をををを創出創出創出創出しししし、、、、有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率有効求人倍率をををを高高高高めるめるめるめる施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 就職率就職率就職率就職率やややや離職率離職率離職率離職率をををを改善改善改善改善するするするする施策施策施策施策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)))) 那覇那覇那覇那覇とととと宮古島宮古島宮古島宮古島・・・・石垣島石垣島石垣島石垣島をををを結結結結ぶぶぶぶ旅客航路旅客航路旅客航路旅客航路はははは有村産業有村産業有村産業有村産業のののの倒産倒産倒産倒産によってによってによってによって旅客船旅客船旅客船旅客船がががが廃止廃止廃止廃止されてされてされてされて４４４４
年年年年がががが経過経過経過経過したしたしたした。。。。先島旅客航路再開先島旅客航路再開先島旅客航路再開先島旅客航路再開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伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ＪＴＡＪＴＡＪＴＡＪＴＡはははは来年来年来年来年１１１１月月月月からからからから石垣石垣石垣石垣・・・・与那国間与那国間与那国間与那国間にににに就航就航就航就航しているしているしているしているジェットジェットジェットジェット機廃止機廃止機廃止機廃止をををを計画計画計画計画しているがしているがしているがしているが、、、、観観観観
光振興光振興光振興光振興やややや特産品輸送特産品輸送特産品輸送特産品輸送にににに支障支障支障支障がががが出出出出ることからることからることからることから地元地元地元地元はははは反対反対反対反対しているしているしているしている。。。。継続継続継続継続についてのについてのについてのについての県県県県のののの見見見見
解解解解とととと取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「へきへきへきへき地学校給食用物資供給事業地学校給食用物資供給事業地学校給食用物資供給事業地学校給食用物資供給事業」」」」がががが予算予算予算予算のののの都合都合都合都合でででで平成平成平成平成24242424年度年度年度年度をもってをもってをもってをもって廃止廃止廃止廃止されるされるされるされる。。。。ぜぜぜぜ
ひひひひ継続継続継続継続してほしいとのしてほしいとのしてほしいとのしてほしいとの要望要望要望要望がががが強強強強いがいがいがいが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 教育教育教育教育のののの機会均等機会均等機会均等機会均等というというというという観点観点観点観点からからからから離島離島離島離島からのからのからのからの児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの遠征遠征遠征遠征・・・・派遣費派遣費派遣費派遣費についてについてについてについて支援支援支援支援すべきすべきすべきすべき
ではないかではないかではないかではないか対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて



3

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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28282828    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 17171717分分分分 崎山崎山崎山崎山　　　　嗣幸嗣幸嗣幸嗣幸（（（（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 米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは、、、、構造的欠陥機構造的欠陥機構造的欠陥機構造的欠陥機MVMVMVMV22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの安全宣言安全宣言安全宣言安全宣言をををを行行行行いいいい強行配備強行配備強行配備強行配備しようとしていしようとしていしようとしていしようとしてい
るるるる。。。。知事知事知事知事はははは、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府のののの強権的強権的強権的強権的なななな姿勢姿勢姿勢姿勢にどうにどうにどうにどう対抗対抗対抗対抗していくしていくしていくしていく考考考考えかえかえかえか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約のののの普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・返還返還返還返還へのへのへのへの道筋道筋道筋道筋をををを示示示示すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか、、、、考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは、、、、東村高江周辺東村高江周辺東村高江周辺東村高江周辺にににに６６６６つのつのつのつの米軍米軍米軍米軍ヘリパットヘリパットヘリパットヘリパットのののの建設建設建設建設をををを強行強行強行強行しようとしているしようとしているしようとしているしようとしている。。。。このこのこのこの
地地地地はははは、、、、普天間基地所属普天間基地所属普天間基地所属普天間基地所属のののの海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊ととととヘリヘリヘリヘリ部隊部隊部隊部隊のののの演習訓練場演習訓練場演習訓練場演習訓練場でありでありでありであり、、、、MVMVMVMV22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの離発離発離発離発
着着着着はははは明白明白明白明白であるであるであるである。。。。知事知事知事知事はははは、、、、このことをこのことをこのことをこのことを認識認識認識認識しししし、、、、反対反対反対反対のののの意思意思意思意思をををを示示示示すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。

2222 戦後処理事業戦後処理事業戦後処理事業戦後処理事業についてについてについてについて

((((1111)))) 所有者不明土地所有者不明土地所有者不明土地所有者不明土地についてについてについてについて
　　　　沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦でででで土地関係土地関係土地関係土地関係のののの公図公図公図公図、、、、公簿公簿公簿公簿がががが焼失焼失焼失焼失してしてしてして所有者所有者所有者所有者のののの不明不明不明不明なななな土地土地土地土地がががが県内県内県内県内24242424市町村市町村市町村市町村、、、、約約約約
2663266326632663筆筆筆筆８８８８億億億億500500500500平方平方平方平方メートルメートルメートルメートルもももも存在存在存在存在するするするする。。。。このこのこのこの問題解決問題解決問題解決問題解決をどうをどうをどうをどう図図図図るかるかるかるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 地籍調査地籍調査地籍調査地籍調査についてについてについてについて公図公図公図公図などのなどのなどのなどの焼失焼失焼失焼失でででで不明不明不明不明となっているとなっているとなっているとなっている土地面積土地面積土地面積土地面積、、、、境界境界境界境界をををを明確明確明確明確にするにするにするにする地籍地籍地籍地籍
調査調査調査調査はははは、、、、人口密集地人口密集地人口密集地人口密集地のののの那覇市那覇市那覇市那覇市などでなどでなどでなどで取取取取りりりり残残残残されておりされておりされておりされており、、、、そのそのそのその進進進進状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの対応策対応策対応策対応策をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 学校学校学校学校のののの「「「「借用校地借用校地借用校地借用校地」」」」についてについてについてについて
　　　　米軍占領政策米軍占領政策米軍占領政策米軍占領政策にににに起因起因起因起因してしてしてして無秩序無秩序無秩序無秩序なななな状態状態状態状態でででで都市都市都市都市がががが形成形成形成形成されされされされ、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの教育施設教育施設教育施設教育施設がががが所所所所
有者不明有者不明有者不明有者不明やややや地主地主地主地主のののの了解了解了解了解なしになしになしになしに学校学校学校学校がががが建設建設建設建設されたされたされたされた経緯経緯経緯経緯があるがあるがあるがある。。。。特特特特にににに那覇市那覇市那覇市那覇市におけるにおけるにおけるにおける借用借用借用借用
校地校地校地校地のののの実態実態実態実態とととと進進進進へのへのへのへの説明及説明及説明及説明及びびびび問題解決問題解決問題解決問題解決はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) つぶれつぶれつぶれつぶれ地地地地（（（（未買収道路用地未買収道路用地未買収道路用地未買収道路用地））））についてについてについてについて
　　　　那覇市那覇市那覇市那覇市におけるにおけるにおけるにおける県道県道県道県道、、、、市道市道市道市道のつぶれのつぶれのつぶれのつぶれ地地地地のののの現状現状現状現状とととと進進進進へのへのへのへの解決状況解決状況解決状況解決状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 県立高等学校編成整備計画県立高等学校編成整備計画県立高等学校編成整備計画県立高等学校編成整備計画についてについてについてについて

((((1111)))) 教育庁教育庁教育庁教育庁はははは、、、、南部工業高校南部工業高校南部工業高校南部工業高校とととと沖縄水産高校沖縄水産高校沖縄水産高校沖縄水産高校のののの統合統合統合統合についてについてについてについて「「「「南部南部南部南部のののの少子化少子化少子化少子化」「」「」「」「水産高校水産高校水産高校水産高校のののの
敷地敷地敷地敷地のののの広広広広ささささ」」」」効果効果効果効果はははは「「「「工業工業工業工業とととと水産水産水産水産がががが教育課程上類似教育課程上類似教育課程上類似教育課程上類似しているしているしているしている」「」「」「」「総合選択制総合選択制総合選択制総合選択制でででで幅広幅広幅広幅広いいいい専門専門専門専門
性性性性をををを学学学学べるべるべるべる」」」」等等等等をををを理由理由理由理由としているとしているとしているとしている。。。。これはこれはこれはこれは「「「「よりよりよりより深深深深いいいい専門性専門性専門性専門性とととと即戦力即戦力即戦力即戦力」」」」をををを軽視軽視軽視軽視しておりしておりしておりしており、、、、全全全全くくくく
理由理由理由理由にならずにならずにならずにならず根拠根拠根拠根拠にににに乏乏乏乏しいしいしいしい。。。。統合統合統合統合ありきでありありきでありありきでありありきであり、、、、海洋県沖縄海洋県沖縄海洋県沖縄海洋県沖縄のののの水産業界水産業界水産業界水産業界・・・・海運業界海運業界海運業界海運業界へのへのへのへの人人人人
材育成材育成材育成材育成をををを喪失喪失喪失喪失させるさせるさせるさせる計画計画計画計画であるであるであるである。。。。特特特特にににに、、、、海洋技術科海洋技術科海洋技術科海洋技術科はははは、、、、専攻科専攻科専攻科専攻科までまでまでまで５５５５年一貫教育年一貫教育年一貫教育年一貫教育でででで、、、、志志志志
願者数願者数願者数願者数1111....73737373倍倍倍倍、、、、県内県内県内県内２２２２番番番番でででで、、、、海技士資格取得海技士資格取得海技士資格取得海技士資格取得、、、、就職率就職率就職率就職率（（（（100100100100％）％）％）％）のののの高高高高さはさはさはさは全国全国全国全国トップレベルトップレベルトップレベルトップレベル
にあるにあるにあるにある。。。。教育庁教育庁教育庁教育庁のののの計画計画計画計画はははは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした実績実績実績実績をををを衰退衰退衰退衰退のののの方向方向方向方向にににに向向向向かわせようとしているかわせようとしているかわせようとしているかわせようとしている。。。。教育庁教育庁教育庁教育庁のののの
統合計画統合計画統合計画統合計画はははは水産教育水産教育水産教育水産教育をこれまでをこれまでをこれまでをこれまで以上以上以上以上のののの成果成果成果成果をををを挙挙挙挙げるげるげるげる根拠根拠根拠根拠をををを示示示示すべきでありすべきでありすべきでありすべきであり、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

4444 雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策についてについてについてについて
　　　　県県県県はははは、、、、財団法人雇用開発推進機構財団法人雇用開発推進機構財団法人雇用開発推進機構財団法人雇用開発推進機構をををを解散解散解散解散しししし、、、、県求職者総合支援県求職者総合支援県求職者総合支援県求職者総合支援センターセンターセンターセンターをををを来年来年来年来年４４４４月月月月にににに設設設設
立立立立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。。。。このこのこのこの事業事業事業事業とととと事業概要事業概要事業概要事業概要のののの説明及説明及説明及説明及びびびび問題点問題点問題点問題点とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 障害者虐待防止法障害者虐待防止法障害者虐待防止法障害者虐待防止法のののの施行施行施行施行にににに向向向向けてけてけてけて、、、、県県県県のののの対応策対応策対応策対応策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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28282828    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　清涼清涼清涼清涼（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 普天間基地問題普天間基地問題普天間基地問題普天間基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地にににに配備予定配備予定配備予定配備予定ののののオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのことしにのことしにのことしにのことしに入入入入ってからのってからのってからのってからの２２２２件件件件のののの事故調査報告書事故調査報告書事故調査報告書事故調査報告書はどうはどうはどうはどう
なっているかなっているかなっているかなっているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 安全性安全性安全性安全性についてについてについてについて県県県県はははは納得納得納得納得したのかしたのかしたのかしたのか、、、、どのようにどのようにどのようにどのように検証検証検証検証したかしたかしたかしたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの運用計画運用計画運用計画運用計画はははは示示示示されたのかされたのかされたのかされたのか。。。。それにそれにそれにそれに対対対対するするするする県県県県のののの見解見解見解見解とととと方針方針方針方針についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 市市市市のどのどのどのど真真真真んんんん中中中中にあるにあるにあるにある世界一危険世界一危険世界一危険世界一危険なななな普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地にににに危険危険危険危険ななななオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが配備配備配備配備されるとされるとされるとされると市民市民市民市民、、、、
県民県民県民県民のののの命命命命のののの保証保証保証保証はないはないはないはない。。。。普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの即時閉鎖即時閉鎖即時閉鎖即時閉鎖とととと返還返還返還返還をををを求求求求めるべきであるとめるべきであるとめるべきであるとめるべきであると考考考考えるえるえるえる。。。。万万万万
がががが一一一一のことがのことがのことがのことが発生発生発生発生したときはしたときはしたときはしたときは誰誰誰誰がががが責任責任責任責任をとるのかをとるのかをとるのかをとるのか。。。。とれるのかとれるのかとれるのかとれるのか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 環境行政環境行政環境行政環境行政についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍米軍米軍米軍によるによるによるによる県内県内県内県内でのでのでのでの枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤のののの使用使用使用使用についてについてについてについて
　　　　1980198019801980年代年代年代年代にににに米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場にににに枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤がががが保管保管保管保管されていたというされていたというされていたというされていたという記事記事記事記事があるがあるがあるがある。。。。調査調査調査調査すすすす
べきとべきとべきとべきと考考考考えるえるえるえる。。。。県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県民県民県民県民へのへのへのへの枯枯枯枯れれれれ葉剤葉剤葉剤葉剤のののの影響影響影響影響とととと思思思思われるわれるわれるわれる健康被害健康被害健康被害健康被害についてについてについてについて調査調査調査調査されたかされたかされたかされたか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 宮古島市宮古島市宮古島市宮古島市におけるにおけるにおけるにおける産業廃棄物処理産業廃棄物処理産業廃棄物処理産業廃棄物処理についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 教育教育教育教育・・・・文化行政文化行政文化行政文化行政についてについてについてについて

((((1111)))) 義務教育期間義務教育期間義務教育期間義務教育期間でのでのでのでの沖縄文化沖縄文化沖縄文化沖縄文化のののの教育教育教育教育とととと習得状況習得状況習得状況習得状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    。。。。

((((2222)))) 高等学校高等学校高等学校高等学校でのでのでのでの沖縄文化沖縄文化沖縄文化沖縄文化のののの教育教育教育教育とととと習得状況習得状況習得状況習得状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) しまくとぅばのしまくとぅばのしまくとぅばのしまくとぅばの普及普及普及普及についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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28282828    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 17171717分分分分 狩俣狩俣狩俣狩俣　　　　信子信子信子信子（（（（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)))) 人材育成人材育成人材育成人材育成についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの次代次代次代次代をををを担担担担うううう子供子供子供子供・・・・若者若者若者若者のののの人材育成人材育成人材育成人材育成についてのについてのについてのについての知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 先日実施先日実施先日実施先日実施されたされたされたされた全国学力検査全国学力検査全国学力検査全国学力検査でででで沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは最下位最下位最下位最下位であるであるであるである。。。。教育庁教育庁教育庁教育庁もももも確確確確かなかなかなかな学力学力学力学力のののの確立確立確立確立
のためいろいろとのためいろいろとのためいろいろとのためいろいろと苦慮苦慮苦慮苦慮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、、、、このこのこのこの問題問題問題問題にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 少人数学級少人数学級少人数学級少人数学級（（（（１１１１クラスクラスクラスクラス30303030人以下人以下人以下人以下））））はははは知事知事知事知事のののの公約公約公約公約であったであったであったであった。。。。４４４４年間年間年間年間でででで実現実現実現実現するとするとするとすると思思思思っていたっていたっていたっていた
がががが、、、、いまだいまだいまだいまだ小学校小学校小学校小学校１１１１・・・・２２２２年生年生年生年生のみであるのみであるのみであるのみである。。。。いつまでにいつまでにいつまでにいつまでに達成達成達成達成するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 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、、、、今後今後今後今後のののの知事知事知事知事のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ ８８８８月月月月にににに起起起起こったこったこったこった婦女強制婦女強制婦女強制婦女強制わいせつわいせつわいせつわいせつ事件事件事件事件でででで沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局とととと在沖米総領事在沖米総領事在沖米総領事在沖米総領事のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル工事工事工事工事についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ９９９９月月月月21212121日日日日、、、、県警県警県警県警はははは、、、、県庁県庁県庁県庁やややや南部土木事務所南部土木事務所南部土木事務所南部土木事務所などへのなどへのなどへのなどへの強制捜査強制捜査強制捜査強制捜査にににに踏踏踏踏みみみみ切切切切ったったったった。。。。県職員県職員県職員県職員のののの
ショックショックショックショックはははは大大大大きいものがあるときいものがあるときいものがあるときいものがあると思思思思うううう。。。。被疑者被疑者被疑者被疑者３３３３人人人人をををを特定特定特定特定したとのしたとのしたとのしたとの新聞記事新聞記事新聞記事新聞記事（（（（琉球新報琉球新報琉球新報琉球新報））））にににに県県県県
民民民民からもからもからもからも不安不安不安不安のののの声声声声があったがあったがあったがあった。。。。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 青少年青少年青少年青少年のののの健全育成健全育成健全育成健全育成についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「朝朝朝朝キャバキャバキャバキャバ」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「朝朝朝朝キャバキャバキャバキャバ」」」」のののの実態実態実態実態とととと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。。。。

ｲｲｲｲ これまでこれまでこれまでこれまで補導補導補導補導・・・・指導指導指導指導されたされたされたされた未成年者未成年者未成年者未成年者はどれくらいかはどれくらいかはどれくらいかはどれくらいか。。。。

((((2222)))) 学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける「「「「いじめいじめいじめいじめ」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高におけるにおけるにおけるにおける「「「「いじめいじめいじめいじめ」」」」のののの実態実態実態実態とそのとそのとそのとその対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「いじめいじめいじめいじめ」」」」ホットラインホットラインホットラインホットラインはははは設置設置設置設置されているのかされているのかされているのかされているのか。。。。

((((3333)))) 未成年者未成年者未成年者未成年者のののの飲酒飲酒飲酒飲酒・・・・深夜徘回深夜徘回深夜徘回深夜徘回・・・・不良交友不良交友不良交友不良交友についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄はははは飲酒運転飲酒運転飲酒運転飲酒運転ワーストワーストワーストワースト１１１１のののの県県県県であるであるであるである。。。。未成年者未成年者未成年者未成年者のののの飲酒飲酒飲酒飲酒・・・・深夜徘回深夜徘回深夜徘回深夜徘回・・・・不良交友不良交友不良交友不良交友のののの実態実態実態実態とととと
対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 中学生中学生中学生中学生のののの学校内学校内学校内学校内でのでのでのでの逮捕逮捕逮捕逮捕についてについてについてについて
　　　　９９９９月月月月18181818日日日日、、、、宜野湾署宜野湾署宜野湾署宜野湾署によってによってによってによって男子中学校生男子中学校生男子中学校生男子中学校生がががが逮捕逮捕逮捕逮捕されたされたされたされた。。。。詳細詳細詳細詳細をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 「「「「てぃるるてぃるるてぃるるてぃるる」」」」のののの指定管理指定管理指定管理指定管理についてについてについてについて

((((1111)))) 今回今回今回今回のののの指定管理指定管理指定管理指定管理をををを「「「「おきなわおきなわおきなわおきなわ女性財団女性財団女性財団女性財団」」」」とととと「「「「かりゆしかりゆしかりゆしかりゆしエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメントエンターテイメント」」」」にににに予定予定予定予定しているようしているようしているようしているよう
だがだがだがだが、、、、そのそのそのその中中中中のののの「「「「図書情報図書情報図書情報図書情報」」」」にににに関関関関するするするする部分部分部分部分はははは図書図書図書図書のののの貸貸貸貸しししし出出出出しだけでなくしだけでなくしだけでなくしだけでなく、、、、情報発信情報発信情報発信情報発信・・・・調査調査調査調査
事業事業事業事業・・・・施策研究施策研究施策研究施策研究などがなどがなどがなどが含含含含まれておりまれておりまれておりまれており、、、、そのそのそのその性質上財団性質上財団性質上財団性質上財団にににに委託委託委託委託するべきとするべきとするべきとするべき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。。。。

((((2222)))) これまでこれまでこれまでこれまで実施実施実施実施されてきたされてきたされてきたされてきた「「「「翼事業翼事業翼事業翼事業」」」」はははは地域地域地域地域のののの女性女性女性女性リーダーリーダーリーダーリーダー養成養成養成養成にににに寄与寄与寄与寄与してきたしてきたしてきたしてきた。。。。年間年間年間年間300300300300万万万万
円円円円ほどでほどでほどでほどで（（（（半分半分半分半分のののの補助補助補助補助））））でででで実施可能実施可能実施可能実施可能とのことだがとのことだがとのことだがとのことだが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 可動式可動式可動式可動式ホールホールホールホール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県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 教育教育教育教育についてについてについてについて

((((1111)))) 社会科教育社会科教育社会科教育社会科教育についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄県教育振興基本計画沖縄県教育振興基本計画沖縄県教育振興基本計画沖縄県教育振興基本計画によるとによるとによるとによると、、、、国際社会国際社会国際社会国際社会・・・・情報社会情報社会情報社会情報社会にににに対応対応対応対応するためするためするためするため多様多様多様多様なななな人材人材人材人材をををを
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育成育成育成育成しししし、、、、異文化異文化異文化異文化のののの理解理解理解理解やややや自国自国自国自国のののの文化文化文化文化をををを尊重尊重尊重尊重することがすることがすることがすることが大切大切大切大切というというというという。。。。他国他国他国他国のののの文化文化文化文化をををを理解理解理解理解しししし
尊敬尊敬尊敬尊敬するためにもするためにもするためにもするためにも、、、、まずはまずはまずはまずは自国自国自国自国のののの歴史歴史歴史歴史・・・・文化文化文化文化をををを知知知知らなければならないらなければならないらなければならないらなければならない。。。。沖縄歴史教育研沖縄歴史教育研沖縄歴史教育研沖縄歴史教育研
究会究会究会究会によるによるによるによる「「「「沖縄歴史沖縄歴史沖縄歴史沖縄歴史にににに関関関関するするするする高校生高校生高校生高校生のののの知識知識知識知識・・・・意識調査意識調査意識調査意識調査」」」」によるとによるとによるとによると、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの歴史歴史歴史歴史のののの実実実実
態態態態にににに対対対対するするするする認識認識認識認識がいまいちとのことがいまいちとのことがいまいちとのことがいまいちとのこと。。。。小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高におけるにおけるにおけるにおける歴史教育歴史教育歴史教育歴史教育のののの実態実態実態実態についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 総合学習総合学習総合学習総合学習やややや必修必修必修必修としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組めないかめないかめないかめないか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 他県他県他県他県におけるにおけるにおけるにおける歴史教育歴史教育歴史教育歴史教育はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 小学校入学時小学校入学時小学校入学時小学校入学時のののの「「「「小小小小１１１１プロブレムプロブレムプロブレムプロブレム」」」」とととと学力向上学力向上学力向上学力向上についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 市町村市町村市町村市町村のののの公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園公立幼稚園のののの比率比率比率比率はどのくらいかはどのくらいかはどのくらいかはどのくらいか。。。。

ｲｲｲｲ 沖縄県全体沖縄県全体沖縄県全体沖縄県全体としてとしてとしてとして「「「「小小小小１１１１プロブレムプロブレムプロブレムプロブレム」」」」をををを解消解消解消解消することですることですることですることで学力向上学力向上学力向上学力向上にににに寄与寄与寄与寄与するとするとするとすると思思思思うううう。。。。現場現場現場現場のののの
実態実態実態実態をどうをどうをどうをどう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。。。。

((((3333)))) 奨学金返済問題奨学金返済問題奨学金返済問題奨学金返済問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 奨学金奨学金奨学金奨学金をををを受受受受けているけているけているけている実態実態実態実態についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 年収年収年収年収がががが少少少少ないないないない中中中中でででで、、、、返済返済返済返済したくてもできないしたくてもできないしたくてもできないしたくてもできない人人人人がいるとがいるとがいるとがいると思思思思うううう。。。。県独自県独自県独自県独自にににに奨学金返済奨学金返済奨学金返済奨学金返済にににに係係係係
るるるる窓口相談窓口相談窓口相談窓口相談コーナーコーナーコーナーコーナーをををを設置設置設置設置すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うがうがうがうが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 米軍人米軍人米軍人米軍人のののの「「「「思思思思いやりいやりいやりいやり予算予算予算予算」」」」についてのについてのについてのについての認識認識認識認識についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「思思思思いやりいやりいやりいやり予算予算予算予算」」」」についてについてについてについて知知知知らないらないらないらない米軍人米軍人米軍人米軍人がほとんどだというがほとんどだというがほとんどだというがほとんどだという。。。。だからだからだからだから基地従業員基地従業員基地従業員基地従業員にににに「「「「嫌嫌嫌嫌がががが
らせらせらせらせ」」」」的発言的発言的発言的発言やややや高圧的高圧的高圧的高圧的なななな対応対応対応対応がががが出出出出てくるのではないかてくるのではないかてくるのではないかてくるのではないか。「。「。「。「思思思思いやりいやりいやりいやり予算予算予算予算」」」」についてについてについてについて周知周知周知周知ささささ
せるせるせるせる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

((((2222)))) 基地内基地内基地内基地内のののの建物建設建物建設建物建設建物建設やややや光熱費光熱費光熱費光熱費のほとんどをのほとんどをのほとんどをのほとんどを「「「「思思思思いやりいやりいやりいやり予算予算予算予算」」」」でででで賄賄賄賄っていることについてもっていることについてもっていることについてもっていることについても認認認認
識識識識させるべきだとさせるべきだとさせるべきだとさせるべきだと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

((((3333)))) 基地従業員基地従業員基地従業員基地従業員のののの給与給与給与給与もももも日本国日本国日本国日本国がががが支払支払支払支払っていることをほとんどっていることをほとんどっていることをほとんどっていることをほとんど知知知知らないというらないというらないというらないという。。。。米国米国米国米国のののの予算予算予算予算でででで
支払支払支払支払っているとっているとっているとっていると勘違勘違勘違勘違いしているからいしているからいしているからいしているから、、、、人権感覚人権感覚人権感覚人権感覚もなくもなくもなくもなく横柄横柄横柄横柄ではないのかではないのかではないのかではないのか。。。。周知周知周知周知させるべきさせるべきさせるべきさせるべき
だとだとだとだと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

((((4444)))) ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの米軍人米軍人米軍人米軍人はははは基地基地基地基地はははは米国米国米国米国がががが購入購入購入購入したとしたとしたとしたと勘違勘違勘違勘違いしているのではないかいしているのではないかいしているのではないかいしているのではないか。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄にににに入入入入るとるとるとると
きにこれらのことについてきちっときにこれらのことについてきちっときにこれらのことについてきちっときにこれらのことについてきちっと隊員教育隊員教育隊員教育隊員教育すべきだすべきだすべきだすべきだ。。。。米軍米軍米軍米軍にににに申申申申しししし入入入入れすべきだとれすべきだとれすべきだとれすべきだと思思思思うがどうがどうがどうがど
うかうかうかうか。。。。

((((5555)))) 「「「「思思思思いやりいやりいやりいやり予算予算予算予算」」」」がどんながどんながどんながどんな使使使使われわれわれわれ方方方方をしているかをしているかをしているかをしているかチェックチェックチェックチェックがががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、県県県県としてもとしてもとしてもとしても国国国国にににに
申申申申しししし入入入入れたらどうかれたらどうかれたらどうかれたらどうか。。。。

6666 公契約条例公契約条例公契約条例公契約条例のののの制定制定制定制定についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県としてとしてとしてとして公契約条例公契約条例公契約条例公契約条例のののの制定制定制定制定についてのについてのについてのについての見解見解見解見解とととと、、、、これからのこれからのこれからのこれからの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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28282828    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

5555 17171717分分分分 仲宗根仲宗根仲宗根仲宗根　　　　悟悟悟悟（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) このところのこのところのこのところのこのところの基地基地基地基地のののの使用使用使用使用のありのありのありのあり方方方方、、、、演習演習演習演習のありのありのありのあり方方方方、、、、兵士兵士兵士兵士のののの事件事故事件事故事件事故事件事故のののの発生発生発生発生などなどなどなど、、、、県民県民県民県民のののの
「「「「普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの県内移設反対県内移設反対県内移設反対県内移設反対」「」「」「」「オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備反対配備反対配備反対配備反対」」」」のののの運動運動運動運動のののの盛盛盛盛りりりり上上上上がりとはがりとはがりとはがりとは裏腹裏腹裏腹裏腹にににに、、、、外外外外
来機来機来機来機はははは常駐化常駐化常駐化常駐化しししし訓練訓練訓練訓練はははは激激激激しさをしさをしさをしさを増増増増しししし爆音爆音爆音爆音ややややトラブルトラブルトラブルトラブルによるによるによるによる緊急着陸緊急着陸緊急着陸緊急着陸、、、、提供施設外提供施設外提供施設外提供施設外でのでのでのでの模模模模
擬弾擬弾擬弾擬弾のののの投下投下投下投下、、、、米兵米兵米兵米兵のののの凶悪犯罪凶悪犯罪凶悪犯罪凶悪犯罪などなどなどなど県民県民県民県民のののの生活生活生活生活はははは脅脅脅脅かされかされかされかされ続続続続けているけているけているけている。。。。それでもそれでもそれでもそれでも傍観姿勢傍観姿勢傍観姿勢傍観姿勢
のののの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てしてしてして、、、、断固断固断固断固たるたるたるたる姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの民意民意民意民意をををを無視無視無視無視しししし「「「「オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの運用運用運用運用のののの安全性安全性安全性安全性はははは十分確認十分確認十分確認十分確認されたされたされたされた」」」」とととと「「「「安全宣安全宣安全宣安全宣
言言言言」」」」をををを発表発表発表発表しししし、、、、地元合意地元合意地元合意地元合意がががが得得得得られなくてもられなくてもられなくてもられなくても運用運用運用運用をををを開始開始開始開始するするするする姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示したしたしたした。。。。配備配備配備配備をををを強行強行強行強行するするするする
ことはことはことはことは、、、、国民国民国民国民・・・・県民県民県民県民をををを愚弄愚弄愚弄愚弄するものであるするものであるするものであるするものである。。。。県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 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実施計画実施計画実施計画実施計画はははは、、、、施策施策施策施策ごとのごとのごとのごとの課題課題課題課題、、、、成果指標成果指標成果指標成果指標とととと政策評価政策評価政策評価政策評価がががが盛盛盛盛りりりり込込込込まれまれまれまれ、、、、実施実施実施実施にににに
当当当当たってはたってはたってはたっては事業事業事業事業ごとのごとのごとのごとのプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトでででで取取取取りりりり組組組組みがなされていることはみがなされていることはみがなされていることはみがなされていることは評価評価評価評価できるができるができるができるが、、、、市町村市町村市町村市町村
もももも同様同様同様同様にににに政策評価政策評価政策評価政策評価のののの共有共有共有共有ということをということをということをということを考考考考えればよりえればよりえればよりえればより連携連携連携連携がががが求求求求められてくるとめられてくるとめられてくるとめられてくると思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか伺伺伺伺
うううう。。。。

2222 観光振興観光振興観光振興観光振興にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 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をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる反日反日反日反日デモデモデモデモのののの影響影響影響影響でのでのでのでの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キャンセルキャンセルキャンセルキャンセルがががが相次相次相次相次
いでいるとしているがどのようないでいるとしているがどのようないでいるとしているがどのようないでいるとしているがどのような状況状況状況状況かかかか。。。。

((((2222)))) ビジットビジットビジットビジットおきなわおきなわおきなわおきなわ計画計画計画計画でのでのでのでの誘客戦略誘客戦略誘客戦略誘客戦略のののの見直見直見直見直しもありしもありしもありしもあり得得得得るとるとるとると思思思思うがそのうがそのうがそのうがその対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 観光客受観光客受観光客受観光客受けけけけ入入入入れれれれ人材人材人材人材のののの育成育成育成育成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はどのようになされているかはどのようになされているかはどのようになされているかはどのようになされているか。。。。またまたまたまた、、、、外国観外国観外国観外国観
光客光客光客光客にににに対応対応対応対応するするするする従事者従事者従事者従事者のののの語学語学語学語学はははは重要重要重要重要ですですですです。。。。そのそのそのその研修支援研修支援研修支援研修支援はどのようなものかはどのようなものかはどのようなものかはどのようなものか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業のののの振興振興振興振興にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 今夏今夏今夏今夏のたびのたびのたびのたび重重重重なるなるなるなる台風台風台風台風のののの襲来襲来襲来襲来によるによるによるによる農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響はどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているか。。。。
そのそのそのその被害被害被害被害にににに対対対対するするするする支援策支援策支援策支援策についてはどうかについてはどうかについてはどうかについてはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国国国国においてはにおいてはにおいてはにおいては「「「「我我我我がががが国国国国のののの食食食食とととと農林漁業再生農林漁業再生農林漁業再生農林漁業再生のためののためののためののための基本方針基本方針基本方針基本方針・・・・行動計画行動計画行動計画行動計画」」」」がまとめられがまとめられがまとめられがまとめられ、、、、
農林漁業農林漁業農林漁業農林漁業のののの再生再生再生再生のためののためののためののための７７７７つのつのつのつの戦略戦略戦略戦略をををを推進推進推進推進していくとしているがそのしていくとしているがそのしていくとしているがそのしていくとしているが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いいいい
たいたいたいたい。。。。

((((3333)))) そのそのそのその中中中中でもでもでもでも目玉施策目玉施策目玉施策目玉施策とととと位置位置位置位置づけているのがづけているのがづけているのがづけているのが「「「「人人人人・・・・農地農地農地農地プランプランプランプラン」」」」をををを推進推進推進推進するとしているがどのするとしているがどのするとしているがどのするとしているがどの
ようなものかようなものかようなものかようなものか。。。。

4444 地域産業地域産業地域産業地域産業のののの振興振興振興振興にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 製造業製造業製造業製造業のののの一層一層一層一層のののの発展発展発展発展をををを図図図図るためのるためのるためのるための取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 地域中小企業地域中小企業地域中小企業地域中小企業のののの育成支援育成支援育成支援育成支援のののの取取取取りりりり組組組組みがどのようにみがどのようにみがどのようにみがどのよ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、、、、そのそのそのその施策施策施策施策のののの展開展開展開展開につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県内大型店県内大型店県内大型店県内大型店がががが、、、、物流物流物流物流コストコストコストコストのののの見直見直見直見直しでしでしでしで県内卸業者県内卸業者県内卸業者県内卸業者からのからのからのからの仕入仕入仕入仕入れがれがれがれが中止中止中止中止されているとされてされているとされてされているとされてされているとされて
いるいるいるいる。。。。取引中止取引中止取引中止取引中止によるによるによるによる影響影響影響影響はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、県県県県としてのとしてのとしてのとしての支援策支援策支援策支援策はどのようにされているかはどのようにされているかはどのようにされているかはどのようにされているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 伝統工芸産業伝統工芸産業伝統工芸産業伝統工芸産業のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題、、、、販売促進販売促進販売促進販売促進・・・・販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大のののの支援策支援策支援策支援策はどのようなものかはどのようなものかはどのようなものかはどのようなものか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 尖閣問題尖閣問題尖閣問題尖閣問題でのでのでのでの県内県内県内県内のののの物産関連物産関連物産関連物産関連・・・・物販出荷物販出荷物販出荷物販出荷にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響があるかがあるかがあるかがあるか。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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28282828    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

6666 17171717分分分分 赤嶺赤嶺赤嶺赤嶺　　　　　　　　昇昇昇昇（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

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

((((1111)))) 電線地中化電線地中化電線地中化電線地中化についてのについてのについてのについての取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県内観光地県内観光地県内観光地県内観光地をををを中心中心中心中心にににに県全域県全域県全域県全域ををををスーパースーパースーパースーパーＷｉＷｉＷｉＷｉ----ＦｉＦｉＦｉＦｉ整備整備整備整備してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

((((3333)))) 県内企業優先発注県内企業優先発注県内企業優先発注県内企業優先発注、、、、県産品優先活用県産品優先活用県産品優先活用県産品優先活用へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) ＥＶＥＶＥＶＥＶのののの地産地消化地産地消化地産地消化地産地消化についてのについてのについてのについての見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) ひとりひとりひとりひとり親世帯親世帯親世帯親世帯のののの就業状況及就業状況及就業状況及就業状況及びびびび知事知事知事知事のののの支援策支援策支援策支援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院のののの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知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 保育士保育士保育士保育士のののの処遇処遇処遇処遇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)))) 認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設へのへのへのへの支援策支援策支援策支援策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける子供子供子供子供のののの貧困状況貧困状況貧困状況貧困状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 八重山地区教科書問題八重山地区教科書問題八重山地区教科書問題八重山地区教科書問題のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県内県内県内県内のののの教育施設教育施設教育施設教育施設へのへのへのへの冷房設備冷房設備冷房設備冷房設備のののの整備状況整備状況整備状況整備状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 土木建築行政土木建築行政土木建築行政土木建築行政についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事（（（（ボンドボンドボンドボンド））））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伺伺伺伺うううう。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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28282828    日日日日((((金金金金))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

7777 17171717分分分分 玉城玉城玉城玉城　　　　ノブノブノブノブ子子子子（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 農水産業農水産業農水産業農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)))) 沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄経済のののの振興振興振興振興はははは、、、、亜熱帯気候等亜熱帯気候等亜熱帯気候等亜熱帯気候等のののの豊豊豊豊かなかなかなかな自然自然自然自然とととと資源資源資源資源をををを生生生生かしたかしたかしたかした安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全なななな農水産農水産農水産農水産
物物物物のののの拠点産地拠点産地拠点産地拠点産地としてとしてとしてとして振興振興振興振興をををを図図図図っていくことがっていくことがっていくことがっていくことが重要重要重要重要ですですですです。「。「。「。「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」」」」でのでのでのでの位置位置位置位置づけづけづけづけ、、、、
具体的具体的具体的具体的なななな施策展開施策展開施策展開施策展開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)))) 国国国国がががが推進推進推進推進しているしているしているしている６６６６次産業化次産業化次産業化次産業化にににに基基基基づくづくづくづく総合化事業計画総合化事業計画総合化事業計画総合化事業計画のののの全国全国全国全国、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県でのでのでのでの認定件数認定件数認定件数認定件数とととと事事事事
業内容業内容業内容業内容、、、、今後今後今後今後のののの計画計画計画計画についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの農水産物農水産物農水産物農水産物をををを生生生生かしたかしたかしたかした新新新新たなたなたなたな加工商品加工商品加工商品加工商品のののの開発開発開発開発、、、、販路開拓販路開拓販路開拓販路開拓にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ農水産業生産農水産業生産農水産業生産農水産業生産
法人等法人等法人等法人等へのへのへのへの県県県県のののの支援支援支援支援とととと今後今後今後今後のののの計画計画計画計画についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 住宅行政住宅行政住宅行政住宅行政についてについてについてについて

((((1111)))) 県営団地県営団地県営団地県営団地へのへのへのへの入居申請数入居申請数入居申請数入居申請数、、、、入居数入居数入居数入居数、、、、待機者数待機者数待機者数待機者数についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県営団地県営団地県営団地県営団地のののの建建建建てかえについててかえについててかえについててかえについて
　　　　県営団地県営団地県営団地県営団地のののの耐震化耐震化耐震化耐震化、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化のののの現状現状現状現状はどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますか、、、、建建建建てかえてかえてかえてかえ計画計画計画計画についてについてについてについて伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。昭和昭和昭和昭和56565656年以前年以前年以前年以前のののの県営団地県営団地県営団地県営団地はははは何年何年何年何年までにまでにまでにまでに建建建建てかえをてかえをてかえをてかえを完了完了完了完了しますかしますかしますかしますか、、、、早急早急早急早急なななな対策対策対策対策につにつにつにつ
いていていていて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 住宅住宅住宅住宅リフォームリフォームリフォームリフォーム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。。。。

3333 学校教育施設学校教育施設学校教育施設学校教育施設のののの耐震化耐震化耐震化耐震化とととと太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電のののの導入導入導入導入についてについてについてについて

((((1111)))) 県立高校県立高校県立高校県立高校、、、、特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校、、、、幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、小中学校小中学校小中学校小中学校のののの耐震化率耐震化率耐震化率耐震化率とととと全国全国全国全国とのとのとのとの比較比較比較比較についてについてについてについて

((((2222)))) 耐震化率耐震化率耐震化率耐震化率をををを100100100100％％％％にするためのにするためのにするためのにするための具体的具体的具体的具体的なななな計画計画計画計画についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 県内小中学校県内小中学校県内小中学校県内小中学校へのへのへのへの太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電のののの導入状況導入状況導入状況導入状況、、、、計画的計画的計画的計画的にににに普及促進普及促進普及促進普及促進をををを図図図図ることについてることについてることについてることについて伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。

4444 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 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オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの「「「「運用運用運用運用のののの安全性安全性安全性安全性はははは確認確認確認確認されたされたされたされた」」」」とととと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をををを行行行行いいいい、、、、沖沖沖沖
縄県縄県縄県縄県のののの普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地でのでのでのでの10101010月運用月運用月運用月運用をををを強行強行強行強行しようとしていますしようとしていますしようとしていますしようとしています。。。。県民県民県民県民のののの生命生命生命生命、、、、安全安全安全安全をををを危険危険危険危険にににに
さらしさらしさらしさらし、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ言言言言いなりにいなりにいなりにいなりに世界一危険世界一危険世界一危険世界一危険なななな普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地にににに世界一危険世界一危険世界一危険世界一危険なななな欠陥機欠陥機欠陥機欠陥機オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの
配備配備配備配備はははは許許許許されませんされませんされませんされません。。。。県民大会県民大会県民大会県民大会にはにはにはには、、、、宮古宮古宮古宮古・・・・八重山八重山八重山八重山もももも含含含含めてめてめてめて10101010万万万万3000300030003000人人人人がががが参加参加参加参加しししし、、、、県民県民県民県民
のののの配備反対配備反対配備反対配備反対のののの意思意思意思意思をををを明確明確明確明確にににに示示示示しましたしましたしましたしました。。。。知事知事知事知事はははは「「「「万万万万がががが一事故一事故一事故一事故でもでもでもでも起起起起きたらきたらきたらきたら全基地閉鎖全基地閉鎖全基地閉鎖全基地閉鎖、、、、
撤去撤去撤去撤去もありもありもありもあり得得得得るるるる」」」」とととと答答答答えましたえましたえましたえました。。。。そのそのそのその決意決意決意決意でででで、、、、県民県民県民県民とともにとともにとともにとともに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配備撤配備撤配備撤配備撤
回回回回をををを求求求求めていくべきですめていくべきですめていくべきですめていくべきです。。。。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)))) 米軍犯罪米軍犯罪米軍犯罪米軍犯罪についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 復帰復帰復帰復帰からからからから今日今日今日今日までのまでのまでのまでの米軍犯罪米軍犯罪米軍犯罪米軍犯罪のののの件数件数件数件数、、、、そのそのそのその中中中中におけるにおけるにおけるにおける米海兵隊米海兵隊米海兵隊米海兵隊のののの割合割合割合割合。。。。

ｲｲｲｲ 米兵米兵米兵米兵によるによるによるによる強制強制強制強制わいせつわいせつわいせつわいせつ事件事件事件事件についてについてについてについて
　　　　那覇市内那覇市内那覇市内那覇市内のののの住宅街住宅街住宅街住宅街でででで女性女性女性女性にににに対対対対するするするする米兵米兵米兵米兵のののの強制強制強制強制わいせつわいせつわいせつわいせつ事件事件事件事件がががが発生発生発生発生したしたしたした。「。「。「。「女性女性女性女性のののの人人人人
権権権権をををを踏踏踏踏みにじるみにじるみにじるみにじる行為行為行為行為」」」」でありでありでありであり、、、、絶対絶対絶対絶対にににに容認容認容認容認できませんできませんできませんできません。。。。容疑者容疑者容疑者容疑者のののの厳重処罰厳重処罰厳重処罰厳重処罰とととと被害者被害者被害者被害者へのへのへのへの
謝罪謝罪謝罪謝罪、、、、完全補償完全補償完全補償完全補償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 基地基地基地基地があるがあるがあるがある限限限限りりりり米軍犯罪米軍犯罪米軍犯罪米軍犯罪をなくすことはできませんをなくすことはできませんをなくすことはできませんをなくすことはできません、、、、県民県民県民県民のののの生命生命生命生命とととと人権人権人権人権をををを守守守守るためるためるためるため米海米海米海米海
兵隊兵隊兵隊兵隊のののの全面撤退全面撤退全面撤退全面撤退をををを要求要求要求要求すべきですすべきですすべきですすべきです。。。。

((((3333)))) 渡名喜村渡名喜村渡名喜村渡名喜村のののの北西約北西約北西約北西約400400400400メートルメートルメートルメートルのののの海底海底海底海底でででで米軍米軍米軍米軍のののの模擬爆弾模擬爆弾模擬爆弾模擬爆弾のののの破片破片破片破片がががが発見発見発見発見されていますされていますされていますされています。。。。現現現現
場場場場はははは漁民漁民漁民漁民のののの良好良好良好良好なななな漁場漁場漁場漁場でありでありでありであり、、、、一歩間違一歩間違一歩間違一歩間違えばえばえばえば大惨事大惨事大惨事大惨事になりかねないになりかねないになりかねないになりかねない事態事態事態事態であるであるであるである。。。。直直直直ちにちにちにちに
真相究明真相究明真相究明真相究明しししし、、、、米軍米軍米軍米軍にににに厳重抗議厳重抗議厳重抗議厳重抗議すべきではありませんかすべきではありませんかすべきではありませんかすべきではありませんか。。。。
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5555 学校給食学校給食学校給食学校給食についてについてについてについて

((((1111)))) 学校給食無償化学校給食無償化学校給食無償化学校給食無償化についてについてについてについて
　　　　学校給食法学校給食法学校給食法学校給食法はははは「「「「学校給食学校給食学校給食学校給食がががが児童及児童及児童及児童及びびびび生徒生徒生徒生徒のののの心身心身心身心身のののの健全健全健全健全なななな発達発達発達発達にににに資資資資するものするものするものするもの」」」」としとしとしとし学校学校学校学校
給食給食給食給食はははは教育教育教育教育のののの一環一環一環一環であるとのであるとのであるとのであるとの法的法的法的法的なななな根拠根拠根拠根拠がががが規定規定規定規定されていますされていますされていますされています。。。。学校給食学校給食学校給食学校給食のののの無償化無償化無償化無償化をををを実実実実
施施施施するするするする市町村市町村市町村市町村もふえていますもふえていますもふえていますもふえています。。。。現状現状現状現状についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。県県県県がががが学校給食学校給食学校給食学校給食のののの無償化無償化無償化無償化をををを実施実施実施実施すすすす
ることについてることについてることについてることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 学校給食学校給食学校給食学校給食でのでのでのでの地元農産物地元農産物地元農産物地元農産物のののの利用率利用率利用率利用率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

6666 国民健康保険制度国民健康保険制度国民健康保険制度国民健康保険制度についてについてについてについて

((((1111)))) 国保税国保税国保税国保税のののの１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり、、、、１１１１世帯当世帯当世帯当世帯当たりのたりのたりのたりの保険税額保険税額保険税額保険税額
　　　　国保税国保税国保税国保税のののの滞納世帯数滞納世帯数滞納世帯数滞納世帯数、、、、短期保険者証交付数短期保険者証交付数短期保険者証交付数短期保険者証交付数、、、、資格証明書発行件数資格証明書発行件数資格証明書発行件数資格証明書発行件数。。。。

((((2222)))) 国保税引国保税引国保税引国保税引きききき下下下下げのためにげのためにげのためにげのために、、、、市町村市町村市町村市町村のののの一般会計一般会計一般会計一般会計からからからから国保特別会計国保特別会計国保特別会計国保特別会計にににに繰繰繰繰りりりり入入入入れをしているれをしているれをしているれをしている市市市市
町村数町村数町村数町村数、、、、繰繰繰繰りりりり入入入入れれれれ総額総額総額総額はははは幾幾幾幾らですからですからですからですか。。。。

((((3333)))) 各市町村各市町村各市町村各市町村へのへのへのへの県独自県独自県独自県独自のののの助成助成助成助成をををを実施実施実施実施しししし、、、、国保税国保税国保税国保税をををを引引引引きききき下下下下げることげることげることげること。。。。

((((4444)))) 国国国国のののの負担率負担率負担率負担率をもとにをもとにをもとにをもとに戻戻戻戻すようすようすようすよう要求要求要求要求することすることすることすること。。。。

((((5555)))) 18181818歳以下歳以下歳以下歳以下のののの全全全全てのてのてのての子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに国保手帳国保手帳国保手帳国保手帳はははは交付交付交付交付されていますかされていますかされていますかされていますか。。。。そのそのそのその現状現状現状現状とととと対策対策対策対策についについについについ
てててて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画についてについてについてについて

((((1111)))) 男女共同参画条例男女共同参画条例男女共同参画条例男女共同参画条例、、、、参画計画参画計画参画計画参画計画のののの市町村市町村市町村市町村のののの策定策定策定策定をををを促進促進促進促進することについてすることについてすることについてすることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) ＤＶＤＶＤＶＤＶ相談支援相談支援相談支援相談支援センターセンターセンターセンターへのへのへのへの相談件数相談件数相談件数相談件数、、、、県警県警県警県警がががが認知認知認知認知したしたしたしたＤＶＤＶＤＶＤＶ相談件数相談件数相談件数相談件数、、、、裁判所裁判所裁判所裁判所がががが加害者加害者加害者加害者にににに
命命命命ずるずるずるずる保護命令保護命令保護命令保護命令についてのについてのについてのについての被害者被害者被害者被害者からのからのからのからの申申申申しししし立立立立てててて件数件数件数件数についてそれぞれについてそれぞれについてそれぞれについてそれぞれ３３３３年間年間年間年間のののの推移推移推移推移
についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 市町村市町村市町村市町村ののののＤＶＤＶＤＶＤＶ防止基本計画防止基本計画防止基本計画防止基本計画のののの策定状況策定状況策定状況策定状況とととと策定促進策定促進策定促進策定促進についてについてについてについて
　　　　市町村市町村市町村市町村ののののＤＶＤＶＤＶＤＶ相談者相談者相談者相談者のののの配置配置配置配置ととととＤＶＤＶＤＶＤＶ相談支援相談支援相談支援相談支援センターセンターセンターセンターのののの設置設置設置設置をををを促進促進促進促進することについてすることについてすることについてすることについて伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。

((((4444)))) 高校高校高校高校、、、、小中学校小中学校小中学校小中学校でのでのでのでの男女混合名簿男女混合名簿男女混合名簿男女混合名簿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。。。。全国全国全国全国のののの実施状況実施状況実施状況実施状況はどはどはどはど
うなっていますかうなっていますかうなっていますかうなっていますか。。。。今後今後今後今後のののの実施促進実施促進実施促進実施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。。。。

8888 母子支援母子支援母子支援母子支援センターセンターセンターセンターのののの設置状況設置状況設置状況設置状況とととと各市各市各市各市にににに母子支援母子支援母子支援母子支援センターセンターセンターセンターをををを建設建設建設建設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いまいまいま
すすすす。。。。

9999 台風被害対策台風被害対策台風被害対策台風被害対策についてについてについてについて

((((1111)))) 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状況被害状況被害状況被害状況とととと対策対策対策対策、、、、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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 台風台風台風台風16161616号号号号でででで甚大甚大甚大甚大なななな被害被害被害被害をををを受受受受けたけたけたけた。。。。国頭村国頭村国頭村国頭村のののの安田漁港安田漁港安田漁港安田漁港、、、、安波船安波船安波船安波船だまりだまりだまりだまり、、、、慶佐次漁港慶佐次漁港慶佐次漁港慶佐次漁港などがなどがなどがなどが
漁船漁船漁船漁船やややや漁港施設漁港施設漁港施設漁港施設のののの破壊破壊破壊破壊でででで漁民漁民漁民漁民はははは漁漁漁漁にににに出出出出ることもできずることもできずることもできずることもできず、、、、深刻深刻深刻深刻なななな打撃打撃打撃打撃をををを受受受受けていますけていますけていますけています。。。。緊緊緊緊
急急急急かつかつかつかつ抜本的対策抜本的対策抜本的対策抜本的対策をををを講講講講ずることについてずることについてずることについてずることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 南城市仲伊保港南城市仲伊保港南城市仲伊保港南城市仲伊保港のののの護岸決壊護岸決壊護岸決壊護岸決壊のののの緊急対策緊急対策緊急対策緊急対策とととと抜本的対策抜本的対策抜本的対策抜本的対策をををを図図図図ることについてることについてることについてることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

10101010 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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28282828    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

8888 17171717分分分分 比嘉比嘉比嘉比嘉　　　　京子京子京子京子（（（（社大党社大党社大党社大党）））） 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 さきのさきのさきのさきの米軍基地関係特別委員会米軍基地関係特別委員会米軍基地関係特別委員会米軍基地関係特別委員会でででで県県県県はははは、、、、東村高江東村高江東村高江東村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オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイもももも運運運運
用用用用されるされるされるされる着陸帯着陸帯着陸帯着陸帯であることをであることをであることをであることを認認認認めためためためた。。。。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をををを認認認認めないめないめないめない中中中中ででででオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが運用運用運用運用されるされるされるされる
建設建設建設建設をををを容認容認容認容認することはすることはすることはすることは矛盾矛盾矛盾矛盾であるであるであるである。。。。即刻建設即刻建設即刻建設即刻建設をををを中止中止中止中止するべきではないかするべきではないかするべきではないかするべきではないか。。。。

2222 人材育成人材育成人材育成人材育成についてについてについてについて

((((1111)))) 幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育のののの重要性重要性重要性重要性についてについてについてについて法的根拠法的根拠法的根拠法的根拠をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育のののの教育的効果教育的効果教育的効果教育的効果・・・・経済的効果経済的効果経済的効果経済的効果についてについてについてについて認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

ｳｳｳｳ 幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育・・・・保育保育保育保育（（（（就学前教育就学前教育就学前教育就学前教育））））へのへのへのへの投資効果投資効果投資効果投資効果についてについてについてについて認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

ｴｴｴｴ 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの準義務教育化準義務教育化準義務教育化準義務教育化にににに向向向向けてのけてのけてのけて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問問問問うううう。。。。

ｵｵｵｵ 幼稚園教諭幼稚園教諭幼稚園教諭幼稚園教諭のののの正規雇用率正規雇用率正規雇用率正規雇用率のののの推移推移推移推移ととととクラスクラスクラスクラス担任担任担任担任のののの正規雇用率正規雇用率正規雇用率正規雇用率をををを問問問問うううう。。。。

ｶｶｶｶ 幼稚園教育幼稚園教育幼稚園教育幼稚園教育のののの30303030人以下学級人以下学級人以下学級人以下学級へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 保育行政保育行政保育行政保育行政についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 保育保育保育保育のののの「「「「質質質質」」」」についてについてについてについて認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 厚労省厚労省厚労省厚労省によるによるによるによる保育所運営費算定保育所運営費算定保育所運営費算定保育所運営費算定のののの基準基準基準基準となるとなるとなるとなる本県本県本県本県のののの「「「「保育単価保育単価保育単価保育単価」」」」はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその
根拠根拠根拠根拠をををを問問問問うううう。。。。

ｳｳｳｳ 保育士保育士保育士保育士のののの処遇処遇処遇処遇をををを改善改善改善改善するためのするためのするためのするための具体策具体策具体策具体策をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 義務教育義務教育義務教育義務教育についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 睡眠睡眠睡眠睡眠とととと朝食朝食朝食朝食がががが学力学力学力学力にににに及及及及ぼすぼすぼすぼす影響影響影響影響についてについてについてについて認識認識認識認識とととと実態実態実態実態をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 小小小小１１１１・・・・２２２２のののの30303030人以下学級及人以下学級及人以下学級及人以下学級及びびびび小小小小３３３３のののの35353535人以下学級人以下学級人以下学級人以下学級のののの実施率実施率実施率実施率をををを問問問問うううう。。。。

ｳｳｳｳ 30303030人以下学級人以下学級人以下学級人以下学級、、、、35353535人以下学級人以下学級人以下学級人以下学級のののの完全実施完全実施完全実施完全実施のののの見通見通見通見通しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか。。。。他府県他府県他府県他府県ではではではでは自主財源自主財源自主財源自主財源をををを投投投投
入入入入しししし実施実施実施実施しているがしているがしているがしているが検討検討検討検討しているかしているかしているかしているか。。。。またまたまたまた、、、、財源財源財源財源のののの必要額必要額必要額必要額はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。

ｴｴｴｴ 教員教員教員教員のののの多忙化調査多忙化調査多忙化調査多忙化調査をををを実施実施実施実施したとしたとしたとしたと思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのその結果結果結果結果とととと改善状況改善状況改善状況改善状況をををを問問問問うううう。。。。

ｵｵｵｵ 文科省文科省文科省文科省によるとによるとによるとによると、、、、本県本県本県本県のののの教員教員教員教員のののの非正規教員非正規教員非正規教員非正規教員のののの割合割合割合割合はははは全国平均全国平均全国平均全国平均よりよりよりより10101010％％％％以上高以上高以上高以上高くくくくワーストワーストワーストワースト
であるであるであるである。。。。認識認識認識認識とととと改善計画改善計画改善計画改善計画をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 県立高等学校県立高等学校県立高等学校県立高等学校についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 生徒生徒生徒生徒やややや保護者保護者保護者保護者にとってにとってにとってにとって学寮学寮学寮学寮のののの意義意義意義意義をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 老朽化老朽化老朽化老朽化したしたしたした学寮学寮学寮学寮がががが多多多多くくくく存在存在存在存在するがするがするがするが、、、、改築計画改築計画改築計画改築計画はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

ｳｳｳｳ 学寮建設学寮建設学寮建設学寮建設におけるにおけるにおけるにおける面積等面積等面積等面積等のののの基準基準基準基準はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

ｴｴｴｴ 学寮学寮学寮学寮のののの給食管理運営給食管理運営給食管理運営給食管理運営にににに関関関関するするするする現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性をををを問問問問うううう。。。。

ｵｵｵｵ 高校編成整備計画高校編成整備計画高校編成整備計画高校編成整備計画はははは、、、、何何何何をををを根拠根拠根拠根拠にににに計画計画計画計画がががが進進進進められているのかめられているのかめられているのかめられているのか。。。。

ｶｶｶｶ 本県本県本県本県のののの大学進学率大学進学率大学進学率大学進学率はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、全国的全国的全国的全国的とのとのとのとの比較比較比較比較、、、、実態実態実態実態にににに対対対対するするするする認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

3333 県立病院県立病院県立病院県立病院についてについてについてについて

((((1111)))) 県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院県立八重山病院のののの改築改築改築改築についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 進進進進状況状況状況状況をををを問問問問うううう。。。。

ｲｲｲｲ 災害時災害時災害時災害時へのへのへのへの対応対応対応対応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慮考慮考慮考慮しているかしているかしているかしているか。。。。


